
 

 

 

 

 

 

 

 

《平成１５年度安全保障国際シンポジウムの開催》 

１月２０日（火）、２１日（水）の２日間にわたり、「２１世紀の安全保障環境と

軍事力の再編」をメインテーマとする平成１５年度安全保障国際シンポジウムがグラ

ンドヒル市ヶ谷において開催されま

した。 

このシンポジウムは、「我が国に

おける実りある安全保障・防衛論議

の促進に貢献するとともに、防衛研

究所の調査研究活動への内外の理解

を促進し、今後の調査研究の資とす

る」ことを目的とし、我が国及び諸

外国の著名な研究者が一堂に会して

公開の場で研究会を行うという形で

防衛研究所が毎年主催しているもの

です。 
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防衛研究所企画室編集（０３－３７１３－５９１２）

シンポジウムの様子 

今回は、米国、オーストラリア、中国、フランス、ロシアの５か国及び日本から有

識者を招聘し、防衛庁内外から約２００名の聴講者を得て行われました。 

シンポジウムは、オープニング・セッションに続く３つのセッション及び総合討議

で構成され、近藤第１研究部長を議長として進められました。オープニング・セッシ

ョンでは、柳澤所長の開会挨拶に続いて嘉数政務官のから来賓挨拶をいただき、２日

間にわたるシンポジウムが始まりました。 

本シンポジウムにおいては、グローバル化した世界における安全保障問題を検証す

るとともに参加各国の安全保障協力と軍事力の再編を検討するという観点から発表や

討論が行われました。特に、グローバル化する国際社会においても、それぞれの国又

は地域の情勢や特性を考慮しつつ、軍事力の再編を行いながらいかに非伝統的な脅威

に対応していくかという問題等について、参加者から幅広い問題提起がありました。 

各セッションにおける発表テーマ、発表者及びコメンテーターは以下のとおりです。 
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<第１セッション：アジア太平洋地域における安全保障と軍事力の再編> 

○発表：テーマ「グローバル時代の安全保障問題と軍隊の再編：オーストラリアの

見方」 

    発表者：オーストラリア国立大学大学院教授 ポール・ディブ氏 

○発表：テーマ「グローバリゼーションと安全保障：中国の見方」 

     発表者：中国 清華大学教授  楚 樹龍 氏   

○コメント：霞山会主任研究員 阿部 純一 氏 

<第２セッション：欧州・ロシアにおける安全保障と軍事力の再編> 

○発表：テーマ「グローバル時代の安全保障問題と軍隊の再編：フランスの見方」 

     発表者：フランス戦略研究所副所長 イブ・ポワイエ氏 

○発表：テーマ「グローバル時代の安全保障問題と軍隊の再編：ロシアの見方」 

     発表者：ロシア世界経済国際関係研究所国際安全保障センター戦略問題研

究部長 アレクサンドル・サヴェーリエフ氏 

○コメント：防衛研究所第２研究部第１研究室長 金子 譲  

<第３セッション：グローバル時代の日米同盟と軍事力の再編> 

○発表：テーマ「グローバル時代の安全保障問題と日本」 

     発表者：防衛研究所第２研究部第２研究室長 坂口 賀朗 

○発表：テーマ「グローバル時代の安全保障問題と米国」 

     発表者：米国戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ） 

上級副所長 パトリック・クローニン氏 

○コメント：陸上自衛隊研究本部総合研究部長 陸将補 山口 昇  

 

《防衛戦略研究会議の開催》 

１月２９日（木）、グランドヒル市ヶ谷において平成１５年度第３回防衛戦略研究

会議が開催されました。参加者は、委員１１名のほか、防衛庁から高見澤防衛政策課

長、防衛研究所からは、柳澤所長、鈴木副所長、近藤第１研究部長、林戦史部長が参

加し、約２時間にわたって議論が行われました。 

本会議は、平成１１年度に設置されて以来、定期的に実施してきていますが、本年

度は「イラク戦争後の同盟と日本の役割」をテーマとして計４回の会議が予定されて

います。今回はその第３回にあたり、「米国の軍事体制の改革」に焦点をあてた報告

と討議が行われました。 

 会議は、近藤第１研究部長による「米国の前方展開の動向」、高見澤防衛政策課長

による「米国の軍事態勢の見直し」及び加藤洋一委員（朝日新聞社外報部次長）によ

る「米国の前方展開再編の動向」と題した報告に引き続いて議論が行われるという形
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で、渡邉昭夫座長（(財)平和・安全保障研究所理事長）の司会によって進められまし

た。 

討議においては、米国の軍事体制の改革について幅広い意見交換が行われた後、そ

の中で、同盟国である我が国がいかなる戦略的視野をもってこれに対応していくべき

かという点を中心に、活発な議論が行われました。 

本年度最終回となる次回は、２月２３日（月）、「自衛隊のロールズ＆ミッション」

というテーマで開催される予定です。 

 

《西アフリカ諸国経済共同体紛争監視センター部長の来訪》 

  １月１９日（月）、西アフリカ諸国経済共同体紛争監視センター部長 フローレ

ンス・イヘメ氏が防衛研究所を訪問し、所長表敬及び懇談を行ないました。 

 西アフリカ諸国経済共同体（ＥＣＯＷＡＳ：Economic Community of West African 

States）は、西アフリカで域内経済統合を推進する準地域機関で１９７５年に設立さ

れましたが、同共同体紛争監視センターは、紛争管理等に関するＥＣＯＷＡＳ議定書

に基づいて設置されたもので、イヘメ

副部長は、チャンバスＥＣＯＷＡＳ事

務局長及びディアラ政治・安全保障担

当事務次長の紛争管理・安全保障担当

補佐官として政策決定に深く関与し

てこられました。 

 所長表敬時の懇談においては、イヘ

メ副部長からＥＣＯＷＡＳの沿革や

活動状況等について紹介があり、特に、

同共同体監視グループ（ＥＣＯＭＯ

Ｇ：ECOWAS  Monitoring  Group）の

平和維持活動や小火器拡散防止に関する活動等について具体的な説明がありました。 

柳澤所長と懇談中のイヘメ副部長（写真左） 

 イヘメ副部長は、今回外務省の招聘によって、１月１８日（日）～２５日（日）の

間訪日されましたが、これを機に、今後日本とＥＣＯＷＡＳとの関係、同監視センタ

ーと防衛研究所との関係を深めていきたいとの意見が交わされました。 

 

《駐日スイス大使館付国防武官の来訪》 

 １月２９日（木）、駐日スイス大使館付国防武官 ペーター・ヘディガー陸軍大佐

が防衛研究所を来訪し、所長表敬を行いました。 

 ヘディガー大佐は、在韓国停戦監視委員会スイス連絡将校、陸軍参謀部情報将校、

在北京スイス大使館付国防武官等を歴任され、昨年１２月１５日、現職に着任されま
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した。 

表敬時の懇談においては、ヘディガ

ー大佐の板門店における勤務経験か

ら北朝鮮問題について話題が集中し、

短い時間ではありましたが有意義な

意見交換が行われました。また、在任

期間中に是非ともＥＵの拡大や米国

とＥＵの関係といったテーマについ

て、スイスの立場からの見方をお聞か

せ願いたいという柳澤所長の提案も

ありました。 

駐日スイス大使館付国防武官は、イン

ます。 

 

《研

○１月７日（水）、米国戦略国際問題研究所

氏を講師として招聘し、「中国の国防技術・

が実施されました。 

本研究会は、我が国の安全保障を考察す

業等について最先端の研究成果を学び、防

ことを狙いとしたものです。 

研究会においては、中国の国防産業が

見交換が行われ、中国が高度経済成長を

革の流れに結び付けていくかという点に多く

講師は、中国の国防技術・産業に精通し

「プロフェショナリズムを越えた利益－解放

「中国国内の防衛線－人民武装警察と中国

 

○１月１４日（水）～１６日（金）の３

ーン校歴史学部教授 ジョン・リン氏を

研究会が実施されました。 

研究会の初日は「戦争を正確に理解す

テーマで、いかにすれば過去の歴史の教訓

講師による発表の後、活発な質疑応答が

―絶対防御という矛盾」というテーマで
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所長表敬中のヘディガー大佐 
ドネシア、韓国及びタイの武官を兼任してい

究会》 

（ＣＳＩＳ）客員研究員 張 大銘（チョン タイミン）

国防産業・国防経済」をテーマとした中国研究会

る上で重要なテーマである中国の国防技術・産

衛研究所における調査研究の質的向上を図る

抱える問題点と改革の行方等について活発な意

続けているこの機会をいかにして国防産業の改

の意見が出されました。 

ている香港随一の解放軍研究者として名高く、

軍の経済活動とその影響」「中国の軍隊企業家」

の安定性」など多くの著書があります。 

日間、米国イリノイ大学アーバナ・シャンペ

講師として招聘し、「思想と戦争」と題した

ることの困難さ―教訓は学べるのか」という

を現在に活かすことができるのかについて、

行われました。２日目は、「ルイ 14 世の戦争

、安全保障戦略が防衛的であっても周辺諸国



に脅威となるということをルイ 14 世の事例をもとに考察しました。 

３日目は、「正統な戦争とテロリズム―現代戦争の新クラウゼヴィッツ的解釈、1945

～2000 年」をテーマとし、クラウゼヴィッツの戦争観を批判的に発展させつつ、「正

統な戦争」という新たな概念から昨今の戦争及び武力紛争を考察しました。 

リン氏は米国を代表する戦争史研究者であり、ヨーロッパ近代戦略思想史及びフラ

ンス戦争史を専門としています。また、同氏は米国国際軍事史学会会長を務めておら

れ、その優れた業績によりフランス政府から勲章を授与された経歴もお持ちです。 

 

《第５１期一般課程》 

 一般課程は、１月５日（月）から「国際関係及び諸外国の現状及び動向に基づき、

国際上の諸問題について把握させ、それが我が国の安全保障に及ぼす影響について考

察させる。」ことを主眼として国際コースを実施中です。 

この間、通常講義のほかに１月 16

日（金）には、駐日ドイツ連邦共和

国特命全権大使 ヘンリク・シュミ

ーゲロー閣下による「ドイツ、日本、

欧州の外交政策における憲法上の基

礎」と題する特別講義が実施されま

した。 

また、1 月２３日（金）には、海上

自衛隊自衛艦隊司令部、護衛艦及び

潜水艦の現地研修を行い、海上自衛

隊の現況及び最新装備に関する認識を深めました。  

 

講義中のヘンリク・シュミーゲロー特命全権大使 

 

《第４５回 「史料公開ニュース」 図書館》 

  防衛研究所では、所蔵史料のうち、新たに公開した史料をホームページで紹介 

しています。今月は、陸軍の公文書及び私文書史料です。 

 公開史料の一例は、次のとおりです。 

１ 「広島特殊爆弾調査史料」『有末調査団』（昭和４３年） 

    広島に原爆が投下された直後、大本営から有末調査団が現地に派遣されたが 

  本史料は、有末調査団の調査報告の別冊史料 

２ 「ノモンハン事件の若干の考察」『大本営陸軍部他』（昭和３４年） 

    「ノモンハン」事件経過の概要等の内容を合冊したもの 

３  「国土防衛に関する資料」『稲留勝彦』（昭和３９年） 

    筆者は、国土防衛に関する主任者であり開戦前参謀本部４課に在任 
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  当時のメモを基礎に回想記述した資料 

 詳しくは、防衛研究所（史料閲覧室）のホームページ〈www.nids.go.jp〉第４５

回「史料公開ニュース」をご覧下さい。 

 

《「メディアによる取材状況」 図書館》 

    史料閲覧室には、月平均２～３回のメディアによる取材の申し出があります。 

 今月のメディアによる取材状況は、次のとおりです。 

１ １月１６日（金）、日本放送協会が史料閲覧室に来訪し、『艦船拡張沿革史』等

の海軍史料の取材を実施。 取材内容は２月１８日（水）「その時歴史は動いた『日

露開戦 100 年特集』」で放送される予定 

２ １月２８日（水）、琉球朝日放送が史料閲覧室に来訪し、『第６２師団会報』等

の陸軍史料の取材を実施。取材内容は３月３０日（火）、テレビ朝日系列「テレメ

ンタリー2000」『沖縄戦特集』で放送される予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

http://www.nids.go.jp/military_history/military_archives/news/index.html


ブリーフィング・メモ 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、防衛研究所に対する理解を深め

ていただくために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、本欄が複雑な安全

保障問題を見ていただく上で参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 

 

北朝鮮の軍事的脅威とは何か 

  第２研究部主任研究官 

武貞秀士 

 

 東西冷戦が終わった直後の９０年代初め、朝鮮半島では北朝鮮の核兵器開発疑惑が

浮上した。その後、米朝協議が開催され、１９９４年１０月の米朝枠組み合意で、核

開発問題は解決に向かうかに見えた。ところが、２００２年１０月、ジェームス・ケ

リー米国務次官補が平壌を訪問したとき、高濃縮ウラン型核兵器開発疑惑が浮上した。

北朝鮮は２００３年１月、核拡散防止条約からの脱退声明をし、北朝鮮核問題は解決

を見ていない。２月２５日から６か国協議第２回会議が予定されているが、北朝鮮に

すべての核開発計画を断念させるための方策について、関係各国の考えは一致してい

ない。ここで、北朝鮮の軍事能力と狙いについて概観し、日本に対する大量破壊兵器

による攻撃の可能性があるかどうかについて考えた。 

 

北朝鮮の大量破壊兵器能力 

 １９９３年５月、北朝鮮はノドン・ミサイルを試験発射したあと、９０年代後半に

配備を開始した。ノドン・ミサイルは射程が１３００キロメートルであり、日本のほ

ぼ全域を射程に入れている。ミサイルの数は、資料により異なるが、１７０基から２

００基とみられている。『防衛白書（１５年版）』によると、北朝鮮は弾道ミサイル

の開発をいまも続けており、射程の延長を図っている。２００４年１月にロンドンの

国際戦略研究所（IISS）は North Korea’s Weapon Programmes： A Net Assessment

を出した。この報告書を執筆した同研究所のセーモア上級研究員は、「北朝鮮は高濃

縮ウラン型核兵器開発を、早い場合、１、２年以内に終え、核兵器の生産が可能にな

る恐れがある」と述べ、それにより、北朝鮮は年間７５キログラム分の濃縮ウランを

取得すると推定している。核弾頭を３個程度生産できる量である。 
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 では、北朝鮮に高濃縮ウラン型核弾頭の配備計画はあるのかどうか。プルトニウム

型核弾頭開発を北朝鮮はどう説明しているのか。去る１月、米国のプリチャード元特

使、ロス・アラモス研究所のシグ・ヘッカー元所長、スタンフォード大学のジョン・

ルイス名誉教授、２人の米議会スタッフらが北朝鮮を訪問した。１２月にリビアのカ

ダフィ大佐が大量破壊兵器放棄宣言をした後、米訪問団が米国を出発する直前、北朝

鮮側から「寧辺を参観してほしい」と提案があり、寧辺の関連施設見学が実現した。

北朝鮮は米訪問団に対して協力的で、金属片と粉末のプルトニウムらしいものを見せ

て、北朝鮮の核開発には透明性があると述べたという。また、「核抑止力を見せた」

と説明し、使用済み燃料棒が所定のプールにはないことを訪問団に確認させた。 

北朝鮮は米民間訪問団に対して使用済み燃料棒からのプルトニウム抽出作業を終え

たと明言したことから、プルトニウム型核弾頭開発を続けていることを認めたことに

なる。「核抑止力」という言葉から、ミサイルに装着する弾頭の開発を続けているこ

とを示唆したと考えるのが自然であろう。 

そのようなとき、北朝鮮の高濃縮ウラン型核兵器開発について、新しい展開があっ

た。パキスタンの核開発の父といわれたカーン博士が、２月上旬、北朝鮮に対し高濃

縮ウラン型核兵器開発技術を供与したことを公式に認めたのである。それに北朝鮮が

昨年、欧州から高濃縮ウラン型核弾頭開発に使用するアルミ管を輸入する計画があっ

たこと、日本からも高濃縮ウラン型核弾頭開発に使用する遠心分離機の関連機材を購

入しようと試みたことが発覚した。北朝鮮が高濃縮ウラン型核弾頭開発を進めている

疑いが濃厚となった。 

では、北朝鮮は核弾頭をノドン・ミサイルに装着するまでに至ったのだろうか。こ

の点は情報が錯綜している。開発が終了したのか、開発途中で挫折したが、より低い

コストで米国に対して抑止力を示すために、「核抑止力保持」を装っているのか、現

在の段階では様々な推測が可能であろう。核弾頭をミサイルに装着する技術について

は情報がまちまちであるが、北朝鮮は化学弾頭を弾道ミサイルで発射できる状態であ

ると見る専門家は英米や韓国に多い。技術的には核弾頭より難しくない。「核兵器以

上のものを持つ」と示唆してきた北朝鮮が、世界第３位の量の化学兵器を保有するこ

とを併せて考えるとき、意思は別としても、日本に到達するミサイルで化学弾頭を使

用する技術があると見ることが可能である。 

 

北朝鮮の政治的狙い 

米民間訪問団を受け入れ、プルトニウムを見せて、高濃縮ウラン型核兵器開発計画

の存在を否定するという、北朝鮮の一連の動きをどう解釈すべきか。１月１３日、北

朝鮮の朝鮮中央放送は、「ブッシュ政権が補償を約束するなら核開発施設を凍結す

る」と報道した。米国が「解体ではなくて、当面は凍結でもよい」と応じるとき、北
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朝鮮は見せるべき施設が必要になる。その際には、１月に米訪問団に見せた施設が中

心になるだろう。プルトニウム型の核開発計画の一部を米訪問団に見せて、透明性を

強調し、高濃縮ウラン型核兵器計画を否定したことから、高濃縮ウラン型核弾頭計画

を温存しつつ、プルトニウム型核開発計画への査察受け入れを準備しているとの解釈

が可能である。 

では、何のために北朝鮮は大量破壊兵器を保有しようとしているのだろうか。通常

兵器の近代化の遅れを補い、通常兵器を維持するコストを節約するために、大量破壊

兵器を保持すると推測できるが、政治的な狙いとして、２つの側面がある。 

一つ目は、自国の安全を確保することへの不安から、大量破壊兵器を保持するという

側面である。二つ目は、朝鮮半島統一へのシナリオと関連した、積極的な意図という

側面である。この２つの側面は矛盾するものではなく、北朝鮮が大量破壊兵器開発の

メリットを最大にしようと考えるかぎり、両者を追求しようとするだろう。 

 北朝鮮の中間的目標は何か。公式報道等から推測すると、「民族第一主義」という

スローガンを掲げながら、南北関係を改善してゆくこと、在韓米軍の駐留を非難し、

在韓米軍削減を促進して、米朝間で不可侵条約を締結すること、朝鮮戦争の休戦協定

を平和協定に変えること、北朝鮮の「核抑止力」を維持することにある。 

これらの政策は大量破壊兵器開発の継続とどのような整合性があるのだろうか。北

朝鮮が公式に明らかにしている目標は朝鮮半島の統一であり、朝鮮半島における革命

の完遂である。１９８０年、第６回労働党大会で採択された党規約前文には、「朝鮮

労働党の当面の目的は、共和国北半部における社会主義の完全な勝利を成し遂げ、全

国的範囲における民族解放と人民民主主義の革命課業を完遂することにあり、最終目

的は全社会の主体思想化と共産主義社会を建設することにある」とある。朝鮮半島全

体の主体思想化が最終目標、すなわち、韓国を併呑することが最終目標であると明記

してある。 

北朝鮮にとっての障害物は何か。「朝鮮労働党は、南朝鮮から米帝国主義の侵略軍

隊を追い出して、植民地統治を清算し、日本軍国主義の再侵企図を挫折させるための

闘争を展開し、南朝鮮人民の社会民主化と生存権闘争を積極支援し、祖国を自主的、

平和的に民族大団結の原則を基礎として、統一を成し遂げ、国と民族の統一的発展を

成し遂げるために闘争する」とある。ここで、闘争の対象として、米国と日本をあげ

て、韓国人民は解放する対象と規定している。 

大量破壊兵器は、北朝鮮が「米国の介入阻止」「韓国人民の解放」「全国的範囲で

統一」という目標を追求するにあたり、北朝鮮に新たな選択肢を与えつつあるのでは

ないか。「大量破壊兵器を使用することをほのめかす」ことにより、本来の政治目的、

統一という目標に接近できるという計算が北朝鮮にはあるのではないか。それは、統

一に向けての３つの条件次第である。   
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 第１は、韓国社会が北朝鮮に対して姿勢変化するように促すことである。韓国が北

朝鮮との戦争を想定して、守りを堅固にしていれば、北朝鮮の朝鮮半島統一のプロセ

スでは障害となる。できれば、北朝鮮は韓国人民と戦いたくない。このことは、「韓

国を守っている朝鮮人民軍」（『労働新聞』２００２年１２月）という表現を北朝鮮

が使うことにも示されている。北朝鮮は８万人の特殊目的部隊を保有している。この

部隊は米軍が介入しない状況で、韓国と北朝鮮が戦闘状態に入ったときに力を発揮す

る。朝鮮人民軍側が最小の損害で勝利するときの有効な手段となる。このとき、朝鮮

人民軍の攻撃対象は、「南朝鮮のかいらい政権」であるから、この部隊の存在は「韓

国人民は同志」との説明とも矛盾しないのである。  

 第２は、米国の韓国離れを促進することである。北朝鮮は「朝鮮民族対米国の対決

の構図」という説明をしながら、韓国に対して米韓協調を清算するように呼びかけて

きた。そして、南北対話を進めたいと考える韓国が、米国との関係をより自立した関

係にするという発言が増えてきている。それと並行して、韓国社会の自立指向が目立

ってきた。米韓間の懸案である在韓米軍基地の移転は、もともとは韓国が発案したも

のである。 

１月１６日、ハワイで開催された第６回未来のための米韓同盟会議では、２００６

年末までに在韓米軍を漢江の南に下げることで合意した。北朝鮮の攻撃が始まったと

き、トリップワイヤーの役割を担う第２歩兵師団の存在がなくなることを意味する。

その条件下では、米国が北朝鮮の韓国攻撃を知ったとき、再介入するかどうかを決断

するまでには、時間を要するだろう。韓国が米国に対して「自主的国防力を」といい

ながら、米軍基地が漢江以南に移転し、兵力が削減されたあとであれば、米国が韓国

の求めに応じて北朝鮮の侵入を阻止するために、兵力を迅速に再投入するかどうか、

不確実な部分が残る。すくなくとも、北朝鮮が攻撃を開始したとき米軍兵士が自動的

に巻き込まれるときと比較すると、米国の決断までの時間には差が生じる。在韓米軍

再配置論議は、北朝鮮からすると、「韓国が国防分野で少しずつ米国と距離を置きは

じめている」と見えているだろう。 

第３は、大量破壊兵器開発を進めることである。北朝鮮は大量破壊兵器の使用をほ

のめかすことで、米軍介入を阻止するための脅しに使える。脅しが有効であるために

は、米国にまで届く大陸間弾道弾が必要になるだろう。そのとき、米国が「韓国を守

るために、米国東部の安全が脅かされるシナリオを米国民は耐えられるか」と考える

場合もありうる。このシナリオを作ることが、北朝鮮の狙いであろう。すなわち、北

朝鮮にとっては、「米国と戦火を交えないための大量破壊兵器」であり、「米国の再

介入を思いとどまらせるための大量破壊兵器」である。これは、北朝鮮は朝鮮戦争以

後、一貫して米国と戦うことを回避してきたことと符合している。  
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北朝鮮主導の統一シナリオとは 

 北朝鮮は、在韓米軍が減ってゆき（２００６年末までに在韓米軍は漢江以南に移転

する）、南北交流を進める過程で、韓国内で「北朝鮮は戦争する相手ではない」との

世論がひろがるという展開について、２０００年６月の南北首脳会談のときまでは、

あまり期待していなかっただろう。しかし、南北スポーツ交流は進み、南北鉄道連結

工事が続き、開城工業団地を南北共同で造成する事業が進んでいる。韓国社会は、北

朝鮮への警戒を減らしつつある。その先にあるものは、韓国軍の士気の低下である。

そうなると、北朝鮮は特殊目的部隊を活用しながら、米国の再投入を阻止するべく大

量破壊兵器の使用をほのめかしながら、最小の労力で韓国を統一することも視野に入

れるだろう。いま、「在韓米軍削減」「韓国社会の変化」「大量破壊兵器開発」の３

点セットは現実味を帯びはじめている。 

では、北朝鮮が核ミサイルを実際に日本にむけて発射する可能性はどうだろうか。

北朝鮮が朝鮮半島を北朝鮮主導で統一できると考えたとき、米国の介入と日本の関与

を阻止するため、核ミサイルを使用する可能性があるかどうかということになる。米

国が緒戦で戦闘に巻き込まれていない状況であれば、韓国と北朝鮮が軍事衝突をして

いる過程で、北朝鮮に勝算がある状況が生まれるとき、「次の目標は韓国だ」と恐れ

る韓国が抵抗をあきらめるようにするために、ミサイルを日本に向けて発射するとい

う可能性はゼロではない。 

また、北朝鮮による韓国への侵攻が始まったとき、北朝鮮が限定的被害を与える程

度の攻撃を日本に対して行い、「米国が全面的再介入をすれば、次は大変な被害が生

じる」と示して、米国、日本の動きを牽制する場合もありうる。これは、「米国は日

本国内の限定的な被害を見たあと、大都市が核兵器による攻撃にさらされる戦争の引

き金を引くことはないだろう」と北朝鮮が判断する場合であるが、可能性を否定でき

ない。 

しかし、米国が日米安全保障条約に基づいて北朝鮮への全面的な報復を決断するよ

うな、大規模な被害をあたえる攻撃を北朝鮮が最初に実行するケースは可能性が低い。 

 そのほか、北朝鮮の体制崩壊が始まる場合、体制維持のために、北朝鮮周辺で危機

を創出するという作戦にでる可能性もあろう。そのとき使用する武器には制限はなく、

大量破壊兵器の使用がありうる。 

 こう考えると、北朝鮮の大量破壊兵器開発計画を、「安全の保証を得たい北朝鮮が、

よりよい安全のための条件を獲得するための手段」として片づけておくわけにはいか

ない。北朝鮮の政治目標、北朝鮮をとりまく周辺環境、それを北朝鮮がどう認識して

いるかをあわせて考えるとき、北朝鮮の大量破壊兵器開発に軍事的な意味を読み取る

必要があるのではないだろうか。 
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専守防衛と大量破壊兵器搭載弾道ミサイル 

 

第１研究部主任研究官  

小川伸一 

 

 近年、中東やアジアを中心に、大量破壊兵器及びその運搬手段である弾道ミサイル

の拡散が進んでいる。北朝鮮に見られるように、わが国周辺も例外ではなく、こうし

た兵器は安全保障上、大きな課題を突きつけている。他方わが国は、長年、憲法上の

要請から「専守防衛」を防衛の基本方針としてきている。ところがこの専守防衛は通

常戦や通常兵器を念頭に概念化されたものであり、近年顕著となっている大量破壊兵

器搭載弾道ミサイルがもたらす脅威を視野に入れているとは言い難い。このメモは、

こうした問題意識から、専守防衛の概念を整理するとともに、専守防衛の下で許容さ

れているミサイル基地に対する武力攻撃の意義と限界、さらにはそうした攻撃能力の

取得に付随する政治的、軍事的制約を論じ、大量破壊兵器搭載弾道ミサイルが配備さ

れている安全保障環境の下での専守防衛の在り方やわが国の安全保障戦略の大枠を描

くものである。 

専守防衛については、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、

その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための

必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をい

う」（2003 年『防衛白書』）と説明されている。こうした内容の専守防衛は、政治的、

戦略的に大きな歴史的役割を果たしてきた。専守防衛を旨とする受動的、守勢的な防

衛態勢をとることによって、悲惨な太平洋戦争を経験し、ともすれば反戦・反軍的姿

勢をとりがちであった国民に安心感を与えるとともに、近隣諸国に対しては大きな脅

威を与えないことにより、安全保障のジレンマを抑制する役割を果たしてきた。 

 憲法９条から導き出される専守防衛の理念の一端は、鳩山内閣によって明示され、

今日まで一貫して維持されている自衛権発動の３要件に具体的に表されている。すな

わち、自衛権の行使としての武力の行使は、①わが国に対する急迫不正の侵害がある

こと、②この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、それに③必要

最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という３要件を満たす場合に限るとされて

いる。また専守防衛の理念から、性能上、他国に大きな損害をもたらすことのできる

中長距離弾道ミサイル（IRBM、ICBM）、攻撃型航空母艦、長距離爆撃機等の保有、並

びに武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領域に派遣するいわゆる海外派兵

は、憲法上認められる自衛のための必要最小限度の実力行使を越えるものと考えられ

ている。 

 しかしながら、自衛権の行使としての武力行使については、必ずしもわが国の領域
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に限られるものではなく、自衛権発動の３要件に該当する限り、公海及び公空、さら

には他国の領域に対しても武力行動をとることが可能とされている。例えば、1956 年

２月、当時の鳩山内閣は、「わが国に対して、急迫不正の侵害が行われ、その侵害の

手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合 ･･･ そのような攻撃

を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば、誘導弾等によ

る攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたく

ことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である ････」と述べ（鳩山総理答弁船

田防衛庁長官代読）、自衛のために必要且つやむを得ざる場合には、わが国に対する

ミサイル攻撃の策源地に対する武力攻撃も可能との見解を示していたのである。 

 ところが、自衛権行使のタイミングについては、1998 年８月末、北朝鮮が日本列島

を横切る形でテポドン弾道ミサイルを発射した事件を契機に若干の誤解が日本国内で

生じた。日本政府は、かねがね自衛権の行使としての武力行使は、わが国に対する急

迫不正の侵害が生起すること、すなわち武力攻撃が発生
．．

することを条件としており、

しかもこの武力攻撃の発生とは「武力攻撃のおそれがあると推量される時期ではな

い ････ また武力攻撃による現実の侵害があってから後ではない。武力攻撃が始まっ

たときである」と説明してきた（1970 年３月高辻正巳内閣法制局長官）。ただし、わ

が国に対する武力攻撃が始まった時点を認定することは「その時の国際情勢、相手国

の明示された意図、攻撃の手段、態様等々」によると述べ（1970 年３月愛知揆一外相）、

一概に認定できないとの立場をとってきた。このように、わが国に対する武力攻撃が

開始された時期の認定が諸般の事情に基づいて個別的になされ、しかもわが国が現実

に被害が被っていない時点であっても自衛権に基づく武力行使ができるとされている

ことから、北朝鮮からの弾道ミサイル脅威が切迫したとき、法理上、そのミサイル基

地に対し先制攻撃を加えることができるはずとの意見が一部で出されるようになった。

実際、国際法上の自衛権の解釈においても、相手国が武力攻撃を開始していなくても、

そうした攻撃の脅威が差し迫っていれば、相手国の軍事基地を攻撃することを「先制

的自衛（anticipatory self-defense）」の名の下に容認する意見が見受けられるので

ある。 

 しかしながら、日本政府は、自衛権に基づく武力行使は日本に対する武力攻撃の発
．

生
．
を条件としており、単に急迫不正の武力攻撃の脅威

．．
があるのみでは武力を行使でき

ないとの姿勢、言い換えればいわゆる「先制攻撃（preemptive strike）」や先制的自

衛に依拠する武力攻撃は、憲法上、とり得ない軍事行動であるとの立場をとっている。

こうした姿勢は、脅威をもたらす手段が弾道ミサイルであっても同様である。例えば、

2003 年『防衛白書』に掲載された「ミサイルによる攻撃と自衛権との関係の法的整理

について」と称するコラムにおいて、「わが国に対する武力攻撃の発生」した時点と

は、「相手が武力攻撃に着手した時」であり、相手が武力攻撃に着手していれば、「わ
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が国に現実の被害が発生していない時点であっても」、自衛権発動の他の２要件を満

たす限り、自衛権に基づく武力攻撃を行うことは法律上可能である、との従来からの

考え方を示すと同時に、「･･･ わが国が自衛権を発動するのは、『わが国に対する武

力攻撃の発生』などいわゆる自衛権発動の３要件に該当する場合に限られることは当

然であり、政府は、従来より、未だ武力攻撃が発生していないのに武力攻撃のおそれ

があると推量されるだけで他国を攻撃するいわゆる先制攻撃は、わが国憲法の下では

許されない ････」と述べている。 

 大量破壊兵器を搭載した弾道ミサイルの場合であっても、こうした原則論に依拠し

て対処できるかという疑問が生じるかもしれない。しかしながら、敵対国がわが国に

対する武力攻撃に「着手」したとの判断については、事案毎に個別具体的に判断すべ

きものと述べていることから、一定程度、柔軟な対応が可能となろう。具体的には、

わが国に対する弾道ミサイル攻撃で戦端が開かれるといったケースにおいても、相手

側が弾道ミサイル攻撃に着手してから実際にミサイルを発射するまでの時間次第では、

相手側の弾道ミサイルが発射される前に武力攻撃を加えるというシナリオも想定可能

である。いずれにしても、核兵器などの大量破壊兵器の場合、通常弾頭と異なり、攻

撃を受ければ甚大な被害を被ることから、大量破壊兵器搭載弾道ミサイルを配備して

いる国家との関係においては、相手国がわが国に対する武力攻撃に「着手」した時点

の判断は、極めて重要になろう。 

 わが国は、現在、弾道ミサイル攻撃に対する自衛手段として迎撃ミサイルの技術研

究を米国と共同で進めるほか、2003 年 12 月、イージス・システム搭載護衛艦に装備

する迎撃ミサイル（SM-３）及びペトリオット PAC-３の導入を決定した。ミサイル防

衛システムは、大量破壊兵器搭載弾道ミサイル攻撃に対する自衛手段として欠くこと

はできないが、ミサイル防衛は防御兵器であることから、その研究開発は攻撃手段の

後追いを運命づけられており、常に完璧な防御能力を確保することは期し難い。しか

も日本にミサイル攻撃を加えようとする国は、日本のミサイル防衛能力を凌駕するミ

サイル攻撃を仕掛けようとする可能性も排除できない。こうした攻撃に対処するため

には、相手のミサイル基地を攻撃する能力を備え、相手側が日本に対するミサイル攻

撃に着手した時点で、ミサイル基地に対する武力攻撃と飛来するミサイルに対する迎

撃作戦を同時並行的に行う態勢を構築する必要性が生じるかもしれない。 

わが国はこれまで、同盟国である米国との了解の下、敵対国のミサイル基地に対す

る攻撃も含め、攻勢的作戦を米軍に依存してきた。そして米軍がわが国にミサイル攻

撃を加えようとする国のミサイル基地に対する攻撃能力を常に維持する限り、米軍が

上で述べた日本のミサイル防衛を補完する役割を果たすことが期待される。しかしな

がら、グローバルに展開する米軍に鑑み、事態の進展次第では、米軍が日本周辺で十

分な攻勢作戦を実施できない事態が生起することも考えられる。こうした可能性を否
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定できないとするならば、自衛のための必要最小限との条件の下で、日本がミサイル

基地に対する攻撃能力を備えることは、大量破壊兵器搭載弾道ミサイルに対する日本

の安全を確保するために検討すべき施策と言えよう。 

他方で、「他に適当な手段がない」ことを条件に武力行使を認める自衛権発動の要

件に鑑み、わが国がミサイル防衛を配備しながら、敵対国のミサイル基地に武力攻撃

を加えることが法的に可能と言えるかという疑問が生じるかもしれない。この疑問に

対しては、わが国に対する弾道ミサイル攻撃の下でミサイル防衛を稼働させること自

体、既に自衛権を行使していること、さらには自衛権行使の程度については「必要最

小限度」という規制を受けるのみであり、敵対国のミサイル基地を攻撃することがミ

サイル防衛と両々相俟って我が国の防衛を全うするにあたり不可欠の手段となれば、

法的な問題とはなり得ない、と応えることができるのではなかろうか。 

以上述べたように、大量破壊兵器搭載弾道ミサイルに対処するにあたっては、敵対

国のミサイル基地を攻撃できる能力を備える選択肢も想定できるが、そうした能力を

整備するにあたっては、幾つかの難題が待ち受けている。第１に、敵対国のミサイル

基地に対する武力攻撃を的確に行うために不可欠な監視・情報収集能力を備えなくて

はならない。具体的には、敵対国のミサイル基地やミサイル配備態勢について正確な

情報を取得しなければならないが、わが国独自ではそれすらも容易ではなく、まして

や北朝鮮のように地下施設を多用する国家については、正確な情報を取得することは

極めて難しい。 

第２に、ミサイル基地を破壊するための兵器を備えなければならないが、そうした

兵器を整備するに当たっては、慎重な判断を要する。先に指摘したように、専守防衛

の理念の下、わが国は、相手国の国土に大きな損害を与えることのできる攻撃的兵器

を保有しないとしていることから、保有・配備できる兵器は限られてくる。また、大

量破壊兵器搭載弾道ミサイルを配備する国との関係で安全保障のジレンマに陥らない

ためにも、こうした自制は必要である。従って、整備する兵器は、都市や産業施設の

破壊を目的とした兵器ではなく、カウンターフォース攻撃を主務とする通常弾頭を搭

載した精密誘導兵器が中心となろう。しかしながら、こうした兵器であってもその保

有・配備量の特定は、相手が持つミサイル戦力の抗堪性など幾つかの軍事的要素を勘

案せざるを得ず、容易ではない。 

第３に、実際の攻撃作戦の面でも大きな課題がある。大量破壊兵器搭載弾道ミサイ

ルによる攻撃を防ぐための武力行使は、最初の武力攻撃で相手のミサイル戦力に十分

な打撃を与えなくてはならない。相手方の日本に対するミサイル攻撃の態様にも左右

されるが、わが国の武力攻撃が不完全であれば、阻止しようとした大量破壊兵器搭載

ミサイル攻撃を逆に招いてしまう危険があるからである。この問題は、とりわけ移動

式弾道ミサイルに対する武力行使について言える。 
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第４に、我が国がミサイル基地攻撃能力を保有することについての米国の姿勢であ

る。米国は、わが国に対する近隣諸国の懸念を考慮してか、長年、日本がパワー・プ

ロジェクション能力を備えることには積極的ではなかった。米国がこうした姿勢を転

換したという兆候は見当たらない。また、日米防衛協力の「ガイドライン」が定める

共同対処行動にあっても、自衛隊が防勢作戦、米軍は自衛隊の行う作戦を支援すると

ともに、自衛隊の能力を補完する作戦（攻勢作戦と思われる）を実施するなど、おお

よその任務分担が規定されている。要するに、我が国がミサイル基地攻撃能力を取得

しようとすれば、単に特定の攻撃兵器の取得問題に留まらず、日米防衛協力の再編を

も視野に入れた政治的課題に直面することになろう。 

以上述べた如く、敵対国のミサイル基地に対し、一定程度のカウンターフォース攻

撃を加える能力を備えることは、専守防衛の理念から逸脱するわけではなく、また手

段の多様化を図るという点では望ましいとも言えるが、そうした能力の整備や実際に

攻撃作戦を実施するレベルにおいて、さらには米国や近隣諸国との関係において大き

な課題や問題点を抱えている。本質的に「両刃の刃」の様相をはらむミサイル基地攻

撃能力の必要性を際だたせないためには、まず、日米共同防衛態勢の実効性を維持す

ると同時にミサイル防衛の迎撃能力を可能な限り高めなければならない。さらには、

大量破壊兵器の規制・禁止を規定する各種条約の有効性や普遍性の向上を図るほか、

「ミサイル技術管理レジーム（MTCR）」及び「弾道ミサイルの拡散に立ち向かうため

のハーグ行動規範（HCOC）」など、ミサイル規制に係わる軍備管理・軍縮・輸出規制

の強化を図らねばならないのである。 
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