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《防衛戦略研究会議の開催》 

２月２３日（月）、グランドヒル市ヶ谷において平成１５年度第４回防衛戦略研究

会議が開催されました。参加者は、委員１４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、柳澤所長他が参加し、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 終回にあたり、「日米同盟と我が国の役割－自衛隊のロールズ

＆ミッション－」に焦点をあてた報告と討議が行われました。 

 会議は、渡邉昭夫座長（(財)平和・安全保障研究所理事長）の司会により、秋山昌

廣主査((財)シップ・アンド・オーシャン財団会長）及び志方俊之委員（帝京大学法学

部法律学科教授）の報告に引き続いて議論が行われるという形で進められました。 

討議においては、安全保障環境が劇的に変化する中で、我が国がいかに戦略的思考

を持って国家安全保障戦略を形成していくか、そして、その中で防衛庁・自衛隊がい

かなる役割を果たしていくべきか等について幅広い視点から白熱した議論が行なわれ

ました。特に、我が国が日米同盟を機軸としつつ独自性を発揮すべき分野や重視すべ

き分野、そしてそれらの優先度等について意見が交わされました。 

本会議は、次年度も今年度と同じ委員によって４回の会議が予定されています。 

 

《同盟問題研究会の開催》 

 ２月１６日（月）、１７日（火）の両日、英国王立統合軍防衛研究所（ＲＵＳＩ）

所長リチャード・コボルド氏（退役英国海軍少将）及び同研究所中東・北アフリカ担

当課長ダニエル・ニープ氏を招へいし、「同盟問題研究会」が開催されました。 

 本研究会は、イラク戦争において当初から米国と協同歩調をとってきた英国の研究

者から、その経緯と問題点、危機管理に向けた国際社会のあり方及び同盟の役割等に

ついて意見交換することを狙いとして実施しました。 
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 研究会は、防衛研究所のほか内部部局、統幕３室、陸・海・空各幕僚監部、陸自研

究本部、海自幹部学校から多数の参加を得て実施されました。 

第１セッションでは、コボルド所長に

よる「国防危機管理－英国の事例－」と

題した発表及びニープ課長による「イラ

クにおける英国の安全保障政策」と題し

た発表に続いて意見交換が行われまし

た。この中で、英国のクライシス・マネ

ージメント・システムと政軍関係、イラ

ク戦争時における英国の対応等につい

て幅広い議論が行われました。特に、イ

ラク戦争時における英国の対応につい

ては、その経緯と問題点について米国との関係や相違点を交えて具体的な意見交換が

行われました。 

懇談中のコボルド所長（右）とニープ課長 

第２セッションでは、第１セッションの議論を踏まえた上で更に深い議論が行なわ

れました。特に、イラク戦争にかかわる米国の政策に関し、日英双方の捉え方や今後

の対応等について活発な議論が行なわれ、意義深く示唆に富む研究会となりました。 

 

《日米テレビ会議の開催》 

２月２４日（火）、防衛研究所と米国国防大学国家戦略研究所（ＩＮＳＳ）との間

で第３回日米テレビ会議が実施されました。本会議は、昨年６月に第１回会議を開催

して以来、今回で第３回となります。テーマについては、第１回、第２回に引き続い

て「イラク問題」（第１セッション）を、また、ＩＮＳＳからの提案により今回はじ

めて「中台問題」（第２セッション）を取り上げました。また、第２セッション終了

後、日米共通の時宜に適したトピックスについてディスカッションする時間を設け、

より幅広い議論が行なわれました。 

テレビ会議の風景 

第１セッションでは、防衛研究所

第２研究部 川勝主任研究官による

「Characteristics of the SDF Iraq 

Operation」と題した発表を受けて意

見交換が行われました。この中で、

イラクの現状に関する認識やイラク

の戦後復興における日米の役割、特

に自衛隊の派遣を中心とする我が国

の活動の特性等について活発な議論
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が行なわれました。 

 第２セッションでは、ＩＮＳＳ サウンダーズ氏による「Taiwan’s Presidential 

Election：Overview」と題した発表を受けて意見交換が行われ、３月２０日に予定さ

れている台湾総統選挙の行方とその結果の影響等について、前回の総統選挙時との相

違点等を踏まえつつ、日米双方の視点から幅広い意見交換が行われました。 

 第３セッションでは、主に北朝鮮の核開発問題について、翌日に控えた第２回６カ

国協議の見方、特に、中国の取り組みをどう評価するか、北朝鮮が高濃縮ウランによ

る核開発についてどういう態度を示すか等を中心に意見交換が行われました。 

 後に、両所長から、今後もテレビ会議を通じて戦略的問題や地域情勢等について

多角的に意見交換していきたい旨の意見が交わされ、会議を終えました。 

  

《戦争史日韓学術会議の開催》 

２月１８日（水）、大韓民国国防部 軍史編纂研究所所長 安 乗漢（アン・ビョ

ンハン）氏、同戦争史部長 金 幸福（キム・ヘンボク）氏及び同先任研究員 李 鐘

判（リ・ジョンパン）氏を招へいし、「朝鮮戦争休戦５０周年を迎えて」というテー

マで戦争史日韓学術会議が開催され

ました。本会議は、防衛研究所にお

ける日韓共同研究の一環として開催

しているもので、昨年はソウルで開

催され、日本での開催は今年で２回

目となります。 

会議では、柳澤防衛研究所長及び

大韓民国国防部軍事編纂研究所所長 

安 乗漢氏の挨拶に引き続き、３名

の研究発表と「朝鮮戦争の現代的意

義」をテーマとするパネル・ディスカッションが行われました。 

柳澤所長と懇談する招へい者 

研究発表は、林戦史部長を議長とし、それぞれのプレゼンテーションとそれに対す

るコメントという形で進められましたが、いずれも米韓あるいは日韓の戦略的な関係

等について、歴史的観点を踏まえた意義深い内容であり、極めて示唆に富むものでし

た。また、パネル・ディスカッションは、庄司第１戦史研究室長を議長とし、日韓各

２名のパネラーによって、東アジアの戦略環境について歴史的観点から白熱した議論

が行われました。 

 研究発表者とテーマ及びパネル・ディスカッションのパネラー等については次のと

おりです。 
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【研究発表】 

  議長：防衛研究所戦史部長 林 吉永 

発表者：韓国軍史編纂研究所 戦争史部長 金 幸福 氏 

  テーマ：李 承晩大統領と韓・米相互防衛条約 

  コメンテータ：防衛研究所 戦史部第１戦史研究室長 庄司 潤一郎 

   

  発表者：韓国軍史編纂研究所 戦争史部先任研究員 李 鐘判 氏 

  テーマ：朝鮮戦争勃発前米国の極東軍事戦略における韓国と日本の戦略的関係 

  コメンテータ：防衛研究所 戦史部主任研究官 山村 健 

  

  発表者：防衛研究所 戦史部所員 芦田 茂 

  テーマ：朝鮮戦争と日本－日本の役割と日本への影響－ 

  コメンテータ：韓国軍史編纂研究所 戦争史部先任研究員 李 鐘判 氏 

   

【パネル・ディスカッション】 

  テーマ：朝鮮戦争の現代的意義 

議長：防衛研究所 戦史部第１戦史研究室長 庄司 潤一郎 

  パネラー：韓国軍史編纂研究所 戦争史部長 金 幸福 氏 

同      先任研究員 李 鐘判 氏 

防衛研究所     戦史部長  林 吉永  

同   研究部主任研究官 武貞 秀士 

 

《アルピタ・マトゥール インド防衛研究所準主任研究員の来訪》 

２月１８日（水）、インド防衛研究所準主任研究員 アルピタ・マトゥール博士が

防衛研究所を訪問し、所長表敬と意見交換を行いました。 

所長表敬時の懇談においては、昨

年１０月、柳澤所長がインド・パキ

スタンを訪問した際の話題に花が咲

き、また、鈴木副所長からはインド

と日本の共通のテーマである、ＯＰ

Ｋ（Ocean Peace Keeping）について

意見交換を進めていきたい旨の提案

がありました。 

記念品の交換をするﾏﾄｳｰﾙ博士と柳澤所長 

意見交換では、マトゥール博士か

ら日米同盟の将来、ＭＤ（Missile  
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Defense）への取り組み、非核３原則に対する考え方等について幅広い質問があり、防

衛研究所の研究者と活発な意見交換が行われました。 

マトゥール博士は、日本の防衛政策、日中安全保障関係を専門としており、現在「日

本の新たな安全保障戦略－普通の国となるか」と題するテーマで日本の安全保障政策

について研究中です。 

 

《研究会》 

○２月５日（木）、国連開発計画ＤＤＲプロジェクト東南地域事務所長 バジル・マッシー氏及

び国連開発計画カブール事務所ＤＤＲプロジェクト報告・広報担当官 高木裕子女史を招聘

し、「アフガニスタンにおける国連の軍縮、武装解除、再統合（ＤＤＲ）プロジェクト－その現状

と問題点－」をテーマとした国際安全保障問題研究会が開催されました。 

本研究会は、アフガニスタンにおけるＤＤＲプロジェクトの現状と問題点を探り、今後の安 

全保障の展望を考察するとともに防衛研究所における調査研究の質的向上を図ることを狙

いとしたものです。 

研究会においては、ＤＤＲプロジェクトによって、2004 年 1 月現在までに、2,891 人が武装

解除され、1,758 人が一般社会に復帰したこと、職種としては農業従事者が 53％、職業訓練

を受けている人が 25％、企業のマネージメントを行っている人が 5％、地雷撤去作業を行っ

ている人が 8％であるとの報告がありました。 

なお、現在、このプロジェクトは一般兵士のみを対象としていますが、近く将校を対象とす

るプロジェクトも開始するとのことでした。 

両講師は、現在ともにアフガニスタンにおいてＤＤＲプロジェクトを担当しておられます。 

 

○２月６日（金）、仁荷大学客員教授（現 防衛研究所客員研究員） 安 光瓉（ア

ン・グァンチャン）氏を講師として「韓半島における米韓連合作戦」と題した朝鮮半

島研究会が開催されました。  

 本研究会は、防衛研究所の客員研究員として招へいした講師から米韓軍事関係につ

いての意見を聴取し、米韓連合作戦についての理解を深めるとともに、今後の朝鮮半

島、北東アジア、日米関係を考察するための資とすることを狙いとするものです。 

 研究会においては、講師から、韓半島における軍事作戦と指揮関係、在韓米軍の役

割と重要性等についてのブリーフィングを受けた後意見交換が行われ、北朝鮮の脅威

に対する韓国の認識と対応、在韓米軍の南下に伴う韓米共同対処の構想等について 

活発な議論が行われました。 

講師は、昨年４月まで米韓連合軍司令部において副参謀長として米韓連合作戦に携

わっておられました。 
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○２月１２日（木）、大阪府立大学経済学部長 宮本勝浩教授を招聘し、「経済的視

点から見たロ中関係の現状とその展望」をテーマとした「ロシア・東欧研究会」が開

催されました。本研究会は、日中関係の現状と展望について、経済的な視点からの意

見を聴取し、平成１５年度所指定研究「ロシアの改訂国家安全保障コンセプトと改訂

軍事ドクトリンの動向－東アジア・太平洋に及ぼす影響」の成果向上と調査研究の質

的向上を図ることを狙いとしたものです。 

 研究会においては、講師から「ロシア及び中国経済の 近の動向」「日本における

ロシアと中国の経済依存度」「日本及びロシアと中国との経済関係」について、詳細

な統計データを引用したブリーフィングを受け、その後意見交換が行われました。 

 意見交換においては、カスピ海正面における米国の影響についてロシアが警戒感を

抱いているということ、東シベリアからのパイプラインルートの行方がロ中、日ロ、

日中の各関係に大きな影響を及ぼすであろうこと等について活発な意見が交わされま

した。 

講師は、長年にわたりロシアと中国の比較経済学を研究してこられた専門家であり、 

「市場経済移行論」「世界経済の構造的変化とマクロ経済政策」等、多数の著書、論

文を執筆されています。 

 

○２月１３日（金）、インド海軍 スジット・サマダール大佐を講師として招聘し、

「日印安全保障協力－海洋協力を中心に」をテーマとする「ＯＰＫ(Ocean Peace 

Keeping)研究会」が開催されました。 

 本研究会は、防衛研究所で行っているＯＰＫに関するブレーンストーミングに資す

るとともに、防衛研究所における調査研究の質的向上を図ることを目的としたもので

す。 

 研究会においては、講師から「安全保障環境の概観」「日本とインドの共通する関

心事について」「海軍と沿岸警備隊の役割と連携の重要性」についてブリーフィング

を受けた後、ＯＰＫの概念に対する日印双方の認識や他国の取り組み方等について活

発な意見交換が行われました。 

 講師は、第４９期一般課程研修生であり、現在国際問題研究所の客員研究員として

日本に滞在し、日印安全保障協力に関する研究に取り組んでおられます。 

 

○２月２５日（水）、（財）日本エネルギー経済研究所常務理事 兼清賢介氏を講師

として招聘し、「シベリア原油パイプラインと北東アジアのエネルギー事情」をテー

マとしたロシア研究会が実施されました。 

本研究会は、ロシアの国力回復を考察するための一環として、北東アジアのエネル

ギー事情に詳しい専門家と意見交換するとともに、防衛研究所における調査研究の質
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的向上を図ることを目的とするものです。 

 研究会では、講師から「シベリア原油パイプラインの意義と実現に向けての基本要

件～北東アジアのエネルギー安全保障強化への期待～」と題した発表に引き続いて意

見交換が行われました。この中で、講師は、パイプラインの敷設ルートに関しては日

本政府が主張する太平洋ルートが優勢であること、パイプライン建設後には北東アジ

アの石油価格及び中東石油依存度が低下するであろうとの見通しを示されました。 

 講師は、長年にわたり石油会社で勤務された後、現研究所において北東アジアのエ

ネルギー問題について研究しておられます。 

 

○２月２６日（木）及び２７日（金）の両日、カーネギー平和財団上級研究員 アシ

ュレー・テリス博士及び専修大学教授 広瀬崇子教授を講師として招へいし、南西ア

ジア研究会が実施されました。 

 本研究会は、所指定研究「米印安全保障関係」の成果向上と防衛研究所における調

査研究の質的向上を図ることを狙いとしたもので、「インドの核・ミサイル開発と米

国の対南アジア政策」（研究会Ⅰ）及び「イラク復興支援と南西アジアの将来」（研

究会Ⅱ）という２つのテーマで実施されました。 

 研究会Ⅰでは、インドの核戦略の分析、米国の対アジア戦略におけるインド核戦力

の位置付け等について主に講師の意見を聴取し、インドの核態勢が抑制されたものに

なるであろうとの見通しが示されました。 

研究会Ⅱでは、米国のイラク復興政策と南西アジアの将来について、インドを含む

地域政策の観点から活発な意見交換が行われ、講師からは、イラクにおける安定化作

戦を成功に導くためには今後国連の関与が必要かつ望ましいとの見解が示されました。 

 テリス博士は、インドの核戦略研究の第一人者であるとともに、ブラックウェル米

大使の顧問として、国務省における対インド政策推進グループの中心メンバーとして

活躍されました。また、広瀬教授は、南西アジア地域専門家の第一人者であり、「イ

スラーム諸国の民主化と民族問題」「１０億人の民主主義」など多数の著書がありま

す。 
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《第５１期一般課程》 

 一般課程は、３月５日（金）までの予定で国際コースを実施中です。 

この間、通常講義のほかに２月３日（火）には、駐日ポーランド連邦共和国特命全権

大使 マルチン・リビツキ閣下による

「ポーランドの現状と将来」と題する特

別講義が実施されました。 

また、２月１７日（火）から２月２０

日（金）にかけて、南西地区（沖縄）に

所在する陸・海・空各自衛隊、防衛施設

庁及び海上保安庁、米軍並びに南部戦跡

等の現地研修を行い、南西地区の防衛・

警備の実態等及び沖縄の現状と太平洋

戦争で果たした歴史的役割についての

認識を深めました。 

講義中のマルチン・リビツキ特命全権大使 

 

《第４６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、陸軍及び海軍関係者の私文書の特集です。 

 公開史料の１例は､次のとおりです。 

１ 「北島驥子雄中将南支従軍記」『北島驥子雄』（昭和４５年） 

   当時第１砲兵司令官北島中将が南支従軍時代に記述した従軍記 

２ 「保科貞次回想録」『保科貞次』（昭和５２年） 

   保科陸軍歩兵大佐の幼年学校～近衛歩兵第一聯隊付時代の回想録 

３ 「情報作戦について」『実松譲』（昭和３１年） 

   主として開戦前の在米海軍武官室の情報活動について記述した史料 

 

 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４６

回「史料公開ニュース」をご覧下さい。 
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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。 

 

集団的自衛権問題に関する一つの論点整理 

防衛研究所長 

 柳澤協ニ 

（はじめに） 

 「我が国は独立国として集団的自衛権を保有するが、それを行使することは自衛の

限度を超え、憲法上許されない。」という政府解釈に対し、「保有するが行使できな

い権利というのはおかしい。」という批判が提起されている。 

 権利といえども無制限な行使が許されるわけではないが、一切の行使が否定される

権利はもはや権利とは言えない。そうであれば、我が国は集団的自衛権を保有しない

と言うこともできる。しかし、それでは集団的自衛権を国家に固有の権利と定めた国

連憲章第５１条や、日米両国が集団的自衛権を保有することを確認する日米安保条約

の前文とも矛盾しかねない。「保有するが行使しない」というロジックは、こうした

矛盾を回避するためにも必要だったのだろう。 

 同時に、より重要なことは、我が国有事における米軍との共同防衛も、我が国領域

に対する攻撃を前提とする以上個別的自衛権で説明することができるので、現実的な

矛盾に直面することはなかった。それは、冷戦構造の下、我が国が単独でソ連の脅威

と軍事的に対峙する必要も能力もなかった時代の現実であったが、冷戦が終わり、北

朝鮮のミサイル等より身近な脅威が予想され、また、ＰＫＯなどを通じて国際的な平

和や秩序の維持に関わっていく必要性が認識される時代の現実と合致するのだろうか。

また、憲法解釈をめぐる昨今の議論は、殆ど集団的自衛権に集約されている観がある

が、集団的自衛権は、そのような時代の現実に対応する上で万能の論点だろうか。 

 本稿では、憲法９条をめぐる政府解釈の論理を分析し、一つの論点整理を試みる。 

 

（集団的自衛権を否定する論理） 

  憲法第９条は、「国権の発動たる戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力行
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使又は武力による威嚇」を禁止している。これが国家固有の自衛権まで否定するもの

ではないことは疑問の余地がない。従って論理的には、自衛に必要な範囲であれば集

団的自衛権も行使できるという考え方もあり得るわけだが、政府解釈があらゆる集団

的自衛権の行使を否定するのは、「自衛権発動の要件」と連動している。 

 自衛権は「自衛権発動の三要件（我が国に対する急迫不正の侵害、代替手段の欠如、

自衛に必要な限度に限定）」の下でのみ行使できるが、「我が国が攻撃されていない

にも拘わらず我が国と密接な関係にある他国への攻撃を我が国への攻撃と見なして自

衛権を行使すること」と定義される集団的自衛権は、この要件を満たさないことにな

る。すなわち、自衛権を肯定し集団的自衛権を否定する政府解釈の論理のポイントは、

我が国が攻撃されたかどうかにかかっていると言うことができる。 

 それでは、我が国が攻撃されていない場合の自衛権行使が否定されるのは何故だろ

うか。それは、憲法９条の文言に照らせば、「国権の発動たる戦争または国際紛争を

解決する手段としての武力行使」に当たるから、と考えるほかはない。憲法が明文で

禁止していないことまで否定する理由はないからである。 

 

（問題の本質） 

 この論理を進めると、以下の２点について、近未来の「現実的矛盾」に行き着くお

それがあることを指摘しておきたい。 

① 自衛権発動の要件に照らせば、我が国が攻撃を受けた場合に憲法が認める自衛の範

囲は、基本的には「急迫不正の侵害を排除すること」であって、相手国領土への攻撃

は含まれない（ミサイル攻撃に関連する「座して死を待つ論」は、憲法が例外的に相

手国領土への攻撃を許容する例である）。すなわち、我が国を攻撃する国への敵基地

攻撃は、一般的には自衛の限度を超えると理解される。そうすると、日米安保条約に

基づき米軍がいわゆる「槍」の機能を受け持って敵基地を攻撃することをどう理解す

るのだろうか。 

  米軍による敵基地攻撃は集団的自衛権によるものとなるが、自衛権である以上、米 

軍の当該行為は日本防衛のため必要な範囲に限定される。すなわち、米軍による敵基 

地攻撃は、当然自衛の範囲であると認識される。他方、政府解釈の「一般的理解」に 

従えば、同じ行為を我が国が行う場合には自衛の範囲を超えると言わざるを得ない。 

同盟国との間で能力に応じた役割分担をすることは自然なことだが、作戦の範囲や程 

度について認識が異なるのであれば、共同防衛に支障を来すことにならないだろうか。 

 これは、集団的自衛権か個別的自衛権かの問題ではなく、およそ自衛権の範囲をど

う認識するかという問題である。 

② 国連憲章が、「国権の発動たる戦争」を禁止していることは疑いない。また、武力

行使についても、領土保全や政治的独立に対するもの、及び国連の目的と矛盾する方
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法によるものは禁止されている（憲章第２条４項）。一方、国連憲章は、「侵略や平

和の破壊及び平和への脅威に対する集団的措置」を規定する（第１条１項、第７章）。

すなわち、国際紛争の平和的解決のための手続き（第２条３項、第６章）を予定する

一方で、侵略や平和の破壊及び平和への脅威については、制裁や武力行使による鎮圧

も許されることとしている。 

 我が国の場合、「国連軍の目的が武力行使を伴うものであれば参加できない」とい

う政府解釈があり、我が国が攻撃されていない以上武力行使はできない、との考え方

が貫かれているが、これは論理的には、平和維持を目的とした国連による集団的措置

も（「国権の発動」ではあり得ないが）一般的には「国際紛争」の一種であると評価

することに等しい。 

 ある国が自国の政策に基づき集団的措置に加わらないとしても、それだけで国連加

盟国としての資格を失うことはない。しかし、安保理常任理事国の地位を目指す国と

してはどうだろうか。安保理に期待される 大の役割は、平和の破壊を認定し、集団

的措置を決定することにあると言っても過言ではない。国連のあらゆる集団的措置を

「国際紛争解決のための武力行使」と捉えるならば、我が国がその決定に加わること

に理念上の矛盾を生じないだろうか。 

  以上述べてきたことからすれば、従来の憲法解釈を維持した場合に生じかねない「現

実の矛盾」は、「集団的自衛権を認める」と言うだけでは解決できないことが分かる。

より本質的な問題は、「我が国自身の（個別的）自衛権行使としての敵国領土への攻

撃」や「侵略や平和の破壊及び平和への脅威に対する集団的措置」を「国際紛争」と

同等視することが適切かどうかいう点にある。 

 

（ＰＫＯにおける武器使用） 

  なお、ここで、ＰＫＯにおける武器使用と集団的自衛権の関係についても付言して

おきたい。「我が国は、集団的自衛権がないから他国の部隊を守れない」という「俗

説」もあって、憲法論議の焦点を拡散しかねないからである。 

 ＰＫＯは、安保理（又は国連総会）の決議によって設置され、その目的、任務、権

限は決議の中で明確に定められている。ＰＫＯ要員に対する攻撃は、国連に対する攻

撃とみなされるので、各国が固有の自衛権(right of self-defense)に基づいて反撃す

ることは予定されていない。ＰＫＯに参加する部隊には、通常、要員の防護や任務に

対する妨害を排除するための実力行使が認められるが、これは、自衛あるいは正当防

衛(self-defense)の範囲に限られる。 

 一方、我が国の場合、ＰＫＯにおける武器使用は、「自然権的権利の延長である自

己又は管理下にある要員の防護」と「受動的・限定的な性格である武器等防護」の場

合に限定されている。それ以外のケースについては、「国又は国に準ずる組織との間
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で行われる武力を用いた紛争の一部」と評価される場合には「憲法の禁止する国際紛

争の一環としての戦闘行為」となる可能性がある、と解釈されている。その結果、自

己の管理下にない他国要員の防護や任務に対する妨害排除のための武器の使用は、

「相手が国又は国に準ずる組織」である場合には憲法上許されないことになる。 

 この解釈の当否は別として、我が国ＰＫＯ部隊が「他国の要員を守れない」のは、

集団的自衛権を行使できないからではない。なぜなら、他国の要員に対する攻撃は、

国連に対する攻撃であって当該他国への攻撃とはみなされないので、相手の如何に拘

わらず、第三国が集団的自衛権を主張する余地がないからである。付言すれば、我が

国ＰＫＯ要員に対する攻撃も同様であり、これについて我が国が憲章５１条に基づく

自衛権を行使する余地はない。 

 ここでも問題の本質は、国連が国際紛争とは認識せず国際社会の平和と安全の維持

のため積極的に容認している行為であっても、我が国が実行する限りそれ自体が国際

紛争になると理解するところにある。 

 

（おわりに） 

 国際的に認められた自衛権を自国について制約するのは国の主体的選択の問題であ

って、それを明確に宣言すれば国際的な問題は生じない。他方、一国の自衛権に基づ

く正当な対応や国連憲章に基づく集団的措置とりわけ平和維持を目的とする活動を国

際紛争解決のための武力行使と評価するのは定義の齟齬であって、我が国の国際的役

割の増大に伴い、国際的な問題となりかねない危うさを孕んでいる。 

 

 

 

 

 

 

※ 記事に関する御意見、御質問等は下記へお寄せ下さい。 

なお、記事の無断引用はお断りします。 

防衛研究所企画室 

専用線 : ８－７５－６５２２、６５８８ 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 

E-mail :  nidsnews@nids.go.jp 

※ 防衛研究所ホームページ：http://www.nids.go.jp/ 
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