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《国際交流基金関西国際センター日本語研修団の来訪》 

（火）、国際交流基金関西国際センター日本語研修団一行、２３か国２４

換のため防衛研究所を訪問しました。 

基金関西国際センターは、様々な国の公務員や外交官に対し、９か月にわ

や日本事情の研修を実施しています。同研修団は昨年も防研を訪問しまし

を得たため、今年も訪れました。 

敬に引き続いて行われた意見交換会では日本の防衛政策の動向について吉

官がブリーフィングを行いました。その後、中台関係、イラクへの自衛隊

る問題等について活発な議論が交わされました。 

《上海社会科学院の訪問団との意見交換会》 

日（火）、上海社会科学院アジア太平洋研究所の周建明（ジョウ ジェンミ

ン）所長はじめ３名が防衛研究所を訪

問し、意見交換を実施しました。中国

の多様な機関とネットワークを構築

するため、昨年より両研究所の相互訪

問が始まり、この訪問はその一環です。 

記帳中の周建明所長 

 意見交換では、冒頭、周所長から北

朝鮮の核問題などについての見方お

よび日中関係についての発表があり、

これを受けて、活発な議論が行われま
《防衛研究所研究職職員募集中》 

の研究職職員を募集しています。受付期間は平成１６年６月１４

ある方の応募、関心のある方のお問い合わせをお待ちしています。

究所職員（研究職）募集のお知らせ】をご覧下さい。 
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した。特に、北朝鮮の核開発の意図をめぐって白熱した議論が行われましたが、日中

協力の必要性については意見の一致をみました。 

 

《パキスタン国防大学研修団の訪問》 

４月２８日（水）、パキスタン陸軍准将 ムハンマド・ユニス研修団長以下１３名

のパキスタン国防大学研修団が防衛研究所を訪問し、副所長表敬と意見交換を行いま

した。同研修団の訪問は昭和５３年以来１２回目で、平成１０年以来６年ぶりです。 

意見交換において、まず小川研究部

長のブリーフィング「北朝鮮の核武装

が日本の安全保障に与えた影響」が行

われました。その後、北朝鮮による核

兵器保有の合理性の問題、また、イン

ド・パキスタン関係に引き付けて、紛

争の根本的解決を後回しにして、核問

題のみに取り組むことの妥当性につい

てなどが議論されました。 

 

 

○

策

研
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で

で

平

た

ン

捗

援

の

て

諸

け

昼食時懇談中のユニス准将 
《研究会》 

４月１６日（金）に、防衛研究所のカウンターパートであるオーストラリア戦略政

研究所（ASPI）より、エリー・ウェインライト氏とアルド・ボルグ氏を招いて日豪

究交流の研究会が開催されました。ASPI は平成１４年に設立された研究所ですが、

衛研究所は ASPI 設立当初から、年度ごとに交互で研究者を相手機関に派遣する方式

研究交流を実施しており、本年度の研究会が４回目となります。 

今年は、副所長を表敬した後の研究会

、ウェインライト氏は、「豪州の南太

洋政策」について研究発表を行いまし

。ウェインライト氏は、豪州のソロモ

諸島への派遣団（RAMSI）の活動の進

状況を説明し、警察､軍､そして文民支

要員から構成されたこのミッション

詳細な分析を行いました。発表に対し

は、小栁所員がコメントし、ソロモン

島の事例は、豪州が南太平洋地域にお

る「副警察官」の役割（副警察官とい
副所長表敬の様子
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う言葉はいわゆるハワード・ドクトリンに出てくる表現）を遂行したことを象徴する

事例として位置付けることができるとしました。 

ボルグ氏は、「米豪同盟」について研究発表を行い、まず米国のイラク攻撃と米国

の今後の安全保障戦略との関連について意見を述べました。そして、国家建設におけ

る国際協調に対する米国の姿勢を分析しました。その上で､豪州が同盟国として、米国

のアジア太平洋地域における安全保障政策にどのように関与できるのかについて発言

しました。ボルグ氏の発表に対しては､道下主任研究官がコメントを行い、その中で、

同盟国として米国の政策に影響を与えるためには､一定の能力を保有する必要がある

と指摘しました。 

 

○４月２１日（水）、慶応義塾大学名誉教授 池井優氏を迎え、「戦後日本外交の展

開―日ソ国交回復と日米安保改定―」をテーマとした研究会が実施されました。池井

氏とは戦後日本外交の展開に関する研究会を３回行う予定ですが、今回はその２回目

でした。日ソ国交回復について、池井氏は日ソ接近の国内および国際的背景を概説し

た後、ロンドン交渉、日ソ漁業交渉、モスクワ交渉を経て日ソ共同宣言に至った経緯

を説明しました。また、日米安保改定について、日本の国内事情、改定に当たっての

日本側の方針、交渉の経緯等の説明が行われました。その後、日ソ交渉における北方

領土の扱い、石橋内閣と安保改定、日本の再軍備におけるアメリカの役割、鳩山内閣

時代の吉田茂元総理の影響等について、参加者との間で活発な議論が行われました。 

 

《第５１期一般課程》 

 一般課程は、４月７日(水)で国内コースを終了し、４月８日（木）からは「我が国

の安全保障に係わる短期および長期それぞれの課題を検討して、我が国がとるべき安

全保障および防衛政策のあり方について考察する」ことを目的として防衛政策コース

を実施中です。 

防衛政策コースでは、４月８日に在日

米軍司令官 トーマス・Ｃ・ワスコウ空

軍中将、同月２２日（木）に日本紛争予

防センター会長 明石康氏および自由

民主党衆議院議員 今津寛氏による講

義を実施したほか、外務事務次官、資源

エネルギー庁次長、防衛局次長、統合幕

僚会議議長、陸上・海上・航空各幕僚監

部防衛部長および統合幕僚会議第５室

長による講義を実施しました。 
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講義中の日本紛争予防センター会長 明石康氏 



《第４８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、陸軍および海軍関係の公文書が主体です。 

 公開史料の一例は､次のとおりです。 

１ 「飛行第六十戦隊戦闘規定」『飛行第六十戦隊』（昭和１４年） 

  飛行第六十戦隊が練成のため部隊等の特性を考慮して独自に規範を作成したもの 

２ 「武力戦的見地に基づく支那事変最高統帥の研究」『参謀本部』（昭和１５年） 

  陸軍大学教官宮崎周一大佐（当時）が所持していた参謀本部作成による支那事変

最高統帥についての研究資料 

３ 「軍極秘機密上陸軍令第４９号陸戦隊命令」『上海海軍特別陸戦隊』 

（昭和１２年） 

  第二次上海事変における上海海軍特別陸戦隊司令官大河内少将の命令書 
 

 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４８

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、複雑な安全保障問

題を見ていただく上で本欄が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。 

 

国際テロに対する自衛権の援用について 

 

研究部第１研究室助手  

森田桂子 

はじめに 

 

 9・11 テロを契機に講じられた米国の対アフガニスタン軍事措置は、国際法上、果

たして正当な武力使用に該当するのか否か、またいかなる規則を援用した上で説明さ

れるべき事態であるのか。今後もテロの多発が懸念される中で、この問題は依然とし

て重要性を失っていない。 

ブッシュ大統領は、事件当時、このような国際テロリズムに対する武力使用が「戦

争」であるとの立場を打ち出したが、そのように「戦争」と捉えることの国際法上の

意味は次の二点においてそれぞれ厳密に検証されなければならない。第一に、害敵手

段・方法の規制、捕虜や文民などの戦争犠牲者の扱いを定める規則（戦争法）の適用

の側面において、第二に国家による武力使用の正当化根拠の側面においてである。と

りわけ、第一の点については、現在、米国の拘束下にあるアルカイダ及びタリバン兵

の捕虜資格の問題が司法の場でも争われており注目を浴びている。仮に、そのような

資格が認められるのであれば、その限りにおいて、9・11 事件にまつわる一連の状況

は、伝統的に国際法が「戦争」と呼んできた事態に相当することになる。しかし、こ

の論点は、どのような判断が下されるにせよ、軍事力に訴えること自体の合法性、正

当化根拠の問題とは、一応切り離されて考えられている。 

米国及びその同盟国は、アフガニスタン攻撃を開始するに際して自衛権を援用した

が、このことが適当か否かは、もっぱら第二の側面に属する問題である。自衛権は、

国家の固有の権利であるとはいえ、その発動のためには厳格な要件に服さなければな

らない。それに加えて、国家の自衛権の行使は、「国際の平和及び安全の維持に関す
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る主要な責任」（国連憲章第 24 条）を負う国連の安全保障理事会が発動する強制措置

（同第７章における行動）にも手続上、条件づけられている。9・11 テロがもたらし

た具体的状況を勘案した時に、果たして米国等による「自衛権行使」は従来の適用範

囲に合致するものなのか否か、このような観点から米国の軍事的措置の合法性、自衛

権援用の当否、さらには安保理によるその承認の有無が、様々な形で識者の間で議論

されている。以下、本稿でも、この正当化根拠の論点に焦点を絞り、テロに対して自

衛権を援用することの意義を確かめたい。 

 

１ 国際テロリズムに対する従来の国際的取組み 

 

 テロに対する国際法の今までの取組みは、個別のテロ行為に着目して多数国間条約

を作成する方式が主流であった。国際的テロ事件が頻発する中で、ハイジャック、航

空あるいは海上航行の阻害、爆弾の使用など、特に一定の類型化が可能であったもの

については、国際法上のテロ犯罪として非合法化し、処罰を実効的にする制度を整え

ることがそこでの主眼とされた。したがって、規制対象となるべきテロ行為の範囲は、

あくまでも条約がそれぞれ定義するものに限られているが、それでも、現在までに 12

もの多数国間条約（地域単位のものを除く）が作られ、多くの国の批准・加入を得て

いるのは、顕著な進展と評価することができる。 

 このようなテロ規制に関する多数国間条約は、犯罪の構成要件を条約中に定めるこ

とにより、当該テロ行為の定義を各国間で共有させ、また、関係国が協力して取締り

や処罰にあたるための共通の枠組みを整えている。とりわけ後者の取締り及び処罰の

手続については、いずれの締約国が犯罪の実行者個人を裁くことができるかなど、条

約自体が刑事管轄権の配分を行っている点が大きな特徴として挙げられる。実際にテ

ロが生じた際には、犯罪の発生した国、容疑者あるいは被害者の国籍国、航空機の登

録国（船舶の旗国）等、犯罪に関連性を有する国々に加えて、犯罪者が逃避した先で

当局により身柄を拘束された場合は、その身柄を現におさえている、いわゆる容疑者

の所在地国も必要に応じて他国と協同して処罰に当たることになる。特に、容疑者の

所在する国については、その国自身が当該犯罪との間になんらの関連も有さないとし

ても、自国で容疑者を訴追するか、あるいは他の関係国に身柄を引き渡さなければな

らない重い義務が課せられている。「普遍主義」と呼ばれるこの方式は、テロを有効

に取り締まるための方式として、各種の条約において採用されてきた。 

 しかしながら、裁判が名目的である国、国の統治権能が瓦解している国あるいは地

域については、そもそも実効的な処罰が期待できない。テロ関連諸条約による規制の

限界が認識される中で、関係国が条約の定めた枠組みとは別に取締りを実施する余地

がここに見いだされることになる。 
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２ 新しいテロ犯罪事件への対応 

 

テロへの事後的対応措置については、多数国間条約が作成される前は、とりわけ各

国間にばらつきが見られたが、時に一定の関係国が単独の判断で軍事力に訴えて取り

締まる例さえ存在したため、問題視されてきた（例えば、1985 年のアキレ・ラウロ号

事件における米軍機の迎撃行為など）。 

実際にテロ事件が起きたときの対応としては、該当の多数国間条約がなければ、そ

の時点で入手可能な手段に依拠するほかない。既存の条約によって定められている犯

罪類型に引きつけて規制するか、自国民（あるいは自国に関わるその他の重大な利益）

が侵害されたことを根拠に内国刑法を適用するといった手法である。他方、その取締

りの方式としては、二国間で結ばれた犯罪人引渡条約が利用されるなど、伝統的な形

態の国際司法協力にとどまる限りでは法的な問題は生じないが、国境を越えて取締り

を実施しようとすれば、域外の執行管轄権行使を禁止する国際法の基本原則に抵触す

るおそれがでてくる。そのため、取締りを実施する国は、あくまでも必要に迫られた

例外的な措置であることを強調してきた。裏返して言えば、テロに対する軍事的対処

行動の恒常化は否定されてきたと言ってよい。 

 このような観点から 9・11 事件を眺めた場合、一連のテロ行為のうち、機上犯罪、

ハイジャック、航空機の運航妨害、人質行為など、それぞれ部分的側面をカバーする

多数国間条約は確かに存在するので、それらを組み合わせた上で、条約の規制から漏

れ落ちた部分を国内法により埋め合わせれば、大部分を網羅するように見える。した

がって、法技術的には実体規則に関する法の欠缺の状況を回避することは可能である。

しかし、個別の条約を組み合わせた複層的規制では、各国の条約加入状況により規制

の実効性が左右されたり、関係当局間の連携協力が必ずしも円滑に進まない、という

リスクを伴う。このリスク故に、被害国が「例外的な」軍事力使用に走る可能性は大

きいと言える。 

現在、安保理のテロ対策委員会（CTC）の下で、テロに対する包括的取組の試みが実

現している。国連加盟国は、既存のテロ関連諸条約への加入を促され、条約加入に伴

う国内法制の整備に関する支援を受けている。これらの一連の活動は、安保理がテロ

に対して能動的に対処する意思と能力を持っていることの証左として高く評価されて

いる。確かに、テロに供される資金の流れを厳しく取り締まることで、未然にテロを

防ぐことはおおいに可能となる。しかし、その規制の網をくぐり抜けて、テロが完遂

された場合には、被害国によって軍事力に裏付けられた一方的な取締り措置が講じら

れる可能性が依然として残されている。 

また、これと併せて国連内の行動として想起されるのは、テロに関する一般条約の

策定作業である。このプロジェクトはテロを一般的に定義することの難しさから難航
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してきたが、近い将来、条約作成に成功したとしても、事後的な取締及び処罰の方式

が従来の個別方式によるテロ条約を踏襲する限り、やはり上に述べた状況と何ら変わ

るところはないのではないか。このように考えると、例外性を前面に押し出す域外執

行措置をめぐる問題は、未だ解決を見ていないと考えることができる。 

 

３ 新しいテロ犯罪事件への対応 

 

 国際刑事法によるテロへのアプローチが、実際上、テロを取り締まるための完結し

た制度を備えていないことは、米国及び同盟国による対アフガニスタン軍事的措置の

発動によって如実に示された。なかんずく、この事件における特異性は、被害国が明

確に自衛権を援用したことである。米国の解釈によれば、非国家主体によるテロは国

連憲章第 51 条に定める「武力攻撃」を構成し、これに対して被害国である米国は自衛

権を発動することは可能である。自衛権の問題が、伝統的に国家間の事象のみを取り

上げ、非国家主体によるものを捨象してきたことに鑑みれば、明らかに米国の解釈は

自衛権を拡大させており、まさにこの点は、軍事力行使の正当化根拠として自衛権の

援用が適当か否か、論争の的になっている。しかし、軍事行動における米国の関心は、

テロの首謀者・共犯者を捕獲し裁判にかけることに向けられているので、この行動は、

明らかに米国自身が過去に行った例外的な域外執行措置の側面を併せ持っている。 

このように、米国が軍事力行使に際して援用した正当化根拠には、混在した議論が

見られるが、それを解きほぐすと次のような整理が可能である。すなわち、テロに対

する自衛権の援用は、単に非国家主体がしかける加害行為が大規模である故に正規軍

による侵略に相当しうる（＝「武力攻撃」への該当性の判断）というのみならず、個

別のテロ犯罪について本来取締りの役割が期待される国家に代わって、被害国が何ら

かの措置を講ずる権限を承認する（＝例外的な域外執行措置の合法化）機能を果たし

ている。しかし、個別国家による武力の使用及び威嚇は、原則として国連憲章の下で

禁止されている（第２条４項）ことを想起すれば、このような自衛権の拡大解釈が今

後定着していくか、決断を下すには慎重な検討が必要である。 

 

４ 安保理の行う強制措置との関係 

 

 以上は、国家が、自衛権に関していかなる実体的権利を有しているか、という論点

であるが、それとは別に、国連憲章が規定する集団的安全保障体制に自衛権が組み込

まれていることを理由に、自衛権の援用を手続的な側面において評価する議論が他方

でありうる。国連憲章の下で自衛権は、安保理が「必要な措置をとるまでの間」暫定

的に認められるにすぎないからである。個別国家による自衛権の濫用を封じ、正統性
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を確保する観点からは、組織的な対応がより望ましいとも言える。しかし、実際に、9・

11 事件の折に安保理で採択された決議が、米国による自衛権行使を承認したものなの

か、あるいは沈黙を保っているのかは、解釈の対立が示すように、必ずしも明確とは

言えない。 

 そもそも強制措置が発動されうる事態には、国連憲章の文言上、拒否権の行使によ

り制限が加えられていたのであり、また、発動が可能な条件が整っている場合であっ

ても、常任理事国がその時々の判断により単独の行動を優先させれば、やはり強制措

置の発動は回避されることが可能となる。現実の侵害行為に対処するのにいかなる措

置を講ずるかの選定、自衛権の援用を指向する場合の安保理との関連づけは、実に常

任理事国の政策判断に委ねられていると言わざるを得ない。もっとも、これらのこと

は、国際組織自体が加盟国により運営される限定的法主体であり、その実効性は偏に

加盟国の意思に依存することに照らしてみれば、あながち驚くには値しない。 

 

おわりに 

 

 アフガニスタンに対する軍事措置に関して、米国を始めとしてその同盟国が自衛権

を援用したことが適当であるのか否かの判断は、伝統的な要件論を基礎におく限り、

肯定されることはないように思われる。しかしながら、自衛権の枠にはまらないこと

を理由にその援用が不適当とされる場合、さらに自衛権以外の規則についても同様に

正当化の根拠が認められない場合であっても、実際にとられた措置の必要性までも非

難されているのかを見極める必要がある。事実、米国の軍事的措置に対しては、報復

の連鎖を呼ぶものと一蹴する見解も見られるが、その一方で、措置の実施自体は肯定

し、必要視する立場も根強く存在する。 

 本文で概観したように、国際刑事法上のテロの規制や、安保理の実施する強制措置

は必ずしも個別国家による自衛権援用の選択肢を排除していない。しかし、同種の事

件が今後起きた場合に自衛権の発動を許さず、被害国単独の判断による軍事的措置を

阻止しようとするならば、何らかの代替的手段が用意されなければならないであろう。

そこには、安保理による強制措置が当然入ってくるし、またテロ関連諸条約が規定す

る取締りを強化しようというならば、例えばテロに特化した地球的規模の警察力の整

備なども考慮されよう。前者については、安保理の再編・機能強化が前提として要請

され、後者については、執行管轄権に関する特別法の手当が条約上必要となる。反対

に、自衛権援用の定着化を志向するならば、必要な作業は自衛権の行使要件を再考し、

テロへの反撃に見合った内容へ修正を加えることである。これらのうち、いずれの方

向に進むべきか、いかなる手段によってテロに対抗していくかの選択は、全て今後の

国家の意思にかかっている事項である。 
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防衛研究所職員（研究職）募集案内 

 
防衛研究所では、今年度、教育及び研究行政に関わる業務を行う職員（研究職）を募集します。 

 
試験区分 安全保障論 

採用予定者数 １名 

受験資格 (1) 昭和４６年４月２日から昭和５８年４月１日までに生まれた者 

 (2) 昭和５８年４月２日以降に生まれた者で次に掲げるもの 

  ア 大学を卒業した者及び平成１７年３月までに大学を卒業する見込みの者

  イ 防衛研究所がアと同等の資格があると認める者 

 (3) (1)又は(2)で、第１次試験までに試験区分に係る研究論文（日本語又は英

語。ただし、英語の場合は要旨を添付する。）又は研究論文に準ずる研究業績

等を提出できる者 

受付期間 ～平成１５年６月１４日（月） 

試験日、 

試験種目 

(1) 第１次試験：平成１６年７月１７日（土） 

              教養試験（一般、語学）、専門試験、論文試験 

 (2) 第２次試験：平成１６年９月中旬 

         口述試験、身体検査 

(3) 研究論文審査 

試験場 防衛庁防衛研究所 

 

細部については、下記までお問い合わせ下さるか、防衛研究所ホームページ

（http://www.nids.go.jp）でご確認下さい。 

 

〒153-8648  東京都目黒区中目黒２－２－１ 防衛庁防衛研究所総務課人事係 

TEL03-5721-7005(内線 6527) 

 

 

 

※ 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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