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防衛研究所企画室編集（０３－３７１３－５９１２）

《米国国防戦略大学研修団の来訪》 

日（金）、米国国防戦略大学

ケル・マザール博士を団長と

防戦略大学の研修団一行１４

換のため、防衛研究所を訪問

 

意見交換中のマザール博士（左端） 

は５月９日（日）から同１５

で日本に滞在し、防衛庁を始

や民間企業数社も訪れ、さら

関等との意見交換、鎌倉史跡

幅広い研修を行いました。 

敬に続き、北朝鮮を巡る日本の対応に関する道下主任研究官のブリーフィ

れました。その後、朝鮮半島を中心とした最近の東アジア情勢と日本の安

を巡って活発に意見が交換されました。 

大学の研修団は昭和３１年に初めて防衛研究所を訪問しており、今回で３

ります。 

《インド国防大学研修団との意見交換会》 

５月２５日（火）、インド国防大学 

Ａ・Ｋ・ティワリー空軍少将以下１８名

の研修団が防衛研究所を訪問し、意見交

換を実施しました。同研修団の訪問は昭

和４３年以来１１回目で、今回は平成１

３年以来３年ぶりの来訪となります。 

表敬中のティワリー少将（右端） 

副所長表敬の後、道下主任研究官によ

り日本の対北朝鮮政策に関するブリー

フィングが行われ、その中で朝鮮半島に
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おける日本の役割が１９９０年代半ば以降、どのように変化したのかが説明されまし

た。 

その後、研修団側より、統一朝鮮の評価、北朝鮮問題解決における中国の役割、日

本の核不拡散政策全般における北朝鮮の位置付け、米国の核抑止力の信頼性、自衛隊

の海外における今後の役割等について質問が出され、日本の防衛政策の課題に関する

活発な意見交換が行われました。 

 

《在中国オーストリア国防武官の訪問》 

５月２６日（水）、在中国オース

トリア国防武官 フライヨ・ミヒャ

エル・アプファルター陸軍准将が、

在日オーストリア公使 クリスト

フ・ヴァイディンガー氏に伴われて、

意見交換のため防衛研究所を訪問し

ました。 

副所長表敬の後に行われた小川研

究部長、恒川第３研究室長等との意

見交換において、アプファルター武

官は北朝鮮問題に対する日本の考え方につ

海洋（特に南シナ海）の安定化をめぐる

経験などについて率直な意見交換が行われ

 

《研

５月２１日（水）、慶応義塾大学名誉

開」をテーマとした３回目の研究会が実

年代から１９７０年代にかけて戦後日本

沖縄返還、および日中国交回復・日中平

渉などに当たった政治家等の当事者の行

外交における個人のリーダーシップの重

米国あるいは中国との個別問題が交渉に

な議論が行われました。 

 

 

 

 

 

 

いて関心を示し、その後、中台関係の将来、

国際協力の可能性、欧州における地域協力の

ました。 

副所長表敬中のアプファルター武官（中央） 

究会》 

教授 池井優氏を迎え、「戦後日本外交の展

施されました。最終回となる今回は１９６０

の安全保障の節目となった日韓国交正常化、

和友好条約締結が取り上げられ、池井氏は交

動に焦点を当てて概説されました。その後、

要性、それぞれの事例において日本と韓国、

与えた影響等について、参加者との間で活発
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《第５１期一般課程》 

一般課程は、前月に引き続き最終コースである防衛政策コースを実施中です。 

共同研究及び５月１２日（水）の守屋防衛事務次官による講義に引き続き、「各党の

抱く国家像と安全保障政策」について、

４月２２日（木）に実施した自由民主

党衆議院議員 今津寛氏による政党講

義に続き、５月１３日（木）に社会民

主党衆議院議員 阿部知子氏、１８日

（火）に民主党衆議院議員 松本剛明

氏、１９日（水）に公明党衆議院議員 

赤松正雄氏、２１日（金）に日本共産

党参議院議員 小泉親司氏による政党

講義を実施しました。 
講義中の守屋防衛事務次官 

 

《第４９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ウェブサイトで紹介してい

ます。今月は、宮崎周一関連史料です。 

 公開史料の１例は､次のとおりです。 

１ 「旅順攻略戦等戦史ノート」『宮崎周一』（寄贈受け：平成１５年） 

   筆者叙述による旅順攻略戦等戦史ノート 

２ 「米海兵隊准将Griffithに対する応答」『宮崎周一』（昭和３７年） 

   米海兵隊Griffith准将のガダルカナル戦に関する質問に対する筆者の応答史料 

３ 「戦場回想」『宮崎周一』（昭和４０年） 

   岡村寧次元第６方面軍司令官が戦後回想執筆にあたり筆者に点検、補足を依頼し

たが筆者がその原稿と註をノート３冊に記録したもの 

 

 詳しくは、防衛研究所（史料閲覧室）のウェブサイト＜www.nids.go.jp＞、第４９

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。 

 

海洋テロ対処の重要性と沿岸国主権の壁 

 

防衛研究所統括研究官  

近藤重克 

海洋テロに対する懸念の高まり 

 

2001 年 9 月 11 日に米国で発生した同時多発テロは、イスラム過激派アルカイダが

想像以上に国際的にネットワーク化されたテロリスト・グループであるということを

明らかにした。国際社会は、様々なレベルでテロとの闘いに取り組んでいるが、近い

将来に国際テロ・ネットワークを根絶してしまうことは難しい。 

こういう状況下で、海洋におけるテロ活動の懸念が高まっている。筆者は 5 月 20

日と 21 日の両日、シンガポールで開催された「海洋安全保障会議」（防衛安全保障研

究所 IDSS 主催）に出席する機会があった。この会議の冒頭、タン副首相兼安全保障調

整相が演説を行い、地上および航空でのテロ対策が強化されたことによって、テロリ

ストが攻撃目標を海洋に求め始めていると警告を発した。シンガポールは重要海上交

通路であるマラッカ海峡の沿岸国として、また、世界有数の海洋利用国としての二つ

の立場から、海洋テロに対して強い懸念を抱いている。 

海洋テロについては、2000 年の米艦艇コール、2002 年のフランス籍タンカー・ラン

ブールに対する小型船を使った自爆テロ攻撃の前例がある。今年 4 月にはイラク・バ

スラ港の石油ターミナルに対して同様のテロ攻撃が発生したことから、海洋テロの可

能性がより現実味を帯びてきたと考えられる。 

 

海洋テロとマラッカ海峡 

 

そのため、マラッカ海峡が海洋テロのターゲットになるのではないかと懸念されて

いる。それには次の 3 つの理由がある。第 1 は、マラッカ海峡が世界で最も重要な国
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際海峡であるということである。北東アジアに先進経済国である日本、韓国、そして

急速な経済発展を遂げている中国が控えていることから、世界の貿易量の 4 分の 1、

石油については半分が同海峡を通過している。その結果、年間、大型船舶だけで 5 万

隻が通航し、最も混雑した国際海峡になっている。しかし、他の重要国際海峡と異な

って、マラッカ海峡では法執行機関による定期的なパトロールは行われていない。国

際的な経済活動は円滑な物流を前提としており、マラッカ海峡が封鎖された場合の国

際経済への影響は深刻なものになると指摘されている。 

第 2 の理由は、その地形である。海峡は海上交通路のチョークポイントであるが、

同海峡は 900 キロに及ぶ世界最長の国際海峡であることに加え、幅員の最も狭いとこ

ろは 3 キロ未満であり、深度の最も浅いところは 25 メートル未満である。そういう場

所にハイジャックされた大型船舶が沈められれば、同海峡は簡単に封鎖されてしまう。 

マラッカ海峡が国際テロのターゲットになるのではないかという懸念の第 3 の理由

は、同海峡が位置する東南アジア海域が世界最大の海賊多発地帯であるということで

ある。その中でインドネシア海域が最悪の状況にある。2003 年に東南アジア海域で発

生した海賊事件は、170 件で、世界全体の 38％であり、同海域の海賊事件のほとんど

がインドネシア（121 件）で発生した。政治的な混乱が続いているインドネシアでは、

アルカイダにつながるテロリスト・グループであるジェマ・イスラミア（JI）の浸透

が懸念されており、その仕業とされる大規模な爆弾事件がバリとジャカルタで生じて

いる。このような状況から、海賊と国際テロリストが結びつくことによって大規模な

海洋テロが発生することの懸念が高まっている。 

他方、シンガポール港は、コンテナ化が進む国際海運の中でメガポートとして重要

な機能を担っている。したがって、シンガポールは、マラッカ海峡封鎖による経済的

影響だけでなく、同国が海洋テロのターゲットとして、ハイジャックされたスーパー

タンカーのような大型船舶が、9・11 のジャンボ旅客機のように、大きな爆発力を持

つ爆弾として突っ込んでくる危険を懸念している。 

 

米国の「地域海洋安全保障構想(RMSI)」と国家主権の壁 

 

海洋テロの危険が国際的に認識されつつあった中で、今年の 4 月、海洋安全保障に

ついての米太平洋軍のファーゴ司令官とシンガポールのテオ国防相の発言に対して、

インドネシアとマレーシアが「反発」したことから、かえって海洋テロ対策の重要性

が浮上することになった。 

シンガポールは、マラッカ海峡の安全確保はいかなる沿岸国も一国で対処できる問

題でなく、インドネシア、マレーシアおよびシンガポールの沿岸 3 カ国の協力が必要

であり、国連（UN）や国際海事機構（IMO）等の国際機関や米国を含む主要海洋利用国
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の参加を求めるべきであると主張している。 

このような状況に対して、対テロ戦争を世界的に遂行している米国は、東アジアを

対象とする地域海洋安全保障構想（RMSI）を提唱している。RMSI の狙いは、あくまで

も既存の国際法の枠組みを前提に海洋を使った麻薬取引や人身売買のような国境を越

えた脅威、海賊、さらには海洋テロに対処するために、情報の共有からスタートする

地域諸国間のパートナーシップを段階的に発展させていくことにある。米国は、この

パートナーシップは、海洋の安全保障のために、地域諸国が持てる資源を提供し合う

もので、条約や同盟関係を目指すものではないと断っている。RMSI は、海洋テロを懸

念する米国が非伝統的な脅威への対処まで含めた幅広い地域協力を呼びかけることに

よって、地域諸国の海洋安全保障の重要性に対する認識を高めさせようとする狙いか

ら出ていると考えることができる。 

しかし、東アジアで多国間の安全保障協力を具体化させようとする場合、常に壁と

なるのが国家主権の問題であり、海洋テロについても同様である。インドネシアとマ

レーシアは、米国が地域安全保障について指導的役割を果たすことについて強い警戒

心を抱き、マラッカ海峡の安全確保は、両国の国家主権に関わる問題で、外国の軍事

力を伴う関与は認められないとする姿勢を取っている。米国はこのような立場への配

慮から、RMSI は、共同パトロールを行うような常設海軍力の創設を想定していないと

説明している。しかし、沿岸国の同意を得てであるが、2002 年の夏、米国のアフガニ

スタンでの「不朽の自由」作戦との関連で、米国とインドの海軍がマラッカ海峡の共

同パトロールを行い、インド海軍艦艇が重要補給品を積載した米国船舶の同海峡通航

を護衛したことがある。米国は、今年の 5 月、ASEAN 地域フォーラム（ARF）の高級事

務レベル会合で RMSI の説明を行ったが、地域安全保障問題への取り組みは域内からの

イニシアチブに基づくべきであるというインドネシアの主張もあり、マレーシアが今

年末までに海洋安全保障に関するセミナーを開催することになった。 

海洋テロへの対応について、同じ沿岸国であっても、インドネシアとマレーシアが

シンガポールと認識を異にするのは、海洋利用度の違いに一因があると考えられる。

しかし、インドネシアについては、東南アジアの大国としてプライドの高い国である

が、他方で貧困と各地での分離主義運動などから政情不安が続き、さらに給与の低さ

から海軍関係者が海賊行為に加担しているという疑惑もあり、外国からの内政干渉を

恐れる事情もあると思われる。 

 

海洋利用国日本の対応 

 

海洋テロへの対処は、海上での安全確保だけでなく、海運はコンテナが大量輸送の

主役であるため、国際テロリストが人や危険物の運搬のために利用することの阻止を
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目指して、米国主導で進められているコンテナの中味を確認する制度（CSI）、船舶や

港湾施設に対するテロ対策として、国際海事機構（IMO）が主導するそれらに対する安

全確保の強化などがあり、これらの試みの国際的な拡大、定着が図られつつある。 

海上の安全確保について、日本としては、当面二つのことに取り組む必要があると

考えられる。一つは、マラッカ海峡、インドネシア海域における安全通航の確保の重

要性についてインドネシア当局の認識を各方面から促すことである。その際、イスラ

ム教徒を人口の中に多く抱える諸国は、一般的に国民の間で米国に対する反発が存在

し、米国との安全保障協力の強化は国内政治的に難しいという問題があるので、日本

が米国との仲立ちを果たすという考慮も必要である。 

第 2 は、海上自衛隊と海上保安庁の連携の確保である。日本は海上保安庁が地域諸

国の海上警備機関協力の指針となっている「アジア海賊対策チャレンジ 2000」に基づ

いて東アジア海域の安全確保について地道な努力を行っている。このような努力は国

際的に高く評価されているが、効果を発揮するまで時間を要する取り組みである。他

方、RMSI のスポークスマンの役割を演じているファーゴ司令官は、海洋での阻止行動

の協力が可能になっても、ほとんどのケースが沿岸警備隊や税関による法の執行であ

り、RMSI における軍事力の関与は特に公海上でのより組織化された脅威に対するもの

であると説明している。他国海軍と異なって自衛隊の活動については国内法的な制約

が多いが、海洋安全保障環境が大きく変化している中、拡散防止構想（PSI）も含め不

断から海上自衛隊と海上保安庁の提携を十分に検討しておく必要がある。 

防衛研究所は、国連海洋法条約（UNCLOS）との関係で、海洋資源の保存管理と海洋

環境の保全、さらに海洋交通路の安定的利用確保のために国際協力によって海軍力を

活用する OPK 構想を提案している。RMSI には前者の 2 つが入っていないが、世界の主

要な海洋利用国として、日本は、海洋安全保障の重要性についての認識を高め、必要

な対策を早めに講じて置く必要がある。 

 

参考 防衛庁防衛研究所編『東アジア戦略概観 2004』第 2 章「アジアにおける海洋安

全保障協力－ 海洋ガバナンスと OPK 構想」 

 

※RMSI の詳細については、以下をご参照ください。 

http://www.pacom.mil/speeches/sst2004/040331housearmedsvcscomm.shtml 

http://www.pacom.mil/speeches/sst2004/040503milops.shtml 
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※ 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 

※ 防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.go.jp 
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