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はしがき
本書は、東アジアの平和と安定を確保するためには、この地域の安全
保障環境について客観的な理解が必要であるという認識に基づき、防衛
研究所の研究者が独自の視点から東アジアの安全保障環境を分析し、広
く内外に提供するものである。記述の対象期間は、2008 年 1 月から 12
月までの 1 年間が中心である。
本書は、2008 年に生じた東アジアの安全保障上重要な事象について、
国・地域別に章を立てて記述した。また、この地域の安全保障を考える
上で重要と思われる中長期的な課題についても、2 つの章を設けて分析し
ている。今回は、第 1 章で、原子力ルネッサンスが核不拡散体制に及ぼ
す影響とその対処策について分析した。第 2 章では、気候変動・エネル
ギー・食糧問題の現状と展望および安全保障に及ぼすその影響について
分析した。国・地域別の各章では、核保有国既成事実化を進める北朝鮮
の内外政策や韓国の保守政権の対北朝鮮政策、北京オリンピックの開催
により大国としての存在感をますます高めつつある中国の動向、四川大
地震やミャンマーのサイクロン被害をめぐる国際協力の動き、ASEAN の
域内・域外関係の現状と問題点、国力回復により強硬姿勢を強めている
ロシアの外交や軍改革の現状と展望、オバマ米国新政権が直面している
内政、外交および安全保障上の諸課題、日米同盟および日本の防衛力の
今後の課題などについても分析を行っている。本書が、読者にとって東
アジアの安全保障環境を理解する一助となり、議論をさらに深める契機
となることができれば望外の喜びである。
本書は防衛研究所の編集・執筆グループが研究者の立場から作成した
ものであり、政府あるいは防衛省の見解を示すものではない。各章の執
筆担当者は、小川伸一研究部長（第 1 章）
、小野圭司室長・秋本茂樹所員・
富川英生教官（第 2 章）
、室岡鉄夫主任研究官・阿久津博康主任研究官（第
3 章）
、飯田将史主任研究官・齊藤良所員・増田雅之教官（第 4 章）、庄司
智孝主任研究官（第 5 章）
、兵頭慎治主任研究官・工藤仁子所員（第 6 章）、
片原栄一室長・塚本勝也主任研究官（第 7 章）
、高橋杉雄主任研究官（第



8 章）である。また編集作業は、坂口賀朗上席研究官（編集長）以下、小
塚郁也主任研究官、片原栄一室長、阿久津博康主任研究官、奥平穣治主
任研究官、西野正巳教官、山添博史教官、新垣拓教官が担当した。
平成 21 年（2009 年）3 月
防衛研究所

研究部上席研究官
編集長

ii

坂口賀朗

目

次

はしがき.....................................................................................................

略語表........................................................................................................

序

章

i
viii

2008 年の東アジア.....................................................................

1

1 ブッシュからオバマへ.............................................................................
2 責任大国中国の課題................................................................................

2
4

3 大規模自然災害をめぐる国際協力の進展...................................................
4 気候変動・エネルギー・食糧問題への関心の高まり...................................

第1章

5
6

原子力ルネッサンスと核不拡散体制............................................

9

1 NPT 第 4 条が抱える問題とその対処策.....................................................
2 NPT からの脱退問題...............................................................................

11
15

（1）米印関係の深化と民生用の原子力合意の背景......................................
（2）米印原子力合意の概要......................................................................
（3）
「ハイド法」から米印原子力協定へ.....................................................
（4）米印原子力協定に対する NSG と米国議会の姿勢.................................
（5）インドとの原子力協力の再開と核不拡散体制......................................

25
28
30
33
36

3

テロリストなど非国家主体への拡散防止...................................................
（1）核テロの危険性................................................................................
（2）核テロ対策......................................................................................
4 米印原子力協力の再開.............................................................................

第2章
1

2

3
iv

18
18
20
25

気候変動・エネルギー・食糧問題と安全保障..............................

41

気候変動と安全保障................................................................................
（1）気候変動と安全保障に関する国際社会での議論...................................

43
43

（2）気候変動が安全保障に及ぼす影響......................................................
エネルギー問題と安全保障......................................................................
（1）原油価格の動向................................................................................
（2）投資を阻害する諸要因......................................................................
（3）エネルギー価格の上昇が安全保障に及ぼす影響...................................
食糧問題と安全保障................................................................................

48

51
51
56
58
58

（1）食糧価格の高騰................................................................................
（2）食糧価格高騰の原因と対応策.............................................................

58
60

（4）食糧価格の上昇が安全保障に及ぼす影響.............................................

65

（3）バイオ燃料への関心の高まり.............................................................

第3章
1

2

62

朝鮮半島――北朝鮮非核化の停滞と米韓同盟の再強化.................

67

核検証をめぐり停滞する六者会合.............................................................
（1）ウラン濃縮と大量破壊兵器拡散をめぐる疑惑の再浮上..........................

69
69

北朝鮮――核保有国既成事実化への邁進....................................................
（1）
「強盛大国」へ向けての国内経済の重視..............................................
（2）テポドン発射 10 周年と新ミサイル発射施設の発見..............................

74
74
76
77

（2）テロ支援国指定解除へ向けた揺さぶり................................................
（3）寧辺核施設無能力化のカードと「戦略的決断」の不透明......................

70
72

（3）対米関係優先の継続と、拉致問題・重油支援未履行をめぐる対日攻勢.....
（4）体制の安定性に対する国際的懸念の高まり.........................................
（5）今後の日本の課題.............................................................................
3 韓国――経済と対米関係の修復を目指す保守政権.......................................
（1）新政権にデモの洗礼.........................................................................

78
81
83
83

第4章

99

（2）未来志向の米韓同盟.........................................................................
（3）日中露との関係強化.........................................................................
（4）停滞する対北朝鮮関係......................................................................
（5）国防分野での見直し.........................................................................

1

中国――自信と不安の交錯..........................................................

84
86
90
92

国際環境の安定化を図る中国................................................................... 101
（1）不可欠な対外協調とその限界............................................................. 101
（2）対日関係の強化................................................................................ 104

（3）好転する両岸関係............................................................................. 110
2 「和諧世界」の構築を目指す中国のグローバル戦略..................................... 113
（1）「和諧世界」論の重点としての対発展途上国外交.................................. 113

（2）対アフリカ外交の重視......................................................................
（3）困難に直面する中国の大国外交.........................................................
3 非伝統的脅威の人民解放軍への影響.........................................................
（1）増加を続ける国防費.........................................................................
（2）戦力投射能力不足の自覚...................................................................
（3）体制編制改革の継続.........................................................................
（4）国防部報道官の誕生.........................................................................
4 「守勢」に転ずる台湾の国防政策..............................................................

117
121
126
126

129
131
133
135


第5章
1

2

3

東南アジア――非伝統的安全保障協力の進展............................... 139

ミャンマーのサイクロン被害と国際災害救援活動...................................... 141

（1）デモ弾圧後の軍事政権に対する国際社会の対応................................... 141
（2）新憲法の制定................................................................................... 143
（3）サイクロン被害への軍事政権と国際社会の対応................................... 144
（4）サイクロン被害への ASEAN の対応................................................... 146

ASEAN の内政と域内・域外関係.............................................................. 149
（1）内政――マレーシアとタイの政治変動................................................ 149
（2）域内関係――憲章の批准と人権機関.................................................... 154
（3）域外関係――日本および北朝鮮の動向を中心に.................................... 156

東南アジアの軍事動向............................................................................. 159
（1）各国の国防予算・調達状況――インドネシアの装備調達を中心に.......... 159
（2）テロの現況と軍事協力の進展――フィリピンの場合を中心に................. 162

第6章

ロシア――自立した戦略プレーヤーへ......................................... 165

1

史上異例の双頭体制................................................................................ 167
（1）メドヴェージェフ新政権の誕生......................................................... 167
（2）2020 年までのロシアの発展戦略....................................................... 169
（3）政軍関係の軋み................................................................................ 172
2 強硬姿勢を貫くロシア外交...................................................................... 174

（1）ソ連解体後初の国外軍事行動.............................................................
（2）悪化する米露関係.............................................................................
（3）独自の東アジア外交の模索................................................................
3 ロシア軍のイノベーション......................................................................

174
178
181
185

（1）軍改革の新段階................................................................................ 185
（2）軍事的勢力圏の拡大......................................................................... 188
（3）低迷した国防産業の再生................................................................... 191

第7章

1

米国――ブッシュ政権の終焉と残された課題............................... 195
米国の安全保障戦略................................................................................ 197
（1）正念場を迎えたイラク戦略とテロとの闘い......................................... 197
「国家防衛戦略」と.
（2）新たな国防戦略――
「21 世紀における国家安全保障と核兵器」
........................................ 208

（3）ミサイル防衛と米露関係................................................................... 210
（4）ブッシュ政権下の米軍のトランスフォーメーション............................. 213
2 米国のアジア・太平洋政策...................................................................... 215
（1）東アジア主要国との関係................................................................... 215
（2）北朝鮮の核問題への対応................................................................... 220

vi

3

オバマ新政権の安全保障戦略と対外政策の展望.......................................... 222

第8章
1

日本――防衛大綱の見直しに向けて............................................ 229

ブッシュ政権における日米同盟と今後の課題............................................. 231

（1）「歴史上最良」と呼ばれた日米同盟.....................................................
（2）米軍再編――合意の実行にむけて.......................................................
（3）ブッシュ政権後の日米同盟の課題......................................................
2 岐路に立つ自衛隊の国際平和協力活動......................................................
（1）現防衛大綱における国際平和協力活動の位置付けと.
国連平和維持活動（PKO）へのかかわり.........................................
（2）自衛隊の国際平和協力活動の縮小の背景.............................................
（3）国際社会のより一層の努力を必要とするアフガニスタン......................
（4）深刻化するソマリアの海賊問題.........................................................
3 日本の防衛力の今後の課題......................................................................
（1）現防衛大綱の特徴――2 つの目標と 3 つのアプローチ..........................

231
233
237
239
239
242
247
251
255

255
（2）現防衛大綱の基本的な考え方の評価................................................... 256
（3）今後の防衛力のあり方における論点................................................... 259

解

説

濃縮ウラン..................................................................................................

19

原子力供給国グループ（NSG）
...................................................................... 27
朝鮮半島の 2012 年問題............................................................................... 79
米国の対北朝鮮「レッドライン」とは........................................................... 80
金正日継承問題........................................................................................... 82
韓国 着実に進む装備の近代化..................................................................... 98
2008 年版中国国防白書................................................................................ 128
東南アジア友好協力条約（TAC）.................................................................. 157
混迷するパキスタン..................................................................................... 206
日豪の安全保障協力..................................................................................... 244

資

料

ミャンマーの民主政へのロードマップ........................................................... 143
「米露戦略的枠組み宣言」（2008.04.06）の概要.............................................. 179

vii

略語表
航空機搭載㆑ーザー

ABL

Airborne Laser

AMIS

African Union Mission in Sudan

AMISOM

African Union Mission in Somalia

AR
ARF
ARMM
ASAT
ASEAN
AU
BMD
BSE
CFC
CFE
CIA
CIS
COP

Assessment Report
ASEAN Regional Forum
Autonomous Region in Muslim Mindanao
anti-satellite weapon
Association of Southeast Asian Nations
African Union
ballistic missile defense
Bovine Spongiform Encephalopathy
ROK-US Combined Forces Command
Conventional Forces in Europe
Central Intelligence Agency
Commonwealth of Independent States
Conference of the Parties

評価報告書
ASEAN 地域㋫ォー㋶㋰
㋰㋜㋷㋰ · ㋯ンダ㋤㋔自治地域
衛星攻撃兵器
東南㋐ジ㋐諸国連合
㋐㋫㋷㋕連合
弾道㋯㋚㋑㋸防衛
牛海綿状脳症
韓米連合軍司令部
欧州通常戦力
中央情報局 (米国)
独立国家共同体
気候変動に関する国際連合
枠組条約締約国会議

COP/MOP

Conference of the Parties serving as the
Meeting of the Parties

京都議定書締約国会合

CSIS
CSTO
CTBT
DDR

Center for Stragetic and International Studies
Collective Security Treaty Organization
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Disarmament,.Demobilization and
Reintegration

戦略国際問題研究所
集団安全保障条約機構
包括的核実験禁止条約
武装解除 · 動員解除 ·
社会復帰支援

DIAG

Disbandment of Illegal Armed Group

非合法武装集団の解体のため
の措置

DPRI
EU
FAO

Defense Policy Review Initiative
European Union
Food and Agriculture Organization of the
United Nations

防衛政策見直し協議
欧州連合
国連食糧農業機関

FATA
FCS
FMCT

Federally Administered Tribal Areas
Future Combat System
Fissile Material Cut-off Treaty

連邦直轄部族地域
将来戦闘㋛㋜㋢㋰
兵器用核分裂性物質生産
禁止条約

FRB
FSB

Federal Reserve Board
Federal’naya sluzhba bezopasnosti,
Federal Security Service

viii

㋐㋫㋷㋕連合㋜ーダン㋯ッ㋛ョン
㋐㋫㋷㋕連合㋞㋮㋷㋐㋯ッ㋛ョン

米連邦準備制度理事会

連邦保安庁 (㋺㋛㋐)

自由貿易協定

FTA

free trade agreement

G8
GDP

Group of Eight
gross domestic product

GI

Global Initiative to Combat Nuclear
Terrorism

GMD

Ground-based Mid-course Defense System 地上配備型㋯ッド㋙ー㋜防衛
㋛㋜㋢㋰

GNEP

Global Nuclear Energy Partnership

国際原子力㋓㋧㋸ギー ·
パー㋣㋤ー㋛ップ

GPR
GPS
GTRI

Global Posture Review
global positioning system
Global Threat Reduction Initiative

米軍配備態勢の見直し
全地球測位㋛㋜㋢㋰
地球規模脅威削減
㋑㋥㋛㋐㋢ィブ

IAEA
ICBM
IEA
IED
INF
IOC
IPCC
ISAF
JI
KEI
KGB

International Atomic Energy Agency
intercontinental ballistic missile
International Energy Agency
improvised explosive device
intermediate-range nuclear forces
international oil company
Intergovernmental Panel on Climate Change
International Security Assistance Force
Jemaah Islamiah
kinetic energy interceptor
Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti,
Committee for State Security

国際原子力機関
大陸間弾道㋯㋚㋑㋸
国際㋓㋧㋸ギー機関
即製爆発装置
中距離核戦力
国際石油企業
気候変動に関する政府間パ㋧㋸
国際治安支援部隊
ジェ㋮ · ㋑㋜㋶㋯㋐
運動㋓㋧㋸ギー迎撃体

KIDA
LNG
MD
MDGs
MEF
MILF
MTCR
NATO
NEC
NGL
NGO

Korea Institute for Defense Analyses
liquefied natural gas
missile defense
Millennium Development Goals
Marine Expeditionary Force
Moro Islamic Liberation Front
Missile Technology Control Regime
North Atrantic Treaty Organization
National Economic Council
natural gas liquids
nongovernmental organization

韓国国防研究院
液化天然ガ㋜
㋯㋚㋑㋸防衛
㋯㆑㋥㋐㋰開発目標
海兵機動展開部隊
㋲㋺ · ㋑㋜㋶㋰解放戦線
㋯㋚㋑㋸技術管理㆑ジー㋰
北大西洋条約機構
国家経済会議
天然ガス液
非政府組織

主要 8 ㋕国
国内総生産

核㋢㋺㋷ズ㋰に対抗するための
グ㋺ーバ㋸·㋑㋥㋛㋐㋢ィブ

国家保安委員会 (旧㋞連)

ix

国家情報会議

NIC

National Intelligence Council

NOC

national oil company

NPR

Nuclear Posture Review

NPT
NSC
NSG
NYMEX
ODA
OECD

Nuclear Non-Proliferation Treaty
National Security Council
Nuclear Suppliers Group
New York Mercantile Exchange
Official Development Assistance
Organisation for Economic Co-operation
and Development

核兵器不拡散条約
国家安全保障会議
原子力供給国グ㋸ープ
㋥ュー㋵ー㋗商業取引所
政府開発援助
経済協力開発機構

OEF
OEF-MIO

Operation Enduring Freedom
Operation Enduring Freedom-Maritime
Interdiction Operation

不朽の自由作戦
㋑ンド洋における㋢㋺㋷㋜㋣およ
び関連物資の海上阻止活動

PAD
PKF
PKO
PML-N
PML-Q

People’s Alliance for Democracy
peacekeeping force
peacekeeping operations
Pakistan Muslim League Nawaz group
Pakistan Muslim League Quaid-e-Azam
group

民主市民連合
平和維持隊
平和維持活動
㋰㋜㋷㋰連盟㋛ャ㋷㋫派
㋰㋜㋷㋰連盟㋕ー㋑デ ·
㋐ーザ㋰派

PPP
PPP
PRT
PSI
RMC
RRW
SACO
SCC

People’s Power Party
Pakistan Peoples Party
Provincial Reconstruction Team
Proliferation Security Initiative
roles, missions, and capabilities
Reliable Replacement Warhead
Special Action Committee on Okinawa
Japan-United States Security Consultative
Committee

国民の力党 (㋟㋑)
人民党 (パ㋖㋜㋟ン)
地方復興㋠ー㋰
拡散に対する安全保障構想
役割 · 任務 · 能力
信頼性代替弾頭
沖縄に関する特別行動委員会
日米安全保障協議委員会

SCO
SLBM
START
TAC

Shanghai Cooperation Organization
submarine-launched ballistic missile
Strategic Arms Reduction Treaty
Treaty of Amity and Cooperation in
Southeast Asia

上海協力機構
潜水艦発射弾道㋯㋚㋑㋸
戦略兵器削減条約
東南㋐ジ㋐友好協力条約

THAAD

Terminal High Altitude Area Defense

㋟ー㋯㋤㋸段階高高度地域
防衛㋛㋜㋢㋰



国営石油企業

核態勢の見直し

TICAD

Tokyo International Conference on African ㋐㋫㋷㋕開発国際会議
Development

UNAMI

United Nations Assistance Mission for Iraq 国連㋑㋶㋗支援㋯ッ㋛ョン

UNAMID

African Union/United Nations Hybrid
operation in Darfur

国連 · ㋐㋫㋷㋕連合合同
㋯ッ㋛ョン

UNDOF

United Nations Disengagement Observer
Force

国連兵力引き離し監視隊

UNIFIL
UNMIN
UNMIS
WFP
WMD
WTI

United Nations Interim Force in Lebanon
United Nations Mission in Nepal
United Nations Mission in Sudan
United Nations World Food Programme
weapons of mass destruction
West Texas Intermediate

国連㆑バ㋨ン暫定隊
国連㋧パー㋸政治㋯ッ㋛ョン
国連㋜ーダン㋯ッ㋛ョン
国連世界食糧計画
大量破壊兵器
㋒㋓㋜㋣ · ㋢㋖㋚㋜ ·
㋑ン㋟ー㋯ディ㋓㋑㋣

WTO

World Trade Organization

世界貿易機関

xi

序

章

2008 年の東アジア

1

ブッシュからオバマへ

2008 年 11 月 4 日の米国大統領選挙において、民主党のバラク・オバ
マ候補が当選した。オバマ新大統領は、何よりも金融危機によって落ち
込んだ米国経済の建て直しへの取り組みを期待されているが、安全保障
や対外政策面でも多くの課題をブッシュ政権から引き継いでいる。
第 1 は、ブッシュ政権の下で低下した米国の国際的な威信をどう回復
するかということであり、そのためにブッシュ政権の対外政策をどう修
正するかという課題である。「単独行動主義」との決別、同盟国との緊密
な連携や協調の重視、新興国とのパートナーシップの拡大・強化、さら
には敵対してきた国家との直接対話を通じた問題解決の可能性の追求と
いった点で、オバマ政権の対外政策は前政権と大きな違いが出てくる可
能性がある。
第 2 は、グローバルなテロとの闘いを引き続きどう進めるかという課
題である。イラク情勢の今後の展開を見つつ、イラク駐留米軍を撤退さ
せるという課題が残されている。これとともに、オバマ新大統領がテロ
との闘いの最前線と位置付けるアフガニスタンの安定化にどう取り組む
かという課題があり、そのためには、アフガニスタンへの米軍の増派、
北大西洋条約機構（NATO）などの同盟国・友好国との連携の強化、パ
キスタンへの関与などさまざまな措置を講じなければならない。
第 3 は、アフリカなどに見られる脆弱国家の能力構築などに対して米
軍がどうかかわるのかという課題である。地球規模の安定を支える、共
通の安全保障のために、自衛を超えて軍事力の行使を検討するのか、貧
困な社会や脆弱な国家が、疾病、テロ、紛争の温床になっているという
認識の下に米国はグローバルな関与をするのかといった課題がある。
第 4 は、国際社会の構造的な変化を踏まえた安全保障戦略の構築であ
る。国家間関係では、国際社会で影響力を高めつつある中国やインドと
いった新興大国とどのような関係を構築するか、また、大国として復活
しつつあるロシアとどう向き合うかといった課題がある。中国に対して


序章

2008 年の東アジア

は、
「責任あるステークホルダー」として中国を位置付け、核不拡散や環
境問題など広範な分野で関与を深めるとともに、ヘッジ戦略を継続する
ことになるだろう。インドが持つ政治的、経済的および地政学的重要性
から、米国はじめ世界の主要国は、インドとの政治的、経済的、さらに
は安全保障面での関係の強化を図っている。米国がブッシュ政権下でイ
ンドとの原子力協力を進めた背景には、原子力協力や核不拡散体制の面
でインドを局外に置いておくことは、インドとの安全保障面での協力関
係の強化につながらないとの考えがあった。こうしてブッシュ政権時代
に構築されたインドとの結び付きをどのように発展・強化するかもオバ
マ政権の課題である。対露関係の再構築も重要な課題であり、特に 2008
年 8 月のグルジア紛争以来悪化した米露関係をどのように改善しようと
するのかも注目される。
第 5 は、気候変動、エネルギーおよび食糧問題といった地球規模の課
題への対応や、大量破壊兵器を用いたテロの危険性の高まり、中東地域
などへの核拡散といった安全保障上のリスクの増大にどう向き合うかと
いう課題である。大量破壊兵器や核拡散の問題との関連で言えば、北朝
鮮の核問題に対してオバマ政権がどう取り組むのかも注目される。米国
は、六者会合の枠組みを維持しつつ、北朝鮮の非核化を促すことになる
だろう。2008 年 7 月に開催された六者会合首席代表会合では、北朝鮮の
核計画に対する検証体制について大枠で合意がなされたが、その後、検
証措置のあり方などをめぐって米朝間の交渉が難航し、北朝鮮による寧
辺の核施設の無能力化作業は中断された。2008 年末時点で、北朝鮮の非
核化実現の見通しは明るくない。北朝鮮の既存の核兵器および関連物質
の廃棄、濃縮ウラン計画やシリアなどへの核物質移転の検証など今後取
り組むべき課題は多い。こうした取り組みにおいては、日米韓 3 カ国の
連携の強化や中国への働きかけがより一層重要になってくるだろう。



2

責任大国中国の課題

2008 年の東アジアにおいて最も注目された出来事の一つは、8 月の北
京オリンピックの開催であった。このオリンピックが無事に終了したこと
で、中国指導部は国の発展を国内外に強く印象付けることができ、国際社
会における中国の大国としての存在感はますます高まりつつある。北京オ
リンピックの開会式に米国や日本をはじめ主要国の指導者たちが列席した
ことは、世界の主要国が中国との関係を重視している表れであり、中国が
協調を重視した対外政策を遂行してきた成果であったとも言えよう。
中国にとって今後も経済発展を長期にわたって持続していくことは最も
重要な課題の一つである。そのために中国は、主要な経済大国との協調的
な関係を構築・強化し、安定した国際環境を確保しようと努めており、日
本との関係の改善・強化も図っている。2008 年 5 月の胡錦濤国家主席の
日本訪問の際、日中首脳は戦略的互恵関係を包括的に推進していく決意を
表明した。日中首脳は、両国の関係が双方にとって最も重要な 2 国間関
係の一つであり、両国がアジア・太平洋地域と世界の平和、安定、発展に
対して大きな影響力と責任を有しているとの認識で一致した。また日中双
方は、互いに協力パートナーであり、互いに脅威とならず、戦略的互恵関
係を包括的に推進する決意を表明した。具体的には、北朝鮮の核開発をめ
ぐる六者会合の推進、ASEAN+3（日中韓）を中心とする東アジア協力の
強化といった面でも日中協調が重要であると認識されている。
2008 年秋以降、金融危機の影響で世界的に景気後退が深刻化する中、
順調に発展してきた中国経済もマイナスの影響を受け始めており、中国
にとってこうした危機の克服に向けた国際社会との協調的な対外政策の
推進がますます重要になってきている。
中国の国防費は経済発展に合わせて増額され、軍事力の強化が図られ
ているが、経済発展に支障のない範囲で国防力を向上させることが目指
されていると言われる。国防費をめぐる議論に見られるように、中国の
軍事面での「透明性」に関して外国の懸念があることに対し、中国は、
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国防白書の公表、部隊や演習の公開および外国軍との交流などを通じて、
「透明性」の向上を図ろうとしている。

3

大規模自然災害をめぐる国際協力の進展

2008 年 5 月、2 つの大きな災害が発生した。大型サイクロンがミャン
マーを襲い、甚大な被害をもたらした。また、中国では、四川省を中心
とした大地震が発生し、多数の死者・行方不明者と、甚大な経済損失を
出す大災害となった。この 2 つの大災害は、それぞれの政府に対しても、
国際社会に対しても救援のための国際協力をどのように進めるかという
課題を提起した。この震災への対応において中国政府は、各国からの支
援を受け入れ、日本の国際緊急援助隊の派遣も受け入れた。ミャンマー
の軍事政権は、災害発生当初は国際機関や欧米諸国からの支援受け入れ
に消極的だったが、ASEAN の仲介により最終的には支援を受け入れた。
今回の大規模自然災害の発生とその救援活動を通じて、非伝統的安全
保障分野における国際協力に関していくつかの課題が提起されることに
なった。第 1 は、災害救援の際の支援国間の協力メカニズムをどのよう
に構築し強化するかということである。これは災害救援に限らず、非伝
統的安全保障分野における協力メカニズムの構築と強化の問題にもつな
がる。こうした取り組みへの関心は、ASEAN と日本、中国、韓国といっ
た主要対話国の間で高まっているだけでなく、米国やオーストラリアに
おいても高まっている。第 2 は、支援する側と支援される側の協力関係
をどのように構築し強化するかということである。被災国の政府が必ず
しも支援の受け入れに積極的でない場合、支援国は、相手の主権を尊重
しつつどこまで支援を行えるかという課題がある。これは、「人間の安全
保障」という考えが、いかなる状況において国家主権に基づく伝統的な
安全保障の考えに優先するのかという問題でもある。第 3 は、アジア・
太平洋地域における多国間安全保障メカニズムが果たす役割についてで
ある。ASEAN 地域フォーラム（ARF）は、実効的な災害対応ができるよ


うにするために、緊急対応、災害救援および復興の分野における協力の
強化を目指している。

4

気候変動・エネルギー・食糧問題への関心の高まり

近年、気候変動、エネルギーおよび食糧問題が、地球規模の課題とし
て関心を集めている。2008 年前半に顕著であったエネルギー価格や食糧
価格の高騰は、これらの先物市場への投資資金の大量流入という金融要
因によってもたらされた面がある。他方で、中国やインドといった、経
済発展が著しい新興大国におけるエネルギー需要の増大が価格を押し上
げている面もある。また、食糧価格の高騰に関しては、主要な食糧輸出
国での天候不順による不作の影響、あるいは環境問題が契機となったバ
イオ燃料の生産増加のために、原料となるトウモロコシや大豆などが転
用されているといった要因が指摘できる。特にバイオ燃料の生産増加の
背景要因の一つとして、気候変動問題と関連して二酸化炭素の排出量削
減のために化石燃料への依存を減らすという要請がある。このように、
エネルギーと食糧と気候変動の問題は相互に連関している。
2008 年 7 月、G8 北海道洞爺湖サミットが開催され、首脳会合および
主要経済国首脳会合の主要な議題としてこれらの問題が取り上げられた。
同サミットでは、
「G8 北海道洞爺湖サミット首脳宣言」とともに「エネ
ルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国首脳会合宣言」が公表さ
れ、世界の主要経済国の首脳が、気候変動問題や、それと連関している
エネルギーおよび食料安全保障にも取り組むことが示されたのである。
国連の場でも、気候変動を安全保障上の問題として扱うべきとの主張
が展開されてきている。2006 年 9 月の第 61 回国連総会ですでに英国が
気候変動問題において国連が果たす役割の重要性を指摘し、気候安全保
障に言及していた。2007 年 9 月の第 62 回国連総会では、伝統的な安全
保障問題と並んで、気候変動を議題とするハイレベル会合が一般討論に
先立ち行われた。そして、2008 年 9 月の第 63 回国連総会において、国
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連事務総長主催夕食会で食糧危機と気候変動が議題とされたのである。
気候変動問題やそれと連関するエネルギーおよび食糧問題は、一国レ
ベルで解決できる問題ではなく、各国が協調して取り組むべきグローバ
ルな課題である。



第1章

原子力ルネッサンスと
核不拡散体制

近年、地球温暖化が深刻な環境問題として浮上してきているが、この
問題に対処する一つの方策として欧米では原子力発電が再評価されるよ
うになってきている。こうした原子力ルネッサンスとも称すべき動きに
触発されてか、アジアではインドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ、
バングラデシュなど一部の国々が原発事業に関心を示すようになってき
ている。また中国も 2020 年頃までに新たに約 30 基の 100 万 kW 級原子
力発電施設を建設することを発表するなど、原発大国を目指すことを公
言している。
このように、今後、アジアにおいて原発事業に乗り出す国が大幅に増
えることが予想されるが、原子力需要が高まるにつれてウラン濃縮や使
用済み燃料の再処理技術の拡散をもたらす可能性も高まる。濃縮・再処
理技術の確保は核兵器不拡散条約（NPT）第４条で許容されているもの
の、こうした能力は兵器用核分裂性物質の生産能力と表裏の関係にある。
さらに、NPT は第 10 条で脱退も認めているが、脱退しようとする国は
国際の平和と安定に大きな影響をもたらす核兵器製造を企図している可
能性が高い。したがって、NPT からの脱退は、ほかの条約からの脱退と
異なり、大きな安全保障上の問題をはらんでいる。加えて今日の国際社
会は、国際テロ組織など非国家主体への核拡散問題、さらにはこうした
組織による核テロの問題を抱えるようになった。これらの問題に有効な
対策を講ずることができなければ、原子力への依存度の高まりと並行し
て核兵器の拡散や核物質そのほかの放射性物質を用いたテロ行為の危
険も高まっていく恐れがある。
昨今の国際社会では、米国とインドの間で見られる民生用の原子力協
力関係の再開の動きに触発されて、NPT 未締約国でしかも核兵器を保有
するに至ったインドとの原子力協力を進める動きが見られる。1974 年 5
月にインドが核爆発実験を実施したことを理由に、長年同国との間の原
子力協力を停止してきた米国がインドとの原子力協力の再開に踏み切っ
た背景には、市場経済の下で急速に国力を増大させているインドの地政
学的重要性の高まりや、増大し続けるエネルギー需要や地球温暖化問題
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への配慮が見受けられる。しかしながら、NPT に背を向け続けるのみな
らず、核兵器をも開発したインドに対し、NPT の規定する核不拡散の義
務を果たしている非核兵器国に対するのと同様の原子力協力を進めるこ
とは、核兵器の開発・保有を断念する代償として原子力の平和利用協力
の恩恵に浴するという NPT の基本理念にそぐわない恐れがある。した
がって、国際社会で政治・経済・安全保障上の重要性を高めているイン
ドに対し、例外的に民生用の原子力協力を進めるにしても、それと並行
して核不拡散体制への否定的影響を可能な限り封じ込める施策を講じる
ことが必要となろう。

1

NPT 第 4 条が抱える問題とその対処策

NPT 第 4 条は、締約国に対し、核兵器国および非核兵器国の義務を定
めた第 1 条、第 2 条の規定を順守することを条件に、原発など原子力の
平和利用を進めることを締約国の「奪い得ない」権利として認めている。
このうち、非核兵器国が原子力の平和利用を進めるにあたっては、利用
する核物質が軍事に転用されていないことを確認するために、国際原子
力機関（IAEA）との間で包括的保障措置協定を締結し、IAEA による査
察を受けなければならない。包括的保障措置は、NPT 第 3 条第 1 項によ
ると、「当該非核兵器国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかん
を問わずその管理の下で行われるすべての平和的な原子力活動にかかわ
るすべての原料物質及び特殊核分裂性物質につき、適用される」と定め
られている。こうした包括的保障措置の目的は、有為量の核物質が民生
用の原子力活動から核兵器そのほかの核爆発装置の製造のために転用さ
れることを適時に探知すること、そしてこうした探知能力を抑止力とし
て軍事転用を防止しようとすることにある。
包括的保障措置は、保障措置協定の締約国が国内のすべての核物質を
包み隠さず IAEA に申告することを前提とした措置であるが、他方で非
核兵器国が秘密裏に原子力活動を進め、核物質の軍事転用を試みること
11

も考えられないわけではい。案の定、90 年代初頭、イラクや北朝鮮の
核兵器開発疑惑を契機に、この懸念が現実のものとなった。こうした問
題に対処するために IAEA は、未申告の核物質・原子力活動に対する探
知能力を向上させるために、保障措置の強化策を講じた。新たな保障措
置強化策は、包括的保障措置協定に追加する議定書としてまとめられ、
NPT 締約国たる非核兵器国にこの追加議定書の署名・批准を呼びかける
ことになった。追加議定書は、IAEA に提供される原子力活動に関する情
報および検認対象の拡大、ならびに IAEA 査察官によるアクセス可能地
域・場所を拡大することなどによって、秘密裏の原子力活動が存在しな
いことを確認できるように強化された権限を IAEA に付与するものであ
る。この結果、未申告の核物質・原子力活動に対する探知能力は大幅に
向上し、追加議定書の定めるさまざまな検証措置の下で秘密裏に核兵器
開発を進めることは極めて困難となったが、追加議定書を発効させてい
る国は、2008 年 12 月末現在、88 カ国にすぎない。核拡散防止を徹底す
るためには、追加議定書の普遍化が不可欠であるが、追加議定書に署名
するか否かは個々の NPT 締約国の判断に任されているのが現状である。
しかしながら、NPT 第 4 条がはらむ問題は、追加議定書の普遍化がなっ
たとしても完全に解消されるわけではない。NPT 第 4 条は、先に指摘し
たように、締約国による原子力の平和利用の促進をうたっている。原発
など原子力の平和利用を進める国の中には、単に原発を稼働させるだけ
でなく、その燃料を自前で取得するためにウラン濃縮や使用済み燃料の
再処理能力を備えようとする国家が見受けられる。原発事業が拡大趨勢
にあることを考慮すれば、こうした国家が増加することも予想される。
ところが、濃縮・再処理能力は核兵器のコアとなる兵器用核分裂性物質
を生産する能力と表裏一体であるため、濃縮・再処理能力の拡散は核兵
器製造のための潜在能力の拡散をもたらすのである。つまり、平和利用
を装った原子力活動を進めることによって濃縮・再処理能力を蓄積し、
核兵器製造のための準備が整った段階で NPT からの脱退を図る NPT 非
核兵器国が現れることも想定できるのである。この問題は、追加議定書
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による検証能力を向上させたとしても解決できる問題ではない。IAEA の
検証活動で未申告の原子力活動を探知したとしても、それが平和目的で
ないことを確証できない限り、その活動を止めさせることができないか
らである。
このように、非核兵器国の多くが自国内にウラン濃縮・再処理のため
の施設を建設することになると核拡散のリスクが高まることから、近
年、原子力の平和利用を損なわないことを前提に、濃縮・再処理などの
機微な技術の普及・拡散やそのための施設の建設に規制を加えようとす
る動きが 70 年代に引き続き再び顕著になってきた。例えば、モハマド・
エルバラダイ IAEA 事務局長の要請を受けて、ウラン濃縮・再処理活動
を多国間の管理の下に置く方策などを検討してきた国際専門家グループ
は、2005 年 2 月、①核燃料にかかわる既存の市場メカニズムの強化、②
IAEA が参画する国際的な核燃料供給保証の実施、③既存の原子力施設を
任意に国際管理体制下に置くこと、④今後新たに建設される原子力施設
に関しては、これらを多国間・地域的な国際管理体制下に置くこと、そ
して⑤ IAEA が関与する、地域または大陸ごとの幅広い協力体制の下で
の核燃料サイクルの開発など、5 つの考え方を示した報告書を公表した。
その後、こうした考え方の一部を具体化した提案が各国から出されて
いる。いくつか具体例を挙げると、2006 年 1 月、ロシアのプーチン大統
領（当時）が、自国の原子力施設を活用して、IAEA の関与の下、濃縮・
再処理技術の獲得を断念した非核兵器国に濃縮・再処理サービスを提供
する国際センターの設置を提案している。同年 2 月には、米国が、個々
の非核兵器国が濃縮・再処理技術を獲得することの代替案として、信頼
性のある核燃料供給のための国際的な枠組みを創設することなどを目的
とする「国際原子力エネルギー・パートナーシップ」（GNEP）構想を打
ち出している。また、6 月には、核燃料市場のセーフティネットとしての
「核燃料バンク」の創設を目指す米英仏露独蘭 6 カ国構想、9 月には日本
から「IAEA 核燃料供給登録システム」が提案されている。日本の提案は、
参加国の多様な実態を反映しつつ、多くの国が国際的な核燃料供給枠組
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みに参加・貢献できるようにするために、ウラン濃縮に限らず、ウラン
原料、転換、燃料加工、ウラン在庫など核燃料供給全般について各国の
供給能力を IAEA に登録して安定的な核燃料供給を目指すものである。
日本の提案は、先の 6 カ国構想に対する参画性を高めると同時に、同構
想を補完する効果が期待されるものである。2007 年 6 月、エルバラダ
イ IAEA 事務局長は、当時までに 10 種類近くにのぼった諸提案を「核エ
ネルギーの利用のための新たな枠組み」と題した報告書に列記して IAEA
理事会に提出し、検討を依頼している。
確かに、ウラン濃縮・再処理活動を多国間の管理の下に置くことを目
標とするこうしたアプローチは、非核兵器国が独自に濃縮・再処理活動
を進める場合と異なり、国際社会が何らかの形で濃縮・再処理に関与す
ることから核拡散防止に役立つことは疑いがない。しかしながら、濃縮・
再処理技術の獲得を放棄して国際管理制度、とりわけ核燃料供給保証制
度に参加するか否かは、IAEA 追加議定書の場合と同様、個々の非核兵器
国の政治的判断にかかっている。独自に核燃料サイクルを確立しようと
する国の参加を強制できないのである。したがってこうした核燃料供給
保証制度への参加を促す施策を講じなければならないが、一つには、政
治的理由で核燃料の供給が故意に停止されることがないよう供給保証を
確実なものにしておかねばならない。そのためには、事前に一定の条件
を規定しておき、その条件を満たす国には核燃料を供給できるようにし
ておく必要がある。この条件の一つとして考えられるのは、保障措置協
定に違反しないなど核不拡散義務を履行していることが挙げられようが、
過去に違反行為に及んだ国をどのように扱うべきか、さらには IAEA 追
加議定書の受け入れを条件とするか否かなどについての合意を図らねば
ならない。ただし、条件を厳しくすれば、核燃料供給保証制度への参加
をちゅうちょする国が増え、核不拡散への寄与が限定的なものになるこ
とにも注意しなければならない。
加えて、供給される核燃料の価格が、個々の非核兵器国が独力で濃縮・
再処理を進めて取得する核燃料よりも安価であることが不可欠である。
14

第1章

原子力ルネッサンスと核不拡散体制

しかし、供給される核燃料が国内で取得する核燃料より安価であること
が濃縮・再処理を行う技術・施設の放棄を促す必要条件であるものの、
放棄に直結する十分条件ではない。増大するエネルギー需要にかんがみ、
少々割高であってもエネルギー源の確保を図るというエネルギー安全保
障の要請がますます強固なものになってきているからである。さらに、
そもそも NPT 第 4 条の規定にかんがみ、小規模な研究用の施設も含め濃
縮・再処理を行う技術・施設の完全放棄を条件とすることで合意が得ら
れるか否か疑わしい。
ウラン濃縮・再処理活動を多国間の管理の下に置くという考え方は、
すでに 70 年代から 80 年代にかけて議論されたことがあったが、上で述
べたいくつかの課題が災いして日の目を見ることがなかった。今回議論
されている諸提案も、70 年代から 80 年代と同様、具体化されることな
く終わってしまうのか否か、エルバラダイ IAEA 事務局長が提出した報
告書に対する IAEA 理事会の姿勢を注視すべきであろう。

2

NPT からの脱退問題

93 年 3 月と 2003 年 1 月、北朝鮮は NPT からの脱退を宣言した。NPT
のいかなる締約国であっても、「この条約の対象である事項に関連する異
常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には」、3 カ
月前に国連安全保障理事会とほかのすべての NPT 締約国に、
「異常な事態」
についての説明文書を具備した事前通知をすることによって脱退が可能
となる。しかしながら、北朝鮮の例が示唆するように、NPT 第 10 条が
規定する脱退条項を援用する国は、ほぼ確実に核兵器開発を志向してい
ると想定できることから、NPT からの脱退は、ほかの条約からの脱退と
異なり、国際の平和と安全に対して重大な意味を持つことになる。こう
した懸念から、NPT からの脱退、とりわけ NPT あるいは保障措置協定な
ど NPT 関連諸協定に違反した国家が NPT から脱退することについては、
何らかの制限を加えることの必要性が強く認識されるようになった。
15

例えば、IAEA のエルバラダイ事務局長は、2004 年 6 月に開催された
カーネギー財団主催の国際不拡散会議において、NPT からの脱退の通知
があった場合、国連安保理が自動的にその脱退を検討できるようにすべ
きであるとの提言をしている。また、2005 年の NPT 運用検討会議に向
けた 2004 年 NPT 準備会合においても、脱退に国連安保理の承認を必要
とすること（韓国）、NPT 第 10 条に規定されている「異常な事態」の解
釈の定式化や NPT 違反国に対し脱退権を行使できなくすること（ドイツ）、
さらには、脱退前に海外から取得した核物質や核施設を脱退後に使用で
きないようにすること（フランス）、などの諸提案が提起された。
2010 年の NPT 運用検討会議に向けた 2008 年 NPT 準備会合において
もいくつかの提案がなされている。韓国は、NPT からの脱退通知があっ
た場合、国連安保理が速やかにその事態を検討するほか、米英露の NPT
寄託国あるいは NPT 締約国の 3 分の 1 以上の多数の要請で、脱退通知後
30 日以内に NPT 締約国緊急会議を開催して脱退通知に対処することを
提案している。緊急会議においては、脱退通知国による脱退理由の説明、
脱退国が海外から輸入した核物質や核施設を返還させる施策の検討、さら
には、そうした海外から取得した原子力関連資機材・施設を返還までの
期間 IAEA の保障措置下に置く方策などを検討することを提案している。
また、オーストラリアは、NPT 締約国が脱退通知を発出した場合、自
動的かつ早急に国連安保理がその脱退によってもたらされる国際の平和
と安全に対する影響を審議するとともに、必要な対策を検討すること、
さらには、脱退国の NPT 順守状況を検証できるようにすることを提案し
ている。カナダは、脱退問題に対処するにあたり、3 点の原則からなる合
意を形成することを要求している。第 1 の原則は、NPT 締約国であった
期間中に得た利益を享受し続ける形での脱退を容認しないこと、第 2 に、
脱退国は、NPT が規定する諸義務に違反していないこと、第 3 に、脱退
国は締約国であった期間に行った条約違反に責任を負うこと、である。
さらにカナダは、韓国と同様、脱退通知があれば緊急の締約国会議を開
催することを求めている。
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このように、NPT 脱退問題をめぐっていくつかの提案がなされている
が、
これらの提案の中で示された議論は以下の 5 点に集約できる。第 1 に、
条約法に関するウィーン条約（条約法条約）第 70 条に規定してあるよう
に、脱退国は、締約国であった期間中に犯した条約違反の責任から逃れ
られない。第 2 に、脱退国は、締約国であった期間中に海外から取得し
た原子力関連資機材や技術を脱退後に使用することはできない。これを
確かなものにするために、脱退国に対し脱退後であっても IAEA による
保障措置を適用できるような施策を検討すべきである。第 3 に、原子力
関連資機材や技術を提供した国家は、脱退国からそうした提供物の返還、
あるいは利用を中止させる措置を講ずべきである。第 4 に、脱退通知が
発出された場合、国際的な対応、とりわけ国連安保理が即座にその脱退
を審議・検討するとともに、条約違反の存否を確認すべきである。第 5 に、
脱退を再考させるべく、脱退を意図する国家との協議を開催する。日本
は、上記の意見集約を確認するほか、脱退問題に対処するにあたっては、
NPT 締約国であり続けることによる利益を強調することの重要性を指摘
している。
このように NPT からの脱退に対しては、脱退を難しくするために何ら
かの制限を加えようとするさまざまな提案が提起されている。これらの
諸提案は、2010 年に予定されている NPT 運用検討会議に付すこと、さ
らには審議・検討の上、何らかの合意に達することを念頭に提起されて
いる。しかし、NPT 運用検討会議での合意は、その合意が脱退を定めた
NPT 第 10 条の法的解釈の範囲内であればともかく、法的解釈の範囲内
を超えるものであれば、基本的に政治的拘束力を持つだけにとどまらざ
るを得ない。
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3

テロリストなど非国家主体への拡散防止

（1）核テロの危険性
国際社会は、テロ活動によって人的・物的損害を被り続けてきたが、科
学技術の伝播・浸透と資金や物の流れの飛躍的増大をもたらすグローバリ
ゼーションの進展の結果、テロ組織が核物質や放射性物質など大量破壊
兵器の資機材を取得し、それらを用いたテロ行為に及ぶ危険が高まって
いる。実際、
国際テロ組織の代表格であるアルカーイダが核テロを計画し、
準備を進めているとの報告がしばしば見受けられる。IAEA は、核テロの
態様として、①核兵器の不正取得による核攻撃の威嚇・実行、②不正取
得した兵器用核分裂性物質を用いて製造した核爆発装置の使用、③放射
性物質を用いたいわゆるダーティ・ボム、さらには、④原子力施設や核
物質の輸送などに対する妨害・破壊行為の 4 つの分野を列挙している。
核兵器そのほかの核爆発装置を用いたテロ行為は言うまでもないが、
放射線汚染をもたらすダーティ・ボムであっても経済活動を麻痺させる
など社会的混乱を引き起こす危険が高い。また、原子力発電所など原子
力施設に対する妨害・破壊活動によってもたらされる人的・物的被害も
その妨害・破壊行為の態様次第では甚大なものになる恐れがある。
まず、核兵器の不正入手とそれによってもたらされる脅威であるが、
この脅威の蓋然性は、想定されるほかの核テロに比べ、比較的低いと考
えられる。通常、核爆弾・弾頭には「発射統制装置」が装置されており、
テロリストが核爆弾・弾頭を手に入れても爆発させることができない。
ただし、現存の核兵器のすべてがそうした装置を備えているわけではな
い。したがって、核兵器保有国は、安全装置を備えていない核兵器を優
先的に削減・解体するとともに、そうした核兵器の管理・保全に万全を
期すべきであろう。
テロ組織が初歩的な核爆発装置を製造するのを防ぐためには、高濃縮
ウランやプルトニウムなど兵器化が可能な核分裂性物質の縮減と管理・
保全が重要である。兵器用核分裂性物質を製造するためには濃縮・再処
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理のための大規模な施設を要するほか、そうした核分裂性物質を製造す
ることが核兵器製造工程の中で最も難度の高い技術であるため、テロ組
織が独力で製造することは考えにくいからである。
しかしながら、国際的には、高濃縮ウランなど兵器用にも使用できる
核分裂性物質の防護・管理は、以下に述べるように十分とは言えない状
況にある。核爆発装置のコアとなるウラン 235 やプルトニウム 239 など
の核分裂性物質は、世界約 60 カ国の約 350 施設に散在し、しかもその
総量は約 3,700t と推定されている。ウラン 235 の濃度を高めた高濃縮ウ
ランおよびプルトニウムは核爆発装置を作る際の不可欠な資材であるが、
プルトニウムを使用した爆縮型爆発装置はウラン型よりも製造が難しい
ため、テロリストはプルトニウムよりも高濃縮ウランの入手を試みる可
能性が高い。高濃縮ウランは、軍事用も含めると、現在、総計約 1,700t
存在していると推定されているが、防護・管理の強度の観点で見ると、
軍事用の高濃縮ウランに比べ民生用の高濃縮ウランの方が弱体であり、
テロリストに狙われやすいと言われている。米国エネルギー省によると、

解説

濃縮ウラン
濃縮とは 2 種以上の同位体で構成されている物質から、一方の同位体の存

在比を高めることをいう。これをウランについていえば、ウラン鉱石から分離したウ
ラン元素には中性子を吸収して核分裂をするウラン 235 が 0.7%程度含まれているが、
このウラン 235 の濃度を高め、全ウラン中のウラン 235 の量を天然ウランより多く
することをウラン濃縮という。
ウラン 235 が 0.7%程度しか含まれていない天然ウランでは核分裂の連鎖反応を起
こしにくい。したがって、例えば原子力発電の軽水炉で使用する核燃料として使用す
るためには、効率よく核分裂を起こさせるために、ウラン 235 の割合を 3 ～ 5%まで
高めることが必要となる。この割合が 20%までのものを低濃縮ウランという。
これに対し高濃縮ウランとは、ウラン 235 の割合を 20%以上に高めたもので、研
究用原子炉や核兵器の製造などに使用される。なお、核兵器の製造に用いられる高濃
縮ウランは、通常、ウラン 235 の割合が 90%以上とされているが、約 70%の濃縮度
でも製造が可能との説もある。
（出所）
『原子力のすべて』編集委員会編『原子力のすべて』
（国立印刷局、平成 15 年）などより。
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少なくとも 20kg 以上の民生用高濃縮ウランの存在が確認されている施設
は、世界で 128 カ所見受けられ、その多くが防護の面で問題を抱えてい
ると警告を発している。
他方、ダーティ・ボムは、原発や核燃料製造施設、さらには核兵器製
造関連施設などから出る放射性物質を内部に詰め込んだ通常爆弾を爆発
させて放射性物質による汚染をもたらすものである。ダーティ・ボムに
よってもたらされる人的被害や物的損害は、核爆発装置によってもたら
される被害・損害よりも大幅に小さいと考えられるが、社会的影響、さ
らには汚染を取り除く作業に必要な財政的コストなどは大きなものとな
ろう。したがってテロ組織にダーティ・ボムを作らせないよう、放射性
廃棄物など放射性物質の管理・保全を徹底しなければならない。しかし
ながら、民生用の放射性物質は、医療や工業、さらには農業などに広く
使われており、しかも軍事用の核物質そのほかの放射性物質に比べ管理・
保全の面で厳重ではないと言われている。
（2）核テロ対策
核テロに対する脅威認識が高まるにつれ、核物質や放射性物質の管理・
保全の強化や原発などの原子力施設の防護措置の強化の重要性が強く認
識されるようになった。そして、核物質や放射性物質、さらには原子力
施設をテロ組織などから守ることを「核セキュリティ」と称し、さまざ
まな措置が講じられるようになっている。
まず、核セキュリティ対策を推し進めるための法的基盤整備について
は次のことが言える。国際社会は、13 本のテロ防止関連条約を成立させ
ているが、このうち核テロ対策を主たる目的としている条約は、87 年 2
月に発効した「核物質の防護に関する条約」（以下、核物質防護条約）と
2007 年 7 月に発効した「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際
条約」
（以下、核テロリズム防止条約）である。
日本を含め締約国数 130 カ国を数える核物質防護条約は、核物質の不
法な取得・使用を防止することを主な目的とする条約である。この条約は、
20
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締約国に対し、国際輸送中の核物質について警備員による監視など一定
の水準の防護措置の確保を義務付けるとともに、そのような防護措置が
とられる旨の保証が得られない限り、核物質の輸出入を許可しないこと
を求めている。また、核物質の不法取得など核物質にかかわる一定の行
為を犯罪とし、その容疑者が刑事手続きを免れることのないよう、締約
国に対して裁判権を設定すること、さらにはこの条約上の犯罪を引き渡
し犯罪とすることを義務付けている。核物質防護条約は 2005 年 7 月に
改正され、国際輸送中の核物質に加え、新たに締約国の国内において使
用、貯蔵および輸送中の民生用核物質や原子力施設も防護の対象とされ
た。しかしながら、防護の程度については、改正核物質防護条約締約国
の脅威認識に基づいて独自に設定することとされており、国内の民生用
核物質や原子力施設に対する脅威認識いかんでは、締約国間で防護措置
の程度や範囲で差異が出てくる可能性がある。なお、核物質防護条約は、
核物質に対する防護義務を規定しているが、核物質以外の放射性物質は
防護義務の対象としていない。また、改正核物質防護条約は未発効であり、
核物質防護条約の締約国数の 3 分の 2 が批准しない限り発効しない。
核テロリズム防止条約は、核物質を含む放射性物質全般の防護を規定
するほか、ヒトに対する重大な傷害、あるいは財産の著しい損害などを引
き起こす意図をもって放射性物質または核爆発装置等を所持し、使用する
などの行為を犯罪とすること、さらに核物資防護条約と同じく犯人を処罰
し、犯罪人引き渡しに関し協力することなどを規定している。核テロリズ
ム防止条約は、2007 年 10 月現在で締約国が日本を含め 29 カ国と核物質
防護条約と比べ格段に少ないが、署名国がすでに 115 カ国を数えること
から、
今後締約国も増加することが期待される。核テロリズム防止条約は、
核物資防護条約と同様、犯人を処罰するための国際的な枠組みの構築を
可能としており、核テロリズムの防止の観点からは意義深い。
核テロ対策のための法的基盤整備に関連して、国連安保理も 2 つの決
議を採択している。2001 年 9 月に採択された安保理決議 1373 は、国連
加盟国に対し、核テロを含むテロ資金対策として、テロ行為のための資金・
21

金融資産の提供の禁止と犯罪化やテロリストの資産凍結など、テロと闘
うための金融面を含む包括的な国内措置を実施することを義務付けてい
る。また、
2004 年 4 月には、安保理決議 1540 を全会一致で採択している。
この決議は、テロ組織など非国家主体が核兵器などの大量破壊兵器およ
びその運搬手段（大量破壊兵器等）を取得・使用し、拡散させるのを防
止するために、国連加盟国に対し、①大量破壊兵器等を開発、取得、移転、
使用しようとする非国家主体に支援を与えないこと、②非国家主体が大
量破壊兵器等を開発、取得、移転、使用することを防止するための国内
法を整備し、施行すること、それに③資機材を含めた大量破壊兵器等の
管理・保全、物理的防護、輸出管理を徹底するための国内措置を講ずる
ことを義務付けている。
他方、IAEA も加盟国が取り組んでいる核テロ防止対策を支援するため
にさまざまな活動を展開している。例えば IAEA は、75 年以来、数度に
わたり核物質防護のための国際基準を作成し、加盟各国にその実施を勧
告してきたが、現在各国に援用されている第 4 版（INFCIRC/225/Rev.4
(Corrected)）においては、核物質の防護についての政府と事業者の役割
分担が明確に記されている。すなわち核物質防護システムを考案するに
あたっては、核物質に対する脅威を示す「設計基礎脅威」の策定は各国
の政府が行うが、防護措置の構築・実施は事業者が行うこと、さらに政
府がその有効性を検査することなどが勧告されている。また、妨害・破
壊行為から原子力施設を守るための防護要件についても記されている。
こうした IAEA が作成する核物質防護のための国際基準は、先に述べた
改正核物質防護条約が発効し実施される際の貴重な参考資料となろう。
なお、日本はすでに、2005 年に原子炉等規制法を改正し、IAEA が勧告
した核物質防護のための国際基準（INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected)）
にのっとり、核物質防護措置を強化してきている。
ダーティ・ボムの製造に用いられる放射性物質の管理・保全は、それ
が核物質よりも入手が容易であることから、より緊急度が高い。IAEA は、
2000 年から「放射線源の安全とセキュリティに関する行動規範」を策定
22
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してきたが、9・11 テロ後、ダーティ・ボムへの危惧が高まったことから、
IAEA 加盟国に対し放射線源の効果的な規制を可能とする法制度の整備を
求めるなど、セキュリティ関連部分を強化した「行動規範」の改訂版を
作成して 2003 年 9 月の IAEA 理事会に提出し、承認を得ている。この
行動規範は、放射性物質の防護を確保するための具体的な措置を提示し
ていることから、先の核テロリズム防止条約の実施・履行にも役立つも
のと考えられる。また、2004 年 9 月の IAEA 理事会では、放射線源の輸
出入に際し通報と承諾の制度化を求める「放射線源の輸出入に関するガ
イダンス」が承認された。日本は、輸出貿易管理令を改正して、2006 年
1 月より「ガイダンス」を実施している。
何度となくテロ攻撃を受けてきた米国とロシアは、核テロ防止を念頭
に共同歩調をとるに至っている。一例を挙げると、ブッシュ、プーチン
両大統領は、2006 年 7 月、主要 8 カ国（G8）サンクトペテルブルク・
サミットの際に行われた米露首脳会談において、共同声明の形で「核テ
ロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ」（GI）を立ち上
げた。両首脳は、効果的な核テロ対策措置を講ずるためには志を同じく
する国々との対核テロ協力を進めることが不可欠との認識の下、以下の
活動を推し進めて本イニシアティブに参加する国々の核テロ対策能力を
向上させていくことを訴えている。①核物質を含む放射性物質の計量管
理、防護措置の改善、および原
子力施設のセキュリティ改善、
②核物質等の不法移転または他
の不法な活動の探知と防止、特
にテロリストによる取得と使用
の防止措置、③核テロリズムに
対する対応と発生後の緩和措置、
④核テロリズムに対抗するため
の技術的手段の開発のための協
力、⑤核物質の取得および使用
23

を追求するテロリストに安住の地を与えないための法的措置の整備、⑥
テロリストおよびテロ活動を助長する者を訴追し、確実に処罰を実施す
るための国内法の強化、ならびに核テロリズム防止条約、改正核物質防
護条約、
海洋航行不法行為防止条約、安保理決議 1373 および 1540 の実施、
⑦多国間共同訓練、専門家会合の実施および支援の提供、の 7 項目である。
米露両国大統領による共同声明発出から 3 カ月後の 2006 年 10 月末、
モロッコのラバトで第 1 回参加国会合が開催され、核テロ対策を参加国
が自発的に実施していくことなどを内容とした「原則に関する声明」が採
択された。
「原則に関する声明」の内容は 8 項目からなるが、2006 年 7
月に米露首脳によって発表された核テロ対策のための活動とほぼ同様のも
のとなっている。なお、第 1 回会合に参加した国々は、G8 のほか中国、
オーストラリアなど計 13 カ国であったが、その後、
「原則に関する声明」
に賛同するなど「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティ
ブ」に賛意を示す国は 73 カ国に増加し、2008 年 7 月中旬にマドリード
で開催された第 4 回会合には 56 カ国が参加した。
なお、本イニシアティブで念頭に置かれている原子力施設や核物質そ
のほかの放射性物質は、民生用のものに限定されており、NPT 上の核兵
器国の軍事用核施設や軍事用の核物質そのほかの放射性物質は対象外と
なっている。2006 年 7 月に発出された米露共同声明の第 8 パラグラフに
は、NPT 上の核兵器国の軍事用核施設や軍事用の核物質そのほかの放射
性物質の管理・保全は核兵器国の「専権事項」とされ、個々の核兵器国
の責任で管理・保全を全うすることを宣言している。8 項目からなる「原
則に関する声明」にはそうした文言が見当たらないが、これは、各国に
本イニシアティブへの参加を促すための政治的配慮であろう。
核テロの防止を目的とするその他の施策としては、米国が 2004 年 5 月
に立ち上げた「地球規模脅威削減イニシアティブ」（GTRI）がある。本
イニシアティブの目的は、世界各地に散在する核物質および放射性物質
の管理・保全を強化するとともに一部核物質を回収することにある。と
りわけ、冷戦時代から米国や旧ソ連が同盟国や友好国に研究炉での使用
24
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を目的として民生用高濃縮ウランを供与してきたが、核テロ対策の一環
としてこうした高濃縮ウランおよびその使用済み燃料を回収するととも
に、高濃縮ウランを低濃縮ウランに代替することを奨励している。GTRI
は、発足後 3 年間で、核弾頭 30 発分の高濃縮ウランを回収したほか、
575 カ所の放射性物質保管施設の管理・保全を強化した。
そのほか、核テロ対策として一定の効果が期待される取り組みとして
は、91 年 11 月に米国議会で制定されたナン・ルーガー法に基づく「協
調的脅威削減計画」、2002 年 6 月にカナダのカナナスキスで開催された
G8 サミットで打ち出された「大量破壊兵器の拡散に対抗するグローバル・
パートナーシップ」、さらには 2003 年 5 月に、核兵器など大量破壊兵器
の資機材の移転を海上などで阻止することを目的として、ブッシュ大統
領が提唱した「拡散に対する安全保障構想」（PSI）などがある。

4

米印原子力協力の再開

（1）米印関係の深化と民生用の原子力合意の背景
米国は、50 年代中頃から原子力の平和利用をめぐってインドに多大の
協力・支援を実施してきた。原子炉の建設、低濃縮ウランや重水の供与、
さらにはインドの科学者に米国の原子力関連施設での研究の機会を与え
てきたのである。しかしながら、NPT が発効して 4 年後の 74 年 5 月、
インドが「平和目的」の名の下で核実験を実施したことに加え、米国や
カナダなどが民生用として供与した原子力資機材が核爆発装置の開発に
利用されたことが判明した結果、インドへの支援は見直されることとなっ
た。米国では、77 年 1 月に発足したカーター政権の下で、「1954 年原子
力法」が修正され、IAEA による包括的保障措置を受諾している非核兵器
国のみに民生用の原子力資機材や技術を提供すること、さらには核実験
を行った非核兵器国にはそうした協力を停止することなどが定められた。
また国際社会では、米国の主導で 76 年 1 月、「原子力供給国グループ」
（NSG）の前身である「ロンドングループ」が結成され、原子力関連専用
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資機材の輸出管理・規制制度が発足した。92 年 4 月には、NSG が、原子
力汎用品を新たに輸出規制品目に入れるほか、民生用の原子力資機材の
輸出先を IAEA の包括的保障措置を受諾している非核兵器国に限定する
方針を打ち出したのである。こうしてインドは、米国を含む NSG 参加国
からの民生用の原子力協力・支援を受けることができない状況になった。
98 年 5 月のインド、パキスタンの地下核実験を受け、米国のクリント
ン政権は、両国に対して各種経済制裁を発動したが、その一方で急速に経
済を発展させているインドの政治・戦略的価値に着目し、インドとの関係
を強化することが米国の利益になるとの認識を持ち始めた。こうして、イ
ンドの核実験後 2 年も経たない 2000 年 3 月、クリントン大統領はインド
を訪れ、アタル・ビハリ・バジパイ首相と共に「米印関係――21 世紀へ
のビジョン」を発表し、米印間の連携強化に踏み出したのである。
ブッシュ政権も、発足当初からインドとの政治・経済・安全保障面で
の関係強化の重要性を認識していた。ブッシュ政権は、インドをテロと
の闘い、大量破壊兵器の拡散防止、さらには民主主義の普及など多くの
政策課題で米国と利害を共有するパートナーであり、またアジアで指導
的役割を果たす国家に成長すると認識するに至った。こうしてブッシュ
政権は、米印間の連携強化のために両国間の政治・安全保障協力の緊密
化を図るようになったが、この動きは、米国の対印原子力政策の見直し
も余儀なくさせた。原子力協力や核不拡散体制の面でインドを局外に置
きつつ政治・安全保障上の協力関係を強化しようとしても限界があると
認識されたからである。
また米国内では、98 年 5 月のインドの核実験後、インドの非核化を追
求する政策の実現可能性や妥当性を疑問視する声が上がっていた。実際、
インドが核兵器の放棄に応じる一つの条件は中国の核放棄であろうし、
また中国の核放棄は米露による核廃棄が前提となることから、米露が核
兵器の廃棄に向けて動かない限り、インドに核兵器の放棄を求めても実
現可能性はほとんどなかった。こうした現実とインドとの政治・安全保
障上の連携強化の要請が相まってブッシュ政権は、インドの核兵器保有
26
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原子力供給国グループ（NSG）
NSG は、74 年 5 月のインドの核実験を契機に設立された。NSG 参加国

数は 2008 年 12 月末現在 45 カ国である。議長国は 1 年間の任期で参加国の持ち回
りとなっており、現在は、2008 年 5 月から約 1 年間の予定でドイツが議長国の任に
あたっている。
NSG では、「NSG ガイドライン」と呼ばれる原子力関連資機材・技術の輸出国が
守るべき指針（法的拘束力のないいわゆる「紳士協定」）に基づいて輸出管理が実施
される。この指針は、原子力専用品・技術の移転にかかわる「NSG ガイドライン・パー
ト 1（トリガーリスト）」と、原子力関連汎用品・技術の移転にかかわる「NSG ガイ
ドライン・パート 2」に分かれている。
パート 1 に列挙された品目およびその関連技術の非核兵器国への移転は、原則と
して、当該非核兵器国（受領国）政府が IAEA との間で包括的保障措置協定を発効
させていることを条件に行われることとされている。また、移転の際には、NSG 参
加国は、受領国から、① IAEA 包括的保障措置の適用、②移転資機材等の核爆発装
置への不使用、③移転資機材等への実効的な防護措置の実施、さらに④受領国が第
三国に再移転する場合には、受領国は原供給国に与えたのと同様の保証を当該第三
国からとりつけること、の 4 条件を確認することとなっている。
パート 2 に列挙された品目およびその関連技術の移転に関しては、輸出許可手続
きを作成し、輸出を許可する際には、①移転の用途および最終需要場所を記した最
終需要者の宣言、それに②当該移転またはその複製物がいかなる核爆発活動または
保障措置の適用のない核燃料サイクル活動にも使用されないことを明示的に述べた
保証を取得すべきとされている。
NSG 参加国は、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベラルーシ、ベ
ルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、クロアチア、キプロス、チェコ、
デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、
アイルランド、イタリア、日本、カザフスタン、韓国、ラトビア、リトアニア、ル
クセンブルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、
ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、
スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、米国である。
なお、
インド、
パキスタンおよびイスラエルといった NPT 非締約国は不参加である。
（出所）
外務省ホームページ「原子力供給国グループ（NSG）の概要」
（平成 20 年 9 月）などより。

を前提とした現実的かつ実際的な対印原子力政策を打ち出したのである。
他方、インドは、ソ連の解体を契機に経済の自由化、市場経済化を志
向するようになったが、こうした政策を進めるためには米国との政治・
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経済面での関係強化が不可欠であった。インドは、米国との新たな協力
関係を構築するにあたり、重要な協力分野の一つとして民生用の原子力
協力の再活性化を考えていた。例えば、2004 年 1 月に発表された米印共
同声明「戦略的パートナーシップの次なるステップ」においては、民生
用宇宙技術とハイテク関連製品の貿易の拡大に加え、民生用原子力にお
ける協力関係の深化・拡大が合意されていたのである。
（2）米印原子力合意の概要
2005 年 7 月、訪米したインドのマンモハン・シン首相とブッシュ大統
領は、首脳会談後に共同声明を発表した。米印首脳は、共同声明の中で、
グローバルなレベルでエネルギー需要が高まっていくとの共通認識を示
した後、今後進めていく両国間の民生用原子力協力の枠組みを明らかに
した。ブッシュ大統領は、インドとの民生用原子力協力を再開するために、
米国内法を改正するよう議会に働きかけることや、同盟国や友好国とと
もに関連する国際輸出管理レジームの調整を行う意向を示した。
他方、シン首相が約束した内容は、①民生用と軍事用原子力施設を明確
に区分し、民生用原子力施設を IAEA に報告すること、②民生用原子力施
設を自発的に IAEA の保障措置の下に置くこと、③民生用原子力施設に関
し IAEA 追加議定書に署名・順守すること、④核実験のモラトリアムを継
続すること、⑤「兵器用核分裂性物質生産禁止条約」
（FMCT）の締結に
向け米国と協力すること、⑥ウラン濃縮技術や使用済み燃料の再処理技術
を備えていない国家に対し、そうした技術・資機材を供与しないこと、そ
れに、
⑦包括的な輸出規制法の制定、
ならびに NSG ガイドラインおよび
「ミ
サイル技術管理レジーム」
（MTCR）が定める輸出規制の順守、
などだった。
2006 年 3 月にブッシュ大統領が訪印した際、インドは、2005 年 7 月
の米印共同声明を踏まえて、原子力施設の民生用・軍事用区分や IAEA
保障措置の対象とする原子力施設に関し、以下の意向を示した。①イン
ドは、現在運転中、または建設中の原子炉 22 基のうち 14 基を特定し、
2006 年から 2014 年までに段階的に IAEA 保障措置の下に置く。②イン
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ドの既存のプロトタイプおよび実験用の高速増殖炉は保障措置の対象外
とする。③将来建設する原子炉や高速増殖炉のうち民生用と特定するも
のはすべて保障措置の下に置くが、民生用か否かはインドが決定する。
④保障措置を永続的なものとする。⑤インド仕様の保障措置協定を IAEA
と交渉する。他方、米国は、インドに対して全面的な民生用の原子力協
力を行うために、引き続き米国の関連国内法の改訂を追求すること、な
らびに NSG の輸出ガイドラインの調整について NSG 参加国の同意を取
りつけるべく努力を続けることを約束した。
米印両政府は、原子力合意の意義を次のようにとらえていた。まず
ブッシュ政権は、米印の原子力合意を両国間の政治・安全保障上の連携
を強化するための不可欠な取り決めと位置付けたほか、核不拡散、地球
環境、さらには米国の原子力産業にとっても利益をもたらすと判断した。
核不拡散上の利益については、米印原子力合意を実施に移すことにより、
NPT 非締約国であるインドを核不拡散体制にコミットさせることが可能
となり、核不拡散体制を強化することができるとの認識を示した。その
根拠として、インドが NSG や MTCR で定める輸出規制ガイドラインを
守るとともに FMCT の交渉・締結に向けて努力することを約束したこと、
また、インドによる核実験モラトリアム継続は南アジアでの核軍拡競争
の緩和につながること、さらに、インドが兵器用核分裂性物質の生産に
不可欠な濃縮・再処理技術を輸出・移転しない旨を約束したことなどを
列挙した。またブッシュ政権は、原子力協力がもたらす米印 2 国間関係
の強化がアジアの平和と安定に資することも挙げていた。ブッシュ政権
は、米印間の連携強化がどのようにアジアの平和と安定に役立つかにつ
いては具体的に述べることはなかったが、米印原子力協力を実施するた
めに必要な米国内法の制定をめぐる議会上院での議論を顧みれば、それ
が米国の対中政策の文脈で考えられていることがうかがえたのである。
他方、インドのシン政権は、米印原子力協力が再開されれば、そのほ
かの主要国もこれに倣うであろうことから、海外からウラン燃料や高度
な原子力関連資機材・技術を取得することができるようになること、そ
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してこうした原子力協力の再開はインドの原子力発電事業の発展につな
がり、ひいてはインドのエネルギー安全保障を高めるとともに経済発展
に役立つことを強調していた。実際、インドの原発事業は、政府の手厚
い保護・育成にもかかわらず、計画通りには進捗してこなかったが、そ
の理由の一つは、海外から核燃料を調達するルートが閉ざされていたこ
とも相まって、原発用の核燃料の慢性的不足であった。
またシン首相は、2005 年７月の米印合意がインドを「核兵器国」と位
置付けるまでには至らなかったことを認めつつも、インドの核兵器保有
を事実上認知するとともに、インドの核兵器整備計画に何ら制限を加え
ようとしていないと述べ、同合意によってインドは NPT 上の「核兵器国」
とほぼ同列に位置付けられるようになったとの認識を示していた。
（3）
「ハイド法」から米印原子力協定へ
米国議会は、ブッシュ政権の意向を受けて民生用の米印原子力協力を
可能とする法案の作成に乗り出していた。上下両院は、両院協議会を経
て 2006 年 12 月、
「ヘンリー・J・ハイド米印原子力平和利用協力法」
（以下、
「ハイド法」
）を可決した。ブッシュ大統領は、
「ハイド法」に署名したが、
この法律は、ブッシュ大統領とシン首相が合意した原子力協力の内容を
絞り込む規定を備えている。
第 1 に、
「ハイド法」は、原則としてインドに対し濃縮・再処理および
重水製造関連の資機材および技術を提供することを禁じている。また、米
国が供与した民生用の核物質を米国の同意を得ないで濃縮・再処理するこ
とも禁じている。第 2 に、インドが核実験を実施した場合、米国からの
原子力関連資機材の輸出も含め対印原子力協力を停止するとともに、そ
れまでに提供した核燃料や原子炉を含む資機材の返還を求めている。第 3
に、
「ハイド法」は、米国政府に対し、米国からインドへ輸出された原子
力資機材および技術が平和目的以外の用途に使用されていないことを検
証することを義務付けている。第 4 に、米国政府に対し、インドの核兵
器開発に関する情報およびイランの核兵器開発疑惑問題に対処するにあ
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たってのインドの協力について、毎年議会に報告することを求めている。
インド国内では、米国が上記の規定を含む「ハイド法」を成立させた
ことに対し不満の声があがった。2005 年７月の米印合意において、米国
が「全面的な民生用原子力協力」を約束したにもかかわらず、
「ハイド法」
では一部の原子力協力を禁止するとともに、新たな条件が添付されたこ
とへの不満が表明された。シン首相は、「ハイド法」には米印合意に基づ
く原子力協力とは「無関係の問題や分野」が含まれており、米印原子力
協定を締結するまでに解決しなければならないとの立場を示した。
インドが特に強く反発したのは、第 1 に、米国が供与した民生用の核
物質を米国の許可なしに濃縮・再処理することを禁止した点である。イ
ンドは、2005 年 7 月の米印合意で、インドが国際的な核不拡散義務を負
う代償として「全面的な民生用原子力協力」を取得できることになって
いたこと、そして「全面的な民生用原子力協力」とは、米国が日本や欧
州原子力共同体諸国に許可しているように、インドに供与した米国の核
燃料を処理して生じた使用済み燃料の再処理をインドに対しても許可す
ることも含まれると主張したのである。
インドにとって、米国から得た核燃料の使用済み燃料を再処理できな
いとなると、使用済み燃料を米国に引き取らせるか、それが可能でなけ
れば使用済み燃料の国内処分という問題が深刻化することになる。さら
にインドは、使用済み燃料を再処理してプルトニウムを抽出しなければ
ならない政策上の理由を抱えている。インドは、その原子力政策として
いわゆる「トリウム・サイクル」の確立を目指しているが、そのために
は使用済み燃料を再処理して得られるプルトニウムの活用が不可欠と
なっているのである。しかし、インドにこうした再処理を容認するため
には、74 年 5 月に行った核実験の経緯にかんがみ、インドが米国を起源
とする使用済み燃料を IAEA の保障措置の下で再処理を行い、抽出する
プルトニウムを民生用としてのみ使用していることを確認できる制度的
枠組みの構築に応じることが必要であった。とりわけインドが、NPT 上
の 5 核兵器国と異なり、自主的に兵器用核分裂性物質の生産を停止して
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いないことを考慮するならば、こうした要求は当然のことと言えたので
ある。
「ハイド法」に関してインドが強く反発した第 2 の点は、インドが核実
験を再開した場合、協力関係の停止とそれまでに提供した核燃料や原子
炉を含む資機材の返還を求めている点である。米国の「1954 年原子力法」
の第 123 節 (a)(4) は、非核兵器国が核実験を実施した場合、米国がその
国に供与した原子力関連資機材の返還を求めることを義務付けているが、
議会はこの規定をインドに関しても適用したのである。これに対しイン
ドは、インドの核実験停止はあくまで自発的なモラトリアムであり、そ
の自発性に制約を加えるようなことは受け入れられないと主張した。ま
た、将来インドが核実験を実施すれば原子力協力を停止するという姿勢
は、インドをして包括的核実験禁止条約（CTBT）に署名させるのとほぼ
同じ効果を持つと反発したのである。
「ハイド法」が成立して約 7 カ月後の 2007 年 7 月末、民生用の原子力
協力をめぐる米印間の交渉は妥結し、8 月 3 日、その内容が公表された。
妥結した「核エネルギーの平和利用に関する米印協力協定」（以下、米印
原子力協定）は、米国がインドの主張に配慮したものになっている。イ
ンドのプラナーブ・ムカジー外相が「インドのすべての懸念は適切に解
決された」と述べるなど、インド政府が交渉妥結直後に原子力協定を歓
迎する旨の声明を出していることからもこのことはうかがえる。
まず、米国から入手した核燃料を起源とする使用済み燃料の再処理に
ついては、インドが新たに再処理施設を建設し、その施設で IAEA の保
障措置を受けながら再処理することを条件に容認することとなった。再
処理を実施するにあたっての具体的な手続きは、別途、米印間で交渉さ
れることになっている。また、米国以外の国々を起源とする使用済み燃
料を再処理する場合も、当該新施設で行うことになるとの解釈がなされ
ている。
「ハイド法」は、インドが核実験を実施した場合、インドとの原子力協
力を停止する条項を盛り込んでいたが、米印原子力協定にはこうした規
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定が見当たらない。そもそも、妥結した原子力協定は核実験に言及して
いないのである。米国がほかの国々と締結した原子力協定の多くは、相
手国が核実験を実施した場合、米国は原子力協力を終了するとともに、
供与した核物質や原子力資機材の返還を求めると明確に規定している。
しかし、米印原子力協定は、その第 14 条で同協定の違反や IAEA 保障措
置違反を例に挙げて、原子力協力の終了と提供した核物質や原子力資機
材の返還を求めると規定しているに過ぎない。なお、インド政府は、米
印原子力協定調印後、同協定がインドの核実験を妨げることはないと発
言している。
対照的に、
インドに対する核燃料供給の保証が強調されている。例えば、
米印原子力協定の第 5 条 (6) は、インドによる核燃料の戦略的備蓄に米国
が協力することや、インドが責任を負わない何らかの理由でインドが核
燃料の取得に支障を来した場合、米国はこの問題を解決するためにほか
の国々と協力する旨の規定を置いている。米印原子力協定は、米国がほ
かの国々と締結した原子力協定と同じく枠組み協定であり、必ずしも法
的拘束力を伴うものではないとされているが、米国がインドに約束した
ような核燃料供給の保証は、米国が締結したほかの原子力協定には見あ
たらないと言われている。
原子力協定が妥結したとはいえ、米印両国政府は、民生用の原子力協
力を実現するまでには、いくつかのハードルを越えなければならなかっ
た。インドは、IAEA との間で保障措置協定をまとめ上げ、IAEA 理事会
からの承認を得なければならなかった。また米国は、NSG が実施してい
る原子力資機材の輸出規制対象国からインドを外すことについて NSG 参
加国すべてから同意を得るとともに、米印原子力協定の承認を議会から
得なければならなかったのである。
（4）米印原子力協定に対する NSG と米国議会の姿勢
2008 年 8 月 1 日の IAEA 特別理事会によるインド・IAEA 保障措置協
定の承認に続き、ブッシュ政権は、インドを NSG が実施している輸出規
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制の例外扱いとすることを求める「インドとの民生用原子力協力に関す
る声明」
（以下「NSG 声明」）を NSG 参加国に照会し、同意を得るべく
説得工作を開始した。8 月 21 日になると NSG は、インドの例外化を検
討する臨時総会を開いた。協議内容は非公開であるため、詳細は不明で
あるが、原発ビジネスに積極的な仏露が米国案を支持する一方、約 20 カ
国から 50 件以上の意見や修正要求が出されたという。その中には、イン
ドが核実験を行った場合は例外化措置を停止すること、濃縮・再処理関
連の資機材および技術の対印輸出を規制することなどを条件として盛り
込むことを要求するものもあった。米国は、追加的条件を受け入れるこ
とを拒んでいるインドに配慮し、こうした条件をつけることに難色を示
した。結局、この臨時総会では結論を得られず、9 月 4 ～ 5 日に再度総
会を開催して検討することとなった。
9 月 4 日に臨時総会が再開され、米国は、インドとの民生用原子力協力
を進める中で協議が必要な事態が生じた場合、臨時の NSG 会合を開催す
ることなどを盛り込んだ修正案を提示したが、先の 8 月の臨時総会で出
された修正条項を明文化するまでには至っておらず、総会当初の時点で
は承認が難しいとの見方も出ていた。ところが臨時総会を 1 日延長した
6 日になると、それまでインドの例外化に慎重な姿勢を崩さなかったオー
ストリア、アイルランド、ニュージーランドなどの国々が歩み寄りを見せ、
結局、NSG は米国の修正案を盛り込んだ「NSG 声明」をコンセンサス採
択し、対印輸出解禁を承認した。
オーストリアなど米印原子力協力に慎重な姿勢を示していた国々が態
度を変えた理由として、これらの国々に対する米国の外交攻勢のほか、
インドのムカジー外相が、9 月 5 日、①核実験モラトリアムの継続、②
核軍拡競争への不同意、③核の先行不使用、④ FMCT 妥結に向けての努力、
⑤ NSG ガイドラインの順守を含む厳格な輸出規制の実施、それに⑥民生
用の原子力施設への IAEA 保障措置の適用と IAEA 追加議定書の交渉とそ
の妥結、などの核不拡散コミットメントを外相声明の形で再度約束した
ことを挙げることができよう。事実、コンセンサス採択された「NSG 声明」
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には、インドの例外化措置が同国の核不拡散コミットメントに基づいて
いることが明確に記されている。また、臨時総会が開催される 2 日前に、
ブッシュ政権が、インドが核実験を行った場合、米国は原子力協力を即
座に停止する権利を有するとの旨を記した書簡を 2008 年 1 月に米国議
会に送付していた事実が判明したことも指摘できる。こうした書簡が公
になったことにより、インドとの原子力協力に対し米国が一定の歯止め
措置を保証したと解釈されたのであろう。
日本は、ブッシュ政権が再提案した「NSG 声明」に関するコンセンサ
ス採択に加わった。その背景には、先に指摘したように 9 月 5 日にイン
ドが外相声明の形で核実験モラトリアムの継続など核不拡散コミットメ
ントを再度確認したこと、こうしたコミットメントを通じて、インドに
対する核不拡散措置の強化や、同国の原子力活動の透明性が高まるとと
もに、インドによる核不拡散への取り組みをさらに促すことができると
の判断があった。ただし、同声明の採択に際し、日本は、インドが核実
験を実施した場合、NSG として例外化措置を失効または停止すべきであ
ること、また NSG 参加国は対印原子力協力を停止すべきとの意見を表明
している。
NSG が米印原子力協力を認めたことにより、最後の関門は米国議会の
承認となったが、NSG が承認した以上、米国議会が米印原子力協力にブ
レーキをかけることは考えにくかった。事実、9 月 28 日に下院が米印原
子力協定を承認する法案「米印原子力協力承認および不拡散強化法」を
賛成 298 票、反対 117 票で可決したのに続いて、10 月 2 日には上院が
賛成 86 票、反対 13 票の圧倒的多数で可決した。共和・民主両党から超
党派的な賛成を得た理由の一つとしては、米印原子力協定の承認を求め
てブッシュ大統領が議会宛に発出した 9 月 10 日付の書簡の中で、インド
に対し濃縮・再処理用の資機材や技術の輸出を行わないと明確に述べた
ことや、下院で承認法案を投票に付す前日の 9 月 27 日、コンドリーザ・
ライス国務長官がハワード・バーマン下院外交委員長に対し、2008 年
11 月に開催予定の NSG 総会で、インドなどの NPT 非締約国に濃縮・再
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処理用の資機材や技術を供与しないことで合意するよう全力を尽くすと
の旨を伝えたことなどを挙げることができよう。
米国議会が米印原子力協定を承認する前日、フランスはインドとの間
で原子力協定を成立させた。仏印原子力協定はフランスでの議会承認を
要しないため、署名と同時に発効している。また 12 月には、ロシアも対
印原子力協定を締結した。
（5）インドとの原子力協力の再開と核不拡散体制
米印原子力協定に見られたあいまいな規定の一部、とりわけインドが
核実験を実施した場合の米国の対応については、「ハイド法」、さらには
ブッシュ政権が発出した 2008 年 1 月の議会宛の書簡などで、対印原子力
協力を停止する可能性が高いとみることができる。また、インドの例外
化をめぐって NSG が採択した「NSG 声明」には、協議すべき事態が生
起すれば、NSG 参加国が緊急会合を開いて対応を検討することが記され
ていること、さらに日本など一部の国がインドが核実験を実施した場合、
原子力協力を停止すべきとの声明を出していることなどから、インドに
とって核実験の実施は大きな政治的・経
済的コストを伴うことが予想される。こ
のように、米印原子力協力をめぐるブッ
シュ政権と議会のやりとりや NSG での
議論を顧みるならば、インドが将来核実
験を強行することはかなり難しくなった
と言わざるを得ない。
しかしながら、NPT 未加盟でしかも
核兵器を開発・保有したインドに対し、
ほかの NPT 上の非核兵器国とほぼ同レ
ベルの原子力協力の恩恵を与えることに
は、核不拡散体制の信頼性や安定性の観
点から、依然、疑問が残る。まず、対
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印原子力協力の再開は、NPT の拠って立つ基本的理念を脅かす恐れがあ
る。NPT 上、
「核兵器国」は 67 年 1 月 1 日より前に核爆発実験を実施し
た米露中英仏の 5 カ国のみであり、インドは「非核兵器国」である。に
もかかわらず、インドに対しその原子力施設を民生用と軍事用に区分す
ることを許容したため、インド国内に軍事用核施設があること、すなわ
ちインドを核兵器保有国であることを、法的にとまでは言えないものの、
事実上国際社会が認知したことになる。また、NPT は、非核兵器国が
核兵器開発を断念する代償として、原子力の民生利用を進めるための協
力・支援を受けるという取り引きで成立している側面があるが、インド
のように NPT 非締約国であるのみならず、核兵器も保有する国家に対し、
NPT 第 4 条が規定する原子力平和利用協力の恩恵を与えれば、核不拡散
体制の存立基盤を損ないかねない。
さらに、米国のような核兵器国による対印原子力協力の再開は、核兵
器国は非核兵器国の核兵器製造をいかなる方法であっても支援しないと
いう NPT 第 1 条の規定に反する恐れがある。インドは、IAEA による包
括的保障措置を受けていなかったため、原則的には NSG 参加国から核燃
料を調達することはできなかった。したがって、自国で生産するウラン
は、
原発を中心とする民生用と核兵器用に二分する必要があった。しかし、
対印原子力協力の再開でインドが米仏露などから原発用核燃料を取得で
きるようになれば、それだけインドが自国で生産したウランやウラン加
工物を兵器用核分裂性物質の生産に充当できることになり、インドがす
でに生産した兵器用核分裂性物質の保有量いかんでは同国の核兵器開発
を支援することになろう。一部には、当面、インドの核兵器生産にウラ
ンが不足していることはなく、海外からの原子力協力がなくてもインド
の核兵器増強が可能なほどの兵器用プルトニウムを保有しているとの意
見もある。しかしながら、インドは兵器用プルトニウムの在庫量を明ら
かにしたわけではない。また、将来インドが原子力の平和利用を急速に
拡大すれば、原子力の平和利用と核兵器生産の両立を図ることが困難に
なることが予想される。インドに対する原子力協力が同国の兵器用核分
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裂性物質の増産につながるとの疑惑を解消するためには、インドが兵器
用核分裂性物質の生産モラトリアムに同意する以外に方法はないが、イ
ンドは米印原子力協定の交渉中、兵器用核分裂性物質の生産停止要求は
交渉決裂を意味するとして強く拒絶していたため、ブッシュ政権も生産
停止を要求することはなかった。
インドは約 10 億人を超える人口を擁する民主主義国であり、しかも近
年経済発展が著しく、2025 年までには世界で 5 本の指に数えられる経済
大国に成長すると予測されている。アジアでは、今後、日本や中国と並ん
で地域の経済発展や平和と安定の行く末に大きな影響を与える国家とな
る潜在力を秘めている。米国そのほかの世界の主要国にとってこうしたイ
ンドとの政治・安全保障関係を強化することの意義は小さくない。例えば、
地政学的にみても、インドはテロや大量破壊兵器の拡散問題を抱える南
西・中央アジアに近接しており、こうした課題に対処しようとする場合、
インドとの政治・安全保障上の協力関係は極めて重要となる。インドに対
する民生用の原子力協力がそうした政治・安全保障上の協力関係の深化
に不可欠とは直ちに断定することはできないが、原子力協力や核不拡散
体制の面でインドを局外に置きつつ政治・安全保障上の協力関係を強化
しようとしても限界があることは否めない。またインドは、先に指摘し
たように米中露など NPT 上の核兵器国が核兵器を保有し続ける限り、核
兵器を放棄する可能性はなく、したがって NPT の締約国となる可能性も
ない。こうした国家を核不拡散体制に組み込まずに放置し続けることは、
核不拡散体制の安定性の観点からも好ましくない。
さらに、今後次第に重要となってくる地球環境保全の観点からは、対
印原子力協力を進めることの意義は大きい。インドとの原子力協力に踏
み込まずに、これまで通り原子力分野でのインドの孤立状態を継続させ
れば、ウラン資源不足に苦しむインドは、高まるエネルギー需要を賄う
ために化石燃料にますます依存せざるを得ない。インドがすでに世界第 4
位のエネルギー消費大国であり、しかも急速な経済成長に伴い今後さら
にエネルギー消費が増大することを考慮すれば、地球環境保全の観点か
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ら原子力分野でのインドの孤立状態を放置しておくことには問題が残る。
エネルギー消費効率の向上策や再生エネルギー源の活用のほか、原子力
発電を活性化させて化石燃料への依存度を低下させる基盤を構築できれ
ば、当初その効果がわずかであったとしても、長期的には原子力の比重
を高め、地球環境の保全に役立つことが期待される。このように、地政
学上の問題、エネルギー需要と地球温暖化の問題などを考慮するならば、
核不拡散体制にコミットさせることの引き替えに民生用の原子力協力を
インドに提供することはそれなりの説得力を有している。
しかしながらインドが NPT 未加盟の核兵器保有国であるために、こ
うした取り引きのバランスをとることは容易ではない。実際、対印原子
力協力との引き替えにインドから同意を取りつけた核不拡散体制へのコ
ミットメントは、現状では十分なものではなく、核実験モラトリアムの
継続など今後のインドの動向を見て判断できる性格のものである。した
がって、国際社会は、インドによる核不拡散への取り組みをさらに促す
施策を講じなければならない。
インドのシン首相は、2005 年７月の米印合意後の議会演説で、NPT
上の核兵器国と同様の義務を負うと述べている。つまり、条件が揃えば、
インドは 5 核兵器国と同様、CTBT に署名するとともに兵器用核分裂性
物質の生産停止に踏み切ることもあり得ることを示している。そうであ
れば、国際社会は、インドが CTBT の署名および兵器用核分裂性物質の
生産停止に応じられるような政治・安全保障環境を醸成することが求め
られる。
そうした政治・安全保障環境を醸成するにあたっての鍵は米国と中国
が握っている。例えば、CTBT をみると、NPT 上の核兵器国のうち英仏
露の 3 カ国が署名・批准を終えているが、米国と中国は署名したものの、
批准を終えていない。インドをして CTBT に署名させるための条件の一
つは、中国の CTBT 批准であろうし、また中国が批准に踏み切るために
は米国の批准が前提になると想定される。また、兵器用核分裂性物質の
生産停止に関しては、NPT 上の 5 核兵器国は、現在、兵器用核分裂性物
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質の生産を停止していると伝えられているが、中国のみが公式に生産モ
ラトリアムを宣言していない。中国の核兵器開発に対抗する形で開始さ
れたインドの核兵器開発の経緯にかんがみ、インドに兵器用核分裂性物
質の生産停止を促すためには、中国が米英仏露と同様に兵器用核分裂性
物質の生産モラトリアムを宣言することが前提となろう。このように、
インドを核不拡散体制により強固にコミットさせるためには、米国およ
び中国の動向が鍵となっているのである。また、核不拡散体制の信頼性
や安定性を維持するためには、国際社会から民生用原子力協力を受ける
ようになったインドが CTBT に署名し、兵器用核分裂性物質の生産モラ
トリアムに同意することが極めて重要なのである。
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近年、国際安全保障上の課題として、気候変動、エネルギーおよび食
糧問題に対する関心が高まっている。2008 年 7 月、日本で開催された
G8 北海道洞爺湖サミットでは、首脳会合や主要経済国首脳会合の主要な
議題としてこれらの問題が取り上げられた。世界の主要経済国の首脳た
ちは、気候変動問題に取り組むとともに、それと相互に連関しているエ
ネルギー問題や食糧問題にも取り組む姿勢を明確にしたのである。
2008 年前半、エネルギー価格や食糧価格が高騰し、世界各国の経済や
国民生活に深刻な影響を与えた。今回の価格高騰は、原油や食糧の先物
市場に投資資金が大量に流入するという金融要因によってもたらされた
面があった。こうした金融要因によるエネルギーや食糧の価格の高騰は、
2008 年秋以降の世界的規模の金融危機の発生によって一時的に沈静化し
た。しかし、長期的には価格を再び上昇させるような構造的な要因が存
在している。エネルギーに関しては、中国やインドといった経済発展が
著しい新興大国を中心に需要の増大が今後も予測され、エネルギーの需
給は長期的に逼迫するとみられており、このような市場の観測が現実味
を帯びれば、エネルギー価格は再び上昇する可能性がある。食糧に関し
ても、長期的に需給が逼迫する可能性がある。すなわち、主要な食糧輸
出国での天候不順による不作の深刻化、あるいはトウモロコシや大豆な
どのバイオ燃料の原料としての転用などの要因である。天候不順などの
異常気象は、化石燃料の使用にともなう温室効果ガスの大量排出による
地球温暖化の影響との見方もある。また、バイオ燃料需要が拡大してい
る背景には、環境負荷が小さいエネルギー志向の高まりのほか、エネル
ギー価格の高騰による代替エネルギーあるいはエネルギー自給率向上手
段としての期待の高まりなどがある。
このように、気候変動、エネルギーおよび食糧問題は相互に連関してい
るため、これら 3 つの問題を合わせて解決するような国際的な取り組み
が必要である。安全保障問題としての気候変動問題に関してこれまでどの
ような議論がなされてきているか、主要なエネルギー資源である原油の価
格および需給の将来動向とそれに影響を与える要因は何か、さらには、食
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糧の価格および需給の将来動向とそれに影響を与える要因は何か、といっ
た点について把握することが、こうした取り組みの基礎になるだろう。

1

気候変動と安全保障

（1）気候変動と安全保障に関する国際社会での議論
近年、地球温暖化による気候変動などの事象を安全保障問題としてと
らえるべきとの議論が活発になされている。これらの議論は、2006 年
10 月に英国政府から発表された「気候変動の経済学」、いわゆる「スター
ンレビュー」による問題提起と、2007 年 2 月から 11 月にかけて気候変
動に関する政府間パネル（IPCC）から順次公表された「第 4 次評価報告書」
（AR4）の成果を基調とするものが多い。
「スターンレビュー」は、2005 年 7 月、英国のトニー・ブレア首相とゴー
ドン・ブラウン財務相が英国財務省に実施させた気候変動問題の経済的側
面に関する調査報告である。同報告書は、気候変動問題への対応を怠れば
結果的に経済成長が阻害され、経済・社会活動に大規模な混乱を引き起こ
すリスクがあると警告し、経済成長を維持するためには、気候変動問題へ
の対応が必要であるとした。その際、気候変動問題への取り組みには大き
な費用がかかるものの、早期に対策を講じるならば、その費用を上回るだ
けの経済的な便益が得られるとしている。そのうえで、低炭素社会の実現
に向けた具体策として、炭素排出のコスト化による排出抑制、革新的な低
炭素技術の開発促進、人々が自発的に排出を抑制するようなインセンティ
ブ設計などを例示し、国際的枠組みのもと各国が協調的な行動をとる必
要があると提言した。また、気候変動の影響は発展途上国においてより
深刻であるとして、国際社会が支援する必要性を指摘している。
同報告書の特色は、リスクや不確実性に着目し、気候変動というグロー
バルな問題を解決するための施策について経済学的なアプローチを用い
て検討した点にある。その上で、
適切な経済的なインセンティブを設計し、
国際的な枠組みを通じて、それぞれの施策を多国間の協力を基調として展
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開することが重要であると結論付けた。同報告書は気候変動問題が、
経済・
社会活動への影響を通じ、暴力的な国際紛争の引き金にもなりかねない
深刻なリスクであるとし、早期のグローバルな取り組みを求めた点で、
「気
候安全保障」という議論のきっかけを提示したとも言える。ただし、そ
の提言は、地球環境を国際公共財とみなし、制度設計および費用負担に
対して国際的な協調行動を求めるという意味で極めて公共政策的なもの
であり、安全保障との関連性については、必ずしも明示的ではない。
一方 AR4 は、気候システムの温暖化については疑う余地がなく、約
50%の確信度で自然および人間環境に気候変動の影響が現れつつあると
する。そして、温室効果ガスが現在またはそれ以上のペースで排出され
た場合、21 世紀中に気候システムは大きく変化し、極端な気象現象と海
面水位の上昇によって、自然および人間システムに悪い影響が及ぶと予
測した。AR4 は 2001 年に公表された前評価報告書（AR3）を発展させ、
すでに議論されてきた気候変動について、より精緻で包括的な科学的知
見を提供したことで、その根拠、影響、適応策や緩和策などについての
議論を喚起した。さらに、2007 年 10 月に IPCC がアル・ゴア元米副大
統領とともにノーベル平和賞を受賞したこと、12 月にインドネシアのバ
リ島で開催された気候変動に関する国際連合枠組条約第 13 回締約国会議
（COP13）および第 3 回京都議定書締約国会合（COP/MOP3）の文書で
IPCC の果たす役割が言及されたことなどから、AR4 は各国の政策決定者
や実務担当者、研究者に対して、より大きな影響を及ぼしたと考えられる。
AR3 と比べ AR4 では、気候変動の影響について、社会、経済の変化を
より一層考慮した分析を進めている。その結果、脆弱性のレベルは、シナ
リオに応じて大幅に異なり、人口、所得水準および技術発展といった要
素によって強く決定付けられるとした。例えば、
気候変動による食糧問題、
洪水、水不足などのリスクにさらされると予測される人口は、1 人当たり
の所得が低く、人口成長率が高いシナリオの場合、ほかのシナリオと比
較して極めて大きくなる。つまり、
気候変動による人々への影響の差とは、
気候そのものの変化の程度よりも、むしろ、その地域の対応力の差によっ
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て決まるのである。さらに、脆弱な地域が気候変動以外のストレス、例
えばエイズ、貧困、社会格差、民族対立などにさらされている場合、対
応力がより悪化する可能性を示唆した。このように、気候変動がもたら
す影響は、直接的なリスクだけではなく、地域の脆弱性を高めることで、
間接的にそのリスクを増幅させ得るのである。この点で AR4 は気候変動
の影響と安全保障との関係をより踏み込んで評価したと言える。
次に、
近年の主要な国際レジームにおける議論の動向を見てみる。まず、
主要 8 カ国（G8）サミットにおいては、2005 年 7 月、英国で開催され
たグレンイーグルズ・サミットで気候変動が主要な議題として取り上げ
られたのがその始まりである。同サミットでは「グレンイーグルズ行動
計画」が合意され、「気候変動、クリーンエネルギー、持続可能な開発」
についての文書が発出された。同文書は、気候変動、エネルギー需給お
よび国際開発が相互に連関する問題であること、気候変動は一部の地域
に大きな影響を与える可能性があることなどを指摘し、各国はこれらの
問題意識に基づいて適応戦略を議論しなければならないとした。
2006 年 7 月のロシアでのサンクトペテルブルク・サミット、さらに
2007 年 6 月のドイツでのハイリゲンダム・サミットにおいても気候変動
は議題の一部として取り上げられ、2008 年 7 月に日本で開催された G8
北海道洞爺湖サミットでは、首脳会合および主要経済国首脳会合の主要な
議題として話し合われた。同サミットでは「G8 北海道洞爺湖サミット首
脳宣言」とともに、
「エネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国
首脳会合宣言」が公表されたが、
この中で、
世界の主要経済国の首脳は「気
候変動と闘うことにコミットするとともに、気候変動と相互に関連する、
エネルギーおよび食料安全保障と人類の保健を含む持続可能な開発の挑
戦に立ち向かう」と表明した。また、首脳宣言と独立して採択された「世
界の食料安全保障に関する G8 首脳声明」でも「気候変動の影響に適応し、
砂漠化と闘う」ための「各国の開発戦略を支援する」こと、エネルギー価
格と関連し「バイオ燃料の持続可能な生産および使用のための政策が食料
安全保障と両立する」ことを保障し、
「非食用植物」から生産される持続
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可能なバイオ燃料の開発に向けた取り組みを加速するとされた。つまり、
本来、気候変動に対する適応策の一つであり、エネルギー安全保障にも
寄与するはずのバイオ燃料の利用拡大が、市場での投機的な価格形成や
国際社会での政治的な反応を通じて一次産品価格の上昇を招き、食料安
全保障に影響を与えることが危惧されたのである。このように G8 北海道
洞爺湖サミットにおける議論では、気候変動がエネルギー安全保障、食
料安全保障などの問題と、さまざまな経路を通じて複合的に連関し、安
全保障環境に影響を及ぼす可能性があることが理解されるようになった。
国連の場においても、気候変動を安全保障上の問題として扱うべきとの
主張が展開されている。2006 年 9 月の第 61 回国連総会でマーガレット・
ベケット英外相は、気候変動問題に対する国連の果たす役割の重要性を
述べ、英国が「アフリカの貧困削減」とともに「気候安全保障」を外交
政策の中心に置くとし、国際社会に対して同問題に迅速に対応すること
を要請した。続く 2007 年 9 月に開催された第 62 回国連総会では、
ダルフー
ル問題や、イラク、アフガニスタン情勢、中東和平といった伝統的な安
全保障問題と並んで、気候変動を議題としたハイレベル会合が一般討論
に先立ち行われ、2008 年 9 月に開催された第 63 回国連総会においても、
国連事務総長主催夕食会で食料危機と気候変動が議題とされた。
国連安全保障理事会においても、2007 年 4 月、当時の議長国であった
英国の強いイニシアティブにより「エネルギー、安全保障および気候の
関係について」と題する閣僚級公開討論が行われている。その場で英国
は同問題に関するコンセプトペーパー S/2007/186 を提出し、気候変動
が国境問題、移民の発生、資源供給不足あるいは人道危機など安全保障
上のリスクに影響を与えること、安保理決議 1625 に示された「紛争予防」
戦略の概念を援用して国連安保理として同問題に取り組む必要があるこ
となどを主張した。これに対し、潘基文・国連事務総長は英国の問題意
識を支持し、多くの先進国もこれらを歓迎した。一方で、新興国、発展
途上国からは疑義も示された。中国代表は、国連安保理が気候変動につ
いて何ら専門性を持っておらず、また限られた数の国によって意思決定
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が行われるシステムであることから、各国から幅広くコンセンサスを得
るべき同問題について議論をする場としてふさわしくないとし、成果文
書の発出やフォローアップの実施について反対した。また、パキスタン
代表は発展途上国グループ G77 と中国の代理として、国連安保理の責務
は国際の平和と安全の維持であり、このような問題は国連経済社会理事
会や国連総会に委ねられるべきであると主張した。
このような反応の違いは、安定成長期にある先進国と経済成長著しい
新興国、発展途上国との間に、温室効果ガス排出削減に取り組む姿勢に
ついて大きな隔たりが存在することを表している。米国を除く多くの先
進国は「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」を締約して
おり、そしてポスト京都議定書の枠組みにおける取り組みに、新興国、
発展途上国をいかにコミットさせるかを懸案事項としている。また京都
議定書の枠外で行われている民間での排出権取引については、これをビ
ジネスチャンスととらえ、国際市場での主導権を握るべく排出権取引所
の設立を推進している。一方、新興国、発展途上国は、温室効果ガス排
出削減の必要性を認めつつも、統治の安定性を担保する経済成長が制約
を受ける恐れがあること、これまで温室効果ガスを排出してきた先進国
に主導されるシステムに組み込まれることなどへの心理的抵抗から、国
際的な枠組みの中でコミットメントを与えることを避けたいと考えてい
る。このため国連安保理において、地球温暖化による気候変動について
の議論が発展し、何らかの決議が出されることを警戒したと考えられる。
温室効果ガス排出削減に対する国際的な取り組みは、多くの国際的な安
全保障上の課題と同様に、各国が近視眼的な国益の追求を一部棚上げし、
協調して応分の負担を受け入れて初めて全体として最適な状態が実現され
るという構造を持つ。しかし、総論では多くの国や利害関係者がその趣旨
に賛同するが、各論においては、それぞれの利害は必ずしも一致せず、協
調的な行動による解決策を見出すことが難しいのが実情である。
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（2）気候変動が安全保障に及ぼす影響
IPCC-AR4 第 2 作業部会では気候変動の影響評価を行っている。近
年では、例えば、インドおよびバングラデシュで 2004 年の大雨により
2,000 人以上が死亡、米国では 2005 年のハリケーン・カトリーナにより
1,700 人を超える死者を出すなどの甚大な人的被害を伴う災害が発生し、
災害救助のために軍が動員されたが、これらの異常気象の要因に約 80%
の確信度で温暖化が寄与していると考えられており、「安全保障問題とし
ての気候変動」という議論は現実味を帯びるようになってきた。
全地球レベルでの影響としては、温暖化が人間システムに対して主に悪
い影響を及ぼすと予測されている。2 ～ 3 度以上の気温上昇で生態系に大
きなマイナスの影響が、また経済的にも世界中のすべての地域においてマ
イナスの影響が出る可能性が高いとされる。そして、21 世紀半ばまでに
中緯度域、乾燥熱帯地域では水資源が 10 ～ 30%減少し、気温上昇が 3 度
を超えると世界的に食糧の生産量が減少、2080 年代までには百万人単位
の住民が毎年、洪水被害に見舞われるなどの影響が予測されている。
アジア地域については水資源、食糧へのアクセスが、同地域の人口増、
生活水準の向上と相まって悪影響を受けると予想されている。また、沿
岸地域、とりわけ人口が密集しているメガデルタ地帯では高潮や洪水に
よる水災害のリスクが高まると予測され、また洪水などに伴う下痢性疾
患の罹患率および死亡率、沿岸海水温上昇に伴うコレラ菌およびその毒
性の増加などが危惧されている。
AR3 を受け、米国では気候変動が安全保障環境に及ぼす影響について、
早い時期からさまざまなレポートの中で白紙的な検討がなされている。
AR3 の発表後、その重大性と軍としての対応の必要性を指摘したレポー
トとしてはアンドリュー・マーシャル米国国防省顧問の委託によってコ
ンサルタントグループ、グローバル・ビジネス・ネットワークが執筆し、
2003 年 10 月に公表した「急激な気候変動シナリオとその合衆国の国家
安全保障への含意」がある。同レポートは、温暖化とその後の海洋大循
環の停止による急激な寒冷化によって生じる食料、水、エネルギー資源
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へのアクセスの阻害が引き起こす、国際紛争リスクについて検討をした
ものである。ただし、このレポートは、あくまで予想し得ないような戦
略環境の変化に対処するためのシナリオを検討したものであり確信度の
高い予測に基づく分析ではない。
AR3 において示された北極海での氷解については、その将来の安全保
障環境に与える影響を検討するため、2001 年 4 月に米海軍調査室、米
海軍海氷センターなどにより「氷のない北極海における海軍の作戦運用」
と題する会議が開催され最終報告がまとめられ、2007 年 7 月には、軍事
面以外の観点も含めたフォローアップ会議も行われた。この中では、新
たな戦域として現れる北極海での作戦運用のためには、極域に適した全
地球測位システム（GPS）、暴風雪下での火器管制、同海域の音響データ
ベースなど、新たな能力やシステムを整備する必要があるとした。また
政策、戦略レベルでは、カナダなどの沿岸国と領海における利害関係を
調整し、同海域での航行の自由、同盟関係、天然資源を守ることの重要
性が強調され、同海域を一元的に管轄する司令官を置くことなどが提言
された。AR4 が発表された 2007 年以降、北極海の夏期海氷面積の減少
は深刻化し、北極海では地下資源をめぐる国際的な競争が加速化した。
このため、2008 年 5 月にデンマーク領グリーンランドにおいて北極海沿
岸 5 カ国による閣僚級会議が開かれ、領海問題については、国際法と話
し合いに基づき解決すること、また海難事故や石油漏れ事故などについ
ては、協力して対処していくことが確認された。
AR4 を受けて、気候変動が軍の装備や役割に与える影響についても様々
な報告が出されている。2007 年 4 月に米海軍分析センターが発表した「国
家安全保障と気候変動の脅威」では、海軍を中心に 11 人の元米軍将官が
アドバイザーとなり、気候変動が軍事システムに与える直接的な影響な
どが評価されている。例えば、作戦運用面においては、気温の上昇によっ
て使用されるシステムや装備に通常以上のストレスがかかり多くの整備
費用がかかること、甲板上での作業員の耐久時間が短くなり空母の発着
艦が制約を受けることなどの点が示された。また、軍事関連インフラに
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対する課題として、ディエゴガルシア島など低地に位置する基地が海面
上昇による脅威を受けること、北大西洋では、ハリケーン発生の頻度と
強度が強まることによって、東海岸に停泊する空母の艦載機が陸上の基
地へ避難する頻度が増すことや、その基地が大きな被害を受ける可能性
が指摘された。事実、1992 年のハリケーン・アンドリューによって米フ
ロリダ州のホームステッド空軍基地は再開困難なほどのダメージを受け、
2004 年ハリケーン・アイバンによってペンサコーラ海軍航空基地はほぼ
1 年間使用不能となっている。
2007 年、米海軍大学のポール・スミスは、外交政策をテーマにする学
術誌『オービス』に「気候変動と大量移民」と題する論文を発表し、環境
難民に対する軍の対応について触れた。この中で、移民は人種、民族といっ
た機微に触れる問題を国内に持ち込む、あるいは、ポスト 9・11 の時代に
おいてはテロリストもしくはその支援者と見なされ得るなどの理由から、
安全保障上の課題となり得るとする。そして、軍がかかわるべき対応とし
て、国境警備、大量移民の進入阻止と暴動鎮圧、移民発生を未然に防ぐ安
定化工作への参加を挙げている。近年、米国における大量移民に対する軍
の対応としては、94 年から数万人のハイチ人やキューバ人の移民希望者が
ボートや筏でフロリダ州沿岸を目指した例が挙げられる。この事態に対し、
彼らの一時保護と米国への搬送もしくは本国への送還のために第 160 統合
任務部隊によって「シー・シグナル」作戦が実施され、30 隻を超える米沿
岸警備隊および米海軍艦艇が海上パトロールに従事し、約 1 万 4,000 人の
ハイチ人を洋上で保護した。また約 8,000 人の軍人が、移民希望者約 4 万
7,500 人のための避難キャンプ建設およびその管理運営に従事している。
欧州連合（EU）では、気候変動が安全保障環境に及ぼす影響について、
戦略レベルでの共通認識が深まっている。2008 年 3 月の欧州理事会（首
脳会議）に、EU 共通外交安全保障政策上級代表および欧州委員会から
「気候変動と国際安全保障」と題するレポートが提出された。そこでは、
地球温暖化による気候変動の進行が安全保障上の深刻なリスクとなる可
能性があり、予防的な安全保障政策の一部としてこれに対応するべきで
50

第2章

気候変動・エネルギー・食糧問題と安全保障

あると主張されている。そして、気候変動が国際安全保障環境および欧
州へ与える影響とその対応が提示されている。この中で、想定される脅
威として、資源確保をめぐる紛争の激化、海面上昇による沿岸地域への
リスク、海岸線の後退などによる領土喪失や国境紛争、環境移民の発生、
脆弱国家における過激主義の台頭、エネルギー供給をめぐる緊張関係、
協調的な国際関係への阻害などが挙げられているが、気候変動の影響に
対する欧州安全保障戦略をより適切なものにするため、今後もさらなる
調査が必要であるとしている。そして欧州の対応として、EU 自身の気候
変動に対する知識と対応能力の向上、国連や G8 などとの多国間アプロー
チによる国際的レジームの促進、アフリカや中央アジア、中東などの域
外国との対話・協力の強化を挙げている。
日本では 2007 年 5 月に「気候安全保障（Climate Security）に関する
報告」が中央環境審議会地球環境部会の気候変動に関する国際戦略専門委
員会から発表されている。この中では近年、安全保障の概念の射程が人間
の安全や福祉の向上へ広がっているとし、気候変動による影響を、国家安
全保障のみならず、人間の安全保障、食糧安全保障、エネルギー安全保障
などのあらゆる安全保障にかかわるものであるとする。そして、かつて用
いられていた日本の「総合安全保障」という概念は、気候変動のもたらす
脅威を国民の生活や広く人間に対する脅威ととらえること、経済相互依存
を含めた国際協調を進めることが安全保障につながるという考えを導くこ
とから、世界の気候変動政策の促進に資する概念であるとしている。また
「気候安全保障」というキーワードについては、気候変動の影響を正確に
とらえ、その対応を進めるために、この概念を政治的に明確に位置付け、
認識を共有することにより、気候変動政策の促進が期待されるとしている。

2

エネルギー問題と安全保障

（1）原油価格の動向
2008 年 7 月 11 日、原油価格の代表的指標の一つであるニューヨーク
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商業取引所（NYMEX）のウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）
が一時 1 バレル 147.27 ドルという史上最高値を記録した。2007 年末時
点での 1 バレル 100 ドルから半年余りで約 50%も急騰したのである。し
かし、その後、先進国を中心とした経済減速にともない石油需要が鈍化
したことを受け、原油価格は 9 月半ばまでのわずか 2 カ月の間に 1 バレ
ル 100 ドル付近まで急落した。この価格下落傾向は、9 月に発生した米
国発の金融危機の影響が世界経済全体に波及し、先進国のみならず新興
国を含む石油需要が急速に減少したことで加速され、原油価格は 12 月
31 日の時点で、WTI 終値で 1 バレル 44.60 ドルまで下落した。
このように、2008 年のエネルギー情勢は、短期的で急激な原油価格の
変動によって特徴付けられる一方、現在の原油価格が、足元の需給状況と、
中長期的な需給動向に関する観測の両方に過敏に反応することが改めて浮
き彫りになった。つまり、中長期的な需給逼迫を見込んだ市場では、原油
価格が図 2-1 で示すように、2003 年から一貫して上昇傾向にあったが、
9 月以降足元の需要が急減するとともに、経済減速下で需要見通しも下方
修正を余儀なくされたことで、価格が急反落したのである。
これまで一貫した原油価格上昇をもたらした最大の要因は、新興国、
図 2-1

原油価格の推移（2000 年 1 月〜 2008 年 12 月）
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特に中国およびインドのエネルギー需要が急激に増大する一方で産油国
における生産能力が伸び悩んでいることに加え、石油精製余力が乏しい
状況が続いていることにより、中長期的に需給が逼迫するという予測が
あったことである。
原油価格の急激な変動をもたらしたそのほかの要因としては金融要因
も考えられる。それは、需給の逼迫予測を背景とした、原油先物市場へ
の投資資金の大量流入による影響である。
例えば NYMEX の市場規模は、2000 年以降の低金利下において、年
金基金や政府系ファンドが、投資銀行などが運用する商品市場連動型投
資信託（インデックスファンド）を通じて商品先物市場への投資を増加
させたことで、2003 年ごろから急速に拡大してきた。その中で、2007
年後半に発覚した米国のサブプライムローン問題に端を発する金融不安
から、上記のような資金の流れがより安全な資産へと向かうようにな
り、その投資先の１つとして、中長期的に需給の逼迫が持続する可能性
が高く、かつ、価格によって需要が減りにくい原油先物市場が投資家に
注目され、株式・債券市場に比べて規模の小さな原油先物市場へと大量
の資金が流入するようになったと言われている。その結果、2007 年から
2008 年にかけて原油価格が急騰したと考えられる。他方、価格下落の要
因となった経済減速の背景には、資源価格高騰の影響を受けた消費者物
価の高騰があり、さらに、原油先物市場への投資資金流入のきっかけと
考えられている金融不安が米国経済の先行きを曇らせたことがある。
国際エネルギー機関（IEA）は 2008 年 11 月 12 日、経済成長の鈍化
がエネルギー需要に及ぼす影響を織り込んだ上で、2030 年までの世界全
体のエネルギー需給動向予測を発表した。まず、需要については、各国
のエネルギー関連政策が現状のまま維持されると仮定した場合、2007 年
の予測値から 10%下方修正されているものの、2006 年から 2030 年の間
に約 45%増大すると予測されている。そして、そのようなエネルギー需
要の増大の 87%が非 OECD 諸国の需要増大によるものとされ、特に、中
国およびインドは強力に経済成長を続け、世界全体のエネルギー需要増
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大の 50%以上を占めるとされている。このほかに需要の増大が目立つの
は、中東諸国であり、そのエネルギー需要の増大は、世界全体のエネルギー
需要増大の約 11%を占めるとされている。
IEA は、当面の世界の石油需要について、2008 年から 2009 年にか
けて需要の伸びは低迷するものの、2010 年から経済成長は再度加速し、
2030 年まで年平均 1.0%の伸び率で増大し、2008 年の日量 8,620 万バ
レルから 2030 年には日量 1 億 600 万バレルにまで増大すると予測して
いる。そして、その伸びは、非 OECD 諸国の需要増大によるものであり、
これらの国の石油消費量は、2015 年までに OECD 諸国にほぼ等しくなる
と予想しており、非 OECD 諸国の石油需要の増大の約 90％を中国、イン
ド、中東諸国そして中南米諸国の石油需要が占めるとしている。図 2-2 は、
2030 年までの世界の石油需要の推移を国・地域別に示したものである。
一方の石油供給は、生産能力の大きさによって決定される。中長期的
な需要の増大に追いつくためには、既存油田の生産能力の減衰分を補う
だけでなく生産能力全体を拡大しなければならず、新規の探鉱・開発が
必要であり、先行的な投資が求められる。IEA は、世界全体で毎年、日
図 2-2

石油需要の推移（実績・予測）
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量 350 万バレルずつ生産能力を新たに追加していく必要があるとしてい
る。その上で、2010 年までは、過去の投資の成果によって生産能力の伸
びが需要の伸びを上回るものの、2011 年以降は、近年の開発事業停滞の
影響によって経済回復に伴う需要の伸びに生産能力の拡大ペースが追い
つかなくなると予測している。その結果、2015 年ごろまではかろうじて
需要を満たせるものの、それ以降の需要を満たせるかどうかは、未開発
油田の開発及び未発見油田の探鉱・開発にかかってくるとしている。図
2-3 は、IEA の予測に基づき中長期的な石油需給動向を展開したものであ
る。この図から明らかなように、需要全体を将来にわたって満たすため
には、継続的な新規探鉱・開発のほか、天然ガス液（NGL）や非在来型
石油の開発が必要である。つまり、そのための投資が適切かつ先行的に
行われなければ、需給ギャップは急速に拡大し、原油価格が再び高騰す
る可能性がある。
IEA によれば、必要な生産能力の新規拡大分は、2015 年までに日量
3,000 万バレル、そして、2030 年までに日量 6,400 万バレルに上るとい
う。これは、世界最大の生産量を誇るサウジアラビアの現在の生産量の
図 2-3

中長期的な石油需給動向
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6 倍程度の規模である。
ここで石油市場が適正に機能するならば、現物価格が先物価格よりも
高い場合、すなわち、現下の需給が逼迫している状況では、投資家は短
期先物を売り抜く一方で、より長期の先物を比較的低い価格で購入する
ことで差益を得るインセンティブが働く。そのことで原油が市場に追加
的に供給されるとともに、新規の探鉱や開発、あるいは生産技術の向上
のための投資が刺激され、中長期的な需給均衡が期待されるようになる。
このように、将来的に、たとえ、技術的制約等によって新規の探鉱・開
発投資コストが増大するとしても、原油価格が十分高ければ追加的な投
資が行われ、生産能力は増進するはずである。
なお、IEA は、これらの技術的要因を踏まえ、原油価格が 2008 年から
2015 年にかけて平均 1 バレル 100 ドル、2030 年には同 120 ドル（名目
価格では 200 ドル）に上昇すると見積もったうえで、石油・天然ガスの
探鉱・開発のためには 2030 年までに総額 9 兆ドル規模の投資が必要で
あるとしている。
（2）投資を阻害する諸要因
現実的には、地政学的要因という大きなリスク要因によって、投資規
模が大きいほど損失リスクも大きくなり、投資行動が抑制されることが
多い。これが供給サイドの大きな問題となっている。
例えば、
生産費用（輸送コストおよび税金を除いた探鉱・開発・生産費用）
で見た場合、石油埋蔵量と地理的アクセスの容易性から最も好適な条件
を備えているはずのイラク（2007 年末現在、確認埋蔵量は世界の 9.3%（3
位）に当たる 1,150 億バレル）とイラン（同 11.2%（2 位）、1,384 億バ
レル）は、それぞれ国内的、国際的に緊張状態にあることから、外国か
らの資本・技術の導入が制約される傾向にある。そのため、既存油田の
老朽化・成熟と相まって、生産能力が増進するかどうかは依然として不
透明な状況にある。
このような地政学的リスクは、生産国におけるリスクにとどまらない。
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輸送ルート上のリスクのほか、石油関連施設における大規模な自然災害
など、比較的短期に供給を途絶えさせるリスクも存在する。これらのリ
スクは、供給途絶時の緊急増産を担保する生産国の余剰生産能力が不十
分な場合、あるいは供給途絶時における備蓄放出や相互融通など国際的
な協力体制が未整備な場合、価格の急騰をもたらす可能性がある。この
うち余剰生産能力の増進にはやはり大規模な投資が必要であるが、一方、
生産国の安定や輸送ルートの安全確保、そして適正な備蓄制度など地政
学的リスクの影響を軽減する措置が適切に講じられなければ、必要な投
資が逆に抑制されるという循環的な性格を有する。
近年注目されている生産国による資源の国家管理の強化も、投資を抑
制させる要因となっている。特にエネルギー価格高騰下での資源の国家
管理の強化は、投資を抑制させる負の連鎖を発生させる可能性がある。
資源保有国による資源の国家管理は、一般に国営石油企業（NOC）を通
じて行われ、現在では石油埋蔵量の 80%以上、ガス埋蔵量の 75%以上が
NOC によって管理されていると考えられている（図 2-4 参照）。
国家管理が強化される動機は、主として、国際石油企業（IOC）との収
入分配比率の是正、将来予想される国内需要の増大に備えた自国消費分の
確保、そして、自国資源から得られる収入を過少と考える一般国民の不満
図 2-4

石油・ガス埋蔵量の管理状況
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への対応であるとされる。あるいはロシアで見られたように、行き過ぎた
民営化にともなう富の国外流出に対する反動など、各種の動機が存在する
とされている。そして、これらの動機を有する生産国政府が、62 年に国
連によって保証された「天然資源に対する恒久主権」に基づき、税制や契
約などの面で IOC の国内事業を制限するとともに、天然資源開発に関す
る国家管理をより強化する動きが資源ナショナリズムである。
（3）エネルギー価格の上昇が安全保障に及ぼす影響
エネルギー価格が将来上昇するという観測のもとでは、消費国にとって
原子力発電もエネルギー政策における有力な選択肢となる。そのような国
が原子力発電の比率を高める中で自立性を追求するうち、核燃料サイクル
技術の取得誘因が働く可能性は否定できない。その結果、民生用原子力利
用から兵器への転用という潜在的なリスクが増大し、核関連物質および関
連技術がテロリストに渡るリスクも大きくなるという問題がある。
次に、資源ナショナリズムを展開する生産国は、市場の論理ではなく政
治的な論理に基づいて自国資源へのアクセスを恣意的に操作することで、
条件によっては、エネルギー以外の方法では小さなパワーしか持たないよ
うな特定の国が、国際システムにおいてより大きなパワーを行使できるよ
うな特別の力を獲得する可能性がある。すなわち、エネルギー需要の増大
にともない、石油および天然ガスが地政学的なレバレッジ（影響力）とし
て利用される懸念のある戦略商品になりつつあるという問題がある。

3

食糧問題と安全保障

（1）食糧価格の高騰
世界的な食糧の値上がりは、特に発展途上国での一般国民の生活に大
きな打撃を与えた。主要穀物でみると、2007 年 5 月まで 200 ドル／ t 近
辺で推移していた小麦の市場価格が 2008 年 2 月には 500 ドルを突破し
た。同じく 140 ～ 190 ドル／ t であったトウモロコシの価格も同年 5 月
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に 300 ドルを超え、250 ～ 300 ドル／ t であった大豆は同年 6 月に 600
ドルに達した。アジアの食生活に深いかかわりを持つコメ（タイ米）の
価格は 2007 年 6 月の 250 ドル／ t から 2008 年 4 月には 800 ドル／ t
と 3 倍以上に急騰した。このような食糧価格の高騰が原因でインド、イ
ンドネシア、バングラデシュなどで抗議デモや暴動が発生した。
フィリピンでもコメ不足の影響で米穀商に対する抗議デモが組織され、
共産ゲリラが米穀商の車両を襲撃する事件も発生した。フィリピン国家
食糧庁は 4 月 16 日、マニラ首都圏で、ベトナムから輸入したコメを卸売
りや小売りを通さずに直接販売し、この警備のために軍まで動員された。
2008 年１月のロバート・ゼーリック世界銀行総裁の演説によると、食糧
とエネルギーの価格上昇が引き金となって社会不安が生じる可能性があ
る国は 33 カ国に達する。このような事態を受け、国際社会は早急の対応
に迫られた。国連世界食糧計画（WFP）は、5 億ドルの緊急支援の計画
を発表した。またブッシュ米大統領も同月、国際開発庁を通じて 2 億ド
ルの緊急食糧支援を行うことを米国農務省に指示した。
このように食糧の市場価格が上昇を続ける中、国連の潘基文事務総長
は 2008 年 4 月、食糧の価格高騰や不足に対応するための短期的な緊急
措置を講じる必要を訴えた。そして潘基文事務総長が急遽開催を呼びか
けた世界食糧サミットは、同年 6 月にローマで開催された。潘基文事務
総長はその時の演説で、世界で 8 億 5,000 万人が食糧不足に直面しており、
さらに近く新たに 1 億人がこれに加わるであろうと警告を発した。また
WFP のジョゼッド・シーラン事務局長は同サミットの演説で、食糧援助
の対象者が急増している状況を紹介した。例えば WFP は 2008 年の計画
では、世界で 9,000 万人を対象に食糧支援を行う方針だが、この 9,000
万人という人数は、WFP の当初予定を 1,500 万人上回っている。食糧
価格の高騰は、当然のことながら低所得者層にとって大きな打撃となる。
例えば、WFP はハイチでは 170 万人の支援を目標としているが、実際に
支援を必要とする人の数は 500 万人に達するのではないかとも推測され
ている。同サミットに出席した福田康夫首相は、日本が輸入米 30 万 t 以
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上を放出する用意があると表明した。
（2）食糧価格高騰の原因と対応策
食糧価格が近年になって高騰した理由には、以下の 5 点が挙げられる。
第 1 は、天候不順による穀物の不作である。例えば小麦の主要輸出国で
あるオーストラリアでは 6 年連続で干ばつが発生し、国際市場に提供さ
れる小麦の総量そのものが減少している。またミャンマーではサイクロン
の影響で田植えの時期がずれ込んでおり、
国連食糧農業機関（FAO）のミャ
ンマー代表は、2008 年のコメの収穫量が平年比 30％程度減少する見通
しを述べている。第 2 は、中国やインドに代表される新興国の住民を中
心とする食生活の変化である。これらの国では、住民が肉類や乳製品を
食べるようになってきている。78 年に 900 万 t だった中国の豚肉生産量
は、2006 年には 5,200 万 t となり、世界の豚肉生産量の半分近くを占め
るまでになっている。このため家畜用飼料としての穀物の需要が増加し
ており、人間が直接食用する穀物量の増大とあわせ、穀物全体の需要が
大きく増大してきている。第 3 は、
原油高によるコストの押し上げである。
原油高により化学肥料価格や穀物の輸送経費が上昇しているほか、トラク
ターやコンバインなどの農業機器稼動に要する経費もかさむようになっ
ている。さらに第 4 の理由として、投資資金が食糧商品市場に流れ込み、
価格上昇に拍車をかけていることが挙げられる。つまり、食糧の金融商品
化が促進されていることである。中国の経常黒字と石油価格の上昇によっ
てもたらされた産油国の投資資金は、過剰流動性となってまず米国の証
券市場に流れ込んだが、その後証券市場から離れて、食糧などの商品市
場に向かうようになった。そして第 5 の理由として、
環境問題が契機となっ
たバイオ燃料の生産量の増加がある。近年の原油価格高騰に加え、地球温
暖化問題に関連して二酸化炭素の排出量削減に対する国際世論の高まり
もありバイオ燃料の研究開発・利用が大幅に進展している。ガソリン代替
エタノールではトウモロコシが、軽油代替バイオディーゼルでは菜種や大
豆等が用いられる。これらの要因が複合的に影響して、食糧価格の上昇
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が引き起こされたのである。特に環境問題が原因の一つとなったことは、
今回の食糧価格高騰における大きな特色である。
2008 年後半に入って食糧の市場価格は大きく低下したが、世界銀行の
フアン・ダボウブ専務理事が 2008 年 5 月に語ったように、近年の食糧
価格高騰は数カ月で解消されるような一時的な現象ではない。米国のサ
ブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機のため、先進国を
中心に金融機関の信用創造力は低下しており、資金運用需要の絶対量が
減少していることが指摘されている。ただし金融危機の深刻化を阻止す
るため、米連邦準備制度理事会（FRB）、欧州中央銀行をはじめ、イング
ランド銀行や日本銀行も政策金利を引き下げ、資金供給を増加させてい
る。したがって有利な投資先を見出せない投資資金が、食糧商品市場に
これまで以上に流れ込む可能性は否定できない。元来世界の食糧は消費
量に比べて商品市場で取引される量が少なく、市場そのものが需給の動
きに敏感に反応する傾向がある。それが安定していたのは、従来世界の
穀物在庫率（在庫量を年間消費量で除したもの）が 30%を超えていたた
めであった。ところがバイオ燃料の原料としての食糧需要が増大したこ
ともあり、2008 年半ばには国連が適正とする 17%を割り込んで 15%に
まで下落した。このため食糧商品市場は、わずかな資金流入に対してこ
れまで以上に鋭く反応するようになっている。
食糧供給増加策としては、短期的な対応としては食糧不足国への援助
拡大、輸出規制の撤廃がある。例えば、コメについては主要輸出国であ
るベトナム（2007 年実績で世界第 3 位のコメ輸出国）、インドネシア、
インド（世界第 2 位のコメ輸出国）、バングラデシュ、エジプト、ブラジ
ルなどが、国内のコメ価格の安定を目的に輸出を制限したが、このうち
インドとベトナムでは作況が好転したことなどもあり、2008 年 5 月まで
に輸出制限を解除（インドは限定解除）した。
また長期的な対応としては生産力拡大、特に食糧危機の影響を強く受
けている発展途上国での食糧増産が必須である。2008 年 5 月に横浜で行
われた第 4 回アフリカ開発国際会議（TICAD IV）において、アフリカ
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の成長と発展を支援するためのロードマップとして「横浜行動計画」が
採択された。その中では農業・農村開発の分野において今後 5 年間に取
られるべき措置として「食糧増産および農業生産性向上のための能力向
上」だけではなく、「市場アクセスおよび農業競争力の改善」や「持続可
能な水資源の管理および土地利用の支援」といった農業生産のための環
境整備も挙げられている。しかし、やるべきことは理解されているもの
の、問題はそれが実行可能かどうかである。2008 年 4 月 25 日付のフィ
リピン日刊紙『インクワイアラー』によると、同国は 2008 年には 220
万 t のコメを輸入する必要があるが価格急騰のため、国家食糧庁はこの時
点でまだ 32 万 t 強しか手当てできていなかった。その原因の一つは、第
1 次産業の国際競争力向上を目指して 97 年に農業・水産業近代化法を制
定したものの、資金面での手当てがなされなかったことである。
（3）バイオ燃料への関心の高まり
植物から製造されたアルコールなどの燃料、いわゆるバイオ燃料が食
糧価格の高騰の一因となったことは近年の大きな特徴である。バイオ燃料
は地球温暖化対策において、二酸化炭素の排出量を増やさない、すなわち
カーボン・ニュートラルに近い燃料として注目が集まっている。つまり植
物を燃焼させて二酸化炭素を排出させても、その植物は成長する過程で大
気中の二酸化炭素を吸収してい
るため、大気中の二酸化炭素の
総量に変化を与えない。さらに
埋蔵量に限界がある石油や天然
ガスなどと異なり、非枯渇性資
源であることもバイオ燃料の開
発・利用に拍車をかけている。
世界最大の石油消費国であり
最大の温室効果ガス排出国であ
る米国では、
2007 年 12 月にブッ
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シュ大統領が超党派によるエネルギー法案に署名した。これは 2022 年ま
でに、燃料生産業者に 360 億ガロン以上のバイオ燃料利用を求めるもの
である。これが達成されると、米国のバイオ燃料利用量は現在の約 5 倍
となる。そして 2022 年を目標に自動車燃料の 15 ～ 20%に相当する 1 億
4,000 万 kl をバイオ燃料で賄うとしている。英国も、2010 年までに国内
で販売される自動車燃料の 5%をバイオ燃料に転換する「再生可能交通燃
料義務計画」を実施中である。また EU も再生可能エネルギー（バイオ燃
料のほか、太陽エネルギー、水力、風力などを含む）の使用比率を 1990
年比で 20%増やすことを計画しており、バイオ燃料の使用率も 2020 年
までに全交通機関のエネルギー消費の 10%に高めることが計画されてい
る。バイオ燃料の導入が進んでいるブラジルでも、現在 16%の自動車燃
料のバイオ燃料利用率を 20%に引き上げる予定である。かつて石油輸出
国であったインドネシアは、2004 年に石油純輸入国に転落した。同国の
石油資源は近い将来枯渇すると言われており、バイオ燃料を含む石油代替
エネルギーの導入が進められている。2025 年にバイオ燃料が一次エネル
ギー供給に占める割合を 5%にするという数値目標が設定されており、サ
トウキビやキャッサバなどのバイオ燃料向け栽培を奨励する大統領令も
出された。ただしインドネシアの西カリマンタン地域ではバイオ燃料の
原料となるパーム油採取のためのアブラヤシ・プランテーションが拡大
し、国連が警告を発するほど多くの「バイオ難民」が発生するなど、バ
イオ燃料利用の活発化に伴う新たな問題も生じている。日本においては、
政府は京都議定書の目標達成計画で 2010 年度に原油換算で 50 万 kl のバ
イオ燃料導入を目標に掲げている。バイオ燃料に関する世界全体での投
資額は、95 年には 50 億ドル、2005 年には 380 億ドルであり、2010 年
には 1,000 億ドルを超えるものと予測されている。また FAO は 2007 年
にバイオ燃料用に使用された穀物は、9,300 万 t に上るとみている。
このようにバイオ燃料の実用化に向けた動きが各国で活発となってい
るが、米国のエドワード・シェーファー農務長官は 2008 年 5 月の記者
会見で、バイオ燃料の生産が食糧価格の高騰に与えた影響は 2 ～ 3%に過
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ぎないと述べている。さらにバイオ燃料の製造にサトウキビなどを用い
る場合には、食糧との競合は生じない。もっとも植物由来の燃料を製造・
利用した場合でも、製造の過程で化石燃料を用いると結果的にバイオ燃
料がカーボン・ニュートラルとはならない場合が多いとも言われている。
特に米国ではバイオ燃料の生産や輸送に大量の化石燃料が投入されてお
り、環境負荷をかえって増大させていると指摘されている。英国のシン
クタンクであるポリシー・エクスチェンジは、バイオ燃料導入の推進は
二酸化炭素排出量の削減手段としては非効率であると英国政府に対して
警告を発した。それによると単に二酸化炭素排出量の削減が目的であれ
ば、森林保護や原子力発電の導入の方が経費面で効率的である。
現時点ではまだ研究開発段階ではあるものの、米空軍は航空燃料のバ
イオ燃料化を推進している。2008 年 3 月に米空軍は、テキサス州のダ
イエス空軍基地で B-1B 爆撃機によるバイオ燃料を使った音速飛行実験
を行った。また 7 月には、バイオ燃料を用いて F-15 戦闘機による音速飛
行実験を実施した。そして翌 8 月には、KC-135 空中給油機と F-22 戦闘
機の間で、バイオ燃料の空中給油実験も成功させた。これらの実験には、
米陸空軍で用いている従来型ジェット燃料である JP-8 とバイオ燃料を
50 対 50 の比率で混ぜ合わせた燃料が用いられている。上記の実験結果
から、この混成燃料は JP-8 との比較で運用上の問題はないと考えられて
いる。米空軍では、2011 年までにすべての航空機で混成燃料を使うこと
を計画している。また民間航空会社ではヴァージンアトランティックが
2008 年 2 月にバイオ燃料によるジェット旅客機の運行試験を行っており、
このほかにも米国、オランダ、ニュージーランドの航空会社が同様の実
験を実施済みまたは行う予定である。また日本航空は、2009 年 1 月にア
ジアでは初めてとなるバイオ燃料を用いた飛行実験を実施した。主要国
の海軍艦艇の多くがガスタービン機関を搭載している現在、バイオ燃料
が航空機用ジェットエンジンの燃料としての適性を確認されると、海軍
艦艇の燃料としての利用にも道が開かれる可能性が大きい。英国海軍は、
バイオ燃料の一種であるバイオディーゼル燃料の艦艇用ガスタービンで
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の試験を開始したと報じられている。
バイオ燃料の利用は温室効果ガスの排出量削減に寄与するだけではな
く、今後長期的には石油価格の上昇が見込まれるので、混成燃料を使うこ
とで燃料費の増加に歯止めをかけることができる。さらに米国のような穀
物生産大国が軍用燃料にバイオ燃料を用いると燃料の国産比率が上がるの
で、政情不安定な外国からの輸入依存率を引き下げる効果も期待される。
（4）食糧価格の上昇が安全保障に及ぼす影響
食糧価格上昇の影響は、低所得者の生活を直撃する。WFP のシーラン
事務局長は、発展途上国では多くの家庭で食費が家計の 70%を超えてお
り、中でも子供や難民、紛争などが原因で住居を追われた国内避難民、
都市部の貧困層が危機的な状況にあると指摘している。これは、紛争継
続中の国や発展途上国だけの問題ではない。急速な経済成長を達成する
一方で所得格差の拡大が指摘されている中国やインドのような新興国で
は、食糧価格の上昇により所得格差の拡大が促進される。そうなると、
これらの国でも社会不安が生じることになる。また食糧が自給できない
国では食糧の市場価格高騰の影響が他国に比べて深刻であり、それが政
治や社会の混乱を招くことも考えられる。北朝鮮、フィリピン、マレー
シア、バングラデシュ、スリランカなどでは主食であるコメの自給がで
きていない。またタイやベトナムのようなコメの輸出国においても、コ
メ農家のすべてが、価格高騰の恩恵を享受しているわけではない。零細
農家はほとんど自家消費用のコメしか生産しておらず、市場価格上昇の
利益を受けられるのは大規模農家のみである。このためコメ輸出国にお
いても、農村部では所得格差が拡大していることが指摘されている。
このように食糧価格の上昇は、発展途上国を中心に貧困者層を拡大さ
せる。一般に、貧困はテロの直接的な原因ではないと考えられている。
しかし両者は、決して無関係ではない。共同体での貧困を目の当たりに
した者が、合法的・平和的手段で事態の改善が期待できない場合には、
テロによる現状打破を図ることがある。
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食糧価格の高騰に対して発展
途上国政府が十分対応できない
場合、国際社会からの支援によっ
て事態を沈静化するしかない。
しかし先進国は金融危機による
国内経済悪化への対応に追われ
る一方、食糧価格の高騰はその
まま食糧支援に必要な負担の増
加 と な る。2008 年 4 月 ハ イ チ
に食糧危機が発生した時、WFP
の広報担当者は資金不足で十分な支援ができていないことを明らかにし
ている。食糧危機に対処する際に、中心的な役割を担うことが期待され
ている国際機関の一つである WFP が 2007 年に翌年の計画を立てた時点
では、2008 年には 78 カ国の 7,300 万人に対して食糧支援を実施する予
定であった。計画を立てた時には必要経費を 31 億ドルと見込んでいた
が、穀物や原油価格が大幅に値上がりしたことから、この計画を実行す
るだけで 7 億 5,500 万ドルの追加予算が必要となった。加えて WFP 事
務局によると、食糧支援の対象者が計画時に比べて大幅に増えているこ
となどから 2008 年の事業遂行には総額で 43 億ドルが必要となる見込み
である。WFP の運営は加盟国の拠出金に頼っているが、2008 年４月の
時点で確保できた資金は 10 億ドルにとどまっている。WFP のジョン・
パウエル事務局次長は 11 月の講演で、例年並みの支援活動（80 カ国の
9,000 万人に対する食糧支援）を行うだけでも前年比 4 割増の経費が必
要であると述べた。このように食糧価格の上昇は、難民などの支援事業
にも負の影響を及ぼすのである。
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六者会合は、
「第 2 段階措置」終了が遅延していたが、2008 年 6 月に
北朝鮮が核開発計画申告を提出したことを受け、米国がテロ支援国指定
解除および敵国通商法適用停止の意向を表明したことから、同会合首席
代表者会合が 7 月に開催された。しかし、北朝鮮は米国が提示した検証
措置案に対する拒否の姿勢を崩さず、8 月に米国がテロ支援国指定解除
および敵国通商法適用停止の延期を表明して以降、北朝鮮は寧辺核施設
の無能力化を逆行させる姿勢を示した。10 月に米国がテロ支援国指定解
除に踏み切ったことを受け、北朝鮮は無能力化再開に着手したが、その
後も検証措置の核試料採取の文書化などについて反対の姿勢を維持した。
12 月 8 日の六者会合でも合意は成立せず、「第 2 段階措置」は未終了の
ままである。北朝鮮によるウラン濃縮や拡散に関する疑惑も払拭されて
おらず、六者会合を通じた北朝鮮の非核化への道のりは依然遠いと言わ
ざるを得ない。
北朝鮮は核保有国既成事実化を進めながら、当面は国内経済の発展に
努力する方針を維持している。しかし、金正日国防委員長が 9 月 9 日の
建国 60 周年閲兵式に姿を見せず、同委員長の健康不安説が再浮上したこ
とにより、北朝鮮の体制の安定性をめぐる国際的懸念が生じた。その後、
北朝鮮は金正日国防委員長の健在ぶりを示す報道を繰り返している。ま
た、北朝鮮は対米関係最優先の方針を維持しつつ、中国やロシアとの経
済関係を強化する動きを見せている。他方、韓国と日本に対しては強硬
姿勢を強めている。
韓国では、2008 年 2 月、李明博政権が発足した。10 年ぶりの保守派
政権ということもあって、金大中・盧武鉉時代の政策を見直そうとする
姿勢を強く示した。その成果の一つとして、李明博政権が誇ったのは、
盧武鉉前政権期にぎくしゃくした米国との同盟関係を「復元」したこと
であった。李明博大統領はブッシュ大統領との間で、米韓同盟に韓国防
衛だけでなくグローバルな役割を与えることを約束した。しかし、韓国
が海外において果たし得る軍事的な役割は限定的なものであり、そのこ
とは米国新政権との新たな調整課題となろう。
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李明博大統領は、北朝鮮に対しては、金大中・盧武鉉政権期に比べて
厳しい態度を取り、「非核化」を強く要求した。そのことは、北朝鮮によ
る韓国との対話拒否を招き、その結果、北朝鮮問題で韓国が果たせる役
割は限られたものとなった。

1

核検証をめぐり停滞する六者会合

（1）ウラン濃縮と大量破壊兵器拡散をめぐる疑惑の再浮上
北朝鮮のウラン濃縮疑惑は、2002 年 10 月の米朝協議の席で北朝鮮が
ウラン濃縮を計画していることを示唆したことから浮上し、いわゆる「第
2 次朝鮮半島核危機」の始まりとされたが、北朝鮮はその後この疑惑を否
定し続けている。また、2007 年 9 月にイスラエルがシリアの核関連施設
を空爆して破壊したことが明らかになり、2008 年 4 月、米国は北朝鮮が
シリアの秘密裏の核活動を支援していたと発表した。こうした疑惑の再
浮上に対し、北朝鮮は「米国が、ないものをあるように作り出そうとし
ている」と主張して疑惑を否定した。しかし、2008 年 9 月 16 日、マイ
ケル・ヘイデン米国中央情報局（CIA）長官は、米国情報機関が総力を挙
げて調査した結果、破壊された施設は北朝鮮の寧辺核施設と同型のもの
であったことをあらためて強調した。さらに、同長官は、寧辺核施設が
無能力化された場合の代替として使用することも目的とされていた可能
性についても検討したことを明らかにした。同施設が破壊されている以
上、北朝鮮の寧辺核施設の代替施設であったか否かを検証することはも
はや困難であろう。
他方、北朝鮮とパキスタンのアブドルカディル・カーン博士のネット
ワークとの関連については、カーン博士と夫人がドイツの『シュピーゲル』
に対して行った証言によれば、同博士自身がウラン濃縮技術協力につい
て少なくとも 2 回訪朝した模様であるが、具体的な内容については依然
不明である。
このように、北朝鮮の濃縮ウラン疑惑やシリアとの核協力については
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あいまい性が残っている。しかし、上記で指摘したように、シリアで破
壊された施設が寧辺核施設の代替として使用できない以上、当面は寧辺
核施設の無能力化が引き続き中心的な課題となるであろう。特に、2008
年 3 月の時点で無能力化作業 11 項目のうち 8 項目まで進展していたが、
北朝鮮がそれを中断したことにより、10 月 15 日に再開しても、無能力
化が完了するのは 2009 年になる見通しである。しかし、北朝鮮が無能
力化の速度をカードとしている以上、北朝鮮の非核化の進展は寧辺施設
の無能力化の段階で停滞する危険性は払拭できない。報道によれば、元
CIA 東アジア部長は、
「彼らは寧辺の核施設をわれわれ（米国）に 2 度売っ
た。1 度目はクリントン政権の枠組み合意、2 度目は六者会合のエネルギー
支援だ。今の動きは米次期政権との『3 度目の商売』を考えてのことだろ
う。新しい大統領との取引の方が、いい商売になると考えている」と指
摘している。
（2）テロ支援国指定解除へ向けた揺さぶり
六者会合の実質的な中心である米朝協議については、2007 年 10 月 3
日の六者会合合意に基づき、2007 年 12 月 31 日までに北朝鮮が寧辺核
施設の無能力化を完了し、すべての核計画の申告書を提出することになっ
ていた。これにより第 2 段階措置をすべて完了することになっていたの
である。また、特に核計画の申告については、保有核兵器数のみならず、
ウラン濃縮や拡散状況についても申告書に盛り込むことが求められてい
た。しかし、北朝鮮はこうした要求に対して硬直的態度を維持し、結局、
12 月 31 日という期限を順守しなかったのである。
2008 年に入っても、北朝鮮は無能力化の進展の速度を緩め、申告につ
いてもかたくなな態度を継続させた。3 月 28 日には、北朝鮮は「米国が
核問題の解決を遅らせれば、今まで進めてきた核施設の無能力化にも深
刻な影響を及ぼすことになる」と警告を発するとともに、「協議をすれば
するほど、ブッシュ米政権の態度は、われわれを失望させている」とし、
無能力化作業を中断する可能性を示唆することにより米国に揺さぶりを
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かけようとしたのである。
また、3 月 31 日には、北朝鮮は、「（シリアからの）輸入アルミ管の
行方さえ明らかにすればウラン濃縮問題は解決され得ると米国が言うの
で、複数の機微な軍事対象まで米国の専門家らに見せ、試片（サンプル）
も提供する特例措置をとった」と述べた。さらに、シリアへの核協力疑
惑についても、米国側が当初、「シリアの当該対象がイスラエルの爆撃に
よって破壊され、この問題はこれ以上解明する必要もなくなった。だか
ら、ただ核拡散を行わないという北朝鮮側の公約を再確認すれば、それ
でよい」と要請したと北朝鮮は主張し、米国が米朝協議の落とし所を「核
不拡散の確約」としていることを示唆したのである。
しかし、2008 年 6 月に米国がテロ支援国指定解除および敵国通商法
適用停止の意向を表明し、北朝鮮が申告を提出したことから、六者会合
は 7 月 10 日に再開された。米国は北朝鮮に検証措置案を提示したので
ある。テロ支援国指定解除および敵国通商法適用停止までの 45 日間で
北朝鮮はこの検証措置案に対し同意することが期待されており、米国は
寧辺核施設の一部である冷却塔爆破のために 250 万ドルの支援金を提供
したが、北朝鮮は回答を示さなかった。結局、米国は 45 日後の 8 月 11 日、
北朝鮮に対するテロ支援国指定解除および敵国通商法適用停止の延期を
決定した。
他方、北朝鮮はこうしたかたくなな態度とは裏腹に、テロ支援国指定
解除に向け、テロ支援国指定解除通告から 45 日間の期間、国連人権委員
会での対テロ非難決議参加、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国への積
極的協調外交、シンガポールとの経済協力などに関する協議などの動き
を見せた。こうした一連の行動は、米国によるテロ支援国指定解除に有
利な外交的雰囲気を醸成する試みの一環だったと見られる。また、こう
した動きは、ASEAN 諸国からの食糧援助、そして中長期的には経済援助
も期待できるとの判断に基づくものと見られる。これと類似した北朝鮮
の外交戦術は過去に、2000 年 6 月 15 日の史上初の南北首脳会談の前に、
融和的な雰囲気を醸成するために北朝鮮が行った、対オーストラリア外
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交関係再開や対イタリア外交関係樹立などの事例でも見られた。
（3）寧辺核施設無能力化のカードと「戦略的決断」の不透明
2008 年 7 月 23 日に開催された六者会合非公式閣僚会合では、10 月末
までに北朝鮮が無能力化を完了し、5 カ国が重油・経済支援を完了するこ
とで合意が成立した。しかし、8 月 11 日になっても北朝鮮が検証措置案
に未回答であったため、同日、米国はテロ支援国指定解除延期を決定した。
8 月 15 日、クリストファー・ヒル米国務次官補は金塾・韓国外交通商部
朝鮮半島平和交渉本部長と協議し、「北朝鮮が検証措置案に合意したらテ
ロ支援国指定を即解除する用意あり」と表明した。
ところで、北朝鮮が米国の検証措置案に反対した最大の理由は、同案
にある「申告に含まれていないいずれの施設へも完全な立ち入りが認め
られる」という特別査察に関連する事項であったと考えられる。同種の
問題は 1994 年の米朝枠組み合意をめぐる米朝のやり取りでも生じたが、
今回北朝鮮が特に懸念していると見られることは、北朝鮮にとって不都
合な軍事施設を含む施設への抜き打ち査察である。2008 年 9 月 19 日の
六者会合経済・エネルギー部会南北実務者協議の席で、玄鶴峰・北朝鮮
代表団団長は、
「任意の場所を不意に訪問する」行為を「強盗的査察方法」
と批判し、米国の検証措置案を批判した。また、9 月 28 日、北朝鮮の朴
吉淵外務副相は、無能力化逆行の動きについて、軍事施設を含む北朝鮮
の核関連施設へのアクセスを求める「不正な要求」に対する措置である、
と表明したのである。
なお、6 月 26 日に米国がテロ支援国指定解除および敵国通商法適用
停止の意向を表明したのに対し、北朝鮮は「われわれはこれを肯定的な
措置として評価し、歓迎する。今後重要なことは、米国がわれわれの核
抑止力の原因になった対北朝鮮敵視政策を根源から撤回することである。
…（略）…米国の今回の措置は、今後対北朝鮮敵視政策を完全かつ全面的
に撤回することにつながるべきである。そうしてこそ、非核化プロセス
がその軌道に沿って順調に進捗することになるであろう」との声明を発
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出した。しかし、8 月 26 日、米国がテロ支援国指定解除を延期したこと
に対し、北朝鮮外務省は「寧辺施設の無能力化作業を中断する」と発表
するとともに、
「該当諸機関の強力な要求」に従って核施設を原状回復す
る可能性を示唆した。
そして、9 月 24 日、北朝鮮は国際原子力機関（IAEA）に対して、寧
辺の再処理施設でプルトニウム抽出に向けた作業を再開する旨を通告し、
「1 週間後に再処理施設に核物質を搬入する」と述べた。さらに、朴吉淵
外務副相は、9 月 27 日、国連一般討論演説で「適切な対抗措置をとらざ
るを得ない」と述べ、核施設原状回復の動きを正当化した。IAEA によれ
ば、北朝鮮は IAEA に対し寧辺原子炉の封印解除および監視装置の除去
を要請するとともに、無能力化の過程で除去した設備の一部を再設置し
た。北朝鮮が実際に寧辺核施設を原状回復するまでに数カ月かかるとし
ても、北朝鮮のこうした動きは、六者会合合意の「第 2 段階措置」の逆
行を意味するものであった。
しかし、10 月初旬に米朝実務者協議が行われ、10 月 11 日、米国国
務省は北朝鮮に対するテロ支援国指定解除決定とともに、核検証に関す
る米朝了解を発表し、両国が「検証専門家はすべての申告された施設に、
そして相互合意に基づいて未申告の場所にアクセスする」ことで合意し
たことを明らかにした。すなわち、北朝鮮がそれまで強硬に反対してい
た検証措置案の「特別査察」に関する条件が緩和されたのである。その
結果、北朝鮮は 10 月 13 日、IAEA の寧辺核施設立ち入りを再び許可し、
17 日には米国も、北朝鮮が寧辺核施設の無能力化を再開して約 8,000 本
の使用済み燃料棒のうち約 6 割を抜き取ったことを明らかにした。
なお、米国は北朝鮮に対する経済制裁措置をまだ多く残しており、テ
ロ支援国指定解除および敵国通商法関連規制解除により北朝鮮がすぐ
に国際社会から経済的・通商的恩恵を受けられるわけではない。また、
12 月 8 ～ 11 日に開催された六者会合では、検証措置の核試料採取の
文書化などについて合意は成立せず、「第 2 段階措置」は未完了のまま
である。
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6 月 26 日の北朝鮮外務省報道声明にあるように、北朝鮮は自らの核開
発の原因を「対北朝鮮敵視政策」としており、この表現は 2005 年 2 月
の核保有宣言にも見られる。この「対北朝鮮敵視政策」の具体的内容は、
在韓米軍、テロ支援国指定、国連安保理制裁など、さまざまなものが考
えられるが、結局は北朝鮮自身が都合に合わせて定義するであろう。米
国がテロ支援国指定解除に踏み切った現在でも、北朝鮮は米国が「対北
朝鮮敵視政策」を放棄したとは見なしていない。
また、北朝鮮が国際社会が認識していない場で核開発を継続している
可能性も否定できない以上、北朝鮮が核放棄の「戦略的決断」を下した
と結論するのは時期尚早であろう。さらに、核検証措置履行の困難を考
えれば、北朝鮮非核化の道のりは依然遠いと言わざるを得ない。
なお、金正日国防委員長は 9 月 9 日の北朝鮮建国 60 周年閲兵式に姿を
見せず、健康不安説が浮上しているが、先に述べた 8 月 26 日付の北朝鮮
外務省報道声明にある「該当諸機関の強力な要求」という表現は、政権
内部で核開発に関する権限が分散している可能性を示唆している。この
ことは逆に、仮に同委員長が何らかの原因で最終判断を下すことができ
ない状態にあったとしても、北朝鮮政権の意思決定機能そのものは麻痺
していないということでもある。

2

北朝鮮――核保有国既成事実化への邁進

（1）
「強盛大国」へ向けての国内経済の重視
2006 年 10 月の核実験実施発表以降、北朝鮮は核保有国としての印象
を内外に広めつつ、軍事において一定の進展を遂げており、現在では、
当面は国内経済の発展に努力する意思を表明している。特に世界的食糧
難の中、国内の農業生産と自力更生の必要性を強調する傾向を強めてい
る。北朝鮮は、2008 年の新年共同社説において、金日成生誕 100 年目と
なる 2012 年に「強盛大国」の大門を開くという目標に向けて「経済強国」
建設に努力する旨を表明している。さらに、4 月 9 日に開催された最高
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人民会議第 11 期第 6 回会議では、2008 年の国防費について、歳出に占
める割合が前年の 15.7%よりも 0.1%多い 15.8%が見込まれ、引き続き先
軍政治が強調されるとともに、「今年の経済部門の中心課題は、党の先軍
時代の建設路線を奉じ、国家防衛力を強化するための保障事業を最優先
視しつつ、人民経済先行部門、基礎工業部門を進行させて経済強国建設
の進撃路を開き…（略 ）…人民生活第一主義の原則の下に食糧問題、消費
品問題を決定的に解決」という 2008 年の全般目標が表明された。
北朝鮮としては、核保有国既成事実化と核開発を推進する一方、国内
に対しては「強盛大国」実現へ向けての経済再建努力の強化を唱えるこ
とで、金正日体制の正統性の維持を図ろうとしていると見られる。
また、通常兵器については、韓国国会外交通商統一委員会の権寧世議
員は、10 月 6 日の国会報告において、北朝鮮が盧武鉉政権の 5 年間に
6,500 万ドル相当の武器を海外から導入していたことを明らかにし、北朝
鮮の陸軍は「長射程砲、野砲などを中心に、海軍は小型潜水艦や海上警
備用小型艦艇を中心に増強を行った。空軍は既存航空機の修理や整備な
どで軍事力を維持している」と述べた。北朝鮮の通常兵器は 90 年代から
老朽化が進行しており、外貨不足から顕著な更新も困難な状況が続いて
いると見られるが、世界的な石油価格高騰と石油輸入減少傾向の中にあっ
ても、北朝鮮は通常戦力の維持・強化に努力していると推察される。
北朝鮮の兵力の 70%が依然として非武装地帯付近に集中しており、
韓米連合軍と北朝鮮人民軍の軍事的拮抗状態の源泉とされる 170 ～
240mm 多連装ロケット砲を含む野砲も 1 万門以上存在すると見られる。
10 月 8 日に行われたウォルター・シャープ在韓米軍司令官の記者会見に
よると、その数は 1 万 3,000 門と認識されている。また一部には、射程
距離 50 ～ 70km の地対地ロケット FROG-5 および FROG-7、射程距離
260km の地対空ミサイル SA-5 および 240mm 多連装ロケットなどを含
め約 500 門が 2005 年までに増強されているという情報もある。非武装
地帯付近におけるこうした通常兵器分野の状況が、米軍あるいは韓米連
合軍の対北朝鮮軍事力行使を困難にしている要因の一つであると考えら
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れる。さらに、ミサイル関連技術輸出による外貨獲得については、北朝
鮮がその追求を停止したという積極的証拠は見出せない。
軍事訓練については、韓国の『聯合ニュース』の 9 月 23 日の報道によ
れば、北朝鮮は黄海上や中国との国境付近で、MiG-21 戦闘機などを動員
した大規模な飛行訓練を実施した模様である。同報道によれば、燃料消
費量の多い飛行訓練の回数が例年に比べ増加傾向にある。
（2）テポドン発射 10 周年と新ミサイル発射施設の発見
2008 年 8 月 31 日は北朝鮮のテポドン 1 号（北朝鮮は光明星 1 号と
いう人工衛星であると主張している）発射 10 周年の日である。同日、
朝鮮中央放送は、
「飛躍的に発展するわれわれの科学技術」と題する番組
を放映し、
「決心さえすれば、目的とする実用衛星をいつでも成功裏に打
ち上げることができる水準にある」ことを表明し、「科学者・技術者たち
は強盛大国建設の気概溢れる道ですべての英知と情熱を捧げている」と
述べた。
9 月 10 日、米民間の安全保障シンクタンクであるグローバル・セキュ
リティが北朝鮮の平安北道鉄山郡東倉里に新たにミサイル発射施設が建
設中であることを示す衛星写真を公開し、韓国の国家情報院がそれに関
する情報を公開したことから、北朝鮮が長距離弾道ミサイル（テポドン 2
号）を発射可能な新たなミサイル発射基地建設をほぼ終了しつつあるこ
とが明らかになった。
北朝鮮が東倉里に新たな長距離弾道ミサイル発射基地を建設した理由
としては、地下ではなく地上に建設していることから察して、米国軍事
衛星に見つかる地上基地を見せることで米国の関心を引くことが、まず
考えられる。加えて、中朝国境付近に建設することにより、中国が米国
による基地空爆の牽制役となることへの期待があったと思われる。また、
政治的には、対米交渉において柔軟な対応を引き出す狙いもあったと考え
られる。実際、米国は検証措置案の内容を緩和しており、ミサイル発射施
設が発見されたことが奏功したと、北朝鮮が評価している可能性がある。
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（3）対米関係優先の継続と、拉致問題・重油支援未履行をめぐる対日攻勢
外交面においては、北朝鮮は核問題を通じて米国の譲歩を引き出すと
ともに、韓国の李明博政権発足後は開城工業団地から韓国当局者を追放
した。また、韓国の金泰栄・合同参謀議長（陸軍大将）の「先制攻撃」
発言などを理由に南北対話全面中止を宣言し、「李明博大統領は 6・15 宣
言と 10・4 宣言をないがしろにする逆徒」と称し、そして日韓間の竹島
問題をめぐる李明博政権の対日対応を「白昼強盗に平身低頭して黙認し
ている」と評するなど、強硬姿勢を強めている。
簡単に歴史的経緯を振り返れば、91 年のソ連崩壊と 92 年の中韓国交
樹立により孤立感を深めた北朝鮮は、対米関係改善により保身策をとる
必要に迫られた。以来、北朝鮮は一貫して対米関係優先路線をとってい
る。ただし、同時に、主体思想と先軍政治を基盤とする体制維持、自身
に有利な形での朝鮮半島統一などを国是とする北朝鮮は、対米抑止力を
維持する意図も放棄していない。そのため、北朝鮮は時には中国、ロシア、
日本に接近し、時には韓国との融和的雰囲気を醸成しようとするが、韓
国に対しては「通米封南」（米国と通じ韓国を封じる）とも言うべき姿勢
で臨み、日本を米国の「属国」のように扱い、中露とは安定した外交関
係を維持しつつそれを対米外交に利用してきたのである。
今後も、米国の新政権の対北朝鮮政策の動向によって、北朝鮮の外交
面での言動に小幅の変化が見られる可能性はあるが、対米関係重視とい
う基本的姿勢は変わらないとみられる。
一方、中国とロシアとは、継続して安定的な関係を維持していこうと
するであろう。北朝鮮は自国の食糧難、エネルギー不足、経済苦境を克
服するため、中国からの食糧支援の獲得や、国内資源開発のための投資
誘致に積極的になっている。最近では、鉱山など天然資源開発への海外
投資を呼び込むため、2008 年 6 月 27 日、地下資源法施行規定を制定す
る方針を打ち出した。
また、ロシアに対しても主にエネルギー支援獲得のために、関係を深
めている。このため、シベリア横断鉄道と朝鮮半島縦断鉄道との連結に
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期待するロシアの意向に応じて、ロシア鉄道との協議を行ってきた。8 月
11 日には、ロシア鉄道と北朝鮮鉄道省は、豆満江～羅津間 52km の 49
年間有効期限つき借用契約に合意した。
他方、対日関係においては、拉致問題や日本の重油支援未履行をめぐ
り対米関係を利用しながら日本へ揺さぶりをかけている。北朝鮮は日本
に対して、
「そもそも拉致問題は六者会合の議題ではない」、「日本だけは
拉致問題にかこつけて会談の進展を妨害しているばかりか、六者合意に
伴う自国の義務履行も拒否している」などの批判を展開してきた。しかし、
6 月 28 日の米国によるテロ支援国指定解除通告の時期とほぼ同時に、日
朝 2 国間協議が再開され、北朝鮮は拉致問題の再調査、日本は経済制裁
の一部解除に合意した。ところが、日本の福田康夫首相の辞任を受けて、
「次期内閣の対北朝鮮姿勢を見極めたい」との理由から、北朝鮮は拉致問
題再調査の一方的延期を表明した。これにより、日朝間の拉致問題は暗
礁に乗り上げたままである。北朝鮮は拉致問題を対日外交交渉の有力な
カードとして見ており、かつ 2002 年に拉致被害者を帰国させたことを失
敗と見ていると考えられるので、拉致問題の完全な解決に向けた動きを
日本側が望む速度で見せる可能性は極めて低いと思われる。なお、日本
の安全保障にとってより懸念される問題としては、やはり北朝鮮のミサ
イルおよび核の脅威が挙げられよう。
（4）体制の安定性に対する国際的懸念の高まり
金正日国防委員長の健康状態については、従来から糖尿病、心臓病、
痴呆症などの説が存在しているが、2008 年 9 月 9 日の北朝鮮建国 60 周
年記念式典で行われた閲兵式に同委員長が出席しなかったことから、同
委員長の重病説および北朝鮮の体制の安定性をめぐり国際的不安が生じ
た。各種報道によれば、同委員長は 8 月中頃に脳卒中で倒れ、中国人民
解放軍病院から 5 人の医師を招聘して 22 日に手術を行ったという。しか
し、中国共産党中央対外連絡部の劉洪才副部長は、
「（金正日国防委員長が）
倒れて寝ているようなことがあれば、北朝鮮は落ち着いていない。中国
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にはそういう（重病という）ニュースは入っていない」と述べ、重病説に
慎重な反応を示した。また、長男の金正男は 7 月末から平壌に滞在して
いたが、その後北京に戻っていることから、仮に金正日国防委員長の健
康状態に問題があったとしても、体制そのものはそれほど不安定ではな
いとの見方もある。しかし、閲兵式で行進した兵士は同委員長の命令な
しには行動できない正規軍ではなく、一般労働者や農民から組織される
労農赤衛隊や満 14 ～ 16 歳の男女から組織される青年近衛隊という民兵
組織であったことは、閲兵式の段階で金正日国防委員長に何らかの異変
があった可能性に信憑性を与える傍証となっている。ただし、
北朝鮮の
『民
主朝鮮』は、すでに 2007 年 5 月に金正日国防委員長自身が、2008 年 9
月 9 日の閲兵式を労農赤衛隊が実施する旨指示していたと述べている。
また、金正日国防委員長の重病が事実であるにせよ、同委員長の重病
説が、北朝鮮の情報工作の一環として利用された可能性を完全に排除

解説

朝鮮半島の 2012 年問題
北朝鮮は 2007 年 11 月 30 日から 12 月 1 日まで開催された「全国知識人

大会」において、「朝鮮は核実験後、国際的威信が高まっている」との認識を示すと
ともに、金日成生誕 100 周年となる「2012 年を強盛大国の大門を開く年と設定する」
ことを発表した。そして 2008 年の新年共同社説においては、2006 年の核実験に触
れることなく、国内の経済発展推進に重点を置きつつ、「2012 年に強盛大国の大門を
開く」ことを「党の決心、意志」として表明した。さらに、1 月 4 日の朝鮮中央放送
では、新年共同社説に関連して、
「2012 年に強盛大国の大門を開く」ことが「（金正日）
将軍様の確固たる意志」として報じられている。
この 2012 年という年は、米国から韓国への戦時作戦統制権移管が終了し、それに
従い韓米連合軍司令部も廃止されることが予定されている年でもある。もちろん、北
朝鮮が 2012 年を強盛大国実現の目標年としたことと、米韓が戦時作戦統制権の移管
期日を 2012 年としたことの間には、特に作為的なものはなく、偶然の一致であろう。
しかし、安全保障の観点からすれば、それはやはり注意を要する一致である。なぜな
ら、ミサイル・核開発を継続している北朝鮮が、戦時作戦統制権移管後の朝鮮半島に
おける米国の役割、韓米連合軍の能力、そして韓国の自衛能力などについてどのよう
な認識を有しているか、依然不明瞭だからである。
なお、シャープ在韓米軍司令官は、2012 年の戦時作戦統制権移管後も韓米両軍が
朝鮮半島有事に共同対処する意思を明確にしている。
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解説

米国の対北朝鮮「レッドライン」とは
従来、北朝鮮の核開発に対する米国の「レッドライン」（それを越えた場

合に、「重大な結果をもたらす」懲罰・制裁措置が発動される、許容の限界線を意味
する）は核実験とされてきた。2006 年 10 月の核実験実施発表を受け、米国は国連
安全保障理事会決議を通じて経済制裁を北朝鮮に課したが、国連憲章第 7 章の武力制
裁は適用しなかった。では、北朝鮮の核開発が米国による軍事的制裁を誘発する「レッ
ドライン」は何であろうか。理論的には 2 つのケースが想定できる。
第 1 は、北朝鮮が核弾頭を中距離弾道ミサイル（ノドン）に搭載する能力を獲得し、
同ミサイルの照準を在日米軍基地に合わせることが明らかになった場合である。
第 2 は、北朝鮮が核弾頭を米国領土に到達可能な大陸間弾道ミサイル（テポドン 2
号）に搭載する能力を獲得し、同ミサイルの照準を米領土に合わせることが明らかに
なった場合である。なお、最近は米国の「レッドライン」は北朝鮮による核拡散では
ないかとの見方もある。
米国が「レッドライン」を公式文書で明らかにしたことはないが、第 1 のケース
については、2007 年および 2008 年版の米国国家情報官報告「脅威評価」において、
そうした懸念が示唆されている。他方、第 2 のケースについては、2001 年 12 月発
表の「国家情報評価」、2003 年 2 月 12 日の下院軍事委員会でのローウェル ･ ジャコビー
米国防情報局長官とジョージ ･ テネット CIA 長官の合同証言などでそうした懸念が
指摘されている。
こうした脅威を実質化する要素は、北朝鮮の核兵器の小型化とミサイル飛翔距離お
よび精度である。核兵器小型化にはさらなる核実験が必要なため、今後北朝鮮が核実
験を再開する可能性は排除できない。ただし、北朝鮮が友好国の核実験データを利用
する場合は、その限りではない。また、ミサイル飛翔距離および精度の向上について
も、北朝鮮は今後さらなる実験を行う可能性がある。
なお、上に示した 2 つのケースについて、日本の安全保障にとって直接的な脅威は
第 1 のケースに属するが、2006 年 10 月の北朝鮮の核実験実施発表後、コンドリーザ・
ライス米国務長官は拡大抑止による日本防衛へのコミットメントを再表明した。こう
したコミットメントの蓄積は、日米同盟の絆を強化する上で極めて重要である。
また、94 年のいわゆる第 1 次朝鮮半島核危機の際、北朝鮮の核施設に対する限定
的爆撃には慎重な態度を示したウィリアム・ペリー元米国防長官・北朝鮮政策調整官
およびアシュトン・カーター元米国防次官補が、2006 年 6 月に北朝鮮がミサイル発
射実験の準備を推進する中、
『ワシントンポスト』上で「必要なら、攻撃して破壊すべし」
と題する論文を発表し注目を集めた。しかし、ブッシュ政権が北朝鮮に対する強硬ア
プローチから現在の柔軟アプローチへと転換して寧辺核施設無能力化に焦点を当てる
交渉に乗り出してからは、ペリー元長官も限定的武力行使よりも米国国務省主導の現
行の政策に対する支持を表明している。
なお、北朝鮮にとっての「レッドライン」については、北朝鮮は第 1 次朝鮮半島

80

第3章

朝鮮半島――北朝鮮非核化の停滞と米韓同盟の再強化

核危機以来、「国連による経済制裁を戦争と見なす」、「ソウルを火の海にする」と述
べ、国連安保理による経済制裁を対韓国武力行使の「レッドライン」としていたが、
2006 年の核実験実施発表後に国連安保理による経済制裁決議が採択されても、実際
はその発言を実行しなかった。

することはできない。核検証措置をめぐり米国のさらなる柔軟な態度を
引き出すために、北朝鮮の体制の安定を望む米国と、中朝国境付近の新
たなミサイル基地への米国による空爆を懸念する中国を揺さぶることを
狙った、という見方もできるからである。
米韓の朝鮮半島有事への対応については、シャープ在韓米軍司令官
は、10 月 8 日の記者会見で、8 月に実施された韓米連合軍共同演習「乙
支フリーダム・ガーディアン」において「2012 年 4 月の戦時作戦統
制権移管後も米韓が共同で朝鮮半島有事に対応できることが示された」
と述べた。
また、ロバート・ゲイツ米国防長官と李相熹・韓国国防部長官は、10
月 17 日の第 40 回安全保障協議後の共同記者会見において、金正日国防
委員長が依然として政権を掌握しているとの評価で一致していることを
明らかにするとともに、米国が韓国に対して引き続き「核の傘を伸張」し、
先の米韓首脳会談で合意されたとおり 2 万 8,500 人の在韓米軍が維持さ
れることを再確認した。
（5）今後の日本の課題
日本の主な課題としては、拉致、核、ミサイル問題への対処の調整、
そして特に米国や韓国との政策調整が挙げられる。すなわち、「日朝平壌
宣言」がすでに六者会合の合意の一部を成すとの前提を再強調しつつ、
六者会合の枠組みにおいても米国とともにミサイル問題のより本格的な
検討を提案できるよう、米国に対して積極的に働きかける必要があろう。
しかし、六者会合は基本的には核問題への対処が中心である。日本と
しては、六者会合とは別に、従来の日米韓 3 カ国政策調整グループを強
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化するか、あるいは新たな安全保障協力の枠組みの構築について検討す
る余地はあろう。
なお、今後の北朝鮮の体制については、現体制継続、血族内紛争、集
団指導体制、あるいは体制内権力闘争（保守派対改革派の闘争や人民軍
対外交・経済担当部署の闘争）などの可能性が指摘されているが、こう
した北朝鮮の体制変動がもたらす影響の中で、日本にとって直接的なも
のの一つは北朝鮮からの避難民流出であろう。すでに、そうした事態に
関連したシナリオ研究が日本政府内で行われたと 2007 年 1 月に報道さ
れたが、それによれば、流出民数は 10 万～ 15 万人に上り、その際日本
の安全保障上特に懸念されるものとして偽装難民が挙げられている。ま
た、ビクター・チャ元米国家安全保障会議（NSC）東アジア部長は、北
朝鮮体制崩壊後の不測の事態に備えるべく、まず米韓で対応策を協議し、
その後日本を含めて避難民対策や追加的後方支援について協議すべきだ
と提言している。
さらに、2008 年 1 月に米国の著名な民間シンクタンクである戦略国際

解説

金正日継承問題
現在の金正日体制後、誰が北朝鮮の政権を継承するのか。これは各国政府

および内外の専門家が注視してきた問題である。
2008 年 6 月 28 日付『労働新聞』掲載の「政論：パルチザン物語は永遠ならん」には、
金正日国防委員長の後継者が同委員長の「血筋」でなければならないことを示唆する
記述がある。また。8 月 11 日付同新聞掲載の「人民大衆中心の社会主義祖国を建設
した偉大な金日成同志の業績は万代に輝く」と題する記事では、後継者は先軍政治を
継承することが「正統」であることを示唆している。
金正日国防委員長の後継者が同委員長の子息たちでない場合、2007 年政治的復活
を遂げたと言われる張成沢・朝鮮労働党中央委員会部長が後継者となる可能性も指摘
されている。
他方、特定の指導者が存在しない場合、人民軍・国防委員会と労働党による何らか
の集団指導体制となる可能性もある。そうした集団指導体制は、通常保守的な性格が
強くなると考えられる。しかし、こうした集団指導体制は長く続かず、いずれ内部対
立が深刻化するという観測もある。そうした事態が生じれば、北朝鮮の体制はより不
安定なものとなろう。
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問題研究所（CSIS）から出版された報告書によれば、中国人民解放軍の
内部には、北朝鮮の秩序が不安定化した場合、救難を含む人道的任務の
ほか、核施設や核物質の安全確保のために部隊を派遣し事態収拾に当た
るべきとの見解が存在する。また同報告書によれば、中国人民解放軍内
の研究者の一部は、核兵器や核物質の安全確保という共通目的のために、
米国と正式に協議することを支持している。
日本としては、少なくとも避難民対策に関する検討により注力する必
要があると思われる。

3

韓国――経済と対米関係の修復を目指す保守政権

（1）新政権にデモの洗礼
2008 年 2 月 25 日、李明博大統領が就任した。韓国経済の建て直しを
期待され、10 年ぶりに選ばれた保守派政権であったが、発足直後から支
持率低落に直面した。
2007 年 12 月の大統領選挙で保守派野党ハンナラ党の李明博候補は得
票率 48.7%を得て、進歩派で盧武鉉大統領の閣僚を務めた鄭東泳候補（同
26.1%）を破った。李明博候補の勝利は、盧武鉉大統領の「失政」のお
かげという声も多かった。国民は、盧武鉉政権下で所得格差の拡大や若
年層の就職難といった経済・社会問題が悪化したと感じており、企業人
出身でソウル市長も務めた李明博候補の経営手腕に期待をかけたので
あった。
2008 年 4 月には、国会議員総選挙が行われ、李明博大統領のハンナラ
党が当初の予想よりは苦戦したものの、全 299 議席のうち 153 議席を獲
得し、過半数を制した。一方、盧武鉉前大統領の与党の流れをくむ統合
民主党（7 月、民主党に改称）は、大統領候補であった鄭東泳が落選する
などして、81 議席にとどまった。韓国の大統領の任期は 5 年、国会議員
（一院制）のそれは解散なしの 4 年なので、李明博は国政を安定的に運営
できる基盤を得たことになる。
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しかし、時をほぼ同じくして、李明博大統領の前には国民からの低い
支持や反発という難関が立ちふさがった。『朝鮮日報』によると、支持率
は就任直後の約 50%から下がり始め、5 月末には 21.2%に至った。
5 ～ 6 月には、
李明博政権による米国産牛肉輸入再開の決定に、インター
ネット上の世論が猛反発したことに端を発する大規模な反李明博集会が
ソウルを中心に繰り返された。総選挙後の国会でも、野党の対政府攻勢
が強く、審議が正常に行われない期間が何度かあった。
李明博大統領は、大統領選挙において、年率 7%の経済成長を公約して
いたが、折からの世界的金融危機もあり、実現するのは困難となっている。
実質経済成長率は 2007 年の 5%から 2008 年の 2.5%を経て、2009 年は
マイナス 2%程度に下がるとの予想も出されている。
反李明博運動の高まりや経済低迷に直面した李明博大統領は、国民へ
の謝罪を行い、自らの政策を謙虚に見直すことを幾度となく表明した。
根拠の薄い情報が、インターネットを駆けめぐり、それが時として国民
の反政府感情に火をつける韓国社会だけに、政権と社会との摩擦は今後
とも繰り返される可能性がある。国民からの評価は、大統領任期中に複
数回行われるであろう国会補欠選挙などでも示されていくだろう。
（2）未来志向の米韓同盟
李明博政権は、その対外・対北朝鮮政策において、米国との同盟関係
強化を最重視する一方、北朝鮮に対しては非核化や人道状況の改善を明
確に求めた。これは、盧武鉉前大統領が北朝鮮との関係改善に重点を置
くあまり、
「非核化」といった原則や米韓同盟関係をおろそかにした、と
いう李明博大統領やその支持者たちの認識を反映したものであった。李
明博政権は 10 年ぶりの保守政権ということもあって、善し悪しはともか
く、前政権の政策を否定しようとする傾向が強かった。
確かに韓国における反米感情の盛り上がりの中で登場した盧武鉉大統
領は、韓国の安全保障における米国の役割を低下させようとしている、
と理解されかねない政策を提示したり、発言を行った。「協力的自主国防」
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というスローガンや戦時作戦統制権の移管の提案、韓国が北東アジアの
平和を維持するためのバランサーの役割を果たす、という構想（東北ア
ジア均衡者論）の提示、北朝鮮における「急変事態」に備える米韓連合
作戦計画の策定の拒絶などがその例である。また北朝鮮に関する政策や
脅威認識でも、米韓間の違いが目立った。盧武鉉大統領は北朝鮮の立場
を理解するような発言をしばしば行い、ブッシュ大統領にもそうした考
え方を共有するよう迫ったりもした。
こうした言動が、ブッシュ政権の感情を害し、当時の米韓関係は円滑
さを欠いていたと言われた。とはいえ盧武鉉政権期には、韓国軍のイラ
ク派兵、在韓米軍の再編や同軍基地の移転・集約、それに米韓自由貿易
協定（FTA）の署名といった米韓関係を強化する動きがあったことも事
実である。
李明博大統領は 2008 年 4 月 15 ～ 19 日、初の外遊先として米国を訪
問し、ブッシュ大統領と会談した。以後、両大統領は 7 月には北海道洞
爺湖で、8 月にはソウルでと会談を重ねた。これらの会談を通して、李明
博・ブッシュ両大統領は、米韓同盟を「戦略的で未来志向的な構造に発展」
させていくことで合意した。そして、同盟が「地域およびグローバルな
次元の平和と繁栄にも寄与」すべきことをうたった。米韓同盟の役割が
もはや北朝鮮の抑止・対処だけにとどまらなくなったことを、米韓双方
が認め合ったことになる。
これ以外にも、李明博大統領は、米国内での牛海綿状脳症（BSE）の
発生を理由に 2003 年以来禁止してきた米国産牛肉の輸入再開にも踏み切
るなど、米国側の期待に応える姿勢を示した。一方、ブッシュ大統領も、
李明博大統領への配慮を示した。韓国の大統領としては初めて大統領山
荘キャンプ・デービッドに招いたこと、韓国内での牛肉デモの過熱化で
韓国政府が苦境に陥ると、牛肉貿易に関する追加交渉に応じたこと、こ
れまで削減を続けてきた在韓米軍の兵員数を現水準（2 万 8,500 人）で
維持すると約束したことなどである。米国政府地名委員会がリャンクー
ル岩礁、すなわち竹島の帰属先を従前の「韓国または大洋」から「未指
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定地域」に変更したのを、ブッシュ大統領のソウル訪問直前に、再び「韓
国または大洋」に戻させたことなども、そうした配慮の一環と考えられる。
このように互いに対する配慮から始まった李明博時代の米韓関係であ
るが、今後は「グローバル」な次元での韓国の寄与をめぐって、双方の
考えのずれが生じる可能性もある。例えば、アフガニスタン安定化への
取り組みについてである。米国政府の少なくとも一部には韓国軍の再派
遣に期待があるようである。これに対して、韓国政府は、アフガニスタ
ン派兵の可能性を繰り返し否定している。韓国政府はアフガニスタンに
おいて医療などの支援活動は行っているが、軍の再派遣については国民
の支持を得られない、という判断があるものと思われる。
（3）日中露との関係強化
李明博大統領は対米関係に次いで日本、中国、ロシアとの関係を重視
する考えを示した。米国にこれら周辺 3 カ国を加えた「四強」が、朝鮮
半島情勢に影響を与えているとの、韓国人の伝統的な発想に基づくもの
と言える。言うまでもなく、これら四強は、北朝鮮の核問題解決のため
の六者会合の参加国でもある。また韓国経済の再生を図りたい李明博大
統領にとって欠かすことのできない通商パートナーである。
日本との政治的関係は、盧武鉉政権期において対米関係以上にぎくしゃ
くした面があった。盧武鉉大統領は任期後半になってから、歴史認識や
竹島の問題をめぐり激しい日本非難を行うようになり、日本の首相との
交流の機会を激減させた。盧武鉉政権下では、それ以前には盛んに行わ
れた日米韓 3 カ国による対北朝鮮政策調整も立ち消えになった。
前政権期に行き詰まった日韓関係の改善に、李明博大統領は強い意欲と
自信を抱いていた。その象徴として、
日本側も望んできた首脳同士の
「シャ
トル外交」を復活させた。2008 年 2 月には福田首相がソウルを、4 月に
は李明博大統領が東京をそれぞれ訪問した。7 月 8 ～ 9 日には李明博大統
領が北海道洞爺湖サミットに参加するため再び日本を訪れた。両首脳は、
日韓両国が歴史を直視し、未来に対するビジョンを持ち、国際社会に共に
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寄与していくことで合意した。北朝鮮政策については、福田首相が李明博
大統領の「非核・開放・3000」政策（後述）への支持を表明するとともに、
日米韓 3 カ国が協力していくことを確認しあった。北朝鮮核問題の節目
ごとに 3 カ国の高官は再び顔をそろえるようになった。
ところが、7 月 14 日に日本の文部科学省が、竹島が日本の領土である
という趣旨を含む、新たな『中学校学習指導要領解説』を作成したのをきっ
かけに、韓国側は再び日本批判を行うようになった。
そもそも日本政府は、竹島が日本固有の領土であるという立場をとっ
ており、そのことを義務教育で教えるべき事項として明確化したことは
当然なことと言える。また今回出された解説は、「我が国と韓国の間に竹
島をめぐって主張に相違がある」とも述べている。加えて日本政府は、
竹島問題について、平和的に解決する、日韓両国はこの問題での立場の
違いを認めつつも、地域の平和と繁栄の問題などで協力すべきである、
という方針を堅持している。
一方、李明博大統領は、福田首相との間で「未来志向的な韓日関係を
築いていこう」と合意した矢先のこの出来事に「深い失望と遺憾の意」
を表明するとともに、韓国政府に「断固として厳重に対応するように」
と指示した。韓国外交通商部は日本側に解説書の速やかな是正を求める
とともに、権哲賢駐日大使を一時帰国させた。李明博大統領自身も、9 月
下旬に日本で開催予定であった日中韓 3 カ国首脳会談に出席すべきかど
うかで迷っていると伝えられた。
7 月 30 日には、海空軍・海洋警察庁が合同で竹島の防御を目的とした
訓練を実施した。韓国政府は、この訓練についてもともと予定していた
ものとしているが、同月 24 日に「拡大実施」することを決定した。韓国
各紙の報道によると、その内容は、海軍艦艇 6 隻と海洋警察庁の艦艇 2 隻、
それに航空機 4 機が参加し、竹島に近づこうとする不審船を退去させる
ものであった。こうした訓練は従来も毎年行われてきたが、これまでは
日本との外交関係を配慮して、非公開で行われてきたという。同様の訓
練は 12 月にも実施されたと報じられた。
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韓国のマスメディアや国民も日本に対して怒りを示した。しかし、そ
れは「牛肉デモ」のような大規模な行動には発展しなかった。
李明博大統領は、8 月 15 日の光復節（日本の植民地統治からの解放を
記念する日）兼建国 60 周年記念演説で、竹島には直接言及せず、日本に
対して「不幸だった過去を現在のことによみがえらせる愚を決して犯し
てはなりません」と呼びかけた。また国民に対しては、韓国が「富強な
国」になれば、
「領土が不当に狙われることもなくなる」と自らの努力が
必要なことを訴えた。さらに 9 月 9 日のテレビでの「国民との対話」で
は、竹島問題について「静かで、極めて強力で実質的な対策」を実行し
ていくとした。その背景には、この問題で騒げば騒ぐほど、国際社会が「紛
争地域」として認識することになり、それは日本を利することになると
いう計算があったとも言われている。ともすれば感情的対応をみせた盧
武鉉前大統領に比べれば、冷静で理知的な対応であったと言える。
この間も北朝鮮の核問題をめぐる日米韓 3 カ国協力は継続した。また、
韓国政府および国軍創立 60 周年を記念して 10 月に釜山で実施された国
際観艦式には、海上自衛隊の艦艇 2 隻が参加した。
さらに 10 月 24 日、李明博大統領は日本の麻生太郎首相と北京で会談
を持ち、首脳同士のシャトル外交を「継続」することで合意した。その
後も両者は 12 月に福岡、2009 年 1 月にソウルなどで首脳会談を行った。
日韓間では、年間 500 万人近い両国民が行き来している。一部の問題
でのいがみ合いは残されているものの、それほどまでに経済、観光、文
化などの結びつきは堅固なものになっている。
中国、ロシアとの間でも、李明博大統領は積極的な首脳外交を行った。
李明博大統領は 5 月 27 ～ 30 日に北京などを訪れ、また 8 月の北京オリ
ンピック開会式にも出席した。8 月 25 ～ 26 日には中国の胡錦濤国家主席
がソウルを訪問した。これらを通じて、両首脳は中韓関係を「戦略的協力
同伴者関係」
（戦略的パートナーシップ）とすること、朝鮮半島と北東ア
ジアの平和と安定のために協力しあうこと、日中韓 3 カ国協力を重視する
こと、などで合意した。両国間には海洋境界画定問題が残っていることも
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確認された。なお、日中韓首脳会議は 2008 年 12 月、福岡で実現した。
韓国側が戦略的パートナーシップに込めた目的の一つは、中国との軍
事的信頼醸成を進めることにあった。中国に北朝鮮との「友好協力相互
援助条約」関係、特に軍事関係を相対化させることということもできる。
92 年の中韓国交樹立以後も、中国は北朝鮮の立場に配慮して、中韓軍事
交流に韓国よりは慎重な姿勢を保ってきたが、2008 年 11 月になると韓
国海空軍との直通回線（ホットライン）開設にようやく応じた。韓国側
の目的は一歩前進したと言える。
一方、中国側には韓国との戦略的パートナーシップ構築によって、米
韓同盟の強化を牽制する狙いがあったとみられる。そうだとすれば、李
明博政権の対米関係強化の努力が、中国側の姿勢変化を引き出したとい
うこともできよう。
9 月 28 ～ 30 日には、李明博大統領がロシアを訪れ、メドヴェージェ
フ大統領やプーチン首相と会談した。韓国はロシアとの関係も「戦略的
協力同伴者関係」（戦略的パートナーシップ）と位置付けることになっ
た。韓国にとっては、ロシアが北朝鮮との経済関係緊密化を図っている
だけでなく、六者会合の「北東アジアの平和および安全のメカニズム」
作業部会の議長国として、同地域の秩序形成に意欲を見せつつあること
から、同国との関係強化が以前にもまして重要な課題となっていたと言
えよう。
両国は宇宙の平和利用で協力していくことや、ロシアから韓国に天然
ガスをパイプラインで供給することでも合意した。これは韓国ガス公社
とロシアのガスプロムの間の了解覚書の形をとった。李明博大統領は、
朝鮮半島縦断鉄道とシベリア横断鉄道の連結にも大きな期待を示した。
ガスパイプラインも鉄道も北朝鮮を経由することから、これらが実現す
れば、北朝鮮にとっても経済的な利益となり、朝鮮半島の緊張緩和に大
いに役立つ、という構想である。なお、李大統領の「非核・開放・3000」
構想に従えば、北朝鮮におけるパイプラインや鉄道の建設が韓国などの
支援によって始まるのは、北朝鮮の非核化が本格化してから、というこ
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とになろう。
（4）停滞する対北朝鮮関係
李明博大統領は、北朝鮮が非核化に応じ、閉鎖から開放に転じれば、
大規模な経済支援を行うとする「非核・開放・3000」構想を打ち出した。
これは、北朝鮮の輸出企業育成やソウル・新義州間の高速道路建設といっ
たさまざまなプロジェクトによって、北朝鮮の 1 人当たりの国民所得を
現在の 500 ドル（推定）から 10 年間で 3,000 ドルに引き上げるという
目標を含むものであった。
その一方で、李明博大統領は当初、金大中・盧武鉉両大統領が金正日
国防委員長と結んだ 2002 年の「6・15 共同宣言」や 2007 年の「10・4
首脳宣言」に言及しなかった。もっとも、これらの大統領の対北朝鮮政
策の成果と言える、金剛山観光と開城工業団地の両事業は続行した。
こうした李明博大統領の姿勢の背景には、李明博大統領と彼の補佐役
たちが、金大中・盧武鉉両政権の対北朝鮮政策について、北朝鮮に与え
るばかりで、韓国が得るものが少なかった、と評価していたことがあっ
た。韓国国民の間でも、北朝鮮を無条件に支援することに反対する声が
多かった。
北朝鮮当局は当初、李明博政権に対して、沈黙を守っていた。しかし、
3 月 24 日には北朝鮮内で韓国が運営する開城工業団地から韓国政府関
係者を追い出し（生産活動は継続）、李政権に対する対決的な姿勢を明
確にした。さらに李明博大統領を初めて名指しして非難し、その「非核・
開放・3000」構想を「北南関係を破局へと追い込む反統一宣言」と呼
んだ。また「正義と平和の盾である核の抑止力を、誰かが一方的に手
放せと言ったからといって素直に手放すわれわれでない」とも強弁し
た。北朝鮮当局は、例年行ってきた韓国に対する肥料・食糧支援の要
請も行わなかった。
こうした非難開始の直接の引き金になったものとしては、韓国政府が
国連の場で北朝鮮の人権問題を取り上げたこと、金夏中・統一部長官が
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核問題の進展なしには開城工業団地の拡大は難しいと発言したこと、金
泰栄・合同参謀議長が国会の人事聴聞会で北朝鮮が核兵器を使用する前
に攻撃することが必要とする答弁を行ったことなどが考えられる。なお
合同参謀本部は、そのような発言はなかったと否定している。
7 月 11 日には、北朝鮮の金剛山で、北朝鮮兵士が韓国人観光客を射殺
するという事件が起こった。これが北朝鮮の言うとおり偶発的な事件な
のか、あるいは何らかの意図を持って起こした事件なのかは不明である。
いずれにしても、韓国側は真相究明のための南北合同調査がなされて再
発防止策が立てられるまでは、観光を停止することを決め、一方、北朝
鮮側は合同調査を拒否した。
金剛山観光客射殺事件に象徴される南北関係の停滞の一方で、李明博
大統領はこれを打開すべく、当初の「非核化」条件を緩和しつつあった。
4 月の訪米に際して、李明博大統領は、①非核化の進展に合わせて段階
的に北朝鮮を支援、②経済的な妥当性、③韓国の財政的な負担能力、④
韓国の国民的な合意、という対北経済協力 4 大原則を明らかにし、「完全
な非核化」以前にも支援を行う方針を示した。また金剛山事件と同じ日、
李明博大統領は、韓国国会で北朝鮮に対話の再開を呼びかけたが、その
際、
「6・15 共同宣言」や「10・4 首脳宣言」の履行問題に触れ、盧武鉉
時代などに約束された大型プロジェクトについて協議する用意があるこ
とを示した。さらに 8 月 15 日の光復節演説では、南北関係で「相生（共
生）
・共栄」を目指すとしつつ、ブッシュ大統領との会談で、米韓や国際
金融機関が北朝鮮を支援するアイデアを話したことにわざわざ言及した。
北朝鮮側はこれらに肯定的な反応を見せなかった。
李明博政権は六者会合の枠組みの下での南北間の接触を続け、北朝鮮
もこれに応じた。李明博政権も、前政権同様、六者会合の継続を重視し
ている。10 月に米国政府が北朝鮮に対するテロ支援国指定を解除すると、
これを六者会合を正常化させるものとして評価した。
10 月 2 日には、北朝鮮側からの提案を受ける形で、板門店で実務者レ
ベルの南北軍事協議が行われた。李明博政権発足後、初の南北公式協議
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であった。具体的な成果はなかったが、この協議を通じて、北朝鮮当局
が韓国などの民間団体が風船を使って北朝鮮内に散布している金正日体
制を批判するビラに極めて神経質になっていることが判明した。
11 月 16 日、ワシントンで李明博大統領は、核のない北朝鮮との平和
的共存を当面の目標としつつも、究極的には「自由民主主義体制での統一」
を目指すと語った。このことや「非核・開放・3000」を含めた李明博大
統領の北朝鮮に対する言動や構想を、北朝鮮当局は「反共和国対決策動」
であり、
「6・15 共同宣言」や「10・4 首脳宣言」を「全面的に否定」す
るものと非難した。そして 12 月 1 日から韓国からの人や物資が道路や鉄
道を使って北朝鮮と行き来することをほぼ全面的に「遮断」した（開城
工業団地は部分操業を継続）。
このように北朝鮮との政治的・経済的関係が停滞する中で、2007 年
10 月に盧武鉉大統領が、金正日国防委員長との間で約束した新規の大型
経済協力プロジェクトは棚ざらしになっている。双方が主張する海上境
界線が錯綜する黄海を、共同開発することによって「平和の海」に変え
ようという「西海平和協力特別地帯」や北朝鮮の安辺・南浦における造
船協力団地などがその代表例である。
（5）国防分野での見直し
李明博大統領とその陣営は、選挙期間中から、国防分野においても盧
武鉉政権の諸政策を再検討することを主張してきた。2008 年 10 月 1 日
の「国軍の日」演説で、李明博大統領は韓国軍が「先進精鋭の強軍とし
て生まれかわらなければならない」と訴えたが、この発言の裏には進歩
派政権期に「親北」政策が進められた結果、韓国軍の脅威認識がいささ
かあいまいになっていた、という認識があるものと考えられる。
盧武鉉前政権は、北朝鮮側の感情に配慮して、従来『国防白書』にあっ
た北朝鮮を「主敵」とする表現を取りやめていた。これに対して、李明
博政権発足後の 2008 年 3 月、国防部は北朝鮮の軍事力について「実体
的な脅威」との表現を使い、
「主敵」という言葉こそ使わなかったものの、
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北朝鮮に対する脅威認識を明確にした。
李明博大統領とその支持者たちが、選挙期間中から見直しを提案ある
いは示唆してきたものとしては、「国防改革 2020」計画や戦時作戦統制
権移管の時期がある。「国防改革 2020」は、盧武鉉政権が 2005 年 9 月
に公表したものであった。2020 年までに陸軍を当時の 10 個軍団 54.8
万人から 6 個軍団 37.1 万人に減らす一方、海軍の兵力は 6.8 万人（3 個
艦隊司令部、1 個潜水艦戦団、1 個航空戦団、2 個海兵師団）から 6.4 万
人に削減するにとどめられ（編成は 3 個艦隊司令部、1 個潜水艦司令部、1
個航空司令部、1 個機動戦団、2 個海兵師団に拡充）、空軍は 6.5 万人を
維持（戦闘司令部を 1 個から 2 個に増設）することにしていた。陸軍を
中心に兵員数を縮小しつつも、三軍の装備近代化を加速することにより、
韓国軍総体としての戦力を維持・強化しようとするものであった。
李明博陣営は、
「国防改革 2020」は予算上無理がある、兵員削減は対
北朝鮮抑止力の弱化につながる、北朝鮮の核実験という新たな状況を反
映していない、などとしたが、大票田であり、陸軍削減に反対していた
在郷軍人への配慮もあったものと考えられる。正式就任後の李明博大統
領は、同計画を全面的に再検討するのではなく、これを「補完」する方
針に転じた。
11 月 24 日になって、国防部は「国防改革 2020」の修正案を一部公表
した。それによると、韓国軍全体の兵員数は 2006 年時点の 68 万人から
2020 年には 50 万人まで縮小される（軍種別の削減目標は公表されず）。
ただし北朝鮮軍に対する抑止力の確保を兵員削減や部隊改編より優先す
べきとの方針を明示し、削減の規模や時期などについては調整の可能性
を残した。
合同軍司令官が指揮する各軍の戦闘部隊についてみると、陸軍では軍
団数の目標が「国防改革 2020」の 6 個から 7 個（地域軍団 5 個、機動軍
団 2 個）に変更された。軍団 1 個分は、ソウルの防衛を担っている首都
防衛司令部を地域軍団に改編するものと説明されている（図 3-1 参照）。
海軍自体の編成案は、「国防改革 2020」と変わらない。朝鮮半島全海
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域を監視し、打撃を加えうる能力の保有を目標としている。ただし海兵
隊については、2 個師団隷下に航空大隊各 1 個が新設されるとともに、
海兵隊司令部直轄部隊として情報団、通信団が設置されることになった。
ヘリコプターを使った機動・上陸能力、それにネットワーク中心戦闘の
能力を備えることが目指されていると言える。
空軍は「国防改革 2020」のとおり、現行の南部戦闘司令部（2003 年、
大邱に設置）に加え、北部戦闘司令部（烏山に置かれる見込み）を創設し、
朝鮮半島全地域を精密攻撃できる能力を持つことを目指している。今回
の修正案では、戦術航空統制部隊の新設が加わった。この部隊は、従来、
米軍が担当してきた友軍地上部隊に対する近接航空支援の統制を行うも
ので、その創設は戦時作戦統制権移管に伴うものと言える。
以上のような修正案は、12 月中にも完成され、正式発表される予定と
されていた。しかし、同月下旬には、世界的金融危機のため、財源の確
保が難しく、
さらなる修正が必要になったとして、完成時期が 2009 年 5 ～
6 月になることが明らかになった。
戦時作戦統制権の移管について、発足後の李明博政権は、前政権の方
図 3-1

韓国陸軍主要戦闘部隊の構造改編案
第1軍（3個軍団）
第3軍（5個軍団）

地上作戦司令部
（5個軍団、
2個機動軍団）

第2作戦司令部

第2作戦司令部

首都防衛司令部
特殊戦司令部

特殊戦司令部

航空作戦司令部

航空司令部

誘導弾司令部

誘導弾司令部

（注）各部隊の移行関係については推定を含む。
（出所）韓国国防部資料および『国防日報』2008 年 11 月 25 日付などより作成。
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針通り 2012 年 4 月 17 日に実施するとの立場を明白にし、2008 年 6 月
3 日にはソウルで李相憙・韓国国防部長官とロバート・ゲイツ米国防長官
がその方針を確認し合った。ここでいう戦時作戦統制権とは、朝鮮半島
有事における韓国軍戦闘部隊に対するものであり、現行では米陸軍大将
である韓米連合軍司令部（CFC）司令官（国連軍司令官、在韓米軍司令
官を兼ねる）が有している。その韓国側への移管については、盧武鉉大
統領の自主国防実現に対する強い念願を受け、交渉が本格化し、2012 年
4 月 17 日に移管するという両国の合意が 2007 年 2 月に成立していた。
しかし、大統領選挙期間中、李明博候補の有力支持者である退役将官た
ちの間では、韓国軍の能力の点で時期尚早とし、反対する声が強かった。
李明博候補自身も、移管時期の延期に含みを持たせていた。
戦時作戦統制権移管が実現すれば、現行の CFC は解体される。その後
の米韓両軍の姿が徐々に明らかになりつつあるが、具体的には韓国軍に
は「合同軍司令部」（韓国語で「合同」は軍種の「統合」の意味）が、米
軍には「米韓国司令部」（仮称。「米軍の韓国における司令部」を意味）
図 3-2

戦時作戦統制権移管後の米韓部隊間の指揮・調整関係
韓国大統領
国防部長官

陸・海・空軍参謀総長

指揮

作戦支援
関連協議

指揮（作戦を除く）

陸・海・空各軍需司令部

支援

合同参謀議長
合同軍司令官

調整

作戦指揮

韓国軍戦闘部隊

米韓国司令官

作戦指揮

調整

米軍戦闘部隊

（注）米韓間の調整機構として「軍事協調本部」の設置が検討されている。
（出所）韓国国防部資料などより作成。
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が別個に設置され、それぞれの戦闘部隊を指揮する予定である。韓国側
の合同軍司令部の司令官は、合同参謀議長が兼ねる模様である（図 3-2
参照）
。そうした 2012 年 4 月以降の新体制を試験するため、2008 年 8
月 18 ～ 22 日には、韓国において米韓両国は「乙支フリーダム・ガーディ
アン」演習を実施した。両国は 2012 年 3 月までこうした演習を重ねて
問題点の発見・修正に努める方針である。
米国は在韓米軍の兵員数の削減を続けてきており、2008 年末には 2 万
5,000 人とする計画であったが、同年 4 月の李明博大統領の訪米時にブッ
シュ大統領が現水準（2 万 8,500 人）を維持することを約束した。ただし、
その際には残留が予定されていた AH-64D アパッチ・ロングボウ攻撃ヘ
リ 2 個大隊のうち、1 個大隊（24 機とされる）が 2009 年 3 月に米国本
土に撤収することが 2008 年 11 年に決まった 。入れ替わりに A-10 攻撃
機 12 機および MH-53 掃海ヘリ 2 機などが韓国に配備されるとされ、そ
れによりアパッチ以上の攻撃力を韓国に提供でき、かつ兵員数に関する
約束を守ると米軍は発表していた。ただし 2009 年 1 月になり、A-10 攻
撃機に不具合が見つかったため、同機に代えて F-16 戦闘機 12 機が韓国
に送られることになった。
アパッチ 1 個大隊の撤収は、短期的にはアフガニスタンなどでの必要
性の高まりに応じた動きであろうが、長期的には韓国における米軍の構
成を陸軍中心から海空軍中心に変えていこうという米国側の構想に沿っ
たものとみることもできよう。
やはり盧武鉉政権期に約束された在韓米軍司令部のソウルから平沢へ
の移転は、2012 年に行われることになっている（ソウル北方に点在する
米軍基地も集約され、平沢への移転を予定）。ただし工事の遅れや韓国側
も分担する必要がある総経費のふくらみなどの問題も抱えている。金融
危機による米国側の予算不足もあり、平沢への移転は 2014 年頃になると
の見通しも報じられている
李明博・ブッシュ両首脳間で米韓同盟のグローバルな役割が確認され
たところであるが、その一端として、米国政府の少なくとも一部には、
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韓国軍のアフガニスタン再派遣
を望む意見があるようである。
韓 国 は 2007 年 12 月、 医 療 活
動などを行っていたアフガニス
タンから、2008 年 12 月には復
興支援に当たっていたイラクか
らそれぞれ軍部隊を引き揚げた
ところである。これら部隊の派
遣に際しても、国内では反対論
や非戦闘任務に徹すべきとの意
見が強かった。李明博政権としては、アフガニスタンへの部隊の再派遣
には慎重にならざるを得ないと言えよう。ただし韓国政府は、国力に相
応した、戦闘を主目的としない国際協力には前向きである。レバノンの
国連平和維持部隊に参加しているほか（2007 年 7 月から。350 人規模）、
ソマリア沖の海賊対策に艦艇の派遣を検討している。こうした韓国の国
際貢献問題を含め、李明博政権はオバマ新政権との間で、米韓同盟の「未
来ビジョン」について検討していくことになる。
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解説

韓国

着実に進む装備の近代化

ここ数年、装備の近代化が急速に進む韓国軍であるが、2008 年にも着実

な進展があった。陸軍では、国産の歩兵戦闘車 K-21 が量産に入ったほか、開発中の
次期主力戦車 K-2（黒豹）が 10 月の「国軍の日」パレードに登場した。これらの車
両はネットワークで連接されるという。また空中炸裂弾の発射も可能な K-11 小銃も
生産が進み、2010 年から実戦配備の予定とされる。陸軍などで使用されるものとみ
られる「機動（汎用）ヘリ」（KUH）の国内開発も進められている。
海軍では、9 月にミサイル駆逐艦・崔瑩が就役した。2003 年から就役を開始した
忠武公李舜臣級（KDX-2、4,500t）の最終艦（6 番艦）となる。2008 年 12 月には
イージスシステムを搭載する駆逐艦（KDX-3、7,600t）の 1 番艦・世宗大王が就役し、
11 月には同級の 2 番艦・栗谷李珥が進水した。現在、3 番艦も建造中である。
潜水艦としては、
12 月には孫元一級（214 型、
1,800t）
の 2 番艦・鄭地が就役したほか、
6 月には 3 番艦である安重根が進水している。同級潜水艦は、
大気非依存型推進により、
長期にわたる潜航ができ、対艦ミサイル・ハープーンと魚雷の発射が可能と報じられ
ている。12 月には対艦ミサイル搭載の新型高速艇（440t）の 1 番艇も就役した。
空軍は 4 月に F-15K 戦闘機 21 機を新規に輸入することを決めた。既取得分を含め、
2012 年時点の F-15K 保有数は 60 機となるという。
12 月には、ドイツから購入した地対空ミサイル・ペトリオット PAC-2 が部隊に配
備された。李相憙・国防部長官は 11 月、国会でこのミサイルが北朝鮮のスカッド・
ミサイルなどを迎撃する能力を持っていることを明らかにした。
韓国は兵器の国産開発を進める一方、その輸出にも熱心である。国内需要だけでは
限られる生産規模を、輸出によって拡大し、それによってさらに技術開発を進めるこ
とが狙われている。防衛産業の輸出額は 2008 年に 10.3 億ドルで、2009 年には 12
億ドルを目指すという。
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中国は 1978 年の改革開放政策の開始から 30 周年を迎えた。改革開放
の成果として総合国力を飛躍的に向上させた中国は、北京オリンピック
の開催に象徴されるように、国際社会において大国としての確固たる地
位を築いた。中国共産党によって統治される発展途上国という立場を背
景にして、中国は先進諸国によって主導される既存の国際秩序から一線
を画し、途上国の発言力の強化を目指す方針をとっている。その一環と
して中国は、発展途上諸国が集中するアフリカ大陸との政治・経済・安
全保障面での関係強化を図っている。また中国は国力の源泉として軍事
力の増強を図っており、予算の増額や戦力投射能力の向上、国防部報道
官制度の導入などを進めている。
同時に、30 年にわたる改革開放政策は、中国経済と世界経済の相互依
存を著しく高めることにもなった。中国経済の持続的な発展を実現する
ためには、各国との貿易・投資関係を強化しなければならず、そのため
には安定した国際環境や主要国との良好な関係の構築が不可欠である。
こうした状況を背景にして、中国は日本や台湾との関係改善を進め、平
和的発展を掲げて米国との摩擦の回避に努め、非伝統的安全保障問題に
おける協力や防衛交流を進めているのである。
米国に端を発した世界的な景気後退が深刻化する中で、経済成長の維
持を至上命題とする中国は、危機克服に向けた国際社会との協調的な対
外政策を推進する必要性に迫られている。他方で中国にとって、発展途
上国としての立場と共産党一党支配という政治体制に起因する、独自の
国際秩序観を転換することも容易ではない。中国がこの 2 つの方向性の
間でいかなる立場をとっていくのかが、今後の東アジアにおける安全保
障環境を大きく左右することになるだろう。
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中国――自信と不安の交錯

国際環境の安定化を図る中国

（1）不可欠な対外協調とその限界
2008 年 8 月 8 日、中国の胡錦濤国家主席（共産党総書記）は北京オリ
ンピックの開会を高らかに宣言した。中国でオリンピックを開催すると
いう「100 年の夢」がついに実現した瞬間であった。史上最多の 204 の
国と地域から 1 万人余りの選手が参加したこの北京オリンピックの実現
は、中国指導部にとって大きな成功であったと言えよう。およそ 3,000
億元を投じて整備されたメインスタジアムやプールといった競技施設、
空港や地下鉄といった交通インフラなどは、中国の経済発展を象徴する
ものとして世界に伝えられた。米国のブッシュ大統領をはじめとして、
日本の福田康夫首相、ロシアのプーチン首相、フランスのサルコジ大統
領といった大国の指導者の開会式出席を実現させたことは、国際社会に
おける中国の影響力の高まりと大国としての地位の確立を、国内外に示
すことになった。中国指導部は、北京オリンピックの開催を通じて、中
国を大国へと導いた共産党による統治の成果を大いに喧伝し、その正統
性を補強したのである。
北京オリンピックを成功させたものの、胡錦濤政権は年初からさまざ
まな困難に直面した。1 月下旬から 2 月上旬にかけて、中国の中・南部
が大寒波に襲われた。降雪や氷結により死者は 100 人を超え、輸送網や
送電網、田畑や家畜にも被害が続出した。胡錦濤国家主席や温家宝・国
務院総理が陣頭指揮に立ち、大量の人民解放軍・武装警察・民兵を動員
した大規模な救援活動を余儀なくされたのである。さらに 5 月 12 日に
は、四川省汶川県を震源としたマグニチュード 8 の大地震が発生し、8 万
7,000 人余りの死者・行方不明者と、8,450 億元もの直接的な経済損失を
出す大災害となった。胡錦濤国家主席と温家宝総理は再び軍・武装警察・
民兵を投入した救援・復興活動を指導し、日本を含む諸外国の救援隊や
医療隊まで受け入れた。
重大な自然災害に加えて、暴動やテロなどの頻発による社会不安の高
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まりにも中国政府は直面した。3 月 14 日、チベット自治区の中心都市ラ
サで、チベットの独立を求める僧侶を中心としたデモ隊と、公安警察と
武装警察からなる治安維持部隊が衝突し、多数の死傷者を出す事態が発
生した。チベット族による反政府暴動は四川省、甘粛省、青海省へも広
がり、政府はこれらを徹底的に鎮圧したが、こうした強硬な対応は人権
弾圧を懸念する欧米諸国からの対中批判を招くことになった。少数民族
による反政府暴動だけでなく、地方の役人や公安部門などに対する不満
を原因とする民衆による暴動も多発した。6 月 28 日には、貴州省甕安県
で少女の死亡事件の捜査に対する疑念をきっかけに、数万人の住民が警
察と衝突し、公安関係の施設が焼き討ちされた。7 月には浙江省玉環県で
出稼ぎ労働者によって派出所が襲撃され、広東省博羅県でも警官による
市民の撲殺をきっかけに、数百人が派出所を襲撃したと言われる。さら
に中国ではテロ事件も続発した。7 月 21 日に雲南省昆明市で、2 台の路
線バスが連続で爆破されるテロ事件が発生した。8 月 4 日には、新疆ウ
イグル自治区のカシュガルで武装警察が襲撃され、16 人が死亡するテロ
事件が発生したのである。
こうした自然災害や暴動、テロ事件によって中国社会に不安や不満が
高まる中で、中国共産党による統治を国民に受け入れさせる最大の拠り
所である経済の順調な発展にも、暗雲が漂い始めた。米国におけるサブ
プライムローン問題の発生を契機として、深刻度を増しつつあるグロー
バルな経済危機が、中国経済にも無視できないマイナス影響を与えてい
るのである。2007 年には 13％に達した中国の国内総生産（GDP）成長
率は、2008 年には通年で 9%へと減速した。2008 年の第 1 四半期と第 2
四半期の GDP 成長率は、それぞれ 10.6%、10.1%であったものの、第 3
四半期には 9.0%、第 4 四半期には 6.8%へと急ブレーキがかかってしまっ
た。中国経済の成長の原動力である輸出が減少に転じ、輸出企業の倒産
や工場の閉鎖が相次いでおり、農民工とよばれる農村からの出稼ぎ労働
者を解雇する動きも広がっている。景気後退による失業者の増大は、社
会の不安定化を招きかねない問題である。
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国内に抱えるこうした問題の多くは、中国が単独で克服することが難し
いものである。大規模な自然災害を引き起こしかねない気候変動問題にし
ても、テロリズムへの対処にしても、その対応にはグローバルな協力が不
可欠である。改革開放政策の下で、対外依存度が 60%を超え、エネルギー
や資源の多くを輸入に頼り、輸出に牽引されて成長している中国経済に
とって、世界の主要な経済大国との政策協調を図ることは、持続的な発展
を実現する上で避けて通ることができない。中国が経済発展に力を集中す
るためには、各国との友好的な関係を構築し、安定した国際環境を確保す
ることが必要である。このような現状を背景として、現在の中国は協調を
重視した対外政策を遂行していかざるを得ないのである。
しかしながら、日本や欧米諸国といった西側先進国に対して、中国は
常に協調的な姿勢をとっているわけではない。中国は、チベットにおけ
る人権弾圧に対する国際的な批判に対して強く反発し、各国の懸念を呼
ぶ軍事力の近代化を着々と進めているのである。日本や欧米諸国に対し
て中国がしばしば見せる非協調的な対応は、西側先進諸国と中国との間
に存在する 2 つの差異に根ざしていると言えよう。一つは、日本や欧米
諸国が先進国であるのに対して、中国が発展途上国であることだ。確かに、
中国の GDP は世界第 3 位であり、紛れもない経済大国である。しかしな
がら中国は、1 人当たりの GDP が 2,300 ドルに過ぎず、多くの貧困人口
を抱え、
労働集約型の産業が中心の発展途上国でもある。中国は自らを「発
展途上の大国」と規定しており、西側の大国とは一線を画している。い
ま一つの差異は、日本や欧米諸国が民主主義国であるのに対して、中国
は共産党独裁の非民主主義国であることだ。西側先進諸国が共有してい
る自由、民主、人権といった価値は、中国の政治体制と根本的に矛盾し
ており、場合によっては中国共産党による一党独裁を揺るがしかねない
ものである。中国は既存の国際秩序を無条件に受け入れるわけにはいか
ず、時として西側先進諸国に対して非協調的な対応をとらざるを得ない
のである。
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（2）対日関係の強化
協調を重視する対外政策を展開する中国は、日本との関係の改善・強化
にも努めている。小泉政権下の日本に対して、中国は現役の首相による靖
国神社参拝などを理由として厳しい批判を展開し、日中の政治的な関係は
冷え切ってしまっていた。ところが中国は、2006 年の安倍政権の発足を
機に、対日関係の改善へと舵を切った。安倍晋三首相の靖国神社参拝への
対応が曖昧であったにもかかわらず、中国は安倍首相の訪中を招請した。
安倍首相と胡錦濤国家主席、温家宝総理らとの会談の後、両国は共通の戦
略的利益に立脚した互恵関係（戦略的互恵関係）の構築を目指すことをう
たった共同プレス発表を行ったのである。2007 年 4 月には温家宝総理が
訪日し、安倍首相と会談し、天皇陛下とも会見した。安倍首相と温家宝総
理は、
「アジアおよび世界に共に貢献する中で、お互い利益を得て共通利
益を拡大し、日中関係を発展させること」を戦略的互恵関係の基本精神と
することで一致した。両国は艦艇の相互訪問などの安全保障を含む幅広い
分野における交流・対話・協力を行うことで合意し、環境協力とエネルギー
協力に関する共同声明も署名された。また、両国間の懸案となっている東
シナ海問題については、油ガス田の共同開発を行うための具体的方策のと
りまとめを同年秋までに目指すことでも一致した。
その後も、日本との関係を改善し強化していく中国側の姿勢は継続し
ている。2007 年 12 月末に訪中した福田首相と会談した胡錦濤国家主席
は、
「長期に安定した善隣友好の中日関係を発展させ、平和共存、世代友好、
互恵協力、共同発展の大目標を実現することは、両国人民の共通の願いと
希望であるだけでなく、両国の指導者と政治家の共通の責任と使命でもあ
る」と発言し、
日本との交流と協力を全面的に推進していく意向を示した。
福田首相と会談した温家宝総理も、
「中日の善隣友好協力関係を維持して
強化することは、双方の唯一の正しい選択であり、両国人民の根本的な利
益に符合し、北東アジアおよびアジアの平和と発展に有利である」と指
摘した。この会談で中国側は、
省エネや環境問題での協力を日本に要請し、
気候変動問題の解決に向けて積極的に取り組む姿勢を示した。これを受け
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て両国は、気候変動問題での協力や、環境・省エネ分野における中国のキャ
パシティ・ビルディングに日本が協力することなどをうたった共同コミュ
ニケを発表した。また両者は、2008 年に海上自衛隊の艦艇が中国を訪問
することや、防衛当局間の連絡メカニズム（ホットライン）の設置に向け
た作業を早期に開始することで合意した。目標としていた秋までの合意に
到らなかった東シナ海問題については「できるだけ早期に問題を解決す
るよう努めること」で合意した。そして、
胡錦濤国家主席が「桜の咲く頃」
に訪日することが正式に決定されたのである。
ところが胡錦濤国家主席の訪日を前にして、中国は日本との関係にお
いて難しい問題に直面した。1 月に発覚した中国産冷凍ギョーザによる中
毒事件と、3 月に発生したチベット暴動である。千葉県や兵庫県で、中国
製の同じ冷凍ギョーザを食べた人に中毒症状が相次ぎ、検査の結果、中
国河北省石家荘市の天洋食品で製造された冷凍ギョーザから基準値を大
幅に上回る農薬、メタミドホスが検出された。日本の捜査当局は、これ
らの農薬が日本で流通していないことや、未開封の製品からも農薬が検
出されたことなどから、中国における製造・梱包段階で農薬が混入した
可能性が高いと発表した。これに対して中国側の捜査責任者である公安
部の余新民・刑事偵査局副局長は記者会見で、農薬が中国国内で混入し
た可能性は極めて低いと指摘し、日本側の捜査内容に強い不信感を示し
たのである。このような中国側の対応は、日本国内における中国製食品
に対する不信感を増大させ、国民の対中イメージの悪化をも招いてしまっ
た。さらに 3 月に発生したチベットでの暴動事件と当局による厳しい取
り締まりは、中国の人権状況に対する国際社会の懸念を高めた。折しも
世界各地で行われていた北京オリンピックの聖火リレーは、中国の人権
弾圧に対する抗議行動の格好のターゲットとなり、一部の国では聖火リ
レーに対する妨害行為が発生した。長野市で行われた聖火リレーは大き
な抗議行動もなく行われたが、当初の出発予定地であった善光寺がそれ
を辞退することで中国政府への抗議の意思を示すなど、中国における人
権状況に対する懸念が日本でも広がったのである。
105

こうした状況の中で、5 月 6 日から 10 日にかけて日本を訪問した胡錦
濤国家主席は、日本との戦略的互恵関係を全面的に推進する目的を持っ
て、精力的に活動した。福田首相と会談した胡錦濤国家主席は、中国と
日本の共通利益が絶えず広がり、共通の責任も絶えず大きくなっている
ことを指摘した。そして胡錦濤国家主席は、両国の交流と協力を拡大す
るために、①指導者の定期的な相互訪問を含むハイレベルの往来の維持、
②ハイレベル経済対話の継続や中小企業協力、知的財産権の保護、原子
力の平和利用などでの協力を含む経済、貿易、科学技術協力の拡大、③
水質汚染対策や省エネ技術などに関する環境保護協力の推進、④青少年
交流を中心とした人的交流の拡大、⑤防衛当局間のハイレベル相互訪問
やさまざまなレベルにおける交流・協力といった防衛交流の強化を提案
した。また、日本側の発表によれば、胡錦濤国家主席は円借款などを通
じて日本が中国の経済発展を支えたことに謝意を示し、中国製ギョーザ
による中毒事件については、真相解明に向けて引き続き努力する意向を
表明した。日本の国連安全保障理事会常任理事国入りへの中国の支持を
要請した福田首相に対して胡錦濤国家主席は、日本の国連における地位
と役割を重視し、日本が国際社会においてさらに大きな役割を果たすこ
とを望んでおり、この問題に関する中国側の積極的な態度を感じ取って
欲しいと回答したとされる。
この会談を経て、福田首相と胡錦濤国家主席は、「戦略的互恵関係の包
括的推進に関する日中共同声明」に署名した。この共同声明は、72 年の
日中共同声明、78 年の日中平和友好条約、98 年に江沢民・前国家主席が
訪日した際の日中共同宣言に次ぐ、日中関係を規定する「第 4 の政治文
書」とされたが、日本の首相と中国の国家主席が署名した初めての日中
間の文書ともなった。この中で日中両国は、日中関係が両国にとって最
も重要な 2 国間関係の一つであり、両国がアジア太平洋地域と世界の平和、
安定、発展に大きな影響力と責任を有しているとの認識で一致した。ま
た日中双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない
ことを確認し、戦略的互恵関係を包括的に推進する決意を表明した。中
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国側は、戦後の日本が平和国家として世界の平和と安定に貢献している
ことを積極的に評価し、国際社会において日本が役割を拡大することへ
の希望を表明した。他方で日本側は、中国の経済発展が国際社会に大き
な機会をもたらしていることを積極的に評価し、台湾問題について 72 年
の日中共同声明で表明した立場を堅持することを表明した。同時に日中
両国は、この共同声明に基づく 70 項目に及ぶ具体的な協力を示した共同
プレス発表と、気候変動における日中のパートナーシップ関係を規定し
た共同声明も発表したのである。
胡錦濤国家主席は福田首相との共同記者会見においても、日中の戦略
的互恵関係を推進していく姿勢を強調した。胡錦濤国家主席は「中日両
国は近隣として、またアジアと世界において重要な影響力を持つ国と
して、平和、友好、協力の道を歩む以外にない」と指摘した上で、六
者会合の推進や北東アジアにおける平和・安全保障メカニズムの構築、
ASEAN+3（日中韓）を中心とした東アジア協力の強化といった、アジア
の地域協力における日本との協調を進めていく意向を示した。また東シ
ナ海問題については「すでに問題解決の見通しがついた」と語った。こ
れについて福田首相も「長年の懸念に解決のめどが立った」と述べ、早
期に合意に至るとの見通しを示したのである。
訪日中の胡錦濤国家主席は、日本社会の対中認識の改善にも努めた。
早稲田大学で講演した胡錦濤国家主席は、中日関係を発展させるために
は「両国人民の相互理解を絶えず増進しなければならない」と指摘した。
中国が歴史の銘記を強調するのは「憎しみをいつまでも引きずるためで
はない」と述べ、
中国の発展に日本が果たした「積極的な役割」に言及し、
省エネルギーや環境保護などにおける日本の技術は「中国人民が学ぶに
値するものである」と語ったのである。講演後に行われた日中青少年友
好交流年の日本側開幕式に出席した胡錦濤国家主席は、日中両国で人気
のある福原愛選手と卓球をするパフォーマンスも見せた。その前日に皇
居で行われた宮中晩餐会における胡錦濤国家主席の対応も、98 年に来日
した江沢民・前国家主席とは様変わりしていた。江沢民国家主席（当時）
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は中山服を着て晩餐会に出席し、天皇陛下を前にしたあいさつで歴史問
題を強く非難し、日本国民の反感を買ってしまった。これに対して胡錦
濤主席は、ダークスーツを着て晩餐会に出席し、あいさつでは歴史問題
にも触れなかった。
胡錦濤国家主席が日本から帰国した直後に、四川省を中心とした大地
震が発生した。中国政府はこの震災に対応する中で、日本との関係の強
化を図った。日本政府による国際緊急援助隊の派遣の申し出を受け入れ
たのである。日本以外にもロシアや韓国などが援助隊の派遣を申し出て
いたが、中国政府はまず始めに日本の援助隊の派遣を受け入れた。これ
により、日本の緊急援助隊は、1949 年の建国以来初めて中国が受け入
れた外国の援助隊となった。消防や警察などからなる日本の緊急援助隊
は、被災地に入って救援活動に当たった。中国側は日本の緊急援助隊の
活動を詳細に報道したが、隊員が発見した遺体に対して整列して黙とう
する写真が配信されると、中国国内で大きな反響を呼んだ。この写真は
多くの中国国民を感動させたと言われている。日本との戦略的互恵関係
の推進を目指す胡錦濤政権にとって、国内の反日的な世論の存在は無視
できない阻害要因である。日本からの緊急援助隊の受け入れは、国内の
対日世論の緩和をもたらしたという点で、対日政策における大きな成果
につながった。もちろん、中国国内の日本に対する厳しい世論は依然と
して存在しており、それが 5 月
末に航空自衛隊機による救援物
資の輸送が行われなかった理由
で も あ る。 し か し、6 月 か ら 7
月にかけて、中国の中国日報社
と日本の言論 NPO が共同で行っ
た世論調査によれば、日中関係
を「良い」と見る中国側の回答
者は約 54％にのぼり（前年は約
25%）
、中国人の対日イメージは
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前年に比べて大幅に改善しているとされる。6 月 24 日に海上自衛隊の護
衛艦さざなみが、2007 年 11 月のミサイル駆逐艦・深圳による東京訪問
への答礼として、広東省の湛江を訪問した。その際、さざなみは四川大
地震の被災者に提供する毛布やマスク、食糧などを「見舞い品」として
運んだが、これを受け取った南海艦隊の蘇士亮司令員は、「さざなみが帯
同してきた防衛省と自衛隊の救援物資は、中日両国人民の友好を具体的
に体現したものだ」とあいさつしたのである。
胡錦濤国家主席が訪日時に、
「すでに問題解決の見通しがついた」と語っ
ていた東シナ海問題について、日中両国はその合意内容を 6 月 18 日に公
表した。その柱は、東シナ海の北部海域に日中共同開発区域を設定する
ことと、中国側がすでに開発を進めている白樺（中国名「春暁」
）油ガス
田について、日本企業が中国の法律に従って開発に参加することである。
日中両国は「境界画定が実現するまでの過渡的期間において双方の法的
立場を損なうことなく協力することにつき一致し、そして、その第一歩
を踏みだした」とし、
「今後も引き続き協議を継続していく」と表明した。
今回設定された共同開発区域は、日本が主張する中間線をまたいで中国側
の海域も対象としている。他方で、日本が主張する中間線から中国側に
ある白樺については、中国の法律に従って日本企業が開発に参加すると
された。双方の主張を付き合わせたぎりぎりの妥協点であったと言える
だろう。今後はこの合意に基づいた条約の調印に向けた作業や、最終的
な境界画定を目指した交渉を進めていく必要がある。今回の合意につい
て、中国国内の一部に強い反対意見があり、楊潔篪外交部長が中間線を認
めていないことや、白樺の主権が中国側にあることなどを強調するなど、
国内向けの釈明に追われた。このような状況から見て、今回の合意の実
現に向けた今後の交渉は難航が予想されるが、この問題に対する中国側
の対応次第によって、日中の戦略的互恵関係の行方が大きく左右される
ことは間違いないだろう。その点で、日本側の中止要請にもかかわらず、
中国側が樫（中国名「天外天」
）油ガス田の単独開発を継続していることは、
日中の戦略的互恵関係の推進にとって不利な要因となるだろう。
109

（3）好転する両岸関係
台湾では、2 期 8 年を務めた陳水扁総統の任期切れを受けて、2008 年
3 月に総統選挙が行われた。総統候補として与党・民進党からは謝長廷・
前行政院長が立候補し、野党・国民党からは馬英九 ･ 前台北市長が立候
補した。結果は、馬英九候補が 58.45%の得票率で謝長廷候補に圧勝した。
同年 1 月に行われた立法院選挙においても、国民党は定数の 3 分の 2 を
上回る議席を獲得しており、馬英九新総統を擁する国民党は台湾政治に
おける主導権を確立したのである。
総統選挙において馬英九は、停滞した台湾経済の活性化を目指して、
経済成長率 6%、1 人当たりの国民所得 3 万ドル、失業率 3%以下を達成
するという「633 公約」を掲げた。また、台湾経済を発展させるために
は中国大陸との経済関係をより強化する必要があり、そのために陳水扁
政権時代に悪化した中国との関係を大きく改善すべきであると訴えた。
3 月に馬英九が総統に当選したことを受けて、台湾側では国民党を中心
として対中関係改善に向けた動きが活発化した。4 月 12 日には、次期副
総統に選出されていた蕭万長が、ボアオ・アジア・フォーラムが開催さ
れていた海南島で、胡錦濤・共産党総書記と会談した。この会談で蕭万
長は、馬英九が選挙中に公約していた両岸間で週末にチャーター便を直
行させることと、大陸住民の台湾への観光旅行を早期に実現する希望を
伝え、胡錦濤はこれらについての協議を引き続き進めることを表明した。
4 月 29 日には、訪中していた連戦・国民党名誉主席が、通算で 4 回目と
なる胡錦濤総書記との会談を行った。この会談で連戦名誉主席が両岸関
係の平和的発展のために共に努力すべきだと主張したのに対し、胡錦濤
総書記は両岸の対話をできるだけ早く回復すべきであると応じた。
5 月 20 日、馬英九の第 12 代総統への就任式が行われた。就任演説の
中で新総統は中国との関係について、「統一せず、独立せず、武力を用い
ず」という「三不」の理念に基づいて、台湾海峡の現状を維持する意向
を示した。同時に新総統は、台湾側の対中交流窓口である海峡交流基金
会（海基会）と、
中国側の対台交流窓口である海峡両岸関係協会（海協会）
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の 92 年のトップ会談で合意された「九二コンセンサス」（「一つの中国」
を各自が解釈する）を基礎にして、中国との協議を早期に再開し、7 月に
は週末チャーター直行便の運行と大陸からの台湾観光旅行を実現させる
方針を明らかにした。このように馬英九総統は中国との関係改善に強い
意欲を示し、海峡両岸において「今日より平和・共栄の歴史の新たなペー
ジを共同で切り開きたい」と宣言したのである。
このような大陸との関係改善を求める馬英九政権の政策に対して、中
国側も積極的に応じた。5 月 28 日に北京で、呉伯雄・国民党主席と胡錦濤・
共産党総書記の会談が行われた。この会談で胡錦濤総書記は、台湾の独
立に反対し、
「九二コンセンサス」を堅持することを前提としながらも、
海協会と海基会の対話が再開した際には、まず週末チャーター直行便と
大陸住民の台湾観光について話し合うべきだと語ったのである。6 月に
は海基会の江丙坤理事長が訪中し、海協会の陳雲林会長と会談した。両
会のトップ会談はおよそ 10 年ぶりである。この会談を経て、海協会と海
基会は週末チャーター直行便と大陸住民の台湾観光を 7 月中に実現させ
ることで合意した。馬英九総統の公約実現に中国側が協力した形である。
6 月 13 日に江丙坤理事長と会談した胡錦濤総書記は、今回の合意を高く
評価し、両会が今後も対話を深め、両岸対話の制度化の推進に役立つよう
希望すると表明した。そして 7 月 4 日には、大陸の観光客らを乗せた直
行便が台湾に飛来した。11 月に
は海協会の陳雲林会長が訪台し、
海基会との間で平日を含めた直
行便の運行、貨物船の直航の実
現、郵便物の直接輸送、食品安
全に関する協議の場の設置につ
いて合意した。これにより中国
側が長年求めてきた「三通」
（中
台間の直接的な通商、通航、通信）
が名実ともに実現したのである。
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このように馬英九政権は中国との関係を急速に深化させる一方で、日
本との関係において大きな問題を生じさせてしまった。6 月 10 日未明、
海上保安庁の巡視船・こしきが、尖閣諸島周辺の日本領海内で違法に操
業していた台湾の遊漁船・聯合号に取り締まりの過程で衝突し、聯合号
が沈没する事件が生じた。聯合号の乗員はすべて無事に救出されたもの
の、台湾側は強硬に反応したのである。6 月 13 日に、行政院長の劉兆玄
が立法院での質疑において、「釣魚台」（尖閣諸島に対する台湾側の呼称）
を防衛するためには日本との開戦も辞さないと答弁したことが、日本の
マスコミで大きく報道された。6 月 16 日には、今回の事件に抗議するた
めに活動家や台湾のマスコミ関係者を乗せた船、全家福号が、台湾の海
岸巡防署（日本の海上保安庁に相当する）の巡視船 9 隻に護衛されなが
ら尖閣諸島周辺の日本領海に進入する事件が発生した。台湾でも反日デ
モなどが発生し、台湾における事実上の日本の代表機関である交流協会
が、在留邦人に対して身辺の安全に注意を喚起する通知を発表するに到っ
たのである。この問題に対する馬英九政権の強硬な対応は、台湾に対し
て一般的に親近感を有している日本国民に、少なからず驚きを与えたと
見てよいだろう。とりわけ台湾の巡視船 9 隻による日本の領海進入は、
日中が東シナ海における資源開発問題で合意に達したという記事と並ん
で、6 月 17 日付の日本の主要各紙で報じられており、好転する日中関係
と悪化する日台関係というコントラストが際立ったと言えよう。
馬英九総統はその就任演説で、中国への対抗姿勢を強めて両岸関係や
米国などとの関係を損なった陳水扁政権時代について「台湾への国際的
な支持は空前の損失を被った」と批判し、「台湾を人々に尊重される国際
社会のメンバーにしなければならない」と主張した。中国が国際社会に
おける台湾の存在を認めていない状況下で、台湾が自立的な立場を維持
しようとすれば、できるだけ多くの国々との友好的・協力的な関係の構
築に努力し、台湾への支持を獲得する以外にない。しかしながら中国の
経済的、政治的、軍事的な実力の着実な向上によって、台湾の自立性に
対する国際社会の支持獲得は、ますます困難になっている。
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馬英九政権は、台湾の経済成長を実現するために大陸との関係改善が
必要であると主張しているが、これは台湾経済の中国経済に対する依存
が深まっている証左でもある。台湾が安全保障上のパートナーとして極
めて重視している米国は、貿易・投資といった経済面のみならず、北朝
鮮問題への対処や大量破壊兵器の拡散防止などといった安全保障面でも
中国との協力関係を強化しており、米国にとっての中国の戦略的重要性
は高まる傾向にある。日中関係も好転している。中国は、米国を抜いて、
日本にとって最大の貿易相手となった。日中間ではエネルギーや環境、
気候変動問題などグローバルな課題における協力も進展し始めている。
米国や日本にとって、中国との関係を維持・発展させる重要性は今後も
高まることになろう。こうした国際環境の変化の中で、台湾の自立性を
いかに維持していくかが、馬英九政権にとって真剣に検討すべき課題と
なっている。

2 「和諧世界」の構築を目指す中国のグローバル戦略
（1）
「和諧世界」論の重点としての対発展途上国外交
中国はグローバルな舞台においても協力関係を構築しようとしている。
それは、一つには国内に多くの問題を抱えるとともに、対外依存度の高
い中国経済の構造によるものである。しかし、他方で中国の台頭を受け
て、中国の対外戦略の方向性が国際社会において問われるようになって
いることが背景にあり、中国指導部は積極的な回答を示そうとしている。
胡錦濤政権発足後、中国指導部は中国の台頭が現行の国際システムとの
摩擦を生じさせる性格のものではないことを、さまざまなキーワードを
通じて主張してきた。胡錦濤政権が登場して 1 年後には「和平崛起」
（平
和的台頭）論が提起され、中国の台頭は平和的であり、それは「アジア
特に周辺諸国の発展、繁栄と安定に有益な役割を果たす」と強調された。
しかし、この「和平崛起」論は 2004 年前半までに指導者発言や公式文書
から姿を消し、かわって「和平発展」
（平和的発展）論が登場した。こう
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した状況は、中国の台頭のあり方をめぐって胡錦濤政権内で合意形成が
容易ではないことを示唆していた。また、
「和平崛起」
論にせよ、
「和平発展」
論にせよ、それらはともに中国の台頭のあり方をめぐる論述であり、中
国が目指す国際秩序のあり方が具体的に示されていたわけではなかった。
中国が目指す国際秩序のあり方が示されたのは、2005 年 9 月の国際
連合創設 60 周年記念首脳会議での胡錦濤演説においてであった。すなわ
ち、
「和諧世界」
（調和のとれた世界）論がそれである。この演説で提示
された「和諧世界」の構築を目指す中国の外交方針は、次の 4 点であっ
た。第 1 に「多国間主義を堅持して、共通の安全を実現する」ことであ
る。この方針は 90 年代後半に中国が提示した「新たな安全保障観」の延
長線上に位置付けられるだけではなく、安全保障上の脅威への「共同対処」
の必要性がさらに強調されている。第 2 は「互恵協力を堅持して、共同
繁栄を実現する」ことである。第 3 は「包容精神を堅持し、共に和諧世
界を構築する」ことである。これは、平和共存五原則の延長線上に位置
付けられるのみならず、政治体制に加えて文明や社会制度の多様性を積
極的に認めるべきことを主張するものである。最後に「積極妥当の方針
を堅持し、
国連改革を推進する」ことである。こうした「和諧世界」論は、
中国外交の価値原則やその方向性を示すものと中国では理解され、
「協力」
や現行の「体制内」という文脈で現行の国際秩序に向き合う中国の意思
を示したものと主張される。例えば、北京大学国際関係学院の梁守徳元
院長はこれを「革命外交」の明確な転換であると表現し、現行の国際秩
序に中国が融け入っていることを示しているとの理解を示した。
2008 年元旦の新年茶話会でも、胡錦濤総書記は「和諧世界の構築を推
し進めるために、新たな貢献をしていく」ことを宣言した。楊潔篪外交
部長も 3 月の第 11 期全人代第 1 回会議の記者会見において、和諧世界の
構築を中国外交の長期目標であるだけではなく、「現実の任務でもある」
と指摘し、和諧世界の構築という外交目標を外交政策の中で具体化して
いく意思を示した。「新たな貢献」を目指す中国の積極外交の重点の一つ
は対発展途上国外交であり、「共同発展」論を強調して発展途上国への配
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慮を示し、それを具体化することである。「共同発展」論は目新しいもの
ではなく、中国の外交方針の一つとして世界・地域との「共同発展」を
目指すことは、
2000 年 10 月に開かれた党第 15 期中央委員会全体会議（15
期 5 中全会）ですでに確認されていた。その後、2001 年 7 月の党創立
80 周年大会、2002 年 11 月の党第 16 回全国代表大会（16 全大会）にお
いても「共同発展を促していく」方針が繰り返し確認され、胡錦濤政権
においては、周辺地域への政策において「共同発展」論の実行段階に入っ
たとされる。この「共同発展」論の近年の展開の特徴は、発展途上国と
の関係強化が強く意識されていることである。胡錦濤国家主席が国連総
会において提示した「和諧世界」論においても、
「共同発展」ではなく「共
同繁栄」という言葉が使用されてはいるが、発展途上国への配慮が強く
示されていた。胡錦濤国家主席は、「互恵協力を堅持して、共同繁栄を実
現する」と指摘した上で、「経済のグローバル化によって各国、特に広大
な発展途上国が普遍的に受益しなければならない」と言及していたので
あった。具体的には、中国は他の発展途上国への支援や援助を強化して
いる。2008 年 9 月のミレニアム開発目標（MDGs）ハイレベル会合にお
ける温家宝総理の演説によれば、2008 年 6 月末までで、中国は 49 の重
債務貧困国や後発発展途上国の債務 247 億元を免除したほか、2,065 億
元の各種借款（そのうち無償援助は 908 億元）を発展途上国に提供して
きたという。また、近年、胡錦濤政権は発展途上国に対する援助額の増
大や無償援助の拡大を検討することを関係部門に求め、そのための援助
体制の整備を進めているとされる。
発展途上国・地域とのバイラテラルな関係における協力や支援の強化
とともに、中国はグローバルな舞台においても発展途上国との政策協調の
強化に努めてきた。2005 年に胡錦濤国家主席は発展途上国指導者グルー
プ会合の立ち上げを提案し、2006 年に中国、インド、ブラジル、南アフ
リカ、メキシコ、コンゴ共和国の首脳により初めての会合を開いた。会合
において、胡錦濤国家主席は「戦略的見地から発展途上国の協力を強化す
る必要がある」として、発展途上国が利益を得られるよう国際的な経済
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システムとルールを公平化し合理化すること、および発展途上国間の「南
南協力」の強化を提案した。2007 年 11 月の党第 17 回全国代表大会（17
全大会）において胡錦濤総書記は、
「自国の発展によって地域と世界との
共同発展を図り」
、
「相手国側、特に発展途上国の正当な関心事項にも配慮
する」と強調していた。この方針に基づいて、
中国は世界貿易機関（WTO）
多角的貿易交渉（ドーハラウンド）において、発展途上国への配慮を強
く打ち出している。2008 年 1 月に WTO のパスカミ・ラミー事務局長と
会見した楊潔篪外交部長は「ドーハラウンドは発展のための会合であり、
発展という主題を切実に体現しなくてはならない。また、幅広い発展途
上国のメンバーの受け入れ能力に十分配慮すべきである」と強調したの
である。2008 年 9 月の第 63 回国連総会に関する中国政府のポジション
ペーパーにおいても、安全保障、発展、人権という 3 つの分野において
国連改革を進める必要性が言及された上で、特に発展分野において「広
大な発展途上国が受益する」ことの重要性が強調されたのである。また、
このポジションペーパーにおいても、ドーハラウンドにおける発展途上
国の利益と関心への配慮が改めて強調されていた。
確かに、グローバルな舞台において、中国が果たそうとする役割は発
展途上国の立場を代弁することだけではないのかもしれない。例えば、
中国国内のある専門家はドーハラウンドにおいて中国の国際的な役割や
責任をめぐる西側諸国の圧力が高まっているとともに、「グローバル化と
国際秩序に不満を持つ発展途上国は中国が公正で合理的な国際新秩序の
構築を推し進めることに希望を寄せている」とみており、西側先進国と
発展途上国それぞれの要求のバランスを取ることを、この問題をめぐる
中国の役割としている。しかし、グローバルな経済システムに関しては、
WTO 加盟国の 8 割近くを占める発展途上国の要求を反映した「公正な」
国際ルールと意思決定メカニズムを形成することが、ドーハラウンドに
おける中国のあるべき対応であるとの見解が中国国内の専門家の間では
主流であり、発展途上国の立場に立った外交を展開しようとしている。
中国社会科学院ラテンアメリカ研究所の江時学・副所長は「多くの国際
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規則が先進国によって制定されたため、発展途上国は国際的なリンケー
ジの過程において、たびたび不利な立場に置かれる」と強調したうえで、
ブラジル、インド、南アフリカなどの「発展途上国と団結して、発展途
上国の利益に符合する国際規則を制定する」ことの重要性を強調してい
る。2006 年以降、先述した発展途上国指導者グループ会合は主要 8 カ国
（G8）首脳会議に合わせて開催されることで定例化されており、そこでは
発展途上国間の団結がアピールされている。また、胡錦濤国家主席は発
展途上国指導者グループ会合の制度化を提案しており、中国は発展途上
国のリーダーとしての役割を果たすことによって国際社会における発言
権の強化を図ろうとしているものと思われる。
（2）対アフリカ外交の重視
発展途上国の中でも特にアフリカ諸国・地域との提携を中国は強化し
ている。関係強化を図る要因は多岐にわたるが、主なものは以下論じる
ように政治・外交的要因と資源確保や中国企業の対外進出支援という経
済的要因である。
2006 年 1 月に中国政府は「対アフリカ政策文書」を発表し、多くの発
展途上国を抱えるアフリカ諸国との多角的な協力関係を構築していく方
針を打ち出し、同年 11 月には北京において中国・アフリカ協力フォーラ
ム首脳会議を開催して、アフリカ 48 カ国の首脳とともに「北京サミット
宣言」を採択した。同宣言は国連改革を通じてアフリカ諸国の国連にお
ける地位を向上させることに言及していたほか、共同宣言と同時に発表
された「北京行動計画（2007 ～ 2009 年）」では「安全保障理事会の改
革は発展途上国、特にアフリカ諸国の代表性を高めることを優先すべき
である」と言及されていた。また、中国は経済分野では 2007 年 5 月に
アフリカ開発銀行総会を初めて国内で開催して、アフリカの利益擁護の
重要性を先進国に対して強調し、政治分野では同年 9 月の国連総会会期
中に中国・アフリカ協力フォーラムの枠組みの中で、初めての外相レベ
ルの政治協議を開き、定期的な対話メカニズムを発足させた。この政治
117

協議は共同コミュニケを発出し、中国が 2009 年までにアフリカ向けの
援助を 2006 年の 2 倍に増額させることが改めて確認されたほか、中国・
アフリカ諸国間で地域的問題や国際問題について定期的に協議を実施し
て政策協調を図ることの重要性が強調されたのであった。また、2008 年
11 月末には、中国とアフリカ連合（AU）との間で初めての戦略対話が開
かれ、両者間の協力の方向性が検討されたほか、スーダンのダルフール
紛争などの問題についても意見交換が実施された。
アフリカにおける紛争解決について、中国は兵員を含む要員をアフリ
カに展開する国連平和維持活動（PKO）ミッションに積極的に派遣して
いるほか、2007 年 5 月には、外交部にアフリカ事務特別代表を設置し、
ダルフール紛争の問題解決に向けた外交的な取り組みを強化している。
こうした中国の政策動向は、国連 PKO の枠組みで紛争解決の努力を中国
が支援することで国連の役割の強化を図るとともに、アフリカにおける
紛争解決や平和構築に具体的に貢献することを通じて、中国の「責任あ
る大国」としての国際的なイメージの強化も目指していることを示すも
のである。加えて、2008 年 9 月の「アフリカ開発ニーズに関するハイレ
ベル会合」での楊潔篪外交部長の講話によれば、アフリカとの関係強化
を中国が重視するのは、それが「南南協力の重要な一部分」であると考
えているからであり、同外交部長は、中国の対アフリカ協力が、アフリ
カの経済・社会の発展促進、就
業の増加、人民の生活水準の向
上の面で積極的な役割を果たし
ていると強調したのである。す
なわち、中国は対アフリカ外交
を、南南協力の、換言すれば中
国の対発展途上国外交の「成功
モデル」と位置付けているので
あり、「和諧世界」外交の成功を
内外に喧伝する目的も対アフリ
118

第4章

中国――自信と不安の交錯

カ外交にはあるのである。
中国・アフリカ関係の「成功」は、中国の具体的な利益とも結びつい
ている。すなわち「資源外交」がそれである。中国の原油輸入への依存
度はすでに 50％近くに達し、経済発展に伴い増大するエネルギー需要を
満たすためにも、産油国・地域との関係強化を通じたエネルギー確保が
目指されている。例えば、2007 年 2 月に中国政府が公布した対外投資の
ガイドラインである「対外投資国別産業指導目録」に明記された対外投
資対象国 32 カ国のうち、9 カ国が石油や天然ガスの産出国であったこと
は、資源国との関係発展を目指す中国政府の意向を示すとともに、中国
企業の対外進出において資源開発を中国政府が重点的に支援するという
ことを示すものでもあった。こうした観点から、イランやクウェートな
どの湾岸諸国との関係強化も目指されているが、湾岸諸国はすでに先進
国が油田開発を独占している状況にあり、中国はこれを安定したエネル
ギー供給源とは考えていない。中国は低利借款の供与や資源開発への協
力などを通じたアフリカに対する「資源外交」を強化し、アフリカにお
けるエネルギー確保を図ってきた。2006 年、2007 年には中国の最高指
導部によるアフリカ歴訪が続いたが、2006 年 4 月の胡錦濤国家主席のナ
イジェリア訪問時には油田開発に関する協定が締結され、その後の入札
で中国企業が 4 つの鉱区で開発優先権を与えられた。また、同年 6 月に
は温家宝総理がアンゴラを訪問し、インフラ建設に 20 億ドルの追加投資
をすることが合意されたのである。
注目すべきは、資源確保を目的とする首脳外交にとどまらず、具体的
な資源開発の段階にすでに入っているということである。前述した「目
録」が示唆することは、これまでの首脳外交によるアフリカ諸国との政
治関係の強化を経て、資源開発の対象地域が具体化しているということ
でもある。
「目録」は、これまで 2004 年 7 月と 2005 年 10 月に公布さ
れていたが、資源分野の投資対象国はミャンマー、インドネシア、ブル
ネイなどのアジア諸国、イラン、アラブ首長国連邦、サウジアラビアな
どの湾岸諸国、エジプト、スーダン、アルジェリアといった北アフリカ
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諸国であった。2007 年 2 月に公布された「目録」には、モロッコ、カター
ル、リビア、ナイジェリアが投資対象国として新たに明記されたのであ
り、対外的な資源開発の関心対象としてアフリカ諸国の比重が増してい
るのである。また、近年の中国のアフリカからの原油輸入量は、毎年平
均 3,000 万 t 前後であり、すでに中国の原油輸入量全体の約 3 割を占め
ている。中国石油・石油化工設備工業協会の趙志明秘書長は、今後 5 ～
10 年でアフリカからの原油・天然ガス輸入量は全体の 40%を占めること
となるとの見通しを示した。
2008 年 1 月には楊潔篪外交部長が南アフリカ、コンゴ民主共和国、ブ
ルンジ、エチオピアを訪問したが、訪問目的は中国・アフリカ協力フォー
ラムの枠組みで進展してきた協力関係を 2 国間関係において具体化する
ことであったと言ってよい。エチオピアでは経済貿易協力区の早期設置
で合意が成立し、エチオピア側は電信やインフラ建設での中国企業の参
入を歓迎する旨を楊潔篪外交部長に伝えた。また、南アフリカでは農業、
貿易、科学技術、人材育成などの分野での協力強化が確認され、国交樹
立 10 周年にあたる 2008 年に外相レベルの戦略対話メカニズムを立ち上
げることが合意されたのである。
加えて、2006 年の中国・アフリカ協力フォーラム首脳会合で、胡錦濤
国家主席が対アフリカ支援の一つとして提案した中国・アフリカ発展基
金も動き始めた。2007 年 3 月に国務院の認可を得た後、同年 6 月に中
国の政策銀行である国家開発銀行が当初 10 億ドルを出資して中国・ア
フリカ発展基金を正式に発足させた。同基金はアフリカの農業、製造業、
エネルギー、交通、通信、インフラ建設、資源開発という幅広い分野で
中国企業に財政支援を行なうものである。基金の正式発足前に、すでに
中国農業発展集団公司、中国機械設備輸出入総公司、深圳エネルギー集
団有限公司が同基金と協力することで合意に達していた。中国・アフリ
カ発展基金の遅建新総裁によれば、2008 年 9 月の時点で、同基金は 10
余りの国内重点企業と協力関係を構築しており、すでに 6 つの投資案件
が動き始めており（投資額は契約ベースで 9,000 万ドル、実行ベースで
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4,400 万ドル）
、100 件近くの案件が準備段階にあるという。また、中国
商務部西アジア・アフリカ局の周亜濱局長は、この基金を通じて、中国
企業がさらに多くアフリカへ投資することを中国政府は支持していくと
指摘しており、資源開発を中心としながらも、ほかの分野も含めて中国
企業のアフリカ進出が中国政府の支援を得る形で加速化することになる
ものと思われる。中国のアフリカにおけるプレゼンスは単なるイメージ
ではなく、政治、経済、安全保障の各分野で確実に増大している。
アフリカを中心とする中国の対発展途上国外交は、単に中国外交の新
たなフロンティアが開拓されているということを意味するのではない。以
下において論じるように、中国の米露などに対する大国外交についての
見通しは必ずしも楽観的なものではなく、中国の建設的な役割を国際社会
にアピールするという文脈でも対発展途上国外交は位置付けられている。
（3）困難に直面する中国の大国外交
中国は従来、国際関係に決定的な役割を果たす大国との関係を鍵と位
置付け、大国関係を重視する大国外交を展開してきた。胡錦濤政権に入っ
て、周辺諸国・地域との関係を重視した周辺外交を打ち出したものの、
最も重要な関係は大国との関係であった。こうした位置付けに明確な変
化があるわけではないが、近年、大国関係に対する中国の見通しは楽観
的なものではなくなってきている。
米中関係については、2005 年末以降、慎重な認識の確認を求める見解
が広まっている。なぜなら、「責任あるステークホルダー」論を契機とし
て広まった、中国が国際システムの維持に建設的な役割を果たすべきと
する米国政権内の論調に、中国に対する「和平演変」（平和的転化）の意
図を見出したからである。例えば、第 10 期全人代常務委員会の蔣正華副
委員長は、
「責任あるステークホルダー」論について、米国側の問題設定
を次のように理解した。すなわち、米国側が提起する問題は「すでに世
界の中に融け入った中国に、いかにして国際システム内で責任を負わせ
るのか」ということであり、米国が中国の台頭を受け入れる前提は「現
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行の規則によって中国を変えるというものであり、中国が現行の規則を
変えることを認めてはいない」というのである。また、中国外交部直属
のシンクタンクである中国国際問題研究所の馬振崗所長は、中国の迅速
な発展に対する西側先進国の疑念が深まっており、警戒感が高まってい
ることへの注意を喚起し、中国を「分裂させ、西側化する」という西側
勢力の基本的な戦略目標に変化はないとして、米国側の対中論調への注
意を促した。
中国共産党機関紙『人民日報』
（2008 年 7 月 11 日付）に掲載された中
国社会科学院ロシア • 東欧 • 中央アジア研究所の姜毅研究員による論考
によれば、こうした中国側の懸念は米国を中心とする「同盟のネットワー
ク化」として顕在化しつつあるという。すなわち、2008 年 7 月に、米国
のミサイル防衛（MD）システムの東欧における配備計画の一環として、
コンドリーザ・ライス米国務長官とチェコのカレル・シュワルツェンベル
グ外相との間でチェコ国内にレーダー施設を建設することを取り決めた協
定が結ばれたことを、米国による「絶対的な安全」の追求として姜毅研究
員は理解したうえで、
「世界の戦略的均衡が破壊された」とその影響の深
刻さを強調したのである。こうした MD 計画に象徴される米国による「絶
対的な安全」の追求は、同年 4 月の北大西洋条約機構（NATO）の首脳会
議で支持を得ており、ポーランド、リトアニアや日本において具体化しつ
つあるという。姜毅研究員はこれを、ロシアや中国という米国の「戦略的
ライバル」に対する「同盟のネットワーク化」と表現し、警戒感を示した。
「同盟のネットワーク化」は中国の周辺地域でも進展する可能性が高い、
と中国国内の専門家は見ているようである。2008 年 2 月末にインドを訪
問した米国のロバート・ゲイツ国防長官は、記者団に対して「ミサイル
防衛分野でインドに何が必要なのかを、米印が共同で分析することにつ
いて協議を始めた」と言及した。また、3 月 11 日の米国上院軍事委員会
の公聴会において米太平洋軍のティモシー・キーティング司令官と在韓
米軍のバーウェル・ベル司令官（当時）は、日本や韓国という同盟国の
北朝鮮に対するミサイル防衛努力を強化する必要性に言及するとともに、
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北朝鮮が有する「半島外へのミサイル能力」への対応の必要性を強調し
た。この議会証言に関連して、韓国の主要メディアは、米国の MD 計画
との完全な統合が可能な MD 計画の策定を韓国政府が求められるように
なるとの趣旨で報道した。2 月末に発足した韓国の李明博政権も米韓同盟
を重視する意向を示しており、4 月の米韓首脳会談では米韓同盟を「21
世紀の戦略的同盟に格上げする」ことで見解が一致した。「21 世紀の戦
略的同盟」への格上げの方策として韓国で議論されているのが、韓国に
よる MD 計画や拡散に対する安全保障構想（PSI）への参加の可能性であ
り、
これを中国は「同盟のネットワーク化」と理解していると言ってよい。
特に、李明博政権の外交・安全保障政策への中国側の関心は高く、外交
部系の国際問題専門誌『世界知識』（2008 年第 10 期）は、2008 年 4 月
の李明博大統領の日米両国への訪問についての評論「『鉄の三角』時代は
来るのか？」を掲載した。この評論は、米韓首脳会談における米国側の
意図について「米日同盟と米韓同盟を組み合わせて、米国が主導する米
日韓 3 国同盟を形成しようとしている」と指摘したうえで、韓国におい
ても「中国が日増しに強大化することに対する防衛的な心理がある」と
分析したのであった。
こうした観点から言えば、中国側の提案に基づいて「戦略的パートナー
シップ」への格上げに関する合意が成立した 2008 年 5 月末の中韓首脳
会談は、韓国の外交・安全保障政策への中国側の牽制であったと理解で
きる。首脳会談において、胡錦濤国家主席は「戦略的パートナーシップ」
への格上げの意義を、政治的な相互信頼の強化、自由貿易協定（FTA）
を含む実務協力の推進、人的交流の拡大、地域・国際問題などについて
の緊密な協力という 4 点から位置付けた。この位置付け自体は目新しい
ものではないが、同日、中韓首脳会談に関して、中国外交部新聞局の秦
剛副局長は「米韓軍事同盟は歴史の遺物であり」、「冷戦時期のいわゆる
『軍事同盟』によって世界あるいは地域が直面する安全保障問題を処理す
ることはできない」と言及する一方で、中韓の「戦略的パートナーシップ」
を「地域の平和、
安定と繁栄に有利」と位置付け、同盟の強化やネットワー
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ク化の流れを牽制してみせたのである。
米国を中心とする同盟関係の拡大と強化に対して、従来の中国外交は
ロシアとの戦略的連携を強化してきた。2008 年 5 月に訪中したロシア
のドミトリー・メドヴェージェフ大統領と胡錦濤国家主席との首脳会談
後に発表された「重大な国際問題に関する共同声明」は、「グローバルな
MD システム」について、「戦略的バランスと安定の維持に不利であり、
国際的な軍縮と拡散防止の努力に不利である」と明記し、中露共通の懸
念を表明したのであった。また、中露両国は中国でのウラン濃縮施設増
設に関する技術協力やロシアから中国へのウランの供給で合意したほか、
航空技術協力や観光分野での共同行動計画でも合意書を交わした。
しかし、ロシアとの戦略的連携の強化に中国は慎重にならざるを得な
いかもしれない。プーチン前大統領がメドヴェージェフ政権において
も首相の地位にとどまり、その政治的影響力を維持したことによって、
プーチン政権後期に顕在化した米国などの西側諸国との対決姿勢も辞さ
ないロシアの「大国外交」がメドヴェージェフ政権に継承されると、中
国のロシア専門家の多くは見ている。確かに、ロシアの「大国外交」が
有する対決姿勢は、中国に向けられるものではなく、米国や欧州に向け
られるものであろう。しかし、東欧における MD システムの配備計画、
NATO の東方拡大、コソボの独立問題、グルジア紛争をめぐって、ロシ
アと米国や欧州との関係が緊迫する状況の中で、中国が従来通りにロシ
アとの戦略的連携を強化すれば、中国の対米関係の悪化を招来し、その
結果「同盟のネットワーク化」の矛先が米国の「戦略的ライバル」であ
る中国に明確に向けられることもあり得る。こうした観点から、中国国
内の専門家は、中露間で「戦略的パートナーシップ」を深化させること
と並行して、米国との良好な関係を発展させる必要性があることを強調
し、さらに、中露「戦略的パートナーシップ」の準則が「同盟ではなく」、
「第三国に向けられたものではない」ことを、改めて強調するようになっ
ている。
2008 年 8 月 8 日の北京五輪の開幕日に、ロシアがグルジアの南オセチ
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アへ軍事介入し、26 日に南オセチアとアブハジアの独立承認を発表した
ことは、中国に外交上の困難な選択を迫るものであった。胡錦濤国家主
席によれば、ロシアとの関係を発展させることは「中国外交の優先方向」
であり、中露「戦略的パートナーシップ」の深化が目指される。しかし、
ロシアの軍事行動を中国は支持できない。なぜなら、ロシアはグルジア
の一地域である南オセチアを支持して軍事介入し、さらにその独立を承
認したのであり、台湾問題やチベット問題を抱える中国はロシアの軍事
行動の論理を支持するわけにはいかない。また、中国は内政不干渉とい
う外交原則を主張しており、「和諧世界」論も内政不干渉を中心とする平
和共存五原則の延長線上に位置付けられており、中国の外交原則や外交
方針という点からもロシアの軍事行動を中国は支持できない。加えて、
2006 年 4 月に胡錦濤国家主席が署名した「中華人民共和国とグルジアと
の友誼と協力のさらなる発展に関する共同声明」において、中国がグル
ジアの独立、主権と領土の保全を支持すること、南オセチア問題はグル
ジアの国内問題であることが確認されている。8 月のロシアの軍事介入後、
中国外交部は「南オセチアとアブハジアの問題の複雑な歴史と現状を理
解している」と述べ、ロシアへの一定の配慮を示しながらも、「対話と協
議を通じた問題解決」の必要性を強調して、ロシアの軍事行動への牽制
を示唆した。8 月末にタジキスタンの首都ドゥシャンベで開かれた上海協
力機構（SCO）首脳会議においても、胡錦濤国家主席は SCO の団結の必
要性を語りながらも、ロシアによる独立承認については言及しなかった。
また、SCO 首脳会議後に発表された共同宣言も独立承認については言
及せず、南オセチア問題がもたらす情勢の緊張に「深遠な憂慮」を表明
したうえで、軍事行動ではなく、ロシアが南オセチアで「平和のために
果たす役割を支持する」と言及したのであった。胡錦濤国家主席はメド
ヴェージェフ大統領に対して中露「戦略的パートナーシップ」の発展の勢
いは良好であると述べ、ロシアのドミトリー・ペスコフ首相報道官も「中
国が南オセチアの独立を承認しないからといって、中国がロシアを孤立
させようとしているわけではない」と指摘し、南オセチア問題が中露関
125

係に影響を及ぼさないように努めてはいる。しかし、すでに指摘したよ
うに西側諸国との対決姿勢も辞さないロシアの「大国外交」への警戒感
が中国側に潜在しており、ロシアとの戦略的連携の強化に中国は慎重に
ならざるを得ないであろう。

3

非伝統的脅威の人民解放軍への影響

（1）増加を続ける国防費
2008 年 3 月に行われた第 11 期全人代第 1 回会議で、2008 年度の国
防費は 4,099 億元であり、前年比 17.7％増であると報告された。これに
より中国の国防費は 20 年連続で前年比 2 桁増となった。中国が公表す
る国防費は前年ですでに世界第 3 位となっており、諸外国の国防費との
額面での比較では中国脅威論への反論として説得力に欠ける。そのため、
今回の公表においては、中国は米国、英国、フランス、ロシア、インド
を比較対象として、GDP に占める国防費の割合と財政支出に占める国防
費の割合がいずれも他国より低いことを強調している。また、前年まで
比較の対象としていた日本への言及がなくなり、新たにインドが比較対
象として言及されるようになった。日本の防衛費は対 GDP 比でも、財政
支出に占める割合でも中国より低いため、比較対象から外したのであろ
う。中国の国防費については、その不透明性を指摘する声が多い。
「透明性」
について、中国は国防費の透明性より意図の透明性が重要と反論してお
り、諸外国との認識の共有はできていないのが現状である。
国防費増加の理由として姜恩柱報道官は、①将校と兵士の待遇向上、
②糧食費や燃料費など物価高騰への対応、③教育訓練などの部隊経費、
④情報化のための装備経費の増加の 4 つを挙げ、国防基盤の弱点を「補填」
するための補償的な増加と説明している。「補填」の解釈に関しては、以
下で見る通り、軍の主張はよりストレートである。
国防費に関する近年の軍の主張には、「忍耐の時期は終わった」、「歴史
的負債の補填」という言説が多く見られる。改革開放政策による経済建
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設優先で我慢を強いられた国防建設に対して、経済的に裕福になった現
在しかるべき配慮があるのは当然という軍の意識をこれらの言説から読
み取ることができよう。全人代開催前の 2 月 26 日付の軍機関紙『解放軍
報』に、国防費の増加に関する論文が掲載された。この論文では、「将来
にわたる国防費増加は、実質的に補填的な増加である」、「不足の補填に
ついては、経済成長のレベルを上回る国防費の補填的増加が当然必要と
される」
、
「2 年後に国防費が経済成長に見合った正常な増加規模に達した
と仮定して、補填的増加は 20 年後に完成する」、「現在の国防費の増加は
経済成長の歩調に接近しているに過ぎず、不足分を縮小しているだけで、
不足の補填はいつまでも完成しない」などと主張されている。このよう
な主張のすべてが受け入れられるとは軍も思っていないだろうが、全人
代の開催直前に掲載したところに国防費増加に対する軍の強い意志を感
じることができよう。さらに言えば、経済成長の減速も視野に入ってき
た現状において、国防費抑制という「忍耐」の再来は回避したいという
軍の危機感の表れであるのかもしれない。
国防費の増加を国内外に説明する理由として、中国は「責任大国」と
いうフレーズもよく用いている。上記論文でも、国連安保理の「常任理
事国としてわが国は大国の地位と責任を有し、世界平和を維持し地域の
安定を守らねばならない。中国はテロや国際犯罪の危険性を減少させる
ため、外国との軍事協力を強化し、国連平和維持活動や共同対テロ演習
により多く参加しなければならず、国防費の増加はこのような活動を支
えるであろう」としている。
人民解放軍軍事科学院の羅援少将は国防費増加に関する解説において、
「伝統的な脅威への対応以外に、中国軍も多くの非伝統的脅威に対する任
務を担うようになった」、「軍の任務が拡大すれば必然的に国防支出の増
加となる。新たな任務と使命を履行するため、中国は国防費を追加する
必要がある」と述べている。確かに 2008 年の中国では、雪害、チベット
族およびウイグル族の抗議行動、四川大地震、洪水、テロ活動など非伝
統的脅威が連続して顕在化した。このような非伝統的脅威への対処は目
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の前にある危機であり、国防費の増加の積極的な理由になり得る。
経費の使用に関し、不正使用や浪費など腐敗を規制する規則が 2007 年
に公布されたが、2008 年には「軍隊指導幹部の経済責任と会計検査業務
のさらなる強化に関する意見」を中央軍事委員会が出している。この「意
見」は、会計検査の結果を人事評価にリンクさせることを強調している。
このように強調する背景には、『解放軍報』が指摘するとおり「少数の指
導幹部は経済面での責任履行の意識が強くなく、厳しさに耐えて努力し、
解説

2008 年版中国国防白書
2009 年 1 月 20 日に「2008 年中国的国防」（2008 年版中国国防白書、以

下「白書」）が発表された。従来の白書は題名に冠した年の年内に発表されていたが、
今回は年を越えて発表されている。これは年末に急遽実行されたソマリア沖への海軍
艦艇派遣の説明を追加したためと考えられる。
今回の白書でも国防費の記述に 1 つの章を割いている。2007 年度の国防費、GDP
に占める国防費の割合および軍人 1 人あたりの国防費について米国、ロシア、英国、
フランス、ドイツ、日本および中国の数値を比較したグラフを載せているが、それぞ
れ数値は米国が突出している。これは米国の突出ぶりを強調することで中国脅威論の
回避を狙ったものと思われる。また、改革開放以来の国防費の推移を GDP と財政支出
との関連で説明し、
「国防費の増減変化の合理性」を強調しているが、国防費の内訳に
ついては従来通り人件費、訓練維持費、装備費の区分にとどまり、細部内訳の説明が
ない。1 つの章を割いている割には内容に乏しく、透明性はほとんど向上していない。
軍事戦略方針では変化が見られる。白書は引き続き「新時期の積極防御軍事戦略
方針」を堅持するとしているが、「安全保障上の多様な脅威に対応し、多様化する軍
事任務を完遂する能力を高める」との記述が加えられた。具体的には、「海洋、宇宙、
電磁空間の安全を守り、反テロ治安、緊急救援、国際平和維持の任務を遂行する能力
を高め」、「国際協力に参加し、多様な形式の軍事交流を展開し、軍事相互信頼メカニ
ズムの構築を推進する」としている。さらに従来の「戦争の抑止」という表現を「危
機と戦争の抑止」と修正している。これについて軍事科学院研究員の陳舟上級大佐は、
「軍事戦略指導の重心が、戦争抑止から危機抑止に移動したことを明示している」と
述べている。2008 年末には中央軍事委員会拡大会議が開かれ、戦略の方向性に関す
る重大問題について議論されたと見られる。この会議で軍事戦略方針の修正が議論さ
れた可能性もある。
海軍の章で、「遠海協力と非伝統的脅威対応能力を一歩一歩発展させる」としてい
るが、これはソマリア沖への派遣という事態を受けて記述されたものと思われる。「協
力」と控えめな表現にはなっているが、「遠海」という言葉が初めて白書に登場した
ことは重要である。
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勤勉倹約して軍を整備するという観念に乏しく、派手に無駄遣いをし、
規則紀律に違反する現象が現れる時がある」からであり、経費使用に関
する腐敗が改まらない現状をうかがうことができる。
（2）戦力投射能力不足の自覚
2007 年の第 17 回党大会の報告において胡錦濤総書記は、
「安全保障上
の多様な脅威に対処し、多様化する軍事任務を完遂する軍隊の能力を高め
る」と述べた。同じ言葉を 2008 年 3 月の全人代でも胡錦濤国家主席と温
家宝総理が強調していた。四川大地震後の 8 月 1 日に『解放軍報』は建
軍 81 周年社説で、
「本年わが軍が遂行したいくつかの非戦争軍事行動に
よって、多様化する軍事任務を完遂する能力を高めるという重大な意義と
戦略的必要性が再び明らかとなった」と指摘している。2008 年は中国に
とって非伝統的脅威が集中した年であり、現実の厳しい試練は、軍と武装
警察に非伝統的脅威に対する真剣な対応を迫ることになった。
3 月のチベットでの抗議行動に対する鎮圧において装甲車が出動したこ
とは映像で確認されており、鎮圧に使われた装甲車は青海チベット鉄道
を使用して運ばれたとの見解を示す研究者もいる。確かに、青海チベッ
ト鉄道建設の目的の一つは、軍の重装備の緊急輸送能力強化であること
は否定できない。近年、人民解放軍は地域防衛型から全国機動型に移行
しつつあり、戦区をまたぐ部隊の機動を重視している。鉄道による重装
備輸送は頻繁に行われており、2007 年 8 月に実施された SCO 加盟国に
よる演習「平和の使命 2007」では 1 万 km 以上の輸送に成功している。
2008 年も演習「砺兵 2008」では済南軍区の部隊が北京軍区の内モンゴ
ルにある訓練基地まで鉄道で機動している。
5 月 12 日に発生した四川大地震の教訓として、統合指揮体制、聯勤（統
合兵站）体制、予備役動員、救援装備、情報収集、通信手段、広報体制、
心理カウンセリングなどを充実させる必要性が指摘されているが、地上
の障害を克服して機動できる空中輸送能力の不足が最大の問題と認識さ
れている。被災後しばらくは空挺部隊、空軍輸送部隊、陸軍航空部隊お
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よび徴用された民間航空機の活躍が各メディアで大々的に宣伝されたも
のの、解放軍の空中輸送能力に対する懸念は小さくない。6 月 18 日に民
間旅客機も参加して実施された航空緊急輸送演習を、制服トップである
中央軍事委員会副主席の郭伯雄と徐才厚が視察し、郭伯雄は「わが軍の
戦略的輸送能力の整備はわれわれに突きつけられた現実的で喫緊の課題
である」と率直に述べている。ただし、戦略輸送機の調達に関してはロ
シア製の Il-76 の納入の遅れなどの問題を抱え、自主開発するにしても短
期間では難しいであろう。戦略輸送能力の不足は当面の間は民間航空機
の活用で補うしかない。また、ヘリコプターの数量不足の解消、全天候
性や救難能力などの質的向上の必要性も指摘されている。ヘリコプター
に関しては新華社系の週刊誌『瞭望』が、四川大地震を中国のヘリコプター
産業の発展の契機とすべきであると訴えている。
9 月 23 日付の『解放軍報』に、戦力投射能力に関する注目すべき論文
が掲載されている。この論文は、核心的軍事能力を向上させるためには、
情報化の強化と同時に戦力投射能力を重視する必要があると主張してい
る。その理由としては、国連 PKO、反テロでの協同、人道支援および災
害救助のような非戦争軍事行動の任務と活動空間が拡大し、その機会も
常態化していること、責任を負う大国のイメージを守ること、戦力機動
型に転換することで戦力構造のスリム化つまり定員削減が図れることを
挙げている。戦力投射能力強化の方向性としては、即応性と特殊性の高
い適度な投射常備力を持つとし、特に海空の戦力投射能力を重視すると
している。また、民間の交通輸送力資源を活用した投射能力の発展も提
起されている。
大型輸送機についてはウクライナと共同開発するとの報道もあるが、
現状ではほぼ輸入に頼っている。海上の戦力投射能力については人道救
援にも使用できる大型揚陸艦の開発、2 万 t 級の大型病院船の就役など進
展の兆しがみられる。大型病院船の導入はスマトラ沖大地震・津波で中
国がプレゼンスを示すことができなかった反省によるものであり、今後
は人道救援の分野で中国は存在感を示すことになるであろう。
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2008 年も中国の空母保有に関
する報道がなされているが、遠
海を目指す中国海軍の水上艦艇
の大型化は今後も進展するであ
ろう。水上艦艇の大型化は中国
造船業の技術向上によって可能
となっているが、この技術向上
は日本や韓国の造船メーカーに
よる協力が背景にある。中国誌
『艦船知識』2007 年 2 月号の記
事は、能力の高い造船所を重点動員対象とするよう主張し、江蘇省南通
市にある日中合弁の造船所が大型船舶建造修理能力を有する造船所とし
て写真付きで掲載されている。
また、
「近海」を出て「遠海」に進出する中国海軍の動きも継続してい
る。例えば、10 月 19 日に駆逐艦 1 隻、フリゲート 2 隻および補給艦 1
隻が津軽海峡を通過した。この行動は中国海軍の太平洋進出意欲の表れ
と見ることも可能であろう。もう一つは船舶保護を目的としたソマリア
沖への海軍艦艇派遣である。人民解放軍国防大学戦略研究所所長の金一
南少将は艦艇派遣の意義として、
「国家イメージの向上」と「遠洋準作戦
能力の執行」を挙げている。また、2009 年 1 月 4 日付の『解放軍報』の
記事は、
「国際社会に対する発言権と影響力は国際貢献への参加と不可分」
とし、さらに、
「領土辺疆だけでなく利益辺疆を守らねばならない」
、
「国
家の安全空間は領土を超越しなければならない」とした上で、今回の「海
軍遠洋護衛行動は、国家利益の広がりによって軍事行動の戦略空間がさ
らに拡大することを表している」と述べている。
（3）体制編制改革の継続
2008 年 7 月、情報化条件下の軍事訓練の基盤となる新「軍事訓練およ
び評価大綱」
（新大綱）が公布された。新大綱は、2006 年 6 月に全軍軍
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事訓練会議で機械化条件下の軍事訓練から情報化条件下の軍事訓練への転
換が決定されて以来、2 年間の部隊検証を経て改定されたもので、2009
年 1 月 1 日から全軍および武装警察部隊で施行される。新大綱の編集に
当たっては各大軍区に課題を与え、163 個の部隊が検証に参加したことを
『解放軍報』は伝えている。また、編集過程において、海洋・宇宙権益擁
護の研究・訓練を増加し、反テロ行動、領海・領空防衛行動、災害および
重大事故対処行動、国連 PKO 参加のための訓練を充実したことも伝えて
いる。新大綱は情報化や「聯合」
（日本でいう軍種間の「統合」および兵
種間の「協同」の概念を含む）に関する訓練と評価に方向性と基準を与え
ることになり、今後人民解放軍の斉一な能力向上が予想される。
新大綱は「聯合」を主軸としているが、2008 年に入ってからは協同
部隊である「合成大隊」の登場が『解放軍報』で頻繁に報道されている。
新大綱は独立して任務を遂行する基本戦術単位を大隊とし、大隊戦術演
習を正式な訓練科目に採用した。この合成大隊とは機械化歩兵、自動車
化歩兵あるいは装甲兵を基本とし、任務に応じて戦車、砲兵、工兵、防
空兵、ミサイル兵、通信兵、化学防護兵、電子対抗部隊、補給部隊など
を配属させた独立作戦能力を有する部隊である。各兵種部隊を任務に応
じて組み合わせる大隊規模のモジュール化部隊は世界の潮流であり、「合
成大隊」はまさにその流れに応じた部隊であると言える。さらに、中佐・
少佐クラスの指揮官に経験を積ませる人材育成と、兵種間の壁を取り除
く意識改革での成果も期待しているのだろう。
2008 年には、将校と下士官の人事に関する重要な制度が施行された。
将校については、選抜、任用、昇任の公正性の確保を目的として人事評
価の基準と要領を具体的に定めた規則を施行した。下士官では大卒者を
下士官に採用する制度を開始した。情報化条件下の局部戦での勝利を追
求する人民解放軍にとって、専門技術者としての下士官の役割が高まっ
ている。下士官の数は年々増加しており、従来将校が担っていた職務の
多くを下士官が担っている。しかしながら下士官の人事制度は不備なま
まであり、選抜採用の公正性と給与や住環境などの待遇面での改善が課
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題とされている。
（4）国防部報道官の誕生
国防費をめぐる議論に代表されるようないわゆる「透明性」に関する
外国の疑念を払拭するため、中国は国防白書の公表、部隊や演習の公開
および外国軍との交流に努めてきたが、「透明性」をアピールする新たな
手段として国防部報道官制度を創設した。国防部新聞事務局自体は 2008
年 1 月から軍に関するニュースを提供していたが、国防部の報道官が初
めてメディアの前に登場したのは四川大地震の時であった。国防部報道
官制度を創設したのは、マスコミへの対応いかんによって軍のイメージ
が左右されることを深刻に認識しているからであろう。また、集団軍レ
ベルでの演習にマスコミ対応訓練が入っていることや、四川大地震にお
ける救援部隊の指揮官たちのマスコミ対応が不適切であったことが軍内
部でも批判されていることからも、マスコミ対応に関する意識は高まっ
ていると考えられる。
人民解放軍は「透明性」の向上を国際世論にアピールして、中国にとっ
て有利な国際環境の構築を企図している。2007 年 7 月に中央軍事委員会
は、総参謀部外事弁公室に新聞事務局を設立し、総政治部宣伝部に対外
宣伝局を設立することを決定した。2008 年には対外宣伝に関する胡錦濤
国家主席の指示を受けて中央軍事委員会は、
「軍事対外宣伝工作の強化と
改善に関する意見」
（以下、
「意見」
）を制定通達した。
「意見」によると、
「軍事対外宣伝工作は党と国家の対外宣伝工作の重要な構成部分であり」
、
「わが軍の良好なイメージの描出を主要な任務とし、世論戦武器の運用を
重要な手段とし、わが軍のソフトパワーの増強を根本目的とし、積極的
かつ効果的に対外宣伝と世論闘争を展開し、われに有利な国際世論環境を
創出する」
とされている。四川大地震の際、
中国新聞社によるインタビュー
に対して胡昌明・国防部報道官は、
「われわれの任務は中国軍の姿を世界
に示し、中国軍のイメージを描き出すことである」と述べている。2009
年には建国 60 周年を記念して軍事パレードが行われる予定であり、最新
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兵器も登場すると予想され、中国の急速な軍事力向上に対する世界の関心
が集まる中、国防部報道官がいかなる対外説明を行い人民解放軍のイメー
ジを描き出すのかが注目される。
インターネットは「意見」の言う「世論戦武器」の一つと認識されている。
人民解放軍が活用しているホームページとしては、総政治部宣伝部が運
営管理する「中国軍網」がある。インターネット上では英語が主要言語
であり、
「中国脅威論」は英語を介して世界中に伝播していることを考慮
し、
「中国軍網」の英語版の内容の充実も重視されている。
世論戦研究の分野において人民解放軍には長年の蓄積がある。軍の宣
伝機関に従事する幹部の養成を任務とする軍の大学である南京政治学院
には、世論戦を教育する専門の研究科が設置され、大学院生と学部生が
学んでいる。また、この学院の世論戦研究は「軍隊 2110 工程」（21 世紀
最初の 10 年の重点プロジェクト）に指定されていることからも世論戦が
重視されていることが理解できる。
人民解放軍は 90 年代以降米軍が主導した戦争を分析し、ハード面ばか
りでなくソフト面でも教訓を得ている。例えばインターネットは国際世
論の支持獲得の手段として重要であることを 99 年のコソボ紛争から、情
報の公開や秘匿よりも統制が有効であることを米軍の対イラク軍事作戦
から学んでいる。2003 年 12 月に改定された「中国人民解放軍政治工作
条例」には、これらの研究の成果が反映されている。この条例には、自
軍への理解と支持を獲得する世論戦、戦場における敵軍の戦闘意志を瓦
解させる心理戦、自軍の合法性や正義性の確保と敵軍の違法性を摘発す
る法律戦のいわゆる三戦の実施が規定されている。世論戦関連規則であ
る「世論戦綱要」と「戦時軍事新聞宣伝管理規定」には「戦時には報道官、
ニュースリリース、
記者会見制度を実施する」と規定されていることから、
国防部報道官制度は世論戦の手段の一つであることが理解できる。また、
この三戦規定によって政治工作も戦闘力として認められ、三戦を担う政
治将校の役割も見直された。国防部報道官制度は政治将校の地位の向上
を象徴しているとも言えるだろう。
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4 「守勢」に転ずる台湾の国防政策
台湾の馬英九新総統の国防政策については、まだ明確な国防戦略と政
策が公表されておらず、現在のところ総統就任の前後における発言から
判断するしかない。
馬英九総統は当選以前から雄風 II E 型巡航ミサイルの開発を批判し、
陳水扁政権の国防政策を「攻撃的国防」と主張していた。これは選挙を
意識し、陳政権との「違い」をアピールするためであったと思われる。
2008 年 2 月には「SMART 国家安全保障戦略」を提起しているが、こ
こから馬英九総統の国防戦略方針をある程度うかがうことが可能であ
る。SMART は 5 つ の 政 策 の 頭 文 字 か ら と っ て お り、S（Soft Power）
は経済文化の促進と国際性の深化による安全保障の強化、M（Military
Deterrence）は盤石で強固かつ防御的な国防、A（Assuring the Status
Quo）は政治的現状維持（ただし、
「軍事相互信頼メカニズム」の構築と「平
和協定」署名の期待が含まれている）、R（Restoring Mutual Trust）は
米国およびアジア太平洋の友好国との関係修復と、米国との軍事協力強
化、T（Taiwan）は「小さくとも美しく強い」台湾の自助努力、である。
総統就任演説で、馬英九総統は国防政策について米国との安全保障およ
び経済における協力の強化、合理的な国防予算、防御的な兵器の購入を
表明しており、これは明らかに選挙前の SMART 国家安全保障戦略を踏
襲している。また、6 月に陳肇敏国防部長は就任後初の業務報告を行い、
守勢戦略への転換を正式に表明した。陳水扁政権の攻勢戦略からの転換
であり、対中融和を掲げる馬英九政権としては当然であろう。
馬英九総統の公約、部隊視察における発言および国防部長の業務報告
などから徐々に馬英九政権の国防政策が明らかになっているが、同時に
将来問題となる可能性のある点も浮かび上がりつつある。
6 月 16 日に行われた陸軍士官学校創立記念行事での訓話において、馬
英九総統は中国の脅威に触れず、
「いかなる侵略も抑止する国防力」との
表現にとどめた。陳水扁総統が必ず中国の脅威に言及していたのとは明ら
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かに異なる。また馬英九総統は、部隊の視察時に中国は「脅威」でもあり
「チャンス」でもあると言っている。これは中国との関係改善を図る馬英
九総統の配慮であろう。しかし、台湾を標的にするミサイルを大量に保
有し、台湾有事を念頭に置いた訓練と体制作りに余念がない中国の脅威
を希薄化することは、台湾軍の士気の低下につながる可能性がある。
また馬英九総統は、上記の訓話の中でも「小さくとも美しく強い」と
いうフレーズを使っている。「小さくとも美しく強い」は SMART 国家
安全保障戦略でも述べられていることから馬英九総統の国防政策のキー
ワードと見て良いだろう。馬英九総統は志願制の完全実施を 4 ～ 6 年か
けて実行するとしているが、「現在の国防費では実現不可能であり、定員
を 20 万人にまで削減する必要がある」と陳肇敏国防部長は述べている。
さらに、志願制の実施は現役定員の削減ばかりでなく、予備役の減少に
もつながり、台湾防衛上極めて不利である。海空の戦力バランスが中国
有利に傾きつつある現状においては、制空権と制海権を確保した中国の
着上陸侵攻能力は高まりつつある。対着上陸戦を戦う台湾は敵上陸地点
での戦闘力の集中競争に優勢を占めねばならないが、少ない予備兵力で
は中国に橋頭堡の確保を許してしまいかねないのである。6 月に実施され
た図上演習「漢光 24 号」からは予備役旅団および予備役大隊の増加の必
要性という教訓を得ている。予備役の動員に関して前述の国防部長業務
報告は、兵役を夏冬 3 カ月の軍事訓練教育に変更し、平時の義務兵役を
免じて有事に地上作戦部隊で運用するとしているが、わずか 3 カ月の訓
練を受けただけで現役部隊を経験していない兵士が、第一線の部隊で有
効に機能するとは考えられない。台湾の置かれた厳しい安全保障環境を
考えれば、志願制移行の問題は、今後馬英九政権の国防施策における課
題となるであろう。
馬英九総統は総統候補の時から中国の台湾向けミサイルの撤去を要求
してきた。国防部長の業務報告でも、国防部は両岸の軍事相互信頼シス
テムを推進するに当たり、まず中国が台湾に向けたミサイルを撤去して
誠意を見せることを求める、としている。しかしながら中国の台湾向け
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ミサイルは移動式であり、移動式ミサイルの台湾対岸からの撤去には政
治的意味はあっても軍事的意味はないことは国防部長自ら認めている。
呉伯雄国民党主席は共産党との党首会談の際に、共産党高官が非公式に
将来ミサイル配備の増加はしないこと、および、ミサイルの更新時に段
階的に数量を削減することも排除しない意向を示したことを明かした。
ただし、この高官は具体的な時期と数は明示しなかったという。この共
産党の「非公式な意向」も軍事的な意味はない。なぜなら中国は台湾を
制圧できるだけのミサイルをすでに保有しこれ以上増やす必要がなく、
性能の高いミサイルに更新すれば数の削減を十分カバーできるからであ
る。また、
「非公式な意向」に拘束力はなく、中国が実際の行動に移す保
証もない。さらに、「高官の意向」が軍の承認を得ていないことは、中国
の徐才厚・中央軍事委員会副主席が自衛隊佐官級訪中団との会見の際に、
台湾問題について軍事力の見直しは当面ないことを明言していることか
らも明らかである。
台湾に対する中国の「誠意」が明確に示されていないにもかかわらず、
7 月に立法院が凍結を解除した上海までを射程に収める巡航ミサイル雄風
II E の開発を、
馬英九政権は再び凍結し、中国に対し先に「善意」を示した。
もちろん凍結はいつでも解除することが可能であるから、馬英九政権の
「善意」も政治的な意味を持つに過ぎない。中国に「誠意」が見られない
場合は開発の凍結解除もあり得る。馬英九政権は雄風 II E の開発を交渉
カードにして中国の譲歩を引き出すつもりなのだろう。しかしながら台
湾が先に「善意」を示したことは事実であり、これに対し中国が相応の「誠
意」を示さない限り平和協議の開催は困難であろう。
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2007 年 9 月のデモの武力弾圧以来、ミャンマー軍事政権に対する国際
的な非難は高まった。しかし軍事政権は体制維持を図り、軍の政治への
関与を保障する新憲法を制定し、アウン・サン・スー・チー氏の自宅軟
禁を続けた。大型サイクロン「ナルギス」がミャンマーのデルタ地帯を
襲い、大きな被害を出した際、軍事政権は当初欧米の人的支援を受け入
れることに消極姿勢を示した。しかし東南アジア諸国連合（ASEAN）と
国連の働きかけが功を奏し、支援活動は徐々に軌道に乗っていった。
マレーシアとタイでは国内の政治変動が注目を集めた。マレーシア政
治の基本となってきた与党連合の長期政権は転換点を迎えるかと思われ
たが、実際は首相の早期退陣で落ち着く見通しとなった。タイでは内政
の混乱によって首相が頻繁に交代する一方、カンボジアとの国境にある
寺院の領有権をめぐって両国の軍同士が衝突した。2007 年に調印された
ASEAN 憲章は各国の批准手続きが順調に進み、2008 年末に発効した。
今後は人権機関の設立を含め、憲章に基づく ASEAN 共同体の実効性が
問われることとなる。2008 年の ASEAN の域外関係としては、米国、中国、
インド、日本との関係が発展すると同時に、北朝鮮との独自の関係が強
化される動きが目立った。
軍事協力の分野では、インドネシアと中国の協力関係の進展が注目さ
れる。またテロの現況としては、インドネシアとタイではやや沈静化し
たものの、フィリピンでは過激派組織と政府の和平交渉が決裂し、過激
派組織と国軍の戦闘が再開された。東南アジアのテロ問題は、依然とし
て地域の懸案事項となっている。
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ミャンマーのサイクロン被害と国際災害救援活動

（1）デモ弾圧後の軍事政権に対する国際社会の対応
欧米を中心とする国際社会はミャンマーに対し、アウン・サン・スー・
チー氏の解放や民主化勢力との政治対話の再開を含む、早期の政治的自
由化を要求している。これに対しミャンマー軍事政権は、この要求を拒
否し、強権体制を続けている。2007 年 9 月には、民主化プロセスの進展
の遅れや欧米の制裁による国民経済の困窮に対する人々の不満を背景と
して、さらに燃料や食料品価格の大幅な上昇を直近の原因として、最大
都市ヤンゴンで市民と僧侶による大規模なデモが発生した。軍事政権は
これを武力で弾圧し、軍主導の政治体制を維持する姿勢を示した。
強権体制の維持のため民主化運動を弾圧するミャンマー軍事政権に対
し、米国と欧州連合（EU）は経済制裁を強化した。2008 年 2 月 5 日、
米財務省は軍事政権の武器取引に関わる政商と、政権指導部の家族を含
むその関係者に対し、在米資産の凍結と米国人との金融商取引の禁止を
含む制裁の発動を発表した。また 5 月 1 日にブッシュ大統領は、宝石、
木材などを扱うミャンマー国営企業 3 社の在米資産を凍結する大統領令
に署名し、さらに 7 月 29 日には軍事政権への経済制裁を延長する法案に
署名した。同法に基づき米国財務省は軍事政権関連企業 10 社への経済制
裁を発表した。EU は 4 月 29 日の総務・対外関係理事会で、軍事政権関
係者に対するビザ発給禁止、資産の凍結、ミャンマー国営企業に対する
貸付の禁止などを含む制裁の 12 カ月延長を決定した。
欧米の制裁が継続・強化されるなか、ミャンマーは軍事政権に理解を
示す中国、インド、ロシアといった周辺大国と経済・安全保障面での関
係を強化し、制裁の影響を最小化しようとしている。中国は従来よりミャ
ンマーにとって政治的、経済的、軍事的に最も重要な隣国である。2008
年 6 月 20 日、
ミャンマー政府、中国石油天然気集団公司、韓国の大宇グルー
プが率いる企業連合体の 3 者は、ミャンマー海域の天然ガスの販売と輸
送に関する覚書に調印した。これは、インド洋からミャンマーを経由し
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て中国南西部へと至るエネルギー供給路の開発を目的としており、中国
にとってのミャンマーの重要性をあらわす証左の一つである。ただミャ
ンマーはロシアやインドとも注意深く関係を保ち、過度の中国依存を避
け、周辺国との関係の均衡を図ろうとしている。2 月に軍事政権はロシア
企業に対してミャンマー北部での鉱物探査を認可し、また 6 月にはイン
ドと投資促進、ワイヤー工場建設用借款、送電線建設のための借款に関
する 3 つの経済協力協定を締結した。
軍事政権に民主化を促す国連の関与も継続している。だが、イブラヒム・
ガンバリ国連事務総長特別顧問の度重なるミャンマー訪問と軍事政権首
脳との会談にもかかわらず、国連の調停ははかばかしい進展を見せてい
るとは言えない。そうしたなか、ガンバリ顧問はミャンマーに対する新
たなアプローチを構想した。それは国連の支援の下、ミャンマーの各社
会団体が連携して社会経済開発を行う「国家経済フォーラム」構想である。
同フォーラムには軍に加えて野党や市民団体が参加し、貧困、教育、保
健衛生といった問題の解決を目指す。プロジェクトの資金は国連を介し
て EU や世界銀行が拠出することが期待された。
ガンバリ顧問は 2007 年 11 月にミャンマーを訪問した際、軍事政権に
対し同構想を初めて提案した。2008 年 2 月 28 日にガンバリ顧問と会談
した高村正彦外相も、日本政府として同顧問の活動に対する全面的な支
援を表明した。同構想は、ミャンマーの社会経済発展を支援することに
よって内部から政治面の変化を促そうとする日本のミャンマー政策とも
合致した。ガンバリ顧問は 2008 年 3 月 6 日から 10 日にかけてミャンマー
を訪問し、ニャン・ウィン外相、チョー・サン情報相ら軍事政権幹部と
会談した。会談の際ガンバリ顧問はフォーラム構想について再度言及し
た。軍事政権側は、欧米の経済制裁がミャンマーの社会経済問題の根本
原因であり、フォーラム構想は状況を複雑にするものとの見解を示した
が、一方で同構想に一定の関心を示した。
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（2）新憲法の制定
ミャンマー軍事政権は、外部からの民主化要求を拒否し続ける一方、
軍の政治への関与を永続化するための憲法の制定を完了した。2008 年 2
月 9 日のミャンマー国営放送は、新憲法に関する国民投票を 2008 年 5
月に実施し、2010 年には複数政党制に基づく総選挙を行うことを発表し
た。また 2008 年 2 月 19 日の国営放送は、憲法起草委員会が新憲法草案
の策定作業を終えたことを明らかにした。これにより、1993 年に新憲法
起草のための国民会議が設立されて以来、会議の長期中断を含めて 15 年
の長きにわたる起草作業がようやく終了した。
新憲法の制定は、軍事政権が 2003 年 8 月に発表した「民主政へのロー
ドマップ」の重要項目の一つである。「ロードマップ」は、軍事政権が
2003 年 5 月にスー・チー氏を再び自宅軟禁に置いたことによって国際的
な非難が高まった際、外圧を緩和し、軍事政権自らが民主化へ向けた政
治改革の主導権を握るために設定された行程表である。「ロードマップ」
によれば、憲法草案策定作業の完了は第 3 段階の終了を意味し、国民投
票と総選挙はそれぞれ第 4、第 5 段階を意味する。
新憲法草案には、軍の権力保持を目的とした規定や制度が盛り込まれ
資料

ミャンマーの民主政へのロードマップ
2003 年 8 月 30 日、国家平和開発評議会メンバー、閣僚、NGO に対する

演説において、キン・ニュン首相はミャンマーが民主国家へ移行するための 7 段階の
プログラムを発表した。
1. 1996 年以来中断されている国民会議を再開する。
2. 国民会議再開後、真に秩序ある民主国家の誕生のために必要な過程を一歩一歩歩
んでいく。
3. 国民会議によって策定された基本原則にのっとり新憲法を起草する。
4. 国民投票によって憲法を採択する。
5. 新憲法にのっとり、自由で公平な議会選挙を実施する。
6. 新憲法にのっとり、議会を開会する。
7. 議 員によって選出された国家指導部、政府とその他中央組織によって現代的で、
発展した民主国家を建設する。
（出所）Burma Today News , 15 August 2008.
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ている。まず国政における軍の指導的役割を明示している。そして両院
の議席の 4 分の 1 を軍が任命し、さらに正副大統領 3 人のうち 1 人を軍
が任命することを定めている。また草案には、正副大統領・議員に立候
補する資格のない者の一つとして「外国の影響を受けている者」が挙げ
られている。これは、スー・チー氏の政治への関与を除外するための措
置とみられている。軍事政権は 2008 年 5 月 27 日、スー・チー氏の自宅
軟禁を 1 年間延長する通達を出した。2010 年の総選挙までスー・チー氏
の政治的影響力を封じ込める意図があるとみられている。
軍事政権は、新憲法草案の内容について ASEAN 各国の理解を求めた。
2008 年 2 月 19 日にシンガポールで開催された ASEAN 非公式外相会議
の場で、ミャンマーのニャン・ウィン外相は他国外相に対し、スー・チー
氏は上記理由により 2010 年の総選挙に立候補できないことを説明した。
その際各国は、国民投票と総選挙が予定通り実行されるよう強い期待を示
すと同時に、スー・チー氏が立候補できないことに関しては、そうした被
選挙資格を時宜に合わない、
奇妙なものと批判した。だが議長国シンガポー
ルは、総選挙は基本的にはミャンマーの内政事項であるとして、内政不干
渉原則に基づきさらなる言及を控えた。
ガンバリ顧問が 3 月にミャンマーを訪問した際、軍事政権は新憲法草
案と国民投票に関する同顧問の要請をことごとく拒否した。ガンバリ顧問
は軍事政権に対し、新憲法草案の見直し、スー・チー氏の政治参加、新憲
法草案の国民投票に際しての国際監視団の受け入れを求めたが、軍事政権
側はこうした国連の要望をすべて退けた。これに対し国連安全保障理事会
は 5 月 2 日、自由で公正な国民投票の実施と包括的かつ信頼性ある政治
プロセスの確立を求める議長声明を採択し、軍事政権への牽制を試みた。
（3）サイクロン被害への軍事政権と国際社会の対応
大型サイクロン「ナルギス」がミャンマーを襲ったのは、2008 年 5
月 2 日から 3 日にかけてのことであった。サイクロンはミャンマーの穀
倉地帯であり、最大都市ヤンゴンのあるイラワディ・デルタを直撃した。
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サイクロンが引き起こした強風、
豪雨、高潮により、死者・行方
不明合わせて 14 万人、被災者
は 240 万人に上るという未曾有
の大惨事が発生した。
サイクロン襲来に際しての軍
事政権の初期対応は、十分なも
のであったとは言い難い。救援
物資や機材の不足、ノウハウの
欠如により、軍事政権は自力の
みでは救援活動を組織的かつ機動的に実施することはできなった。サイ
クロンによる被災直後の 5 月 5 日、軍事政権は国際的な支援の受け入れ
を表明した。しかしその受け入れ方は選択的であり、緊急資金・物資支
援は受領されたが、国際機関や欧米諸国の人的支援に関しては入国ビザ
の発給を拒否された。軍事政権は、援助が政治化し、欧米の支援要員がミャ
ンマーに入ることが軍事政権に対する民主化圧力と結びつくことを警戒
したものとみられる。一方で軍事政権はタイ、中国、インド、バングラ
デシュといった軍事政権に理解を示す近隣諸国には援助要員の派遣を依
頼した。
さらに軍事政権は、大規模自然災害後の非常事態にもかかわらず、新
憲法草案の国民投票を実施した。軍事政権は 5 月 6 日、サイクロン被害
が特に甚大なヤンゴンとイラワディの 2 管区については 24 日に延期した
ものの、その他の地域では予定通り 10 日に国民投票を実施することを明
らかにした。8 日、潘基文・国連事務総長は投票の延期を促す声明を出し
たものの受け入れられず、結局国民投票は 10 日に実施された。そして軍
事政権は 15 日、国民投票の結果として、投票率は 99％、賛成票は投票
者全体の 92％となり、新憲法草案は圧倒的多数の賛成票によって国民の
承認を得たと発表した。
国際社会の支援の受け入れに消極的な軍事政権の態度を前に、国連安
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保理では国家主権の侵害もいとわない人道支援の可能性が議論されるま
でになった。5 月 7 日に行われた国連安保理の非公式協議において、人権
重視のフランスはいわゆる「保護する責任」論に基づき、ミャンマー政
府の同意なしに被災地域へ救援物資を届けることを主張した。フランス
の主張は、従来、大量虐殺、戦争犯罪、人道に対する犯罪への対応が想
定されていた「保護する責任」論を自然災害にも適用し、救援活動に際
して国際社会の強制介入を正当化しようとするものであった。だが、安
保理に出席していた中国、ロシア、南アフリカ、ベトナムは、フランス
の提案に強く反対した。またミャンマーの人権状況に懸念を表明してき
た国連や英国も「保護する責任」論を自然災害に適用することには慎重
姿勢を示し、
強制介入の安保理決議は結局見送られた。今回のミャンマー・
サイクロン被害は、近年国際社会の規範となりつつある「人間の安全保障」
が、いかなる状況において国家主権に基づく伝統的な安全保障の規範に
優先するかという問題を国際社会に提起するものであった。
しかしその後、国連の働きかけを契機として軍事政権も方針を変え、
被災地域における本格的な救援活動への道筋がつけられることとなった。
潘基文事務総長は軍事政権を説得するためミャンマーを訪問し、5 月 23
日には軍事政権トップのタン・シュエ国家平和開発評議会議長に直談判
した。潘基文事務総長は会談後、同議長があらゆる国際社会の支援の受
け入れに同意したことを明らかにした。
（4）サイクロン被害への ASEAN の対応
2004 年 12 月のスマトラ沖大地震・津波の被害を契機として、ASEAN
は 2005 年 7 月に防災・災害救援に関する協定を締結した。しかしいまだ
加盟国すべての批准手続きが完了せず、協定は発効するに至っていない。
ASEAN として大規模自然災害への集団的対処機能が確立していない状況
の下で、ミャンマーのサイクロン被害に対する ASEAN としての対応はま
ず、加盟各国に対しミャンマーへの支援を呼びかけることであった。ス
リン・ピッツワン ASEAN 事務局長は 2008 年 5 月 5 日、ミャンマーを除
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く全加盟国に対し緊急支援を要請した。これに対し ASEAN 各国はミャン
マーに各種支援を実施した。隣国タイは緊急資金・支援物資の提供と医
療救援チームの派遣を行うと同時に、人的支援の受け入れについて国際
社会とミャンマー政府の仲介役を担った。またインドネシア、
マレーシア、
シンガポールは緊急資金・支援物資を提供する一方、救援隊の派遣を申
し出た。さらにカンボジアとラオスは緊急資金援助を実施した。
ASEAN はその後、地域共同体としてミャンマーに関与する方策を模索
した。ASEAN 各国は、事務局を通じてミャンマーの政府関係者に対し
国際社会の支援を受け入れるよう説得を試みると同時に、当時議長国で
あったシンガポールはミャンマーを含む加盟各国に緊急会合の開催を呼
びかけた。恐らくミャンマーの説得に数日を要したと思われるが、スリ
ン ASEAN 事務局長は 5 月 12 日、ASEAN 特別外相会議を同月 19 日に
シンガポールで開催することを発表した。サイクロン被害の発生から 10
日ほどたち、また会議の開催にはさらに 1 週間を要することに対し、非
政府組織（NGO）や報道関係者から ASEAN としての対応の遅れに対す
る批判が起こった。これに対しスリン事務局長は、効果的な救援活動の
実現に向けた ASEAN の取り組みを強調した。
5 月 19 日に行われた ASEAN 特別外相会議で各国外相は、事務局長率
いるタスクフォースを設置することで合意した。タスクフォースは国連、
ミャンマー政府と連携し、ASEAN 主導の支援受け入れメカニズムの実現
を目的とした。ASEAN を通じた国際支援は政治化されないという条件の
下、ミャンマーは国際支援の受け入れを表明し、また ASEAN 各国から
派遣される医療チームの受け入れにも同意した。さらに ASEAN は国際
支援会合を国連と共催することを決定した。
同月 25 日、ASEAN と国連が共催し、51 カ国と 23 の国際機関が参加
する国際支援会合がヤンゴンで開催された。会合においてミャンマー政
府は、支援が政治化しないよう依然として警戒感を示しながらも、国際
的な支援を広く受け入れることに同意した。また復興資金をめぐっては、
ミャンマー側がサイクロンによる長期的な損失に対する引き当てを含め
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110 億ドルとしたのに対し、国連は 2 億ドルと算出し、両者の主張は大
きく食い違った。結局各国が拠出を表明した総額は 5,000 万ドルであっ
た。そして参加各国は、ミャンマー政府、ASEAN、国連が中核となって
構成される支援調整機関をヤンゴンに設立することで合意した。
国際支援会合の合意によって、支援調整機関を軸に各国政府・国際機関
の支援は本格化した。5 月 28 日、日本政府はミャンマー政府の要請に基
づき、国際緊急援助隊医療チーム 23 人の派遣を決定した。7 月下旬には、
通常の支援活動が行われるようになったと国連関係者も評価した。初動態
勢の遅れに批判が出たものの、ASEAN の仲介は比較的成功裏に推移した
と言えよう。5 月 30 日に ASEAN が派遣した専門調査団がミャンマーで
活動を開始した際、スリン事務局長は「ASEAN は人道支援の問題で国際
社会とミャンマーの仲介役として重要な一歩を踏み出した」
、
「
（ミャンマー
のサイクロン被害に対し）ASEAN は人道支援の機会を設けることに成功
したが、これこそ ASEAN の強靱性であり、
『新しい ASEAN』はこの強靱
性に基づく責任を果たす用意がある」と ASEAN の果たした役割を高く評
価した。そして 7 月 21 日、ASEAN、国連、ミャンマー政府は 3 者共同で、
サイクロン被害に関する詳細な評価レポートを発表した。その際出された
ASEAN・国連共同プレスリリースは「ASEAN がその加盟国に大きな被害
を与えた自然災害への対処において指導的役割を果たした」と総括した。
大規模自然災害の救援活動は従来より、特に 2004 年 12 月のスマトラ
沖大地震・津波以来、ASEAN が最重要視してきた非伝統的安全保障分野
における協力の一つである。ミャンマーのサイクロンと中国の四川大地
震を契機として、ASEAN と日本、中国、韓国といった主要対話国の間
で災害救援の多国間協力に対する関心が再び高まった。例えば 2008 年 6
月 10 日から 12 日にかけて、中国河北省の石家荘にある人民解放軍陸軍
指揮学院に ASEAN+3（日中韓）の軍高官が集い、災害救援協力につい
て討議するワークショップが開催された。当ワークショップは、災害救
援の際の協力メカニズムと作戦規定の標準化について話し合った。また
7 月 22 日にシンガポールで行われた ASEAN+3 外相会議は、防災や災害
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救援協力を推進するための基金の設立で合意した。
ASEAN+3 にとどまらず、ミャンマーのサイクロン被害と支援のあり
方についてはアジア太平洋レベルでの会合でも議論となった。5 月 30 日
から 6 月 1 日にかけて行われたアジア安全保障会議（通称シャングリラ・
ダイアローグ）では、米国をはじめ各国の参加者からミャンマー政府の
対応に対する不満が表明される一方、シンガポールやマレーシアは、サ
イクロン被害に対する国際社会の支援が必要との認識に基づき、仲介者
としての ASEAN の役割を強調した。また各国国防相間の会合では、自
然災害時の人道支援における多国間協力を規定する一般原則についても
議論が行われた。防衛省の主催で行われた第 13 回東京ディフェンス・フ
ォーラム（10 月 21 ～ 24 日）では、アジア太平洋地域の国防政策・防衛
交流担当幹部（局長・将官レベル）が災害救援における国際協力につい
て討議した。討議では、大規模災害の救援活動における軍の役割が確認
されると同時に、救援活動の際の被災国と支援国・機関の間の情報共有
や調整の重要性について認識が共有された。
ASEAN 地域フォーラム（ARF）も、災害救援における国際協力を足
がかりに、ARF をより実効的な協力枠組みへと発展させる意思を示した。
7 月 24 日に採択された ARF 議長声明は、緊急対応、災害救援、復興の
分野における協力の強化をうたっている。具体的には、訓練、情報共有、
多国間共同演習を通じた災害対応の文民協力、「人道支援・災害救援 ARF
戦略的指針」と「ARF 災害救援ワークプラン」の策定、フィリピンと米
国の共催による初の ARF 災害救援実動演習の実施が明記された。

2

ASEAN の内政と域内・域外関係

（1）内政――マレーシアとタイの政治変動
マレーシアは従来、与党連合・国民戦線が議会の圧倒的多数を占める
ことによる安定した政治体制を長期にわたって維持してきた。2008 年は
この安定した政治システムの変動を予感させる年となった。変動の予兆
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は 2007 年にすでにあった。同年 11 月末クアラルンプールにおいて、イ
ンド系住民 5,000 人以上が無許可で大規模デモを実行し、警官隊と衝突
する事態となった。インド系住民の反発の背景には、マレー系住民を優
遇する伝統的な「ブミプトラ政策」があった。また経済格差や汚職の広
がりを背景として、少数派の中華系・インド系住民のみならず多数派の
マレー系住民を含む国民のアブドゥラ・バダウィ政権に対する不満は増
大していた。こうした政治的不安定のなか、アンワル・イブラヒム元副
首相が求心力となり、国民の野党陣営に対する支持が高まっていった。
2008 年 3 月 8 日、マレーシア下院総選挙が実施された。結果は、与党
の歴史的敗北であった。改選前に議席の 90%を占めていた与党側は、過
半数は確保したものの約 40 年ぶりに憲法改正に必要な 3 分の 2 を割り込
んだ。また同時に実施された 12 の州議会選挙でも、アブドゥラ首相の出
身地であるペナンを含む 5 州で与党が敗北した。同首相は 3 月 10 日に再
任されたものの、与党の大幅議席減を前にその求心力は大きく低下した。
その後、与党連合内で首相の早期退任を求める声は増大していった。
退任圧力に抗しきれなくなった首相は 7 月 10 日、2010 年半ばに退任し、
ナジブ・ラザク副首相に政権を禅譲することを表明した。一方アンワル
元副首相は、与野党逆転を実現するために与党連合に属する議員に対し
野党陣営への転向を促す工作を行った。9 月 16 日、アンワル氏は野党陣
営が議会での過半数を確保するに至ったと言明し、アブドゥラ首相に政
権委譲のための話し合いを呼びかけた。これに対し首相側は呼びかけを
無視したものの、首相には 2010 年半ば以前に退任するよう与党連合内か
ら再度圧力が強まった。結果首相は 2008 年 10 月 8 日、翌 2009 年 3 月
には退陣することを表明した。2008 年におけるマレーシア政治の一連の
動きは、与党連合の長期政権を覆すほどの政治変動をもたらすことはな
かったものの、野党勢力の伸張によって現首相は早期退陣を余儀なくさ
れた。今回の総選挙結果に現れたマレーシア社会と有権者意識の変化は、
ブミプトラ政策に基づくマレーシア政治の基本枠組みの再検討を迫った
と言えよう。
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タイでは、2006 年 9 月のクーデターによりタクシン・シナワット首相
が放逐され、暫定軍事政権が成立した。その後 2007 年 12 月の総選挙に
よってタクシン元首相派の「国民の力党」（PPP）が第 1 党となり、民政
復帰が実現した。しかし 2008 年のタイ政治では、タクシン派と反タクシ
ン派の政治闘争が続き、1 年間に首相が 3 回交代するという不安定な状
況が続いた。
2008 年 1 月 28 日、PPP を核とする 6 党連立政権が発足し、サマック・
スントラウェート PPP 党首が首相に選出された。新たに成立したタクシ
ン派政権は、タイをクーデター前の状態へ戻そうとした。サマック首相
は 2 月 18 日に施政方針演説を行い、大幅な財政出動をともなう社会経済
政策の実施を表明した。そして 3 月下旬、PPP は軍事政権下で制定され
た憲法の見直しに着手した。具体的な見直し対象は、クーデター関係者
に対する大赦、選挙管理委員会に付与された政党解党権限、タクシン元
首相とタクシン派旧議員の公民権停止、などであった。
こうしたタクシン派政権の動き、特に憲法改正の動きに反発した反タ
クシン派は、市民団体「民主市民連合」（PAD）を中心に大規模な抗議集
会を連日開催することによって対抗した。サマック首相の退陣を求める
PAD の運動は次第に過激化し、8 月下旬には首相府やプーケットの空港
を不法に占拠し、座り込みを始めた。その後 PAD とタクシン派市民の衝
突により死傷者が出る事態となり、9 月 2 日、サマック首相はバンコク
に非常事態宣言を発令した。
政治の混乱に際し、軍は静観姿勢を保った。軍は 2006 年のクーデター
で文民政権を倒したことで国際的な批判を強く受けたため、今回は中立・
不介入の立場を表明していた。軍に代わって政権を交代させる役割を担っ
たのは、司法であった。憲法裁判所のメンバーは軍事政権下で一新され、
民政復帰後も軍を中心とする旧来の政治勢力の影響下にあると言われて
いた。憲法裁判所は 9 月 9 日、サマック首相が在職中にテレビの料理番
組に出演し、出演料を得ていたことが憲法違反であるとの判断を示した。
憲法の規定に基づきサマック首相は失職した。また最高裁判所はタクシ
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ン元首相とその親族に対し、汚職や脱税の罪で次々と有罪判決を出した。
PPP 政権の成立を待ってタイに帰国したタクシン元首相は、自らの形勢
不利と見て 8 月に再度出国した。
新たな首相にはソムチャイ・ウォンサワット副首相が指名された。だ
がソムチャイ副首相はタクシン元首相の義弟であり、元首相の影響力を
政治から排しようとする PAD の反発が収まることはなかった。PAD はソ
ムチャイ首相の施政方針演説を阻止するため国会を包囲し、11 月下旬に
はバンコクの 2 つの空港を占拠した。空港の機能は麻痺し、観光や物流
といった経済活動やタイの国際的イメージに与える悪影響が懸念された。
PAD の実力行使に直面したが、ソムチャイ首相は辞任を拒否した。
ソムチャイ首相の辞職を決定したのは、またもや司法であった。12 月
2 日、憲法裁判所は選挙違反を理由に PPP の解散を命じ、ソムチャイ首
相ら幹部の被選挙権を 5 年間剥奪する判決を出した。判決により首相は
失職し、3 カ月足らずで政権は崩壊した。今度は野党民主党が連立与党の
切り崩しを図り、旧与党 4 党と共に連立政権を樹立することに成功した。
12 月 15 日、民主党のアピシット・ウェチャチワ党首が新たな首相に選
出された。アピシット新首相は経済の建て直しを掲げる一方、大型公共
事業の見直しを言明するなど、タクシン時代との差異を明確にしようと
している。
タイ政治における対立の構図は、タクシン元首相を軸とする新興資本
家勢力と軍や官僚を中心とする旧来の勢力の権力闘争である。伝統的勢
力に対しては王室も暗黙の支持を与えているとみられている。今回の権
力争いの結果、政権は伝統的勢力側に移ったが、対立の基本構造は依然
として残っている。東北部の農村を中心としてタクシン元首相に対する
支持も根強い。タクシン派勢力が 12 月 29 日の開会時に国会を包囲し、
アピシット新首相の施政方針演説を阻止するなど、今度は攻守の入れ替
わった闘争が発生した。アピシット首相は国民の和解を政権の最優先課
題の一つに挙げているが、早急に和解を実現することは困難と言わざる
を得ない。
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国内政治の混乱という内憂に加え、外患も発生した。それは隣国カン
ボジアとの、国境にある寺院の帰属をめぐる対立である。タイとカンボ
ジアの国境に位置するプレアビヒア寺院遺跡は、従来から両国によって
領有権が争われてきたが、62 年の国際司法裁判所の判決はこれをカンボ
ジア領と認定した。2007 年 6 月、カンボジア政府は同遺跡を世界遺産に
登録申請した。タイ政府もこれに同意し、2008 年 6 月 18 日、両国は共
同声明を発表した。
しかしプレアビヒア寺院遺跡は、タクシン派と反タクシン派の対立の
文脈で、タイの内政問題と化した。カンボジアが同遺跡を世界遺産に登
録申請することに同意するというタイ政府の決定に、タイの反政府勢力
が激しく反発、首相府前での座り込みを始めた。また野党民主党はサマッ
ク内閣の不信任決議の審議を要求し、反タクシン派の議員らは登録の再
考を求める署名を行政裁判所に提出した。7 月 14 日には、議会の承認を
得ずに独断専行でカンボジア側に承認を与えたとして非難の的となった
ノパドン・パタマ外相が辞任した。
そ の 後、 問 題 は 両 国 の 軍 が 動 員 さ れ る よ り 深 刻 な 事 態 へ と 発 展 し
た。7 月 15 日、寺院へ入ろうとしたタイの僧侶をカンボジアが拘束
し た こ と に 対 し、 タ イ は 100 人 以 上 の 兵 士 を 寺 院 付 近 に 展 開 し、 対
抗した。カンボジア側も軍を動員し、両軍は国境をはさんで対峙し、
一触即発の状態となった。
国力の面で不利なカンボジア
は、 地 域・ 国 際 機 構 を 活 用 し
て事態を収拾しようとした。7
月 22 日、カンボジア政府は国
連安保理に緊急協議を要請し
た。また同日、シンガポールに
て ASEAN 非 公 式 外 相 会 議 が
開催され、加盟各国はプレアビ
ヒア問題を協議した。会議でカ
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ンボジアは、ASEAN の枠組みによる解決を求めたのに対し、タイ側が
ASEAN の関与を拒否した。スリン ASEAN 事務局長は、両国の同意がな
い場合に ASEAN がプレアビヒア問題に関与することについて、否定的
見解を示した。国境をめぐる 2 国間の争いという域内の伝統的安全保障
問題に直面した ASEAN は、有効な解決法を提示することはできなかった。
結局、問題の解決は 2 国間の話し合いを通じて図られることになった。
両国は外相会合を開催するなどして事態の沈静化に努め、8 月中旬には遺
跡付近に展開する部隊の規模を 30 人にまで縮小した。その後 10 月には
両軍の緊張が再度高まり、交戦が発生してカンボジア兵 2 人が死亡した。
だが両軍の司令官は交戦の直後に一時停戦に合意し、戦闘の激化を回避
した。両国首相も同問題をめぐって会談し、問題の平和的解決で合意した。
11 月に入り、両国は合同国境委員会を開催し、係争地帯を一時的に共同
管理することで合意した。その後も両国間の協議は断続的に続いた。カ
ンボジアも次第に柔軟な態度を示すようになり、次回の ASEAN 首脳会
議でプレアビヒア問題を提起しないとの意思を表明するに至った。
（2）域内関係――憲章の批准と人権機関
2007 年 11 月、ASEAN は自らの法的・制度的枠組みを定める憲章を
制定した。この ASEAN 憲章は、内政不干渉、コンセンサスの重視といっ
た従来からの ASEAN の基本原則を再確認すると同時に、ASEAN 首脳会
議の権限や意思決定法、紛争の解決法などについて規定している。2008
年には、制定された憲章の批准が各国で進んだ。2008 年 1 月 7 日、当時
の議長国シンガポールは憲章の批准を終えたことを発表した。また 2 月
にブルネイ、マレーシア、ラオス、3 月にベトナム、そして 4 月に入る
とカンボジアがそれぞれ批准を完了した。さらに 7 月の ASEAN 外相会
議では、ミャンマーが批准を終えたことを宣言した。スリン ASEAN 事
務局長は 3 月 5 日の日本経済新聞のインタビューにおいて、憲章が 2008
年内に発効するとの見通しを示し、事務局の機能強化を憲章発効前から
積極的に進める方針を明らかにした。
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残った未批准国はインドネシア、フィリピン、タイであった。インド
ネシアでは憲章の内容をめぐって議会内で意見が分かれ、批准が難航す
るかに思われたが、10 月 8 日に議会は批准を承認した。フィリピンのグ
ロリア・マカパガル・アロヨ大統領は、憲章が調印されたシンガポール・
サミットの時点ですでに、ミャンマーの人権状況が改善しない限り憲章
の批准を留保する意向を表明していた。だがほかの加盟国が次々と批准
を完了するなか、フィリピン政府も批准を積極的に進める方針に転換し
た。10 月 7 日、フィリピン上院は憲章を批准した。タイでは内政が不安
定なため、批准が順調に進むか懸念されたが、議会での批准手続きは大
きな混乱もなく進んだ。11 月 15 日、タイは憲章の批准を宣言し、これ
で全加盟国の批准手続きが完了した。12 月 15 日にジャカルタで行われ
た特別外相会議にて、ASEAN は憲章の発効を宣言した。
ASEAN 憲章第 14 条は、ASEAN 人権機関について定めている。同条
は、基本的人権の推進と保護のため人権機関を設置し、外相会合がその
権限を定めると規定している。2008 年 7 月 21 日、ASEAN 外相会合が
シンガポールで開催され、この人権機関の権限をめぐって議論が交わさ
れた。ここでは、積極派（インドネシア、フィリピン）が人権機関に制
裁権限を与えるよう主張したのに対し、慎重派（ベトナム、ミャンマー）
は内政不干渉を理由にこれに反対した。議長国シンガポールも難色を示
したという。内政不干渉原則をより柔軟に適用し、ASEAN の共同体と
しての強化を目指すか、あるいは従来の原則を固守するかという意味で、
政治的「ASEAN ディバイド」が顕在化した。ASEAN 外相会合時に人権
機関の設立に関する専門委員会があわせて発足し、第 1 回会合を開催した。
同専門委員会は、ASEAN 内での人権に関する議論の蓄積が一定のコンセ
ンサスを生み出したとの認識に基づき、月例会合を経て ASEAN 首脳会
議にて報告を行うことを明らかにした。ASEAN 首脳会議は当初 2008 年
12 月にバンコクで開催予定であったが、前述のタイ政治の混乱のため、
2009 年 2 月に延期された。
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（3）域外関係――日本および北朝鮮の動向を中心に
近年、経済協力を中心として中国やインドと東南アジアの関係強化の
動きが活発化し、米国もテロ対策を中心とした東南アジアへの関与をよ
り広範な政治協力に拡大する動きが見られる。こうした域外大国と東南
アジアの関係拡大を背景として、ASEAN の主要対話国の一つとして東南
アジアと密接な関係を有する日本も、さらなる関係強化策を講じた。経
済協力としては、
日本は 2008 年 1 月にメコン地域 5 カ国の外相を招待し、
初の日・メコン外相会議を開催したほか、6 月には ASEAN との経済連携
協定を批准した。
福田康夫首相（当時）は、父である福田赳夫元首相が 77 年に発表し
た歴史的な「福田ドクトリン」にならい「新福田ドクトリン」を発表し、
東南アジア重視の姿勢を示した。2008 年 5 月 22 日、福田首相は日本経
済新聞社主催の国際交流会議「アジアの未来」で「太平洋が『内海』と
なる日へ」と題する演説を行った。演説の中で福田首相は、太平洋を内
海とみなし、今後 30 年でアジア・太平洋において国家間の緊密なネット
ワークを形成することを提唱した。
さらに福田首相は「5 つの約束」と題する政策提案を行った。提案の中
で福田首相は、ASEAN の共同体形成を支持し、ASEAN 代表部の設置や
域内の格差解消に向けた協力を表明するなど、ASEAN との問題意識の共
有と協力の姿勢を示した。さらに非伝統的安全保障分野での協力を念頭
に「防災協力外交」としてアジア各国の緊急援助機関のネットワーク化、
鳥インフルエンザへの対応を柱とする「アジア防災・防疫ネットワーク」
の構築を提案した。福田首相の提案に対し、シンガポールの有力紙『ス
トレーツタイムズ』は ASEAN の親密なパートナーであり続けようと
する日本の姿勢を紹介し、またタイの『バンコクポスト』は自然災害
時の救援体制の確立を強調する福田首相の提案を詳細に取り上げるな
ど、ASEAN 各国紙は肯定的な反応を示した。
北朝鮮と東南アジア諸国・ASEAN との 2 国間・多国間関係は、2008
年に活発な動きを見せた。ASEAN との関係では、北朝鮮の東南アジア友
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好協力条約（TAC）加盟が注目される。TAC は東南アジアにおける域内
紛争の平和的解決をうたった条約であるが、近年では域外国が TAC に加
盟することによって ASEAN との友好協力関係を確認するという意味で、
ASEAN と域外国間の信頼醸成の手段となっている。条約加盟は ASEAN
側 の 提 案 で あ っ た。2008 年 2 月 20 日 の ASEAN 非 公 式 外 相 会 議 の
後、シンガポールのジョージ・ヨー外相は、ASEAN 各国は北朝鮮に対
し TAC への加盟を打診することで合意したことを明らかにした。そして
5 月 10 日から 5 日間にわたり ASEAN 議長国代表として北朝鮮を公式
訪問した際、ヨー外相は北朝鮮政府首脳に対して TAC への加盟を要請
した。北朝鮮側は、朴宜春外相のヨー外相に対する 6 月 12 日付の書簡
によって、紛争解決を目的として設置される高等評議会に関する条項が
北朝鮮には適用されないことを条件に、加盟の意向を伝えた。そして

解説

東南アジア友好協力条約（TAC）
東南アジア友好協力条約（TAC）は、1976 年 2 月の第 1 回 ASEAN 首脳

会議（於バリ）で締結された。TAC は 5 章 20 条からなる条約であり、ASEAN 加盟
国の友好と協力を前提とし、域内紛争の平和的解決を宣言するものであった。同条約
第 15 条は、域内紛争について高等評議会を設置するなど具体的な解決法を規定して
いるが、同条が適用されたことはない。TAC は現在ではむしろ、内政不干渉と紛争
の平和的解決の精神に賛同することを示す、象徴的な機能を果たしている。それは多
国間の信頼醸成を高める手段としての意味を有している。
同条約の締結国は当初、ASEAN の原加盟 5 カ国（インドネシア、マレーシア、フィ
リピン、シンガポール、タイ）であったが、80 年代から 90 年代にかけての ASEAN
拡大の過程で、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアが加盟し、す
べての ASEAN 加盟国が条約加盟国にもなった。さらに、東南アジア地域の平和と安
定の精神を拡大する目的から、1987 年 12 月の第 3 回 ASEAN 首脳会議（於マニラ）
で TAC は改正され、第 1 条は東南アジア域外の国家も同条約に加盟できる旨規定す
るに至った。
その後 TAC 加盟国は拡大を続けている。89 年にパプア・ニューギニアが加盟した
のをはじめとして、2003 年には中国、インド、2004 年には日本、パキスタン、韓国、
ロシア、2005 年にはニュージーランド、モンゴル、オーストラリア、そして 2007
年にはフランス、東ティモール、バングラデシュ、スリランカが加盟した。2008 年
の北朝鮮加盟により、締約国は 25 になった。
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7 月 24 日に行われた ARF 会合において、北朝鮮は正式に TAC に加盟した。
北朝鮮は、域外国としては 15 番目の TAC 締約国となった。TAC 加盟
に関する北朝鮮の公式コメントに類するものとしては、朝鮮中央通信の
7 月 27 日付記事がある。同記事は北朝鮮が「ASEAN に対する支持と地
域の平和と繁栄に貢献する意思の表れとして」TAC に加盟したと報じた。
ASEAN は内政不干渉を基本原則として堅持し、東南アジア諸国と北朝
鮮は良好な 2 国間関係を築いている。また北朝鮮は 2000 年から ARF に
参加している。こうした観点から、ASEAN を中心とする多国間協力枠組
みへの参加は北朝鮮にとって好都合であり、国際社会での活動の場とし
て適しているとの計算があるとみられる。今回の TAC 加盟は、北朝鮮が
国際政治の舞台に、慎重ではあるがさらなる一歩を踏み出したものと言
えよう。一方 ASEAN 側の意図としては、北朝鮮との関係強化によって、
朝鮮半島情勢に対し、仲介役として一定の影響力を及ぼそうとしている
ものと考えられる。それは、ASEAN がアジア・太平洋地域の安全保障協
力枠組みの中核であり続けようとする営為の一環である。
2 国間関係としては、北朝鮮は ASEAN の後発加盟国（カンボジア、ラ
オス、ミャンマー、ベトナム）との関係強化に動いている。ベトナムとラ
オスは冷戦期に社会主義陣営に属し、ポスト冷戦期も共産党（ラオスは人
民革命党）一党独裁体制を継続している。そうした政治体制の親和性もあ
り、両国は北朝鮮と独自の外交関係を継続してきた。また両国は改革開放
政策によって近年急速な経済成長を遂げていることから、北朝鮮は両国の
発展モデル、特にベトナムのドイモイ（刷新）政策を参考にしていると言
われている。さらにベトナムは世界第 2 位のコメ輸出国であり、2008 年
から 2 年間国連安保理の非常任理事国となっている点も、北朝鮮がベト
ナムとの関係強化に動く動機となっていることを推測させる。
2008 年は北朝鮮とベトナム、ラオス間の頻繁な要人往来が目立った。
主なものとしては、北朝鮮の朱相成・人民武力部長が 6 月に、朴宜春外
相が 7 月にそれぞれベトナムを訪問し、ノン・ドゥック・マイン共産党
書記長と会談した。ラオスとの関係では、朱相成・人民武力部長が 6 月
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のベトナム訪問後にラオスを訪問し、両国の治安当局者の協力に関する
覚書に調印したほか、ラオスのブアソーン・ブッパーヴァン首相が 8 月
末に訪朝し、両国の経済協力について協議した。結局実現することはな
かったが、金正日国防委員長がベトナムを訪問するのではないかとの報
道も 4 月に出た。
北朝鮮とミャンマーの外交関係の活発化も注目に値する。83 年にラン
グーン（現ヤンゴン）で起こった韓国政府首脳に対する爆弾テロ事件以来、
ミャンマーと北朝鮮の国交は断絶していたが、両国は 2007 年 4 月に国
交を回復した。以前より北朝鮮はミャンマーに兵器を売却していると言
われており、またミャンマーは食糧や天然資源を北朝鮮に提供すること
ができるという意味で、国際的に孤立した両国は互恵関係にある。2008
年 4 月、ミャンマーはシンガポールの貿易会社を通じて北朝鮮のミサイ
ルシステムとロケットランチャーを購入しているとの報道がなされた。
10 月にはミャンマーのニャン・ウィン外相が訪朝して朴宜春外相と会談
したほか、11 月にはミャンマーの首都ネーピードーで第 3 回外務次官級
協議が開催された。

3

東南アジアの軍事動向

（1）各国の国防予算・調達状況――インドネシアの装備調達を中心に
東南アジア各国の国防予算は増加傾向にあるが（図 5-1 参照）、この背
景には順調な経済発展がある。国防予算の増加に伴い、各国は積極的に
装備の近代化を進めている。ここ数年 6%前後の経済成長を続けてきたイ
ンドネシアの 2008 年度国防予算は、前年比 11%増の約 40 億ドルであっ
た。インドネシアは、90 年代に東ティモールの人権問題に絡んで米国の
軍事援助が大幅に削減された経験に基づき、スハルト時代からの軍事面
における米国への依存から脱し、装備調達先の多様化を進めている。そ
して近年インドネシアの主要調達先として、ロシアの存在感が大きくなっ
ている。2007 年 8 月にインドネシアはロシアと 6 機のスホーイ戦闘機を
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図 5-1

ASEAN5 ＋ベトナムの国防予算の推移
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（出所）IISS, Military Balance 2006-9 より作成。

購入する契約を締結し、同年 9 月にはロシアからの装備購入に充てる 10
億ドルの借款に関して合意した。そして 2008 年 8 月 6 日には、6 機の
Mi-17 ヘリコプターが納入された。さらに 11 月 19 日から 22 日にかけ
てジャカルタで開催された兵器・装備に関する国際見本市において、ロ
シアの航空機メーカーであるイルクートはインドネシア技術開発庁と共
同で無人航空機の開発に乗り出すことを明らかにした。
インドネシアと中国の軍事面での協力関係も急速に深まっている。
2007 年 11 月、ユォノ・スダルソノ国防相が訪中し、中国との軍事協力
協定に調印した。これは 2005 年 4 月に両国が締結した戦略的パートナー
シップ協定に基づくもので、その内容は技術移転・交流、相互留学、装
備の購入の検討などである。返礼として、2008 年 1 月 15 日から 20 日
にかけて中国の曹剛川国防部長がインドネシアを訪問した。このとき両
国は共同訓練・演習の実施とともに、軍事用の車両・航空機・輸送艦の
生産を中心とした共同生産・投資で合意した。ユォノ国防相は中国から
の投資を受け入れる企業として特に、航空機生産のディルガンタラ・イ
ンドネシアと艦船生産のパルに言及した。インドネシア国軍はかねてか
ら、老朽化した装備を更新するため、国内軍事産業に対し品質、価格、
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早期納入の面での改善を要望していた。今回の中国の協力は、インドネ
シアの軍需産業を資金・技術面から支援するという意味で、インドネシ
ア側の需要に適合したものであると言えよう。
テロとの闘いを契機としてインドネシアの重要性を再認識した米国は、
近年両国の軍事協力関係を再び強化しようとしているが、その背景には
中国やロシアがインドネシアへ急速に接近しているという事実もあると
思われる。2008 年は米国も地域大国インドネシアへの装備支援に積極姿
勢を見せた。インドネシアのユォノ国防相は 1 月 22 日、インドネシア政
府が米国から提供される 7 つのレーダーをマカッサル海峡に設置するこ
とに同意したと語った。また 2 月 25 日、ロバート・ゲイツ米国防長官が
インドネシアを訪問し、スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領、ユォノ国
防相と会談した。ユォノ国防相は会談後、インドネシア政府が米国から 6
機の F-16 戦闘機の購入を検討していることを明らかにした。
他の東南アジア諸国の主な調達は次の通りである。まずマレーシアは、
2003 年契約の 18 機の戦闘機 Su-30MKM のうち、2007 年の 6 機に続
き、2008 年 3 月には 4 機の納入を受けた。またマレーシア空軍は早期警
戒管制機の購入も検討しており、2006 年から 2010 年にかけての中期国
家経済開発計画である第 9 次マレーシア計画の中間見直しにおいて、装
備購入に関する最優先課題となっている。シンガポールも好調な経済に
伴う豊富な国防予算を背景に、第 3 世代の軍の建設を順調に進めている。
8 月 22 日、シンガポール海軍に
フォーミダブル級フリゲート 6
番艦が納入されたことを、製造
元のフランス DCNS が明らかに
した。これでシンガポール海軍
は予定されていたフォーミダブル
級フリゲート 6 隻すべての受領
を完了した。また同空軍はロッ
キ ー ド・ マ ー テ ィ ン 製 の F-35
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統合攻撃戦闘機に関心を寄せている模様で、今後数十年にわたって最大
100 機の購入を検討中とのことである。
フィリピンの 2008 年度国防予算は、前年比 6%増であった。フィリピ
ン国軍は 2008 年 5 月、アエルマッキ練習機 18 機を注文した。そして
タイ国軍は 2009 年度国防予算につき、前年比 17.8%の増額を要求した。
2008 年 1 月にタイ政府は、グリペン戦闘機 6 機を購入するための予算枠
を設定する意向を示した。タイはマラッカ海峡の安全保障にも積極姿勢
を見せた。9 月 18 日、タイはマラッカ海峡のパトロールに関する調整委
員会の協定に調印し、インドネシア、マレーシア、シンガポールとの共
同航空パトロール「アイズ・イン・ザ・スカイ」と、調整された海上パ
トロールの双方に参加することが決定した。
（2）テロの現況と軍事協力の進展――フィリピンの場合を中心に
東南アジアにおけるイスラム過激派の活動に関しては、攻撃の態様や
被害状況につき、
国によって程度に差異が生じている。インドネシアでは、
過激派組織ジェマ・イスラミア（JI）が関与したとみられる大規模爆弾テ
ロが 2002 年から 2005 年にかけて連続的に発生した。しかし 2006 年以降、
大規模テロは発生していない。米豪の支援を受けたインドネシア国家警
察特殊部隊の取り締まりと幹部の逮捕・殺害により、JI は大規模テロを
実行する組織的能力を大幅に低下させたものと思われる。2008 年 11 月
9 日には、2002 年 10 月に起こったバリ島爆弾テロの主犯と認定された
JI メンバー 3 人（イマム・サンドラ、アリ・グフロン、アムロジ）の死
刑が執行された。しかし、貧困や社会的不平等に根ざす過激派・テロ発
生の根本原因は除去されておらず、JI の活動自体も継続している。2008
年 7 月、スマトラ島パレンバンで、国家警察は爆弾テロ謀議の疑いで JI
メンバーら 12 人を逮捕した。ユドヨノ大統領は 8 月の施政方針演説の中
で、テロは依然としてインドネシアにとっての脅威であるとして国民に
対し警戒を呼びかけた。
2004 年 1 月に始まったタイ深南部の騒乱による死者は、2008 年 11
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月の時点で 3,400 人を超えている。騒乱の根本原因は、深南部の多数派
住民であるマレー系ムスリムが仏教国タイの他の国民といかに共存する
かという難題を包含しており、根本的な解決への道のりは遠い。深南部
において襲撃、放火、爆弾、破壊工作といった小規模な攻撃は現在も沈
静化する気配はないが、少なくとも 2008 年における騒乱の発生頻度と
死傷者数は、前年までに比して減少に転じた。事態の相対的沈静化の原
因は軍の活動強化にあると言われている。中央政治での混乱が続くなか、
サマック首相は軍に対し深南部対応を全面的に任せた。これに対し軍は
増派とともに展開地域を変え、過激派の取り締まりを強化した結果、騒
乱の発生件数を抑えることに成功した。また、深南部問題を純然たる国
内問題と位置付けるタイ政府は公式には認めていないが、インドネシア
のユスフ・カラ副大統領の仲介により、2008 年 9 月に過激派メンバーと
タイ政府関係者がジャカルタ近郊にて会談を行ったとの報道がなされた。
フィリピンでは、ミンダナオ和平の実現が再度遠のいた。それは、ミ
ンダナオ島を中心に活動するイスラム過激派組織モロ・イスラム解放戦
線（MILF）とフィリピン政府の和平交渉が頓挫したことによる。フィリ
ピン政府は、2003 年の停戦協定締結以来 MILF と和平交渉を続けた。そ
して 2007 年 11 月、両者はムスリム・ミンダナオ自治地域（ARMM）の
拡大に関して合意に至り、その後 ARMM に関する協定覚書が 2008 年 8
月 5 日に調印される運びとなった。しかし、地元の政府関係者の提訴を
受けた最高裁が 8 月 4 日に調印の一時差し止めを命令すると、一転して
政府は対 MILF 交渉チームを解散し、国軍と MILF との戦闘も再び激化
した。10 月 14 日、最高裁は協定覚書が憲法違反に当たるとの判決を出
し、これにより ARMM 拡大に関するフィリピン政府と MILF の交渉は完
全に白紙に戻った。政府と MILF の早期の和平交渉妥結は難しく、今後
とも両者の戦闘が散発的に継続するであろう。2004 年 10 月の設立以来、
ミンダナオの治安状況の改善に大きな役割を果たしてきた国際監視団も、
主要構成国の一つであるマレーシアが 2008 年 11 月いっぱいで部隊を撤
退させたことにより、規模縮小を余儀なくされた。マレーシア政府は長
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年にわたってフィリピン政府と MILF の仲介役となってきたが、撤退の
態度を示すことにより、フィリピン政府に交渉の進展を促す狙いがある
とみられる。実際マレーシアは、和平交渉が進展した際には監視団に復
帰する意向を示している。
米国とフィリピンの共同軍事演習は、主として MILF と、同じくミン
ダナオ島を中心に活動するイスラム過激派組織アブ・サヤフを対象とし
た対テロ演習である。演習を含め米軍の支援を受けたフィリピン国軍の
掃討作戦が功を奏してか、2008 年 6 月に出された米陸軍士官学校対テロ
センターの報告書は、アブ・サヤフの脅威は減少していると分析している。
定例化した米比共同演習の代表的なものに「バリカタン」がある。2008
年の「バリカタン」は 2 月 18 日から 3 月 3 日まで中西部ミンダナオ、ス
ル群島、パラワン島で実施された。演習には 6,000 人の米軍と 2,000 人
の比軍部隊のほか、オーストラリア、インドネシア、シンガポール、タ
イ、マレーシア、ブルネイもオブザーバーとして参加した。2008 年の「バ
リカタン」は人道支援プロジェクトとして地域住民に対して無料医療サー
ビスを提供し、学校建設・修理そのほかの地域インフラ整備に従事した。
さらに米比両部隊は自然災害時の救援活動訓練、海上の安全保障の強化
に向けた連合幕僚演習および野外訓練を実施した。
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2008 年 5 月にメドヴェージェフ大統領とプーチン首相による史上異例
の双頭体制が発足し、「2020 年までのロシアの発展戦略」を国家課題に
掲げるとともに、ロシアの安全保障のあり方をめぐって政軍関係に軋み
がみられた。8 月に発生したグルジアとの武力衝突はソ連解体後初の国外
における軍事行動となり、国益擁護のためにロシアがこのような軍事行
動を行う意図と能力があることを国際社会に知らしめた。また、米国の
ミサイル防衛（MD）システムの欧州配備に対抗するため、ロシアはポー
ランドに接する自国の飛び地カリーニングラード州にミサイル配備を表
明するなど、強気の対外姿勢を貫いた。
米国による MD システムのグローバル化に反対するロシアは、東アジ
アにおいて日本が進める弾道ミサイル防衛（BMD）に関しても懸念を強
めており、米露関係の悪化がロシアの東アジア外交にも影響を及ぼしつ
つある。国力回復によりロシアが自立した戦略プレーヤーになりつつあ
ることから、対米牽制といった観点から中国と戦略的に連携するモチベー
ションが低下し、武器と資源の輸出に基づいてロシアは独自の東アジア
外交を模索している。2007 年から戦略爆撃機による定期的な長距離警戒
飛行が再開され、2008 年 2 月には戦略爆撃機が 33 年ぶりに伊豆諸島南
部の日本領空を侵犯する事態が発生した。
軍事面においては、旧ソ連 7 カ国で構成される集団安全保障条約機構
（CSTO）や南米のベネズエラとの間で軍事演習や軍事技術協力を行うこ
とで、ロシアの軍事的勢力圏を拡充しようとする動きが見られた。ロシ
アは兵員と装備の両面において軍のイノベーションを目指しており、セ
ルジュコフ国防相が史上最大級の軍改革を明らかにするとともに、低迷
した国防産業の再生を図るなど、ロシア軍の改革は新たな段階を迎えつ
つある。
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史上異例の双頭体制

（1）メドヴェージェフ新政権の誕生
ドミトリー・メドヴェージェフ大統領とウラジーミル・プーチン首相
という強力な 2 人の指導者が政権を率いるという、ソ連・ロシア史上異
例の双頭体制が誕生した。プーチン前大統領は自らの任期 8 年間において、
経済の成長、政治の安定、社会秩序の回復など、強国復活という国家課
題に一定の道筋をつけることに成功した。こうした成果を受けて、ロシ
ア国民の多くはプーチン大統領（当時）の続投を望んだが、憲法では大
統領の任期は連続 2 期 8 年までと定められており、法治主義を重視する
プーチンは任期延長の憲法改正を行うことなく、自らが後継指名したメ
ドヴェージェフ第 1 副首相（当時）に大統領の座を譲った。しかしなが
ら、メドヴェージェフは大統領就任時に 42 歳と政治経験が浅く、政権基
盤の一つであるシロヴィキと呼ばれる軍・治安機関関係者との接点がな
いことから、メドヴェージェフを支えるためにプーチンが首相の立場で
政権内に留まることになった。大統領選挙直前の 2 月 8 日、プーチンは
国家評議会拡大会議において「2020 年までのロシアの発展戦略」と題す
る演説を行い、新体制の発足直前にプーチン自らが中期的な国家戦略を
打ち出した。この国家戦略に基づいてメドヴェージェフ政権は政策を立
案、実施しており、基本的には新政権においてもプーチン路線が継続さ
れている。
3 月 2 日に実施された大統領選挙では、プーチンが後継指名したメド
ヴェージェフが 7 割以上を得票してロシア第 3 代の大統領に選出され、5
月 7 日にはクレムリンで大々的な大統領就任式が実施された。9 日にはモ
スクワの赤の広場で対独戦勝 63 周年記念式典の軍事パレードが実施され、
新体制発足後、初の公式行事となった。赤の広場での軍事パレードはソ連
解体以降しばらく中止され、1995 年から兵士の行進のみが再開されてい
たが、
大規模な装備品の展示はソ連解体直前の 90 年以来、
18 年ぶりであっ
た。Tu-160 や Su-34 戦闘機など航空機計 32 機、T-90 戦車や BMD-4 空
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挺戦闘車、地対空ミサイル、自走砲に加えて、移動式大陸間弾道ミサイル
（ICBM）
・トーポリや短距離巡航ミサイル・イスカンデルのような米 MD
システムへの突破能力が期待されるミサイルなどが一般公開された。今回
の軍事パレードには、新体制の発足とともにロシアが大国として復活し
つつあることを内外にアピールする政治的な意図があったと考えられる。
当初大統領府は大規模な軍事パレードを復活させることに消極的であっ
たが、軍の強い意向を受けて、新制服を着用した兵士など 8,000 人が行
進し、軍が保有する代表的な兵器 143 点が展示されるという大規模な軍
事パレードとなった。さらに同じ日には、ロシア第 2 の都市であるサン
クトペテルブルクの宮殿広場でも、兵士 4,000 人、戦闘車両 80 両が参加
する同様の軍事パレードが実施された。
メドヴェージェフ新政権の主要閣僚人事をみると、主要 27 ポストのう
ち約半数が留任しており、それ以外の人事でも政権内での移動が目立ち、
新閣僚として政府入りしたのはわずか 3 人であった。プーチン首相とメ
ドヴェージェフ大統領は、クレムリン周辺にある大統領府と「ホワイト
ハウス」と呼ばれる首相府との間で執務場所を入れ替えることになった。
それぞれのスタッフも相互に異動したが、全体としてはほぼ同じ顔ぶれ
が政権運営を担うこととなった。ロシアの場合、外交、安全保障は大統
領の専管事項であり、首相は主に経済、社会問題といった内政に従事す
る傾向が強かったが、双頭体制
発足に伴い大統領と首相の役割
に変化が生じた。メドヴェージェ
フ新大統領は、初の外遊として
5 月にカザフスタンと中国を、6
月にはドイツを公式訪問し、各
国との友好関係をアピールした。
一方、首相に就任したプーチン
も、ベラルーシ訪問を皮切りに
フランスのニコラ・サルコジ大
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統領と会談したほか、8 月の北京五輪の開会式に参加してブッシュ米大統
領ら各国要人と会談した。プーチン首相は仏紙とのインタビューで、外交
活動は大統領の専管事項ではないかと問われて、首相の立場ではあるが
安全保障会議の常任メンバーとして外交活動にも関与すると発言してい
る。メドヴェージェフとプーチンは絶えず二者会談を行うとともに、安全
保障会議の対策会議を頻繁に開催して、情報集約と意思決定において両
者の間に齟齬が生じないように細心の注意を払っている。安全保障会議
それ自体は、プーチン前政権下において実質的な役割を果たしてこなかっ
たが、双頭体制という新たな権力体制を維持する政治的な装置として活
用される傾向にある。以上から、重要な政策決定や外交交渉においてプー
チン首相は依然として大きな影響力を有しており、特にグルジア紛争以
降の意思決定においてはプーチンの意向が強く反映されたと考えられる。
双頭体制の本質を「プーチンによる院政」と見るか、「プーチンからメ
ドヴェージェフへの権力移行」と見るかは議論が分かれる。憲法規定に
従い一旦はメドヴェージェフに大統領職を委ねるものの、プーチンが再
度大統領職に復帰してプーチン自らが「2020 年までのロシアの発展戦略」
を完遂するのではないかとの見方もある。特に、グルジア紛争を契機に
悪化した欧米諸国との関係を打開し、後述するように双頭体制発足とと
もに揺らぎつつある政軍関係を修復し、世界的な金融危機や国際原油価
格の下落で低迷する経済を立て直すためには、プーチンの政治手腕は不
可欠であるとの指摘もある。さらに、メドヴェージェフ大統領が 11 月 5
日に実施した年次教書演説において、憲法を修正して次期大統領の任期
を 4 年から 6 年に、議会下院議員の任期を 4 年から 5 年に延長すると宣
言し、憲法修正に必要な手続きを年内に終えたことから、早晩、プーチ
ン政権が復活するのではないかとの見方が強まった。
（2）2020 年までのロシアの発展戦略
ロシアの経済成長率は 98 年の金融危機を底にして、資源の輸出増大と
価格高騰を背景に 99 年以降 6 ～ 10%の高成長が続き、2007 年は 8.1%
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と 9 年連続のプラス成長を記録した。連邦国家統計庁によれば、ロシア
の国内総生産（GDP）の総額は 2007 年 1 月にソ連解体直前の水準に回
復したという。ロシアの金・外貨準備高は中国、日本に次いで第 3 位
となり、2008 年 7 月にはユーロ通貨圏 16 カ国の総額を上回り、他の
BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国の新興発展国）諸国とともに前
年比の増加率が上昇した。前述した「2020 年までのロシアの発展戦略」
と題する演説においてプーチン大統領（当時）は、2007 年にロシアの
GDP 規模は購買力平価計算においてイタリアやフランスを追い抜いて第
7 位となり、ロシアがついに強国として国際舞台に復帰したと宣言すると
ともに、2008 年中には英国を抜いて第 6 位になるとの予想を示した。さ
らにプーチンは同演説において、ロシアは 2020 年までに米中日印に並ぶ
経済 5 強入りを果たし、欧州最大の経済大国になるとの国家目標を掲げた。
同演説によれば、ロシアの対外債務は GDP の 3%まで圧縮され、プーチ
ン政権の 8 年間において実質所得と年金額は 2.5 倍に増加し、失業率や
貧困率は半減し、人口減少問題にも歯止めがかかりつつある。
しかしながら、国際原油価格の急落とグローバルな金融危機の影響を
受けて、2008 年後半からロシアの経済成長は減速傾向を見せている。ロ
シア経済は国家歳入の半分近く、輸出の約 3 分の 2 を鉱物資源に依存し
ているが、ニューヨークの原油先物相場は 7 月に 1 バレル 147 ドルの最
高値を記録したものの、年末には 30 ドル台まで急落した。2008 年度の
ロシアの国家予算の基準価格とされる 74 ドルを大きく下回ったことか
ら、2009 年度の財政収支は 10 年ぶりに赤字に転落する見通しとなった。
さらにインフレーションと人口減少、技術革新の遅れ、将来的な資源の
枯渇といった国内要因も加わり、「2020 年までのロシアの発展戦略」で
示された 2020 年までの平均経済成長率 6%の維持が困難になりつつある。
ロシア経済発展省によると、2008 年の成長率は推計で 5.6%にとどまり、
2009 年にはさらに大きく落ち込む見通しである。それでも、国際エネル
ギー機関などが中長期的には国際原油価格が再上昇すると予想している
こと、資源価格の暴落に備えてロシア政府は 2004 年から原油収入の一部
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を基金として積み立てていること、2008 年から 3 カ年予算を導入して中
期的な財政運営を行っていること、資源依存型経済からの脱却を目指して
産業構造の多角化を図っていることなどから、ロシア経済が長期的にマ
イナス成長に陥ることは想定されない。2009 年 1 月に国際通貨基金
（IMF）
が公表した予測によれば、ロシアの 2009 年の成長率はマイナス 0.7%に
なるが、2010 年にはプラス成長に回復するという。ロシア経済の減速は、
内政面においては前述した「2020 年までのロシアの発展戦略」の実現に、
外交面ではグルジア紛争にみられた強気の対外姿勢に否定的な影響を与
えていくものとみられる。
ロシア政府が公表する数値によると、ロシアの国防予算は毎年 20%前
後の伸びを見せており、2009 年の国防予算は前年比で約 25%増額される
予定である。国防予算はプーチン前政権の 8 年間で 5 倍以上に増加したが、
GDP に占める国防予算の割合は 2.7%前後に固定されており、ロシア政
府は英国やフランス並みの規模であると説明している。このことは、ロ
シアの国防予算の増大は経済規模の拡大に比例していることを示してい
る。これは、軍事優先によりソ連が破綻したとの反省から、国家資源を
軍事分野に重点的に配分することにプーチン前政権が否定的であったた
めである。プーチン大統領（当時）は前述の「2020 年までのロシアの発
展戦略」と題する演説においても、国防支出は国力に見合ったものとな
るべきで、社会・経済発展を犠牲にしてはならないと明言している。し
かしながら、資源輸出によりロシアの国力が大きく回復したことや、北
大西洋条約機構（NATO）拡大などロシアを取り巻く戦略環境が悪化し
ていることから、後述するように経済成長を最優先にしたプーチン路線
に対して軍が反発を強めている。強国復活という国家目標そのものは政
軍間において共有されているが、軍の一部は GDP 比で 3.5%程度まで国
防予算を増額するよう主張しており、軍事分野に対する国家資源の配分
比率をめぐっては政軍間の意見は一致していない。
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（3）政軍関係の軋み
史上異例の双頭体制の発足に合わせて、ロシアの安全保障のあり方をめ
ぐって政軍関係に軋みが見られた。2007 年 12 月に軍が支持するセルゲイ・
イワノフ第 1 副首相（当時）がプーチン大統領の後継者レースで敗れて
以降、ユーリー・バルエフスキー参謀総長兼国防第 1 次官（当時）がマ
スメディアに盛んに登場し、中距離核戦力（INF）条約からの一方的離脱
など強硬な政治的言動を繰り返すようになった。バルエフスキーは 12 月
15 日に実施された記者会見で、米 MD 計画への対抗策として 2012 年ま
でに新型潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）
・ブラヴァを搭載する原潜を
数隻配備すると発言したほか、2008 年 1 月 19 日の軍事科学アカデミー
の会合で「ロシアは自国と同盟国の主権、領土的一体性を守るため、必要
ならば予防的核攻撃も行使し得る」と核兵器の先行使用について言及し
た。バルエフスキーは 2004 年から参謀総長を務め、プーチン大統領から
3 年間の定年延長を請われるなど、政軍双方に対して大きな影響力を持つ
人物であることから、軍人トップの発言に対して国際社会から大きな注
目が集まった。
その後 3 月 18 日にモスクワで米露の外務、国防大臣が会談する「2+2
会合」が実施された際、同参謀総長は MD 問題を中心とした安全保障問
題を協議する米露会合を、休暇を理由に欠席したため、政軍関係に問題が
生じているのではないかとの見方が強まった。21 日にロシアのマスメディ
アは、以下の 4 つの問題に関して参謀本部とアナトリー・セルジュコフ
国防相が激しく対立し、バルエフスキーを含む参謀本部の幹部が一斉に辞
表を提出したと報じた。第 1 は海軍総司令部のサンクトペテルブルクへ
の移転を主張するなど文民であるセルジュコフ国防相の軍事的な無理解、
第 2 は軍の保有資産の民間への売却、第 3 は軍医、従軍記者、軍法務官
など後方任務スタッフの文民化による軍人定員の削減、第 4 は組織縮小
や人員削減といった参謀本部の合理化であった。
ただし、バルエフスキー参謀総長の政治的言動は、赤裸々な軍改革を
断行するセルジュコフ国防相のみに向けられているわけではなく、プー
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チン政権そのものにも向けられていたとも解釈される。「2+2 会合」にお
いては米露が MD 問題において妥協を探る動きがあり、プーチン大統領
（当時）が MD 問題において米国に譲歩することを、バルエフスキーが辞
表を提出することにより阻止したのではないかとの見方もある。結果的
にバルエフスキーの辞任騒ぎを受けて、4 月 6 日にロシア南部のソチで
開かれた米露首脳会談において米露双方は MD 問題で合意に達すること
はなかった。バルエフスキーの辞任はプーチンによって慰留されたとみ
られるが、4 月 11 日に日本の齋藤隆統合幕僚長が同人と会談したのを除
いて公の場に姿を現さなくなり、5 月 9 日に実施された赤の広場におけ
る軍事パレードにおいても同人の姿が確認されなかった。そして新政権
発足後の 6 月 3 日、メドヴェージェフ新大統領はバルエフスキー参謀総
長の解任を発表し、後任にニコライ・マカロフ国防省装備長官兼国防次
官を任命した。バルエフスキーは安全保障会議事務局副書記に任命され
るとともに、
軍改革に尽力したとして祖国功労 2 等勲章が授与されるなど、
政権から完全に排除されることはなかった。
バルエフスキーの安全保障会議事務局入りに関しては閑職に追いやら
れたとの見方もあるが、以下の理由から、安全保障会議において軍の立
場から安全保障政策の最終調整を期待されているとも考えられる。第 1
に安全保障会議副書記のポストが形式的には参謀総長より格上であるこ
と、第 2 にロシアの安全保障戦略を規定する国家文書である「国家安全
保障概念」や軍事戦略を規定する「軍事ドクトリン」の最終とりまとめ
を安全保障会議事務局が行っていることである。12 月に行われた通信社
とのインタビューにおいてバルエフスキー安全保障会議副書記は、国防
省や連邦保安庁（FSB）、内務省などのいわゆる武力省庁が関わる新しい「軍
事ドクトリン」の策定作業グループを自らが率いていることを明らかに
した。ただし、安全保障会議事務局の書記はニコライ・パトルシェフ前
FSB 長官であり、幹部の多くも FSB 出身者で占められており、しかもバ
ルエフスキーが安全保障会議入りする直前に第 1 副書記のポストが新設
され、同じくパトルシェフの右腕とされるウラジーミル・ブラーヴィン
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FSB 次官が任命されるなど、軍
出身のバルエフスキーが影響力
を発揮する余地は限られている。
その後 6 月末にも、バルエフス
キーに近い複数の参謀本部高官
が自ら辞表を提出し、2 人の国
防省幹部が定年まで 1 年を残し
ながら辞任するなど、政軍関係
が不安定化する動きはその後も
見られた。
バ ル エ フ ス キ ー な ど 軍 の 強 硬 派 は、NATO の 東 方 拡 大 や 米 MD シ
ス テ ム の 欧 州 配 備 と い っ た ロ シ ア の 戦 略 環 境 悪 化 の 原 因 は、 以 下
の 2 つの理由から、経済優先および対米融和路線を推し進めてきたプー
チン前政権にあると考えている。第 1 に、ロシアがソ連時代のような軍
事超大国に回帰することはあり得ないとしても、ロシアの軍事力は弱体
化しており、こうした軍事的なロシアの弱さが米国によるロシア封じ込
めを誘引している。第 2 に、9・11 テロ以降、プーチン前大統領は軍の
反発を振り切って中央アジアへの米軍駐留を認めるなど、国際テロ対策
などの非伝統的安全保障分野において対米協力を進めてきたが、それで
も NATO の東方拡大や米 MD システムの欧州配備などロシアの戦略環境
の悪化を食い止めることができなかった。こうした軍の主張を大きく後
押しし、軍の発言力が高まる契機となったのが、8 月に生じたグルジアと
の軍事衝突である。

2

強硬姿勢を貫くロシア外交

（1）ソ連解体後初の国外軍事行動
グルジア領内の南オセチアの独立問題をめぐり、8 月にロシアとグル
ジアとの間で武力衝突が発生した。南オセチアではソ連解体前後に独立
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運動が生起し、グルジアとの間で 2 度にわたり紛争が勃発した。そこで、
92 年にロシア、グルジア、南北オセチアによる委任の下で、各 500 人ず
つの混成の平和維持軍が投入され、ロシア軍の部隊も駐留していた。南
オセチアは国際法上グルジア領の一部であるが、グルジア政府の支配は
一部地域にしか及んでおらず、住民の大半のオセット人はロシアから旅
券を与えられ、独立派政府も人材供給や財政面においてロシアから支援
を受けるなど、事実上はロシアの影響下で半ば独立した状態にあった。
グルジアでは 2004 年 1 月の大統領選挙で親欧米派のミヘイル・サアカ
シュヴィリ政権が発足した後、ロシアとグルジアとの関係は悪化し、南
オセチアの独立派勢力とグルジアとの間で小競り合いが頻発するなど軍
事的な緊張状態が続いていた。
こうした中、8 月 7 日深夜、憲法的秩序の回復を名目としてグルジア
が南オセチアの中心都市ツヒンヴァリを砲撃し、南オセチアに駐留して
いたロシアの平和維持部隊やロシア国籍を有する住民が多数死傷したこ
とから、ロシアは平和維持部隊の自衛権の行使および自国民保護を名目
として軍事行動を開始した。グルジアの軍事拠点を空爆するとともに、
北カフカス軍管区第 58 軍などが南オセチアに進軍するなど、ロシア軍
は 2 日間で約１万人規模の兵力展開を行った。米軍高官はロシア軍がこ
れだけ迅速に軍事展開するとは意表を突かれたと発言するなど、ロシア
軍は迅速に軍事オペレーションを実施した。実はロシア軍は 7 月中旬に
8,000 人規模の対テロ演習「カフカス 2008」をグルジア国境に近いロキ
峠付近で実施しており、グルジアとの軍事衝突を想定して事前の準備を
進めていたとの見方もある。今回の紛争においては、北オセチアのウラ
ジカフカスに置かれた統合司令部が、ロシア各地から緊急展開した異軍
種で構成される統合部隊を指揮するという統合作戦が実戦において初め
て実行され、軍改革の一環としてロシア軍が進めている統合運用体制の
実現ぶりが明らかとなった。このことは、日本の安全保障環境を考える
際に、極東地域に所在するロシア軍の個別戦力を切り取って、ロシアの
軍事態勢を評価することの有用性が低下しつつあることを示唆している。
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SS-21 といったミサイルやクラスター爆弾の使用の有無など、紛争の
詳細をめぐってはロシアとグルジアとの間で見解の相違が大きく、紛争
の実態が不明な部分も多い。ロシア週刊誌『コメルサント・ヴラスチ』
によれば、今回のグルジア紛争に投入されたロシア軍の総兵力は約 2 万
5,000 ～ 3 万人、グルジア側が約 3 万人であり、ロシア、グルジア側と
もに正規軍以外に民兵や義勇兵など非戦闘員も紛争に関与したとみられ
ている。同誌によると、ロシア側の兵力は戦車 150 ～ 200 両、装甲車
650 ～ 700 両、Su-27 などの戦闘機 150 ～ 200 機、Mi-24 などの戦闘ヘ
リコプター 30 ～ 40 機、艦船 10 隻、戦術ミサイル・トーチカ -U（SS-21）
4 台などであり、グルジア側は戦車 240 両、装甲車 270 ～ 300 両、戦闘
機 12 機、戦闘ヘリコプター 40 機、艦船 17 隻などである。ロシアの戦
闘機が撃墜されるなど、装備の性能は米国製兵器を保有するグルジア側
がやや優勢であったが、オペレーション能力に関してはチェチェン紛争
において実戦経験の豊富なロシア軍の方が高く、図 6-1 に示されるよう
図 6-1

ロシア軍によるグルジアへの軍事行動

ロシア連邦

アブハジア

ウラジカフカス

スフミ
MC
MC

南オセチア

ポチ

セナキ

ツヒンヴァリ

MC

ゴリ
バトゥミ

アジャリア

トルコ

MC

トビリシ

グルジア
アルメニア

ロシア平和創設大隊

バクー・トビリシ・ジェイハン
（BTC）石油パイプライン

ロシア空軍のミサイル爆撃

バクー・トビリシ・エルズルム
（BTE）
ガスパイプライン

（出所）
『コメルサント・ヴラスチ』2008 年 8 月 18 日号（No.32）より作成。
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にグルジア側の多くの軍事拠点がロシアによって攻撃された。他方、欧
米のメディアを駆使するグルジアとの情報戦においてロシアは劣勢に立
たされ、ロシアの過剰な軍事行動が欧米諸国から厳しく非難されるとと
もに、ロシアの対外イメージが大きく損なわれた。
8 月 12 日、メドヴェージェフ大統領が作戦行動完了を宣言し、当時欧
州連合（EU）議長国であったフランスのサルコジ大統領が仲介した停戦
文書に合意し、ロシアとグルジアとの軍事紛争は 5 日間という短期間で
終了した。グルジア紛争の結果、グルジアは独立国家共同体（CIS）から
脱退したほか、20 日にポーランドは米国とのミサイル配備協定に署名し
た。ロシアがグルジアに対して過剰な反撃を行った最大の理由は、グル
ジアの NATO 加盟を阻止することであった。NATO 側は、新規加盟国の
要件として、加盟希望国は自国内に存在する領土、民族問題を解決しな
くてはならないと規定しており、サアカシュヴィリ政権が NATO 入りを
早期に実現するためにはグルジア南西部のアジャリアに続いて、南オセ
チア、アブハジアに対する中央政府の支配権を確立しなければならなかっ
た。そこでロシアは、これら 2 つの地域の独立性を高める動きを後押し
するとともに、紛争後に両地域の独立を承認し、
「友好協力相互援助条約」
を締結した上で、地上軍 1 個旅団（兵力 3,700 人）を両地域に正式駐留
させた。国内の分離主義に配慮する観点から、ロシアはコソボの独立承
認に反対する姿勢を貫いてきたが、両地域の独立承認問題をめぐってロ
シアは国際社会における孤立を恐れることなく自らのスタンスを大きく
変化させた。
ロシアは 2007 年 12 月に欧州通常戦力（CFE）条約の履行を一方的に
停止しているが、もしこの条約の履行が停止されていなければ、ロシア
の軍事行動は CFE 条約に抵触したと考えられる。CFE 条約とは、NATO
と旧ワルシャワ条約機構の間で、大西洋からウラル山脈までの欧州地域
（ロシアはウラル山脈以西の欧州部のみ）において通常戦力（戦車、装甲
戦闘車両、火砲、戦闘機および攻撃ヘリコプター）の保有上限を規定し
た軍備管理条約であり、一定規模の部隊を展開させる場合に相互に通告
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する義務を定めている。ロシア軍としては、ロシア欧州部において軍事
演習などで大規模な軍事展開を行う場合に同条約が障害になっていると
認識している。今回のグルジアへの武力行使および南オセチアとアブハ
ジアへのロシア軍駐留により、CFE 条約は事実上破綻したとの見方もあ
り、グルジア紛争は欧州の地域安全保障に大きな影響を与えた。
今回の紛争は、国際安全保障に対しても以下のようなインパクトがあっ
たと考えられる。第 1 に、9・11 テロ以降、国際安全保障の中心的な関
心は国際テロリズム、大量破壊兵器の拡散といった非国家を源泉とする
非対称脅威に移ったと思われたが、領土、民族問題に端を発した伝統的
な国家間紛争が今日でも起こり得ることを示した。第 2 に、市場経済化
や民主化を推し進めて主要 8 カ国（G8）のメンバーになったロシアが、
自らの国益を擁護するために国外でこのような軍事行動を行う意図と能
力があることを国際社会に知らしめた。第 3 に、ロシアがこのような軍
事行動を行った背景には、安全保障面において米国の単独行動主義が減
退しているという認識があり、実際に米国は紛争後に有効な対露制裁措
置を講じることはなかった。
（2）悪化する米露関係
グルジア紛争および南オセチアとアブハジアの独立承認を受けて、ロ
シアと欧米との関係は、冷戦終焉後、最悪の状態に陥った。ロシア国内
においては、グルジア紛争以降、メドヴェージェフ大統領が「冷戦は恐
れない」と発言するなど対米強硬論が支配的な状態となり、各種世論調
査においてもロシア国民の対米感情が大きく悪化した。その理由として
は、米国がグルジアへの NATO 拡大を推進してきたことに加えて、イラ
クへの派遣を名目として米国がグルジア軍を支援してきたことが、今次
の紛争の遠因にあたるとロシア側が認識していることがある。ロシア国
内では軍保守派などが主張してきた対米強硬論を多くの国民が共有する
ような状況が生まれており、こうした否定的な対米観が、安保会議事務
局が策定している「国家安全保障概念」や「軍事ドクトリン」といった
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新しい国家戦略文書の内容に影響を与える可能性がある。
他方、米国においても安全保障面におけるロシア観が悪化しているこ
とが、グルジア紛争の前後に米国国防省が公表した 2 つの文書において
確認される。まず、
米国国防省が 7 月末に公表した「国家防衛戦略」では、
「ロ
シアが公開性と民主主義を後退させることは、米国、欧州同盟国、その
ほかの地域の米国のパートナーにとって、安全保障上の重大な含意を持
つ」と述べられ、
具体的な懸念事項として、資源外交、北極海の領有権主張、
近隣諸国への威嚇、戦略爆撃機飛行の再開、軍備管理・軍縮条約からの
離脱、米 MD 基地を受け入れる国への恫喝、核兵器への依存増大が指摘
されている。また、同じく米国国防省が 9 月に公表した「21 世紀におけ
る国家安全保障と核兵器」と題する報告書は、数十年後に米国が直面す
る安全保障上の挑戦の一つが核兵器を近代化させつつある中国とロシア
であるとし、
「ロシアの民主化は後退し、石油と天然ガスなどの資源によ
る恩恵に大きく支えられてロシアは自らの核戦力の近代化を継続してい
る」と警告している。
現在の米露関係は、NATO の東方拡大や米 MD システムの欧州配備、

資料

「米露戦略的枠組み宣言」
（2008.04.06）の概要

1. 安全保障の強化
ポスト戦略兵器削減条約（START）、中距離核戦力（INF）条約、欧州通常戦力
（CFE）条約、違法武器取引対策、軍事技術協力
2. 大量破壊兵器（WMD）の不拡散
核兵器不拡散条約（NPT）、核エネルギーおよび不拡散宣言、国際ウラン濃縮セ
ンター、国際原子力エネルギー・パートナーシップ（GNEP）、革新的原子炉開発、
ウラン濃縮問題、イラン・北朝鮮問題、米露原子力協定、核テロ対策、核安全保障、
拡散に対する安全保障構想（PSI）
3. グローバル・テロリズムへの対処
二国間協力、多国間イニシアティブ
4. 戦略的経済協力
ロシアの世界貿易機関（WTO）加盟、経済・投資・エネルギー対話
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グルジア紛争といった伝統的安全保障分野における対立と、イスラム過
激勢力による国際テロリズムや大量破壊兵器の拡散といった非伝統的安
全保障分野における協力という二重構造となっている。9・11 テロ以降、
非伝統的安全保障分野における協力関係は構造的に拡充されており、そ
の集大成となったのが 4 月の米露首脳会談で合意された「米露戦略的枠
組み宣言」
（資料参照）である。確かに、今回のグルジア紛争により伝統
的な安全保障分野において米露は深刻な対立局面に陥っているが、「米露
戦略的枠組み宣言」の中で掲げられている「米露原子力協定」のように、
原子力の平和利用分野における米露協力も模索されている。この協定が
成立すると両国間の原子力技術協力が進展し、ロシアは米国の使用済み
燃料の再処理を請け負うことが可能になる。グルジア紛争を受けて、米
国政府は同協定の破棄という対露制裁措置を検討したが、結果的にブッ
シュ政権は同協定を破棄せず、新政権発足まで凍結するという道を選ん
だ。米国側は核の不拡散という観点からもロシアとの原子力協力を重視
しており、非伝統的な安全保障分野において米露が決定的に対立する動
きは見られなかった。米国はイラクおよびアフガニスタンでの 2 つの軍
事作戦で手一杯であり、非伝統的な安全保障分野においてロシアと対立
する余裕は持ち合わせていないとロシア側は認識していると思われる。
11 月 5 日に米国大統領選挙においてオバマ民主党候補の当選が確定し
たが、選挙結果が判明した数時間後にメドヴェージェフ大統領は定例の
年次教書演説を行った。通常、同演説は新政権発足直後に実施されるが、
米新政権の行方が判明するまで実施を先送りしていたと考えられる。演
説の内容はかつてないほどの米国批判を含んでおり、メドヴェージェフ
大統領は、
「ツヒンヴァリの悲劇は米政府の思い上がった、批判に耐えな
い、一方的な解決策を志向する路線の結果である」と述べ、グルジア紛
争における米国の責任を厳しく追及した。そして同大統領は、グルジア
紛争が NATO 艦船の黒海投入と米 MD システムの欧州配備の口実に利用
されたと述べて、米 MD システムへの軍事的対抗措置を明らかにした。
その内容は、① ICBM を保有するロシア中央部のカルーガ州に駐屯する
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ミサイル師団の 3 個連隊を 2009 年末までに解体する計画を保留し、②
ポーランドとリトアニアに挟まれ、NATO 加盟国に囲まれたロシアの飛
び地カリーニングラード州に地対地短距離ミサイル・イスカンデルと無
線電波の制圧設備を設置し、③ MD システムの無力化のために海軍戦力
も活用する、というものである。
米国はポーランドに迎撃ミサイルを、チェコにレーダー施設を建設す
る予定であり、MD システムはイランなどからのミサイル脅威に対処す
るためであると説明している。しかしながらロシアは、同システムが直
ちにロシアへの軍事的脅威にはならないと認めながらも、将来的には同
システムがグローバルに拡充されて、ロシアの安全保障環境が損なわれ
ていくとして強く反発している。さらに、核軍縮を目的として 91 年に調
印された第 1 次戦略兵器削減条約（START I）が 2009 年末に失効するこ
とから、軍備管理・軍縮の枠組みをどのように維持していくのかも米露
間の大きな問題となっている。このように米露間には多くの懸案事項が
存在するが、それでも米露間には圧倒的な軍事力の格差が存在するため、
軍事面においてロシアは米国との決定的な対立は望んでおらず、硬軟織
り交ぜた対米外交を展開しながらオバマ新政権の出方をうかがっている。
（3）独自の東アジア外交の模索
2008 年 7 月、ロシアの対外政策の指針を示す「対外政策概念」が 8
年ぶりに改訂されたが、新文書においてはロシア外交の優先順位に変化
がないことが確認された。ロシア外交の最優先地域は地政学的に重要な
CIS であり、2 番目が最大の貿易相手である欧州地域、そして安全保障面
で懸案事項を抱える米国と続く。アジア地域の優先順位はその後となる
が、その中でもロシアが重視するのは中国とインド、そして上海協力機
構（SCO）であり、その後にようやく日本に関する記述が登場する。ロ
シア外交におけるアジア地域の優先順位はそもそも低いが、欧米諸国と
の外交関係が悪化しているという政治的な理由に加えて、経済成長を維
持するためにはアジア地域に資源を輸出する必要があるという経済的理
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由により、ロシア外交の重心がアジアに傾きつつあると考えられる。
ロシアの東アジア外交の基軸は、東アジアにおいてロシアが最重要視
する中国との戦略的連携であるが、ロシアの国力回復と米国の単独行動
主義の減退により、ロシアは独自の東アジア外交を模索し始めている。
表面的には中露の蜜月ぶりが演出されているが、2004 年に中露国境の完
全画定が合意された時期をピークとして、近年では中露の緊密化は頭打
ちの状態にある。中露間の戦略的パートナーシップは、戦略的な対米牽
制の要素と武器やエネルギー輸出といった実利的要素が入り混じってい
るが、グルジア紛争に見られるようにロシアが自立した戦略プレーヤー
になりつつあることから、対米牽制の観点から中国と戦略的に連携する
モチベーションが低下している。8 月 28 日にタジキスタンの首都ドゥシ
ャンベで開かれた SCO 首脳会談において、SCO に加盟する中国や中央ア
ジア 4 カ国は、グルジア紛争におけるロシア側の行動に対して一定の理
解は示したものの、ロシアが行った南オセチアとアブハジアの独立承認
を支持することはなく、ロシアに続いて両地域の独立を承認したのは中
央アメリカのニカラグアだけであった。
次に、武器とエネルギーの輸出による実利的な関係であるが、2007 年
のロシアの対中武器輸出は前年比で 6 割程度まで落ち込み、しかも新規
の大型の武器売却契約が成立していない。この背景としては、主要なロ
シア製兵器はすでに中国に売却していること、将来的な中国の軍事的台
頭を踏まえてロシア内部で対中武器輸出の慎重論が高まっていること、
中国による複製兵器の第三国転売に対してロシア側が反発を強めている
こと、などが指摘される。さらにエネルギー輸出に関しても、メドヴェー
ジェフ新大統領が 5 月に中国を公式訪問した際、エネルギーの輸出価格
をめぐって中露間の意見対立は解消されず、太平洋パイプラインの中国
支線建設問題も進展しなかった。武器とエネルギーの輸出において戦略
的に中国を優遇するという従来のロシア側の対外姿勢は転換しつつあり、
エネルギー協力に関して言えばロシアはむしろ日本や韓国との関係強化
に積極的である。
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9 月末に就任後初めて訪露した韓国の李明博大統領は、2 国間関係を「戦
略的パートナーシップ」に引き上げることでメドヴェージェフ大統領と
合意し、シベリア横断鉄道と朝鮮半島縦断鉄道の連結による「鉄のシル
クロード」
、資源開発やエネルギー協力による「エネルギーロード」、農
林水産分野における支援といった「グリーンロード」の 3 つの構想を提
唱した。日本はすでにサハリン産原油の輸入を開始したほか、2009 年 3
月からは液化天然ガス（LNG）の輸入も予定しており、ロシアへのエネ
ルギー依存度は高まる趨勢にある。環境問題の高まりや石油価格の高騰、
将来的な資源枯渇により「原子力ルネッサンス」と呼ばれる原子力回帰
の動きが世界的に見られる中、日露両国は原子力の平和利用の分野でも
協力関係を検討している。2007 年 2 月に日露首脳は「日露原子力協定」
の締結に向けた交渉開始に同意したほか、2008 年 3 月に原子力事業を展
開する東芝とロシアの国営原子力企業アトムエネルゴプロムとの間で協
力関係樹立に向けた検討を開始することが合意された。世界最大のウラ
ン濃縮サービスの供給能力を持つロシアは東シベリアに国際ウラン濃縮
センターの建設を進めており、「日露原子力協定」が締結されれば核燃料
の濃縮や再処理をロシアに委託する道が開かれる。エネルギー開発プロ
ジェクトから外資を排除する動きや、ウクライナへの天然ガスの供給停
止など、エネルギー供給者としてのロシアの信頼性を疑問視する意見も
見られる。しかしながら、エネルギー分野において日露が相互補完的な
関係を築くことは、エネルギーの安定供給および供給源の多角化の観点
から日本のエネルギー安全保障にとって好ましく、日露関係全体を構造
的に安定化させることにつながるであろう。
エネルギーを含む経済分野における日露関係は大きく進展しているが、
安全保障面において対米不信感を強めるロシアは、米国の同盟国である
欧州諸国や日本などに対して戦略爆撃機による領空接近を繰り返してい
る。ロシアは 2007 年 8 月に戦略爆撃機による定期的な長距離警戒飛行
を再開し、英国、日本、グアム、アラスカ方面などにもロシア軍機が飛
来するようになり、各国はスクランブル対応を迫られている。ロシア空
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軍の戦略爆撃機の Tu-95 や Tu-22M、ロシア海軍の長距離対潜哨戒機の
Tu-142 などが日本列島に沿って太平洋側を南下するいわゆる「東京急行」
ルートも増加しており、2008 年 2 月 9 日には伊豆諸島南方の嬬婦岩領海
上空付近において戦略爆撃機 Tu-95 による領空侵犯事案が発生し、F-15
などの自衛隊機 24 機が一斉に緊急発進した。伊豆諸島における領空侵犯
は、75 年に 2 機の Tu-95 が式根島および神津島間の領空を侵犯して以来、
33 年ぶりであった。さらに同日には、西太平洋を航行していた米空母ニ
ミッツの上空を戦略爆撃機 Tu-95 が低空飛行したため、米国の空母艦載
機が同じくスクランブル対応した。統合幕僚監部の発表によると、日本
領空に接近する外国機に対して航空自衛隊が実施している要撃戦闘機に
よるスクランブルの回数は、平成 19 年度はのべ 307 回となり 14 年ぶり
に 300 回を超えるとともに、前年比で 68 回増加し、回数だけで比較す
るとソ連解体直後の水準に回帰しつつある。そのうちロシア軍機に対す
るものが約 82%、中国軍機に対するものが約 14%であった。長距離警戒
飛行が増加している理由としては、国防費の増大によりロシア空軍の訓
練飛行時間が増加してい
ること、米露関係の悪化に
より軍事面においてもロ

図 6-2
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孀婦岩（そうふがん）
（出所）防衛省
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施された齋藤隆統合幕僚長との会談においてバルエフスキー参謀総長（当
時）は、日本の BMD が将来的に米国のグローバルな MD システムに統
合されることに対して懸念を表明したほか、11 月に訪日したセルゲイ・
ラヴロフ外相は都内で開かれた講演会で、米国のグローバルな MD 計画
の一部となる日本の BMD をロシアは注視すると発言した。さらに、12
月に北京で行われた中露国防相会談においても、米国が欧州と東アジア
で推進しようとする MD 計画に対して中露両国が懸念を共有することが
確認された。日本が進める BMD に対するロシアの懸念は、従来は軍関係
者が表明するにとどまっていたが、欧州における米 MD 計画が進展する
につれ、政府要人も同様の懸念を表明するようになった。

3

ロシア軍のイノベーション

（1）軍改革の新段階
ソ連解体後のロシア軍の混乱も落ち着き、100 万人体制へ向けた兵力
のコンパクト化と常時即応部隊の職業軍人化はほぼ完了しつつある。経
済成長に比例する形で国防関連予算も増大しており、軍人の処遇も改善
され、装備の近代化にも着手されている。軍事演習の規模、回数ともに
増加し、既述したように 2008 年 5 月には赤の広場で 18 年ぶりに大規
模な軍事パレードが復活するなど、潤沢な財政状況がうかがえる。メド
ヴェージェフ大統領は 11 月 5 日の年次教書演説の中で、グルジア紛争を
振り返りながら、ロシア軍はかなりの程度戦闘能力を復活させたと述べ
るなど、兵士の錬度も向上しつつあると考えられる。軍内部の規律低下、
国民の軍離れ、国防産業の低迷、テロなどの非伝統的脅威の出現による
存在意義の低下といった多くの問題も残るが、ロシアの軍事力は今後も
復調傾向が続くと予想される。ソ連解体後に大きく停滞したロシアの軍
事能力は、将来的に米国の軍事優位を脅かすレベルに回復することはな
いとしても、核戦力に関しては依然として米国に次ぐ規模であり、立ち
遅れた通常戦力の近代化も進めていることから、日本などのロシアの周
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辺国はロシア軍の動向に一定の関心を払わざるを得ない。
また、欧州正面におけるロシアの戦略環境の悪化は、極東正面に対す
るロシアの安全保障上の関心拡大にもつながりつつある。5 月にはセル
ジュコフ国防相がカムチャツカにある原子力潜水艦の基地を訪問したの
に続き、9 月にはメドヴェージェフ大統領も訪問し、90 年代に低迷した
極東におけるロシアのプレゼンスを増強しなければならないと発言した。
実際、2007 年には最初の戦闘機 Su-27SM が沿海地方の航空部隊に配備
されたほか、アムール州のウクラインカ基地に所属する遠距離航空連隊
の 2 機の戦略爆撃機 Tu-95MS が、空中給油機 Il-78 による補給を受けて
20 時間に及ぶ広域飛行を実施するなど領空侵犯に加えて空軍の活動は活
発化の兆しが見られる。また、ボレイ級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦
の配備計画やシベリアおよび極東地域への無線傍受システムの建設も予
定されているほか、「ヴォストーチヌイ（東方）」と名付けられた新しい
宇宙基地もアムール州に建設される予定である。
前述した「2020 年までのロシアの発展戦略」の中でプーチン大統領（当
時）が軍のイノベーション（技術革新）が必要であると述べているよう
に、兵員および装備の両面においてイノベーションされた軍の創設を目
指すべく、ロシア軍の改革は新たな段階に入りつつある。メドヴェージェ
フ大統領は、新政権発足直後の 5 月 13 日に開かれた安全保障会議におい
て、軍強化へ重大な注意を払うべきだと述べるとともに、プーチン前大
統領の軍改革路線を継承すると公言した。兵員のイノベーションにあた
る契約勤務制の導入は 2007 年末に完了しており、下士官・兵卒総数の約
45%にあたる 24 万 7,000 人が職業軍人となり、2009 年からは下士官の
すべてが契約兵により補充される。徴兵に関しては 2008 年より期間が従
来の 2 年から 1 年に短縮され、その召集率もおおむね 100%に到達して
いる。8 月のグルジア紛争に参戦した部隊はすべて職業軍人によって構成
されており、グルジアへの軍事オペレーションにおいてもチェチェン紛
争時と比較して兵士の錬度向上が看守された。
軍事力整備に関しては、表 6-1 に示す「2007 年から 2015 年までの装
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備国家プログラム」において、戦略核兵器部隊の最新装備率の 60%から
80%までの引き上げ、通常戦力での約 200 個部隊分の装備導入、170 隻
以上の艦艇から成る海軍の戦闘編成の形成、約 80 基の新型偵察・通信衛
星による衛星システムの構築、約 600 個の常時即応部隊の編成など、大
規模な組織変更と装備の充実が予定されている。しかし、現時点におい
てはその達成率は低く、軍全体における新型兵器の配備率は装備のわず
か 20%程度にとどまっているとの指摘もある。また、軍の最高総司令官
となったメドヴェージェフが、政権発足直後の 5 月 15 日に最初に訪問し
た部隊が最新鋭の戦略ミサイルシステムを保有する戦略ロケット軍第 54
師団であったように、ロシアは依然として核戦力重視の姿勢をみせてい
る。その理由としては、通常戦力の劣勢を補うという軍事的理由と、大
国としての拠り所を維持するという政治的理由の 2 つに集約される。そ
の核戦力においても、2012 年までに約 30 基の新型 ICBM を部隊に配備
表 6-1 「2007 年から 2015 年までの装備国家プログラム」による装備計画
地上核戦力 大陸間弾道ミサイル（固定式・移動式）
核
戦 航空核戦力 戦略爆撃機（Tu-95MS, Tu-160）
力
海上核戦力 戦略原子力潜水艦

地上軍

通
常
戦
力

空軍

防空軍

海軍

約 200 基
約 50 機
約 10 隻

ミサイルシステム・イスカンデル -M

5 個旅団分

ミサイルシステム・ウラガン-1M

2 個旅団分

戦車

45 個戦車大隊分
（うち 22 個大隊は新型戦車）計 700 両

歩兵戦闘車および装甲輸送車

170 以上の自動車化狙撃大隊分（1500 両）

前線航空部隊用新型機〔近代化改修機〕

約 120 機〔400 機以上〕

地上軍航空部隊用新型機〔近代化改修機〕

50 機以上〔 約 400 機〕

軍輸送航空部隊用新型機〔近代化改修機〕

30 機以上〔150 機〕

防空ミサイルシステム S-400

9 個高射ミサイル連隊分

防空ミサイルシステム・パンツィリ-S

数量不明

原子力潜水艦セヴェロドヴィンスク級

2隻

通常潜水艦ラーダ級

4隻

新型水上艦

15 隻

各種戦闘艇

3隻

（出所）Vooruzhennye Sily Rossiyskoy Federatsii 2006 (Moscow: Rossiyskoe Voennoe Obozrenie, 2007),
pp. 303-305. より作成。
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する計画があるものの、SS-27 の複数弾頭化にあたる RS-24 の開発およ
び新型 SLBM ブラヴァの開発は遅延している。こうした軍事力整備の遅
延の背景には、国防産業の量産体制の未整備、インフレによる製造コス
トの増加などが指摘されるが、そのほかにも現政権が掲げる、国力に見
合った軍事力という経済優先路線がある。しかしながら、グルジア紛争
を契機にロシアが伝統的な安全保障観に回帰するにつれ、こうした経済
優先の路線が修正される可能性も排除されない。
2008 年 10 月 14 日、セルジュコフ国防相は兵員および部隊の大規模
な削減を求める大胆な軍改革案を明らかにした。その内容は、現在の軍
人総数 113 万人を 2012 年までに 100 万人に、また将校の数を現在の
35 万 5,000 人から 15 万人に削減し、中央統制組織も国防省中央部局の
要員を 10,523 人から 3,500 人に、国防省軍事指揮・統制組織の要員を
11,290 人から 5,000 人に削減するというものである。また、地上軍部
隊の大規模な改編も計画されており、現在の「軍管区、軍、師団、連隊」
の 4 層構造からなる編成を「軍管区、作戦司令部、旅団」の 3 層構造に
改編し、これに伴い時代遅れと指摘される「師団」および「連隊」が廃
止される。この改革案が打ち出された背景としては、文民であるセルジュ
コフ国防相が国防省中央部局の大規模な合理化を断行しようとしている
こと、グルジア紛争の教訓から機動性の高い「常時即応旅団」の必要性
が認識されたことがある。この改革が実現されれば、ソ連時代から続く
重厚長大なロシア軍が機動性と即応性を備えた近代的な軍隊へ生まれ変
わることが可能となる。しかしながら、大量の将校がリストラされるた
め軍人の強い抵抗が予想されること、実際の改革を実現に移す国防省中
央部局も早い段階で合理化されることなどから、この改革の実現可能性
そのものを疑問視する意見もある。
（2）軍事的勢力圏の拡大
ロシア軍が実施する 2008 年の軍事演習については、国内では全軍種に
よる地域横断的な大規模演習が年間を通して実施され、CSTO の枠内で
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はロシアの軍事的勢力圏の拡大を目指した演習が行われた。2007 年 12
月 5 日から 2008 年 2 月 3 日までの 2 カ月間にわたり、大西洋と地中海
において北洋艦隊、バルト艦隊、黒海艦隊が参加する大規模な海軍演習
が行われたのを皮切りに、7 月には南部地域と東部地域でほぼ同規模の大
規模演習が並行して実施された。南部地域で行われたのが、グルジア紛
争の事前訓練であったと指摘される対テロ演習「カフカス 2008」である。
この演習はグルジアと国境を接する北カフカス軍管区で行われ、演習目
的はロシア南部で対テロ作戦を実施するにあたり軍司令部組織の能力を
評価し、紛争地域における平和創設機能を検証することであったとロシ
ア側は説明している。一方、東部地域では、統合軍の統制に関する戦略
指揮・参謀部演習「ヴォストーク（東方）2008」が行われ、8,000 人の
兵士と 650 両の戦闘車両が参加し、マカロフ参謀総長が統裁した。
また、2008 年 9 月 22 日から 10 月 21 日の 1 カ月間にわたり、ロシア
史上最大級の演習である戦略指揮・参謀部演習「スタビリノスチ（安定）
2008」が、セルジュコフ国防相の統裁下で行われた。演習にはロシア軍
のほかに内務省、緊急事態省や FSB、ベラルーシ国防省など、のべ 4 万
7,000 人の兵士と 134 の軍司令部組織が参加し、ロシア全土において 2
段階で実施された。演習の想定は情勢不安が軍事紛争へエスカレートす
るというものであり、核の使用も想定され、10 月 11 日に北洋艦隊の原
子力潜水艦トゥラが SLBM を、同 12 日には戦略ロケット軍がプレセツ
ク宇宙基地から ICBM トーポリ M（RS-12M2）をそれぞれ発射した。こ
の演習は、3 つの戦域に構築される予定の「地域司令部」による統合軍運
用へ向けた訓練の集大成と言える。
グルジア紛争直後にグルジアが CIS から脱退して CIS 形骸化の動きが
顕著となったほか、ロシアがウクライナから借り受けているクリミア半
島セヴァストポリの黒海艦隊基地の問題や、ウクライナがグルジアに武
器を供与していた問題などをめぐって、ウクライナとロシアとの関係も
悪化しつつある。NATO 加盟を標榜するグルジアやウクライナとの関係
悪化は、そのままロシアと NATO との関係悪化につながった。ロシア
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と NATO の間では、延期されていた戦域弾道ミサイル防衛指揮・参謀
部演習が 2008 年 1 月に再開されたが、グルジア紛争を契機にロシアは
NATO との軍事協力を凍結すると宣言し、NATO との間で実施予定であっ
た軍事演習はすべて延期された。
2007 年 12 月の CFE 条約の履行停止以降、NATO との関係において
手詰まり状態にあるロシアは、CSTO を強化する姿勢を鮮明にしている。
4 月のベラルーシを皮切りにセルジュコフ国防相が CSTO 加盟国を歴訪
したほか、7 月に同国防相がタジキスタンを訪問した際には、アイニ軍用
飛行場のロシアとタジキスタンによる共同利用が合意され、CSTO 内に
おけるロシア軍の影響力が拡大された。また、CSTO 加盟国との関係強
化と見られる大規模な軍事演習も活発に行われた。7 月にはアルメニアで
CSTO の大規模合同演習「ルベジ（国境）2008」が行われたほか、カザ
フスタンとの間では対テロ合同戦術演習「ヴザイモジェイストヴィエ（相
互連携）2008」が実施された。さらに 9 月にロシア中央部で行われたロ
シアの作戦・戦略演習「ツェントル（中央）2008」にカザフスタン軍が
参加し、グルジア紛争でロシア軍による使用の有無が注目されたトーチ
カ -U を用いたミサイル発射訓練が行われた。CSTO の中でも特にロシア
との結びつきが強いベラルーシとは、ベラルーシ側の総合作戦演習「オー
セニ（秋）2008」の後半部分が、ロシア側の戦略指揮・参謀部演習「ス
タビリノスチ（安定）2008」に組み込まれ、両国連合軍による作戦戦闘
訓練が行われた。この演習では 11 月 3 日に調印された両国の統一地域防
空システムの訓練も行われており、ロシアの西翼は名実ともにベラルー
シとなった。今後ベラルーシには最新鋭のロシアの防空システムである
S-400 が供給される予定である。また、2009 年には両国による大規模指揮・
参謀部演習「ザーパド（西方）2009」が予定されおり、ロシア軍とベラルー
シ軍は同一軍として訓練されることになる。
CSTO 強化の動きの中で、ロシアによる新たな軍事的勢力圏拡大の動
きもある。2008 年 9 月 11 日に開かれた軍幹部との会合においてメド
ヴェージェフ大統領は、合同軍事演習のパートナーの定義に「CSTO 加
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盟国に加えてロシアと軍事協力の拡大を望む国家」を追加し、南米に位
置する反米政権のベネズエラとの軍事協力を強化する意向を示した。9 月
には Tu-160 戦略爆撃機 2 機がベネズエラの空軍基地に降り立つととも
に、12 月にはカリブ海において両国海軍による合同軍事演習「VENRUS
2008」が行われ、北洋艦隊の旗艦である原子力ミサイル巡洋艦・ピョー
トル大帝をはじめとして、哨戒艇、救助艇などの艦船のほか、対潜哨戒
機が参加した。ウゴ・チャベス大統領は「ロシア軍がベネズエラへの進
出を望むなら暖かく迎えられるだろう」と述べており、ロシア軍のベネ
ズエラ駐留を歓迎する旨の発言をしている。また、このベネズエラとの
合同軍事演習終了後、ソ連解体後初めてロシア艦船がニカラグア、パナマ、
キューバに寄航しており、軍事協力を通じてロシアが米国の裏庭で着々
とその存在感を拡大しつつある。近年、ロシアと積極的に軍事技術協力
を推進している国としては、ラテンアメリカ諸国以外にもイラン、ベト
ナム、モンゴル、リビアなどが挙げられ、ロシアが今後これらの国々と
合同軍事演習などを通じて軍事協力をさらに拡大していく可能性が高い。
（3）低迷した国防産業の再生
ソ連解体後に著しく低迷した国防産業の再生を図るために、国家主導
による武器輸出の拡大も積極的に行われている。メドヴェージェフ大統領
によるとロシアの 2008 年の武器輸出総額は 83 億ドルに達して米国に次
ぐ規模になる見通しであり、過去 10 年間で約 3 倍に増加した。ロシア製
兵器の需要が高い理由としては、性能と価格を比較した場合にコストパフ
ォーマンスが良く、現金以外にも農産物や債務の帳消しなど多様な決済方
法が可能であり、部分的なライセンス生産も認められているためである。
ロシアの代表的な輸出品は、従来の航空機から対空ミサイルといった火器
へと移っており、表 6-2 が示すように輸出先も従来の中国、インドから東
南アジア、ラテンアメリカ、中東へと拡大し、ロシアが軍事技術協力を行っ
ている相手国は 82 カ国にのぼる。その一方、ロシアの従来の武器輸出市
場への欧米および中国の参入による市場のシェアリングや、技術者不足等
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表 6-2

2008 年のロシアの主要な武器移転

輸出先国名

中国

内

容

防空ミサイル S-300PMU-2・ファヴォリット ×4 個大隊分納入
（総計 9 億 8,000 万ドル）
軽車両チグル × 約 100 両の納入契約
輸送ヘリコプター Mi-171×30 機以上の契約交渉中

インド

戦闘機 MiG-29K×12 機、戦闘機 MiG-29KUB×4 機の納入（2004 年 1 月契約分）
戦闘機 MiG-29×69 機のオーバーホール契約（9 億 6,500 万ドル）
戦車 Tu-90S× 約 1,000 両のライセンス契約
巡航ミサイル 3M13E×28 基の納入（納入期間は 2007 年から 2008 年）

インドネシア

輸送ヘリコプター Mi-17×6 機の納入（2007 年調印の 10 億ドルの借款の枠内）
戦闘機 Su-27×3 機、
Su-30MK2×3 機納入予定
（2007 年調印の 10 億ドルの借款の枠内）
攻撃ヘリコプター Mi-35×6 機の納入（2007 年調印の 10 億ドルの借款の枠内）
歩兵戦闘車 BMP-3F×18 両の納入契約

アルジェリア

戦闘機 Su-30MKA×2 機の納入（2006 年契約分 28 機中）
練習機 Yak-130×16 機の納入予定（75 億ドル）

韓

国

キプロス
クロアチア
スリランカ

輸送用ヘリコプター Ka-32×32 機の納入契約交渉

戦車、防空システム Tor-M2×6 基、対戦車ミサイルシステムの契約交渉
（総額 2 億 5,600 万ドル）
輸送用ヘリコプター Mi-171Sh ×2 機の納入（10 機中）

戦闘機 MiG-29SM×4 機、MiG-29UB×1 機の契約交渉中

セルビア

戦闘機 MiG-29B×2 機、MiG-29UB×1 機、オーバーホールを終了し返納

タイ

輸送ヘリコプター Mi-17×3 機の契約交渉中（総額 2,800 万ドル）

パキスタン

輸送ヘリコプター Mi-171×2 機の納入

パレスチナ

軽装甲車両 ×50 台の納入

ブラジル

攻撃ヘリコプター Mi-35M×12 機の契約交渉中

ベネズエラ

通常潜水艦 ×3 隻の契約交渉中（納入時期は 2012 年から 2013 年）
戦闘機 Su-30MK2×2 機（24 機契約中）の納入

輸送ヘリコプター Mi-17×6 機、Mi-26T2、Mi-35M（数不明）の納入契約
攻撃ヘリコプター Mi-28N の契約交渉中
防空ミサイル Tor-M1×20 基の契約

歩兵戦闘車 BMP-3（数不明）の納入契約交渉中
戦車 T-90S または T-72M×100 ～ 500 両の契約交渉中
べラルーシ

防空ミサイル・イスカンデル -E×27 基納入予定（2020 年までに納入）

マレーシア

戦闘機 Su-30MKM×4 機を納入（2003 年契約分 18 機中）

モンゴル

輸送ヘリコプター Mi-171×1 機納入（2007 年契約分 2 機中）

ヨルダン

訓練用ロケット弾発射筒 RPG-32 ハシムの納入契約

リビア

戦闘機 Su-35×12 機、防空システム S-125・ペチョラ、防空システム Tor-M2E、
防空ミサイル S-300PMU2（複数）、キロ級通常潜水艦（636 計画）の納入契約
（46 億ドルの債務免除の代替）
戦車 T-90S×48 両の納入契約

レバノン

戦闘機 MiG-29×10 機の納入契約

（出所）各種資料より作成。
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による国防産業のハイテク技術製品の生産・供給能力の低下といった問
題がある。2007 年の Il-76MD 輸送機 34 機、Il-78 空中給油機 4 機の総
額 15 億ドルの輸出契約は、技術者不足による製造遅延というロシア側の
事情で中断された。中露の武器取引低迷にはさらに、ロシアが中国に対し
て売却を提案している軍用品を中国側が必要としていないという事情も
ある。中国側は単に兵器を購入するのではなく、中国におけるライセンス
生産を望んでおり、現在、中露はスホーイ戦闘機のライセンス生産を契約
しているが、中国側の要求は火砲、戦車、さらには潜水艦にまで及んでい
るという。供給能力が不足しているロシアにとって、ライセンス契約は製
造能力の補完という意味においては有益であるが、中国の戦闘機 J-11 お
よび J-11B はロシアの戦闘機 Su-27SK、Su-27MKK のコピーであると言
われており、第三国にコピー兵器を転売しようとする中国の動きに対し
ては軍部が強い抵抗を示している。
武器輸出の堅調な伸びのほかに、2009 年には国防発注費のみで 1 兆
3,000 億ルーブルが計上されるなどロシア軍向けの装備調達も大幅に増大
していることから、新兵器の開発、製造といった国防産業のイノベーショ
ンに本格的に取り組む必要に迫られている。そこでロシア政府は、国防
産業の再生に国家が積極的支援を行うとの観点から、7 月に「2015 年ま
での軍事関連資材の調達および組織化に関するプログラム」を採択した
ほか、ロシアの国防産業を再生させる一大プロジェクトを進めている。
エネルギーに依存したいびつな産業構造を多角化して経済成長を持続さ
せるため、航空機製造、造船、ナノテク、原子力分野などに巨大な国策
会社を設立して新たな戦略産業を復興させようとする動きが顕著である
が、ついに国防産業もその対象とされた。
2007 年 11 月 27 日付の大統領令で、武器輸出を独占するロスオボロ
ンエクスポルトを母体として、事実上の国営企業にあたるロステフノロ
ギーの設立が決定された。同社の社長には、2004 年からロスオボロン
エクスポルトの社長を務め、ソ連国家保安委員会（KGB）の出身であり、
プーチン首相の盟友でもあるセルゲイ・チェメゾフが就任した。そして、
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2008 年 7 月、メドヴェージェフ大統領は、約 400 社以上の企業をロス
テフノロギーの傘下に収める旨の大統領令を発出し、ソ連解体後に分割
された国防産業がほぼ再統合されることになった。ロステフノロギーに
編入された企業の約 8 割が国防関連であるが、自動車製造会社やチタン
メーカーなど民間企業も含まれている。すなわち、同社の設立目的は、
国防産業を中核とした総合的なハイテク製造業をロシアに創出するとい
う壮大なものである。ロステフノロギーに関する連邦法によれば、同社
の活動目的は、国防産業を中心としたハイテク製品の開発、製造、輸出
を一元的に行うことである。ミサイルから自動車の製造まで取り扱う、
軍民一体の巨大なハイテク製造企業がロシアに誕生し、しかも外国への
輸出まで一元的に担当する。
軍民一体型の国営企業としては、原子力分野のロスアトムが 2007 年に
すでに誕生している。これは、原発建設に携わる日本の東芝との業務提
携を検討し始めたアトムエネルゴプロムなどを傘下に持ち、核兵器の製
造からウランの濃縮・再処理、原発の建設まで携わる大規模な国営企業
である。ロシアがこうした軍民一体型の国営企業を設立する目的は、以
下の 3 点に集約される。第 1 は、ソ連解体後に壊滅的状態に陥った軍需
産業を民需部門を通じててこ入れし、将来的には民軍双方向の技術移転
が目指されている。第 2 は、民需部門に比べて汚職の度合いが高いとさ
れる軍需産業の透明性を高め、国家の戦略的な意図を企業活動に反映さ
せることである。第 3 は、ハイテク技術産業を統合・管理することによ
り第三国への技術流出を防ぐことである。国防産業は 2015 年までの大規
模な国防発注にも対応する必要があり、ロシア政府は 2008 年だけでも
8,000 億ルーブル以上の国家予算を国防産業に投入することを決定して
いる。しかしながら、こうした国家目標に反して、国防産業の利権をめ
ぐる争いも絶えず、国家統制によりロシアの国防産業を復活させようと
する政権側の目論見が成功するかどうか疑問視する声もある。
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ブッシュ政権の終焉と残された課題

2009 年 1 月、バラク・オバマ政権が誕生し、8 年間続いたジョージ・W・
ブッシュ政権に終止符が打たれた。ブッシュ政権下において、9・11 テロ、
イラクとアフガニスタンでの軍事作戦、さらに米国発の金融危機などに
より、米国の国際的威信と指導力は大きく揺らいだ。
2008 年を通してイラクの治安情勢にはようやく顕著な改善の傾向が見
られたものの、アフガニスタンでは、タリバーンの攻勢などにより治安
は悪化の一途をたどっており、テロとの闘いの主戦場はイラクからアフ
ガニスタンおよびパキスタンに移行しつつある。
ブッシュ政権は同年、新たに「国家防衛戦略」などの国防戦略文書を公
表し、同盟国・友好国との協調を重視し、通常戦争に備える一方で、テロ
との闘いなどの非正規戦への対応の重要性を強調した。また米国は、ミサ
イル防衛や米軍のトランスフォーメーションを推し進めているが、対外関
係および予算や人員面などにおいてさまざまな課題を抱えている。
ブッシュ政権は、テロリズムの拡大といった非伝統的脅威の増大およ
び中国やインドの台頭など新たな地政学的要因を踏まえて、アジアの主
要国との戦略的な関係を強化し、多面的なレベルにおいて同盟国・友好
国の能力構築を図ってきた。
北朝鮮の核問題に対してブッシュ政権は、2008 年 10 月、北朝鮮に対
するテロ支援国家指定の解除に踏み切った。しかし、その後の六者会合は、
北朝鮮が核計画の検証方法の文書化に応じないため、成果なく終了し、ブッ
シュ政権は、朝鮮半島の非核化の実現を次期政権に委ねることになった。
オバマ大統領は、当面、金融システムの安定化ならびに国内経済の立
て直しを図りつつ、安全保障面では、イラクとアフガニスタンへの対応
を最優先課題として取り組むことになろう。また、パキスタンの安定化、
イランや北朝鮮の核問題、気候変動、エネルギー問題、アフリカにおけ
る内戦など広範な分野において米国の外交的指導力も期待されている。
国際社会において多極化が進行する中、オバマ政権は同盟国・友好国と
の関係を一層強化・拡充しつつ、安全保障、経済、気候変動などグロー
バルな課題に対しては対話や協調、多国間外交を重視した対外政策を積
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極的に推進することにより、国際社会における米国の指導的地位の回復
を図っていくことになろう。

1

米国の安全保障戦略

（1）正念場を迎えたイラク戦略とテロとの闘い
2003 年 3 月のイラク開戦から 5 年以上が経過した現在もなお、米国は
イラクに 14 万 6,000 人の米軍を駐留させている。2008 年 10 月 16 日現在、
米国国防省の集計による米兵の死者数は 4,185 人に達している。2006 年
から激化した宗派間対立・抗争による治安情勢の悪化を受けて、ブッシュ
政権は 2007 年、2 万人以上の米軍兵力の増派に踏み切り、イラク住民の
安全確保に重点を置いた新戦略を採用した。2008 年を通してイラクの治
安情勢にはようやく顕著な改善の傾向が見られた。他方、アフガニスタ
ンでは、タリバーンの攻勢などにより治安は悪化の一途をたどっており、
テロとの闘いの主戦場はイラクからアフガニスタンおよびパキスタンに
移行しつつある。結局、ブッシュ政権はイラクおよびアフガニスタンを
めぐる困難な課題を残したまま 8 年間の任期を終え、今後の対応はオバ
マ大統領の手に委ねられることになった。
米国は、イラクが安定し、統一され、連邦制に基づく民主国家として
自国の統治を確立できるように
なるべく、政治、安全保障、経済、
外交など多面的な分野でイラク
への関与を継続している。2007
年 後 半 か ら 2008 年 に か け て、
イラク情勢には顕著な好転の兆
しが見られた。2 年前の状況と
比べると、暴力事件の発生件数
や宗派間抗争は際立って減少し、
イラク市民や米軍の死傷者数も
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減少した。例えば、米国国防省が 2008 年 9 月に公表した報告書によれば、
同年 6 月から 8 月までの 3 カ月間における暴力によるイラク市民の死者
数は、前年の同期間と比べて、77%減少した。こうした治安の回復を受
けて、多国籍軍からイラク当局への治安権限移譲においても進展が見ら
れた。2008 年 9 月には、スンニ派武装勢力による攻撃の多発地域であっ
たイラク西部のアンバール県、10 月にはバービル県およびワーシト県に
おいて、それぞれの治安権限がイラク当局に移譲され、2008 年 11 月末
現在、
全国 18 県のうち 13 県の治安権限が移譲されたことになる。バスラ、
バクダッド、ディヤーラー、モスル、アマラなどでは、イラク軍と警察
の主導の下、アルカーイダなどのスンニ派武装勢力やシーア派民兵に対
する掃討作戦が行われ、米軍はイラク軍を支援するという役割に移行し
つつある。
イラクの治安改善の要因としては、第１に、米軍の増派やイラク治安
部隊の規模および能力の向上により、住民の防護やテロリストの掃討作
戦が効を奏したことがある。ブッシュ政権は 2007 年、増派の一環として
4,000 人の海兵隊員をアンバール県に派遣し、アルカーイダ勢力の掃討
作戦に成功した。
第 2 に、アンバール県などでスンニ派部族が結成した「覚醒評議会」
が米軍から給与を支給され、アルカーイダなどの掃討作戦に協力したこ
とが挙げられる。とりわけ注目すべきは、これまで米軍を攻撃対象とし
ていたスンニ派部族が覚醒評議会（そのメンバーは「イラクの息子たち」
と呼ばれる）への参加を通じて反テロに転じ、イラクをめぐる戦略的構
図が変化したことである。覚醒評議会はアンバール県のほか、ディヤー
ラー県やバグダッドなどでも設立され、2008 年 9 月時点で、「イラクの
息子たち」の総数は 9 万 8,000 人以上に増加した。覚醒評議会はテロリ
スト掃討作戦において情報面でも協力し、スンニ派地域の治安回復を支
えている。米軍は、彼らをイラク治安部隊やほかの政府組織などに編入
させるべく、イラク政府に強く促している。2008 年 9 月時点で、すで
に 2 万人を超える「イラクの息子たち」が治安部隊などに編入されたが、
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このうち約 1 万 6,000 人は 2006 年と 2007 年に編入されたものであり、
2008 年には、こうした編入プロセスにやや遅れが見られた。その背景に
は、
シーア派が中枢を占めるイラク政府が、スンニ派部族で構成される「イ
ラクの息子たち」を治安部隊に組み入れ、給与を支払うことに対して消
極的なことがあるとの指摘もなされている。
イラクの治安改善の第 3 の要因として、シーア派指導者ムクタダー・
サドル師率いる民兵組織マハディー軍による戦闘行為の停止宣言が挙げ
られる。2007 年 8 月末、サドル師は、マハディー軍が起こした民間人を
巻き込む抗争事件を受けて、戦闘行為の半年間停止を宣言したが、2008
年 2 月、これを半年間延長すると決定した。3 月 25 日以降バスラでのイ
ラク治安部隊とマハディー軍との衝突はバグダッドやほかのシーア派地
域に拡大したが、3 月 30 日、サドル師はマハディー軍や支持者に対し武
力活動の停止を求める声明を発表した。その後も、バグダッド東部のサ
ドルシティーで米軍とイラク治安部隊はマハディー軍を対象とした民兵
掃討作戦を継続したが、結局 5 月 10 日、ヌーリー・マーリキー政権とサ
ドル師一派は停戦に合意した。その後 6 月には、サドル師はマハディー
軍を社会・文化組織へと転換させると表明した。
イラクでは治安改善とあいまって、国民和解に向けた政治的進展も見
られるが、依然として多くの課題が残されている。イラク国民議会は
2008 年 1 月 12 日、03 年以降公職を追放された旧フセイン政権の与党バ
アス党員などの公職復帰を促す「責任と公正」法案を可決した。新法が
施行されれば、旧バアス党員のうち一部の元幹部を除く人々の公職や軍
への復帰が認められ、また、元幹部も過去に犯罪に関与していなければ
年金の支給が認められることになる。国民議会は 2 月 13 日、一般恩赦法
案、地方自治法案、2008 年度予算案といった 3 つの重要法案を可決した。
7 月 19 日、マーリキー政権から離脱していたスンニ派政党連合の「イラ
ク合意戦線」の閣僚が政権に復帰した。また、サドル師一派が離脱し空
席になっていた閣僚ポストには、シーア派の「統一イラク同盟」のメンバー
が就任した。国民議会は 9 月 24 日、差し戻されていた地方選挙法を再可
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決した。これにより、イラク北部の巨大油田を擁するキルクーク県とク
ルド地域政府が統治する北部 3 県を除いた 14 県で、2009 年 1 月 31 日
までに地方議会選挙を実施することが決まった。キルクークについては、
アラブ人、クルド人、トルクメン人の代表各 2 人とキリスト教徒の代表
1 人の計 7 人で構成される委員会を設置し、選挙の実施方法などを検討し、
国連とも調整した上、2009 年 3 月 31 日までに解決策を国民議会に報告
することが求められている。
2008 年 2 月 13 日に国民議会で採択された地方自治法は、10 月 1 日
までに地方議会選挙を実施することを規定していた。だが、選挙を実施
するための地方選挙法については、選挙方式やキルクークなど係争地の
扱いにつき合意が得られないまま、国民議会での採択が遅延されていた。
その後 7 月 22 日に、キルクークにおける地方議会の議席をアラブ人、ク
ルド人、トルクメン人の各派で等分する地方選挙法案が国民議会で採択
されたが、議席配分などをめぐってクルド勢力が反発し、大統領府が拒
否権を発動したため同法案は国民議会に差し戻されていた。このように
イラクでは国民和解に向けた進展も見られるが、状況が急変し、国民和
解が再び後退する可能性も否定できない。
米国国防省のイラク情勢に関する報告書によれば、イラク経済も政治
分野と同様、やや遅いペースではあるものの、着実な進展が見られた。
イラクの経済成長率は、2007 年の 0.4%が、石油収入の伸びを反映して、
2008 年では 8%と見込まれている。しかし、電力、水道、医療といった
基本的公共サービスの提供は十分になされてはおらず、住民の満足度は
低いレベルにとどまっている。
近年、国際社会によるイラク復興に向けた取り組みも強化されてきて
いる。米国などは、2005 年より、軍人と文民からなる地方復興チーム
（PRT）を全県で展開させることによって、イラク地方自治体の支援を行っ
ている。2008 年 9 月現在、米国による 11 個の PRT をはじめ、全部で
27 個の PRT が展開し、そのうち 13 個は「部隊に従軍する地方復興チーム」
と呼ばれ、多国籍軍に同行して掃討作戦を支援している。国連は、国連
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イラク支援ミッション（UNAMI）などを通じ、復興や人道支援などに取
り組んでいる。
ブッシュ政権は、こうした情勢の好転を受けて、イラクの状況の改善を
条件として駐留米軍の削減規模を決めるという「成功に応じた帰還」の原
則に基づき、2008 年 7 月末までに、陸軍 5 個旅団、海兵隊遠征部隊およ
び海兵隊 2 個大隊など増派した部隊を帰還させた。さらにブッシュ大統領
は 9 月 9 日、米国防大学での演説で、デイビッド・ペトレイアス・イラ
ク駐留多国籍軍司令官および米軍統合参謀本部の進言を受け入れ、①航空
部隊要員、爆発物処理チーム、工兵隊、軍警察、補給などの後方支援部隊
を含む戦闘支援部隊を今後数カ月で 3,400 人削減、
② 11 月までにアンバー
ル県に駐留する海兵隊 1 個大隊を撤退、③ 2009 年 2 月に陸軍 1 個旅団を
削減など、2009 年 2 月までに計約 8,000 人の駐留米軍の削減を表明した。
このようにブッシュ政権がイラク駐留米軍の年内の大幅削減を先送りし
た背景には、イラクの治安改善等の進展はみられるものの、依然として状
況は不安定で逆戻りし得るという判断がある。イラク治安部隊や警察の規
模と能力は向上しつつあるものの、自力で治安の維持を確保できるレベル
には達していない。また、イラク政府の統治能力は脆弱で、国民和解の達
成には至っていない。2009 年に予定されている地方議会選挙および国民
議会選挙などを契機として宗派間抗争やアルカーイダによる攻撃が再燃す
る可能性もある。さらに、宗派間抗争が一時期に比べ沈静化した一方、最
近ではシーア派、スンニ派のそれぞれにおける宗派内対立や権力闘争も深
刻化している。また、アルカーイダとたもとを分かったスンニ派部族の政
権への取り込み、難民や国内避難民の帰還、シーア派主導のイラク政府に
対するイランの影響力、イランの支援を受けているとされる特殊武装集団
の動向、キルクークの帰属をめぐるクルド人とアラブ人との対立など、解
決すべき課題は多い。
米国は、多国籍軍のイラク駐留の根拠となっていた国連安全保障理事
会決議が 2008 年 12 月 31 日で期限切れとなるため、イラク支援の継続
の基盤となるような戦略的枠組みに関する協定および米軍の地位協定の
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締結を目指し、イラク政府と交渉を行った。2008 年 8 月には地位協定の
草案作成が終了したものの、その後イラク駐留米軍の撤収日程および米
兵や米国の警備会社の要員らの免責特権などをめぐって交渉が難航した。
米国とイラクは 11 月 17 日に米・イラク地位協定に調印、11 月 27 日に
は、イラク国民議会が 2009 年以降の米軍駐留を容認する地位協定を承認
した。地位協定によれば、まず米軍の戦闘部隊が 2009 年 6 月までに都
市部から撤収し、その後 2011 年末までに米軍はイラク全土から完全撤退
することになる。また、地位協定の採決にあたって 2009 年 7 月 30 日ま
でに国民投票で是非を問うことや旧バアス党員の公職復帰などの条件が
付けられた。
以上見てきたように、イラク情勢は改善傾向にはあるものの、依然と
して前途多難である。オバマ大統領は、イラクにおける政治的和解を促
進させ、治安の安定を確実なものとした上で、米軍の撤退を実施すると
いう困難な課題に直面している。
他方、アフガニスタンは、2001 年 10 月以来、米国が同盟国や友好国
とともにテロとの闘いを始めて 7 年以上が経過したにもかかわらず、自
爆テロ、誘拐などの犯罪事件の頻発、脆弱な統治、蔓延する汚職、麻薬
生産の増大、極端な貧困など、深刻な課題を抱えている。米国国防省の
集計では、2008 年 10 月 16 日現在、不朽の自由作戦（OEF）において
すでに 609 人の米兵が死亡している。
2001 年 11 月のタリバーン政権崩壊を受けて、国連の呼びかけでアフ
ガニスタン各派代表が同年 12 月 5 日、ボン合意に調印し、暫定政権の設
置を含む政治プロセスが開始され、その後、新憲法制定、大統領選挙な
どを経て、2004 年 12 月 24 日、ハーミド・カルザイを大統領とする正
式政権が発足した。2006 年 1 月、ロンドンでアフガニスタン支援会合が
開催され、その成果を総括し、アフガニスタンに対する国際支援の指針
となる文書として「アフガニスタン協約」が合意された。同協約は 2010
年までに取り組むべき重点分野として、①治安維持、②統治、法の支配
および人権擁護、③経済および社会の発展、④麻薬対策、の 4 つを挙げ
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ており、これはアフガニスタン政府と国際社会とのパートナーシップの
枠組みとなっている。
一方、米国国防省のアフガニスタン情勢に関する報告では、ブッシュ
政権は戦略目標として追求するアフガニスタン国家建設の目標として、
①テロとの闘いにおいて信頼できる、安定した同盟国で、②穏健かつ民
主的で活力ある民間部門経済を有し、③領土および国境を統治する能力
を持ち、④人権を尊重する、という項目を挙げている。この戦略目標の
もと、政府関係省庁間の連携を重視した「政府全体」の視点から、安全
保障、統治、経済発展など広範な分野における支援活動に取り組んでいる。
和平プロセスの進展の基盤となる治安回復を図るべく、米国などは、ア
フガニスタン南部・東部のパキスタン国境付近を中心として、OEF の一
環として、アルカーイダやタリバーン勢力の掃討作戦やアフガニスタン
治安部隊・警察の育成などを推し進めている。また、米国をはじめとす
る 7 カ国がインド洋におけるテロリストおよび関連物資の海上阻止活動
（OEF-MIO）にも従事している。さらに、2001 年 12 月 20 日の安保理決
議 1386 に基づき設置された北大西洋条約機構（NATO）主導の国際治安
支援部隊（ISAF）は、2003 年 10 月 13 日に採択された安保理決議 1510
により、同年 12 月以降、展開地域を拡大し、2006 年 10 月にはアフガ
ニスタン全土の治安維持指揮権を米軍から引き継いだ。2008 年 12 月現
在、41 カ国が ISAF に参加し、約 5 万 1,350 人が全土で治安の維持を通
じてアフガニスタン政府を支援している。また、PRT は 2008 年 10 月時
点で、国内各地の 26 カ所で展開し、アフガニスタン政府や国連および非
政府組織（NGO）などと連携しながら、治安環境の改善や復興・人道支
援活動に従事している（表 7-1 参照）。
こうした米軍や ISAF の大規模な展開にもかかわらず、2008 年におい
て、アフガニスタンの治安情勢の改善は見られないどころか、むしろ悪
化している。北部および西部における治安は比較的安定しているが、軍
閥の対立や犯罪活動に加え、広範な地域でタリバーンの活動が再び活発
化している。タリバーンの勢力が強いカンダハール州や麻薬生産の盛ん
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表 7-1

ISAF および PRT への参加状況
ISAF 参加国（NATO 加盟 26 カ国）
派遣人数

PRT 主導国

1

米国

国名

19,950

○

14 ノルウェー

国名

派遣人数
455

○

2

英国

8,745

○

15 チェコ

415

○

3

ドイツ

3,600

○

16 ベルギー

400

4

フランス

2,785

17 ハンガリー

240

○

5

カナダ

2,750

○

18 リトアニア

200

○

6

イタリア

2,350

○

19 スロバキア

180

7

オランダ

1,770

○

20 エストニア

130

8

ポーランド

1,130

20 ギリシャ

130

9

トルコ

860

○

22 ラトビア

70

10 スペイン

780

○

22 ポルトガル

70
70

11 ルーマニア

740

22 スロベニア

12 デンマーク

700

25 ルクセンブルク

9

13 ブルガリア

460

26 アイスランド

8

PRT 主導国

ISAF 参加国（NATO 非加盟 15 カ国）
国名
1

オーストラリア

2

スウェーデン

派遣人数

PRT 主導国

400

3

クロアチア

300

4

ニュージーランド

150

国名
9

1,090

ウクライナ

派遣人数

PRT 主導国

10

○

10 アイルランド
11 オーストリア

1

○

11 グルジア

1

7

5

アルバニア

140

13 ヨルダン

0

6

マケドニア

135

13 シンガポール

0

7

フィンランド

80

13 アラブ首長国連邦

0

8

アゼルバイジャン

45

（出所）ISAF ウェブページから作成。2008 年 12 月１日現在。

なヘルマンド州のある南部における治安情勢は最も不安定で、爆弾テロ
攻撃や襲撃などが頻発している。東部は南部に次いで攻撃が多く、タリ
バーンのほかに外国人テロリストなども活動している。また、NGO スタッ
フなどの民間人や外交官がテロ攻撃の標的となる傾向が見られる。
アフガニスタン情勢の悪化の要因としては、第 1 に、パキスタンの連
邦直轄部族地域（FATA）がタリバーンやアルカーイダなどのテロリスト
ネットワークの聖域となっていることが挙げられる。第 2 に、アフガニ
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スタンの脆弱な統治機構、腐敗の蔓延、アフガニスタン国軍および警察
の能力不足などが挙げられる。アフガニスタン国軍は 2008 年 9 月現在、
6 万 5,000 人以上の兵力を擁するが、独力で国の治安を確保できるレベ
ルには程遠く、訓練や装備において多国籍軍の支援を必要としている。
また、アフガニスタン国家警察は、7 万 5,000 人以上に増強されたもの
の、能力や信頼性に欠けているため育成の強化が求められている。2001
年のボン合意において、7 万人規模の国軍および 6 万 2,000 人規模の警
察を創設することが合意された後、アフガニスタン協約の共同調整モニ
タリングボードによって、警察は 8 万 2,000 人規模に増員され、国軍は
2008 年 9 月時点において所要規模とされた 8 万 8,000 人から 2012 年ま
でに 12 万 2,000 人規模に増員することが認められたが、兵力は現在も
なお大幅に不足していると言える。第 3 に、国際社会の支援体制に復興
の優先事項の不明確性や統合的戦略の欠如といった不備があるという指
摘がなされている。こうした状況を受けて、2008 年 4 月 3 日ブカレスト
で開催された NATO 首脳会議は、アフガニスタンの復興・安定化に向け
た NATO としての長期的な関与、アフガニスタン治安部隊の能力構築、
包括的な取り組み、近隣諸国の役割の重要性などを盛り込んだ文書「戦
略ビジョン」を採択した。また、同年 6 月にパリで開催されたアフガニ
スタンの復興・支援を協議する会議は、アフガニスタン政府が策定した
今後 5 年の復興ロードマップとなるアフガニスタン国家開発戦略を採択
した。アフガニスタン情勢悪化の第 4 の要因として、米軍の空爆による
住民の犠牲や被害により、米軍に対する反発が拡大しつつあり、テロの
激化やタリバーン勢力への支援を助長しているとの指摘もなされている。
さらに、2008 年 9 月以降、アフガニスタン駐留米軍によるパキスタンと
の国境地域に対する空爆が強化されており、こうした越境攻撃がパキス
タン国民の反発を招く一方、イスラム過激派を活発化させ、テロ事件を
頻発させているとの指摘もなされている。
情勢の悪化を受けて、ブッシュ大統領は 2008 年 4 月、ブカレストで
開催された NATO 首脳会議で、3,500 人の海兵隊をアフガニスタンに増
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解説

混迷するパキスタン
パキスタンでは 2008 年を通じて混乱が続いた。2007 年後半、人民党（PPP）

を率いるベナジール・ブットー元首相、ムスリム連盟シャリフ派（PML-N）を率い
るナワズ・シャリフ元首相が亡命先から相次いで帰国したが、同年末、ブットー元首
相は暗殺された。2008 年 2 月の下院選挙では野党の PPP、PML-N が勝利した一方、
パルウェーズ・ムシャラフ大統領を支持する与党ムスリム連盟カーイデ・アーザム派
（PML-Q）は大敗し、3 月には PPP と PML-N を中心とする連立政権が発足した。結局、
ムシャラフ大統領は 8 月に辞任し、ブットー元首相の夫であるアーシフ・アリ・ザル
ダリ PPP 共同議長が後任に就任した。なおムシャラフ大統領が在任期間の大半を陸
軍参謀長兼務で過ごしたのに対し、ザルダリ大統領は軍に基盤を持たず、そのため軍
への統制力に課題を抱えている。
国内治安は、イスラム過激派とつながりがあるとみられる首都イスラマバードのモ
スクに治安部隊が突入し、神学生多数が死亡した 2007 年 7 月のラール・マスジッド
事件後、急速に悪化している。それまで年間数件だった自爆テロの件数は、この事件
後に激増した。2008 年 9 月には同じくイスラマバードのマリオットホテルで自爆テ
ロが発生し、外国人を含む 40 人以上が死亡した。治安悪化の遠因は、2001 年の 9・
11 テロ後、パキスタンがタリバーン支援をやめて、「テロとの闘い」における米国の
同盟国へ舵を切ったことにさかのぼる。以後、パキスタンはタリバーンやアルカーイ
ダの拠点とされる連邦直轄部族地域（FATA）で掃討作戦を開始したが、その結果、
各地で報復テロが続発した。アフガニスタンとの国境地帯に位置する FATA を、タリ
バーンは対アフガニスタン越境攻撃の出撃基地として利用しているとされる。米軍は
2006 年以降、無人機による FATA への空爆を実施しているが、空爆に伴う民間人の
犠牲が逆にタリバーンへの同調者を増やしている側面もある。パキスタンは米国の同
盟国の立場を堅守しているが、この空爆については主権侵害と非難している。
近隣諸国との関係については、アフガニスタンとの関係は冷え切ったままである。同
国のハーミド・カルザイ政権はタリバーンと敵対した北部同盟の流れを汲むが、パキス
タンは 2001 年までタリバーンを支援していた経緯があり、両国の冷たい関係はここに
端を発する。さらに両国間には国境線をめぐる争いもある。そのため、パキスタンが
2007 年に「タリバーンによる越境攻撃阻止を目的として国境線にフェンスを設置する」
と発表した際、アフガニスタンはこれをパキスタンに有利な形で国境線を画定させる企
てとみなし反発するなど、テロ対策において重要な国境管理で共同歩調を取れずにいる。
2008 年 6 月には国境地帯で両国軍が交戦し、死傷者が出る事態まで生じた。また、イ
ンドとの関係も予断を許さない。印パ関係は 2001 年のインド国会襲撃事件後に緊張を
強めたものの、2004 年以降は改善基調にあった。しかし 2008 年 11 月にムンバイでテ
ロが起きた際、パキスタン人犯行説を唱えるインドと、それを否定するパキスタンの間
で激しい非難合戦が起きた。結局パキスタンは、逮捕された実行犯がパキスタン人であ
ることを認めたが、この問題は今後の両国関係に影を落とす可能性がある。
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派し、2009 年にも増派を行なう方針を打ち出した。この増派により、ア
フガニスタンに駐留する米軍は、2006 年の 2 万 1,000 人から 3 万 1,000
人に増強された。さらに米国は 2008 年 11 月に約 2,000 人の海兵隊を、
2009 年 1 月に約 3,700 人の陸軍旅団を同国に派遣し、アフガニスタン駐
留米軍は 3 万 7,000 人規模となった。これらの海兵隊と陸軍旅団は、当
初イラクへの派遣が予定されていた増派兵力である。ブッシュ政権は、
NATO 諸国などに対してもアフガニスタンへの増派を強く呼びかけ、フ
ランス、ドイツ、ポーランドなどが増派を実施した。
アフガニスタン情勢が悪化する中、安定化のためには軍事的手段のみ
では達成されないという認識も浮上してきており、カルザイ大統領は
2008 年 10 月 1 日の記者会見で、タリバーン最高指導者ムハンマド・オ
マルに政権参加を呼びかけ、紛争の政治的解決を訴えた。ロバート・ゲ
イツ米国防長官は 10 月 9 日、こうしたアフガニスタン政府によるタリバー
ンとの対話を容認する考えを示したが、アルカーイダとの対話は認めら
れないと強調した。ブッシュ政権は 2008 年 9 月よりアフガニスタン戦
略の包括的な見直しを開始したと言われている。
大統領に当選したオバマは、選挙戦の公約においてアフガニスタンとパ
キスタンに潜伏するアルカーイダとの戦いを最優先課題として、アフガニ
スタンに少なくとも 2 個戦闘旅団を増派するとうたっていた。新政権発
足後は、アフガニスタンがテロとの闘いの中心として位置付けられ、米国
の包括的な関与はさらに強化されるであろう。その際、特に憂慮されるの
は、パキスタン情勢の不安定化であろう。もしパキスタンが破綻国家とな
り、パキスタンの保有する核兵器がテロリストの手に渡った場合、米国お
よびその同盟国に対する核兵器を使用したテロの危険が極度に高まる事態
になりかねないからである。
米国は、イラクおよびアフガニスタンの両方に対して包括的・長期的戦
略を策定し、取り組む必要に迫られている。現地の軍隊や警察の能力構築
を促進し、治安の確保を図る一方、国連など国際支援の拡大を通じて、経
済、社会インフラの整備などの「国造り」を推進させることが重要である。
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また、特にアフガニスタンの安定化のためには、タリバーンとの対話の促
進も視野に入れ、治安や統治、経済・社会インフラの整備、麻薬対策など
に加え、パキスタンとの協力を一層強化することが不可欠であろう。
（2）新たな国防戦略――「国家防衛戦略」と「21 世紀における国家安全
保障と核兵器」
ブッシュ政権の「国家防衛戦略」が 2008 年 7 月に公表された。この「国
家防衛戦略」は、2006 年に発表された「国家安全保障戦略」で示され
た基本方針に基づき、国防省がその目的を達成するための手段を明らか
にしたものであり、米国のアフガニスタン、イラクにおける活動の教訓
が反映されたものとなっている。特に、「国家防衛戦略」においては、軍
事力だけでなく、経済的、外交的手段を用いて暴力的な過激主義に対抗
することが強調され、同盟国や友好国との協力が重視されている。また、
米国の安全保障は国際システムと緊密な関係を有していることが明記さ
れており、脆弱な国家が統治能力を高めていくのを手助けすることが国
防戦略の一つであることが示されている。
さらに、
「国家防衛戦略」では、通常戦争に備える一方で、非正規戦へ
の対応も重要な柱として強調されている。しかし、ゲイツ米国防長官は、
主要な通常兵器の調達にも予算の配分が不可欠であり、2009 年度予算
では通常兵器と戦略兵器を重視した内容になっていることを認めている。
そのため、米軍が非正規戦への対応を本格化させ、米軍の方向付けを変
更するのは次期政権の課題となる。しかし、この「国家防衛戦略」はブッ
シュ政権の末期に発表されたものの、ゲイツ米国防長官は次期政権にとっ
ても成功の「青写真」になると位置付けている。
一方、エネルギー省と国防省は 2008 年 9 月、
「21 世紀における国家安
全保障と核兵器」を発表した。ブッシュ政権は 2001 年に核態勢の見直し
（NPR）を行っており、核兵器の「新しい 3 本柱」という新概念による
核兵器の役割の再定義を行ったが、本報告書は将来の安全保障環境を踏
まえ、米国の保有する核兵器の意義を再確認する内容となっている。核
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兵器の役割は冷戦期よりも小さくなり、米国も大幅な削減を続けてきた。
しかし、核兵器にはほかの手段によって代替できない役割があり、特に
①核兵器やそのほかの大量破壊兵器を用いた侵略行為の抑止、②大規模
通常戦争の抑止、③通常兵器では攻撃が困難な重要目標を攻撃可能にす
ることによる抑止の強化、の 3 つが挙げられている。さらに、米国の核
兵器は、NATO 諸国、日本、韓国、オーストラリアなどの同盟国に対す
る攻撃を抑止する役割も果たしており、米国との同盟関係の鍵になる要
素として位置付けられている。
また、将来の安全保障環境において、米国による核兵器の保有を必要
とする脅威の存在にも言及している。まず、北朝鮮やイランのような大
量破壊兵器を保有・開発している懸念のある国である。また、暴力的な
過激主義者や非国家主体も、大量破壊兵器を使用する可能性があり、そ
れらを支援する国家も存在している。さらに、中国とロシアは核戦力を
重視しており、その近代化を積極的に進めている。こうした安全保障環
境の傾向を踏まえ、米国は 21 世紀においても核戦力を維持し続ける意義
を強調している。
しかし、米国が核兵器を今後も維持していく上ではさまざまな問題が
存在する。まず、現在の米国の核弾頭は、最も新しいもので 1980 年代
後半に製造されたものであり、設計寿命を過ぎつつある。そのため、寿
命延長プログラムによって信頼性を確保しようとしているが、既存弾頭
のデザインを現在のニーズに応じた形で根本的に改め、より容易な整備
によって信頼性を確保するための信頼性代替弾頭（RRW）計画が国防省
とエネルギー省から提案されている。上記の報告書でも、RRW 計画の
推進の必要性が主張されているが、現段階で議会はそれを認めておらず、
RRW 計画は暗礁に乗り上げている。また、運搬手段である大陸間弾道ミ
サイル（ICBM）
、戦略ミサイル原子力潜水艦、戦略爆撃機についても、
20 年後には更新しなければならず、多大な予算を要することが予想され
る。
一方、米国の核兵器をめぐっては、指揮統制の強化や安全管理の向上
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が急務となっている。例えば、2006 年 11 月には ICBM であるミニット
マン III の部品の一部が台湾に誤って送付される事件や、また 2007 年 8
月には空軍が保有する核兵器が上官の承認を受けないまま移送されると
いう重大事件が発生している。このため、ゲイツ米国防長官は空軍に対
して核兵器の指揮命令系統や管理体制の見直しを命ずる一方、ジェーム
ズ・シュレジンジャー元米国防長官を中心とする委員会に対し空軍にお
ける核兵器の管理体制のあり方の検討を命じ、その最初の報告書が 9 月
に提出されている。
この報告書では、核兵器の安全を揺るがす事件が相次いだ背景として、
核兵器の重要性の相対的な低下を挙げている。冷戦後の紛争では精密誘
導兵器による攻撃が中心になり、戦略爆撃機も通常爆弾を投下する爆撃
任務が中心になっている。そのため、役割の縮小した戦略核兵器に配置
されていた人員が大幅に削減され、イラクやアフガニスタンなどでの米
軍の活動が長期化するにつれてその傾向が顕著になり、戦略核兵器の部
隊の士気低下を招いている状況がある。そのため、本報告書では空軍内
部の組織改編や教育改革を行い、戦略核兵器分野の人材育成を見直すこ
とによって核兵器の管理体制を強化することが提言されている。
米国は大量破壊兵器による攻撃を抑止することや同盟国に対する拡大
抑止などにおいて核兵器が死活的に重要であることを認めている。しか
し、核兵器はそのような抑止機能を前提とした「使わざる兵器」である
ことが期待されているにもかかわらず、必要な時には「必ず使える状態」
にあることが求められるため、イラクやアフガニスタンでの活動によっ
て逼迫している資源や人員を、核兵器の信頼性確保のために振り向けな
ければならない状況にある。そのため、米国としても安全保障を確保す
る上で核兵器への依存度を低下させながら、効率的にその信頼性を高め
ていく措置がこれまで以上に必要になると考えられる。
（3）ミサイル防衛と米露関係
ブッシュ政権は発足当初から弾道ミサイル拡散の脅威が高まっている
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ことに注目し、米国本土や同盟国を防衛するミサイル防衛を積極的に推
進してきた。特に、北朝鮮やイランなど米国に敵対的な国家が弾道ミサ
イルを開発し、それらの長射程化を着実に図ってきていることを警戒し、
弾道ミサイルの飛翔の各段階である、ブースト段階、ミッドコース段階、
ターミナル段階のそれぞれに対応した多層的なミサイル防衛システムを
構築してきた。
まず、ミサイルが発射されて上昇する途上にあるブースト段階におい
ては、弾道ミサイルに対して航空機搭載レーザー（ABL）を照射するこ
とによって迎撃することを目指している。現在、化学レーザーの地上実
験や追尾レーザーの空中試験を行っており、2008 年 9 月にはレーザー発
射機を航空機に搭載して短時間ながら空中で照射する実験に成功してい
る。さらに地上での実験を続け、2009 年中には実際のミサイルに対する
照射実験が予定されている。また、ブースト段階からミッドコース段階
を飛翔する弾道ミサイルを破壊する運動エネルギー迎撃体（KEI）も開発
中である。このシステムは、脅威となる国家の付近への配備を可能にす
るために、地上移動型、海上配備型、地上固定配備型の 3 種類の開発が
予定されている。いずれのシステムも実用化までに 8 ～ 10 年を要すると
考えられる。
次に、ミサイルが宇宙空間を飛翔しているミッドコース段階では、地上
から発射されるミサイルによる迎撃システムである、
地上配備型ミッドコー
ス防衛システム（GMD）を開発中である。現在、アラスカ州とハワイ州に
迎撃基地が設置され、迎撃ミサイルは 2013 年までに 44 基が配備される予
定となっている。また、海上配備型のミサイル防衛システムである SM-3
ミサイルもすでに実戦配備されており、2009 年までにイージス巡洋艦 3
隻と駆逐艦 15 隻にミサイル防衛能力が付与されることになっている。
最後にミサイルが大気圏内に突入し、目標に向かって落下するターミ
ナル段階のミサイル防衛システムとして、地対空ミサイル・ペトリオッ
ト PAC-3 の生産を行っている。PAC-3 は唯一実戦で使用された実績を
持つシステムであり、短・中距離ミサイルの飛翔の最終段階で迎撃する
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ことを目的としている。また、大気圏外でのミサイルの迎撃を可能にす
るターミナル段階高高度地域防衛システム（THAAD）も開発中であり、
このシステムは 2009 年から運用が開始される予定である。THAAD は
PAC-3 と同様に、トラックで運搬可能なシステムであり、空輸によって
遠隔地に緊急展開することも可能となっている。
ブッシュ政権は、これらのミサイル防衛システムの開発に予算を優先
的に配分してきた。ミサイル防衛の開発予算は年間 80 億～ 100 億ドル
に達しており、国防省で最大の研究開発プログラムとなっている。米国
会計検査院によれば、米国は 80 年代から現在までミサイル防衛の研究開
発に 1,000 億ドルの予算を投入しており、今後 5 年間でさらに 500 億ド
ルが必要とされる。しかし、ミサイル防衛システムの予算は超過する傾
向にあり、また技術的にも未知数な部分が大きいため、目標とされる期
限内に計画を達成できないという批判も少なくない。
他方、イラク戦争後、イランの核開発計画が注目されるようになり、
また同国の弾道ミサイル開発計画が進展していることも明らかになった。
このため、米国では北朝鮮と並んで、イランの弾道ミサイルの脅威に備
えることが特に重視されるようになり、米国本土だけでなく中東やヨー
ロッパにおける駐留米軍や同盟国を防衛することが重要な課題となって
いる。これに対して米国は、2012 年をめどにチェコにレーダーを設置
し、ポーランドに 10 基の迎撃ミサイルを配備する計画を明らかにしてい
る。チェコとポーランドが選ばれたのは、イランからミサイルがヨーロッ
パや米国に対して発射された場合、技術的にはこの両国が最適の防御地
点であることが理由であると米国は説明している。また、現時点ではブー
スト段階のミサイル防衛システムは完成しておらず、さらにイランから
遠すぎる場所に迎撃ミサイルを配備すれば、防御範囲から外れる国家が
増加することも、この両国が選ばれた理由として挙げられている。
ポーランドに配備される迎撃ミサイルは、米国本土に配備されている
地上配備型ミサイルから 3 段目を取り除き、防御可能な範囲を狭めたも
のである。そのため、ロシアから米国本土に向けて発射される、射程の
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長い大陸間弾道ミサイルを迎撃できる能力がないと米国は強調している。
しかし、ロシアはヨーロッパにおける米国のミサイル防衛システム配備
計画に反発を強めており、米国はロシアとの対話によってその懸念を解
消する努力を行っている。例えば、米国は、ロシアに対してミサイル防
衛システムの透明性を向上させる措置や、イランの弾道ミサイルの脅威
が顕在化するまでシステムを稼動しないという提案を行ってきている。
オバマ大統領は、ミサイル防衛については技術的に可能であることを
さらに実験によって検証することが必要であり、むしろ短・中距離ミサ
イルを対象としたシステムに力を入れるべきとの立場をとってきたと言
われている。また、オバマは大統領当選直後にポーランドのレフ・カチ
ンスキ大統領と電話で会談し、欧州へのミサイル防衛システムの配備は
技術的に可能であることが明らかになってからとして配備を確約せず、
ロシアに対して一定の配慮を見せたと言われている。そのため、新政権
においてはブッシュ政権で進められてきたミサイル防衛計画の見直しが
進められ、予算の削減を含めた措置が検討されることも予想される。
（4）ブッシュ政権下の米軍のトランスフォーメーション
ブッシュ政権は 8 年間にわたって米軍のトランスフォーメーション（変
革）を続け、冷戦末期に大量に導入された兵器の更新とともに、情報技
術の積極的導入による近代化を推進してきた。しかし、米軍の近代化の
見通しは必ずしも明るいわけではない。財政面では、近い将来に社会保
障費の増大が政府の予算を圧迫し、深刻化する経済問題もあり、現状の
ような高いレベルの国防予算を維持し続けることが困難となることが予
想されている。その一方で、冷戦期に大量に導入し、老朽化しつつある
通常兵器の更新に加え、空中給油機や次期戦略爆撃機などの大規模な調
達計画も予定されている。そのため、各軍の予算をめぐる競争は今後一
層激化すると考えられる。
また、イラクでの治安維持作戦が明確に示すように、世界的なテロと
の闘いに要する費用も兵器調達費を圧迫する要因となっている。特に、
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長期にわたるイラク駐留は、予算面だけでなく、人員の面でも大きな影
響を及ぼしている。ドナルド・ラムズフェルド前米国防長官は、米軍の
変革を推進するにあたって兵員数を削減し、そこで生じた余剰を近代化
の予算として充ててきた。しかし、イラクの治安回復が遅れるに従って、
米軍の駐留は長期化し、現役軍人の不足を補うために州兵や予備役の招
集も続いている。
こうした状況への対応として、陸軍と海兵隊の増員が始まっている。
2007 年 1 月にゲイツ米国防長官は 2013 年度までに陸軍の現役と予備役
を 7 万 4,200 人増加させることを発表した。また、陸軍の人員の増加は
2008 年の大統領選挙におけるオバマ候補とジョン・マケイン候補の双方
の政権公約であり、オバマも 2007 年 4 月に陸軍 6 万 5,000 人と海兵隊
2 万 7,000 人の増員を支持することを打ち出していたため、新政権にお
いてもこの路線に大きな変更はないと考えられる。
ブッシュ政権の計画に従って増員を図った場合、今後 5 年にわたって
人件費は約 1,000 億ドル増加すると見られており、国防予算を圧迫する
要因となる可能性が高い。また、イラクへの長期にわたる派遣によって
軍人の希望者が減少しているため、単純な人員の増加は軍人の質の低下
をもたらすことが懸念されるなど、米軍の拡大を取り巻く状況は厳しさ
を増している。また、ラムズフェルド時代の 6 年間に及ぶトランスフォー
メーションは陸軍の人員を削減することが前提であったが、ブッシュ政
権がイラクでの活動を踏まえて陸軍の増員へと方向転換したことは、ト
ランスフォーメーションの方向性が必ずしも現在の戦略的要請に応じた
ものではなかったことを示す形となった。しかし、米陸軍は将来戦闘シ
ステム（FCS）などのラムズフェルド時代に推進した大型プログラムも継
続しており、陸軍の増員に伴う予算の拡大とどのようにバランスをとる
のかが一層困難になるであろう。
また、イラク戦争の人員面での影響はアジアにおける米軍に対しても
少なからぬ影響を与えている。東アジアでも、戦略環境の変化を踏まえ
た世界的再配備の一環として米軍再編を実施してきたが、特に固定的な
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配備が中心であった在韓米軍に注目が集まり、その中核的戦力である第
2 師団の一部が機動性の高いストライカー旅団戦闘チームへと改編され、
他の地域への迅速な展開が可能な部隊へと再編が進められた。2004 年 8
月にはストライカー旅団戦闘チームに改編された第 2 旅団が韓国からイ
ラクへと派遣され、2005 年 7 月に米国本土へ帰還している。
東アジア地域における米軍の再編は今後も続けられるであろうし、そ
の方向性は中東情勢の変化によっても少なからず影響を受けるであろう。
しかし、東アジアに駐留する米軍は地域の安定要素と考えられており、
2008 年 4 月の米韓首脳会談でも在韓米軍の規模を現状の 2 万 8,500 人
で当面の間維持することが合意されている。また、在韓米軍については、
これまで要員を 2 年で交替していたが、3 年間のローテーションへと移
行することが検討されており、より安定的な駐留を行う努力も行われて
いる。そのため、アジアに駐留する米軍の再編は、地域の安全保障環境
に影響を及ぼさない程度に検討され、見通し得る将来において、人員の
大幅な縮小が行われる可能性は低いと考えられる。

2

米国のアジア・太平洋政策

（1）東アジア主要国との関係
第 2 次世界大戦後長年にわたって米国は自らを「太平洋国家」として位
置付け、2 国間の同盟・友好関係とこれに基づく米軍の前方展開戦力のプ
レゼンスを維持することによって、アジア・太平洋地域の安定と繁栄に重
要な役割を果たしてきた。近年、ブッシュ政権は、テロリズムの拡大、大
量破壊兵器の拡散、自然災害といった非伝統的脅威の増大および中国やイ
ンドの台頭など新たな地政学的要因を踏まえて、アジアの主要国との戦略
的な関係を強化し、新たな事態や多様な脅威に対して効果的に対処するた
め、多面的なレベルにおいて同盟国・友好国の能力構築を図っている。
近年、日米安全保障関係については、米軍の再編をめぐる日米安全保
障協議委員会（
「2+2」会合）や自衛隊による国際平和協力の拡大などを
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通して顕著な進展が見られる。2005 年 2 月の共通戦略目標の合意、同年
10 月の自衛隊および米軍の役割・任務・能力に関する共同文書、さらに
2006 年 5 月、在日米軍などの兵力態勢の再編に関する「再編実施のため
の日米のロードマップ」文書、2007 年 5 月、「同盟の変革：日米の安全
保障及び防衛協力の進展」と題する共同発表などを受けて、日米安保体
制が一層実効的に地域およびグローバルな安全保障に寄与することが期
待されている。特に米国は、日本の自衛隊によるイラクの人道支援活動
やインド洋における外国艦船に対する補給支援活動を日米同盟の進化を
象徴するものとして高く評価してきた。とりわけ弾道ミサイル防衛（BMD）
協力については、2007 年 5 月の「2+2」会合共同発表「同盟の変革」に
おいて、米国の X バンド・レーダーシステムの日本の航空自衛隊車力分
屯基地への配備および運用、日本の嘉手納飛行場への米軍 PAC-3 大隊の
配備および運用、PAC-3 配備の前倒しなどで合意し、日米間の緊密な連
携の下に、BMD システム能力の向上を加速することにより日米安保体制
の抑止力の維持・強化を図っている。さらに 2008 年 9 月、通常型空母
より格段に高い能力を有する米原子力空母ジョージ・ワシントンが米海
軍横須賀基地に配備されたことにより、米国の軍事的プレゼンスおよび
抑止力が強化されている。しかし、メディアによる報道では、北朝鮮の
核問題への取り組みや脅威認識において、日米間に温度差が生じつつあ
るとの指摘もある。
米国は対中関係において、急
速に経済成長を続ける中国を国
際社会に取り込み、「責任あるス
テークホルダー」としての建設
的な役割を果たす方向に導くた
めに、政治・経済・軍事など広
範な分野で関係強化を図ってい
る。米中間には、首脳レベルの
会談、米国務副長官と中国外交
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部副部長らによる米中高官会議、両国の経済閣僚による米中戦略経済対
話、両国の外務当局間の実務者レベルの対話などのほかに、不拡散問題
や人権問題など特定の分野においても 2 国間対話や交流が深まりつつあ
る。しかし、他方において米国は、将来中国が米国および同盟国に対し
て敵対的な行動をとる可能性にも備えるという、いわゆる「ヘッジ戦略」
を採用し、中国の軍事力増強に対してはバランスをとりつつ、アジア・
太平洋地域における米軍の優位の維持を図っている。2008 年 3 月 3 日に
米国国防省が公表した、中国の軍事力に関する年次報告書では、中国の
軍事力の増強が東アジアの軍事バランスを変えつつあり、それが将来ど
のように使われるかについて不確実性が高いこと、中国軍の「接近拒否
能力」
（戦域への敵軍の侵入を抑止または拒否する能力）および「領域拒
否能力」
（戦域における敵の行動の自由を拒否する能力）の向上が伝統的
な陸・海・空の戦場の次元から宇宙やサイバー空間へと拡大しつつある
こと、中国の軍事と安全保障に関する透明性の欠如が誤解と誤算の可能
性を高めていることなど、多くの懸念が示された。
米中間では 2008 年、安全保障分野において着実な進展も見られた。米
中の国防省は 3 月 29 日、米中の防衛当局間のホットラインの設置に関す
る協定に調印、さらに 17 年間にわたる交渉の末、中国側が朝鮮戦争で行
方不明となった米兵に関する情報を米国に提供することなどを含む覚書
にも調印した。また同年 2 月に防衛政策調整会議が上海で開催され、4 月
には、核戦略と政策に関する米中対話が初めて開催された。さらに 6 月
には米中安保対話が北京で開催された。こうした米中対話において、米
国国防省の中国の軍事力に関する年次報告書と、2 年ごとに公表される中
国の国防白書のそれぞれの執筆者同士の対話の機会を設けることについ
て合意された。
しかし、米中関係における最大の不安定要因が台湾をめぐる問題であ
ることに変わりはない。ブッシュ政権が 2008 年 10 月 3 日、台湾への総
額約 65 億ドルの兵器売却を米国議会に通告したことを受けて、中国政府
は両国軍の「高官級の訪問」や「人道・災害支援に関する協力」など 11
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月末までの米中軍事交流の中止・延期を通告した。米国政府の台湾への
兵器売却計画には、330 基の地対空ミサイル・ペトリオット PAC-3、戦
闘ヘリコプター AH-64D アパッチ・ロングボウ 30 機、潜水艦発射型対
艦ミサイル・ハープーン 32 基などが含まれ、台湾側が求める潜水艦や改
良型 F-16 の売却は見送られた。
安全保障分野以外でも米中間には、貿易不均衡や人民元をめぐる問題、
チベット問題、宗教の自由をめぐる問題、エネルギーや環境問題など多
くの懸案が存在し、米中関係の不安定要因となっている。加えて米国は、
中国がロシアや中央アジア諸国と構成する上海協力機構の動向に対して
も警戒感を持っている。
近年、米韓関係も大きな変革の時を迎えている。ブッシュ大統領は
2008 年 4 月、李明博大統領を韓国大統領として初めてキャンプ・デービッ
ドに招待し、4 月 19 日の会談において両首脳は、在韓米軍の維持強化を
図りつつ、米韓同盟を 21 世紀に適合した新たな戦略的同盟関係として発
展させ、北朝鮮の核問題や米韓自由貿易協定（FTA）などに対して積極
的に取り組む姿勢を強調した。米韓両首脳は 8 月 6 日ソウルで開催され
た首脳会談後に発表した共同声明で、①米韓同盟を 21 世紀の安全保障環
境に適合した戦略的で未来志向の構造へと発展させ、さらに安全保障分
野だけでなく政治、経済、社会、文化面における協力にまで拡大・深化
させる、②北朝鮮の核問題の早期解決と朝鮮半島および北東アジアにお
ける新たな平和体制の構築のために戦略的協力関係を強化する、③北朝
鮮の核計画の申告に関して徹底した検証が必要であり、すべての核兵器
と現存する核計画の完全な放棄を履行するよう促し、また、北朝鮮の人
権状況において意味ある進展を求める、④米韓 FTA の可能な限り早期の
議会承認に向け協力することなどで合意した。
米国は朝鮮戦争の休戦以降、米韓相互防衛条約に基づき、陸軍を中心
とする米軍部隊を韓国に駐留させ、北朝鮮からの軍事的攻撃を抑止する
上で重要な役割を果たしている。近年、韓国を取り巻く安全保障環境の
変化、韓国社会の民主化および国力の向上、米軍の変革・再編などを受
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けて、両国は韓米連合軍の戦時作戦統制権の韓国への移管、在韓米軍の
再編や経費負担などの問題に取り組んでいる。両国は、2007 年 2 月 23
日の米韓防衛首脳会談において、2012 年 4 月 17 日に現在の韓米連合軍
司令部を解体し、朝鮮半島有事での戦時作戦統制権を韓国に移管するこ
とに合意した。戦時作戦統制権の移管後は、米韓がそれぞれ独立した司
令部を立ち上げ、韓国軍が作戦を主導し、米軍は米軍司令官の指揮の下
で韓国を支援する態勢になる。また、在韓米軍の再編については、2003
年にソウル都心に所在する米軍龍山基地のソウル南方の平沢地域への移
転や漢江以北に駐留する米軍部隊の漢江以南への再配置などが合意され
たが、平沢地域への移転は、用地収用の遅延などのため、2008 年末とい
う当初の目標期限には間に合わず、2009 年 1 月時点では 2014 年までに
移転することで合意されたと報じられている。ウォルター・シャープ韓
米連合軍司令官兼在韓米軍司令官は 2008 年 11 月 14 日、韓国国防研究
院（KIDA）での講演で、朝鮮半島における米軍の展開は今後、地上軍中
心から海軍および空軍を中心とした戦力へと転換されていくとしながら
も、米空軍と海軍の地域におけるプレゼンスにより米韓同盟における戦
略的柔軟性および強力な即応能力は今後も維持されると強調した。
2008 年 11 月、米国の提案を受けて、2002 年 5 月に中断して以来 6
年ぶりに日米韓防衛実務者協議がワシントンで開催され、3 カ国の国防当
局者は地域の安全保障上の懸案について協議し、災害救助や国際平和維
持活動などの分野における協力や、引き続き継続して本協議を開催する
ことで合意した。
他方、米国が遂行するテロとの闘いにおいて、韓国はアフガニスタン
に医療支援団や工兵部隊を派遣していたが、2007 年 12 月に任務を終え
て撤収した。その後、アフガニスタンの PRT への参加を目的として約
20 人の文民要員を派遣し、病院を開設するなど医療活動に従事している。
米国としては、200 ～ 300 人規模の PRT 要員のアフガニスタンへの派遣
を期待しているとメディアは報じている。また、イラクに派遣されてい
る約 650 人の韓国軍部隊は、2008 年末に任務を終えて撤収した。
219

（2）北朝鮮の核問題への対応
米国にとって北朝鮮の核問題は、日本や韓国など同盟国の安全保障に深
刻な影響を及ぼすのみならず、大量破壊兵器の不拡散の観点からも極めて
重要な問題である。とりわけ米国は、北朝鮮から核兵器や核物質が他国や
非国家主体に移転する可能性、さらに北朝鮮の核や弾道ミサイルの脅威の
増大が周辺諸国を核武装に駆り立てる可能性を懸念している。ブッシュ政
権は、2003 年以降、北朝鮮の核問題に関する六者会合という多国間外交
を最大限に活用することを通じて、北朝鮮の「完全かつ検証可能で後戻り
できない」核計画の廃棄を追求している。また米国は中国が六者会合の議
長国として建設的な役割を果たすことを期待し、六者会合が北東アジアの
平和と安定のためのメカニズムへと発展することを期待している。
2008 年に入って米国は、北朝鮮が 2007 年 10 月の六者会合で合意し
た核施設の無能力化と核計画の申告の年内履行の未達成によって生じた六
者会合プロセスの停滞を打開するため、米国国務省のソン・キム朝鮮部長
を平攘へ派遣し、テロ支援国家指定や対敵国通商法による制裁の解除の用
意があることを示唆しつつ、北朝鮮に対して義務の履行を強く促した。そ
の後六者会合の再開に向けた米朝協議による調整が続く中、コンドリーザ・
ライス米国務長官は 6 月 18 日ワシントンで講演し、
「北朝鮮が近く六者
会合の議長国である中国に核計画の申告書を提出する」との見通しを示し、
それを受けてブッシュ大統領は北朝鮮に対するテロ支援国家指定や対敵国
通商法による制裁を解除する方針であることを表明した。
ブッシュ政権は 6 月 26 日、北朝鮮が中国に核計画の申告書を提出し
たことを受け、六者会合の「行動対行動」の原則に基づいた措置として、
米国議会に北朝鮮のテロ支援国家指定解除を通告し、対敵国通商法の適
用の終了を決定した。7 月 10 日から 12 日まで北京で開催された六者会
合の首席代表者会合では、北朝鮮の核計画の検証体制について大枠で合
意した。7 月 12 日に発表された第 6 回六者会合に関する首席代表者会合
のプレスコミュニケでは、①専門家により構成される検証メカニズムを
設置し、施設への訪問、文書の検討、技術者との面談などを検証措置とし、
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必要な場合には国際原子力機関（IAEA）による助言や支援を受けること、
②六者会合の首席代表者により構成される監視メカニズムの設置、③寧
辺の核施設の無能力化と経済・エネルギー支援に関する今後の日程の作
成などで合意したとうたわれた。その後、核計画の検証手順や仕組みを
めぐって米朝間で交渉が難航したため、北朝鮮のテロ支援国家指定解除
の発効に必要な「通告後 45 日」の期間が経過し、解除は先送りされるこ
とになった。これに反発した北朝鮮は 8 月、寧辺の核施設の無能力化作
業の中断を発表し、核施設を復旧する作業に着手した。
こうした状況の中、ブッシュ政権は 10 月 11 日、北朝鮮に対するテロ
支援国家指定の解除に踏み切った。米国としては、北朝鮮が寧辺の核施
設の復旧を開始したことなどに危機感を強め、日朝間の拉致問題への配
慮よりも六者会合の枠組みの維持を図ることを優先せざるを得なかった
と言えよう。しかし、テロ支援国家指定は解除されたものの、北朝鮮が
アジア開発銀行などの国際金融機関の融資や投資の対象となることは当
面困難であり、また、北朝鮮に対しては核拡散活動、人権問題、核実験
後の国連決議など多くの制裁措置が継続している。また、米国議会上院
は 9 月 22 日、中国などに流出する北朝鮮難民の人権擁護を促す項目を含
む「北朝鮮人権法」の改正を承認した。この改正により同法に基づく人
権問題担当特使が大使級に格上げされ、12 年まで毎年北朝鮮における人
権の状況に関する報告を義務付けることになる。
米国国務省が 10 月 11 日に発表した文書は、核計画の検証に関する米
朝間の合意事項として、①六者会合の全参加国の専門家が検証活動への
参加が可能であること、②検証において IAEA が重要な支援的役割を果た
すこと、③専門家は申告された全施設に立ち入り可能であるが、未申告
施設への立ち入りは相互の了解に基づくこと、④サンプル採取などの科
学的手法を使用すること、⑤プルトニウムによる核開発計画に加え、ウ
ラン濃縮や核拡散活動にも適用することなどを挙げている。この米朝合
意によれば、北朝鮮の未申告施設への立ち入りは「相互の了解に基づく
こと」とされているため、核兵器の貯蔵場所や核実験場など寧辺以外の
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核施設、高濃縮ウランによる核施設など申告していない核施設に対して、
北朝鮮が検証を拒否する可能性もあり、検証活動の実効性が疑問視され
ている。その後、北朝鮮は無能力化作業を再開したが、核サンプル採取
などの検証方法をめぐって米朝間で食い違いが浮上し、北朝鮮は態度を
硬化させた。こうした中、12 月 8 日に再開された六者会合は、北朝鮮が
核計画の検証方法の文書化に応じないため、成果なく終了した。2008 年
12 月末現在、寧辺核施設の無能力化と北朝鮮に対する経済・エネルギー
支援を柱とする北朝鮮非核化の第 2 段階措置は完了していない。また、
既存の核兵器および核関連物質の廃棄、未申告の核施設の検証、高濃縮
ウランによる核開発計画の検証、使用済み核燃料棒の国外搬出、シリア
などへの核物質移転の検証など、今後取り組むべき課題は多く、北朝鮮
の非核化実現の見通しは立っていない。
結局、ブッシュ政権は、朝鮮半島の非核化の実現を次期政権に委ねる
ことになった。北朝鮮は今後、検証作業を長期化させる一方で、核施設
の無能力化の見返りとして軽水炉の提供や軽水炉完成までのエネルギー・
経済支援などを要求するであろう。また北朝鮮は、米国の「対北朝鮮敵
視政策」を転換させるべく、朝鮮半島の平和体制の構築に関する協議、
さらに韓国と日本からの米国の軍事プレゼンスの撤廃などを求め続ける
であろう。米国としては、北朝鮮の「完全かつ検証可能で後戻りできない」
核計画の廃棄に向けて六者会合プロセスを維持する一方で、北朝鮮内部
で非常事態が発生した場合の対応策、さらに、北朝鮮から中東やテロ組
織などへの核物質および関連技術の拡散を防止するための包括的措置を
拡大・強化させていくことが必要であろう。

3

オバマ新政権の安全保障戦略と対外政策の展望

2009 年 1 月 20 日に就任したオバマ大統領は、当面、金融システムの
安定化ならびに国内経済の立て直しを図りつつ、安全保障面では、戦時
下の大統領としてイラクとアフガニスタンへの対応を最優先課題として
222

第7章

米国――ブッシュ政権の終焉と残された課題

取り組むことになろう。また、パキスタンの安定化、イランや北朝鮮の
核問題、気候変動、エネルギー問題、アフリカにおける内戦など広範な
分野において米国の外交的指導力も期待されている。
オバマ大統領は、国防政策の継続性を重視し、また超党派からの支持
を得るべく、ゲイツ国防長官を留任させる一方、主要な閣僚にはヒラリー・
クリントン上院議員を国務長官、デニス・ブレア元太平洋軍司令官を国
家情報長官、ティモシー・ガイトナー・ニューヨーク連銀総裁を財務長官
に起用した。また新大統領はホワイトハウスで大統領を補佐する首席補
佐官にラーム・エマニュエル下院議員、国家安全保障担当補佐官にジェー
ムズ・ジョーンズ元 NATO 欧州連合軍最高司令官、国家経済会議（NEC）
委員長にローレンス・サマーズ元財務長官の起用を決定した。オバマ新
政権には、クリントン政権に参画した経歴を持つジェフリー・ベーダー
元国務次官補代理が国家安全保障会議（NSC）のアジア上級部長に、ミッ
シェル・フローノイ元国防次官補代理が政策担当国防次官に、知日派とし
て知られるカート・キャンベル元国防副次官補が東アジア・太平洋担当
国務次官補に、沖縄駐留の経験を持つウォレス・グレッグソン退役海兵
隊中将がアジア・太平洋担当国防次官補
に、スーザン・ライス元アフリカ問題担
当国務次官補が国連大使に起用され、総
じて安定感ある、資質と経験を重視した
重厚な陣容となっている。
オバマ新政権の国家安全保障戦略や対
外政策が、大統領候補のときの選挙公約
や民主党の政策綱領に沿ったものになる
とは必ずしも限らないが、ここでは、オ
バマのこれまでの言説などに依拠しなが
ら、オバマ新政権の安全保障戦略や対外
政策の方向性について検討する。
第 1 に、オバマ新政権は、第 1 期ブッ
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シュ政権の対外政策において見られた「単独行動主義」とは決別し、伝
統的な同盟国との緊密な連携や協調を重視しつつ、インドやベトナムな
どの新興国とのパートナーシップの拡大・強化を図り、さらに多国間外交
のみならず、イランなど敵対してきた国家との直接対話を通じた問題解
決の可能性も追求するであろう。多国間外交と対話を重視した外交によっ
て、ブッシュ政権のもとで低下した米国の国際的威信の回復を目指すも
のと期待される。
第 2 に、オバマ大統領が就任から 16 カ月以内にイラク駐留米軍を撤退
するとの公約を実施できるかどうかについては、2009 年から 2011 年末
までの米軍駐留を認めた米・イラク地位協定やイラク情勢の今後の展開
などに左右されるであろう。すでに戦闘部隊の撤退期限を当初予定の 16
カ月以内から 23 カ月以内へ変更する案なども検討されている。だが、イ
ラクの安全保障が、多国籍軍による体制からイラク治安部隊が主導する
体制へと移行することについては、進展が見込まれる。一方、新大統領
はテロとの闘いの最前線をアフガニスタンと位置付け、アフガニスタン
への増派、NATO などの同盟国・友好国との連携の強化、パキスタンへ
の関与の強化などを通じて、アルカーイダの撲滅を図りつつ、アフガニ
スタンの安定化を目指すことになろう。オバマは 2007 年に『フォーリン・
アフェアーズ』に掲載した論文で、「アルカーイダを打倒するために、冷
戦を勝利に導いた反共同盟と同じくらい堅固な 21 世紀型の軍隊と 21 世
紀型のパートナーシップを形成し、ジブチからカンダハールに至るすべ
ての地域で攻勢に打って出る」と述べ、グローバルなテロとの闘いへの
姿勢を鮮明にしている。
第 3 に、オバマ政権は、アフガニスタンおよびパキスタンの安定化や
アフリカに見られる脆弱国家の能力構築などに対して実効性を持たせる
べく、米軍の増強を図るであろう。オバマは米軍の再活性化に取り組む
べきであるとして、米陸軍兵士を 6 万 5,000 人、海兵隊員を 2 万 7,000
人それぞれ増員し、「友好国を助け、安定化と再建任務に参加し、大量虐
殺を阻止すること」などの地球規模の安定を支える「共通の安全保障」
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のために、自衛を超えて、軍事力の行使を検討しなければならないと訴
えている。また、オバマは、貧困な社会や脆弱な国家が、疾病、テロ、
紛争の温床になっているという認識のもと、米国によるグローバルな関
与を主張している。また、民主党綱領では、世界の安定を促進し緊急事
態に対処するため、医師や技術者など専門職業家から成るボランティア
「文民援助部隊」の創設をうたっている。さらに、アフリカにおける貧困、
飢餓、紛争、エイズなどの問題に対して総力を結集して取り組むこと、
国連やアフリカの地域機構と協力しながら、紛争を解決・予防し、脆弱
国家や破綻国家の能力を構築していくこと、スーダンのダルフールにお
ける虐殺のような人道的な危機に対して実効的に対応することなども指
摘している。
米国はこれまで一貫して国際社会において自由と民主主義の擁護と拡
大を追求してきた。しかし、ブッシュ政権期に見られた民主的価値の拡
大を強力に推進する対外政策、あるいはマケイン大統領候補が掲げた、
米国の NATO やアジアそのほかの民主国家との同盟やパートナーシップ
を強化し、これを「民主国家連盟」として立ち上げるという構想につい
ては、中国やロシアとの関係を不安定化させるばかりでなく、多くの国々
からも反発を招くことになりかねない。民主的価値の拡大も重要な課題
ではあるが、オバマ政権がアジアやアフリカに見られる脆弱国家や破綻
国家を支援し、健全なガバナンスの確立を促す上で戦略的指導力を発揮
し、対話と協調によって世界をリードしていくことが望まれる。
オバマ新政権は、当面、米国発の金融危機や経済問題への取り組み、
イラク、アフガニスタンへの対応などの大きな課題に加えて、国際社会
で進行する構造的な変化を踏まえた長期的・包括的な安全保障戦略の構
築も迫られている。米国の国家情報会議（NIC）が 2008 年 11 月に公表
した 2025 年の世界の将来シナリオを描いた報告書は、中国、インドの
興隆などにより世界の多極化が進む中、米国の支配力は相対的に低下し、
米国、中国、インドが並び立つ状況を想定している。さらに同報告書は、
今後 20 年間を新たな国際秩序への移行期と位置付け、この期間は、資源
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や食糧をめぐる競争の激化、大量破壊兵器を用いたテロ攻撃の危険性の
高まり、中東地域などへの核拡散といった安全保障上のリスクが増大し、
国際情勢の不安定性が高まるとして、国際的な指導力と国際協調が不可
欠であることを強調している。多極化する国際社会における安定した安
全保障秩序の構築に向けて、オバマ新政権が同盟国 ･ 友好国に加えて中
国やインドなどの台頭する新興国とも戦略対話を深め、国際協調体制を
強化していくことが期待される。
他方、オバマ政権の対アジア政策の基調は、ブッシュ前政権に比べて
大きな変更はないと予測される。第１に、日米同盟を始めとする伝統的
な 2 国間同盟を基軸とし、アジアにおける米軍のプレゼンスを確保しつつ、
インドなど友好国に対して戦略的パートナーシップを拡大することであ
る。第 2 に、中国を「責任あるステークホルダー」として位置付け、核
不拡散や環境問題など広範な分野において関与を深める一方で、将来の
不透明性に備えるためのヘッジ戦略を継続することである。第 3 に、北
朝鮮の核問題については、六者会合の枠組みを維持しつつ、北朝鮮の非
核化を促し、さらに六者会合を発展させる形で北東アジアにおける平和
と安全保障の多国間枠組みの構築を目指すことである。
オバマ政権の対アジア政策において今後注視すべき点として、以下の 4
つを指摘することができよう。第 1 に、多くの重要な課題に直面するオ
バマ政権が、アジアにおける安全保障上の諸問題にどの程度の優先順位
で取り組むかという点である。ブッシュ政権についてはイラクやテロと
の闘いへの対処で手一杯であったためにアジアに対して十分な関心や注
意が向けられなかったとの批判があった。中国やインドの台頭など地政
学的なパワーが顕著にシフトしていく中、オバマ政権による対アジア政
策への強力なコミットメントが期待される。第 2 に、オバマ政権の対中
政策の行方である。特に、地域における中国の急速な軍事力および政治・
経済面における影響力の増大に対してバランスを図りつつ、広範な分野
で中国との協調体制を構築することが望まれる。第 3 に、オバマ政権の
対北朝鮮政策である。オバマは北朝鮮の核計画検証に関する米朝合意を
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「北朝鮮が合意を履行しない場合は即座に対応措置がとられるという明確
な理解がある限り、適切な対応である」と評価した。また、北朝鮮が核
廃棄と確実な検証に応じなければ米国は厳しく対処すべきであり、米国
の政策オプションには軍事的手段や米朝首脳会談を含むとしている。今
後、六者会合プロセスの停滞、北朝鮮の核・ミサイル戦力の増強、さら
には「ポスト金正日」時代を視野に入れた包括的な対北朝鮮政策を進め
る上で、日米韓 3 カ国協力の推進や中国への働きかけがより一層重要に
なってくるであろう。第 4 に、オバマ政権の対日政策である。オバマ政
権は、共通の価値観や利益に基づく日米同盟の重要性を認識し、日米同
盟をはじめとする同盟関係が米国の対アジア政策の基軸であり続けると
して、日米同盟関係のさらなる深化・拡大を求め、テロとの闘い、気候
変動問題、大量破壊兵器の拡散防止、アフリカにおける脆弱国家への支
援など、グローバルな安全保障上の諸課題に対する日本の積極的な役割
を期待するであろう。
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ブッシュ政権の 8 年の間、日米同盟は、グローバルな安全保障問題へ
の対応を中心に大きく強化された。その結果、日米関係は「歴史上最良」
とも呼ばれることとなった。同盟を安定的に機能させ、かつ発展させて
いくためには、日米両国の間に発生する問題や摩擦を処理し、同盟の不
安定要因を除去することと、日米が協力し、地域やグローバルな安全保
障に関する政策課題に取り組んでいくことが必要である。ブッシュ政権
期に、日米同盟が「歴史上最良」と言われたのは、それらが進められた
時期であったことが大きな理由である。2009 年、米国ではブッシュ政権
に代わりオバマ新政権が発足したが、オバマ政権との間で、日米同盟を
さらに発展させていくためには、日米共通の新たな政策課題を明確化し、
その上で協力を進めていくことが必要である。
その上で協力を進める分野として考えられるのは、グローバルな安全
保障問題における協力である。日本は、2004 年に策定された防衛計画の
大綱によって、自衛隊の国際平和協力活動を主体的・積極的に展開して
いく方向性を打ち出した。しかしながら、現在行われている自衛隊の国
際平和協力活動は、極めて限定的な規模にとどまっている。こうした状
況は、資源や食糧を自給自足できず、海外との貿易・投資に経済が依存
している日本のような国にとって望ましいとは言えない。海外との貿易
や投資を安定的に展開していくためには、グローバルな安全保障環境の
安定が不可欠である。よって、より広く国益をとらえ、日本に対して直
接脅威が及ばないとしても、グローバルな安全保障環境の安定を損なう
ような事態に対しては、積極的に関与していくことが必要であろう。
また、現在、防衛大綱の見直しに向けた検討が進みつつあるが、そう
した議論を進める上では、次の点が重要であろう。第 1 は、安全保障上
の政策課題の明確化である。限られた予算の中で防衛力整備を進めてい
くには、政策上の優先順位を示すことが不可欠である。第 2 は、グロー
バルな安全保障問題に関与することの意義の再確認である。破綻国家な
ど、グローバルな影響が及び得る安全保障上の不安定要因に対する国際
社会の取り組みに対しては、日本としても積極的に協力し、国際社会に
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おける不安定化や紛争の芽を早期に除去していくための努力を展開して
いくべきであろう。第 3 は、台頭する中国に対する向き合い方である。
中国の台頭には、多面的なインプリケーションがあるが、「戦略的互恵関
係」の構築に向け、それらすべてに沿った形で政策を展開していかなけ
ればならない。第 4 は、即応性と持続性を重視した防衛力を整備してい
くことである。現在の世界においては、平時でも有事でもない中間領域
における活動が増加している。こうした、中間領域における活動は、大
規模災害や人道的危機のように、突発的に生起する事態への対応である
か、紛争後の平和構築のように、長く続く活動であることが多い。こう
した状況に対応した防衛力を構築していくためには、突発的な事態に対
応するための即応性と、長く続く活動に対応するための持続性とを備え
ていく必要がある。第 5 は、資源配分の問題である。自衛隊の任務が多
様化している一方で防衛費が増大することは当面見込めない中、可能な
限りコストを削減していく努力を行うと同時に、周辺の安全保障環境を
考慮しつつ、日本の防衛費の適切な規模についての議論も幅広く行って
いくことが必要であろう。

1

ブッシュ政権における日米同盟と今後の課題

（1）
「歴史上最良」と呼ばれた日米同盟
1990 年代半ば、冷戦終結によって共通の脅威としてのソ連が消滅し、
日米同盟が「漂流」に向かっているとの危機感が広がった。そこで、日
米両国は、日米同盟の「再確認」あるいは「再定義」とも呼ばれるプロ
セスを通じて同盟を活性化し、冷戦後、不透明・不確実の度合いを強め
たアジア太平洋地域の安全保障環境に対応していくことを図った。その
プロセス、すなわち 96 年の日米安全保障共同宣言に始まり、97 年の「日
米防衛協力のための指針」（ガイドライン）の改定、99 年の周辺事態法
の施行によって、日米同盟は、アジア・太平洋地域の安定化のための日
米防衛協力を強化した形に変容したのである。また、この時期にはそれ
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に加え、95 年の米海兵隊員による沖縄少女暴行事件を受け、沖縄の基地
負担を軽減するために、沖縄に関する特別行動委員会（SACO）報告に基
づく、普天間飛行場の移設を含む沖縄の米軍基地の整理統合についての
96 年の日米両政府の合意、あるいは 99 年には弾道ミサイル防衛（BMD）
共同技術研究についての日米合意が結ばれるなど、さまざまな形で日米
同盟の強化に向けた取り組みがなされた。
そして、ガイドラインに基づく防衛協力の強化、あるいは BMD 共同
技術研究などが進められ、日米の安全保障協力は着々と進展していった。
しかしながら、特に沖縄の基地負担を軽減させるための普天間飛行場の
移転プロセスが停滞したこともあり、「再確認」あるいは「再定義」後の
日米同盟はいつしか方向感を失い、90 年代末には、同盟が再び「漂流」
しているとも言われるような時期を迎えることとなる。こうした状況は、
2001 年にブッシュ政権が発足して程なく解消した。それはひとつには、
通称「アーミテージ・ナイ・レポート」と呼ばれる、日米同盟強化のた
めの超党派の報告書「米国と日本：成熟したパートナーシップに向けて」
を 2000 年 10 月に発表したリチャード・アーミテージ氏が国務副長官と
して政権入りするなど、知日派が政権の枢要ポストに就任し、日米同盟
重視を明確に打ち出したことによる。それに加え、何よりも大きいのは、9・
11 テロが発生した際、小泉純一郎首相が、即座に米国に対する支持と支
援を表明し、11 月にはテロ特措法を制定してインド洋に補給艦を派遣し
たことによって、日米同盟の新たな目標として「テロとの闘い」が設定
され、そのための実質的な協力が開始されたことである。
引き続いて日本は、イラクにおいてサダム・フセイン政権が崩壊した
後の 2004 年に人道復興支援のために陸上自衛隊と航空自衛隊をイラクに
派遣した。このように、米国と政策目標を共有した上で、自衛隊の活動の
地平線が拡大し、インド洋とイラクで活動を展開したことによって、この
時期に日米関係は、グローバルな安全保障問題への対応を中心に大きく強
化されることになる。その結果、
「漂流」が懸念されたのとは打って変わっ
て、この時期の日米関係は「歴史上最良」と呼ばれるようになったので
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ある。特に、2003 年 5 月に米国クロフォードで開催された日米首脳会談
においては、
「世界の中の日米同盟」という言葉が用いられ、日本防衛だ
けでも、アジア・太平洋地域だけでもなく、グローバルな安全保障上の
課題に対しても日米同盟が取り組んでいくという方向性が示された。後
述する米軍再編のプロセスにおいても、2005 年 2 月の日米安全保障協議
委員会（SCC、
「2+2」と通称される）の共同発表の中に、
「地域における
共通の戦略目標」に加えて「世界における共通の戦略目標」が盛り込まれ、
国際社会の基本的な価値の推進、国際平和協力活動等における日米のパー
トナーシップの強化、大量破壊兵器の不拡散の推進、テロの防止と根絶、
国連安全保障理事会改革、エネルギー供給の安定性の維持・向上といっ
た分野で協力することとされたのである。
（2）米軍再編――合意の実行にむけて
日米同盟において、ブッシュ政権 8 年における最も重要な進展は、在
日米軍基地の再編と自衛隊・米軍の役割・任務・能力（RMC）に関する
協力についての合意がなされたことである。それは、米国がグローバル
に進めた米軍配備態勢の見直し（GPR）の一部としての性格も持つ日米
協議である。時系列的に言えば、2002 年 12 月の SCC における共同発
表を受けて開始され、2005 年 2 月の SCC で発表された共通戦略目標、
2005 年 10 月の SCC で合意された共同発表「未来のための変革と再編」
を経て、2006 年 5 月の SCC で合意された「再編実施のための日米のロー
ドマップ」に至るプロセスである。
この中で、日本政府は、「地元負担の軽減」と「抑止力の維持」の 2 つ
の原則の下に協議を進めた。「地元負担の軽減」は、米軍基地に由来する
騒音・事故・犯罪に対する地元の不満が日米同盟の不安定要因であるこ
とを考慮し、それを低減させることを目的としたものである。一方、「抑
止力の維持」は、米軍の駐留兵力の削減を行うとしても、それは地域の
安全保障環境を不安定化させるような過度の兵力削減ではなく、軍事的
考慮に基づいて行われることを示したものである。そのため、基地の再
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編と RMC に関する協力についての合意は、一つのパッケージとして把握
する必要がある。
その一つの柱である在日米軍基地の再編においては、地元負担の軽減
の文脈から、SACO において合意がなされながらも、結局実現されなかっ
た普天間飛行場の移設について、SACO で示された海上埋め立て案とは異
なる、キャンプ・シュワブ地上部分をベースとする埋め立てによる V 字
型滑走路（図 8-1）案が示された。このほか、普天間飛行場を含む嘉手納
以南 6 施設の返還、第 3 海兵機動展開部隊（III MEF）司令部 8,000 人の
グアム移駐などの負担軽減のための施策が合意された。一方、抑止力の
維持の文脈からは、日米の相互運用性を高めるという観点から、米陸軍
第 1 軍団司令部の移転が予定されたキャンプ座間への陸上自衛隊中央即
応集団司令部の移転と、横田飛行場における航空自衛隊航空総隊司令部
と米空軍第 5 空軍司令部の併置が合意された。もう一つの柱である RMC
に関する協力は、抑止力の維持のために重要な役割を果たすものであり、
2005 年の
「未来のための変革と再編」
で、
15 項目の防衛協力の例が示され、
その例をベースとして、日米の防衛協力が進められていくこととされた。
このうち重要なのは、SACO において実現できなかった普天間飛行場
の移設であろう。特に、沖縄における負担軽減の大きな要素である、III
MEF 司令部のグアム移駐は、グアムにおける所要の施設およびインフラ
整備のための日本の資金的貢献に加え、普天間飛行場の代替施設の完成に
向けた具体的な進展にかかっているのである。このように、
「地元負担の
軽減」を達成するためにも、また、SACO 以来の日米政府間合意を実現さ
せるためにも、普天間飛行場の移設は極めて重要な意味を持っている。
この問題に関しては、2006 年 11 月の沖縄県知事選挙で、普天間飛行
場代替施設の県内移設に肯定的な態度をとった仲井真弘多候補が当選し
たことを受け、政府と沖縄県の間で調整が進められつつある。仲井真知
事は、県内移設には肯定的であるものの、同年 5 月の日米合意よりもさ
らなる沖合への滑走路の移設を主張し、政府とは異なる立場をとってい
る。しかしながら、市街地に位置する普天間飛行場の危険性を除去する
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には滑走路を移設することが必要であると考える点で両者は一致してい
ることもあり、同年 8 月には、「普天間飛行場の移設にかかる措置に関す
る協議会」が設置され、代替施設の建設計画、使用協定を含む安全・環
境対策、普天間飛行場の危険性の除去、地域振興などが協議されること
となった。同協議会は、2008 年 7 月までに 8 回開催されており、7 月
18 日の第 8 回協議会においては、普天間基地の危険性除去に関するワー
キングチームと普天間代替施設の建設計画・環境アセスメントを円滑に
進めるためのワーキングチームを設置することで合意が成立し、それら
の問題についての実務的な協議が進められつつある。環境アセスメント
についても、方法書を 2007 年 8 月に仲井真知事をはじめとする関係自
治体の首長に送付し、その後公告・縦覧、住民等からの意見提出、知事
の意見提出などを経て、2008 年 3 月 14 日にそれらを踏まえて修正され
た方法書が送付された。それを受けて、3 月 15 日から、方法書に沿った
調査として、気象・飛来塩分測定が開始された。
図 8-1

普天間飛行場の代替施設案
飛行場区域（約210ha）
（埋立部分は護岸を含み約160ha）

大浦湾
滑走路
（幅30m、路肩左右7.5m）

キャンプ・シュワブ
進入灯
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豊
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原
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表 8-1

防衛政策見直し協議（DPRI）合意の進捗状況

再編の内容（関連施設名）

主な進捗状況〔ロードマップに示されたスケジュール〕
07. 8. 8

07. 8. 9
嘉手納飛行場以南の土地返還
（キャンプ桑江）
（キャンプ瑞慶覧）
07. 11. 8
（普天間飛行場）
（牧港補給地区）
（那覇港湾施設）
（陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム） 07. 12. 11

陸自共同使用
（キャンプ・ハンセン）

空自航空総隊司令部の移転等
（横田飛行場）

□	｢那覇港湾施設移設に関する協議会｣ 開催（追加
的な集積場を含む代替施設の位置・形状等につ
いて関係地方公共団体等が同意）
□	日米防衛相会談において、石破茂防衛相（当時）
からゲイツ米国防長官に対し、キャンプ瑞慶覧
の最大限の規模での返還を要請
□	追 加的な集積場を含む那覇港湾施設代替施設の
位置・形状等について、日米合同委員会合意

08. 3. 19

□	｢那覇港湾施設移設に関する協議会｣ 開催（日米
合同委員会において代替施設の位置・形状等に
ついて合意がなされた旨報告）

08. 2. 7

□	キ ャンプ・ハンセンの共同使用について日米合
同委員会合意

08. 3. 4

□	キ ャンプ・ハンセンの共同使用について閣議決
定および政府間協定締結

08. 3. ～

□ 陸自訓練開始

06. 7. 19
PAC-3の配備
06. 11. 30
（嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫地区）
06. 12. 末～
Ｘバンド・レーダーの配備
（車力分屯基地）

□	日米防衛相会談において、小池百合子防衛相（当
時）からゲイツ米国防長官に対し、キャンプ瑞
慶覧の最大限の規模での返還を要請

□ 米国から日本政府に対し配備について通報
□ PAC-3 部隊任務開始式
□ 運用を開始

06. 6. 26～ □ 運用を開始
06. 10. 27

□ 横田空域の一部削減について日米合同委員会合意

07. 7. 2

□	空 自航空総隊司令部庁舎等用地の共同使用につ
いて日米合同委員会合意

08. 1. 30

□	司令部庁舎の工事契約

08. 9. 25

□	横田空域の一部削減を実施

06. 12. 19

□	
「第１軍団（前方）・在日米陸軍司令部」発足

米陸軍司令部能力の改善等
08. 6. 6
（キャンプ座間、相模総合補給廠）

□	相模総合補給廠の一部土地の返還（17ha）につ
いて日米合同委員会合意

08. 9. 末

□	
「第１軍団（前方）・在日米陸軍司令部」改編

07. 1. 30

□	山 口県より愛宕山開発用地への米軍家族住宅の
整備等についての意向確認に対し、用地取得可
能であれば有力な候補地の一つである旨回答

空母艦載機の厚木から岩国への
移駐／ KC-130 の普天間から岩
07. 5. 17-18 □	米 側が作成した包括的な施設整備のマスタープ
国への移駐／海自航空機の岩国
ランの概要について、地元自治体に説明
から厚木への移駐
□	岩 国飛行場の東側誘導路の地盤改良工事につい
08. 3. 27
て契約
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このように、当初計画よりはやや遅れているものの、普天間飛行場の
移設に向けた取り組みは少しずつ進みつつある。表 8-1 では、普天間飛
行場以外の合意についての実行状況を示しているが、これら訓練移設を
含む他の合意についても、一定の進展をみることができる。
これらの合意を着実に実行していくことは、抑止力を維持しながら地
元負担を軽減し、日米同盟の基礎を強化していく上で極めて重要な意味
を持つ。特に、今回の協議では、SACO で合意され、閣議決定もされな
がら結局実行されなかった普天間飛行場の移設を一度白紙に戻した上で、
改めて別の代替施設案に基づいて進められていく旨合意されている。一
度結ばれた日米合意を白紙に戻しながら結ばれた合意を、さらにもう一
度見直すことを余儀なくされるような状況に陥るとすれば、日米同盟に
おける相互の信頼に大きな影響を及ぼす。当事者が協力して粘り強く努
力し、日米関係をより強固にしていくことが期待される。
（3）ブッシュ政権後の日米同盟の課題
日米同盟を安定的に機能させ、かつ発展させていくためには、次の 2
つの点において同盟を管理していく必要がある。第 1 は、日米両国の間
に発生する問題や摩擦を処理し、同盟の不安定要因を除去することであ
り、第 2 は、日米が協力し、地域やグローバルな安全保障に関する政策
課題に取り組んでいくことである。ブッシュ政権 8 年のうち、特にクロ
フォードでの日米首脳会談で「世界の中の日米同盟」という言葉が登場
した 2003 年前後は、両者が並行して進められた時期であったと言える。
まず、自衛隊のインド洋、イラク派遣によって、グローバルな政策課題
としての「テロとの闘い」における日米協力が実践された。加えて共通
戦略目標が示され、また RMC に関する協力について具体的な協議が行わ
れることによって、地域およびグローバルな安全保障に関する政策課題
に日米同盟として取り組む上での実体を整えることが追求された。さら
に、防衛政策見直し協議において、抑止力を維持しながら地元負担を軽
減するように基地再編についての協議がなされ、基地問題という日米 2
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国間の問題の軽減に向けた取り組みが展開したのである。
このように、自衛隊と米軍が現実に協力して、日米が安全保障に関す
る共通の政策課題に取り組み、その実効性をさらに高めていくための戦
略的な協議が進められていたことに加え、小泉首相とブッシュ大統領の
個人的関係が良好であったことが、「漂流」から一転して「歴史上最良」
の日米関係と呼ばれる時期をもたらした裏付けであったと言える。
一方、現在の日米関係を見ると、日米合意に基づく基地再編の実行が
最も重要な課題となっている。もちろん、合意されたことは実行されな
ければ意味がないから、特に普天間飛行場の移設などを着実に実行する
ことは極めて重要である。地域および世界における安全保障問題に対す
る日米の協力を引き続き進めていくためにも、基地の再編を実行し、日
米の信頼感をさらに高めていく必要がある。
ただし、こうした合意を実行する段階ではさまざまな摩擦、問題が生
じるのは不可避である。そのため、このことだけが日米同盟関係におけ
る主要な政策課題である状況が長く続くのは好ましくない。基地再編に
関する合意の実行は、2 国間における問題や摩擦を処理するレベルにおけ
る政策課題であり、重要ではあるが、それだけでは日米同盟の有効性を
高めていくことは難しい。
特に、
「歴史上最良」と呼ばれた時期の日米同盟が、自衛隊がインド洋
とイラクとで活動し、自衛隊と米軍とが共通の政策目標のために協力して
いたことを裏付けとしていたことを考えると、日米が協力して政策課題に
取り組んでいくためには、まず実体のある協力を拡大発展していく必要が
あると言えるだろう。自衛隊の活動のうち、ブッシュ政権期の日米同盟の
強化をもたらす契機となったインド洋での海上自衛隊による給油について
は、テロ対策特別措置法（以下、テロ特措法）の失効による 2008 年初頭
の中断期間を除いては、
2008 年 2 月に成立し、
12 月に 1 年の延長が決まっ
た補給支援特別措置法（以下、補給支援特措法）に基づいて 2009 年も継
続されることとなった。だが、イラクに人道復興支援のために派遣された
陸上自衛隊は 2006 年 7 月に撤収し、C-130H 輸送機による空輸を行って
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いた航空自衛隊も 2008 年 12 月に撤収した。そのため、
「歴史上最良」と
呼ばれた時期に、日米の実体的な協力を担っていたグローバルな自衛隊の
活動は、現在極めて小規模なものになってしまっているのである。
今後、実体的な協力を進める上で手がかりとなり得るのは、共通戦略
目標と RMC に関する協力であろう。特に、共通戦略目標は、地域および
グローバルに日米が協力して取り組むべき政策課題を列挙したものであ
るから、今後の日米協力の指針として十二分に活用すべきものではある。
しかしながら、共通戦略目標に合意してからすでに 4 年を経ており、そ
の後北朝鮮の核・ミサイル実験、六者会合の一定の進展による北朝鮮核
施設の無能力化、中国の衛星攻撃兵器（ASAT）実験、ロシアとグルジア
の紛争など、国際情勢においてさまざまな展開が起こっている。こうし
たことを考えると、日米共通の新たな政策課題を改めて模索していくこ
とが必要であろう。そのことこそが、ブッシュ政権後、オバマ政権との
間で、日米同盟を発展させる上での日本側の課題なのである。

2

岐路に立つ自衛隊の国際平和協力活動

（1）現防衛大綱における国際平和協力活動の位置付けと国連平和維持活動
（PKO）へのかかわり
日本の防衛政策・防衛態勢の基本的なあり方は、「防衛計画の大綱」（防
衛大綱）によって示されている。防衛大綱は、これまで、冷戦期の 76 年、
冷戦後の 95 年に策定されており、現在のものは 2004 年に策定されたも
のである。この、2004 年に策定された防衛大綱においては、自衛隊の国
際平和協力活動を、外交と一体のものとして主体的・積極的に行ってい
くものとされた。また、自衛隊の海外における活動として 91 年の湾岸戦
争や 92 年のカンボジア PKO の頃に盛んに用いられた「国際貢献」とい
う語に代わり「国際平和協力活動」が用いられるようになった。「国際貢
献」という言葉には、国際社会における問題を自らの問題ととらえるの
ではなく、第三者的に一歩距離を置いて対応するニュアンスが含まれて
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いるからである。それに対し「国際平和協力活動」の語を用いるようになっ
たのは、グローバル化の進展により、日本から遠く離れた地域で発生し
た事態であっても、日本にその脅威や影響が及ぶ可能性がある現代にお
いては、日本も、第三者的態度ではなく、国際社会の一員としての当事
者意識を持ちながら対応する必要があると考えられているからである。
以上のように、現防衛大綱においては、自衛隊の海外における活動を
主体的・積極的に展開していく方向性が打ち出されている。それは、92
年のカンボジア PKO への参加を発端とする国連 PKO への参加に加え、
2001 年の 9・11 テロ後のインド洋への海上自衛隊の派遣、2004 年初頭
のイラクへの陸上自衛隊・航空自衛隊の派遣によって、自衛隊の活動の
地平線が拡大したことを背景としている。現防衛大綱は、現実の展開を
後追いしつつも、自衛隊の海外における活動の基本的な目標と原則を体
系化する形で示したものと言える。そしてそれを受けて、2007 年 1 月
には国際平和協力活動は自衛隊の本来任務として位置付けられた。また、
同年 3 月には、国際平和協力活動に派遣される海外派遣部隊の指揮を行
う機能も持つ陸上自衛隊の中央即応集団の新編とあわせて、その隷下に
国際活動教育隊が発足し、陸上自衛隊の国際平和協力活動に対応する能
力の強化が図られている。さらに、2009 年度予算案において、移動式医
療システムや大型輸送ヘリコプターエンジンの能力向上など、国際平和
協力活動のための装備品等の改善・充実が盛り込まれている。このように、
自衛隊が国際平和協力活動に主体的・積極的に取り組むのに必要となる
組織や能力の整備が、着々と進められているのである。
しかしながら、2008 年 12 月現在、現実に行われている自衛隊の国際
平和協力活動は、極めて限定的な規模にとどまっている。皮肉なことに、
2004 年 12 月に現防衛大綱が策定されて以来、派遣人員数で見た場合む
しろ縮小傾向にあると言える。前述したとおり、インド洋での給油活動
は一時の中断こそあれ継続されているものの、2006 年 7 月には陸上自
衛隊が、2008 年 12 月には航空自衛隊がイラクから撤収した。国連 PKO
も、2004 年までの東ティモール PKO 以来 100 人単位規模の派遣はなく、
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2008 年末時点ではゴラン高原で停戦監視にあたる 40 数人の国連兵力引
き離し監視隊（UNDOF）派遣隊以外には、ネパールの国連ネパール政治
ミッション（UNMIN）に 6 人、2008 年から派遣することとしたスーダ
ン南部の国連スーダンミッション（UNMIS）に 2 人派遣しているのにと
どまっている。
2004 年に現防衛大綱が策定されて以来、国際社会で議論が高まっ
た PKO として、レバノンの国連レバノン暫定隊（UNIFIL）、スーダン
南部の UNMIS、スーダン西部の国連・アフリカ連合合同ミッション
（UNAMID）がある。このうち、UNIFIL は、元来はイスラエルとレバ
ノンの紛争後の停戦監視を行うために 78 年に設置された国連 PKO であ
る。ところが 2006 年 7 月に、ヒズボラとイスラエルとの間で紛争が発
生し、その後 UNIFIL には、安保理決議 1701 に基づいて新たに両者の間
の停戦監視の任務が付与された。UNIFIL II とも通称されるこの停戦監視
任務に対しては 2008 年 12 月時点で 25 カ国が参加している。スーダン
南部ではキリスト教徒主体の反政府勢力とスーダン政府との間の紛争が
80 年代前半から続いていたが、2005 年 1 月に和平合意が成立した。こ
れを受けて 2005 年 3 月に採択された安保理決議 1590 に基づいて設置さ
れた国連 PKO が UNMIS であり、68 カ国より約 1 万人が派遣されてい
る。UNAMID は、スーダン西部のダルフール地方における、アラブ系民
兵と非アラブ系地元住民との内戦で人道的危機が発生したことに対応し
て、2007 年 7 月に採択された安保理決議 1769 に基づいて設置された国
連 PKO であり、2004 年から展開していたアフリカ連合スーダンミッショ
ン（AMIS）を組み込む形で展開している。計画上は、約 2 万人の軍人
と約 4,000 人の文民警察官、さらに約 5,000 人の文民からなる、総数約
3 万人の大型 PKO であるが、潘基文・国連事務総長が 2008 年 12 月に、
計画の 60%の兵力しか展開していないと指摘したように、実際にはその
展開は遅れている。
これらに対しては、地理的に近いアフリカ・ヨーロッパ諸国のみならず、
東アジアからも、中国がそのすべてに、韓国が UNIFIL と UNMIS に参加
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しているが、日本の自衛隊の参加は、2008 年に決定された UNMIS への
2 人の派遣にとどまっている。そのため、国連 PKO に対して積極的に参
加しているとは言い難い状況となっている。スマトラ沖大地震・津波の
被害に対する国際緊急援助隊の派遣など、国際的な大災害が発生した際
には積極的に派遣されていると言えるものの、それ以外は、全体として
自衛隊の国際平和協力活動への参加人員数は低いレベルにとどまってい
ると言わざるを得ない。
（2）自衛隊の国際平和協力活動の縮小の背景
こうした縮小傾向の背景の一つには国連 PKO の性格が変質しているこ
とがある。国連 PKO に対しては、92 年に制定された国際平和協力法に
基づいて自衛隊は派遣されるが、これは伝統的な「国連憲章第 6 章型」
と呼ばれる PKO への参加を前提としたものであり、それは 2001 年にい
わゆる平和維持隊（PKF）本体業務への参加凍結が解除された後も変わ
りはない。しかしながら、最近の国連 PKO は、それまでの厳格な中立性
に基づく停戦監視だけでなく、「国連憲章第 7 章型」と言われる武力の行
使をも許された活動であることが多い。そのため、特に日本の PKO 参加
5 原則（紛争当事者間での停戦合意の成立、紛争当事者による当該平和維
持隊の展開および日本の参加への同意、中立的な立場の厳守、原則が満
たされなくなった場合の撤収、要員防護のために必要な最小限度の武器
使用）との関係において慎重な議論が必要とされることから、自衛隊の
参加は一般的に見て困難な場合が多くなっているのである。
しかしながら、
「国連憲章第 7 章型」の PKO に対しても、イラク特措
法に基づいてイラクで行ったような、非戦闘地域での人道復興支援や輸
送支援を行うことは、憲法解釈上は可能である。今後、自衛隊の国際平
和協力活動に関する一般法の議論を進めていく際には、こうしたことも
考慮に入れ、日本がより主体的・積極的に国際平和協力活動を展開でき
るような法制度を構築していくことが目標とされるべきであろう。
もうひとつは、自衛隊の海外における活動の位置付けを、第三者的ニュ
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表８-2

主要国の海外への部隊派遣状況

年
2002
2008
アフガニスタン 2002
（ISAF 等）関係 2008
2002
イラク関係
2008
2002
その他
2008
2002
合 計
2008
国連 PKO

日本――防衛大綱の見直しに向けて

日本
720
36
0
0
0
210
0
0
720
246

韓国
474
394
90
208
0
1,200
0
1
564
1,803

中国 フィリピン インド
38
66 2,407
1,642
351 8,868
0
0
0
0
0
400
11
0
8
0
0
0
0
0
0
315
0
0
49
66 2,415
1,957
351 9,268

豪州
1,328
39
0
907
0
1,576
60
1,015
1,388
3,537

NZ
英国 ドイツ フランス 米国
672
450
11
275
3,402
16
415 1,205 1,801
25
12
400 1,333 5,106
7,500
108 7,398 3,379 2,318 24,708
0 1,376
14
181
6,230
1 6,371
0
0 168,000
69 4,250 7,210 7,641 199,690
289
171 2,971 4,769 144,816
753 6,476 8,568 13,203 216,822
414 14,355 7,555 8,888 337,549

ロシア
202
208
0
0
0
0
17,050
25,643
17,252
25,851

（出所）IISS, Military Balance 2002-2003 および Military Balance 2008

アンスを持つ「国際貢献」ではなく、日本の国益のために主体的・積極
的に行うとの考え方を示したことの逆説的な効果である。これは本来は、
グローバル化の進展により、日本から遠く離れた地域で発生した事態で
あっても、日本にその脅威や影響が及ぶ可能性があることから、グロー
バルに活動することこそ国益にかなうという考え方に基づくものであっ
た。例えば、国際テロ組織アルカーイダの活動を制圧していくためには、
彼らの根拠地となりえる破綻国家などの安定化と、人やモノの流れその
ものを全世界的に抑えていくことが必要である。それができなかった場
合、日本の周辺国でテロリストが活動していなかったとしても、日本に
突然危険が及ぶことがあり得るのである。また、世界経済やエネルギー
供給の構造の変化により、中東の石油やインド洋のシーレーンだけでな
く、アフリカ大陸の経済成長の潜在性やウランを含む希少金属の供給元
としてのアフリカ大陸・中央アジアの重要性も高まっている。
しかしながら、現防衛大綱では、「中東から東アジアに至る地域は、従
来から我が国と経済的結びつきが強い上、我が国への海上交通路ともなっ
ており、資源・エネルギーの大半を海外に依存する我が国にとって、そ
の安定は極めて重要である。このため、関係各国との間で共通の安全保
障上の課題に対する各般の協力を推進し、この地域の安定化に努める」
との記述があり、特に中東の資源・エネルギーとの関連を重視した優先
順位付けが示されている。このような形での優先付けは、同じく現防衛
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解説

日豪の安全保障協力
1992 年に自衛隊が初めてカンボジアで PKO に参加して以来、東ティモー

ル、イラクにおいて、日本とオーストラリアは部隊レベルでの協力を行ってきた。こ
うした協力の蓄積を背景に、2007 年 3 月に、当時の安倍晋三首相とジョン・ハワー
ド首相との会談の後、「安全保障協力に関する日豪共同宣言」が発表された。これは
日本にとって、米国以外の国との間での、初めての安全保障協力に特化した 2 国間宣
言であり、日豪安全保障協力を新たな段階に引き上げるものである。そして、日米同
盟を中心とするアジア太平洋地域の「ハブ・アンド・スポーク」同盟ネットワークの、
「ス
ポーク」間の機能的な協力を進展させ、非伝統的な安全保障分野を含むさまざまな不
安定要因に対する地域全体の対応能力を高めるものである。
こうした日本との安全保障協力を、日米豪 3 カ国協力とともに進めてきたのはハ
ワード政権であったが、2008 年 11 月の総選挙では与党自由党が敗れ、労働党のケ
ビン・ラッド党首が首相となった。ラッド首相は知中派として知られていることから、
オーストラリアの政策が転換し、日豪および日米豪協力は停滞するのではないかとの
懸念が一部から指摘された。
しかしながら、それはラッド政権のアジア政策に対する正しい理解ではない。ラッ
ド首相がこれまで示してきたアジア政策についての考え方は、中国の台頭の意味を多
面的に理解した上で、米豪同盟や日本との安全保障協力をベースとした上で中国に向
かいあっていこうとするものである。
ラッド党首は、例えば首相になる前の 2007 年 4 月に米国のブルッキングス研究所
で行ったスピーチ「中国の台頭と米豪関係への戦略的インプリケーション」において
は、90 年代と異なり、現在では中国に対する政策は「封じ込め」か「関与」かとい
う単純な図式を超えていかなければならないと指摘している。その上で、日本および
オーストラリアとの既存の同盟に裏付けられた米国の東アジアおよび西太平洋への戦
略的関与を基盤として、地域およびグローバルなルールに基づく秩序に中国を引き込
んでいくことが、オーストラリアのアジア政策の基本方針であるべきだと述べた。さ
らに、オーストラリアとして、相違や不一致をはっきりと主張しつつ、中国との共通
の経済的利益を最大化していくこと、また、オーストラリアにとって米国との同盟は
中心的な重要性を持ち続けることと、オーストラリアは日本との新たな安全保障宣言
を支持することを中国に明確に伝えていくことを、政策的課題として提示している。
また、首相就任の後、2008 年 3 月にやはりブルッキングス研究所で行ったスピー
チ「オーストラリア、米国とアジア太平洋地域」においては、日本との経済関係およ
び防衛協力の重要性と日米豪 3 カ国協力の重要性について言及している。そして、中
国については、グローバルと地域のルールに基づく秩序を強化するのに貢献すること
を望んでいると述べつつ、中国の軍事費が急速に増大しつつあり、透明性の欠如や長
期的な戦略的目標に対する不確実性が問題であると指摘している。
このように、ラッド政権は、「関与」か「封じ込め」かの二元的な理解ではなく、
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中国がもたらす経済的機会と政治的課題とを多面的にとらえた上での対中政策を展開
しているのであり、日豪安全保障協力も引き続き進展している。2008 年 12 月には、
東京で、2007 年 6 月に引き続いて 2 回目の日豪外務・防衛閣僚協議（「2 ＋ 2」）が
開催され、日豪安全保障協力、日米豪 3 カ国協力、情報共有、東アジアの安全保障、
北朝鮮、イラク・アフガニスタンについて議論が行われた。また、それに先立って開
催された日豪防衛相会談において、日豪防衛交流覚書の改定が行われた。改定された
覚書には、日豪間の訓練の充実や国際平和協力活動での協力、戦略政策に関する意見
交換の定期的な実施などが盛り込まれている。このように、今後も日豪の安全保障協
力は強化されていく方向にある。

大綱で示された「地域紛争、大量破壊兵器等の拡散や国際テロなど国際
社会の平和と安定が脅かされるような状況は、我が国の平和と安全の確
保に密接にかかわる問題であるとの認識」と整合しないこともありえる。
事実、2004 年以降、イラクのほかにレバノン、アフガニスタン、スーダ
ン、ソマリアの安定が国際社会の平和と安定を脅かすような事態となっ
たが、それらは上記の記述に必ずしも当てはまるものではないのである。
また北朝鮮の核問題や中国の台頭など、周辺情勢に対する不安感の高ま
りも、日本の安全保障との直接的な関連性が強く意識され、地理的に遠
く離れているアフリカ等における国連 PKO 等への参加を遠ざける効果を
持ったと考えられる。そして、現実として多くの PKO が展開している場
所がアフリカであることもあり、日本の国際平和協力活動は縮小していっ
たと言える。
表 8-2 は、英国の国際戦略研究所が毎年発行している『ミリタリーバ
ランス』による、主要国の海外への部隊派遣状況をまとめたものである。
これらの国々の中で、2002 年以降海外への部隊派遣が減少しているのは、
日本とニュージーランドのみである。特に著しいのは、国連 PKO への参
加人数の減少であり、その結果として、全世界の PKO に派遣している要
員数は、2008 年 12 月時点で PKO に参加している 120 カ国中 79 位で
しかない状態になっているのである。表が示すように、日本だけでなく、
ほかにもオーストラリアやニュージーランド、米国は国連 PKO への参加
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人数を大きく減少させている。しかしそれらの国々は、その代わりにア
フガニスタンへの派遣を拡大させているのであり、日本のように純減と
いう形にはなっていない。
こうした状況は、資源や食糧を自給自足できず、海外との貿易・投資
に経済が依存している日本のような国にとって望ましいとは言えない。
海外との貿易や投資を安定的に展開していくためには、グローバルな安
全保障環境の安定が不可欠である。よって、より広く国益をとらえ、日
本に対して直接脅威が及ばないとしても、グローバルな安全保障環境の
安定を損なうような事態に対しては、積極的に関与していくことが必要
であろう。
PKO などの平和構築に向けた国際的な取り組みが、軍民協力を重視す
るなど多機能化・大規模化の流れにある現在、そこに多様な機能を投入
する必要性が高まっている。経済支援、文民による支援、軍事組織によ
る治安安定や人道復興支援など、さまざまな主体が関与することが求め
られており、日本としても、さまざまな手段を有機的に連携させ、国際
的な平和構築に向けた協力を不断に進めていくことが必要であろう。自
衛隊の国際平和協力活動は、そうした包括的な取り組みの中で重要な役
割を果たし得るのである。
また、国際平和協力活動を通じて、国際的な安全保障問題に対してグロー
バルに関与していくことは、単にその問題の解決に向けて日本が関与して
いくというだけではない。同じくその問題に関与している国々との関係が
強化され、それを通じて日本の安全保障に寄与する効果があることも重要
である。例えば、陸上自衛隊がイラクのムサンナ県サマーワに派遣された
際、ムサンナ県の治安維持を担当した英国やオーストラリアと協力して活
動したことによって、両国との防衛交流は大きく深化した。特に、オース
トラリアとの間での協力関係が大きく進展し、平和構築など非伝統的安全
保障分野を中心とした協力の強化をうたった、2007 年 3 月の日豪安全保
障共同宣言の発表と、2007 年 6 月および 2008 年 12 月の日豪外務・防
衛閣僚会議（
「2+2」
）の開催につながっていくのである。
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こうしたことを考えると、アフガニスタンの安定やソマリアの海賊対
策が、国際安全保障における重要な課題となっている現在、日本として、
より積極的にアフリカや中東などにおける国際平和協力活動に取り組み、
ほかの手段と組み合わせて平和構築への包括的な処方箋を示しつつ、自
衛隊をグローバルにまた幅広く活用していくべきであろう。その意味で、
日本の国際平和協力活動は岐路に立っているのである。
（3）国際社会のより一層の努力を必要とするアフガニスタン
アフガニスタンは、79 年のソ連の侵攻以来、内戦状態が継続しており、
破綻国家的な状況が長く続いている。2001 年には、アルカーイダが引き
起こした 9・11 テロによって、アフガニスタンは「テロとの闘い」の最
前線となり、米国は、アルカーイダと密接な関係にあったアフガニスタ
ンのタリバーン政権を打倒するために不朽の自由作戦（OEF）を発動した。
この米軍の軍事行動は、反タリバーン勢力であった北部同盟と連携した
こともあって、軍事的には成功を収め、短期間で首都カブールは陥落し
タリバーン政権は打倒された。
しかし、軍事的勝利よりも難しい課題は、アフガニスタン国家を安定
的な形で再建するための戦後復興であった。20 年以上も内戦状態にあっ
たアフガニスタンにおいて、安定的な国内秩序を再構築していくのは、
想像以上に困難だったのである。
まず、内戦が長く続いたこと
もあって復興・開発に不可欠の
基礎的インフラが未整備である
点が大きな問題となっている。
また、近年、アフガニスタンの
治安は不安定の度合いを増して
おり、今後の見通しは予断を許
さない状況にある。とりわけ、
パキスタンと国境を接する南部・
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南東部・東部の治安の悪化が著しい。2008 年 3 月の国連事務総長報告に
よれば、テロ活動や反政府活動は、2006 年の 1 カ月平均 425 件に比して、
2007 年には 566 件に増加した。また、それらはアフガニスタン政府およ
び国際治安支援部隊（ISAF）に正面から挑戦するのではなく、即製爆発
装置（IED）
、自爆攻撃、暗殺や誘拐といった小規模な攻撃を多用しており、
自爆攻撃については、2006 年には 123 件（未遂は 17 件）、2007 年には
160 件（未遂は 68 件）が発生していると指摘されている。
アフガニスタンにおいて治安の確保に当たっているのは、安保理決議
1386 に基づいて設置された国際部隊である ISAF である。ISAF の中心と
なっているのは北大西洋条約機構（NATO）加盟国であり、アフガニスタ
ン全土の治安維持についてアフガニスタン政府を支援している。各国とも、
図 8-2

アフガニスタンにおける PRT の展開状況
タジキスタン
ウズベキスタン
PRTマザリシャリフ
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（出所）ISAF ウェブページより作成。2008 年 12 月 1 日現在。
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治安状況の悪化に伴って増派を行っており、2007 年 4 月には参加 37 カ
国で合計 36,650 人だったのに対し、2009 年 1 月 12 日時点では 43 カ国
約 55,100 人が展開している。
また、治安改善と復興事業を同時に推進するために、軍人および文民
復興支援要員からなる軍民混成の組織である地方復興チーム（PRT）が、
アフガニスタンのほぼ全域、26 カ所に展開しており、14 カ国が主導国と
なっている（図 8-2 参照）。最初の PRT は、2002 年 12 月にパクティヤ
州ガルデズに設置され、引き続いて 2003 年初頭にバーミヤン、クンドゥ
ズ、マザリシャリフ、カンダハール、ヘラートの各地に設置された。こ
れらの PRT は、それぞれ地域の特性などに応じた組織・活動形態をとっ
ているため、一つの定型的な編成は存在しないが、平均的には軍事要員
が 100 人から 200 人程度、文民要員が数人から 10 数人で構成されている。
このうち軍事要員は、2003 年 10 月の安保理決議 1510 により、ISAF 担
当地域がカブールおよび周辺地域から拡大したことに伴って ISAF の指揮
下にある。文民要員は、外交官、開発機関職員、警察官に加え、その地
域の復興開発の必要性に応じた職員が派遣されている。このように、治
安が不安定なため復興活動にも支障が出ているアフガニスタンにおいて、
治安維持に従事する要員と復興支援に従事する要員とを組み合わせた活
動を行うことで、開発支援の成果を挙げ、アフガニスタン政府の影響力
の地方への拡大を支援することが図られているのである。
こうした状況にあるアフガニスタンに対して、日本は大規模な経済支
援を行っている。2002 年 1 月には東京でアフガニスタン復興支援国際会
議を開催し、これまでに 14.5 億ドルの支援を実施してきた。また、2008
年 6 月にパリで開催された復興支援国際会議においても新たに 5.5 億ド
ルの支援を表明している。人道支援に加え、政治プロセス、治安改善、復
興の各分野における支援を行ってきており、政治プロセスにおいては選挙
支援や憲法制定支援、行政経費支援など、治安改善のための措置としては
旧国軍兵士を対象とする武装解除・動員解除・社会復帰支援（DDR）と、
引き続く非合法武装集団の解体のための措置（DIAG）
、復興支援としては
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カブール・カンダハール間などの幹線道路整備、農業・農村開発を中心と
する地方総合開発、学校建設、医療器材・医薬品供与を行ってきている。
日本は、これらに加え、自衛隊の活動として、テロ特措法ないし補給
支援特措法に基づいて、2001 年 12 月以来、テロリストおよび関連物資
が海上移動するのを阻止・抑止するために行われている海上阻止活動に
従事する他国の艦艇に対する補給支援を行っている。
海上阻止活動は、麻薬の流通によってタリバーンが資金を調達するこ
とや、外部から武器が流入することを抑制しており、アフガニスタンの
安定化に向けた国際社会の取り組みの中で大きな役割を果たしている。
この活動に対し、自衛隊による補給支援活動は多大の貢献をしている。
その上で、テロとの闘いであれ麻薬問題であれ、アフガニスタンそのも
のを安定化させることが、問題の根本的な解決には必要であろう。そし
て人道復興支援、経済再建のためには治安の安定が不可欠であり、治安
の安定のためには人道復興支援、経済再建が着実に進展することが不可
欠であることにかんがみれば、アフガニスタンが再び破綻国家的な無秩
序状態に陥るのを予防し、安定的な社会を構築していくためには、両者
を密接に連携させていくことが絶対的に必要な状況にある。
そうしたことを考えると、特に、イラクのサマーワにおいて、草の根
無償支援をはじめとする政府開発援助（ODA）と、自衛隊による人道復
興支援の連携を成功させた経験を持つ日本としては、アフガニスタンに
おける治安の安定に向けた国際社会の努力に、より直接的にかかわって
いくことが必要であろう。PRT を主導することを通じた復興支援や、あ
るいは他国が主導する PRT と協力しての復興支援の実施など、日本にとっ
て可能な行動はいくつか考えられる。そこにおいては、もちろん、自衛
隊の派遣だけではなく、社会インフラの再建のための文民による支援も
行わなければならない。自衛隊の活動は憲法の範囲内であることが前提
となるが、自衛隊の持つ自己完結性や高度な輸送能力を活用し、文民に
よる支援と組み合わせていく、「日本版 PRT」といった形態による支援を
行うことは有効なオプションとして考えられよう。また、アフガニスタ
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ン全般の治安維持に当たる ISAF の中心となっている NATO はヘリ不足
に悩まされており、大型輸送ヘリである CH-47 を約 50 機保有している
日本への期待は高いと指摘されている。現防衛大綱でうたったような「主
体的・積極的」な国際平和協力活動を実践し、国際安全保障環境の改善
を図っていく観点からは、国際安全保障上重要な意味を持つアフガニス
タンの安定に積極的に関与する方策について幅広く議論することが必要
であろう。
（4）深刻化するソマリアの海賊問題
海賊というと、帆船時代を思い起こさせるような時代錯誤の響きがあ
る。しかしながら、海賊による海上交通の安全への脅威は決して過去の
ものではない。むしろ、海洋の安全保障に対する新たな脅威として改め
て浮上しつつある。
これまで、海賊の脅威が懸念されていた主要な海域はマラッカ海峡や、
東南アジアの多島海であった。しかしながら、近年、2004 年に開始され
たインドネシア、マレーシア、シンガポールによるマラッカ海峡共同パ
トロール（2008 年からタイも参加）
、2006 年のアジア海賊対策地域協力
図 8-3

海賊事件発生件数の推移
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協定による情報共有センターの設

図 8-4
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ソマリア

ケニア

なってきている
（図 8-3、
8-4 参照）
。
湾は、スエズ運河を経由し、アジ

アデン湾

インド洋

あり、海上の安全保障に対する深

紅海の入り口にあたるアデン

オマーン
イエメン

タンザニア

（出所）国際海事局（IMB）Piracy Attacks Mapより作成。
（2008 年 12 月 16 日現在）

交通路である。スエズ運河を通航する船舶は、年間約 1.8 万隻に達してお
り、年間約 9.3 万隻が通過するマラッカ海峡には及ばないものの、年間で
約 1.4 万隻が通過するパナマ運河よりも通航隻数は多い。それゆえ、アデ
ン湾は極めて重要な海上交通の要衝であるが、長さ約 1,000km、最大幅約
400km と、マラッカ海峡（長さ約 500km、最大幅約 140km）と比べても
非常に広大であるため、海賊対策を講じるのが難しいといった特徴がある。
アデン湾を通過する日本関係船舶は年間で約 2,000 隻（自動車運搬船
41%、コンテナ船 34%、ばら積み船 9%、LNG 船 6%、ケミカルタンカー
5%）に達しており、日本からの自動車輸出台数の約 2 割がこの経路で輸
送されている。そのため、ソマリアの海賊がもたらしている安全保障上の
重大な脅威に、日本は現実にさらされていると言えよう。事実、2007 年
10 月 28 日には、
日本のドーヴァル海運株式会社所有のケミカルタンカー・
ゴールデン・ノリがシージャックされ、また、2008 年 4 月 21 日には、
日本郵船所有のタンカー高山が襲撃されている。2008 年 1 月から 12 月
1 日までの間に、日本の企業に関連する事件は 12 件発生しており、うち
5 隻がシージャックされた。こうした情勢を受けて、2008 年 10 月、日
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本船主協会は国土交通大臣に対
し、日本関係船の安全確保のた
め、国際条約を踏まえた日本の
法制度の整備や関係各国との連
携を含め、より効果的かつ具体
的な海賊行為防止策を要望した。
そもそも、国連海洋法条約に
おいて、海賊は人類共通の敵と
みなされており、すべての国に
海賊行為の抑止のための協力義

米艦艇要員から支援を受けるケミカルタンカー・ゴー
ル デ ン・ ノ リ（2007 年 12 月 12 日 ）（U.S. Navy
Photo by Lt. j.g. Deanna Fisher）

務が定められている（第 100 条）とともに、すべての国に公海上の海賊
船舶および海賊航空機の拿捕を認めている（第 105 条）
。それに加えて、
国連安保理は、2008 年 6 月 2 日に安保理決議 1816 を採択し、国連憲章
第 7 章下で行動することとし、ソマリア沖で海軍艦艇・航空機を活動さ
せている各国に警戒を要請した。さらに海賊および海上における武装強盗
行為を制圧することを目的としてソマリア領海に進入すること、国際法の
下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法で、ソマリア領海
内において、海賊および武装強盗行為の抑圧のためにすべての必要な措置
を用いることを、決議採択から 6 カ月の期間において可能とすることと
した。引き続き、2008 年 10 月 7 日に採択された安保理決議 1838 では、
海上活動に関心のある各国に対し、国際法に従いつつ、ソマリア沖の公海
上における海賊との戦いに、特に海軍艦艇および航空機を派遣することに
より積極的に参加することを要請した。2008 年 12 月 2 日に採択された
安保理決議 1846 では、能力を有する各国および地域機構に対し、同決議
および国際法に従いつつ、ソマリア沖の公海上における海賊との戦いに、
海軍艦艇および航空機を派遣すること等により積極的に参加することを
要請し、かつ安保理決議 1816 でも認められている、ソマリア領海内への
進入およびすべての必要な措置の執行を、決議採択から 12 カ月の期間に
おいて可能とすることとした。また、2009 年 1 月に採択された安保理決
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議 1863 では、アフリカ連合ソマリアミッション（AMISOM）を引き継
ぐ形での国連 PKO の展開について検討を行い、2009 年 6 月 1 日までに
国連安保理で改めて決定を行うこととした。
国連におけるさまざまな安保理決議を受けて、NATO や欧州連合（EU）
といった国際機関としての対応もなされているほか、フランス、スペイン、
ロシアなど多くの国家が艦艇を派遣している。しかしながら、アデン湾
のような広大な海域を通航する多数の船舶を護衛するのは容易なことで
はない。最も確実な方法は、通航船舶それぞれに随伴して護衛すること
であるが、それを行うには膨大な数の護衛艦艇が必要とされる。通航船
舶を集めて護送船団を編成するのもひとつの方法であるが、それを行う
と船舶の運航効率が著しく低下する。そのため、海賊の根拠地を制圧し、
海賊船そのものの活動を阻止することが有効な手立てとなる。そこで、
2008 年 12 月 16 日に採択された安保理決議 1851 では、陸上および沿岸
に対する攻撃を容認することを含意する、ソマリア暫定政府の要請に基
づきソマリア国内におけるすべての必要な手段を行使できるとの項目が
盛り込まれた。
国際公共財としての海洋の安定は、海上交通の安全に経済活動を依存
している日本のような国家にとって繁栄と発展のために不可欠であり、
海洋の安全保障に対する脅威は重大な政策課題とみなされなければなら
ない。安保理決議 1846 等が、能力を有する国家に対して艦艇および航空
機を派遣することによって海賊との戦いに積極的に参加することを求め
ていることを踏まえ、日本としても当面の応急措置として海上警備行動
が発令される予定であることから、部隊の編成準備や現地調査を含む情
報収集を開始した。
そして、さらに議論を進めていくならば、そもそも海賊問題の背景には、
破綻国家化しているソマリアにおいて国内統治が確立していない問題が
あることに突き当たらざるを得ない。海賊対策はあくまで対症療法に過
ぎないのであって、抜本的な解決策は、ソマリアの国内秩序を安定化さ
せていくことなのである。そのため、安保理決議 1863 で言及されている
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ように、今後国際社会において、ソマリアそのものに対する PKO なり多
国籍軍のような何らかの国際的な枠組みが構築される可能性が高い。そ
うした議論の動向についても日本として注視していくとともに、考えう
る国際協力について幅広く検討していくことも重要であろう。

3

日本の防衛力の今後の課題

（1）現防衛大綱の特徴――2 つの目標と 3 つのアプローチ
前述の通り、日本の防衛政策、防衛態勢の基本文書となるのは、防衛
大綱である。防衛大綱では、基本的な情勢認識、防衛力の役割・任務な
どに加え、別表という形で自衛隊の兵力構成が具体的に示されている。
そして、防衛大綱に基づいて、5 年間の防衛力整備計画としての中期防衛
力整備計画（中期防）が策定され、その上で中期防を踏まえて各年度の
防衛予算が作成されるという流れにある。
現防衛大綱は、2004 年 12 月に策定されたものであるが、特に見直し
等の期限が定められていなかったそれまでの 2 つの防衛大綱と異なり、
現防衛大綱では「5 年後又は情勢に重要な変化が生じた場合には、その時
点における安全保障環境、技術水準の動向等を勘案し検討を行い、必要
な修正を行う」として、5 年後、すなわち 2009 年末をめどに、内容につ
いての検討を改めて行うこととされている。こうしたことから、現防衛
大綱で示されている防衛力のあり方と今後の課題について、本格的な議
論が開始されている。
現防衛大綱の詳細についてここで改めて述べることは避けるが、その
背景にある考え方の要点は、以下の 3 つに整理できる。
第 1 は、安全保障の目標として、日本の防衛と国際安全保障環境の改
善の 2 つを掲げた上で、日本自身の努力、同盟国との協力、国際社会と
の協力の 3 つのアプローチを 2 つの目標それぞれに組み合わせてそれら
の目標の達成を図るとしている点である。したがって、安全保障政策の
枠組みは 2×3 の 6 つの分野において考えられることになる。
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第 2 は、着上陸侵攻などの「本格的な侵略事態」の脅威が減じた一方
で、弾道ミサイル攻撃、島嶼部への侵略などの「新たな脅威や多様な事態」
への対応を重視する必要があると認識していることである。つまり、高
烈度の脅威に対して備える必要は低下したとしても、対応しなければな
らない脅威の幅はむしろ広がっているとの理解に立っていると言える。
第 3 は「抑止効果」を重視した防衛力に加え、「対処能力」を重視して
いく方向性を示していることである。特に、「新たな脅威や多様な事態」
に対しては、伝統的な抑止力は必ずしも機能せず、事後的な対応を余儀
なくされる場面が増えていくことが予想される。こうした脅威の顕在化
を未然に防止し、また、事態が生起した際に機敏に対応するためには、
静的な抑止を重視した防衛力ではなく、動的な対処、すなわち即応性や
機動性をさらに向上させた防衛力を整備する必要があるとされた。
こうした脅威認識の変化や防衛力の考え方の変化、また予算や人的資源
の制約を踏まえ、現防衛大綱においては、それまでの防衛大綱で維持され
てきた「基盤的防衛力構想」の有効な部分を継承しつつ、
「多機能」
「弾力的」
「実効性」をキーワードとする新たな防衛力構想が提示されたのである。
（2）現防衛大綱の基本的な考え方の評価
以上の特徴を持つ現防衛大綱だが、これらについて、現時点における
評価を行うとすれば次のように言えるであろう。
まず第 1 の、2 つの目標と 3 つのアプローチの組み合わせについては、
国際安全保障環境の改善を目標に加えたことは大きな変化であると言え
る。95 年の防衛大綱においても、防衛力の役割のうちの一つに「より安
定した安全保障環境の構築」が含まれていたが、政策的な目標という形
で提示したのは現防衛大綱が初めてである。前節で述べたように、これ
は実際には、インド洋やイラクで自衛隊が活動するようになった事実を
後追いする形で示された目標であり、しかも現時点で実践が伴っている
とは必ずしも言えない。しかし、少なくとも自衛隊の活動の地平線を拡
大し、グローバルな安全保障問題により主体的・積極的に関与していく
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方向性を示したことは間違いないと言えるだろう。
ただし、この、自国の防衛と国際安全保障環境の改善という 2 つの目
標は、一定の国力を持ち国際社会で責任を果たそうとする国家であれば
当然持つべき目標であろう。この 2 つの目標は、安全保障に関連するほ
ぼあらゆる政策を網羅していることから、これらに基づいて具体的な政
策の優先順位を付けることは困難になってしまっている。
また、2 つの目標と 3 つのアプローチを組み合わせると、安全保障政
策を展開していくべき分野として 6 分野が示されることになるが、これ
は単に目標とアプローチの組み合わせを示したに過ぎず、それぞれの組
み合わせが、どのような形でどの程度日本の安全保障に寄与するのかは
示されていない。例えば、日本自身の努力、同盟国との協力、国際社会
との協力は、それぞれ日本の防衛に寄与する度合いや形態が異なるが、
その違いをここから読み取ることはできない。限られた予算の中でどの
ような形で防衛力整備を進めるかを検討する上では、政策上の優先順位
を確定することが不可欠であるが、このように、6 つの組み合わせを提示
しただけでは、政策の優先順位を付けることが困難なのである。
第 2 の、
「本格的な侵略事態」の脅威が減じた一方で、「新たな脅威や
多様な事態」への対応を重視する必要があるとの認識については、現在
の情勢下においても適切な認識であろう。周辺地域に不安定要因が残存
しているとしても、冷戦期に想定されていたような 3 ～ 5 個師団による
着上陸侵攻のような事態は考えにくい。一方で、テロとの闘いや大量破
壊兵器の拡散が依然として解決されておらず、脅威の性質が多様化して
いる。また、将来の不確実性に対する「備え」として、本格的な侵略に
対応する能力についても、「最も基盤的な部分」ないし骨格的な部分は維
持されるべきであろう。
他方、
「新たな脅威や多様な事態への実効的な対応」として、弾道ミサ
イル攻撃への対応、ゲリラや特殊部隊による攻撃等への対応、島嶼部に
対する侵略への対応、周辺海空域の警戒監視および領空侵犯対処や武装
工作船等への対応、大規模・特殊災害等への対応の 5 つの事態が具体的
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に示されているが、それらはすべてが日本の防衛に関連する事態である。
一方、もう一つの目標である国際安全保障環境の改善については、「教育
訓練体制、所要の部隊の待機態勢、輸送能力等を整備し、迅速に部隊を
派遣し、継続的に活動するための各種基盤を確立する」などの記述があ
るが、それらについては具体的な事態や活動の類型が示されていない。
グローバルな安全保障上の問題が日本の安全保障に影響するような現在
の世界において、より主体的・積極的に国際平和協力活動を展開してい
くとすれば、自国の防衛と国際安全保障環境の改善の双方において、対
応していくべき事態や活動を明確に示し、それを防衛力や組織・制度の
整備につなげていくことが必要であろう。
第 3 の、
「抑止効果」に加えて「対処能力」を重視していく方向性を
示したことについては、一般的な方向性としては現在の安全保障環境に
適応したものであると考えられるが、防衛力の役割を「抑止」と「対処」
の二分法でとらえるべきか否かについて議論の余地がある。こうした二
分法は、冷戦期のように、平時と有事とがはっきりと区別できるのであ
れば有意義であろう。しかしながら、現在の世界では、テロとの闘いや、
破綻国家における平和構築のための活動、あるいは海賊対策のためのパ
トロールなど、国際的な安全保障環境を改善するための活動が不断に行
われている。すなわち、平時でも有事でもない中間領域における活動が
増加しているのである。こうした活動においては、人道復興支援や治安
維持など、軍事力の伝統的役割というべき高烈度の紛争に対する抑止・
対処とは異なる任務が中心となる。また、一般的にこうした活動は、高
烈度の紛争に比べて長期間続く傾向がある。そのため、高烈度の紛争に
対する抑止のための能力や、抑止に失敗して実際にそうした有事が生起
した場合の対処のための能力とは異なる特徴を持った能力が必要となる
のである。こうした傾向をとらえていくためにも、「抑止と対処」という
形で二分法的な図式化を行うのではなく、平時と有事の中間領域におけ
る活動を重視するといった方向性を打ち出していくことが適当であると
考えられる。
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（3）今後の防衛力のあり方における論点
今後の防衛力のあり方を議論する上では、次の点が重要であると言え
よう。
第 1 は、安全保障上の政策課題を明確化することである。現防衛大綱
では、安全保障政策の枠組みとして、2 つの目標と 3 つのアプローチが
示されているわけだが、前述したように、特に、2 つの目標が抽象的であ
らゆる事象を含み得ることから、政策上の優先順位を付けることが困難
である。しかし、限られた予算の中で防衛力整備を進めていくには、政
策上の優先順位を示すことが不可欠である。そのためには、それに取り
組んでいくことによって日本の安全保障が達成される政策課題を、現防
衛大綱で示された 2 つの目標よりも具体的な形で示していく必要がある。
それは、例えば日本の主権の防護、中国やインドの台頭に伴うグローバ
ルなパワーバランスの変動への対応、海洋の安全保障、大量破壊兵器の
不拡散のための取り組み、テロとの闘い、破綻国家問題への取り組み、
といったものが考えられるだろう。
第 2 は、グローバルな安全保障問題に関与していくことの意義の再確
認である。グローバル化した世界においては、日本から遠く離れた地域
における問題でも、日本に対して安全保障上の影響を及ぼすことがある。
現在深刻化しているソマリアの海賊問題は、9・11 テロに引き続いて、
破綻国家を放置しておくことによって、国際安全保障上重大な危機が発
生し、影響がグローバルに及ぶことを示したと言える。こうした観点か
ら、破綻国家など、グローバルな影響が及び得る安全保障上の不安定要
因に対する国際社会の取り組みに対しては、日本としても積極的に協力
し、国際社会における不安定化や紛争の芽を早期に除去していくための
努力を展開していくべきであろう。
もちろん、そうした努力は自衛隊の派遣に限定されるわけではないが、
グローバルな安全保障問題に自衛隊を活用して関与していくことは、そ
の問題の解決そのものに寄与するだけではなく、それを通じての他国と
の協力関係の強化につながっていくという視点も必要であろう。
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第 3 は、台頭する中国に対する向き合い方である。台頭する中国と日
本との関係は、冷戦期のソ連との関係とは質的に異なるものである。中
国の台頭は、単に国際安全保障上の不確実要因であるというだけではな
く、経済的な機会であるとともに、中国が大国として責任ある行動を取り、
国際安全保障環境を安定させていくことへの期待ももたらしている。そ
のため、中国の台頭は、多面的なインプリケーションを持っている。第 1
は、軍事的懸念としてのインプリケーションである。中国は、経済成長
を背景に、国防費の増額と軍事力の近代化を進めつつある。中国が大国
として秩序維持の責任を、日本の安全保障にとって好ましい形で果たす
ことになれば、軍事力の近代化そのものは脅威となるものではない。し
かしながら、それが透明性を欠く形で、かつ急激に進められ、また周辺
における活動が活発化していることは懸念となり得ると言える。第 2 は、
外交的ライバルとしてのインプリケーションである。これは、軍事的な
バランスとはまた異なる次元において、日中で展開し得る、地域におけ
る影響力をめぐる外交的な競争のことである。ただし、競争自体はネガ
ティブな意味を持つものでは必ずしもない。日中両国が、建設的な形で、
地域を安定させていくための政策を競争させていくとすれば、地域の安
定に対してポジティブな意味を持つことになるだろう。第 3 は、経済や
トランスナショナルな問題など、利益を共有する問題におけるパートナー
としてのインプリケーションである。ソマリア周辺の海賊問題に対する
艦艇の派遣など、グローバルな安全保障環境を不安定化させる問題に対
し、中国は関与を強めつつある。特に、日中ともに経済は海外貿易に大
きく依存しているということもあり、こうした、グローバルなインプリ
ケーションを持つ安全保障問題については日中が協力できる側面も存在
するのである。また、地域においても、災害救難、伝染病対策、あるい
は気候変動への対応など、トランスナショナルな問題に対して日中が協
力できる側面をいくつも見出すことができるであろう。
日本にとって、中国の台頭がこうした複合的な性格を持つものである
以上、日本の安全保障政策はこれらすべてに沿った形で展開していかな
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ければならない。その最終的な目標は、2008 年 3 月の日中共同声明で
示されたように、
「戦略的互恵関係」の構築であり、また 2007 年 5 月の
SCC での共同発表において述べられたように、「責任ある国際的なステー
クホルダーとして行動すること」などを促すことであり、前述の多面的
なインプリケーションのうち、パートナーとしての側面を強化していく
ことである。そこに向けていくプロセスの中で、防衛力が担うべき役割
について、単なる軍事バランスの維持だけではない、信頼醸成や安全保
障協力を含んだより包括的なアプローチを提示していく必要がある。
第 4 は、即応性と持続性を重視した防衛力を整備していくことである。
前述したように、現在の世界においては、平時でも有事でもない中間領
域における活動が増加している。また、米国のアフガニスタンとイラク
に対する武力行使が、相手国の首都を陥落させ、政府を制圧しただけで
は終結せず、その後の秩序回復や復興過程においても、軍の多大な活動
が必要とされていることから示されるように、軍事力の活動の時間軸自
体が、単純に戦争が行われている期間だけでなく、その後も含む形で拡
大してきているのである。これもまた、平時でも有事でもない中間領域
における活動である。
こうした、中間領域における活動は、大規模災害や人道的危機のよう
な突発的に生起する事態への対応や、紛争後の平和構築のように、長く
続く活動であることが多い。そのため、こうした状況に対応した防衛力
を構築していくためには、現在の安全保障環境においては、平時とも有
事とも言えない状況において常続的な防衛力の活動を必要とする局面が
少なからず存在するという理解に立ち、突発的な事態に対応するための
即応性と、長く続く活動に対応するための持続性とを備えていく必要が
あるのである。さらに、こうした中間領域における活動をグローバルに
展開していくことを考えると、長距離機動性といったものも求められる
ことになるであろう。こうした形で、防衛力が果たすべき任務の性質が
変化している中、それに対応した人材の育成や意思決定システムのあり
方を検討していくこともまた、重要な課題であると考えられる。
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第 5 は、資源配分の問題である。日本の厳しい財政状況に加え、現在
展開している経済危機を考慮すれば、自衛隊の任務が多様化したとして
も防衛費が増大することは当面見込めない。よって、総花的な能力整備
ではなく、政策的な優先順位に合致した形での能力整備や、また、調達
の効率化など、可能な限りコストを削減していく努力が必要とされる。
他方、ここしばらくの間、日本を除いて世界の主要国は国防費を増大さ
せる傾向にあった。現在の経済危機が、今後の各国の国防費の動向にも
たらす影響については不確実であるが、日本の防衛費の適切な規模につ
いての議論も幅広く行っていくことも必要であろう。
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