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2009年の東アジア

１

米国オバマ政権の登場と東アジア政策

2009年１月､ バラク・オバマ氏が第44代米国大統領に就任した｡ オバ
マ政権は､ 発足当初からアジア地域を重視する姿勢を鮮明に打ち出して
いる｡ 2009年２月のヒラリー・クリントン国務長官による日本､ インド
ネシア､ 韓国､ 中国の歴訪および７月の ASEAN 地域フォーラム (ARF)
と11月のアジア太平洋経済協力 (APEC) 閣僚会議への参加､ さらに11
月のオバマ大統領による日本､ シンガポール､ 韓国､ 中国への歴訪およ
びシンガポールで開催された APEC 首脳会議への参加は､ オバマ政権
のこうした姿勢を内外に印象づけるものとなった｡
オバマ政権の東アジア政策の特徴として次の４点を指摘できる｡ 第１
に､ 日本､ 韓国､ オーストラリアなどの伝統的同盟国・友好国との緊密
な関係をアジア外交の基盤と位置付けていることである｡ 第２に､ 中
国､ インドなどのアジアの新興国との新たな協力関係の構築を図ろうと
していることである｡ 特に中国との関係においては､ 新たに米中 ｢戦
略・経済対話｣ が始動したことが注目される｡ 第３に､ 国連など国際機
関との協調を重視していることである｡ 現実主義に基づき､ 状況に応じ
て北朝鮮やミャンマーなどとの直接対話も追求する姿勢をみせている｡
第４に､ アジアの同盟国・友好国との協調を図りつつ､ ARF や APEC
などの既存の多国間枠組みに積極的に関与しようとしている｡ 懸案であ
る北朝鮮の核問題に関しては､ 六者会合の枠組みの維持を通じてその解
決を模索している｡
オバマ政権もそれ以前の米国の政権と同様に､ 日米同盟をそのアジア
政策の要と位置付けている｡ オバマ大統領は2009年９月23日､ ニュー
ヨークで行われた鳩山由紀夫首相との日米首脳会談において､ 日米同盟
を強化・深化させることで一致した｡ さらに､ 11月13日に東京で行われ
た日米首脳会談では､ ｢日米同盟の深化のための協議プロセス｣ の開始
がうたわれるとともに､ ｢ 核兵器のない世界

に向けた日米共同ステー

トメント｣ と題した共同文書が発表され､ 米国と日本が核軍縮､ 核不拡
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散・原子力の平和利用､ 核セキュリティを推進する上で緊密に協力する
方針が打ち出された｡
オバマ政権は､ 中国との広範な分野における協力関係を拡充してい
る｡ 2009年７月には､ 初の米中 ｢戦略・経済対話｣ がワシントンで開催
された｡ この背景には､ 急速な経済成長を続ける中国との金融・経済､
貿易面での政策協調だけでなく､ 地域や世界規模の安全保障上の課題に
取り組む上でも､ 中国との対話と協調が必須であるとの米国側の認識が
ある｡ 他方､ 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戦略を継続している｡
米国にとって北朝鮮の核・ミサイル問題は､ 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｡ 2009年４月５日の北朝鮮によるミサ
イル発射､ さらに５月25日の２度目の核実験の実施発表を受けてオバマ
政権は､ 北朝鮮の核・ミサイル問題に対して､ ①六者会合などを通じた
同盟国・友好国との協議・協力の推進､ ②北朝鮮に対して新たな制裁措
置をとること､ ③米国の軍事力の向上や拡大抑止に向けた防衛的な措置
をとること､ ④六者会合の枠組みにおける二国間対話を含む外交的手段
による問題解決の追求､ という４つの側面からの取り組みを進めてい
る｡ 米韓同盟の強化に関しては､ オバマ大統領は６月､ 韓国の李明博大
統領との首脳会談で､ ｢米韓同盟のための共同ビジョン｣ に署名してい
る｡ 同文書では､ 米韓同盟を21世紀の安全保障環境に適合させ､ より堅
固な防衛態勢を維持し､ 米国は核の傘を含めた拡大抑止の提供を引き続
き確約することが示されている｡ 10月にソウルで開催された米韓安全保
障協議会 (SCM) に出席したロバート・ゲイツ国防長官は､ 米国が韓
国防衛のために核の傘､ 通常兵器による打撃能力およびミサイル防衛能
力を含むあらゆる範囲の軍事力を運用し､ 拡大抑止を提供することなど
を表明し､ 米韓同盟関係強化の方針を強調した｡
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２

矛盾を抱えつつ発展する中国

2009年10月１日､ 中華人民共和国は建国60周年を迎えた｡ 首都北京の
天安門広場では､ 10年ぶりとなる軍事パレードを含む記念式典が挙行さ
れた｡ 記念式典で演説した胡錦濤国家主席は､ ｢今日､ 現代化に向かい､
世界に向かい､ 未来に向かう社会主義中国は世界の東方に堂々とそびえ
立って｣ おり､ ｢全国の各民族人民は偉大な祖国の発展と進歩にこの上
ない誇りを感じ､ 中華民族の偉大な復興を実現する明るい見通しについ
て自信に満ちあふれている｣ と強調した｡
しかしながら､ 胡錦濤主席が記念式典で共産党統治の60年の成果を高
らかにうたいあげたわずか３カ月前に､ 新疆ウイグル自治区の中心都市
ウルムチでは､ ウイグル族による大規模な暴動が発生していた｡ 当局の
発表で死者197人､ 負傷者1,700人以上を出したこの暴動事件は中国指導
部に大きな衝撃を与えた｡ 中国政府にとって少数民族問題への対応は､
経済の発展や政治の安定､ 国家の安全保障などに関わる重大な課題であ
る｡ グローバルな経済危機に直面し､ 経済の持続的な発展の実現に腐心
する中国政府にとって､ 少数民族問題の先鋭化はその前提となる社会の
安定を揺るがしかねない｡ 中国政府による近年の少数民族政策は､ 共産
党による指導を前提に少数民族による政治的自立性への要求を極力押さ
え込む一方で､ 経済発展の促進による少数民族地域の生活水準の向上
や､ 漢族と各少数民族を包含する ｢中華民族｣ に基づいた愛国主義の称
揚などにより､ 政府に対する少数民族の支持取り付けを図るものだっ
た｡ ｢中国の民族政策と各民族の共同繁栄と発展｣ (少数民族白書) によ
れば､ これまでの中国政府による多額の資金投入によって､ 少数民族地
域の経済発展やインフラ整備が大幅に進展したことがうたわれている
が､ その発展の背後で進行していると言われる漢族と少数民族間の経済
格差の拡大については何も言及されていない｡ 今回の暴動事件で明らか
になったことは､ 中国政府が少数民族による異議申し立てへの対応とい
う従来の課題に加えて､ 多数派である漢族による少数民族への不満の高
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まりという新たな課題にも直面していることである｡ 中国政府にとっ
て､ 少数民族問題は政治や社会の安定を確保する上で今後も主要な懸念
材料であり続けるだろう｡
2008年後半以降に世界に広がった米国発の金融危機と先進諸国を中心
とする世界経済の失速は､ 中国経済にも多大な影響を及ぼした｡ 金融危
機の深刻化に伴い､ 大輸出先の米国の景気が落ち込み､ 国内輸出企業は
減産を余儀なくされた｡ 社会の不安定化を回避すべく､ 中国政府は2008
年11月以降､ 大規模な財政支出による積極的な景気刺激策を実行に移し
た｡ これらの景気刺激策の効果は徐々に現れはじめ､ 2009年第２四半期
および第３四半期の中国の国内総生産 (GDP) 伸び率は､ それぞれ前
年同期比7.9％と9.1％となり､ 中国経済の下降傾向に歯止めがかかった
ことが示された｡ しかし､ 一連の景気刺激策が長期的な安定成長につな
がるのか否かは不透明である｡ 長期的な安定成長を続けるために､ 中国
政府が取り組むべき課題は経済発展方式の転換であり､ ｢高付加価値・
高効率｣ の産業を中心とする経済成長を長期的に目指していかなければ
ならず､ 比較的高い経済成長を維持しつつ発展モデルの転換を図るとい
う難しい舵取りを中国指導部は迫られることとなるであろう｡
対外関係という観点では､ 金融危機は中国にチャンスをもたらしたと
もいえる｡ なぜなら､ 中国は国際社会との間で ｢金融危機の克服｣ を
｢共通の利益｣ に設定して､ 主要国・地域との協調・協力関係の構築を
推し進めることが可能となったからである｡ 初めての米中 ｢戦略・経済
対話｣ の開催に関して､ 中国指導部は極めて高い評価を与えている｡ す
なわち､ ｢積極的､ 協力的かつ包括的｣ な米中関係を実現するための有
効なプラットフォームとして ｢戦略・経済対話｣ を位置付けている｡ し
かも､ 中国側は ｢戦略・経済対話｣ を通じた米中の協力の範囲を二国間
イシューだけではなく､ 地域的そしてグローバルなイシューまで拡大
し､ 国際安全保障における影響力の強化を模索している｡
建国60周年にあたる2009年は中国が軍事面での自信を大いに示した年
でもあった｡ 2009年度の国防予算は4,807億元で､ 前年予算比17.3％の増
5

額となり､ 21年連続の２桁増となった｡ 建国60周年式典における閲兵式
から明らかになったことは､ 軍種間のバランスの変化､ 装備の国産化の
進展および部隊の情報化の進展であった｡ すなわち､ 陸軍偏重が是正さ
れ､ 装備の90％が国産であることが強調され､ また､ 早期警戒機､ 無人
機および衛星通信等のハイテク装備部隊が初めて登場して情報化の進展
を印象づけたのである｡

３

核軍縮への気運の高まり

2009年４月５日､ オバマ米大統領は､ プラハにおいて核廃絶を追求す
る決意を表明するとともに､ 国際社会に対し核軍縮・核廃絶に取り組ん
でゆくよう訴えた｡ ９月24日､ オバマ大統領のイニシアティブの下に開
催された国連安全保障理事会首脳会合は､ ｢核兵器のない世界｣ に向け
た条件を構築することや核兵器不拡散条約 (NPT) の重要性を再確認
することなどを盛り込んだ ｢核不拡散・核軍縮に関する決議｣ を全会一
致で採択した｡ また､ 1999年以降隔年で開催されている包括的核実験禁
止条約 (CTBT) 発効促進会議が2009年９月24〜25日に開かれ､ 米国も
10年ぶりに参加した｡
オバマ大統領のプラハ演説では､ 核軍縮を進めるための大きなステッ
プとして､ 米露間の第１次戦略兵器削減条約 (STARTⅠ) に代わる新
たな戦略攻撃戦力削減条約を成立させるための交渉を進めることが表明
された｡ STARTⅠが失効する2009年12月５日までに新条約を締結する
という目標は達成されなかったが､ 引き続き米露間で新条約の交渉が継
続されている｡ オバマ大統領が示した核軍縮や核拡散防止に向けての力
強い姿勢は､ 2010年５月に開催される NPT 運用検討会議にも好影響を
与えることが期待される｡ 2009年５月に開催された NPT 運用検討会
議・第３回準備会合では､ 核軍縮に対するオバマ大統領の前向きの姿勢
を評価する発言が､ 多くの国からなされた｡
しかし､ こうした核軍縮への世界的な気運の高まりにもかかわらず､
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核兵器をめぐる東アジアの情勢は決して楽観的なものではない｡ 2009年
には､ 北朝鮮の核・ミサイル開発問題が大きな展開をみせた｡ 北朝鮮
は､ ４月５日､ 人工衛星打ち上げの予告を行った上でミサイルを発射し
た｡ 次いで５月25日には２回目の核実験実施を発表し､ さらに７月４日
には７発の弾道ミサイルを連続的に発射するという挑発的行動を行った
のである｡ 核実験直後の５月26日には､ 韓国が拡散に対する安全保障構
想 (PSI) への全面参加を正式に表明し､ ６月12日には国連安保理にお
いて決議第1874号が採択され､ 北朝鮮に対して厳しい制裁措置が実施さ
れることになった｡ 北朝鮮の核問題をめぐる六者会合が停滞している状
況で､ 北朝鮮の非核化は進展していない｡
他方､ ロシアは､ 現在策定を進めている新たな ｢軍事ドクトリン｣ の
中で､ 核兵器使用の敷居を低くしようとしている｡ すなわち､ 潜在的な
敵による侵略を防ぐために核兵器を先行的に使用する可能性についての
規定が新 ｢軍事ドクトリン｣ に盛り込まれるとみられている｡ 米露の核
軍縮交渉の一方の当事者であるロシアが､ その安全保障において核兵器
への依存を強めようとしているのである｡
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核拡散の趨勢には歯止めがかからない状況にあるほか､ ９・11テロを
契機に核テロの危険がクローズアップされるようになり､ 非国家主体へ
の核拡散防止が国際社会の緊急の課題として認識されるようになった｡
こうした状況に危機感を深めた米国のオバマ新政権は､ 核兵器の廃絶を
究極的な目標におきながら､ 米国の核兵器の安全保障上の役割の再検討
を含め､ 改めて核軍縮措置や核拡散防止措置に取り組む姿勢を打ち出し
た｡
2009年12月５日に有効期限を迎える第１次戦略兵器削減条約
(STARTⅠ) の後継条約交渉を進めてきた米露両国は､ 2009年７月に
戦略兵器運搬手段を500〜1,100基 (機)､ 戦略弾頭を1,500〜1,675発の範
囲内におさめることなどに合意した｡ しかしながら､ 運搬手段や弾頭の
最終的な数量､ さらには検証のあり方をめぐって交渉が長引き､ STARTⅠ
が失効する前に両国が最終合意に至ることはできなかった｡ 後継条約の
成立は､ その後のさらなる戦略攻撃戦力の削減､ 未配備の核弾頭や非戦
略核戦力に対する規制の開始に向けた重要な一歩となるだろう｡
その一方､ 包括的核実験禁止条約 (CTBT) の発効や兵器用核分裂性
物質の生産禁止などグローバルな核軍縮や核拡散防止の進展に不可欠な
懸案事項については､ 依然､ 見通しがたっていない｡ 核軍縮を進展させ
るためには安全保障上の核兵器の意義と役割を局限化することが必要で
あるが､ そのためには少なくとも生物・化学兵器の廃絶の徹底や対立国
間の通常戦力バランスを維持する方策を講じなくてはならない｡ 核軍縮
を進めるためには核保有国のみならず非核保有国の積極的な取り組みが
不可欠である｡

10

第１章

核軍縮に向けた新たな動き

１ 核軍縮への気運の高まり
( ) 様々な核軍縮提案とオバマ大統領によるプラハ演説
2007年１月､ 米国の核兵器政策に直接携わってきたジョージ・シュル
ツ元国務長官､ ウィリアム・ペリー元国防長官､ ヘンリー・キッシン
ジャー元国務長官､ サム・ナン元上院議員の４人の元政府高官が､ ウォー
ルストリート・ジャーナル

に ｢核兵器のない世界｣ と題した短い論文

を掲載した｡ その中で､ 核テロおよび新興核保有国の出現が今日の国際
社会が直面している最大の核脅威であり､ このような脅威に対処するた
めには､ 米国が他の核保有国と核廃絶に向けて精力的に協力する以外に
有効な手立てはないとし､ 核攻撃に対する冷戦型の警戒態勢の緩和､ 核
軍縮の継続､ 前線近辺に配備される短距離核兵器の廃棄､ さらには
CTBT の発効に向けての取り組みなどいくつかの具体的措置を早急に
実施するよう訴えた｡ この提案が､ 長年核兵器開発の先頭に立っていた
米国､ しかもその核政策の中枢を担ってきた元政府高官から発せられた
ために､ 大きな反響を生むこととなった｡
シュルツ元国務長官ら４人の元政府高官の論文を契機に､ 核廃絶を念
頭に置いた議論や提案が､ 世界各地の大学やシンクタンク､ 元政府関係
者､ さらには一部の国の政府などによって数多くなされるようになっ
た｡ 例えば､ 2007年10月にはスタンフォード大学フーバー研究所が ｢レ
イキャビク再考

核兵器のない世界に向けての諸措置｣ を､ さらに

2008年８月にはロンドンにある国際戦略問題研究所 (IISS) が
の廃絶

核兵器

を発表している｡ また､ 日本およびオーストラリアのイニシア

ティブで2008年７月に立ち上げられた ｢核不拡散・核軍縮に関する国際
委員会｣ (ICNND) は､ 2009年12月中旬､ 報告書
に――世界の政策立案者のための実践的な計画

核の脅威を絶つため
を発表した｡ 同報告書

では､ すべての核保有国は遅くとも2025年までに明確な核兵器の ｢先行
不使用｣ (no first use) (第４節参照) を宣言することなど､ 核軍縮や
核不拡散を進めるための具体的な政策を提言した｡ さらに､ 福田康夫元
11

首相､ カーター元米大統領､ 旧ソ連のゴ
ルバチョフ元大統領らが名を連ねている
｢グローバル・ゼロ｣ 運動では､ 核軍縮
や核廃絶の道筋・条件などをめぐって活
発な議論が行われている｡ 政府レベルで
は､ 2008年２月にノルウェー政府が ｢核
兵器のない世界のビジョンの達成｣ と題
する国際会議を主催しているし､ 2009年
２月には英国外務省が ｢核の影を取り除
く――核兵器廃絶のための条件の構築｣
と題する報告書を発表した｡
こうした動きを背景に､ 2009年１月に
米国大統領に就任したバラク・オバマ氏
は､ 大統領選挙期間中から､ 核兵器の廃絶を追求することや CTBT の
批准など､ ジョージ・ブッシュ前政権とは異なる核軍備管理・軍縮政策
を採る可能性をうかがわせていたが､ その全体像は４月５日にプラハで
行われた演説で明らかになった｡ このプラハ演説において､ オバマ大統
領は､ 核兵器が存在する限り米国は強力な核抑止力を維持すると述べる
一方､ ｢明確に､ かつ確信を持って､ 核兵器のない､ 平和で安全な世界
を追求するという米国のコミットメントを宣言する｣ と述べ､ 核廃絶を
追求する決意を明らかにした｡ さらに､ 核廃絶を念頭に置いた核軍縮を
進めるために､ 米国の国家安全保障戦略のなかでの核兵器の役割を絞り
込むこと､ 米露間に新たな戦略兵器削減条約を成立させるための交渉を
進めること､ 米国による CTBT の批准を追求すること､ そして検証可
能な兵器用核分裂性物質生産禁止条約 (FMCT) (解説参照) の成立に
向けて努力することを挙げた｡
また､ 核拡散防止に関しては､ 国際原子力機関 (IAEA) による監
視・検証措置の強化､ 核不拡散関連協定の違反国に対する罰則・制裁措
置の強化､ 核燃料バンクなど原子力平和利用のための新たな国際的枠組
12
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兵器用核分裂性物質生産禁止条約 (FMCT､ 通称カットオフ条約)

解説
兵器用の核分裂性物質の生産禁止に向けた取り組みは､ 1957年の国連総会
決議にみられるように､ 半世紀上も前からの課題であった｡ しかしながら､ 核兵器の
増強で彩られた冷戦が深まるにつれて､ その原料である兵器用核分裂性物質の生産禁
止を実現する可能性は遠のいていった｡ 冷戦が終結し､ 米露が核軍縮に踏み出すと同
時に､ 兵器用の核分裂性物質の生産禁止を求める声が再び高まり､ 国連総会は､ 1993
年､ 兵器用核分裂性物質の生産禁止を目標に多国間交渉の開始を求める決議案を全会
一致で採択した｡ また､ 1995年の NPT 運用検討・延長会議で採択された最終文書
は､ FMCT 交渉を即時に開始し､ 早期に交渉を妥結することを求めた｡ このような
兵器用核分裂性物質の生産禁止を求める声の高まりを受けて､ ジュネーブ軍縮会議
は､ 1998年夏に FMCT 交渉開始に向けてアドホック委員会を設置するに至った｡ し
かしながら､ 1999年になると､ 核軍縮や宇宙の軍備規制に関わる議題をめぐって軍縮
会議メンバー国間で意見の相違が浮上したため､ 作業計画で合意できず､ それ以降こ
うした意見の相違が原因となって FMCT の交渉が再開されることはなかった｡
ところが､ オバマ大統領のプラハ演説を契機とする核軍縮に向けた気運の高まりを
受けて､ 2009年５月29日､ ジュネーブ軍縮会議では FMCT の交渉開始を含む作業計
画 (CD/1864) が採択された｡ 11年ぶりの採択となるこの作業計画には､ FMCT の
ほか､ 核軍縮､ 宇宙における軍備競争の防止､ 消極的安全保証といった案件が含まれ
ていた｡ しかし､ これら４案件は､ 軍縮会議メンバー国によって重視する度合いが異
なっていたため､ その取り扱いなど細部をめぐり､ パキスタン､ 中国､ イランとその
他のジュネーブ軍縮会議メンバー国との間で意見の相違が表面化し､ その結果ジュ
ネーブ軍縮会議は FMCT の年内交渉開始を断念するに至った｡ 日米を含むジュネー
ブ軍縮会議メンバー国の多くは､ 2010年１月からの新会期で改めて FMCT 交渉開始
の合意を取り付けたい考えだが､ 軍縮会議の決定は全会一致が原則であることから､
再度採択されるかどうかは予断を許さない状況にある｡
FMCT をめぐっては､ 過去に生産した既存の兵器用核分裂性物質の取り扱いなど､
条約の適用範囲も依然として固まっていない｡ 兵器用核分裂性物質自体についても､
どのような核分裂性物質を兵器用と定義するのかについて明確な合意があるわけでは
ない｡ しかしながら､ 核軍縮を促進する上で､ 核兵器のコアとなる兵器用核分裂性物
質の新規生産を禁止することは不可欠である｡ さらに､ 核廃絶を視野に置くのであれ
ば､ 既存の兵器用核分裂性物質の削減､ 究極的にはその廃棄について具体的な方策を
講じなくてはならない｡ また､ 兵器用核分裂性物質の新規生産禁止や保有量の削減を
制度化できれば､ NPT 条約の不平等性を緩和することにもつながり､ NPT 体制の安
定化をもたらす｡ このように､ その実現は容易ではないものの､ 兵器用核分裂性物質
の生産禁止や生産済みの兵器用核分裂性物質に対する規制は､ 核軍縮や核不拡散を推
し進めるにあたって避けて通ることのできない重要な課題なのである｡
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みの構築を訴えた｡ 核テロ防止などいわゆる ｢核セキュリティ｣ 向上の
ための施策としては､ 管理・保全が不十分な核物質の管理強化のための
新たな国際的取り組みを４年以内に構築すること､ 核の闇市場対策とし
て資金面での対抗手段を打ち出すこと､ 2006年に米国のブッシュ大統領
とロシアのプーチン大統領の主導で始まった ｢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｣ などの取り組みを持続的かつ国際
的な機構に変化させること､ さらには ｢核セキュリティに関する世界サ
ミット｣ を開催する旨を明らかにしたのである｡ なお､ 後日､ 同サミッ
トは2010年４月12〜13日にワシントンで開催されることが明らかになっ
た｡
オバマ大統領が示した核軍縮や核拡散防止に向けての力強い姿勢は､
2010年５月に開催される核兵器不拡散条約 (NPT) 運用検討会議にも
好影響を与えることになろう｡ すでにその兆候は､ プラハ演説直後の
2009年５月に開催された NPT 運用検討会議・第３回準備会合において
見受けられた｡ 同会合においては､ 核軍縮に対するオバマ大統領の前向
きの姿勢を評価する発言が､ 西側諸国のみならず､ 非同盟諸国からも相
次いでなされるなど､ 準備会合の雰囲気が国際協調に向けて大幅に改善
することとなった｡ その結果､ 参加国は､ 2005年 NPT 運用検討会議の
前年の準備会合とは対照的に､ 2010年運用検討会議の議題設定などの手
続き事項を円滑に合意することができた｡ また､ 米国を含め NPT 上の
５核兵器国は､ 準備会合終了直後､ 核軍縮に向けてのオバマ大統領の積
極的姿勢に後押しされるかのように､ 2000年の NPT 運用検討会議に引
き続き､ 再度､ 核軍縮に向けた取り組みへの ｢永続的かつ明確な約束｣
を共同記者発表の形で発表したのである｡
オバマ米大統領のイニシアティブの下に､ 2009年９月24日､ 国連安全
保障理事会首脳会合が開催されたが､ 同会合では､ ｢核兵器のない世界｣
に向けた条件を構築することや NPT の重要性を再確認することなどを
盛り込んだ ｢核不拡散・核軍縮に関する決議｣ を全会一致で採択した｡
国連安保理首脳会合は今回で６回目であるが､ 核軍縮・核不拡散をテー
14
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マとするのは初めてであり､ この点で ｢核不拡散・核軍縮に関する決
議｣ は歴史的な決議といえる｡
() 核軍縮に対する日本の姿勢
日本は､ 長年にわたり核廃絶を唱えているが､ 非現実的かつ急進的な
核軍縮要求は核保有国の反発を招き逆効果であること､ さらには核兵器
が抑止力として一定の安全保障上の役割を果たしているという認識に基
づき､ ｢現実的・漸進的アプローチ｣ の下で核軍縮を図ってきた｡
2009年４月27日､ 中曽根弘文外相は､ 世界的に高まりを見せる核軍縮
の気運をさらに盛り上げ､ 定着させることを目的として ｢世界的核軍縮
のための

11の指標 ｣ との表題の下､ 核軍縮､ 核不拡散､ それに原子

力の平和利用についての日本の考え方を改めて表明した｡ 中曽根外相
は､ 核軍縮を促進するために核保有国に求める事柄として､ 第１に米露
が協調し指導力を発揮すること､ 第２に中国やその他の核保有国も核軍
縮を進めること､ 第３に核軍縮を促進するためには核軍備に関する透明
性を高めることが必要であること､ 第４に核軍縮は不可逆であるべきこ
と､ 第５に核弾頭解体に関わる検証技術の研究を進めることの５項目を
提言した｡ また､ 核軍縮・核不拡散を進めるために国際社会全体が取り
組むべき事柄としては､ CTBT の早期発効､ FMCT 交渉の早期開始と
同条約が成立するまでの兵器用核分裂性物質の生産モラトリアム､ それ
に核兵器の運搬手段である弾道ミサイルに対する新たな規制を構築する
ことを列挙している｡ さらに､ IAEA 包括的保障措置協定・追加議定書
の普遍化や､ 核テロ対策として核物質や放射性物質の管理強化など ｢核
セキュリティ｣ を維持しながら原子力の平和利用を進めなければならな
いとしている｡
2009年９月16日､ 日本では民主党を中心とする鳩山内閣が発足した｡
就任間もない鳩山由紀夫首相は国連安保理首脳会合に出席し､ 核軍縮に
向けた日本の姿勢を表明した｡ 鳩山首相は､ 日本が核軍拡の連鎖を断ち
切る道を選び､ 非核三原則を堅持していることを改めて表明した後､ 核
15

保有国による核軍縮､ CTBT の早期発効と FMCT の早期交渉開始を訴
えるとともに､ 日本自身が核軍縮・核不拡散を主導する積極外交を展開
することや新たな核拡散の動きに積極的に対応する決意を表明した｡
1994年以来毎年､ 日本は核軍縮決議案を国連総会に提出してきたが､
2009年秋に提出した核軍縮決議案 ｢核兵器の全面的廃絶に向けた新たな
決意｣ は､ 12月３日､ 賛成171､ 反対２ (インド､ 北朝鮮)､ 棄権８ (中
国､ フランス､ イラン､ イスラエル､ ミャンマー､ パキスタン､ キュー
バ､ ブータン) で採択された｡ 2009年の決議は､ 共同提案国が87カ国を
数え､ この中には2008年の決議に反対票を投じた米国も含まれていた｡
2009年の決議は､ NPT 締約国に対し､ 2010年 NPT 運用検討会議が核
不拡散体制の強化につながるよう協働すること､ 透明性､ 不可逆性､ 検
証可能性の原則を踏まえつつ核軍縮を進めること､ CTBT の早期発効
と核実験モラトリアムの継続､ FMCT の交渉開始と早期妥結の重要性､
核テロ防止の重要性､ さらには核軍縮・不拡散における一般市民の建設
的役割の奨励など18項目から構成されている｡

２ 核軍縮に向けた核兵器国の取り組み
( ) 米露による自主的核軍縮
冷戦終結後､ 米国と旧ソ連の核兵器を継承したロシアは､ 1994年12月
に発効した STARTＩや2003年６月に発効した戦略攻撃能力削減に関す
る条約 (SORT､ 通称モスクワ条約) に基づいて核兵器の配備量を減ら
してきたほか､ 一部の配備核弾頭を自主的に撤去し､ 撤去した核弾頭や
備蓄核弾頭の一部を解体・廃棄してきている｡ 例えば､ ジョージ・H・
W・ブッシュ政権 (1989〜1993年) は､ 西欧や韓国に配備されていた地
上発射の戦術核の撤去と廃棄､ 海洋に展開していた戦術・戦域レベルの
核兵器の撤去とその一部を廃棄している｡ また､ ジョージ・W・ブッ
シュ前政権 (2001〜2009年) は､ 核軍備管理・軍縮協定に基づいて核軍
備に規制を加えることには積極的ではなかったものの､ 独自の核軍縮措
16
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置には目を見張る成果を挙げている｡ 2001年12月末に米国議会に提出し
た ｢核態勢の見直し｣ (NPR) においては､ 2012年までに ｢実戦配備戦
略核弾頭｣ を1,700〜2,200発に削減する方針を打ち出した｡ この数字は､
モスクワ条約で明文化され､ ロシアも義務として受け入れることになっ
た｡ また､ 2004年には､ 2012年までに実戦配備核弾頭と予備の備蓄核弾
頭の総量を政権発足時の2001年比で約50％削減することを発表したが､
この削減は計画より５年早く2007年に達成されている｡ ｢核兵器のない
世界｣ を目指して核軍縮を進めることを宣言したオバマ大統領は､ 選挙
運動期間中から新型核弾頭を製造しない意向を示していたが､ 政権発足
直後の2009年３月､ ブッシュ前政権時に懸案となっていた ｢信頼性のあ
る代替核弾頭｣ (RRW) 計画を新型核弾頭計画と見なし､ 計画の中止を
決定した｡
ロシアも自主的な核兵器の削減を進めている｡ 2008年10月､ 国連総会
第１委員会においてロシアのアナトリ・アントノフ国連大使は､ ロシア
が1991年以降､ 備蓄されている戦略核弾頭の５分の４､ 非戦略核戦力の
４分の３を削減したと表明している｡ ただし､ 2009年４月１日の米露共
同声明の中でドミトリー・メドヴェージェフ大統領が米国とともに ｢核
兵器のない世界｣ を目指して核軍縮を進めると表明する一方で､ トーポ
リ M 大陸間弾道ミサイル (ICBM)､ ブラヴァ潜水艦発射弾道ミサイル
(SLBM)､ さらにはボレイ級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦 (SSBN)
の開発を続行するなど､ 戦略攻撃戦力の強化の手を緩めていない｡
() 米露の STARTⅠ後継条約交渉
米露は､ 前述の自主的核軍縮のほか､ STARTＩとモスクワ条約を並
行的に運用して戦略攻撃戦力の削減を進めている｡ STARTＩは､ ICBM､
SLBM､ 重爆撃機など米露の戦略兵器運搬手段の配備上限を1,600基
(機)､ 運搬手段に搭載する核弾頭・爆弾の配備上限を6,000発と規定し
ている｡ 運搬手段や配備核弾頭の数え方には､ 核弾頭を撤去した運搬手
段であっても､ その発射台 (ICBM のサイロ､ SLBM の発射管､ 重爆
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撃機本体) が STARTＩの規定する方法で解体・廃棄されない限り､ 所
定の弾頭数を搭載した運搬手段として算定するなど､ STARTＩ独自の
カウンティング・ルールが設定されている｡ 他方､ モスクワ条約は運搬
手段にこのような量的制限を課していない｡ また､ 規制の対象とする戦
略核弾頭についても STARTＩとは異なり､ 運搬手段に実際に搭載され
ている核弾頭､ すなわち ｢実戦配備戦略核弾頭｣ を同条約の有効期限で
ある2012年12月31日までに1,700〜2,200発に削減することを規定してい
る｡ ただし､ ｢実戦配備戦略核弾頭｣ のカウンティング・ルールは規定
されていない｡ さらに STARTＩは､ 現地査察など､ 12種類にも及ぶ広
範な監視・検証制度を規定しているが､ モスクワ条約は検証規定を備え
ていないため､ 同条約の履行においては STARTＩの検証規定が援用さ
れてきた｡ しかし､ STARTＩの有効期限は2009年12月５日であり､
STARTＩが失効した場合､ その後米露双方は相手方のモスクワ条約の
履行状況を監視できなくなることが危惧されたのである｡
STARTＩに関しては､ ５年単位でその有効期限を延長することも可
能であったが､ ブッシュ､ プーチン両政権ともに STARTＩをそのまま
延長させることは望まず､ 新たに後継条約を締結することで合意した｡
この合意の背景には､ 同条約が冷戦時代の対立関係を反映して､ 極めて
広範な監視・検証規定が規定されていることや､ 履行にあたり多大な時
間的､ 財政的コストを要する内容となっていることが冷戦後の米露関係
にはそぐわないと考えられたことがある｡ また､ ロシアにとっては､ 同
条約がトーポリ M 新型 ICBM を多弾頭化する上で障害になる規定を含
んでいるという事情もあった｡ その後､ STARTＩ後継条約をめぐって
両政権は断続的に話し合ったが､ 進展を見なかった｡ ブッシュ前政権
は､ 核戦力の削減を規定する上でモスクワ条約方式を踏襲するととも
に､ STARTＩの監視・検証規定の一部を援用することにより､ 透明性
の維持と信頼醸成を目的とした ｢宣言｣ 的な文書で STARTＩ後に備え
ようとした｡ その一方､ プーチン政権は､ STARTＩで規定されている
戦略攻撃戦力のカウンティング・ルールなどを踏襲した上で､ 新たな条
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約を成立させることを望んでいたからである｡
2008年５月､ ロシアではメドヴェージェフ政権が発足したが､ 後継条
約問題に関するロシアの姿勢には変化がなかった｡ 他方オバマ大統領
は､ 大統領選挙期間中から､ ロシアとの間で戦略､ 非戦略､ あるいは配
備､ 未配備を問わず核戦力の削減を追求すること､ それに STARTＩの
後継条約問題に関しては､ STARTＩが規定する監視・検証規定の一部
を援用することでロシアの同意を取り付けたいとの意向を示していた｡
2009年４月１日､ ロンドンにおいてオバマ政権発足後初めての米露首
脳会談が行われた｡ 会談後の共同声明では､ 米露両国が法的拘束力を
伴った形で戦略攻撃戦力を段階的に削減すること､ そしてその最初のス
テップとして直ちに STARTＩ後継条約交渉に入り､ ７月の米露首脳会
談までに中間報告的な交渉成果を得ることなどが発表された｡ またミサ
イル防衛 (MD) については､ 欧州に配備を検討している米国の MD シ
ステムに対する米露双方の意見の違いに留意し､ 攻撃戦力と防衛戦力の
関係について協議を進めることで合意された｡ なお､ 共同声明には､ 非
戦略核戦力や未配備の核弾頭についての言及が見られないことから､ 今
次の交渉では､ 実戦配備の戦略攻撃戦力に焦点が絞られることが想定さ
れた｡
2009年４月から４ラウンドの交渉がもたれた後､ ７月６日から８日に
かけてモスクワで開催された首
脳会談において､ 米露両首脳
は､ STARTＩ後継条約に盛り
込む10項目を記した枠組み合意
を公表した｡ 第１に､ 最終的な
数量は今後の交渉で確定するも
のの､ 後継条約発効後７年間で
米露の戦略兵器運搬手段を500〜
1,100基 (機)､ これに搭載する
弾頭については､ 1,500〜1,675
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発の範囲内におさめること､ 第２に上記の運搬手段と弾頭のカウンティ
ング・ルールを規定する条文､ 第３に､ STARTＩに比べ､ 簡素化し低
コスト化した形の定義､ データ交換､ 通告､ 廃棄､ 監視・検証手続き､
それに信頼醸成・透明性措置を規定する条文､ 第４に戦略攻撃兵器の組
成と構造は各当事国の決定に委ねること､ 第５に戦略攻撃兵器と戦略防
衛兵器の相互関係を規定する条文､ 第６に､ 非核 (通常) 弾頭を搭載し
た ICBM と SLBM が戦略的安定に及ぼす影響に言及した条文､ 第７
に､ 戦略攻撃兵器の基地 (建設) を条約当事国の領域に限定することを
規定する条文､ 第８に､ 条約履行にかかわる問題解決のための履行機関
の設置､ 第９に､ 後継条約が条約当事国と第三国との間の戦略攻撃兵器
にかかわる既存の協力関係に適用されないことを規定する条文､ そして
第10に､ 後継条約の有効期間は､ 戦略攻撃兵器を削減する他の条約に
よって代替されない限り､ 10年とすることが合意された｡
STARTＩ後継条約交渉で想定される争点の一つは､ 500〜1,100基
(機) と配備数に大きな幅を持たせたことからうかがえるように､ 運搬
手段の配備数である｡ STARTＩのカウンティング・ルールに基づいて
算定された2009年７月１日当時の米露の運搬手段はそれぞれ1,188基
(機)､ 809基 (機) であったが､ 戦略核弾頭を搭載して実際に運用され
ている運搬手段の数量をみると､ 米国が約800基 (機)､ ロシアが約620
基 (機) と想定されている｡ 米露ともに核兵器を搭載していない運搬手
段を多く保有していることになるが､ 米国はこうした運搬手段のうち96
基のトライデント型 SLBM や B−１爆撃機などを通常兵器運搬手段と
して活用しており､ 廃棄を計画していない｡ 従って､ STARTＩ同様､
後継条約においてもこうした非核任務の運搬手段が条約上の運搬手段と
規定されるのであれば､ 米国としては1,100基 (機) を大幅に低下させ
ることは難しい｡ ところがロシアは､ 財政的理由からその運搬手段が漸
減傾向にあること､ ならびに米国の運搬手段の核兵器再装填能力を恐れ
て可能な限り低レベルで合意を図ろうとしている｡ もし米露が核兵器を
運用していない運搬手段に関して何らかの合意に達することができれ
20
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ば､ 1,100基 (機) を下回る数量に合意することも可能であろう｡ 枠組
み合意で通常弾頭を搭載した戦略弾道ミサイルが戦略的安定に及ぼす影
響に言及した条文を設けることで合意したことから､ こうした可能性は
残っていると言える｡
弾頭数は1,500〜1,675発の範囲内におさめることが合意されたが､ そ
の算定根拠は明示されず､ カウンティング・ルールは今後の交渉に委ね
られることとなった｡ ただし､ STARTＩに類似したカウンティング・
ルールが採用される可能性は低いと言える｡ STARTＩのカウンティン
グ・ルールに基づけば､ 2009年７月１日当時､ 米国の弾頭数は5,916発､
ロシアは3,897発を数え､ これを1,500〜1,675発の弾頭数にするためには
運搬手段を大幅に削減・改編せざるを得ず､ 米国にとっては受け入れ難
いと考えられるからである｡
STARTＩ後継条約交渉の進展を妨げる要因として危惧されていた問
題の一つは､ 米国が計画した長射程弾道ミサイル迎撃用の MD システ
ムの欧州配備計画であった｡ 2009年４月のロンドンでの首脳会談後に発
表された米露共同声明では､ 攻撃戦力と防衛戦力の関係について協議を
進めることで合意されていたが､ オバマ政権は､ ポーランドとチェコに
配備を予定している MD システムはロシアの戦略攻撃戦力を念頭に置
いたものではないため､ STARTＩ後継条約交渉にはなじまないとし
て､ 交渉のアジェンダに加えることに反対した｡ ７月上旬の枠組み合意
では､ STARTＩ後継条約に戦略攻撃戦力と戦略防衛戦力の相互関係に
関する規定を盛り込むこと､ その詳細は STARTＩ後継条約交渉とは別
の会合で協議を継続することで合意されたが､ その一方でロシアは MD
システムの欧州配備の撤回を求め続けた｡ ロシアは､ ソ連時代に勢力圏
であった両国に米国の MD 基地が構築されることに反発するとともに､
いったん配備を容認すれば､ 徐々に増強され自国の戦略核抑止力を損な
うようになるという理由から､ MD システムの欧州配備計画が存続する
限り､ 大幅な核軍縮には応じられないと主張した｡ さらに､ ロシアの主
張が受け入れられなければ､ イスカンデル短距離ミサイルを､ ポーラン
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ドに隣接するロシアの飛び地カリーニングラード州に配備するとも主張
し､ 米国の MD システム欧州配備計画に反対する姿勢を崩そうとはし
なかった｡
オバマ政権は､ NPR 策定作業と並行して､ 欧州に配備予定の MD 計
画を含めた MD の包括的再検討を進めてきたが､ 2009年９月17日､ そ
れまで進められてきた MD システムの欧州配備計画を転換し､ 新たに
中距離・短距離弾道ミサイルの迎撃を企図するスタンダード・ミサイル
SM−３を活用する海上配備型､ さらには将来的には改良型 SM−３を
陸上に配備する方針を発表した｡ イランの弾道ミサイル脅威に関して
は､ 長射程型よりも中距離・短距離型からの脅威が差し迫っているこ
と､ それに SM−３の迎撃能力が実証済みであることを考慮したからで
あろう｡ こうしたオバマ政権の方針転換に対し､ ロシアのメドヴェー
ジェフ大統領が歓迎の意を表したことで､ STARTＩ後継条約交渉の障
害の一つは取り除かれたが､ これによって後継条約交渉が米国の MD
計画の影響を受けることがなくなったわけではない｡ そもそも､ 核抑止
の基盤を依然として報復能力に置いている米露戦略関係において､ 両国
間の戦略的安定性の維持という観点を持ちこむのであれば､ 戦略攻撃戦
力を規制するにあたり､ 長射程弾道ミサイル迎撃用の MD といった戦
略防衛戦力を考慮に入れざるを得ないことは､ 1972年５月の SALTＩ
交渉において攻撃戦力に関する暫定協定と弾道弾迎撃ミサイル (ABM)
制限条約が同時に締結されたことから明らかである｡ 従って､ STARTＩ
後継条約交渉と切り離して協議を進めるとしても､ MD 問題は戦略攻撃
戦力の削減交渉である後継条約交渉に影を落とさざるを得ない｡ 米露両
国は､ ミサイル発射に関する ｢共同データ交換センター｣ の設立などを
模索して MD をめぐる協力関係の構築を図ろうとしているが､ 今後の
見通しは定かではない｡
後継条約交渉の終盤になって監視・検証の在り方が争点になってい
る｡ 後継条約の検証規定は､ 枠組み合意で示されているように STARTＩ
の監視・検証規定を簡素化して援用することになっているが､ 運搬手段
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や弾頭の配備量が削減されるにつれて監視・検証が重要になると考える
米国と､ 可能な限り簡素な監視・検証規定を望むロシアとの間に意見の
隔たりが見られるようである｡ また､ 弾道ミサイル試射の際の遠隔測定
データの取り扱いをめぐっても意見の違いを埋められないでいると伝え
られている｡ この結果､ 米露両首脳の意向にもかかわらず､ STARTＩ
の有効期限内に後継条約をまとめ上げることはできなかった｡ ただし､
米露両首脳は､ STARTＩ失効後に備え､ 2009年12月４日､ STARTＩ
の理念に則り作業を続けるとの趣旨の ｢つなぎ声明｣ を発表し､ 後継条
約が成立するまでの間 STARTＩの規定を尊重してゆく姿勢を明らかに
している｡
なお､ ７月のモスクワでの首脳会談では､ STARTＩ後継条約の枠組
みが合意されたことに加え､ ｢二国間大統領委員会｣ の設立が合意され
たが､ この意義は大きい｡ この委員会においては､ 原子力エネルギーと
表 

米露 (ソ) 間の戦略核戦力の軍備管理・軍縮協定 (2009年末現在)
START Ⅰ START Ⅱ

START Ⅲ
(枠組み)

モスクワ
条約

START Ⅰ
後継条約
(枠組み)

6,000

3,000〜
3,500

2,000〜
2,500

1,700〜
2,200

1,500〜
1,675

1,600

―――

―――

―――

500〜1,100

未発効

失効

未発効

交渉に入れ
ず

発効中

交渉中

調印年月日 1972/5/26

1979/6/18

1991/7/31

1993/1/3

―――

2002/5/24

？

発効年月日 1972/10/3

―――

1994/12/5

―――

―――

2003/6/1

？

核弾頭の
配備上限

SALT Ⅰ

SALT Ⅱ

―――

―――

ICBM ・
SLBM の
運搬手段の
合計
配備上限
米：1,710
ソ：2,347
条約の効力
等

失効

ICBM・
SLBM・
重爆撃機の
合計
米ソともに
2,250

履行期限

―――

1981/12/31

2001/12/5

2007/12/31 2007/12/31 2012/12/31

？

有効期限

1977/10/3

1985/12/31

2009/12/5

2009/12/5

？

(出

―――

2012/12/31

所) Arms Control Association, U.S.-Soviet/Russian Nuclear Arms Control Agreements
at a Glance, December 2009.
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核セキュリティ､ 軍備管理と国際安全保障､ 外交政策と対テロ対策など
様々な政治・安全保障問題のほか､ 薬物取引､ 経済関係､ エネルギーと
環境､ 農業､ 科学技術､ 宇宙協力などについて意見が交わされることに
なる｡ こうした対話の枠組みが機能すれば､ 米露の全般的な協力関係の
促進が期待され､ 後継条約後の将来の核軍縮交渉への取り組みを容易に
することも期待できる｡
() 英国､ フランス､ 中国の取り組み
英国に関しては､ 1998年７月の ｢戦略国防見直し｣ で核戦力を SSBN/
SLBM 戦力に一本化することや､ すべての非戦略核戦力の解体・廃棄
が表明された｡ また､ 2006年12月に発表された ｢英国の核抑止力の将
来｣ においては､ 運用可能な核弾頭を160発以下に削減することをう
たっていたが､ 2009年初頭までにはその削減を終えている｡ この結果､
英国の核戦力の爆発威力の総量は､ 冷戦終了時と比べて約75％削減され
たことになるという｡ 英国は､ 1998年７月の ｢戦略国防見直し｣ で明ら
かにしていたように､ 核戦力の運搬手段を SSBN/SLBM 戦力に特化し､
バンガード級 SSBN を４隻保有してきたが､ 2009年９月に開催された
核軍縮・核不拡散をめぐる国連安保理首脳会合において､ ブラウン首相
は､ 就役中の SSBN の後継原潜を建造する計画に伴い､ ３隻態勢に移
行する可能性を検討している旨を表明した｡ 悪化する財政事情や３隻態
勢に移行しても英国の核抑止力を維持できるとの判断に基づくものであ
ろう｡
フランスについては､ 1996年２月のシラク大統領による軍改革の一環
として､ すべての地上発射弾道ミサイル (IRBM と HADES 短距離ミ
サイル) が廃棄されたほか､ SSBN 戦力が５隻から４隻に削減された｡
また､ 2008年３月､ ニコラ・サルコジ大統領は､ 核任務用作戦機と空対
地巡航ミサイル､ それに核弾頭をそれぞれ３分の１削減する方針を打ち
出した｡ この削減が実施されれば､ フランスの核弾頭数は300発以下と
なり､ 冷戦期に比べ､ 半減されることになる｡ またフランスは､ 2008年
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において､ ７項目からなる核軍縮のための

行動計画を示している｡ すなわち､ CTBT の批准の普遍化､ 透明性を
伴った形での核実験場の解体､ FMCT 交渉の即時開始､ 核分裂性物質
生産の即時モラトリアム､ NPT 上の核兵器国 (NWS) による核戦力の
透明化措置の実施､ 短距離および中距離地対地ミサイル禁止条約の交渉
開始､ すべての国家による ｢弾道ミサイルの拡散に立ち向かうための
ハーグ行動規範｣ (HCOC) の順守と実施の約束､ である｡ ただし､ フ
ランスは､ 英国と同様に､ 今後も核抑止力を維持してゆく方針を明確に
述べている｡ サルコジ大統領は､ 2008年６月､ ｢核抑止は不確実な世界
における国家の生命保険｣ であり､ ｢独立と行動の自由を保障｣ するも
のであると述べている｡ また､ 同じ時期に公表された

国防白書

にお

いても ｢核抑止は国家の安全保障の枢要な概念であり続ける｣ と明記さ
れている｡ こうした方針を裏書きするように､ フランスは核戦力の近代
化に努めている｡ 例えば､ 新型 SSBN の建造や､ M51新型 SLBM､ さ
らには戦闘爆撃機および空母艦載機に搭載する新型の核能力空対地巡航
ミサイルの開発などを進めている｡
中国は､ NPT 上の他の核兵器国と異なり､ これまでのところ具体的
な核軍縮措置を講じていない｡ むしろ､ 英国外務省が指摘しているよう
に､ インド､ パキスタンと同様､ 核戦力の増強を進めているとの見方が
一般的である｡ しかしながら､ 中国は､ 長年､ 無条件の ｢核兵器の先行
不使用｣ 政策 (第４節参照) を堅持し続けるほか､ 核兵器の禁止と廃棄
を定めた国際的な法的措置の妥結を訴えるなど､ 核軍縮を促す施策を支
持する姿勢をとり続けている｡
2009年10月､ 国連総会第１委員会において中国政府の代表は次のよう
な政策を訴えている｡ 第１に､ 核兵器国は誠実に核軍縮義務を履行すべ
きであり､ その際､ グローバルな戦略バランスと戦略的安定を維持する
よう心掛けねばならない｡ また世界で最も多くの核兵器を保有する米露
は､ 核軍縮の先頭に立たねばならない｡ 第２に､ 核兵器国は安全保障政
策における核兵器の役割を低下させねばならない｡ とりわけ､ ｢核兵器
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の先行使用｣ (first use) に基づく核抑止政策を放棄すべきである｡ ま
た､ 国際社会は早期に非核兵器国に対して核兵器からの安全を保障する
国際的な法的措置を講ずるべきである｡ さらに､ 核兵器国は核兵器の先
行不使用を規定する条約を締結すべきである｡ 第３に､ 国際社会は
CTBT の早期発効と FMCT の早期交渉開始を図らねばならない｡ 第４
に､ 国際社会は､ 完全核軍縮という究極的目標を達成するために核兵器
の完全禁止を規定する国際条約の締結を含め､ 段階的な行動計画を打ち
立てなければならない｡ ただし､ こうした核廃絶に向けての呼びかけを
繰り返す一方で､ 中国は､ 署名して13年以上経過した今日にあっても
CTBT の批准に踏み切っておらず､ NPT 上の５核兵器国の中で唯一､
兵器用核分裂性物質の生産モラトリアムを公式に宣言していない｡

包括的核実験禁止条約 (CTBT) の発効を
３ 目指して
国際社会は､ 1963年10月に部分的核実験禁止条約を発効させたが､ 地
下での核爆発実験は条約の適用外に置かれたため､ 結果的には核爆発実
験を地下に移行させただけで､ 核兵器国の核爆発実験の頻度は低下する
ことはなかった｡ こうした状況を受けて､ 非同盟諸国を中心とする一部
の非核保有国は､ NPT の履行状況を検討する５年ごとの運用検討会議
などにおいて､ 核爆発実験の全面禁止を求め続けた｡ 米ソなど当時の核
保有国が実施する核爆発実験の中には､ 核弾頭の安全性や信頼性の確認
のための実験もあったが､ 大半は新たな核弾頭の開発､ あるいは破壊力
の強化など核弾頭の性能向上のために核爆発実験がなされていた｡ 従っ
て､ 核爆発実験を全面的に禁止すれば､ 核弾頭の新規開発や既存の核弾
頭の高性能化を困難にするなど､ 核軍拡を質的に抑制できると考えたの
である｡ こうした理由から､ NPT に加盟する非核兵器国の多くは､
NPT 第６条に規定される核軍縮義務を核兵器国が履行する出発点とし
て核爆発実験の全面禁止を求めたのである｡
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他方､ 1980年代後半に入ると､ 米ソなど核兵器国側にあっても核爆発
実験を自制する動きが見られるようになった｡ こうした動きを受けて､
1993年12月､ 国連総会は CTBT の交渉開始を求める決議を全会一致で
採択するに至った｡ 核兵器国からの反対もなく､ CTBT 交渉を求める
決議が全会一致で採択されたのは初めてのことであった｡
ジュネーブ軍縮会議は､ 1994年１月から CTBT の作成に向けて本格
的な交渉を開始した｡ 軍縮会議でまとめられた条約草案は､ インドなど
の反対によってコンセンサス方式で採択することはできなかったが､
CTBT の成立を求める国際社会の大きな声を背景に､ 条約草案は国連
総会に持ち込まれ､ 1996年９月､ 国連総会は圧倒的多数をもって同条約
を採択した｡ 当時､ 条約の採択に反対したのはインド､ ブータン､ リビ
アの３カ国のみであった｡
2009年９月現在､ CTBT の署名国は181カ国を数え､ そのうち批准を
終え締約国となったのは150カ国である｡ しかしながら､ CTBT は依然
として未発効のままであり､ また近い将来に発効するめども立っていな
い｡ CTBT を発効させるためには､ 同条約の附属書２に掲げられてい
る44カ国 (発効要件国) が署名・批准を終えなければならないが､ この
うちインド､ パキスタン､ 北朝鮮は未署名である｡ また､ 署名したもの
の未批准の国は､ 米国､ 中国､ インドネシア､ エジプト､ イラン､ イス
ラエルの６カ国である｡
CTBT が発効に向けて動き出すためには米国が同条約を批准するこ
とが不可欠である｡ ビル・クリントン大統領は､ CTBT 交渉の成立に
大きな役割を演じ､ 1996年９月､ CTBT が署名のために開放された際､
率先して署名したが､ 1999年10月､ 米国上院は条約承認に必要な３分の
２の賛成票に遠く及ばない賛成48票､ 反対51票で CTBT 批准法案を否
決した｡ その最も大きな理由は､ 地下核爆発に対する探知能力など検証
の信頼性に疑義があること､ それに核爆発実験を実施しないで米国の核
弾頭の信頼性や安全性を確保できるのかという疑問であった｡ 次のブッ
シュ政権も､ 1992年９月から継続している米国の核爆発実験モラトリア
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ムを順守しながらも､ CTBT に反対する姿勢を鮮明に打ち出していた｡
これに対しオバマ大統領は､ 大統領選挙期間中から CTBT の批准に
向けて積極的に取り組むことを公言しており､ 大統領就任後も､ 2009年
４月のプラハ演説でみられるように､ 米国による CTBT の早期批准と
同条約の発効に向けて努力する姿勢を示している｡ しかしながら､
CTBT については米国内の国論が二分していると言われているように､
上院で批准に必要な３分の２ (67票) 以上の賛成票を取得することは容
易でないようである｡ 確かに､ 1999年当時に比べ､ 核爆発に対する探知
能力が大幅に改善されており､ 検証能力に対する不信感は薄れている｡
しかしながら､ 批准反対の理由であったもう１つの課題､ すなわち､ 核
爆発実験をできない状況下で米国の核弾頭の安全性や信頼性をいかに確
保するのかという課題については､ 依然､ 合意を見ていないようであ
る｡ 1994年以降実施してきている ｢備蓄核弾頭管理計画｣ のように高度
な科学技術を駆使して核弾頭の保守・延命措置を講じたとしても､ 長期
にわたってそうした措置を繰り返せば､ 核弾頭の安全性や信頼性に不安
が生じざるを得ないとし､ 結局のところ核爆発実験を実施しなければ核
弾頭の安全性や信頼性などについて確たる知見を得ることができないと
する意見が根強く残っているからである｡
他方､ たとえ米国がこうした課題を克服し CTBT を批准しても､ そ
れが同条約の発効に直接つながる保証がないのも事実である｡ 米国が
CTBT の批准に踏み切れば中国やインドネシアも批准する可能性が高
まろうが､ その他の国々はそれぞれ固有の安全保障問題を抱えており､
米国の批准によって同条約に対する姿勢を変えるとは考えにくい｡ 例え
ば､ 米国に続いて中国が CTBT に批准すれば､ インドの CTBT 署名を
促す誘因になることも考えられるが､ インドが現在進めている核戦力整
備政策を顧みれば､ 早期に CTBT に署名するとは想定しにくい｡ イン
ドは CTBT の署名を拒否しながらも同条約の発効を妨げないとの姿勢
を採っていることから､ 同国が CTBT の署名に踏み切るとすれば､ そ
れはインドを除く発効要件国が同条約に署名・批准した後になるかもし
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れない｡
このように CTBT 発効の見通しが立たない中にあってもオバマ政権
は同条約への批准を追求すべきなのであろうか｡ そもそも昨今の核軍
縮・不拡散､ そして核廃絶への気運が高まった理由は､ 現状のままでは
核テロや核拡散の脅威に対処できないとの危機感が高まったことにあ
る｡ そしてこの現状から脱却するための最初のステップが米露の核軍縮
であり､ CTBT 発効に向けての米国の力強い歩みなのである｡ とりわ
け CTBT は､ NPT 第６条でうたう核兵器国の核軍縮義務の履行に向け
ての環境づくりという点で大きな意義を持つものであり､ NPT 体制を
支える重要な柱である｡ こうした意義を持つ CTBT を米国が批准し､
発効に向けて努力を傾ければ､ オバマ政権が打ち出す様々な核拡散防止
政策に対する国際社会からの信頼や協力が高まることも期待できる｡ ま
た､ 米国の批准が CTBT の発効に直結しなくても､ 同条約への中国の
批准を促すことになれば､ 国連安保理常任理事国でもある NPT 上の５
核兵器国すべてが批准を終えることになり､ CTBT やその他の核拡散
防止に向けた課題をめぐって５核兵器国､ すなわち安保理常任理事国が
一致した政策を打ち出す基盤を創り出すことにもなるのである｡

４ 核軍縮が安全保障に与えるインパクト
( ) ｢核の傘｣ への影響
同盟関係にある二国間関係において､ 一方の国の軍事力が持つ抑止力
をもう一方の国の防衛に役立たせることを一般的に ｢拡大抑止｣ と称し
ている｡ 拡大抑止は､ 抑止手段の視点から ｢拡大核抑止｣ と ｢拡大通常
抑止｣ に二分できるが､ 前者がいわゆる ｢核の傘｣ に相当する｡
｢核の傘｣ の意味するところは､ 同盟国や友好国が武力攻撃の脅威に
直面する場合､ あるいはその恐れがある場合に､ 核兵器による報復の威
嚇､ さらには必要となれば核兵器の応酬にエスカレートさせる威嚇に
よって､ 同盟国・友好国に対する第三国からの武力攻撃を抑止すること
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である｡ ｢核の傘｣ の信憑性は核報復の威嚇の信憑性にかかっているが､
核報復の威嚇の信憑性を確保しておくためには､ 非脆弱な核戦力を展開
しておくことに加え､ 核の応酬を可能とするエスカレーション能力やエ
スカレーションを制御する能力を備えておくことが必要である｡ こうし
た能力を担保するものが､ 相手の核戦力を破壊する対兵力打撃力や戦略
防衛で裏打ちされた ｢被害局限能力｣ である｡ なぜなら､ ｢核の傘｣ の
供与国が､ 挑戦国に比べ被害局限能力の面で優っていれば､ それだけ核
兵器の投げ合いに踏み切るという威嚇の信憑性が高まり､ 抑止効果も強
力になるからである｡
日本に ｢核の傘｣ を提供している米国の核戦力と日本周辺の核保有国
である中国やロシアの核戦力を比較すると､ 対兵力打撃力など米国の核
戦力の被害局限能力は中国との比較では圧倒的に優位な状況にあり､ ロ
シアとの関係においても優位であることは疑いない｡ 従って､ STARTⅠ
後継条約のように､ ロシアと並行的に核軍縮を進めても､ 戦略レベルで
見る限りロシアを念頭に置いた米国の ｢核の傘｣ の信憑性や信頼性が損
なわれるとは考えにくい｡ また中国は､ 道路移動式で残存性の高い
DF−31A を配備するなど信頼できる対米第二撃力の確保を目指して核
戦力の増強を進めている段階であり､ 米国がロシアとともに戦略核兵器
の削減を一定程度進めても､ 当面､ 米中間に見られる被害局限能力の差
異が大きく損なわれるとは考えにくい｡ このように､ 核能力の視点から
みる限り､ 同盟国が核脅威にさらされた際に､ 米国の為政者が核報復を
示唆することに躊躇する理由は見当たらない｡
核軍縮が進展して米国の核兵器の配備量が減少するとともにその役割
が絞り込まれることになれば､ その分 ｢拡大抑止｣ 全体における ｢核の
傘｣ の相対的役割が縮小することが予想される｡ 従って､ 米国の核軍縮
が進むにつれて ｢核の傘｣ に対する同盟国の信頼感が揺らぎがちになる
ことは否めない｡ ましてや核戦力の増強の手を緩めていない中国や新た
に核兵器開発を進めている北朝鮮に隣接する日本のような国家にとって
は､ こうした懸念が浮上してきても不思議ではない｡
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このような不安感を緩和する一つの施策は､ 日米間で核抑止政策に関
する協議を密にすることである｡ こうした協議を進めることによって
｢核の傘｣ に関する日米の理解をすり合わせ､ 新たな政策を打ち出すこ
とができる｡ 他方で､ 挑戦国が米国の対日核コミットメントを誤解しな
いよう日米関係を運営しなければならない｡ 自国への攻撃を抑止する
｢基本抑止｣ と異なり､ ｢核の傘｣ は核抑止力を同盟国に延伸することに
あるため､ その供与国の意思が常に焦点となる｡ 従って､ 少なくとも､
米国が日本を守るにあたって核兵器を使用しないと挑戦国が判断するこ
とのないよう日米関係を運営してゆくことが必要である｡
挑戦国から見た ｢核の傘｣ の信憑性には､ 核バランスなどの物理的な
能力のみならず､ ｢核の傘｣ の供与国と受益国の間の政治・安全保障､
経済・通商面での協力体制の在りよう､ さらには文化的､ 人的つながり
の軽重といった､ 非軍事的要素も大きな影響を与える｡ 従って､ 日米関
係における政治・安全保障協力の緊密化や経済・通商の相互依存の深化
は､ それだけ米国にとっての日米関係の重要性が高まり､ 挑戦国から見
た米国の対日核コミットメントの信憑性も高まるはずである｡ 米欧関係
に比べ､ ｢核の傘｣ の信憑性に資すると思われる民族的､ 文化的､ 歴史
的な共通項や ｢共感｣ の少ない日米関係にあっては､ 日本側のこうした
理解と努力が特に重要であろう｡
また､ 冷戦期に比べ多様化した脅威を抑止するためには､ 核抑止のみ
ならず通常戦力に基づく打撃力や防衛能力など様々な抑止手段の重要性
が高まっているが､ この重要性は拡大抑止における拡大核抑止の比重が
低下するにつれてますます高まってゆく｡ 従って､ 日米間の防衛協力の
緊密化に加え､ 海空を中心とした日米の通常戦力と日本に害を為す可能
性のある国家の通常戦力との間のバランスを維持してゆくことが必要で
ある｡
() 核兵器の ｢先行使用｣､ ｢先行不使用｣ の問題
核軍縮・核不拡散を進めるためには､ 核兵器の役割を絞り込むことが
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必要である｡ この観点から､ 近年､ 核兵器の ｢先行使用｣ 政策を放棄
し､ 核兵器の ｢先行不使用｣ 宣言を発すべきとの意見が多く聞かれるよ
うになった｡ 核兵器の ｢先行使用｣ とは､ 武力攻撃を受けた際に敵対国
に先んじて核兵器を使用することを意味するが､ 核兵器の ｢先行不使
用｣ とは､ 核攻撃に対する報復として核兵器を使用することはあり得る
が､ 敵対国より先に核兵器を使用することはないというものである｡ す
なわち､ ｢先行不使用｣ の宣言とは､ 核攻撃を受けた場合以外は核兵器
を使用しないという姿勢を明らかにすることである｡ 従って､ 核兵器の
｢先行不使用｣ 宣言の下では､ 核攻撃のみが核抑止の対象となり､ 生物
兵器､ 化学兵器､ 通常兵器を用いた攻撃は核抑止の対象とはなり得な
い｡ このように核兵器の ｢先行不使用｣ 宣言は､ 核兵器の安全保障上の
役割を他の核保有国による核攻撃の抑止に絞り込むため､ それによって
核軍縮を促す基盤を提供する｡ すなわち､ 仮にすべての核保有国が核兵
器の ｢先行不使用｣ 宣言を行い､ 核兵器の役割を他の核保有国による核
攻撃を抑止することに絞り込むことができれば､ 核保有国が一律に核兵
器の削減を進めても安全保障上大きな悪影響を招くことがないため､ 核
軍縮の進展を促すと考えられるのである｡
しかしながら､ 現下の安全保障環境を考慮すると､ 核兵器の ｢先行不
使用｣ 体制を構築することは戦略的に無理があるとみる意見が多い｡ 第
１に､ 核兵器の ｢先行不使用｣ は､ 核報復の対象を核攻撃のみとして生
物・化学兵器攻撃を除外するため､ 廃絶に向けて道半ばにある生物・化
学兵器の軍事的有効性を高め､ その拡散をもたらす危険を生む｡ 第２
に､ 大規模な生物・化学兵器攻撃を通常戦力のみで効果的に抑止できる
とは断定し難い｡ 通常戦力の破壊力は急激に増大しており､ 生物・化学
兵器攻撃を通常戦力で十分抑止できるとの意見も見受けられるが､ こう
した能力は一部の国家に限られている｡ 実際､ インドは､ 1999年９月に
発表した核ドクトリンにおいて核兵器の ｢先行不使用｣ 宣言を出した
が､ 2003年１月には､ 生物兵器や化学兵器攻撃を受けた場合､ 核兵器に
よる反撃があり得ることを示唆し､ 核兵器の ｢先行使用｣ の選択肢を保
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持するようになっている｡ 第３の問題は､ 核兵器の ｢先行不使用｣ は､
核報復の対象を局限化するため､ 同盟国に対する ｢核の傘｣ の機能を大
きく狭めてしまう点である｡ 核兵器の ｢先行不使用｣ 政策の下では､ 核
報復の威嚇をもって同盟国に対する核攻撃を抑止することは､ 依然とし
て期待できる一方､ 同盟国に対する通常兵器攻撃や生物・化学兵器攻撃
に対しては核抑止に依存することができなくなるからである｡ さらに､
核兵器の ｢先行不使用｣ を宣言しても､ それを検証する術がないため
に､ 信憑性が常に疑われる可能性を孕んでいる｡ 従って､ 核兵器の ｢先
行不使用｣ 論者が期待するほど核軍縮が進まない可能性も残る｡ このよ
うに､ 今日の安全保障環境を顧みるならば､ 核兵器の ｢先行不使用｣ は
時期尚早の感がある｡ 中国を除く核保有国が､ 明示的に宣言するしない
にかかわらず､ 核兵器の ｢先行使用｣ 政策をとっていることからもこの
ことはうかがえよう｡
逆に､ 核兵器の ｢先行不使用｣ を宣言しても生物・化学兵器に対する
抑止効果がなくなるわけではないと言うこともできる｡ 検証できない不
使用宣言に関しては､ 宣言のみで核使用の可能性が完全になくなると判
断することはできないからである｡ かつてない破壊力や殺傷力を持つ核
兵器は､ とりたててその運用形態を明らかにしなくても配備されている
だけで ｢実存的抑止｣ ともいうべき一定の抑止力を生む｡ また攻撃側に
とっても､ 大きな人的被害をもたらす生物・化学兵器攻撃や､ 国家存亡
の危機に陥らせるような通常戦力攻撃を行う場合には､ 不使用宣言が
あっても核報復の危惧を払拭できないはずである｡
こうしてみれば､ 生物兵器や化学兵器の使用の危険が残る今日､ 核兵
器の ｢先行使用｣ あるいは ｢先行不使用｣ の当否を議論することもさる
ことながら､ 核兵器の ｢先行不使用｣ 政策をとることができる安全保障
環境の構築ができるのかという点に焦点を当てるべきであろう｡ そこで
は､ 核不拡散の徹底は当然のこと､ 生物・化学兵器の廃絶を確かなもの
にするとともに､ 対立・競争関係にある国々や地域間における安定的な
通常戦力バランスを維持する手立てを考えることが重要となる｡ このよ
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うな安定的な安全保障環境を構築することが､ 核兵器の ｢先行不使用｣
宣言の有無にかかわらず､ 核軍縮の進展を促すと考えられるのである｡
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米国が2009年３月末に発表した対アフガニスタン・パキスタン新戦略
は､ パキスタン内のテロリスト・ネットワークの解体を目的として明確
に掲げ､ パキスタンにおける ｢シビリアン・コントロールの強化｣ と
｢立憲的政府の安定｣ を支援する政策を明示した｡ 新戦略においてパキ
スタンは､ これまでの対テロ作戦におけるパートナーという位置付けか
ら､ テロの温床となる破綻国家化を食い止めるために管理される対象へ
と変化した｡ パキスタンがイスラム武装組織に ｢聖域｣ を提供している
こと､ 特に部族地域における中央政府の統治が及ばない状況と相まっ
て､ 武装組織摘発に成果を挙げていないことが重大な問題として認識さ
れたのである｡ 最近の議論では､ 軍とイスラム過激主義の同盟が公然と
批判され､ あるいはジハード勢力が国家を乗っ取るシナリオまでが提示
されるようになっている｡
パキスタンにおいては､ いまだイスラムと国家の関係についてのコン
センサスが形成されておらず､ 為政者の側も､ 政権の正統性を強化する
ためにイスラムを都合よく利用してきた｡ また､ インドとの対抗を過大
視する戦略環境認識ゆえに､ アフガニスタン､ さらにはカシミールにお
けるイスラム武装活動に利益を見出してきた｡ 1980年代においてアフガ
ニスタンのジハードを支援したことがパキスタンの部族地域にもたらし
た遺産として､ 現在この地域は新たな武装組織を生み出す拠点となって
いる｡ パキスタンのテロとの闘いが抱える困難性を解きほぐしていく
と､ 国家統合におけるイスラムの役割および､ 軍と政治の関係の在り方
という２つの大きな課題に行きつく｡
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パキスタンにおけるイスラムと政治

パキスタンは､ その憲法前文で ｢イスラムの社会正義の原則に基づい
た民主国家｣ とうたわれ､ また同第２条で ｢イスラムを国教とする｣ と
規定されるが､ イスラム法に則ったイスラム国家ではない｡ パキスタン
は､ ムスリム (イスラム教徒) 国家として建国されながら､ イスラム・
アイデンティティとは何か､ イスラムと国家との関係はいかにあるべき
か､ についてのコンセンサスが存在せず､ それゆえに多様なイスラム解
釈の間で緊張と対抗が続いてきた｡
パキスタンのイスラム勢力は､ マドラサ (神学院) に属する伝統的な
学者であるウラマー集団､ それとは明確に区別されるイスラム政党ジャ
マーアテ・イスラーミー (JI)､ 地域で影響力をもつスーフィー (イス
ラム神秘主義者) の３つに大きく分けられる｡ 第１の伝統的なウラマー
集団の学派別系統を見ると､ スンナ派の中では､ デーオバンド系､ バ
レールヴィー系､ アハレ・ハディース系の３者が有力である｡ デーオバ
ンド､ バレールヴィーは､ いずれもインド北部の地名であり､ マドラサ
の本部が所在する｡ バレールヴィー系が民衆的なスーフィズム (イスラ
ム神秘主義) を擁護し､ 聖者の正統性を主張するのに対して､ デーオバ
ンド系は厳格なイスラム解釈を求めて､ 聖者崇拝を否定する論争を行っ
てきた｡ ムスリムの75％を占めるスンナ派の中でもかつて多数派であっ
たバレールヴィー系に対して今日､ デーオバンド系が､ マドラサ・ネッ
トワークを通した布教によって多数派になりつつあると見られており､
ここに､ パキスタンにおけるイスラムの多元性・寛容性が失われている
要因を指摘する見解もある｡ デーオバンド系の政治組織として､ イスラ
ム・ウラマー協会 (JUI) があり､ 北西辺境州に強い基盤をもってい
る｡ バレールヴィー系の政治組織としては､ パキスタン・ウラマー連合
(JUP) がある｡ 第２の JI は､ ウラマーの系列には属さず､ 近代教育を
受けた層を主たる構成員としており､ 規律を重視した組織力を誇ってい
る｡ 創始者マウドゥーディー (1903〜79年) のイスラム復興思想への信
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念を共有し､ 普遍的なイスラム共同体の実現を目標に掲げている｡
パキスタン政治史におけるこれらイスラム勢力の位置付けを見ておこ
う｡ 建国の父ムハンマド・アリー・ジンナーは､ ムスリムをネーション
ととらえてムスリム国家の分離独立を主張した｡ ジンナーにとっての
｢イスラム｣ は､ インドとの対抗アイデンティティを核としており､ イ
スラム国家を目指すものというよりは､ ムスリム多住地域の統一を支え
るナショナリズムを標榜したにすぎなかった｡ ジンナーと対照的な思想
を展開したのがマウドゥーディーであり､ 彼は領域性をもつナショナリ
ズムは普遍的イスラム共同体形成を阻害するとして､ パキスタン建国に
反対したのである｡ マウドゥーディーの JI は､ イスラムの近代的解釈
を採用したアユーブ・ハーン政権 (1958年10月〜69年３月) と対立関係
にあった｡ ズルフィカール・アリー・ブットー (以下､ Z・A・ブッ
トー) もその政権中 (1971年12月〜77年７月)､ 出身地シンド州の聖者
と協力しつつ折衷的な ｢民衆イスラム｣ を標榜しており､ JI を敵対視
したが､ その後のジアー・ウル・ハク (以下､ ジアー) 政権の下では､
JI は与党的立場で政治的影響力を強めた｡
一方 JUI は､ アユーブ・ハーン軍事政権によって活動を認知され､
アユーブ・ハーンが民主主義移行のために行った政党なしの連邦下院選
挙にも選出された｡ 1970年の連邦下院選挙では､ JUI のムフティ・マフ
ムードがその選挙区で Z・A・ブットーを破り､ また北西辺境州の州議
会選挙では民族大衆党 (NAP) と連合を組んで州首相の座を獲得した｡
1977年の選挙において､ Z・A・ブットー政権に対抗する ｢パキスタン
全国同盟｣ が結成された際､ JUI は､ JI および JUP とともにこれに参
加した｡ イスラム諸勢力は､ 社会主義的政策を標榜して民衆の間にカリ
スマ的人気を博する Z・A・ブットーよりは､ 軍事政権との協力を選択
したのである｡
パキスタン政治にイスラムの厳格な解釈を持ち込んだのは､ 1977年に
陸軍参謀長としてクーデターを起こし政権についたジアーである｡ パキ
スタン軍の情報組織である統合情報局 (ISI) は､ 前述の反ブットー連
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合をつくりあげる工作を行ったとされ､
軍事政権の運営にはイスラム勢力の協力
が不可欠であった｡ ジアーは JI の支持
を得つつ､ イスラム化政策を進めた｡ ジ
アーのイスラム化は政治､ 経済､ 教育､
法制の多方面にわたるものであったが､
JI の影響を受けた法律的・制度的アプ
ローチを特色としている｡ 政党政治を否
定する ｢イスラム民主主義｣ の提唱や宗
教別分離選挙制の導入､ 無利子金融制度
および宗教税の導入､ マドラサにおける
イスラム教育の強化､ イスラム刑法の導
入やシャリーア (イスラム法) 裁判制度の新設などが行われた｡
ジアー政権期の優遇政策によって､ マドラサは急拡大した｡ マドラサ
は政府の財政的支援を受けられるようになり､ またその修了証は条件付
きでアラビア語あるいはイスラム研究の修士号と認定されることになっ
た｡ 教育省の統計によると､ ジアー時代初期の1982年までには151校の
マドラサが新設されたにすぎなかったが､ 1988年までには1,000校以上
が新規開設された｡ 政府がマドラサを優遇することは､ マドラサの政治
化､ 近代化､ 制度化につながった｡ 一例をあげると､ JI はもともとマ
ドラサを基盤とする組織ではなかったが､ アフガニスタンにおけるジ
ハードを遂行するためにマドラサを建設するようになった｡ しかし､ こ
うしたマドラサの建設ブームは､ モスクや土地の所有権争いを生み､ セ
クト対立の要因の一つともなった｡
このように､ ジアーはイスラムを軍政の正当化のためのイデオロギー
として広範に利用した｡ さらに､ 1979年のソ連によるアフガニスタン侵
攻によって､ ジアーは外交・安全保障戦略としても汎イスラム支持の看
板を掲げることが可能となった｡ アフガニスタンにおけるジハードの支
援は､ ジアーにとって戦略的脆弱性を克服する機会に映ったのである｡
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２

パキスタンの戦略環境認識と武装組織支援

( ) パキスタンにとってのアフガニスタンの重要性
パキスタンは､ アフガニスタンにおいて自らに敵対的な政権が成立す
ることには非常に敏感であり､ それを阻止するために､ 過去60年の間に
幾度かの影響力行使を試みてきた｡ 例えば､ 1974年の Z・A・ブットー
政権による反ダーウード勢力の支持､ 1979〜89年の反ソ連ムジャヒ
ディーン勢力支援､ 1994年以降2001年９月に至るタリバン支援である｡
パキスタンがアフガニスタンに関心を有する主たる理由の第１は､ ア
フガニスタンが対インド戦略上有する価値であり､ これはしばしば ｢戦
略的縦深性｣ と表現される｡ 独立以来今日までパキスタンの安全保障認
識は､ 対インド関係を核として形成されてきた｡ 例えば､ パキスタン外
務省の年鑑2008年版は､ 外交の最優先の目的として ｢カシミールを含む
安全保障上､ 戦略上死活的な利益を守ること｣ を掲げている｡ パキスタ
ンはインドとの ｢パワーバランス｣ には非常に敏感であるが､ これは独
立交渉の際に持ち出されたインドとの ｢パリティ｣ (＝主権の平等) の
主張が､ 後に軍事的 ｢パリティ｣ (＝均衡) に読み替えられたことによ
る｡ 戦略的縦深性の概念は､ このパワーバランスと密接に結びついてお
り､ ｢国土が狭隘なパキスタンがインドからの侵攻を受けた場合に戦力
を退避させる空間｣ という意味のほかに､ ｢インドに対するゲリラ戦の
人員・物資補給基地｣ という意味がある｡
第２は､ パシュトゥーン人の統合に関わるものである｡ パキスタン人
口の15％を占めるパシュトゥーン人は､ イギリス植民地時代に引かれた
デュアランド・ラインを挟んでアフガニスタン側にも居住しており､ ア
フガニスタン人口の42％を占めている｡ アフガニスタン政府が､ パキス
タン独立時にデュアランド・ラインの正当性を認めず､ パシュトゥーン
人はパキスタンから独立した国家を形成すべきと主張したため､ 1961年
から２年間両国は断交状態に至るなど､ 両国間の係争は絶えなかった｡
1960年にはアフガニスタンが､ パキスタン側のディール藩王国の内紛に
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介入したため､ 隣接する連邦直轄部族地域 (FATA) バジャウルにお
いて両国が武力衝突に至っている｡ パキスタンは､ パシュトゥーンの有
力指導者ガッファル・カーンに率いられた自治権拡大運動が､ アフガニ
スタンやインドからの支援を得て､ 分離運動へと発展することを非常に
警戒してきた｡
1979年のソ連のアフガニスタン侵攻は､ パキスタンにとって､ インド
に対する戦略的縦深性およびパシュトゥーン人の統合を同時に解決する
機会を提供するかに見えた｡ まず対インド関係では､ 西側諸国から軍事
経済援助および核開発の黙認を得ることによって､ 対インド軍事バラン
スを有利に維持することが可能となった｡ 次にソ連およびその支援を受
けたアフガニスタン共産党政権という敵の出現によって､ パキスタンと
アフガニスタンとの関係は､ パシュトゥーンをめぐる対立関係からムス
リム同胞としての援助・被援助関係に転化した｡ パキスタンにとって
は､ アフガニスタンが拡張的なパシュトゥーン民族主義を主張すること
は好ましくなかったため､ ムジャヒディーン勢力の中でもパシュトゥー
ン民族主義ではなくイスラム原理主義的性格を有するヘクマティヤール
派を重点的に支援した｡
1988年４月にアフガニスタン和平に関するジュネーブ合意が成立する
と､ アフガニスタン政策におけるパキスタンの裁量は狭められた｡ 合意
文書の一つである ｢相互の関係の諸原則､ 特に不干渉に関するアフガニ
スタンとパキスタンの二国間協定｣ の要点は､ 両国が相手国の反政府活
動を支援しないとの規定にあり､ 米国とソ連がその保証国となってい
る｡ パキスタンにとって､ アフガニスタンの親ソ政権とこうした合意を
締結することは､ それが ｢直ちにアフガニスタン政府の正当性を承認す
ることを意味しない｣ という米国による留保が明記されているとはい
え､ ８年以上に及ぶムジャヒディーン支援の成果としては不満の残るも
のであった｡ ジュネーブ合意は､ 軍の反対を押し切ってジュネージョ首
相が進めたものであったが､ ４カ月後に軍のトップであるジアー大統領
とアフタル統合参謀会議議長が同時に事故死したこともあり､ パキスタ
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ンが国際合意から公式に離脱することはなかった｡
アフガニスタン戦争の終焉とともに､ 軍事政権にも終止符が打たれ､
1988年11月の総選挙によってベナジール・ブットー政権が誕生する｡ し
かし､ 民政移管後も軍はアフガニスタン政策への影響力を維持しようと
していた｡ ジアーの後任の陸軍参謀長となったアスラム・ベーグ大将が
大統領に勧告した５つの優先政策の中には､ ｢イスラムの尊重｣ ｢ジアー
政権の政策の継続｣ ｢法と正義の支配｣ ｢民主主義の回復｣ と並んで ｢現
在のアフガニスタン政策の支持｣ が含まれていた｡ そしてベーグ陸軍参
謀長は､ ベナジール・ブットーが就任する直前に､ イスハーク・カーン
大統領 (パシュトゥーン人) の５年間留任に加えて､ ヤークーブ・カー
ン中将を外相に留任させる約束を取り付け､ アフガニスタン政策の継続
性を確保した｡
他方で､ アフガニスタンへの関与が軍の暴走であったとは必ずしもい
えない｡ パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派 (PML−N) のナワー
ズ・シャリーフ政権 (1990年10月〜93年４月､ 1997年２月〜99年10月)
も1992年から翌年にかけてアフガニスタンにおける暫定政権合意を取り
まとめようとしていたし､ 派閥対立を続けるムジャヒディーン勢力に見
切りをつけて1994年頃からタリバン結成を支援したのは､ パキスタン人
民党 (PPP) のベナジール・ブットー政権であった｡ タリバン政権のパ
トロンとして中央アジア地域に影響力を確保し､ インドに対抗するとい
うパキスタンの構想は､ 軍､ 文民政権､ イスラム勢力の利害一致の上に
成立していた｡ 文民政権は､ 1996年９月にカーブルを実効支配したタリ
バンに対する国際社会の認知､ および中央アジア経済圏への米国投資の
誘致に成功すれば､ パキスタンの安全保障と国民経済の向上につながる
と考えていた｡
しかし､ 1998年８月のアフリカにおける米国大使館爆破事件は､ ウサ
マ・ビン・ラーディンをかくまうタリバンの国際的イメージを悪化させ
た｡ この頃からパキスタンは､ 対米協調とタリバン関与との間のジレン
マを抱えることになった｡ シャリーフ首相は､ 1999年10月､ タリバンに
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対してパキスタン国内の訓練キャンプ撤去を要請し､ タリバン関与路線
の転換を明確にしたが､ この決定は陸軍参謀長パルヴェーズ・ムシャラ
フによる軍事クーデターの直接の引き金となり､ ムシャラフが政権を
握った｡ 軍はタリバン関与に強い利益を持っており､ シャリーフ政権が
米国の圧力に屈することを容認できなかったのである｡
() アフガニスタンとカシミールにおける２つのジハード
アフガニスタンとカシミールにおけるムジャヒディーン支援が連動し
てきたことは､ 今日広く認められている｡ ソ連がアフガニスタンから撤
退する1989年頃から､ インドのジャンムー・カシミール州における武装
活動が活発化している｡ インド内務省の統計によれば､ ジャンムー・カ
シミール州におけるテロ活動の件数と死者は､ 1988年には390件､ 死者
31人だったのに対して､ 1989年には2,154件､ 死者92人と急増し､ その
後90年代前半は4,000件から5,000件台で推移している｡ インド側にも
ジャンムー・カシミール統治の失敗とその結果としてのムスリムの分離
主義過激化という要因はあるが､ パキスタン側から武装勢力への支援が
行われたことも否定できない｡ ただしパキスタン政府は､ 自決を求める
解放闘争に対する道義的な支援であると主張してきた｡ 1990年代には､
パキスタンがインド治安機関によるカシミール住民への ｢人権侵害｣ を
非難し､ インドがパキスタン ISI による ｢越境テロ支援｣ を非難する構
図が､ 国連において繰り返された｡ 米国は､ 両国間の問題には中立的態
度を維持したが､ 1999年のインド・パキスタン間のカルギル危機以降
は､ パキスタンに対してより厳しい態度を示すようになった｡
アフガニスタンとカシミールの武装活動の担い手の系列からも､ 両者
の連動を指摘することが可能である｡ 1980年代末までカシミールの分離
を主張する組織は､ 1977年設立のジャンムー・カシミール解放戦線
(JKLF) に限られていた｡ JKLF は､ イギリスに在住するカシミール出
身者あるいはパキスタン側カシミール人を主体としており､ カシミール
独立を主張するイスラム色の薄い組織であった｡ ところが1989年､ カシ
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ミールで初のジハード組織として､ JI がヒズブル・ムジャヒディーン
(HM) を設立する｡ この組織は､ カシミールのパキスタンへの統合を
主張して JKLF と対抗した｡ ISI が JKLF を弱体化させるために HM 設
立を支援したという見方もある｡
1990年代に入ってからも､ パキスタンがアフガニスタンのヘクマティ
ヤール派を支援している間は､ カシミールにおいても JI 系の組織が対
インド・ジハード活動を独占的に行っていた｡ しかしタリバンの台頭と
ともにアフガニスタン､ カシミール双方において､ 武装活動支援の中心
的担い手は､ JI からデーオバンド系の JUI へと移行する｡ デーオバン
ド系は､ 北西辺境州のマドラサへのアラブ諸国からの資金援助を得て台
頭してきた｡ そしてデーオバンド系マドラサは､ アルカーイダとタリバ
ンの結節点として機能する｡ 例えばカラチのビノリに所在するマドラサ
の導師ムフティ・ニザムッディーン・シャムザイは､ タリバン指導者ウ
マルの精神的助言者として知られており､ 2001年10月にパキスタン政府
がウマルの説得のために派遣した ISI 長官に同行している｡ シャムザイ
はまた､ ９・11テロ以前にビン・ラーディンの息子の結婚式にも参列し
ている｡ デーオバンド系は､ カシミールにおけるジハード組織として､
1994年ハルカトゥル・アンサルを設立する｡ ハルカトゥル・アンサル
は､ 1997年に米国でテロ組織の指定を受けると､ ハルカトゥル・ムジャ
ヒディーンと改称する｡ さらに､ この組織のメンバーであり､ かつシャ
ムザイの教え子でもあるモウラナ・マスード・アズハルは､ 1999年12月
のインド航空機ハイジャック事件の際に､ 人質と交換にインドの収容所
から解放され､ 直後にジャイシェ・ムハンマドを創設した｡ ISI は､ ア
ズハルの組織設立を承認していたと見られる｡
JIやデーオバンド系以外でカシミール・ジハード組織として有力なの
は､ アハレ・ハディース系のラシュカレ・タイバ (LeT) である｡ この
組織の創立者はラホール工科大学で講師の経験のあるハフィズ・モハン
マド・サイードである｡ LeT も ISI から手厚い支援を受けていたと見ら
れる｡
44

第２章

パキスタンのテロとの闘い

ソ連のアフガニスタン撤退以降も､ ISI がこのように武装勢力を保護
育成したのは､ カシミールのムスリム解放を目的とする ｢ジハード｣ の
論理が､ 正規の戦争では勝利が不可能なインドに対して､ 長期的に低強
度紛争を継続するという軍の方針と一致するものだったからである｡ そ
してそのジハードを末端で呼びかけるイスラム勢力は､ 引き続き軍の重
要なパートナーたり得たのである｡
() ９・11テロ以後の武装組織との関係見直し
パキスタンは2001年12月､ 国連安全保障理事会テロリズム対策委員会
に提出した報告書の中で､ 非合法組織の取り締まり､ 武器の保有・携
行・使用の規制､ テロリズム特別裁判所の活動の拡充､ 国境警備の強
化､ テロリズム関連資金の凍結およびマネーロンダリングの抑止､ マド
ラサの改革といった項目のテロ対策を約束している｡ しかし､ ムシャラ
フ軍事政権による武装組織との関係見直しは､ 米国や国際治安支援部隊
(ISAF) からは極めて不十分なものとしてとらえられた｡ その要因は､
軍事政権の意図と能力の双方にある｡ パキスタン政府は､ 第１に､ アフ
ガニスタン・タリバンを自らの脅威とは認識せず､ その壊滅までは望ま
なかった｡ 第２にアルカーイダ系の外国人武装活動､ およびセクト間対
立は取り締まりの対象としたが､ 軍事政権の利益と抵触しない武装組
織､ 特にカシミール・ジハードを目的とする組織に対しては､ ９・11テ
ロ以降も支持ないし黙認していたと見られる｡ テロ対処能力の欠如とい
う面では､ パキスタン軍が対インド戦争を念頭においた装備・編成を
とっていること､ ISI に対する統制が必ずしもムシャラフに集中してい
なかったことが指摘できる｡
タリバンとの決別に軍事政権が消極的であったことは､ ９・11テロ直
後の以下の動きから明らかであろう｡ まず､ ムシャラフ大統領はタリバ
ン支援継続の選択肢を探る目的で中国とサウジアラビア訪問を計画して
いた｡ また９月19日に国民向け演説で対米協力の決定を説明するのと並
行して､ 水面下で ISI 長官をカンダハールに派遣し､ タリバンに対して
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ビン・ラーディン引渡しの説得工作を試みていた｡ 米国の空爆が始まる
と､ JI､ JUI 等のイスラム政党と関連武装組織による抗議行動が各地で
展開された｡ これに対しムシャラフ政権は､ イスラム原理主義過激派組
織が戦闘員をリクルートすることを禁止し､ イスラム指導者の行動に規
制を加えたものの､ 例えばパシュトゥーン部族地域のイスラム指導者
スーフィー・モハンマドがジハードのために支持者を動員して越境する
ことを武力で止めることはしなかった｡
対照的にアルカーイダに対しては､ 早い段階から米国連邦捜査局
(FBI) との捜査協力を行い､ 幹部の逮捕で成果をあげている｡ FBI と
の協力による最初の成果は､ 2002年４月､ ファイサラバードにおけるア
ブー・ズバイダ容疑者の逮捕である｡ 次いで同年７月には､ カラチにお
いて武装組織ラシュカレ・ジャングヴィの事務所への家宅捜索が行わ
れ､ ８人のアルカーイダ容疑者が逮捕された｡ ９月には､ ９・11テロで
主要な役割を果たしたとされ､ ドイツ政府が逮捕状を発行していたラム
ジ・ビン・アルシャイバほか９人のアルカーイダ容疑者を逮捕した｡ パ
キスタン内務省は､ カラチ警察による作戦と発表しているが､ FBI が主
導したとみられている｡ FBI は､ パキスタン国内の空港の使用､ 銀行口
座取引内容の閲覧など活動の自由を認められ､ これが効率的な捜査につ
ながったと言われている｡ 2003年３月には､ ラーワルピンディの JI 指
導者の自宅において､ ハーリド・シェイク・ムハンマドほか２人が逮捕
された｡ ハーリドは､ 1996年のフィリピンにおける米航空機爆破未遂事
件､ 2000年の米駆逐艦コール爆破事件にも関与したとされ､ ９・11テロ
計画の主犯格と見られていた｡ 米国政府は､ この逮捕を歓迎するととも
に､ パキスタンの協力を賞賛している｡
2005年７月７日､ ロンドンで発生した同時多発爆破事件は､ パキスタ
ン社会がテロ・ネットワークのハブの一つとなっていることを国際社会
に印象付ける契機となった｡ 容疑者中２人がパキスタンのマドラサでの
滞在経験があったことから､ テロ対策の一つとしてマドラサの管理につ
いても国際社会から強く要請されるようになった｡ ムシャラフ大統領
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は､ 同月21日､ 国民に向けた演説で､ モスクにおける煽動的説教の禁止
やマドラサの登録の義務化などを発表した｡ 2006年８月にロンドンで摘
発された､ 複数の米国・カナダ行き旅客機のテロ未遂事件においては､
パキスタンが７人を逮捕したことによって､ テロが未然に防止された｡
パキスタン外務省の声明によると､ そのうちのパキスタン系英国人ラ
シード・ラウフはアルカーイダに関与している｡ パキスタン外務省は､
｢パキスタンの協力により､ 多くの命が救われた｣ と自賛し､ 英国首相
からも感謝が示された｡
アルカーイダ関係者に対する国際テロ捜査の一方で､ パキスタン国内
の武装組織の取り締まりは徹底されておらず､ 特にカシミールでジハー
ドを行うグループには寛容だった｡ ムシャラフ政権は９・11テロ後､ す
でに禁止されていた２つのデーオバンド系の武装組織に加え､ ６つの組
織を禁止した｡ しかし､ これらの組織の活動を阻止するための実効的な
措置はとられなかった｡ 例えば､ パキスタン国営銀行が口座を凍結した
時点では､ すでに対象となった組織の口座残高はほとんど残っていな
かった｡ また､ 政府によって活動が禁止された武装組織は､ 組織名を変
えて､ 社会福祉団体として活動している例もある｡ 例えばカシミールで
武装活動を行う LeT は､ ジャマーアト・アル・ダアワと改称し､ 2005
年10月にパキスタン北部で発生した大規模地震､ 2008年10月にバローチ
スタン州で発生した地震の救援復興活動に関与し､ 援助資金の流れを有
利に操作していた｡ LeT は､ 2008年11月にインドのムンバイで起きた
テロ事件への関与も疑われている｡

３

部族地域におけるイスラム化とテロ

( ) 部族地域の統治制度
パキスタンとアフガニスタンの国境の部族地域 (FATA および PATA：
後述) は､ 今日､ タリバンとアルカーイダの ｢聖域｣ となっている｡
2004年頃に同地域で始まった武装組織の活動は､ 2007年までには北西辺
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境州の部族地域にも拡大した｡ パキスタンは､ 当初は米国や ISAF から
の要求に対応するために､ 後には部族地域出身者が各地でテロ活動に従
事するのを阻止するために､ FATA や北西辺境州のスワートにおいて､
軍事作戦を開始した｡ なぜ部族地域において､ 政府に抵抗する組織が武
装化してネットワークを広げ､ アルカーイダやタリバンと連携するの
か｡ 以下では､ まずパキスタンにおける部族地域の位置付けを確認し､
2001年以降の部族地域におけるタリバン化といわれる現象を見ていく｡
パキスタンの部族地域とは､ パシュトゥーン諸部族とバローチ諸部族
の居住地域である｡ パキスタン憲法第246条は､ 州直轄部族地域 (PATA)
と連邦直轄部族地域 (FATA) を規定している｡ FATA として指定さ
れているのは､ イギリス統治時代から存在した７つの管区 (エージェン
シー) と､ 隣接する北西辺境州の県が日常行政を管轄する６つの辺境地
域からなる地域である｡ FATA はパシュトゥーン諸部族の居住地域と
重なる｡ 他方､ PATA として指定されているのは､ バローチスタン州
内の諸部族の居住地域､ および1969年に北西辺境州に正式に編入された
４つの旧藩王国領 (チトラール､ ディール､ スワート､ アンブ) であ
る｡ 憲法は､ 連邦議会および州議会の立法権限がそれぞれ FATA と
PATA には自動的に及ばないことを規定している (憲法第247条)｡
パキスタンの国家建設にあたっては､ 連邦と州との権限の配分や､ 州
の編成､ とりわけ東西２州制導入の是非といった問題に大きなエネル
ギーが割かれたため､ イギリス統治時代の部族地域および藩王国の統合
問題には手が付けられず､ 独立時の在地勢力・制度を維持する統治方式
がとられた｡
FATA の場合､ 連邦あるいは州が任命した ｢官吏｣ (ポリティカル・
エージェント) が､ 行政､ 司法､ 徴税を一元的につかさどるという､ イ
ギリス統治時代の方式が踏襲された｡ 官吏は日常の行政にあたって部族
長の協力を得るためにいわゆる ｢マリク｣ (君主の称号) 制度を活用し
てきた｡ 部族の長老にマリクの地位を承認して､ 法と秩序の維持を中心
に政府側への協力を要請し､ 見返りとして補助金を付与するのである｡
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また､ パシュトゥーン部族社会の ｢ジルガ｣ (会議) を裁判制度の代替
として活用してきた｡ FATA は､ 連邦議会の下院に12議席､ 上院に８
議席の割り当てを持っている (憲法第51条､ 第59条)｡ しかし､ 1996年
に普通選挙が導入される以前は､ マリクが連邦下院議員を選出してい
た｡ すなわち選挙は官吏主導のマリク翼賛システムだったのである｡ 普
通選挙が導入された後も､ 政党法その他選挙関連諸法によって政党活動
の禁止は維持されている｡
FATA における武装組織の勢力浸透の原因を､ 伝統的な部族社会の
崩壊に求める見解がある｡ パキスタン政府の中央集権的志向に加え､ ア
フガニスタン戦争を契機とした部族外の人間 (難民､ ジハード勢力) の
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流入によって､ マリク制が崩壊し､ イスラム勢力がその間隙をぬって進
出してきたという解釈である｡ これに対して､ マリク制は部族社会の伝
統ではなく､ むしろ中央集権の手段となってきたという解釈もある｡ こ
の解釈によれば､ 部族社会の伝統の衣を着た非民主主義的制度にこそ問
題がある｡ FATA の今後の統治の在り方として､ 前者はマリク制やジ
ルガといった部族社会の伝統的制度の復興､ 後者はパキスタン憲法の規
定する地方制度への部族社会の緩やかな統合を提言する｡ 最近ではこう
した論争を超えて､ いずれにせよ過去60年間にわたるパシュトゥーン部
族地域に対する政治的権利の否定や社会経済開発の遅れを救済すること
が急務であるという共通理解が成立している｡
FATA がイギリスの統治制度を踏襲したのに対して､ PATA は､
1972年憲法 (第260条) で制定された制度である｡ 北西辺境州の PATA
についてみると､ 憲法制定時に保障されていた藩王国の ｢特別の地位｣
を次第に縮小して州に統合した経緯から､ FATA とは異なり州議会に
も代表権を持ち､ 政党活動も認められている｡
() 北西辺境州の地方政治とパシュトゥーン・ナショナリズム
FATA の制度が温存されてきた理由の一つとして､ パキスタン政府
がパシュトゥーン・ナショナリズムを分断するために､ アフガニスタン
のパシュトゥーン人と北西辺境州のパシュトゥーン人との間に緩衝地帯
を必要としていたことが挙げられる｡
パシュトゥーン・ナショナリズムの起源は､ 独立期に ｢辺境のガン
ディー｣ と呼ばれた指導者アブドゥル・ガッファル・カーンにさかのぼ
る｡ ガッファル・カーンは､ ガンディーの反英闘争に参加するなどイン
ド国民会議派との連携を強め､ 1937年および1947年の州議会選挙におい
ては全インド・ムスリム連盟を抑えて､ 州政権を担当した｡ インド・パ
キスタン分離独立にあたって､ 北西辺境州のインドまたはパキスタンへ
の帰属を問う住民投票が実施されたが､ ガッファル・カーンは､ 第３の
選択肢､ すなわちパシュトゥーン独立国家を要求して投票ボイコットを
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呼びかけた｡ このような経緯から独立後のパキスタン政府は､ ガッファ
ル・カーンの政治活動を禁止し､ 拘束や国外追放を繰り返した｡ この
間､ 彼の子息アブドゥル・ワリ・カーンは東パキスタンを基盤とする社
会主義政党である NAP に参加し､ 1967年革命路線のバシャニ派から分
かれて､ NAP ワリ・カーン派を形成した｡ こうして､ 1958年以降２代
連続した軍人政権の末期に､ NAP は政党としての地歩を固めつつあっ
た｡
1970年の総選挙において Z・A・ブットーの PPP は､ 連邦議会下院
の西パキスタン全138議席中81議席を獲得して圧勝しているが､ 北西辺
境州選挙区 (全25議席) では１議席しか獲得していない｡ ほぼ同時に行
われた州議会選挙でも､ 同州40議席中３議席にとどまった｡ ブットー
は､ 全国政党であるムスリム連盟系の政党を牽制するために､ 地域政党
である NAP と JUI の連立州政権成立を後押しした｡ これは､ 州議会で
第１党となった NAP の党首ワリ・カーンや､ JUI のムフティ・マフ
ムードを取り込むことによって､ パシュトゥーン人指導者の協力体制構
築を狙ったものと考えられる｡ しかしブットー政権は､ 北西辺境州に隣
接するバローチスタン州の NAP 州政権を1973年に解任したのを皮切り
に､ バローチスタン州､ 北西辺境州における反対派への弾圧を強め､
1975年には NAP に対して活動禁止を命じる｡ これ以降 NAP 指導者た
ちは､ イスラム政党 JI､ JUI とともにブットー政権に反対する野党連合
に参加し､ 積極的な役割を果たすことになる｡
ジアーの軍政に関しては､ 旧 NAP 指導者間で態度が分かれていた
が､ ジアーの死後､ PPP の主導する民主主義回復運動 (MRD) に接近
しつつ､ 1986年に大衆民族党 (ANP) として党を再建する｡ 1988年か
ら1999年のクーデターまでの民政期において､ ANP は州における連立
与党の立場を維持すべく連立政党の組み換えを行った｡ すなわち､ 1988
年の総選挙後ベナジール・ブットーの PPP と同盟したものの､ その後
３回の総選挙においては､ 北西辺境州選挙区でより優勢なナワーズ・
シャリーフの PML−N と同盟している｡
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2002年にムシャラフ政権が民政移管のために実施した総選挙におい
て､ イスラム勢力が大躍進を遂げたが､ 特に北西辺境州での伸張が著し
い｡ パキスタンでは､ イスラム政党の獲得議席が１割を超えたことはな
く､ おおむね１桁台で推移してきた｡ そうした中で､ JI､ JUI を含む６
つのイスラム政党の連合体である統一行動評議会 (MMA) が､ 連邦下
院342議席中59議席を獲得して､ ムシャラフのパキスタン・ムスリム連
盟カーイデ・アーザム派 (PML−Q) に次いで第２党となった｡ MMA
の獲得議席のほぼ半数にあたる29議席が北西辺境州選挙区からである｡
また同時に行われた州議会選挙でも124議席中65議席を獲得した｡
MMA の躍進の理由としては､ 異なる宗派組織が選挙協力を目的として
一つにまとまったこと､ 米軍の空爆によって刺激された住民の反米感情
を票に結び付けたことに加え､ ムシャラフ政権が民主化を要求する PPP
や PML-N の復帰を阻止するために一部の選挙区において MMA に有利
な操作を行ったことが挙げられる｡
MMA が北西辺境州や隣接する FATA で政治権力を獲得したこと
は､ 部族長や地方有力者に代わって､ ウラマーやマドラサの教師などイ
スラム勢力が支持を集めたことを象徴している｡ これはまた､ この地域
の青年たちが部族長の統制や部族の慣習から離れて､ タリバン運動に親
近感を抱く動きと呼応している｡ しかし2008年の総選挙で､ MMA は連
邦下院北西辺境州選挙区でわずか４議席､ 北西辺境州議会でも10議席と
大幅に後退した｡ 代わって ANP がそれぞれ10議席､ 38議席を獲得し､
州政権に就いた｡ 今後もこの地域のあるべき社会秩序をめぐって､ パ
シュトゥーンの部族慣習法に価値を置く ANP と､ イスラム法を浸透さ
せようとするイスラム主義者との間で対立と競争が展開されよう｡
() ワジリスタンにおける不完全な軍事作戦
FATA のワジリスタンはその地理的条件上､ アフガニスタンから避
難した武装勢力の聖域に最もなりやすい｡ 2004年３月､ パキスタン軍
は､ 米国の圧力により初の軍事作戦を実行したが､ 甚大な民間被害を出
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した｡ ４月24日､ シャカイ渓谷のマドラサにおいて､ 南ワジリスタン・
ムジャヒディーン・シューラ (親タリバン組織) と､ ペシャーワル軍団
司令とを当事者とする合意が成立した｡ 合意を仲介したのは､ JUI であ
る｡ しかし合意に定められた外国人テロリストの登録が進まないため､
パキスタン当局による経済制裁､ さらにはパキスタン軍による空爆が行
われた｡
その後､ ワジリスタンで始まった武装勢力の活動は､ 他の部族区域に
も拡大した｡ それを受けて､ 2005年２月には､ JUI 国会議員の仲介によ
り､ ２度目の合意が成立した｡ しかし､ 武装勢力指導者のメフスード兄
弟は､ 地下活動でネットワークを復活させた｡ やがて武装勢力活動は北
ワジリスタンへも拡大し､ 2006年､ ムジャヒディーン・シューラが２つ
の郡で事実上の行政権を獲得した｡ 彼らは､ 政府に協力的なマリクやウ
ラマーまで殺害した｡
アフガニスタンへの越境攻撃の停止を求める国際的圧力を受けてム
シャラフ大統領は､ 2006年５月､ パシュトゥーン人のオーラクザイ退役
中将を北西辺境州知事に任命して､ 武装勢力との合意に当たらせた｡
ファズルル・ラフマーン JUI (ファズルル・ラフマーン派) 党首の仲介
により､ 2006年６月25日､ 北ワジリスタンのムジャヒディーン・シュー
ラとの間で､ １カ月の停戦合意が成立した｡ ３カ月の交渉の末､ ９月５
日には和平合意が成立した｡ 政府側は､ 武装勢力の釈放と損害補償､ 検
問の廃止を約する一方､ 武装勢力側は､ 外国人に対する北ワジリスタン
からの退去要請､ 法執行機関の要員・政府財産・敵対者への攻撃をしな
いこと､ 行政組織をつくらないこと､ そして､ 越境攻撃をしないことを
約束した｡
ワジリスタンの合意は､ 欧米研究者やメディアからは武装勢力に対す
る ｢宥和｣ であるととらえられている｡ 政府側が武装勢力の釈放や損害
補償を受け入れることは､ 武装勢力の兵力回復に寄与する一方､ 武装勢
力側は将来の行為に関して保証のない約束をしているのみだからであ
る｡ 結果的にタリバンは､ パキスタン軍との和平期間を利用してアフガ
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ニスタンへの越境攻撃が可能になったといえる｡
() スワート軍事作戦の成功
北西辺境州 PATA のスワートでも2009年に政府と武装勢力側との間
で和平合意が成立しているが､ 合意内容に広範なイスラム法の施行が含
まれていたため､ パキスタン国内でもその影響に関して大きな議論を呼
んだ｡ スワートにイスラム勢力の影響が及んだのは､ ソ連のアフガニス
タン撤退の時期にさかのぼる｡ 1989年ディール県でスーフィー・モハン
マドが設立した ｢ムハンマドのシャリーア履行運動｣ (TNSM) は､ ま
もなくスワートにも活動を拡大した｡ TNSM は､ 住民の不満の対象と
なっている現行の司法制度に替えて､ イスラム法を施行することを要求
した｡ 当初は平和的運動であったが､ 1994年に政府がデモ活動に対して
発砲したのを契機に､ 政府役人の殺害を含む暴力的活動へと転換した｡
2001年11月､ スーフィー・モハンマドは､ アフガニスタンのタリバン
を支持するために､ １万人を超えると言われる支持者を集めて国境を越
えた｡ 多くの犠牲者を出した後､ パキスタンに帰国した彼は､ 逮捕され
収監される｡ この間､ 彼の義理の息子であるモウラナ・ファズルッラー
が TNSM の活動を引き継ぐが､ 後に分派を形成してパキスタン・タリ
バン運動 (タヘリーケ・タリバン・パキスタン＝TTP) の活動に合流
する｡ パキスタン・タリバン運動と軍との間にどの程度のつながりが
あったのかは不明である｡ ある論者は､ 北西辺境州の州政権を握る
MMA を牽制するためにムシャラフ政権が､ ファズルッラーに支援を与
えたと見る｡ MMA がイスラムの守護者として住民に信任され､ 影響力
を拡大しないように､ 軍が州の法秩序を不安定化させつつ新興のパキス
タン・タリバン運動と MMA の分断をはかったとの見方である｡ また､
2008年の総選挙で北西辺境州の州政権についた ANP が､ タリバンとの
合意にどのような役割を果たしたのかも不明である｡ ANP は､ 軍の意
向に ｢しぶしぶ同意した｣ という見方もある一方､ 対話を掲げる ANP
が和平を積極的に推進したという見方もある｡
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2009年２月に成立したスワート和平合意は､ 以下の項目を含む｡ ①ス
ワートとマラカンド全域におけるシャリーアの施行､ ②軍の漸次的撤
退､ ③政府とタリバン間の捕虜の交換､ ④タリバンは政府の令状を認
め､ 警察に協力する､ ⑤タリバンは床屋､ 音楽店への攻撃を行わない､
⑥タリバンは公に武器を携行しない､ ⑦タリバンは重火器を政府に返還
する､ ⑧タリバンは訓練キャンプを運営しない､ ⑨タリバンは自爆攻撃
を行わない､ ⑩民兵組織の禁止､ ⑪タリバンは小児に対するポリオなど
の予防接種に協力する､ ⑫ファズルッラーのマドラサはイスラム大学に
改編する､ ⑬FM 放送にはライセンス取得を要請する､ ⑭タリバンは女
性が安心して働くことを認める｡ 合意の付帯条件としてタリバンが求め
ていたシャリーア法廷施行規則は､ 同年４月17日に連邦下院において､
欠席した統一民族運動を除く全員一致で承認された｡ シャリーア法廷の
要求が出てくる背景には､ 部族地域において､ 公正かつ迅速な裁判を求
める住民の意識がある｡ 住民間の日常的トラブルを解決する公的制度が
不整備であることは事実である｡ しかしシャリーア法廷の設置は､ 憲法
に定める裁判制度と並立して､ それとは異なる制度が一部地域のみにお
いて構築されることになるほか､ 当該地域住民の上訴の権利が奪われる
ことなどから､ 民主主義の後退として懸念する意見が出されている｡ こ
こには､ 部族地域あるいは北西辺境州のパシュトゥーン人に限定されな
い､ イスラムと民主主義の関係についての未解決の問題があらわれてい
る｡
2009年５月４日､ タリバン側がスワート合意を破棄したことによっ
て､ 政府側はイスラムと民主主義の問題に悩む必要がなくなった｡ 政府
は住民への退避勧告を事前に行い､ 軍事作戦を実施した｡ スワート合意
は､ 結果的に軍事作戦の責任をタリバンに負わせるという点において
は､ 効果があったと評価できる｡
以上に見てきたように､ パキスタン政府と軍は､ それぞれの目標追求
のために､ イスラム勢力を利用してきた｡ 軍は､ インドとアフガニスタ
ンの二正面で､ イスラム武装勢力によるジハードを支援して､ 有利な軍
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事的状況を形成しようとした｡ 文民政府も諸外国 (特に米国) からの圧
力を受けない限りは､ 軍の目的追求を承認してきた｡ また Z・A・ブッ
トー政権を含む文民政府は､ パシュトゥーン・ナショナリズムに対して
厳格な対応をとってきた｡ パシュトゥーンの地である北西辺境州､ とり
わけ部族地域は民主主義的手段で政治要求を行う手段を奪われてきたた
めに､ イスラム政党 (特に JUI) が活動を広げる余地があった｡ アフガ
ニスタンにおけるジハードの下で､ マドラサが軍事政権の公認の下で､
イスラム勢力の権力の拠点となっていった｡
イスラム勢力は一枚岩ではない｡ 例えば JI と JUI は､ それぞれ系列
の武装組織がアフガニスタンでもカシミールでも対抗関係にある｡ 軍
は､ こうしたイスラム勢力間の相違や対抗関係を利用して､ 軍組織の戦
略的目的や利益のために､ 特定の勢力を支援しつつ､ 諸勢力間の力のバ
ランスを維持してきた｡ しかし部族地域で最近台頭してきたパキスタ
ン・タリバンには､ JI や JUI などの既存のイスラム政党の統制が行き
渡っていない｡ 彼らの中にはアルカーイダをかくまったり物資を供給す
ることによる金銭的利益を目的とするグループもあり､ 緩やかなネット
ワークを形成している｡

４

パキスタン人民党 (PPP) 政権の ｢テロと
の闘い｣

2008年２月の総選挙において､ 暗殺されたベナジール・ブットーへの
同情票をも集めた PPP が大勝し､ ブットーの夫アーシフ・アリー・ザ
ルダリが大統領となった｡ PPP 政権のテロとの闘いは､ ムシャラフ政
権のそれと比較すると､ イスラム武装組織に対して厳しい対応をとって
いる｡ 第３節で触れたスワートの軍事作戦に続き､ 2009年10月には南ワ
ジリスタンにおける本格的な軍事作戦に着手している｡ これを可能とし
ているのは､ PPP が北西辺境州を地盤とする世俗的民族主義政党であ
る ANP とイスラム勢力である JUI (ファズルル・ラフマーン派) をと
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もに連立政権に取り込み､ 部族
地域の反発を抑えるための協議
を行っていることに加え､ 軍内
の反対意見に対して強いリー
ダーシップで説得を行っている
ことが挙げられる｡
ムシャラフ政権の末期には､
米国の政策コミュニティにおい
て､ パキスタン軍の対テロ政策
へのコミットメントに対する疑問が提起され､ 軍中心から市民社会強化
を志向する援助政策への転換が模索されてきた｡ こうした流れに後押し
されて､ PPP 政権は､ 軍の政治権力を抑制しつつテロとの闘いを進め
ようとしている｡ PPP は2008年の総選挙のマニフェストの中で､ ｢独裁
政権は､ 過激派をリクルートし､ 訓練し､ 武器と資金を与える一方､ 穏
健な民主主義的・多元的勢力を周辺化してきた｣ と述べ､ テロを醸成し
た責任を過去の軍事政権に求めている｡ ザルダリ大統領は､
ンポスト

ワシント

への投稿記事の中で過去にパキスタンが ｢短期的戦術のため

に武装勢力を組織し利用した｣ と明白に告白している｡
しかし軍のコントロールの試みは､ 必ずしも成功していない｡ 特に､
ISI に対する政府の監督強化に対して軍は抵抗を示している｡ 2008年７月､
政府は ISI を内務省の管轄下に置くと発表したが､ 翌日にはこれを取り
消さざるを得なくなった｡ ISI は引き続き首相の直轄下に置かれるが､
過去の経緯からこれは事実上軍の機関として機能することを意味する｡
政府の発表に対して､ 軍の広報官は ｢軍は本件で十分協議を受けていな
い｣ こと､ ｢ISI は巨大な組織であり､ 内務省が財政・オペレーション
を監督するのは不可能｣ であること､ ｢インドや英国でも情報機関は行
政の長に直属する｣ ことを挙げ､ 政府が ｢現実｣ を直視して決定を撤回
したことを歓迎した｡ ハミド・グル元 ISI 長官からは､ 政府の決定は
｢超大国を満足させるため｣ のものに過ぎないという批判があがり､ 別
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の元 ISI 長官からも ISI の自立性を強めるべきだとの意見が寄せられ
た｡
軍と文民政権の権力バランスが不安定な中では､ 米国をはじめとする
援助国と歩調を合わせて､ 国内社会を改革してテロに対する強靱性を構
築しようとする PPP 政権のアプローチに今後とも不安材料が伴う｡ PPP
政権と軍との間の微妙な関係は､ 米国で2009年10月15日にオバマ大統領
が署名したパキスタンに対する新援助法である ｢パキスタンとのパート
ナーシップ増進法2009｣ (ケリー＝ルーガー＝バーマン法) をめぐる政
治過程に端的に表れている｡ この法律は､ 2009年度から５年間にわたり
年間15億ドルの社会経済援助を認めるものであるが､ 安全保障援助に関
してはその付帯条件としてパキスタンの具体的行動を求めている｡ すな
わち､ 米国務長官は､ パキスタンのテロ対策への取り組み､ 核不拡散へ
の取り組みに加え､ パキスタンで治安機関が政治に介入していないこと
を米国議会に対して証明しなければならない｡ また文民政権のみが援助
の受け取り先になることができると規定されている｡ しかし､ これらの
条項に対しては､ パキスタン軍から懸念が提起された｡ 法案が米国の上
下両院を通過した後の10月７日､ 軍団長会議は､ 法案が ｢国家安全保
障｣ に及ぼす影響を ｢強く懸念する｣ との声明を発表した｡ パキスタン
軍の懸念は､ 核開発プログラムへの制約､ 軍が越境テロを支援している
ことを示唆するような文言､ 文民政権に軍の人事権を認める点にあると
見られ､ 軍は文民政権との対決姿勢を避けつつも､ 世論を味方につけて
政府を牽制しようとしている｡ 野党 PML−N も軍の主張に同調し､ 次
いでムシャラフ前政権時の与党であった PML−Q もケリー＝ルー
ガー＝バーマン法に関連して､ ｢パキスタンの安全保障､ 主権､ 核プロ
グラムが外国によって制約されない｣ ことをザルダリ大統領が連邦下院
に証明することを要請して､ 政府に圧力をかけている｡ 議場外では､ JI
による抗議デモが展開されている｡ JI は､ 同法が ｢国家安全保障機構
と核開発計画を米国が乗っ取る試み｣ であり､ 米国による ｢無人機攻撃
による民間人殺害を継続する試み｣ であるとして､ 是非を問う人民投票
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を各地で行った｡ ジョン・ケリー上院議員によるパキスタン訪問など､
米国側によるパキスタンの各勢力との対話努力によって､ 現在のところ
ザルダリ大統領もギラーニ首相も一致して同法を支持しているが､ JI
による反米活動と微妙に重なり合う軍の行動は､ 政軍関係の今後に影を
落としている｡
核の管理も､ 軍が最も敏感にならざるを得ない問題の一つである｡
｢核がテロリストの手に渡る危険｣ については､ 米国の専門家やジャー
ナリストの間で論争がなされている｡ 悲観論者は､ 核の安全への関心よ
りは､ 米国の対パキスタン政策が軍をカウンターパートとすることに対
する批判を目的としていると思われる｡ 他方専門家の多くはパキスタン
の核管理は安全であると見る｡ その理由としてパキスタンが米国の核発
射統制装置 (PAL) に類似したシステムを採用していること､ 保管場
所の警備に当たる要員についても米国の核兵器関係要員信頼性維持プロ
グラム (PRP) に相当するものを採用していること､ が挙げられる｡ ク
リントン国務長官は2009年10月､ パキスタンの核兵器の安全性に対する
高い信頼を表明した｡ 問題は､ パキスタンの核兵器の安全が米国による
保証､ さらに言えば米国による安全性向上のための技術的支援によって
担保されているにもかかわらず､ その点についてはパキスタンの ｢主
権｣ 問題が絡むために､ 第三者が説明を求めることが困難なことであ
る｡ 例えば､ 米国の週刊誌が､ マイケル・マレン米統合参謀本部議長と
キヤニ・パキスタン陸軍参謀長の間で､ 核の安全に関する協議が行われ
ているという記事を掲載すると､ マジド・パキスタン統合参謀会議議長
は直ちにこれを否定する声明を発表し､ ｢核に関する機微な情報を外国
人､ 外国組織､ 外国と共有することは一切ない｣ と述べた｡ 核兵器開発
は､ 軍の威信がかかった分野であり､ 対カシミール政策､ 対アフガニス
タン政策以上に､ 軍が政策立案を独占してきた｡ 軍としてはこの分野で
米国への依存を認めるわけにはいかないのである｡
脆弱な政党政治と軍の政治介入というサイクルを繰り返してきたパキ
スタンでは､ 文民政治家と軍との間でイスラム勢力がキャスティング
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ボートを握ってきた｡ イスラムと国家との関係に関する合意が未形成な
中で､ ヒンドゥー教徒が多数派のインドの対極としての ｢ムスリム｣ 国
家というのが最低限の一致点であった｡ アフガニスタンにおけるジハー
ドは､ 国内的アイデンティティが不在である状況で国民の目を外に向
け､ ムスリム同胞意識の高揚を主導するイスラム勢力と､ 隣国アフガニ
スタン､ インドを包含する地域戦略を描く軍との同盟を可能にした｡ 過
去における武装組織支援は､ 現在パキスタン国内に跳ね返り､ ラーワル
ピンディやラホールといった中心都市でも軍や警察がテロの対象となる
に至った｡ パキスタンの論者の間では､ 過去の失敗に関して域外国 (イ
ンドや米国) に責任転嫁する論調を反省する見解が出される一方で､ パ
キスタンが ｢米国に戦術的に利用されている｣ という被害者意識に基づ
く見解も相変わらず存在する｡
テロと闘うパキスタンを支援するにあたっては､ いかなる援助策であ
れ､ 文民政治家､ 軍､ イスラム勢力の権力バランスに変更を与えること
を認識する必要がある｡ パシュトゥーン､ バローチ両部族地域の開発､
マドラサ改革等も､ 政府が国内諸勢力と協議を積み重ねて政策形成を行
う間､ 辛抱強く側面支援するほかない｡ そのために､ パシュトゥーン人
政治指導者やイスラム勢力とのパイプを持つことは意味があろう｡ ま
た､ パキスタン軍がイスラム武装組織との政治的・軍事的関係を断ち切
るには､ 対インド脅威認識を緩和することが必要である｡ そのため､ パ
キスタン軍との様々なコミュニケーション・チャネルを発展させていく
ことも､ 迂遠ではあるものの､ この地域がテロに対抗する能力をつけて
いく目標への前進となり得るのである｡
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北朝鮮によるミサイル発射､ ２回目の核実験実施､ ｢使用済み核燃料
再処理終了および核抑止力強化のための武器化｣ 宣言等により､ 北朝鮮
の非核化に向けた交渉は大きく後退し､ 六者会合の危機は深まってい
る｡ 他方で､ 北朝鮮は､ クリントン元米大統領訪朝や中国との新経済協
定締結､ 六者会合への復帰や対韓・対日関係改善への意欲を示唆する等
を通じ､ 米国との対話再開を模索する姿勢を示している｡ しかし､ 北朝
鮮が対米抑止力の強化を放棄していない以上､ ミサイル発射や核実験が
繰り返される可能性は高い｡
北朝鮮は､ 内政面では金正日体制の根幹である先軍政治を強化しつつ
ある｡ 2009年４月の憲法改正や国防委員会改編をはじめ､ 2012年の ｢強
盛大国｣ 創建に向けて国内経済生産力向上のための ｢150日戦闘｣ や
｢100日戦闘｣ を実施した｡ さらに､ ミャンマーやイランとの軍事協力強
化についても指摘されており､ 北朝鮮による核・ミサイル開発と拡散の
脅威が周辺地域と国際社会の不安定要因となっている状況に変化はな
い｡
韓国の李明博政権は2009年も北朝鮮に非核化を強く迫り､ その実現の
ために､ 北が核プログラムの核心部分を放棄すれば､ 安全の保障と大規
模な経済支援を与えるという ｢グランド・バーゲン (一括妥結)｣ を提
案したものの､ 具体的な進展はなかった｡ 李明博政権はまた､ オバマ新
政権との間で､ ｢拡大抑止｣ を再確認し､ 米韓同盟を北朝鮮問題に加え
て地域およびグローバルな範囲で発展させていくことで合意した｡ 韓国
の防衛では､ 韓国が主たる役割を果たすことになるが､ それを裏打ちす
べき防衛力整備計画は予算的な制約から施行が遅れ気味である｡
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深刻化する六者会合の危機

( ) 北朝鮮によるミサイル発射・核実験
北朝鮮の核開発に関する六者会合は､ 2008年12月の首席代表会合以来
膠着状態が続き､ 北朝鮮による2009年４月５日のミサイル (北朝鮮は人
工衛星打ち上げロケットと主張) 発射と５月25日の２回目の核実験実
施､ そして７月４日の短距離・中距離弾道ミサイル発射等によりさらな
る危機的状態に陥った｡
まず､ 対外的要因については､ 2009年１月20日に発足した米国のオバ
マ新政権の対北朝鮮政策への対応である｡ 北朝鮮は､ オバマ米新政権の
対北朝鮮政策の方向性がまだ定まらない中､ 北朝鮮人民軍参謀本部や外
務省の声明を通じて同政権に対して様々なメッセージを発表した｡ 例え
ば､ 北朝鮮は､ オバマ大統領が正式に就任する前の１月13日､ 米国に対
して ｢対朝鮮敵視政策と核脅威の除去がなければ核兵器を先に放棄する
ことはない｣ と題する北朝鮮外務省報道官声明を発表し､ ｢米国の核脅
威が除去され､ 南朝鮮に対する米国の核の傘がなくなれば､ 我々も核兵
器を必要としなくなるであろう｣ と述べた｡ また､ １月17日､ 同外務省
報道官は ｢我々が核兵器をつくるようになったのは､ 米国との関係正常
化や経済支援のようなものを望んだからではなく､ 米国の核の脅威から
自身を守るためであった｡ 朝鮮半島の核問題は本質上､ 米国の核兵器対
我々の核兵器の問題である｡ 仮に､ 朝米関係が外交的に正常化されると
しても､ 米国の核の脅威が少しでも残っている限り､ 我々の核保有の立
場はいささかも変わらないであろう｣ と述べ､ 北朝鮮が依然対米直接対
話を重視し､ 容易に核を放棄しない姿勢を強調した｡ そして､ 同時に韓
国に対しては､ ｢南朝鮮は朝鮮半島核問題に介入する資格はない｣ など
と批判した｡ 特に､ 北朝鮮は韓国の李明博大統領の ｢非核・開放・3000｣
構想の立案に関与した玄仁澤の統一部長官就任に対しても不満を示し
た｡ また､ 日本に対しても ｢日本は六者会合に参加する資格はない｣ と
強硬な姿勢を示したのである｡
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２月になると､ 北朝鮮はテポドン２あるいは派生型を利用したと見ら
れるミサイルの発射準備を進める様相を呈した｡ この準備の過程で､ 朝
鮮宇宙空間技術委員会は２月24日に ｢試験通信衛星
搬ロケット

銀河２号

光明星２号

を運

で打ち上げる準備活動｣ の一環として､ ｢当該

の規定に従って国際民間航空機関 (ICAO) と国際海事機関 (IMO) な
どの国際機関に航空機と船舶の航行安全に必要な資料を通告した｣ と発
表した｡ そして､ 北朝鮮は ｢月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び
利用における国家活動を律する原則に関する条約｣ (宇宙条約) と ｢宇
宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約｣ (宇宙物体登録条約)
に加盟したことを公表するとともに､ 人工衛星打ち上げロケット発射を
４月４日から８日の間に実施することを明らかにした｡ 北朝鮮がこうし
た国際条約加盟や国際機関への人工衛星打ち上げロケット発射の事前通
告を行った背景には､ 2006年７月の弾道ミサイル発射が国際社会からの
批判を受けた教訓があると考えられる｡ そのため､ 北朝鮮は､ 発射時期
の天候状態や技術的な不測事態をも考慮しつつ､ 国際社会からの批判の
回避と対外的示威を行うために､ ４月９日の最高人民会議第12期第１回
会議開催に合わせて､ ４月５日に発射実験に踏み切ったと思われる｡
この発射実験に対し､ 国連安保理は４月13日に北朝鮮を非難する議長
声明を発表し､ 同発射が2006年の国連安保理決議第1718号に違反すると
して非難した｡ しかし､ 北朝鮮外務省は４月29日､ 国連安保理が即時謝
罪しない場合には ｢追加的な自衛的措置｣ を実施すること､ そしてその
中に２回目の核実験と大陸間弾道ミサイル (ICBM) 発射実験が含まれ
ることを表明した｡ さらに､ 国連安保理の議長声明や声明に伴う北朝鮮
企業３社への制裁決定などを ｢不法無道な挑発行為｣ と批判して謝罪と
撤回を要求し､ 応じない場合は核・ミサイル実験とともに ｢軽水炉建設
に向け核燃料の独自生産のための技術的開発を速やかに開始する｣ と述
べた｡ そして５月25日､ 北朝鮮は４月29日の声明の予告通り､ ２回目の
核実験を実施したのである｡
この実験の規模そのものについては､ 日本の気象庁のマグニチュード
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5.3 (2006年10月の実験は4.9)､ 米地質学調査所のマグニチュード4.7
(同4.2)､ 韓国地質資源研究院のマグニチュード4.5 (同3.58〜3.7) 等の
地震波計測による数値が公表された｡ また､ ロシア政府当局者はこの実
験の出力を約20kt とした｡ さらに､ 包括的核実験禁止条約機関 (CTBTO)
準備委員会は今回の実験の規模をマグニチュード4.52 (同4.1) とし､
2006年10月の１回目の核実験の４倍の規模であると観測していることが
報じられた｡ いずれの観測結果においても､ 北朝鮮の核開発能力が向上
していることがわかる｡ また､ 後述するように､ 北朝鮮はすでに使用済
み核燃料再処理を終了したと発表しており､ それが確かであるとすれ
ば､ 北朝鮮はすでに核爆弾数個分のプルトニウムを保有しているという
計算になろう｡
こうした北朝鮮の行為に対し､ ６月12日､ 国連安保理決議第1874号が
採択された｡ この決議は､ ５月25日の核実験を最も強い表現で非難して
核実験やミサイル発射を行わないよう北朝鮮に要求し､ ミサイル部品な
どを北朝鮮への輸出入禁止品目に追加して､ これらについて船舶の貨物
検査を加盟国に要請するものである｡ 北朝鮮はこれに反発して､ 今後の
六者会合への不参加を表明するとともに､ ｢新たに抽出されるプルトニ
ウムの全量を兵器化する｡ 現在使用済み燃料棒は総量の３分の１以上が
再処理された｡ …ウラン濃縮作業に着手する｡ 自前の軽水炉建設が決定
されたことに伴い､ 核燃料確保のためのウラン濃縮の技術開発が成功裏
に行われて試験段階に入った｣ と宣言した｡ そして､ 北朝鮮は ｢米国と
その追従勢力が封鎖を試みる場合､ 戦争行為と見なして断固軍事的に対
応する｡ …米国をはじめ敵対勢力がいくら孤立､ 封鎖しようとしても､
堂々たる核保有国である我が共和国はびくともしない｡
復で､

対決

制裁

には報

には全面対決で断固立ち向かうのが我々の先軍思想に基

づいた対応方式である｣ とあくまでも対決する姿勢を堅持した｡ さら
に､ 北朝鮮は７月４日にも､ 江原道安辺郡旗対嶺から日本海に向けて中
距離弾道ミサイルの改良型と見られるミサイルを含む計７発のミサイル
を発射した｡
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しかし､ その一方で､ 北朝鮮は米国と韓国に対し交渉を探る姿勢をも
見せ始めた｡ 米国に対しては､ 北朝鮮は３月に中朝国境付近で米国人女
性記者２人を拘束し､ ６月８日には両者に対し ｢不法国境出入罪｣ およ
び ｢朝鮮民族敵対罪｣ で労働強化刑12年の判決を下したことを公表する
ことにより､ 米国への対峙姿勢を強調した｡ そして､ 北朝鮮はこれをめ
ぐり女性記者の所属する報道機関の経営者であるアル・ゴア元米副大統
領に､ ビル・クリントン元米大統領の訪朝を打診したと見られている｡
結果的に､ ８月４日にクリントン元米大統領が訪問団を率いて訪朝し､
記者２人は翌５日に解放されるに至ったのである｡ 過去に北朝鮮によっ
て抑留された米国人のうち､ 今回の女性記者のように北朝鮮の法廷で刑
が確定した事例はないが､ 米国人を拘束し､ その解放をめぐる交渉を口
実に米国との対話の道を探るというやり方は､ 1968年のプエブロ号事
件､ 1994年のボビー・ホール准尉拘束事件､ 1996年の韓国系米国人エバ
ン・ハンジカー氏拘束事件等の事例に見られるように､ 北朝鮮の従来の
行動様式におおむね合致するものであった｡ 今回もまた､ 北朝鮮はこう
したやり方を通じて米国を外交的に揺さぶろうとしたと考えられる｡
他方､ 韓国に対しては､ 北朝鮮は韓国現代グループ社員を拘束し､ そ
の解放をめぐり現代グループの玄貞恩会長の訪朝を受け入れるととも
に､ 同会長との会合の結果､ 金剛山観光事業再開などをはじめとした合
意が成立した｡ そして､ 拘束された現代グループ社員も無事解放された
のである｡ さらに､ 韓国の金大中元大統領死去に際して､ 北朝鮮は金己
男朝鮮労働党書記を団長とする弔問団を韓国へ派遣し､ 韓国の玄仁澤統
一部長官や李明博大統領との面談を実現させた (第３節参照)｡
北朝鮮は大量破壊兵器の拡散行動を通じても､ 米国を揺さぶる､ ある
いは米国の意思を試すような動きを示した｡ 例えば､ 北朝鮮は大量破壊
兵器関連物資の搭載が疑われていた江南 (カンナム) 号をミャンマーに
向けて航行させたが､ 米国艦船による追跡のため航行継続を断念し､ 北
朝鮮へ帰還させざるを得なかった｡ この事件は､ ブッシュ政権後期に米
国が､ 拡散問題を北朝鮮に対する重大な制裁措置の基準としていたこと
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を思い起こさせるものであった｡ その意味で､ 不拡散政策としての北朝
鮮籍船の航行の監視や追尾は､ 北朝鮮による大量破壊兵器関連物資の拡
散を抑制する上で効果的であると考えられる｡
では､ 国連安保理決議第1874号のより広範な効果についてはどのよう
に考えられるであろうか｡ 韓国は､ 北朝鮮によるミサイル発射および２
回目の核実験実施後の５月26日､ 拡散に対する安全保障構想 (PSI) へ
の正式参加を表明した｡ その後､ 韓国は国連安保理決議第1874号の履行
を着実に進める姿勢も示している｡ 例えば､ ９月中旬､ 国家情報院の要
請を受けた海洋警察庁が､ 釜山に入港したパナマ船籍の貨物船から､ 北
朝鮮と関係のあるコンテナ４個を押収したことが､ 韓国紙によって報じ
られた｡ しかし､ 2006年10月の北朝鮮の初回の核実験実施に対して採択
された国連安保理決議第1718号については､ 米国の研究者が調査したと
ころ､ 中国と韓国が北朝鮮に対して経済支援を継続していたために同決
議による制裁の効果は希薄であったとの結果が出ている｡ この結果に従
えば､ 中国がより積極的に決議を履行しない限り､ 制裁の効果は限定的
なものにならざるを得ないということになろう｡ 実際､ 後述するよう
に､ 2009年10月に朝中間の経済を中心とした種々の新協定が調印された
ことにより､ その効果が限定的なものとなる可能性はより高まったと考
えられる｡
さらに､ ９月３日､ 北朝鮮は朝鮮中央通信を通じて書簡を公表し､
｢六者会合の構図への反対｣ を表明するとともに､ ｢使用済み燃料棒の再
処理が最終段階にあり､ 抽出されたプルトニウムが兵器化されつつあ
る｣ と宣言した｡ 他方､ 北朝鮮は ｢対話にも制裁にも対処できるように
準備している…制裁を前面に出して対話をしようとするならば､ 我々も
また､ 核抑止力の強化を前面に出して対話に臨むことになるであろう｣
と対話には必ずしも否定的ではない姿勢を示すとともに､ ｢朝鮮半島の
非核化と世界の非核化そのものを否定していない｣ ことも表明した｡ そ
して､ ９月28日の朴吉淵外務次官の国連総会での一般討論演説では､ 米
国に対し ｢我々は我が国に対する軍事的攻撃とその威嚇を抑止すること
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ができるほどの核抑止力のみ保有する｣､ ｢北朝鮮は核を保有している
間､ 核兵器の管理と使用および拡散防止と核軍縮問題などで責任ある行
動をとる｣ と述べて限定的核保有への意思を表明し､ さらに ｢米国が
制裁

を前面に出して対話をするならば､ 我々はまた核抑止力強化を

前面に出して対話に臨む｣ と述べて米国との対話を前提とした論調を強
調し始めた｡
10月14日付

労働新聞

に掲載された論評は､ ｢朝鮮半島核問題を発

生させた張本人は米国である｣ と従来の対米強硬言辞を繰り返す一方､
北朝鮮は ｢朝米間で一日も早く平和協定を締結してこそ､ 朝米交戦関係
を平和関係に転換することができ､ 朝鮮半島の非核化を推進することが
できる｡ 米国は対北朝鮮敵視政策を棄て､ 朝鮮半島からの核の脅威を除
去し､ 平和を保障する平和協定締結への道を選択しなければならない｣
と述べ､ 北朝鮮がこれまで米国に求めてきた ｢米国の対北朝鮮敵視政策
の放棄｣ の焦点を ｢平和協定締結｣ に絞り始めた｡ ただし､ 北朝鮮はオ
バマ米大統領が主張する ｢核兵器のない世界｣ という核廃絶論には ｢拘
束されない｣ としており､ 核問題はあくまでも米朝二国間で対処される
べき問題という立場をまったく変えていない｡ さらに､ 北朝鮮は､ 11月
３日には使用済み核燃料再処理を終了して ｢核抑止力強化のための武器
化｣ の成果を得たと発表した｡ これにより､ 既存の六者会合における北
朝鮮の ｢核無能力化｣ という目標とは完全に逆向きに事態は推移したこ
とになる｡ なお､ 北朝鮮は韓国側に対しては､ ９月26日の南北離散家族
再会行事の際､ 北朝鮮側の朝鮮赤十字中央委員会の張在彦委員長が韓国
側の大韓赤十字社の柳宗夏総裁に対してコメや肥料の支援を要求する一
方で､ 李明博大統領の ｢グランド・バーゲン｣ 提案を批判している｡
() 北朝鮮の ｢中国カード｣ への回帰
10月に入ってから米朝対話を模索する姿勢をより明確に見せ始めた北
朝鮮は､ 米朝対話の再開が進展しない中､ 朝中親善60周年記念事業の機
会に､ 国連安保理決議第1874号の採択に賛成した中国との関係強化を図
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り､ それをもって米国との対話再開を模索する動きを見せた｡ 10月４日
から６日まで､ 北朝鮮は中国の温家宝国務院総理を平壌に招へいした｡
金正日国防委員長は10月５日､ 温家宝総理に対し次の点を強調したと報
じられている｡
・朝鮮半島の非核化は金日成主席の遺訓である｡
・朝米二国間会談を通じて両国間の敵対関係を必ず平和的な関係に転
換するべきである｡
・朝米会談の状況を見た上で多国間会談を行う用意があり､ 多国間会
談には六者会合も含まれる｡
・朝鮮半島非核化の目標を実現しようとする努力に変化はない｡
また､ 金正日国防委員長と温家宝総理は､ 10月４日､ 朝中間の ｢条約
整理に関する議定書｣､ ｢経済技術協力に関する協定｣､ ｢教育機関間の交
流・協力に関する合意書｣､ ｢ソフトウェア産業分野における交流と協力
に関する了解覚書｣､ ｢国家品質監督機関間の輸出入品共同検査に関する
議定書｣､ ｢中国観光団体の朝鮮観光実現に関する了解文｣､ ｢野生動物保
護協力を強化するための合意書｣ および経済援助などの数件の経済分野
の合意文書に調印した｡ 特に､ 経済技術協力や経済援助に関する総額は
２億元 (約26億円) に相当すると報じら
れている｡ 北朝鮮は対中関係を強化する
ことにより､ 中国からの支援確保の見通
しを立てることができたことになる｡ こ
のことは､ すでに述べたように､ 国連安
保理決議第1874号の実効性が低下する可
能性をも示唆するものである｡
さらに重要なことは､ 北朝鮮と中国の
軍部同士の関係も強化されつつあること
である｡ 2009年11月17日に金正覚総政治
局第１副局長 (大将) が北京を訪問し､
習近平国家副主席と会談した｡ そして､
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11月23日､ 北朝鮮の朝鮮中央通信は､ 北朝鮮を訪問している中国の梁光
烈国防部長が ｢中朝両国の軍隊と人民の団結した力は何をもってしても
破壊することはできず永遠なものだ｣ と述べたと報じた｡ それによれ
ば､ 梁光烈国防部長は22日に北朝鮮の人民武力省が主催した宴会で ｢50
年前に中国人民志願軍として朝鮮に来て､ 血で結ばれた中朝親善関係を
直接体験した｣ と述べた｡ また､ 北朝鮮側の金永春人民武力相は､ ｢歴
史の風波に打ち勝った朝中親善を変わりなく発展させていくことは､ 我
が軍隊と人民の確固不動の立場だ｣ と強調した｡ 25日､ 梁光烈国防部長
は金正日国防委員長と会談した｡
北朝鮮がこの時期に中国との軍事的関係を強化しつつある背景には､
国連安保理決議第1874号の採択に賛成した中国との良好な関係を米国に
アピールする外交的狙いのほか､ 国防委員会人事改編等に象徴される先
軍政治強化を進める中､ 中国との安定した軍事的関係について再保障が
必要との判断があると思われる｡
また､ 10月10日には日中韓首脳会談が開催され､ 中国の温家宝総理は
日韓両首脳に対して､ 先の会談時に金正日国防委員長が ｢六者会合復帰
への意欲｣ と ｢対日・対韓関係改善への意欲｣ を示した旨を伝えてい
る｡
さらに､ 米国もカート・キャンベル国務次官補がすでにブッシュ前政
権下で合意された六者会合の９・19共同声明および10・４声明の履行､
そして食糧援助を人道的支援として認める旨を表明しており､ また､ 北
朝鮮側も米国に高官派遣を検討するなどの動きを見せた｡ その結果､ 米
国はスティーブン・ボズワース対北朝鮮政策担当特別代表を12月８〜10日
に北朝鮮に派遣した｡ 北朝鮮側の報道によれば､ ボズワース特別代表の
訪朝の際､ 北朝鮮は自国の核保有について朝鮮半島の戦争状態に ｢根
源｣ があると指摘し､ 米国との二者会談を通じて朝米交戦関係を平和的
関係に転換することを主張した｡ また､ 同報道は､ そうした ｢転換 (＝
平和協定締結) の確固たる根拠がないまま､ 北朝鮮が六者会合に参加す
ることは考えられない｣ と述べており､ ここでも北朝鮮が米国との ｢平
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和協定締結｣ を求めていることが明らかにされている｡ しかし､ その実
現は容易ではない｡ もし六者会合が再開されたり､ 南北接触が活性化さ
れたり､ あるいは日朝間接触が再開されたとしても､ 一時的な緊張緩和
は期待できるであろうが､ 北朝鮮の非核化への前途は多難である｡
() ミャンマーとの軍事協力の強化
北朝鮮のミャンマーとの軍事協力に関する情報もより明らかになりつ
つある｡ 北朝鮮とミャンマーとの国交は1983年のラングーン事件以来断
絶していたが､ 2007年に回復し､ それ以降両国の軍事協力に関する報道
が多く見られるようになった｡ 2009年７月２日付の米政府系報道機関ラ
ジオ自由アジア (RFA) は､ 2008年11月にミャンマーの高位級軍代表
団が北朝鮮を秘密裏に訪問し､ 北朝鮮軍首脳部と機密文書を交わしてい
たことを､ 写真とともに発表している｡
RFA によれば､ この写真と文書は全100件余りで､ ミャンマー国防部
のある関係者を通じて入手したものである｡ ミャンマー軍当局序列３位
で統合参謀長のトゥラ・シュエ・マン将軍率いる高位級軍代表団は､ 中
国を訪問するのを装って2008年11月22日に北朝鮮を極秘裏に訪問し､ 各
種軍事施設を見学して､ 緊密な軍事協力のための了解覚書に署名した｡
この了解覚書の一部は以下の通りである｡
・両国軍が訓練・研修において協力することとする｡ ミャンマー軍は
特別部隊､ 軍事安保､ トンネル維持､ 防空訓練､ そして言語研修に
おける協力に注力する｡
・両国軍が輸送用航空機と船舶を保管できるトンネルを掘削し地下軍
事施設設置で相互協力する｡ 両国は武器を含む軍装備の近代化のた
めに協力する｡ 両国は今回の高位級軍当局者会談が成功裏に行われ
たと評価する｡
また､ RFA によれば､ ミャンマー側高位級軍代表団は武器とレー
ダー施設とミサイル発射台､ ミサイル・ロケット､ 海軍・空軍防御シス
テム､ 地下バンカーの建設現場など北朝鮮の極秘軍事施設を訪問した｡
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文書には､ ミャンマーの軍代表団が23日には北朝鮮海軍防御統制セン
ター､ 24日には南浦の海軍本部をはじめ北朝鮮地域防衛軍､ 空対空武器
類とロケット製造工場､ そしてスカッド・ミサイル製造工場を訪問した
ことが記されているという｡ さらに､ RFA は､ ミャンマー軍代表団の
訪問先には､ ミサイルや戦車などが保管されている秘密地下バンカーが
ある妙香山のほか､ 主にシリア､ エジプト､ イランなどに輸出するため
のスカッド・ミサイルを製造する平壌郊外の工場も含まれていると報じ
ている｡ ミャンマーとの関係においては､ 2009年６月､ 弾道ミサイル製
造に転用可能な資材をミャンマーへ輸出しようとした疑いで在日北朝鮮
系貿易会社が摘発されるなど､ 両国の軍事協力に対する懸念が強まって
いる｡
また､ 北朝鮮とミャンマーとの軍事協力のほか､ 北朝鮮とイランとの
軍事協力を示唆する事件も起きている｡ 2009年８月25日､ 国連安保理決
議第1874号に反して北朝鮮製武器をイランに運搬中のバハマ籍船をアラ
ブ首長国連邦 (UAE) 当局が拿捕しており､ 機械部品に偽装したコン
テナ10個からロケット弾や弾薬などが押収された｡ また､ 12月にはタイ
の旧バンコク国際空港で貨物機から北朝鮮製兵器が大量に発見された
が､ タイ政府当局によれば､ 貨物機の最終目的地がイランであったこと
が報道された｡ こうした事例は､ 韓国による北朝鮮籍船拿捕の例と同
様､ 北朝鮮が国連安保理決議第1874号採択以後もこれに反する行動を継
続していることを示すものである｡
() 対韓・対日強硬姿勢の維持
前述したように､ 北朝鮮の対韓姿勢は一時的に軟化したが､ それは結
局一過性のものと思われる｡ 中国の温家宝総理に対して韓国や日本との
関係を改善したい旨を伝達する一方で､ 韓国の李明博大統領の ｢グラン
ド・バーゲン｣ 提案は拒否する姿勢を堅持しており､ その点に関して韓
国側の妥協がなければ北朝鮮が態度を再び軟化させる可能性は低い｡ 特
に､ 11月10日に黄海上で南北海軍艦艇の間で起きた銃撃戦は､ 韓国と北
72

第３章

朝鮮半島――先軍政治強化と ｢グランド・バーゲン｣ 提案

朝鮮の緊張を高めることとなった｡ 朝鮮人民軍最高司令部は同日､ この
事件を韓国側の重大な武装挑発として謝罪を要求する報道声明を発表し
た｡ また､ 11月13日には､ 南北将官級軍事会談の際､ 北朝鮮側代表団は
韓国側に通知文を送り､ 北朝鮮側が設定した海上軍事境界線防護のため
に ｢無慈悲な軍事的措置を直ちにとる｣ と表明した｡ なお､ 韓国の軍事
専門家の間には､ こうした北朝鮮の主張に対し､ この事件が北朝鮮側の
故意によるものであるとする見方がある｡ 例えば､ 安炳泰・元韓国海軍
参謀総長は､ この銃撃戦は ｢北朝鮮の金格植４軍団長 (前総参謀長) か
西海団司令官級以上の者の意思決定によるもの｣ であり ｢艦艇１隻で挑
発したのは偶発を装う狙いがあった｣ ( 朝鮮日報 ) と分析している｡
しかし､ こうした南北間の軍事的衝突は､ やはり北朝鮮をめぐる外交
的動向の文脈の中でとらえられるべきものであろう｡ 11月12日付
新聞

労働

は､ この事件について韓国を非難する論評を掲載したが､ 13日付

の同紙は韓国側に金剛山・開城観光事業再開を求める論説を掲載し､ 14
日の論説では ｢６・15共同宣言と10・４宣言を尊重し履行を積極的に推
進すれば政治的・軍事的対決状況は解消される｣ と述べている｡ また､
非難の矛先は李明博大統領や米国ではなく､ 韓国統一部や玄仁澤統一部
長官に焦点が当てられている｡ こうしたことから､ 北朝鮮の行動には､
今回の南北銃撃戦が決定的な南北の亀裂となることを回避しようとする
抑制的姿勢とともに､ 硬軟両様の攻勢により韓国側を揺さぶろうとの意
図が読み取れる｡
他方､ 日本に対しては､ 現段階では新政権を名指しせずに強硬的言辞
を発し続けている｡ ここには日本の新政権の対北朝鮮方針の動向を観察
しながらそれに影響を与えようとする姿勢が見られる｡
総じて､ ミサイル開発と核開発を継続することにより米国に対する抑
止力向上を図る一方､ 中国を外交的・経済的担保としながら米国からの
外交的譲歩を引き出そうとする北朝鮮の対外的姿勢に変わりはないと言
える｡ その意味で､ 今後もミサイル発射や核実験を実施する可能性は高
いと判断される｡
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２

体制強化を加速する北朝鮮

( ) 後継体制準備の始動
北朝鮮の国内に目を向けて見ると､ 北朝鮮は2009年の１月１日の共同
社説において､ 新年を ｢強盛大国建設の歴史の分水嶺を築く｣ 年と位置
付けるとともに､ 特に ｢科学技術を経済発展の基礎と見なす確固とした
観点｣ を強調し､ ｢国家的に科学技術力を集中して経済の自立性を強化｣
するとしている｡ このような科学技術発展による経済強国化という視点
は､ 2008年の新年共同社説でも強調されており､ 従来の思想強国､ 軍事
強国､ 経済強国に加え､ 科学技術強国とも呼ぶべき考え方が見られる｡
ちなみに､ 2010年１月１日の共同社説では､ 実際に ｢科学技術強国｣ と
いう用語が使用された｡ また､ 軍事面においても､ ｢軍事優先の威力を
各方面から強化し､ 社会主義強盛大国建設を軍事的に確固として保証し
なければならない｣ とされ､ 軍事的な強盛大国論が引き続き強調されて
いる｡
2009年３月８日には､ 2008年９月から延期されていた最高人民会議第
12期会議のための代議員選挙を実施し､ ４月９日にはその第１回会議を
開催した｡ そこでは､ 金正日が国防委員長に推戴され､ 国防委員会の新
人事が発表されるとともに､ 憲法改正が行われた｡ 国防委員会新人事で
は､ 国防委員が従来の４人から８人に増員され､ 新任委員には､ 金正日
国防委員長の妹婿である朝鮮労働党行政部長の張成沢 (かつては同委員
長の長男である金正男を後継者として支持していたと見られていた) の
ほか､ 人民保安相の朱相成､ 軍総政治局第一副局長の金正覚などの金正
日国防委員長の側近が選出された｡
他方､ 憲法改正については､ その具体的内容は９月28日に韓国政府に
よって明らかにされた｡ それによれば､ 国防委員長の地位が ｢国の最高
領導者｣ として明記されるとともに､ その権限と任期が明記された｡ そ
して､ ｢先軍思想｣ が従来の ｢主体思想｣ とともに国家の指導的指針と
して表記された｡ その他､ ｢社会主義｣ という言葉は残されるものの､
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｢共産主義｣ という用語が削除され､ ｢人権尊重｣ が新しく明記された
(解説参照)｡
では､ 今回の憲法改正から主に何が読み取れるであろうか｡ 第１に､
今回の憲法改正で国防委員長の地位が国家最高の地位とされ､ ｢先軍思
想｣ が国家の指導的指針とされたことは､ 既存の金正日体制の実態が法
2009年の北朝鮮憲法改正に見る先軍政治の強化

解説
本文で述べた通り､ 北朝鮮は2009年４月９日の最高人民会議第12期第１回
会議において憲法改正を実施した｡ しかし､ その内容は９月になってから北朝鮮系
ウェブサイト ネナラ

に掲載された｡ また､ 韓国統一部も入手した北朝鮮の新憲法

を公開している｡ この憲法改正の最大の注目点は､ 金正日国防委員長の権限強化に関
する措置である｡ 特に､ 国防委員長の権限や役割については､ ｢第６章

国家機構｣

の中の新設事項として､ ｢朝鮮民主主義人民共和国の全般的武力の最高司令官となっ
て国家の一切の武力を指揮・統率する｣､ ｢国家の全般事業を直接指導する｣､ ｢国防委
員会の事業を直接指導する｣､ ｢国防部門の重要幹部を任命または解任する｣､ ｢他国と
締結した重要条約を批准または破棄する｣､ ｢国家の非常事態と戦時状態､ 動員令を宣
言する｣ 等の条項が付加された｡ なお､ クリントン元米大統領の訪朝時の米国女性記
者２人の釈放は､ 第103条の国防委員会委員長の ｢特赦権行使｣ に関する規定を根拠
としている｡ また､ 国防委員会については､ ｢国防委員会は､ 国家主権の最高国防指
導機関である｣ とともに､ ｢先軍革命路線を貫徹するための国家の重要政策を決定す
る｣ 等と明記された｡
新旧憲法の主な違いを比較すると､ 次ページのようになる (下線部は変更箇所)｡
新憲法では金正日体制の思想的根幹である先軍政治が強調されており､ 今回の憲法改
正の目的が､ 国防委員長職の法的な位置付けの強化を含む金正日体制の強化にあるこ
とがうかがわれる｡ もちろん､ こうした措置には金正日体制の実態の法的・制度的追
認という側面が濃厚であるが､ むしろ問題はなぜ今回の最高人民会議においてこうし
た措置がとられたのかということであろう｡ その理由として､ 第１に､ 金正日国防委
員長の健康問題に関連し､ 先軍政治に基づいた後継体制準備のための法制度的基盤の
強化の必要性が指摘できよう｡ 第２に､ ９月末頃になって憲法改正の内容が公表され
たという事実を考慮すれば､ 金正日国防委員長の健康状態が安定しているという認
識､ あるいは少なくともそうであることを内外に示したいという意向があると考えら
れる｡ 実際に､ 2008年11月以降､ 金正日国防委員長の現地指導に関する報道が例年に
比べて激増しており､ 2009年８月のクリントン元米大統領との会談や10月の中国の温
家宝総理訪朝の際の同委員長の写真を公表するなど､ 内外に同委員長の健在ぶりと体
制の安定性を印象付けるような動きを一層活発化させている｡

75

旧

新

第１章 政治
第３条
朝鮮民主主義人民共和国は､ 人間中心の世界
観であり人民大衆の自主性の実現を目指す革
命思想である主体思想を自己の活動の指導指
針とする｡
第４条
朝鮮民主主義人民共和国の主権は､ 労働者､
農民､ 勤労インテリとすべての勤労人民にあ
る｡
第８条
国家は､ 搾取と抑圧から解放された国家と社
会の主人となった労働者､ 農民､ 勤労インテ
リとすべての勤労人民の利益を擁護し､ 保護
する｡

第１章 政治
第３条
朝鮮民主主義人民共和国は､ 人間中心の世界
観であり人民大衆の自主性の実現を目指す革
命思想である主体思想､ 先軍思想を自己の活
動の指導指針とする｡
第４条
朝鮮民主主義人民共和国の主権は､ 労働者､
農民､ 軍人､ 勤労インテリとすべての勤労人
民にある｡
第８条
国家は､ 搾取と抑圧から解放された国家と社
会の主人となった労働者､ 農民､ 軍人､ 勤労
インテリとすべての勤労人民の利益を擁護
し､ 人権を尊重して保護する｡

第２章 経済
第２章 経済
第29条
第29条
社会主義､ 共産主義は勤労者大衆の創造的労 社会主義は勤労者大衆の創造的労働によって
働によって建設される｡
建設される｡
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第４章 国防
第59条
朝鮮民主主義人民共和国武装力の使命は､ 勤
労人民の利益を保護し､ 外来侵略から社会主
義制度と革命の獲得物を防衛し､ 祖国の自由
と独立と平和を守ることにある｡

第４章 国防
第59条
朝鮮民主主義人民共和国武装力の使命は､ 先
軍革命路線を貫徹して革命の首脳部を防衛
し､ 勤労人民の利益を保護し､ 外来侵略から
社会主義制度と革命の獲得物を防衛し､ 祖国
の自由と独立と平和を守ることにある｡

第６章 国家機構
第95条
最高人民会議で討議する議案は､ 最高人民会
議常任委員会､ 内閣と最高人民会議の部門委
員会が提出する｡

第６章 国家機構
第95条
最高人民会議で討議する議案は､ 朝鮮民主主
義人民共和国国防委員長､ 国防委員会､ 最高
人民会議常任委員会､ 内閣と最高人民会議の
部門委員会が提出する｡
第100条
朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長
は､ 朝鮮民主主義人民共和国の最高領導者で
ある｡
第101条
朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長の
任期は､ 最高人民会議の任期と同じである｡
第102条
朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長
は､ 朝鮮民主主義人民共和国の全般的武力の
最高司令官となって国家の一切の武力を指
揮・統率する｡
第103条
朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長
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第100条
国防委員会は､ 国家主権の最高国防指導機関
であり､ 全般的国防管理機関である｡
第101条
国防委員会は､ 委員長､ 第１副委員長､ 副委
員長､ 委員で構成する｡ 国防委員会の任期
は､ 最高人民会議の任期と同じである｡
第102条
朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長
は､ 一切の武力を指揮・統率し､ 国防事業全
般を指導する｡
第103条
国防委員会は､ 次のような任務と権限を有す
る｡
１ 国家の全般的武力と国防建設事業を指導
する｡
２ 国防部門の中央機関を設置､ 廃止する｡
３ 重要軍事幹部を任命､ 解任する｡
４ 軍事称号を制定し､ 将官以上の軍事称号
を授与する｡
５ 国の戦時状態と動員令を宣布する｡

第104条
国防委員会は､ 決定と命令を下す｡

は､ 次のような任務と権限を有する｡
１ 国家の全般事業を直接指導する｡
２ 国防委員会の事業を直接指導する｡
３ 国防部門の重要幹部を任命または解任す
る｡
４ 他国と締結した重要条約を批准または破
棄する｡
５ 特赦権を行使する｡
６ 国家の非常事態と戦時状態､ 動員令を宣
言する｡
第104条
朝鮮民主主義人民共和国国防委員会国防委員
長は､ 命令を下す｡
第105条
朝鮮民主主義人民共和国国防委員会国防委員
長は､ 自己の事業に対して最高人民会議の前
に責任を持つ｡
第106条
国防委員会は､ 国家主権の最高国防指導機関
である｡
第107条
国防委員会は､ 委員長､ 第１副委員長､ 副委
員長､ 委員で構成する｡
第108条
国防委員会の任期は､ 最高人民会議の任期と
同じである｡
第109条
国防委員会は､ 次のような任務と権限を有す
る｡
１ 先軍革命路線を貫徹するための国家の重
要政策を決定する｡
２ 国家の全般的武力と国防建設事業を指導
する｡
３ 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会国防
委員長命令､ 国防委員会決定､ 指示の執行
状況を監督し､ 対策を立てる｡
４ 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会国防
委員長命令､ 国防委員会決定､ 指示に反す
る国家機関を決定し､ 指示を廃止する｡
５ 国防部門の中央機関を設置､ 廃止する｡
６ 軍事称号を制定し､ 将官以上の軍事称号
を授与する｡
第110条
国防委員会は､ 決定と指示を出す｡

(出所) ウェブサイト ネナラ (朝鮮語版) ｢朝鮮の政治
鮮民主主義人民共和国 月間論調 2009年９月から作成｡

社会主義憲法 ｣､ 朝鮮通信社

朝
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制度的に追認されたことを意味すると考えられる｡ 第２に､ ｢共産主義｣
という用語が削除されたことについて､ 北朝鮮政府の報道関係者が韓国
政府に対し ｢米帝国主義が存在する限り共産主義は生存できない｣ と述
べたとされている｡ そもそも北朝鮮の憲法そのものが ｢社会主義憲法｣
と命名されており､ 北朝鮮が ｢共産主義｣ という用語を公的な場面で使
用しなくなって久しい｡ 今回の措置は､ 北朝鮮が ｢共産主義｣ をもはや
有用な体制イデオロギーとして見なさなくなったことを裏付けるもので
ある｡ ただし､ ｢共産主義｣ という用語が明示的に削除されたことは､
北朝鮮の経済体制の現状を反映しているという解釈も成り立つ｡ 実際､
中朝国境付近で活動する非政府組織 (NGO) や報道関係者からは北朝
鮮内部の非合法マーケットの存在が報告されており､ そうした意味で北
朝鮮はもはや純粋な ｢共産主義｣ 国家ではなく､ 部分的に資本主義的性
格を有しているというのが現状に近いと考えられる｡
() ｢強盛大国｣ へ向けての体制強化の加速
北朝鮮が2009年を ｢強盛大国｣ 完成の分水嶺の年として位置付けてい
ることは上述の通りであるが､ 北朝鮮はそのための具体的な国内総動員
の手段として､ ｢150日戦闘｣ とそれに続く ｢100日戦闘｣ というキャン
ペーンを実施した｡ ｢150日戦闘｣ は国内の工業総生産向上等を目的とし
て2009年４月20日から９月16日まで実施され､ ｢強盛大国建設で転換的
局面を開いた誇らしい成果｣ と題する報告書を出し､ 工業生産力は112％
増加したと成果を強調した｡
北朝鮮は続いて ｢100日戦闘｣ を開始し､ その国内キャンペーンを強
化した｡ 北朝鮮は ｢100日戦闘｣ を ｢党創立65周年に当たる2010年によ
り大きな勝利を収め､ 2012年に強盛大国の大門に入ることのできる跳躍
台を築くための攻撃戦｣ と位置付けた｡ ｢100日戦闘｣ は12月まで行われ
たが､ 2010年１月１日付共同社説では､ ｢150日戦闘｣ とともに ｢我々の
大高潮の歴史に最も輝く１ページを刻んだ忘れることのできない戦闘で
あった｣ と評価されている｡
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また､ 国防費については､ ラヂオプレスによると､ 2008年の決算報告
で歳出全体の15.8％ (実額712億9,259万ウォン) を占めることが明らか
になった｡ なお､ 2009年度国防予算については､ 2008年と同様15.8％の
割合を占めており､ これは推算で762億8,307万ウォンに相当する｡
表３ １に示されているように国防費は歳出の14〜16％に維持されて
いるが､ 国内経済運営の厳しさは変わらない｡ この困難な状況を反映し
ているのが､ 11月30日から12月６日まで行われた貨幣改革 (デノミ) で
ある｡ この措置により､ 朝鮮民主主義人民共和国中央銀行が発行する新
通貨への交換が行われたが､ その最大の狙いは2002年の経済改革以降登
場した新興富裕層を統制し､ 国内経済運営を引き締めることにあったと
考えられる｡ 実際､ 朝鮮民主主義人民共和国中央銀行当局者は､ ｢社会
主義原則と秩序に基づく経済管理をさらに強化していく｣ とし､ ｢国営
の流通網を通じた国産品の流通増大など､ 国家経済能力の強化によっ
て､ 市場の役割が次第に減退していく｣ と述べている｡ この措置は､ 上
述の金正日後継体制のための国内統制強化の一環としてとらえることが
できる｡ ちなみに､ 今回の措置で発行された新札の一部には､ 金正日国
防委員長の母親である金正淑に関連する絵柄があることから､ 金一族の
世襲の正統性を国内に示す狙いがあるとの指摘がある｡ しかし､ この措
置により打撃を受けた新興富裕層を中心に､ 一部で治安上の混乱が発生
しているとの報道もある｡ こうした混乱が体制の動揺に結びつく可能性
もあり､ 北朝鮮の現体制は当面こうした社会的不満の封じ込めに注力す
ると考えられる｡ しかし､ 中長期的には北朝鮮の経済状況が大きく好転
する兆しはなく､ 中国からの経済援助に依存していかねばならない状況
が継続すると考えられる｡
表 

北朝鮮の歳出に占める国防費の割合 (決算ベース)

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

14.3％

14.4％

14.9％

15.7％

15.6％

15.9％

16.0％

15.7％

15.8％

(出所) ラヂオプレス 北朝鮮政策動向

第５号 №427､ 2009年４月25日から作成｡
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韓国
北との ｢グランド・バーゲン｣
３ (一括妥結)
を提案
(１) 北朝鮮核問題解決の努力と生まれぬ成果
李明博大統領は､ 2008年２月の就任以来､ 北朝鮮の非核化を実現する
ため､ 北が核を放棄しない限り､ 大規模な経済支援を行わない方針を堅
持している｡ 2009年８月15日の ｢光復節｣ における演説でも､ そうした
方針を再確認するとともに､ 北朝鮮が核放棄を決心すれば､ ｢朝鮮半島
の新たな平和構想｣ を推進すると述べた｡ この構想について､ 同大統領
は９月21日､ 国連総会出席のため訪れたニューヨークで ｢グランド・
バーゲン｣ という言葉を使い､ 追加説明した｡ それは六者会合の枠組み
の下で､ 北朝鮮が核プログラムの核心部分を放棄すると同時に､ 韓国を
含む関係諸国が北朝鮮に経済支援と確実な安全保障を提供することを内
容としていた｡
李明博大統領が ｢グランド・バーゲン｣ を主張した背景には､ 北朝鮮
との核交渉における､ これまでの悪循環を断ち切りたいとの思いがあっ
た｡ 北朝鮮が核開発の凍結を約束する見返りに､ 関係国が経済支援を提
供するという合意が成立するものの､ 北朝鮮は支援を受け取りながら､
自らの約束を完全には履行せず､ 合意自体が反故になる､ というパター
ンである｡ また､ 韓国側には､ 米国が韓国の立場を十分踏まえないま
ま､ 北朝鮮と妥協してしまうのではないか､ との懸念が常にあり､ 米国
の単独行動を牽制する狙いもあったとも考えられる｡ ｢グランド・バー
ゲン｣ の提案以後､ 李明博大統領をはじめとする韓国政府要人は､ 北朝
鮮核問題について､ 韓国が主導的役割を果たさなければならない､ 南北
間で話し合わなければならない､ というように韓国の当事者としての役
割を以前にも増して強調するようになった｡
李明博政権の発足後しばらくの間､ 北朝鮮は同政権が ｢反北・親米｣
であると非難し､ 韓国当局との会談をほぼ中断した｡ 2008年12月､ 南北
を結ぶ道路・鉄道の交通量を一方的に制限したほか､ 2009年３月には北
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朝鮮国内の軍事演習を理由に､ 韓国の民間航空機が北朝鮮領空周辺を通
過する際の安全を保障しない､ という声明を出したり､ 南北の軍同士の
通信回線を遮断したりした｡ 北朝鮮当局はまた､ 盧武鉉前政権期までと
は異なり､ 肥料・食糧支援の要請を韓国に対し行っていなかった｡
2009年８月には､ このような停滞状態が続いていた南北関係に動きが
あった｡ その動きの最たるものは､ 朝鮮労働党の高官たちがソウル入り
し､ 李明博大統領と会見したことであろう｡ 彼らは､ 金大中元大統領の
死去を機に､ ｢特使弔問団｣ という名目で派遣された｡ 弔問団はソウル
入り後､ 李明博大統領との面談を求めた｡ 大統領は熟慮の末､ 同月23
日､ 青瓦台 (大統領官邸) で会見に応じた｡ その詳細な内容は公開され
なかったが､ 韓国での報道によれば､ 北朝鮮側は南北関係を改善したい
とする金正日国防委員長のメッセージを口頭で伝えたという｡ 一方､ 李
明博大統領は､ 韓国側の対北朝鮮政策における ｢一貫した原則｣ を金正
日国防委員長に伝えるように要請した｡ ｢グランド・バーゲン｣ のよう
な構想を示して､ 北朝鮮側に核放棄の決断を促したものと思われる｡
このほか南北間では８月以降､ 次のような進展があった｡ 北朝鮮によ
る南北間の道路・鉄道の通行量制限措置の解除 (８月21日) とそれに伴
う開城工業団地 (軍事境界線北側で韓国企業が操業) への人と物の往来
の円滑化､ 開城工業団地で３月以来､ 北朝鮮が抑留してきた韓国人職員
の送還 (８月13日)､ ７月に北朝鮮が拿捕した韓国人漁船員の送還 (８
月29日)､ 準当局間協議という性格を持つ南北赤十字会談の開催 (８月
26〜28日､ 北朝鮮・金剛山)､ そして赤十字会談で合意された南北離散
家族再会の実現 (９月26日〜10月１日､ 金剛山) などである｡ 赤十字会
談と離散家族の再会は､ 李明博政権発足後は初めてであった｡
北朝鮮が韓国に対して､ ある程度柔軟な姿勢を見せた狙いの一つは､
米朝会談を実現させるためのムードづくりにあったと思われる｡ もう一
つは外貨・支援の獲得であった｡ この時期､ 北朝鮮は韓国・現代グルー
プとの間で､ 開城工業団地の活性化のほか､ 韓国人・外国人による金剛
山・開城観光を再開することや中朝国境に位置する白頭山の観光を新た
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に始めることを約束した｡ 韓国当局に対しては､ 開城工業団地における
賃金の大幅な引き上げや南北離散家族再会に対する ｢相応措置｣ を要求
した｡ 食糧支援を暗に求めたのである｡
しかし､ 南北関係は李明博政権の思い通りには進まなかった｡ 北朝鮮
側は９月30日､ 李明博大統領がニューヨークで語った ｢グランド・バー
ゲン｣ 構想を一蹴した｡ 北朝鮮は ｢朝鮮半島の核問題｣ は米国との間で
協議すべき問題という立場をとってきたからである｡ 韓国側が提起し
た､ 南北間の人道上の問題についても､ 話し合いを拒否した｡ 北朝鮮に
よって拉致された疑いのある韓国人の問題､ 朝鮮戦争中に北朝鮮側の捕
虜となったままの韓国兵の問題､ 離散家族が常時面会可能な面会所の設
置の問題などである｡ また､ 10月26日に韓国当局が､ 李明博政権として
は初めて食糧 (トウモロコシ１万 t) を贈る方針を北朝鮮側に伝達する
と､ これを事実上､ 拒否した｡ 韓国紙の報道によれば､ 北朝鮮当局は支
援量として10万 t を期待しており､ 韓国側の方針はあまりにも少なすぎ
ると不満を抱いたためであった｡ さらに11月10日には､ 黄海上で北朝鮮
の警備艇が北方限界線 (NLL) を超えて､ 韓国海軍の高速艇との間で
銃撃戦となる事件が発生した｡
() ｢米韓同盟のための共同ビジョン｣ を発表
2009年の李明博政権の外交は､ 米国新政権との間で米韓同盟の重要性
を再確認することと､ 北朝鮮の核問題解決のための李大統領のアイデア
を主要関係諸国と共有することに重点を置いた｡ ６月16日､ 李明博大統
領とオバマ米大統領はホワイトハウスで会談し､ ｢米韓同盟のための共
同ビジョン｣ を発表した｡ それは両国が ｢二国間､ 地域､ そしてグロー
バルな範囲での包括的な戦略同盟を構築していく｣ ことを約束するもの
であった｡ すでに2008年､ 李明博大統領はブッシュ大統領と､ 米韓同盟
が韓国防衛のみならず､ ｢地域およびグローバルな次元の平和と繁栄に
寄与｣ すべきことで合意していた｡ オバマ新大統領との間でも､ こうし
た路線の継続で一致できたことは､ 李明博大統領にとって外交的な成果
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と言えた｡
加えて､ 今回の ｢共同ビジョン｣ は､ 米国が ｢核の傘を含む拡大抑
止｣ を韓国に提供することを明記している｡ この表現は､ 2006年10月の
北朝鮮の核実験を受けて､ 米韓国防相間で使うようになった｡ 米韓首脳
による使用は今回が初めてと報じられたが､ 2009年５月の北朝鮮による
２回目の核実験を踏まえ､ より強力なシグナルを北朝鮮に送る意図が
あったものと考えられる｡ ｢共同ビジョン｣ は､ 米韓両国が北朝鮮の核
兵器・弾道ミサイルを ｢完全かつ検証可能な｣ かたちで放棄させること
で協力していくことをうたい､ 加えてアフガニスタンにおいて米韓両国
が協力していくことも明記した｡ ｢共同ビジョン｣ の内容は､ 2009年11
月19日にソウルで行われた李明博・オバマ両大統領の会談でも再確認さ
れ､ 米韓同盟を ｢21世紀の戦略同盟｣ として発展させていくことが約束
された｡ その具体的な方策を議論するために､ 2010年中に米韓両国の外
相・国防相が一堂に会する会合を開くことにした｡
｢拡大抑止｣ の論点については､ 10月22日にソウルで開催された米韓
安全保障協議会 (SCM) において､ ロバート・ゲイツ国防長官が韓国
への提供を再確認した｡ また､ その内容が ｢核の傘｣ だけでなく､ ｢通
常兵器による打撃能力､ ミサイル防衛能力を含む､ あらゆる範囲の軍事
力｣ であると説明した｡ 加えて同長官は､ 朝鮮半島有事には､ 在韓米軍
だけでなく､ 世界全域から米軍を投入して韓国を防衛する､ と述べ､ 北
朝鮮の挑発を許さない姿勢を強く打ち出した｡ 米韓 SCM において､ 韓
国防衛におけるミサイル防衛 (MD) の役割について話し合ったこと
は､ 盧武鉉前政権期からすると大きな変化といえる｡ 前政権は､ 米国が
主導する MD､ それに PSI への参加に否定的であった｡ 北朝鮮や中国
などを刺激することを避けたかったと言われている｡ 李明博政権も､
MD への参加を表明したわけではないが､ 後述するように､ その ｢国防
改革基本計画｣ の中では､ 北朝鮮の核・ミサイルに備えて､ ペトリオッ
トや海上での迎撃誘導弾の導入が検討・推進されている｡
PSI について､ 李明博政権は2009年５月26日､ 全面参加を発表した｡
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北朝鮮が核実験と短距離ミサイル発射を行った翌日のことであった｡ 盧
武鉉政権期の2005年８月以来､ 米国の要請に基づき､ 韓国政府は PSI
訓練にオブザーバーを送るなど部分的には参加してきたものの､ 2006年
11月には全面的な参加はしないとの方針を明確にしていた｡ 李明博陣営
も､ 大統領当選直後は PSI に対して慎重な姿勢を保っていたが､ 北朝
鮮の核実験を契機に全面参加に踏み切ったのであった｡
｢米韓同盟のための共同ビジョン｣ がうたったアフガニスタンにおけ
る協力に関しては､ 2009年10月30日､ 韓国政府が同国に文民からなる地
方復興チーム (PRT) の保護に当たる警察官と軍人を派遣することを
発表した｡ 派遣される軍部隊は約310人で､ 2010年７月から現地で活動
を開始する予定である｡ これまで李明博政権は､ アフガニスタンで文民
の PRT は活動させてきたものの､ 韓国の世論に配慮して､ 軍部隊派遣
には否定的な姿勢を見せてきた｡ オバマ大統領の初訪韓を前に､ 韓国と
して､ より難度の高い貢献を行う決意を固めたことになる｡ このことは
米国から高く評価された｡
このように李明博政権は､ オバマ政権との間で､ 米韓同盟を将来にわ
たり発展させていくことで合意することができた｡ また盧武鉉前政権期
から引き続いていた米韓間の課題に相当程度､ 決着を付けることができ
た｡ 李明博大統領は自らの ｢グランド・バーゲン｣ 提案について､ 主要
関係諸国からの賛同を得ようと努めた｡ 当初､ 米国政府はこの用語に対
して比較的冷淡な反応であったが､ 11月のソウル会談では李・オバマ両
大統領は ｢グランド・バーゲン｣､ すなわち ｢一括妥結｣ が必要だとい
うことで一致した｡
日本の鳩山由紀夫首相は､ 10月９日､ ソウルでの李明博大統領との首
脳会談で､ ｢グランド・バーゲン｣ を ｢極めて正しい考えであると思う｣
と評価した｡ そして､ 核・ミサイル問題で､ 北朝鮮によって ｢具体的な
行動や意思が示されなければ､ 経済協力を行うべきではない｣ と述べ
た｡ この会談を含めて､ 日韓間では首脳同士の ｢シャトル外交｣ が続い
た｡ 李明博大統領は､ 麻生太郎首相と2009年１月12日 (ソウル) と６月
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28日 (東京) に､ 鳩山首相との間でも９月23日 (ニューヨーク) に､ と
会談を重ねた｡ これらによって､ 日韓両国は､ 六者会合を通じて北朝鮮
に核を放棄させることや日米韓３カ国の緊密な連携が必要なこと､ 核実
験を行った北朝鮮に対する国連制裁措置で協力していくことなどを再確
認した｡ また鳩山・李会談では､ 両者が ｢東アジア共同体構想｣ で協力
していくこととした｡ 2009年は､ 歴史認識問題などが浮上しなかったた
め､ 協力の側面が目立った日韓関係であったと言える｡
李明博大統領はまた９月23日､ ニューヨークにおいて中国の胡錦濤国
家主席に対しても ｢グランド・バーゲン｣ 構想を紹介した｡ これに対し
て中国側出席者はうなずいていた､ と韓国の大統領報道官は説明した
が､ 明確な賛同は得られなかったもようである｡ 2008年に李明博・胡錦
濤両首脳は､ 中韓両国関係を ｢戦略的協力同伴者関係｣ (戦略的パート
ナーシップ) とすることで合意した｡ だが､ 中国が北朝鮮との関係を引
き続き重視し､ 核問題においては北朝鮮寄りともとれる姿勢であり続け
ていることは､ 韓国側の不満の原因になっていると考えられる｡ 一方､
米韓間で進む同盟の見直し､ 特に地域における戦略同盟としての役割の
強調は､ 中国側には懸念材料になっている可能性が否定できない｡ この
ように中韓戦略的パートナーシップは､ 双方の戦略にとっての矛盾を抱
えたものでもある｡
今後､ ｢グランド・バーゲン｣ が目指す北朝鮮の核放棄の実現過程で
は､ 韓国と関係諸国間の十分な事前調整とそれを踏まえての協力が肝要
になってくるだろう｡ 米韓間では､ 韓国が自らの立場が軽視されたと感
じた場合には､ 円滑さを欠くことになろう｡ 日韓間では､ 北朝鮮に対し
て解決を求める問題やその見返りとして与える事項などの優先順位をめ
ぐっての調整が欠かせない｡
() 北朝鮮の核・ミサイル対処に重点を置いた国防改革計画
2009年６月26日､ 韓国国防部は､ 2009〜2020年を対象とした ｢国防改
革基本計画｣ を明らかにした｡ これは盧武鉉政権下の2005年に作成した
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計画 ｢国防改革2020｣ を修正するもので､ 主要変更点は北朝鮮の核・ミ
サイルへの対処に重点を置いたところにあると説明された｡ ｢国防改革
2020｣ は､ 陸軍を2005年時点の10個軍団54.8万人から2020年には６個軍
団37.1万人に減らす計画であった｡ 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 (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) とし､ 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) するとしていた｡ 主に陸軍で兵員数を縮小
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｡
これに対して､ 2009年の ｢国防改革基本計画｣ は､ 兵員数を2006年の
68.1万人､ 2009年の65.5万人から2020年に51.7万人にするとした｡ ｢国防
改革2020｣ の目標50万人からは､ 1.7万人増となり､ 削減の幅を緩和し
たことがわかる｡ 軍種別の数値は明らかにされなかったが､ 陸軍では､
｢国防改革2020｣ の目標から､ 軍団１個､ 師団 (平時) ４個､ 旅団１個
がそれぞれ積み増しされた (表３ ２)｡ 海軍の編成の目標には大きな変
化はない｡ ただし１個航空司令部への拡充が予定されていた海軍航空戦
力は､ 現勢の１個航空戦団を保つことになった｡ 海兵隊では師団数は変
わらないものの､ それらに加えて白島と延坪島 (いずれも黄海上で､
北朝鮮地域近くに所在)､ 済州島を担当する島嶼防御部隊の新設方針が
示された｡ 空軍では､ 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) を創設する方針に変更
表 

韓国陸軍の編制計画

2005年の実数

軍団

師団

旅団

10

47

16

2005年時点での計画

6

約20

23

2009年時点での計画

7

28+10＊)

24

2020年の目標数

(出所) 韓国国防部資料から作成｡
＊) 28個は平時の師団数｡ 10個は戦時に増設される師団数｡
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はない｡ ｢国防改革基本計画｣ では､ 陸海軍に対する航空支援の統制を
行う戦術航空統制団の新設が加わった｡ この能力は従来､ 米軍に相当程
度依存してきたものと考えられ､ その増強は戦時作戦統制権移管に伴う
ものと考えられる｡
｢国防改革基本計画｣ は､ ネットワーク中心戦 (NCW) が遂行可能な
能力の構築を目指すほか､ 北朝鮮の核・ミサイル脅威を､ 北朝鮮地域に
おいて ｢最大限遮断・除去｣ すべきことがうたわれている｡ そのため
に､ 24時間監視する能力 (衛星､ 無人機 (UAV)､ 地上配備の早期警戒
レーダーなど)､ 北朝鮮全域に対する精密打撃能力 (｢統合遠距離攻撃
弾｣ など)､ 迎撃能力 (ペトリオット､ ｢海上迎撃誘導弾｣ など)､ 防護
能力 (電磁パルス (EMP) 防護施設など) を備えることを目指してい
る｡ いわば MD に近いシステムと策源地攻撃能力を組み合わせた対処
案となっていると言えよう｡
｢国防改革基本計画｣ は国連平和維持活動 (PKO) のための常設部隊
(予備を含め､ 3,000人規模) やサイバー攻撃に備えての情報防護司令部
の創設もうたっている｡ この計画が発表された直後の2009年７月､ 何者
かが韓国の政府機関や金融機関などのコンピュータ網に大規模なサイ
バー攻撃を行い､ こうした脅威が現実のものであることが示された｡
合同参謀本部には､ 合同参謀議長の下に第１次長と､ さらにその下に
合同作戦本部が新設されることになった (韓国語で ｢合同｣ は軍種の
｢統合｣ を意味する)｡ 2012年４月の戦時作戦統制権の移管後は (後述)､
議長が､ 第１次長と合同作戦本部の補佐を受けつつ､ 韓国軍戦闘部隊に
対する作戦指揮を行う予定である｡ 2008年時点では､ 三軍の戦闘部隊を
指揮する合同軍司令部が新設され､ その司令官を合同参謀議長が兼任す
るという案があったが､ これはとりやめになった｡
以上のような ｢国防改革基本計画｣ に対して､ 韓国内では､ 予算の裏
付けが十分ではないため期間内の目標の達成が難しいのではないか､ と
いう懸念も出されている｡ 2020年までの国防費の年平均増加率を､ 韓国
は2005年時点では8.0％に設定していたが､ ｢国防改革基本計画｣ は7.6％
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に下方修正した｡ しかし2010年度 (暦年) の予算は､ 前年比3.8％増し
か認められなかった｡ 韓国内での報道によれば､ 地上作戦司令部 (現行
の第１軍と第３軍を合体) の創設は2012年から2015年に､ 3,000t 級潜水
艦の導入時期は2018年から2020年に､ 空中給油機は2013年から2014年
に､ 高々度 UAV (グローバルホークとされる) は2011年から2015〜16
年にそれぞれ延期され､ 2,000t 級フリゲートの導入は再検討されること
になったという｡ 盧武鉉政権を支持していた進歩派日刊紙
レ

ハンギョ

は､ ｢国防改革2020｣ に比べて陸軍の削減幅が小さくなったことを､

保守政権の下で陸軍が影響力を再び強めた結果であるとし､ そのあおり
で海空軍の装備導入が遅延していることを､ ｢時代逆行的｣ と批判して
いる｡ こうした懸念や批判はあるとはいえ､ 国防改革基本計画の目玉で
ある､ 北朝鮮に対する精密打撃能力を持つこと自体に大きな反対は韓国
内にはないようである｡
戦時作戦統制権の韓国側への移管時期については､ 2009年10月の米韓
SCM で金泰榮国防部長官とゲイツ国防長官が予定通り2012年４月17日
とすることを確認した｡ ここでいう作戦統制権とは､ 韓国軍戦闘部隊に
対するものであり､ 平時 (休戦時) には韓国合同参謀議長が､ 有事 (戦
時) には米陸軍大将である韓米連合軍 (CFC) 司令官 (国連軍司令官､
在韓米軍司令官を兼任) が行使する｡ 盧武鉉政権下の2007年２月に､ 戦
時作戦統制権も韓国側に移管することで両国が合意していた｡ 移管に伴
い､ CFC は解体され､ 在韓米軍司令部は ｢米韓国司令部｣ (US KORCOM､
｢米軍の韓国における司令部｣ を意味する) に改編される｡ その US
KORCOM は､ 韓国各紙の報道によれば､ 2010年６月頃に創設されると
いう｡ また､ 戦時作戦統制権移管後も国連軍司令部や米第８軍司令部
(在韓米軍隷下の陸軍司令部) は､ 韓国で存続する計画という｡ 在韓米
軍司令部のあるソウル都心部の龍山基地は､ 2004年時点では2008年末ま
でにソウル南方約60㎞にある平澤に移転する予定であったが､ その後､
計画の遅延が続き､ 2009年末現在では2014年に移転する見込みとされて
いる｡
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ソマリア沖で ｢海賊退治｣ を行う韓国海軍

解説
韓国政府はソマリア沖の
｢海賊退治｣ のために､ 2009年４月か
ら忠武公李舜臣級駆逐艦 (4,500t) に
リンクス・ヘリコプター１機､ 特殊部
隊員などを加えた海軍部隊を派遣して
いる (８月､ 12月にそれぞれ同規模の
第２陣､ 第３陣と交替)｡ 派遣の目的
は自国船舶の保護のほか､ 海上安全や
テロ対策のための国際的努力への参加
としており､ 米英などが構成する多国
籍の任務部隊である CTF−151の一員
として､ アデン湾などで活動してい
る｡ ５月には､ 北朝鮮の貨物船に近づ
こうとしていた海賊船をヘリコプター
で追い払ったほか､ ９月には特殊部隊
員が海賊船に乗り込んで制圧するなど
の成果を収めている｡
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建国60周年を迎えた中国は､ 経済の急速な発展と軍事力の着実な向上
という実績を背景に､ 大国としての自信を国内外に示した｡ グローバル
な金融危機が進行する中で､ 世界有数の経済大国となった中国の国際的
な地位は高まり､ 国際社会が直面する諸課題に有効に対処するために
は､ 米国も中国との対話や協力を必要とするようになっている｡ 中国
も､ G20などの場において ｢責任ある大国｣ として各国との協調を図る
姿勢を示している｡
しかし中国は､ 米国をはじめとした先進民主主義諸国との間で､ 将来
の国際秩序の在り方について必ずしも共通の認識を有していない｡ 中国
は米国と責任を共有する G２論に否定的であり､ G20や BRICs を主要な
舞台として発展途上諸国の発言権と既存の国際システムの改革を強く求
めている｡ また大規模な軍事パレードで示されたように､ 中国は軍事力
を着実に増強しており､ そのパワープロジェクション能力の急速な向上
は､ 遠海や宇宙を視野に入れた戦略の転換と相まって､ 東アジアにおけ
る軍事バランスに無視できない影響を与えている｡
台頭する中国は､ 同時に国内に様々な課題を抱えており､ とりわけウ
イグル族による暴動の発生は､ 少数民族問題の解決が容易でないことを
明らかにした｡ 中国政府が ｢中華民族｣ という概念を､ いかにして少数
民族や台湾住民と共有するのかが問われている｡ こうした不安を国内に
抱えながら､ 経済的・軍事的に大国化する中国が､ 東アジアの安定要因
になれるか否かに､ 世界の注目が集まっている｡
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｢中華民族｣ が直面する矛盾

( ) 建国60周年で噴出する民族問題
2009年10月１日､ 中華人民共
和国は建国60周年を迎えた｡ 首
都北京の天安門広場では､ 10年
ぶりとなる軍事パレードを含む
記念式典が挙行された｡ 60年前
に毛沢東が建国を宣言した際と
同じ場所に立って演説を行った
胡錦濤国家主席 (共産党総書
記､ 中央軍事委員会主席) は､
｢今日､ 現代化に向かい､ 世界に向かい､ 未来に向かう社会主義中国は
世界の東方に堂々とそびえ立って｣ おり､ ｢全国の各民族人民は偉大な
祖国の発展と進歩にこの上ない誇りを感じ､ 中華民族の偉大な復興を実
現する明るい見通しについて自信に満ちあふれている｣ と強調した｡
確かに､ 建国以来の60年間で中国共産党が統治する中国が成し遂げた
成果には著しいものがあり､ 現在の国際社会において中国は大国として
確固たる地位を築いている｡ 建国当初は最貧国レベルにあった中国経済
は､ 紆余曲折を経ながらも次第に工業化を進めていき､ とりわけ改革開
放政策が導入されて以降は急速な発展を遂げた｡ 2008年の国内総生産
(GDP) は４兆ドルに迫り､ 米国､ 日本に次ぐ世界第３位の規模になっ
た｡ 同年の対外貿易総額は２兆5,000億ドルを超え､ これも世界第３位
となった｡ 同年末の中国の外貨準備高は２兆ドルに達し､ 中国は世界最
大の外貨保有国となったのである｡
政治や安全保障面でも､ 中国はその地位を飛躍的に向上させた｡ 建国
当初の中国は米国と厳しく対立し､ その後はソ連とも対立するなど国際
的に孤立したが､ 1971年には安保理常任理事国として国連の一員とな
り､ 1989年の天安門事件による再度の孤立も克服して､ 今では米国と並
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んで世界の動向を左右する国家とさえ言われるようになった｡ 世界最大
の兵員数を擁する人民解放軍は､ すでに60年代に核兵器の開発を実現さ
せていたが､ 90年代以降は軍事力の全面的な近代化に邁進した｡ 今回の
軍事パレードで示されたように､ 人民解放軍の情報化やパワープロジェ
クション能力は着実に向上しており､ 中国は軍事力でも世界のトップク
ラスに位置する国家になったと言えよう｡
しかしながら､ ｢世界の東方に堂々とそびえ立つ｣ 中国に､ ｢全国の各
民族人民｣ が ｢この上ない誇りを感じ｣､ ｢中華民族の偉大な復興｣ の実
現について ｢自信に満ちあふれている｣ と言い切ることは難しそうであ
る｡ 胡錦濤主席が天安門広場でこう主張するわずか３カ月前の７月５日
に､ 新疆ウイグル自治区の中心都市であるウルムチで､ ウイグル族によ
る大規模な暴動が発生したのである｡ 2008年３月には､ チベット自治区
でチベット族による暴動が発生していた｡ チベットでの民族暴動の発生
は､ 国内の安定を最重視する中国指導部にとって大きな衝撃であり､ ま
た暴動への厳しい弾圧に対して国際社会から強い批判を受けたこともあ
り､ 中国政府は同様の事件の再発防止に万全を期しているはずであっ
た｡ それにもかかわらず､ 少数民族による大規模な暴動が再び発生して
しまったのである｡
当局の発表で死者197人､ 負傷者1,700人以上を出したこのウルムチに
おける暴動の発端は､ ６月26日に広東省韶関市の玩具工場で発生した､
漢族従業員によるウイグル族従業員に対する集団暴行事件であるとされ
る｡ ２人のウイグル族従業員が死亡したこの事件が伝えられ､ ウルムチ
のウイグル族の間で漢族に対する反感が高まったことが､ ７月５日の暴
動の背景であると見てよいだろう｡ ただし､ 暴動の発生に至る経緯につ
いては異なる主張が存在する｡ 中国政府は､ ラビア・カーディル氏が議
長を務める亡命ウイグル人組織の ｢世界ウイグル会議｣ が韶関市での事
件を利用してウイグル族の反漢族感情を扇動し､ 中国国内のウイグル独
立組織と連携して暴動を計画的に引き起こしたと主張する｡ 他方で世界
ウイグル会議側は暴動への関与を否定し､ 中国政府による長年の圧迫に
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対するウイグル族の不満が､ 韶関市での事件をきっかけに自然発生的に
爆発したものだと主張する｡
いずれにせよ､ ウルムチにおける暴動事件は中国指導部に相当な衝撃
を与えた｡ グローバルな金融危機への対応策などを議論するサミットに
出席することを目的に､ イタリアを訪問していた胡錦濤主席は､ サミッ
トへの参加をとりやめ予定を切り上げての帰国を余儀なくされたのであ
る｡ 胡錦濤主席の帰国を受けて､ ７月９日に開催された中国共産党中央
政治局常務委員会議は､ ウルムチの暴動を､ 国内外の敵対勢力が計画し
組織した暴力犯罪事件であると規定し､ 事件に関与した者を厳しく処罰
する方針を確認した｡ この方針に基づき､ 中国政府は多数の武装警察部
隊を中心とした治安要員をウルムチに配置して治安を維持するととも
に､ 事件に関与したとされる者の大量検挙を行った｡ 事件発生から１カ
月後には､ 容疑者として718人を拘留し､ 83人を殺人や傷害などの罪状
で逮捕したことが発表され､ 国慶節を過ぎた10月半ば頃には､ 彼らに対
する死刑判決が相次いだ｡
中国政府にとって少数民族問題への対応は､ 経済の発展や政治の安
定､ 国家の安全保障などに関わる重大な課題である｡ グローバルな経済
危機に直面し､ 経済の持続的な発展の実現に腐心する中国政府にとっ
て､ 少数民族問題の先鋭化はその前提となる社会の安定を揺るがしかね
ない｡ 胡錦濤主席が指摘するように､ 少数民族問題は ｢中国の特色ある
社会主義を堅持して発展させるために必ずうまく処理しなければならな
い重大な問題｣ なのである｡ 中国政府による近年の少数民族政策は､ 共
産党による指導を前提に少数民族による政治的自立性への要求を極力押
さえ込む一方で､ 経済発展の促進による少数民族地域の生活水準の向上
や､ 漢族と各少数民族を包含する ｢中華民族｣ に基づいた愛国主義の称
揚などにより､ 政府に対する少数民族の支持取り付けを図るものだった
といってよい｡ 例えば､ 1999年から中国政府が開始した西部大開発政策
は､ 少数民族が多く居住する西部地域に多額の資金を投入することによ
り､ 遅れた経済の発展を促進することを目指したものであり､ 少数民族
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政策の柱の一つでもあった｡
チベット自治区や新疆ウイグル自治区での大規模な暴動の発生を受け
ても､ 中国政府はこれまでの少数民族政策を堅持する方針である｡ 民族
の団結に尽くした個人や団体を表彰するために９月29日に開催された第
５回全国民族団結進歩表彰大会で演説した胡錦濤主席は､ ｢事実が雄弁
に証明しているように､ 我が国の民族問題解決への実践は成功してお
り､ 我が国の各民族人民の団結は牢固として破壊できず､ 党の民族政策
は完全に正しく､ 我が国が実行する民族区域自治制度も完全に正しい｣
と断言した｡ その上で胡錦濤主席は､ 少数民族地域の経済発展を促進
し､ ｢共同の繁栄と発展｣ を実現することを通じて ｢各民族人民に改革
と発展の成果を享受させる｣ ことや､ ｢愛国主義精神を大いに発揚｣ し､
｢我が国各民族の中華民族に対する帰属感､ 中華文明に対するアイデン
ティティ､ 偉大な祖国に対する誇りを大いに増強する｣ 必要性を訴え
た｡ 同時に胡錦濤主席は､ ｢少数民族の幹部と各種の人材を育てて選抜
することは､ 民族工作をよく行うための重要な条件である｣ と指摘し､
｢政治的には党とともに歩み､ 大衆のなかで声望があり､ 仕事面で実績
のある高い素質を持った少数民族の幹部と人材の育成に努力すべきであ
る｣ と主張したのである｡
その前日に国務院新聞弁公室が発表した ｢中国の民族政策と各民族の
共同繁栄と発展｣ (少数民族白書) は､ これまでの政府による多額の資
金投入によって､ 少数民族地域の経済発展やインフラ整備が大幅に進展
した成果を詳述している｡ しかしながら､ その発展の背後で進行してい
るといわれる漢族と少数民族間の経済格差の拡大については何も言及し
ていない｡ 中国政府がウルムチ暴動事件の黒幕として厳しく非難してい
るラビア・カーディル氏は､ かつては中国政府が育成し選抜した少数民
族幹部であった｡ 同氏は改革開放の波に乗って事業を拡大し､ 新疆ウイ
グル自治区で大成功を収めた実業家であり､ 90年代前半には全国政治協
商会議の代表にも選出されていた人物なのである｡ さらに､ 今回のウイ
グル族による暴動の後には､ 漢族による反ウイグル族暴動も発生した｡
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ウイグル族による暴動直後の７
月７日と､ 漢民族が無差別に針
で刺された傷害事件をきっかけ
とした９月初めの大規模な抗議
行動である｡ 中国政府は少数民
族による異議申し立てへの対応
という従来の課題に加えて､ 多
数派である漢族による少数民族
への不満の高まりという新たな
課題にも直面している｡ 政府の民族政策の大前提である ｢中華民族｣ と
いう概念に対して､ 少数民族のみならず漢民族からも異論が突きつけら
れ始めたのである｡ このような状況を受けてもなお､ 従来の少数民族政
策の継続を主張する中国政府にとって､ 少数民族問題は政治や社会の安
定を確保する上で今後も主要な懸念材料であり続けるだろう｡
() 台湾との関係改善とその限界
中国政府にとって､ ｢中華民族｣ という概念の正しさに固執する理由
は､ それが少数民族政策の前提となっていることのみならず､ 台湾政策
の基盤をなしていることにもある｡ 中国は､ 台湾に居住するすべての民
族が ｢中華民族｣ の一員であり､ 大陸と台湾の人民は同一の民族である
が故に単一の国家を形成しなければならず､ 大陸と台湾が統一を果たす
ことが中華民族の偉大な復興に不可欠であるとの立場をとっている｡
1979年元旦に､ 大陸の全国人民代表大会常務委員会が ｢台湾同胞に告げ
る書｣ を発表した｡ 従来の台湾に対する武力解放路線から､ 平和統一路
線への転換を明確にしたこの文書の発表から30周年を記念した2008年12
月31日の会議において､ 胡錦濤主席は大陸人民と台湾人民が ｢中華民
族｣ というアイデンティティを共有している点を強調した｡ ｢台湾問題
解決の核心は祖国統一の実現であり､ その目的は国家の主権と領土の保
全を確保し､ 台湾同胞を内に含む中華子女全体の幸福を追求し､ 中華民
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族の偉大な復興を実現すること｣ であり､ ｢両岸の統一は中華民族が偉
大な復興へ向かう歴史の必然である｣ と述べた｡
大陸と台湾が ｢中華民族｣ のアイデンティティを共有しているという
中国の主張について､ 台湾の与党である国民党や総統である馬英九は共
感を示している｡ 2009年７月に長沙で開催された第５回両岸経済貿易文
化フォーラムの閉会式で挨拶した呉伯雄・国民党主席は､ 今回のフォー
ラムが ｢中華文化の未来､ とりわけ中華文化がグローバルで多元的な文
化の中でそびえ立ち､ 指導的な役割を発揮できることに対する､ 我々の
自信と希望をみなぎらせた｣ と言い､ ｢中華民族は世界で最も意志が強
固で忍耐強い民族であり､ 中華文化はもっとも包容性を有する文化であ
る｣ と主張した｡ その上で ｢両岸が滞りのない対話を通じて､ 手を携え
て未来をともに創造し､ 中華民族のために新たな繁栄の時代を打ちたて
ることができると信じる｣ と言明したのである｡ また､ 2009年10月10日
に行われた中華民国の建国記念式典で挨拶した馬英九総統は､ ８月８日
に台湾南部を襲った台風被害に対する大陸からの支援に触れて､ ｢この
ような両岸人民の

血は水よりも濃い

という民族感情は､ 将来の両岸

関係に対して我々の自信と期待をみなぎらせた｣ と発言した｡
こうした認識を有する国民党の馬英九政権は､ 2008年５月の政権発足
から一貫して中国との関係改善を進めている｡ 低迷する台湾経済立て直
しのためには大陸との経済関係の強化が不可欠であり､ そのためには陳
水扁前政権時代に悪化していた大陸との政治的な関係の改善が必要であ
るというのが､ 馬英九政権の基本的な認識である｡ この方針に基づき､
馬英九政権は中国側が主張する ｢一つの中国｣ 原則を否定せず､ 中台の
実務交流機関による対話を復活させ､ 大陸からの観光客の受け入れや
｢三通｣ (中台間の直接の通商､ 通航､ 通信) を実現させてきた｡ こうし
た実績を背景に､ 建国記念式典で馬英九総統は ｢この１年で､ 両岸関係
は大幅に好転し､ 台湾海峡には平和の契機が出現した｣ とこれまでの政
策の正しさを強調し､ 大陸側と交渉している金融協力覚書や経済協力枠
組み協定 (ECFA) の締結に自信を示した｡
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馬英九総統による大陸政策の転換は､ 胡錦濤政権にとって極めて好ま
しいものであった｡ 陳水扁前総統は､ しばしば台湾独立へ向けた動きを
行って両岸関係の緊張を招き､ これが周辺諸国の対中警戒感や周辺地域
の不安定感につながったと中国側は見ていた｡ 安定した国際環境の下で
経済建設に力を集中させたい中国にとって､ 台湾の統一は喫緊の課題で
はなく､ 当面は台湾独立に否定的な台湾当局との安定した関係を構築し
ておくことが望ましい｡ また､ 台湾の独立傾向に歯止めをかけ､ 両岸の
政治対話を進展させることは､ 胡錦濤指導部による台湾工作における具
体的な成果として国内で認識され得る｡ 胡錦濤主席が述べたように､ 馬
英九総統の当選によって ｢台湾情勢に積極的な変化が生じ､ 両岸関係は
得難い歴史的チャンスを迎えた｣ のである｡
胡錦濤政権はこの歴史的チャンスを活かすべく､ 馬英九総統の期待に
積極的に応えている｡ ｢台湾同胞に告げる書｣ 発表から30周年の講話に
おいて､ 胡錦濤主席は台湾政策について ｢一つの中国｣ 原則を守るこ
と､ 経済協力を進めること､ 中華文化を発揚すること､ 交流を拡大する
こと､ 敵対状況を終結させることなど６つの意見を表明した｡ そのなか
で胡錦濤主席は､ 台湾との ｢総合的な経済協力協定｣ を締結することを
提起するだけでなく､ 台湾の国際組織への関与を拡大することについて
話し合う姿勢や､ 安全保障面でも対話のメカニズムを構築する可能性を
示唆した｡ 胡錦濤主席による６つの意見は､ 経済関係の強化と､ 台湾の
安全保障や国際的な地位に対する配慮を求める馬英九総統の主張を後押
しするものと言えよう｡
この方針に基づき､ 中国側は次々に具体的な対応を打ち出した｡ 例え
ば､ 経済面では不況にあえぐ台湾企業を直接支援することを目的に､ 中
国企業による台湾に対する製品の買い付け団を組織し､ 数度にわたって
台湾に派遣した｡ 2008年の買い付け団による台湾企業からの買い付け総
額は､ 150億ドルを超えたとされる｡ また中国は､ 台湾の対岸の福建省
に ｢海峡西岸経済区｣ を設立し､ 台湾企業による進出をさらに促進する
方針も示した｡ 台湾経済に具体的な恩恵をもたらすこうした対応のみな
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らず､ 中国側は政治面・外交面でも台湾側に譲歩する姿勢を見せた｡ と
りわけ注目を集めたのが､ 2009年５月に台湾による世界保健機関 (WHO)
の総会への出席を認めたことであった｡ これまで台湾は国際的な活動空
間を拡大することを目指して､ WHO への加盟を申請してきたが､ 中国
による一貫した反対によって実現していなかった｡ ｢中華台北｣ の名義
による ｢オブザーバー｣ としての ｢総会｣ への参加を認めるにとどまる
ものではあったが､ 中国はこれを台湾側に対する大陸側による ｢善意｣
と ｢誠意｣ の表れであると強調した｡
８月８日に台風８号 (モーラコット台風) が台湾南部を襲い､ 700人
を超える死者・行方不明者を出す大災害を引き起こしたが､ 同災害への
対応においても中国は台湾に対する ｢善意｣ を見せた｡ 中国は仮設住居
用のプレハブ住宅を含む支援物資を台湾に送り､ ３億元に達する義援金
と支援物資を市民や団体などから集めて贈った｡ 米軍機が支援物資を空
輸するため台湾に飛来したが､ 中国はこれを黙認した｡ 被災者の慰問を
目的として民進党系の地方首長達がダライ・ラマを招へいし馬英九政権
がその訪台を受け入れた際､ 中国側はこれを非難し中国高官による訪台
を一時延期するなどした｡ だが､ 10月には国民党主席に就任した馬英九
総統に対して胡錦濤が中国共産党の総書記として祝電を送り､ 12月には
４回目となる実務交流機関によるトップ会談が実施され､ 2010年から
ECFA の交渉開始で合意するなど､ その基本的な台湾政策に変化は見
られない｡
中国との関係改善を主張する馬英九政権に対し､ 中国側が積極的に応
じてきたことから､ 中台関係は急速に改善へ向かってきたが､ 今後もそ
の勢いが継続し､ 安全保障対話の実施や､ 平和協定の締結といったレベ
ルにまで達するかどうかは定かでない｡ 馬英九総統としては､ 中国との
関係改善が台湾経済の浮揚に結びついた実績を示すだけでなく､ 中国に
対する台湾の主体性の確保や､ 台湾の安全保障の強化を求める民意に応
えなければ､ 2012年の総統選挙での再選が危うくなる｡ 従って馬英九総
統は中国との平和協定締結の前提条件として､ 中国が台湾に向けて大量
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に配備している弾道ミサイルの撤去を要求し､ 中国の軍事力に対して強
い警戒感を示した国防白書を発表したのである｡ 他方で､ 中国側にはこ
うした台湾側の要求を受け入れる余地は限られている｡ 中華人民共和国
政府が中国を代表する唯一の合法政府であるとの原則を堅持する限り､
国際社会における中華民国政府の活動空間の拡大を中国が許容すること
には限界がある｡ 国慶節の軍事パレードで台湾を射程に収める弾道ミサ
イルである東風15と東風11を登場させたように､ 人民解放軍には台湾に
対する軍事的圧力を緩和する動きはまったく見られない｡ 中台間の平和
協定にしても､ 中華民国政府の存在を認めない中国側にとって､ 馬英九
が総統を務める中華民国政府を相手にこれを締結する選択肢は存在しな
い｡ 直接選挙で選出された総統が率いる政府が存在する台湾側にとって
も､ 一政党に過ぎない国民党が中国共産党と平和協定を締結する選択肢
は存在しない｡ 中台関係は経済面を中心としつつ政治面でも関係改善へ
向かっているが､ 安全保障面での障害を突破するのは簡単ではないだろ
う｡

２

チャンスとチャレンジが交錯する金融危機

( ) 回復に向かう中国経済
2008年後半以降に世界に広がった米国発の金融危機は､ 中国にとって
大きなチャレンジとなった｡ 金融危機が顕在化する以前から､ すでに中
国経済は減速傾向に入っていたが､ 当初の傾向はあくまで過熱抑制やイ
ンフレ防止を狙った中国政府の経済引き締め策によるものとされてい
た｡ しかし､ 同年９月以降に深刻化した米国発の金融危機と先進諸国を
中心とする世界経済の失速は､ 中国経済にも多大な影響を及ぼした｡ ま
ず､ 中国の輸出の縮小傾向に拍車がかかった｡ 金融危機の深刻化に伴
い､ 大輸出先の米国の景気が落ち込み､ 国内輸出企業は減産を余儀なく
され､ なかでも､ 繊維､ 玩具などをつくる沿海部で工場の閉鎖が相次い
だ｡ また､ 同年10月の中国の輸入額は930億9,000ドルであったが､ 伸び
101

率は前月よりも5.7ポイント低下し､ 輸入も減速が顕著になった｡ 輸入
が減少した背景には､ 国内企業の減産に伴い､ 原材料や部品の輸入を減
らしたことがあった｡ こうした状況の中で､ 同年７〜９月期の GDP は
11四半期ぶりに伸び率が10％を下回った｡
こうした状況を受けて､ 国家統計局の李暁超・国民経済総合統計局長
は ｢今の経済情勢の中で突出した矛盾と問題は､ 主に国際金融市場の動
揺や世界経済の明らかな失速だ｣ と語り､ 金融危機の中国経済への影響
の大きさを強調した｡ また､ 中国国内の専門家の間からも､ 中国経済に
関する悲観的な将来シナリオが聞かれるようになった｡ 例えば､ 中国社
会科学院金融研究所の劉輝研究員は ｢経済の下降は今まさに加速して
おり､ いつ底をつくのか判断し難い｡ このため将来の中国経済がハード
ランディングするリスクもある｣ と述べた上で､ 2009年は ｢中国にとっ
て非常に困難な時期となるであろう｣ と悲観的な見通しを示したので
あった｡
なかでも､ 雇用情勢悪化が深刻化し､ 失業率も2007年までの低下傾向
に終止符が打たれ､ 2008年は4.2％となり､ ５年ぶりに上昇に転じた｡
人的資源社会保障部の尹蔚民部長も ｢国際経済情勢の変化で､ (雇用情
勢が) 非常に厳しくなっている｣ と情勢の緊迫化を認めた｡ しかし､ 実
質的な雇用情勢はさらに深刻であったようである｡ 南開大学周恩来政府
管理学院の研究グループによれば､ 出稼ぎ労働者である農民工１億3,000
万人のうち2,000万人近くが失業状態に陥り､ 都市部における実際の失
業率は9.6％に達しており､ 中国政府が発表した登録失業率の２倍と
なっていたという｡ 大学新卒者の失業率も12％に達し､ 同じく政府発表
値の３倍となったと言われる｡
加えて､ 雇用情勢の悪化が中国の社会不安を惹起する可能性も議論さ
れるようになった｡ 前述した南開大学の研究グループは､ 失業農民や未
就職の大学新卒者の生活困難に起因する不満や民衆の生活水準の低下に
よって､ 彼らの政府に対する信用低下が引き起こされる可能性があると
指摘した｡ さらに､ 中国社会のこうした潜在的な不安定要素は､ 経済成
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長の一層の下降を誘発するというリスクの連鎖も生じ得ることに､ 同研
究グループは警告を発していた｡ こうした社会不安への警戒感は､ 指導
部の中からも示されていた｡ 例えば､ 2009年１月に開かれた全国財政工
作座談会において､ 李克強副総理 (党中央政治局常務委員) は ｢目下の
金融危機はなお蔓延しており､ 実体経済への衝突は依然として深まって
いる｣ との現状認識を示した上で､ 同問題への対応は ｢社会の安定に直
接関係する｣ と指摘したのであった｡ また､ 中国公安部も ｢国際金融危
機と世界経済の衰退の影響を受けて､ 社会安定をめぐる情勢に新たな動
向が出現している｣ として､ 雇用情勢の悪化がもたらす社会安定への影
響を中国各地で視察し､ 警戒を強化した｡
社会の不安定化を回避すべく､ 中国政府は2008年11月の国務院常務会
議で決定されたインフラ建設を中心とする総投資額４兆元の景気刺激策
を実行に移して内需の拡大を図った｡ また､ その効果を促進すべく2009
年３月の第11期全国人民代表大会 (全人代) 第２回会議では､ 5,000億
元規模の企業・住民減税を実施すること等が決定された｡ また､ この会
議において､ 温家宝総理は ｢困難な時期であればあるほど､ 民生をより
一層重視し､ 社会の調和と安定をより一層促進しなければならない｣ と
した上で､ 社会安定の確保との観点から ｢より積極的な雇用政策を実施
し､ 成長の促進と雇用の拡大､ 民生の改善を密接に結合させ､ 人民大衆
が改革と発展の成果を共有するようにする｣ と強調し､ 420億元余りの
雇用対策費が計上されたのである｡
中国政府による積極的な景気刺激策にもかかわらず､ 2009年第１四半
期の GDP の伸び率は前年同期比6.2％にとどまった｡ また､ 先進諸国の
景気悪化を受けて､ 第１四半期の輸出額も前年同期比19.4％のマイナス
となった｡ しかし､ 中国政府やエコノミストの多くは2009年第１四半期
の経済情勢を前向きにとらえた｡ 例えば､ ４月15日に開かれた国務院常
務会議では､ これまでの景気刺激策の ｢効果が現れ始め､ 経済に前向き
の変化が生じ､ 情勢は予想より良い｣ との認識が確認された｡ この認識
を踏まえて､ 中国政府直属の研究・諮問機関である国務院発展研究セン
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ター主任の張玉台研究員も､ 積極的な景気刺激策の ｢初歩的な成果｣ が
現れ､ ｢少なからぬ重要な経済指標が予想よりも確実によい｣ と評価し
た｡ 具体的には､ 固定資産投資の伸びが28.8％に達し､ 過去３年間で最
高の水準になったほか､ 消費財の小売総額が実質で15.9％伸び､ 2008年
11月には38.8まで下降していた製造業の購買担当者指数 (PMI) も2009
年３月に景気拡大・後退の分岐点とされる50を超え､ 52.4まで回復した
こと等が指摘された｡ また､ 中銀国際証券の曹遠征・首席エコノミスト
も､ GDP 伸び率の下げ幅が縮小していること､ PMI の回復傾向､ 電力
需要の回復等を指摘して ｢マクロ経済の下降趨勢はすでに基本的に抑制
された｣ と結論付けた｡
こうした ｢少なからぬ成果｣ を受けて､ ４月初めにロンドンで開かれ
た第２回 G20金融サミットにおいて､ 胡錦濤主席も ｢一連の措置がすで
に初歩的な成果をあげ､ 積極的な兆しが現れている｣ と述べた｡ また､
同月半ばに海南島で開催された博鰲アジアフォーラム年次総会でも､ 温
家宝総理は具体的な経済指標を示しつつ､ ｢すでに初歩的な成果が現れ､
経済運行に積極的な変化が生じ､ 情勢は予想よりもよい｣ と､ 前向きな
情勢認識を提示した｡ さらに､ 温家宝総理は ｢中国の経済発展の潜在力
はさらに解き放たれ､ 本国人民の福祉とともに､ 世界各国のためにさら
に多くの貿易と投資の機会を提供する｣ と強調し､ 中国の経済情勢が世
界各国に先駆けて好転していることに自信を示したのであった｡
事実､ 2009年第２四半期および第３四半期の中国の GDP 伸び率は､
それぞれ前年同期比7.9％と9.1％と発表され､ 中国経済の下降傾向に歯
止めがかかったことが明らかとなった｡ しかし､ 一連の景気刺激策が短
期的に経済成長を押し上げたとしても､ 長期的な安定成長につながるの
か否かはなお不透明である｡ 例えば､ 国務院発展研究センターの呉敬
研究員が指摘するように､ 中国経済の根本的な問題である貯蓄率の高さ
に依然として大きな変化はなく､ 消費拡大の持続性に疑問がないわけで
はない｡ また､ 中国国内の専門家の中には､ 中国政府による景気刺激策
を ｢資源の過度な投入｣ という ｢旧い経済発展の方式｣ と表現して､ 批
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中国の国内総生産 (GDP) の伸び率
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(出所) 国家統計局綜合司 ｢2008年国民経済綜体保持平穏較快速発展｣ (2009年１月22日)
および国家統計局 ｢2009年国民経済綜体回昇向好｣ (2010年１月21日) から作成｡

判的な見解を示す者も少なくない｡ こうした批判的見解に立てば､ 中国
政府が取り組むべき政策課題は経済発展方式の転換であり､ 高付加価
値・高効率の産業を中心とする経済成長を長期的に目指していかなけれ
ばならず､ 比較的高い経済成長を維持しつつ発展モデルの転換を図ると
いう難しい舵取りを中国指導部は迫られることとなるであろう｡
() ｢積極的､ 協力的かつ包括的｣ な米中関係
対外関係という観点から言えば､ 金融危機は中国にチャンスをもたら
したと言ってよい｡ なぜなら､ 一つに中国は国際社会との間で ｢金融危
機の克服｣ を共通の利益に設定して､ 主要国・地域との協調・協力関係
の構築を推し進めることが可能になったからである｡ 特に､ 金融危機に
対応するなかで財政赤字が急増した米国との関係では､ ２兆ドルを超え
る外貨準備高と8,000億ドル前後の米国国債を保有する中国の相対的な
優位は明らかであった｡ 2009年４月初めにロンドンで開かれた第２回 G
20金融サミットの前日､ 胡錦濤主席は米国のバラク・オバマ大統領との
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初めての首脳会談を行った｡ 同会談において､ 胡錦濤主席は ｢国際金融
危機のショックへの対応と世界の経済成長の回復を推し進めることは言
うまでもなく､ 国際的・地域的な問題の処理や世界の平和と安全の維持
の面でも､ より一層広範な共通の利益を有している｣ と表明した｡ ま
た､ 胡錦濤主席は ｢中米関係は､ 現在新たな起点に立ち､ 重要な発展の
チャンスを迎えている｡ 両国は手を携えて努力し､ 21世紀における積極
的､ 協力的かつ包括的な中米関係をともに構築すべき｣ とオバマ大統領
に提案した｡ すなわち､ 胡錦濤主席は金融危機を奇貨として､ 同問題へ
の対応にとどまらない幅広い協力関係の構築をオバマ大統領に求めたの
であった｡ オバマ大統領も胡錦濤主席の求めに応じて､ 両国首脳は ｢積
極的､ 協力的かつ包括的｣ という新たな関係枠組みの構築を目指すこと
で合意した｡
この ｢積極的､ 協力的かつ包括的｣ な関係を構築すべく､ 新たな協議
枠組みの構築についても両国首脳は合意した｡ すなわち ｢戦略・経済対
話｣ がそれであるが､ ブッシュ政権期の2005年から実施されていた閣僚
級の ｢経済戦略対話｣ に新たに外務閣僚が参加して､ 二国間の問題のみ
ならず､ 地域およびグローバルな領域で両国が直面する困難と機会双方
を高いレベルで共同検討することとなった｡ 中国側はこの ｢戦略・経済
対話｣ に積極的な位置付けを付与している｡ 例えば､ 外交部新聞局の秦
剛副局長はこの対話枠組みの構築は ｢歴史的な出発点と情勢の下で､ 中
米両国が協力強化の認識を一層深め､ 両国の協力の重要性を一層高めよ
うとしている姿を反映するもの｣ との理解を示したのであった｡
2009年７月末には､ ワシントンで第１回 ｢戦略・経済対話｣ が開か
れ､ 中国側は王岐山副総理と戴秉国国務委員､ 米国側はヒラリー・クリ
ントン国務長官とティモシー・ガイトナー財務長官それぞれが双方の国
家元首の特別代表として共同議長を務めた｡ また､ 同対話では､ 全体会
合だけではなく国際的な金融危機への対応を中心とした経済対話が開か
れ､ 米中両国が ｢マクロ経済政策を協調させ､ 金融市場の安定化を図
り､ 経済が成長を回復させるとともに雇用の増加を図る｣ ことで合意し
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た｡ ブッシュ政権期の経済戦略
対話は､ 単純化して言えば､ 米
国側が人民元の為替レートの切
り上げを中国側に求める場で
あったが､ 新たに設置された経
済対話では､ 中国人民銀行の周
小川総裁によれば､ 人民元問題
に関する ｢詳細な議論はなかっ
た｣ という｡ むしろ､ 中国の強
気な姿勢が目立ち､ 王岐山副総
理は経済対話の冒頭で ｢ドルの供給量の増加が米国経済とともに世界経
済全体に及ぼす影響を考慮すべきだ｣ と述べ､ 米国による妥当な通貨政
策の実行を求めた｡ 同じく ｢戦略・経済対話｣ 枠組みの下で開かれた戴
秉国国務委員とクリントン国務長官を共同議長とする戦略対話は､ 実質
的な成果をほとんど生み出さなかった｡ しかし､ 米中共同で発表された
プレスリリースによれば､ 米中は次の点で合意した｡ すなわち､ 戦略対
話の枠組みの下で､ 両国の外交・安全保障政策の政策プランニングに関
する協議を強化するとともに､ アジア､ 中東､ アフリカ､ 中央アジア､
ラテンアメリカに関する政策協議を強化することで合意が成立したので
あり､ 米中両国はグローバルな協力関係を幅広く模索することになっ
た｡
初めての ｢戦略・経済対話｣ の開催に関して､ 中国指導部は極めて高
い評価を与えていると言ってよい｡ ９月にニューヨークでオバマ大統領
と会談した胡錦濤国家主席は ｢目下の中米関係は良好な発展の勢いを呈
しており｣､ ｢21世紀における積極的､ 協力的かつ包括的な中米関係の構
築に双方は共同で努めている｣ と言及した｡ また､ 胡錦濤主席はこうし
た共同努力のプロセスにおいて､ ｢戦略・経済対話｣ の後続協議を重ね
て､ 国際金融危機への対応だけではなく､ 経済貿易､ 反テロ､ 大量破壊
兵器等の拡散防止､ 法執行､ エネルギー､ 環境､ 人文等の分野における
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交流が ｢積極的な成果｣ を挙げるようにすべきことを提案したのであ
る｡ すなわち､ ｢積極的､ 協力的かつ包括的｣ という新たな関係を実現
するための有効なプラットフォームとして ｢戦略・経済対話｣ を胡錦濤
主席は位置付けているのである｡ また､ ９月28日付の

人民日報

に掲

載された建国60周年の特別記事は､ ｢戦略・経済対話｣ において､ ｢中国
はさらに多くの理解と信頼を獲得した｣ と指摘した｡ 事実､ 第１回 ｢戦
略・経済対話｣ の開幕式においてオバマ大統領は ｢中国が国際社会にお
いて強大で繁栄し､ 成功を収めている一員となることを信じている｣ と
言及したのである｡
加えて､ 中国経済の比較的早期の回復傾向と米中関係の進展を背景
に､ 米中両国が世界経済の回復に決定的な役割を果たすとする G２論も
活発化した｡ 例えば､ 2009年３月６日付の米紙

ワシントンポスト

に

は､ ｢世界の経済回復には米中 (G２) という経済大国が協力し､ G20の
機動力となることが不可欠である｡ G２の確固たる協力がなければ､ G20
もうまく機能しない｣ と主張するロバート・ゼーリック世界銀行総裁の
論考が掲載された｡ また､ 2008年の米大統領選でオバマ陣営の外交問題
顧問を務めたズビグニュー・ブレジンスキー元大統領補佐官も､ 経済分
野だけではなく政治・安全保障分野でも米中が協調する ｢インフォーマ
ルな G２｣ メカニズムの構築が必要であると主張した｡
こうした G２論に対する中国の姿勢は慎重である｡ 2009年５月にプラ
ハで開かれた第10回中国・欧州連合 (EU) 首脳会談後の共同記者会見
において､ 温家宝総理は ｢一国や二国あるいは大国グループで世界の問
題を解決することは不可能であり､ 多極化や多国間主義が大きな趨勢で
ある｣ とした上で､ ｢世界には中米による共同統治の枠組みが形成され
るという人もいるが､ まったく根拠のない誤ったものだ｣ と述べ､ G２
論を正面から否定した｡ また､ 同年11月に訪中したオバマ大統領に対し
ても､ 温家宝総理は G２論へ賛成しないことを強調した｡ 温総理は､
G２論に賛成しない理由として､ プラハで挙げた理由に加えて､ 中国が
発展途上国であり､ 国家の現代化への道程が遠いことを指摘した｡
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プラハにおける温家宝発言を受けて､ 中国国内の専門家も G２否定論
を提示するようになった｡ 例えば､ 外交学院前院長の呉建民は
報

人民日

(海外版) に寄せた評論で､ 中国の外交主張との相反という観点か

ら温家宝発言を理解した上で､ ｢中米による共同統治には賛成しない｣
と明言した｡ すなわち ｢世界のことは国の大小､ 強弱､ 貧富にかかわら
ず各国が共同で決めるべき｣ という立場が中国の一貫した主張だと彼は
言うのである｡ この点に関連して､

華夏時報

(2009年５月23日付) 社

説は､ より具体的な外交上の問題点を指摘している｡ 金融危機の試練を
受けている多くの国が ｢米国に有利な多くの国際規則､ 例えば国際通貨
基金 (IMF) の改革に関して､ 相当強烈な改正意見を提示している｣ こ
とをこの社説は指摘した上で､ G２論が ｢世界の発展の行方を決定する
にあたって､ さらに多くの国がその決定過程に参画すべき｣ という国際
政治の流れに符合していないと強調し､ 発展途上国の立場に配慮する中
国の姿勢を示唆した｡
しかし､ より重要な検討課題は G２論の妥当性や実現可能性ではな
く､ G２論の広がりという状況の背景を中国がいかに理解しているのか
にある｡ この観点から言えば､ G２論は中国で完全に否定されているわ
けではない｡ 2009年初めに

解放軍報

が主催した米中関係についての

座談会では､ G２論の背景に米中関係が ｢平衡化｣ しつつあることを見
出さなければならないとの見解が示された｡ すなわち､ 改革開放以来の
中国の経済発展や近年における総合国力の向上､ 国際機関等における積
極的な外交の結果､ 米中両国の実力の差は縮小しており､ 米中関係の
｢平衡化｣ という趨勢は不可逆なものであると､ G２論が提起された背
景を好意的にとらえているのである｡ また､ 別の国際問題専門家はさら
に踏み込んだ見解を示している｡ すなわち､ G２論が提起された背景と
して金融危機を指摘した上で､ その他のグローバルな問題についても
｢米国はすでに独力で掌握できない｣ 状況にあり､ 国際社会における米
国の覇権が低下しているという自己認識が米国内で高まっているという
のである｡ こうした背景で提起された G２論は､ ｢米国が自国の優勢を
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利用して西側が制定する国際ルールの遵守を中国に求めた｣ ブッシュ政
権期の ｢責任あるステークホルダー｣ 論と区別されるべきだというので
ある｡
中国はグローバルな金融危機を奇貨とし､ 同問題への対応を ｢共通の
利益｣ に設定してオバマ政権との間で､ 包括的な協力関係の構築に努め
ている｡ 注目すべきは､ このプロセスにおいて､ 中国側は ｢戦略・経済
対話｣ を新たなプラットフォームとして､ 協力の範囲を二国間の課題だ
けではなく､ 地域的そしてグローバルな課題にまで広げていこうとして
いることであり､ 国際安全保障における米中協力の強化も模索されてい
る｡
() ｢新興大国｣ としての積極外交
すでに指摘したように､ グローバルな金融危機を目にした中国はそこ
に米国覇権の低下の兆候を見出している｡ 中長期的な観点から言えば､
経済面だけではなく政治面においても地政学上の ｢戦略的変化｣ の可能
性を金融危機に見出す論者も少なくない｡ 例えば､ 人民解放軍国際関係
学院国際関係研究所の年次報告書は､ 金融危機によって ｢米国は大打撃
を受けて｣ おり､ 世界経済における米国の主導的地位と役割はすぐには
変わらないが､ 将来 ｢必ず大幅に凋落するであろう｣ と指摘している｡
もちろん､ 金融危機の影響を受けたのは米国をはじめとする先進諸国だ
けではない｡ 中国を含む発展途上国や新興国の経済成長率も鈍化した｡
しかし､ この年次報告は金融危機が ｢国際経済システムの再建に参画す
る非常に良いタイミング｣ となったとして､ ｢新興国がこの機会をとら
えて世界という舞台での主役あるいはそれに準ずる地位を確立すること
ができる｣ と指摘するのである｡
こうした認識は2009年９月に開催された中国共産党第17期中央委員会
第４回全体会議 (４中全会) において確認された｡ ４中全会のコミュニ
ケと ｢新たな情勢下での党建設の強化と改善における若干の重大問題に
関する党中央の決定｣ はともに､ 国際的な金融危機の影響に関して ｢世
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界経済の枠組みには新たな変化が生じ､ 世界のパワーバランスには新た
な態勢がみられる｣ と言及しており､ 経済的な枠組みだけではなく､ 政
治的な文脈からもパワーバランスが変化する兆しを見出しているのであ
る｡ さらに､ ７月に開催された第11回在外使節会議において胡錦濤主席
は､ こうした変化の兆しに関連して ｢世界の多極化の見通しは一層明る
い｣ と指摘しており､ 中国指導部は金融危機後に現れた国際情勢の変化
を外交上のチャンスととらえたと解釈できよう｡
こうしたパワーバランスの変化は､ 中国と唯一の超大国である米国と
の関係によってのみ規定されるものではない｡ むしろ､ 人民解放軍軍事
科学院戦略研究部の彭光謙少将が指摘するように､ 唯一の超大国として
の米国の相対的な地位の低下と ｢発展途上国の集団的台頭｣ がパワーバ
ランスの変化の中心的要素と､ 中国の専門家の多くは考えている｡ こう
した観点から言えば､ パワーバランスの変化を促進する中国の外交舞台
の中心は G２ではなく､ G20であろう｡ 現代国際関係研究院の崔立如院
長も G20の意義を新旧世界秩序の交代という観点から次のように論じて
いる｡ ｢G20は G７にかわって世界という舞台の中心となっている｡ こ
れは､ 多極化の発展が新たな段階に入ったことを意味しており､ 新たな
世界秩序が間もなく旧秩序にとってかわるであろうことを示している｣｡
４月の第２回 G20金融サミットにおいても､ 胡錦濤主席は発展途上国を
含む ｢幅広い代表性｣ を有する G20を国際金融危機への共同対応の ｢重
要かつ有効なプラットフォーム｣ と位置付けていた｡ また､ 彼はこのサ
ミットにおいて､ 国際金融秩序の再構築に向けた国際金融システムの改
革を強く訴えた｡ その具体的な措置として､ 胡錦濤主席は国際的な金融
機関が発展途上国への救済を強化すべきことや､ IMF と世界銀行にお
ける発展途上国の代表性と発言権を高めるべきこと等を提案した｡ ９月
の第３回 G20金融サミットにおいても､ 胡錦濤主席は国際金融システム
改革についての過去の G20サミットにおける政治的コンセンサスを ｢全
世界に対する厳粛な承諾｣ と強調した上で､ 改めて ｢発展途上国の代表
性と発言権をしっかりと高めて､ 改革の実質的な進展がみられるように
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すべき｣ と言及したのである｡
こうした国際金融システムの改革についての発展途上国側の主張を踏
まえて､ 第２回 G20金融サミットの首脳声明は､ IMF の資金基盤の7,500
億ドルへの増強や2,500億ドルの貿易金融支援を主な内容とする１兆1,000
億ドルの支援プログラムを打ち出した｡ この合意を受けて､ ７月に IMF
理事会は､ ドルやユーロなどと交換可能な約2,500億ドル相当の特別引
き出し権 (SDR) を加盟186カ国に新たに配分することを決定し､ 国際
金融危機の影響で対外債務の返済等に不安のある発展途上国や新興国を
支援することとなった｡ こうした状況を鑑みれば､ G20金融サミットで
実質的な成果を得たのは先進国よりも発展途上国であったと言ってよ
い｡ 前述したように､ 第２回 G20金融サミットにおいて､ 胡錦濤主席は
国際的な金融機関が発展途上国への救済を強化すべきと主張しており､
資金基盤の増強分についても､ それが優先的に発展途上国に向けられる
べきとしていた｡ この点に関連して､ 楊潔外交部長は､ 胡錦濤講話が
国際金融システムの改革論議の ｢指導的原則と操作可能な提案｣ となっ
たと強調し､ 中国外交の成果とたたえたのである｡
中国は発展途上国のなかでも新興大国との直接の協力強化も目指して
いる｡ なぜなら､ ｢新興大国の集団的台頭が昨今の世界の重要な特徴｣
と中国はみるからであり､ 国際関係の民主化や国際政治経済の改革､ そ
して世界の多極化プロセスを推進する重要な勢力と新興大国を位置付け
るからである｡ こうした観点から､ 新興大国､ 特にブラジル､ ロシア､
インド､ 中国といういわゆる BRICs の中国外交の舞台としての評価が
急速に高まっている｡ 楊潔  外交部長は

人民日報

によるインタ

ビューにおいて､ 建国以来60年の中国外交の成果を語った｡ その中で､
楊潔部長は中国外交の成果を､ 大国との関係､ 隣国との関係､ 発展途
上国との関係および多国間外交という枠組みで論じた｡ この中国外交の
基本的な枠組み自体は目新しいものではないが､ 注目すべきは BRICs
との関係強化を ｢大国関係｣ の枠組みの中で楊潔部長が論じているこ
とである｡ これは､ 国際関係に決定的な役割を果たすと中国がみる米
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国､ ロシア､ EU という大国との二国間関係と並列して BRICs という
新興大国群との関係を ｢大国関係｣ として中国が位置付けているという
ことを意味し､ 中国の対外関係の中で BRICs との協力枠組みの構築が
重視されていることを示唆するものである｡
2009年６月には､ ブラジル､ ロシア､ インド､ 中国の間でいわゆる
｢BRICs サミット｣ がロシアのエカテリンブルクで初めて公式開催され
た｡ もちろん､ これまでも４カ国の間で首脳会合がなかったわけではな
い｡ 2006年の主要国首脳会合 (G８サミット) にあわせてブラジル､ メ
キシコ､ 南アフリカ､ コンゴ共和国､ インドの首脳による発展途上国指
導者グループ会合が開かれているし､ ロシアが参加する G８と発展途上
国・新興国との対話会合も2005年以降定例化している｡ しかし､ 中国に
おいて BRICs という枠組みが外交上の政策概念として注目されるよう
になったのは､ 2008年以降であり､ 特に金融危機以降にその制度化が進
んだ｡ 確かに､ 中国国内の専門家の間では､ すでに2006年頃から中国が
BRICs と呼ばれる新興大国群の ｢平和的台頭｣ を推し進めて､ ｢国際シ
ステムの転換を共同で促進する｣ ことが提案されていたが､ 外交上の政
策概念として初めて提示されたのは2008年５月に中露首脳が署名した
｢重大な国際問題に関する共同声明｣ であった｡ この共同声明において､
G８と発展途上国・新興国との間の対話会合のほか､ BRICs や中露印外
相会談等の協力メカニズムを強化・発展させることが打ち出された｡ ま
た､ 同年７月に北海道で開催された G８サミットの際に開かれたブラジ
ルとの首脳会談で胡錦濤主席は､ BRICs を含む多国間メカニズムにお
けるブラジルとの戦略的協力を拡大したいと言及したほか､ ブラジル､
ロシア､ インド､ 中国の間で非公式の首脳会合が開かれ､ その際にも
BRICs が ｢重大かつ緊迫した問題で意思疎通と協調を強化して｣､ 国際
社会で ｢建設的な役割を発揮すべき｣ ことを胡錦濤主席は提案した｡
一連の提案や合意に基づいて､ 2008年９月の国連総会開催期間中に
BRICs 外相会合が開かれた｡ また､ 金融危機の発生を BRICs 諸国は
｢重大かつ緊迫した問題｣ と認識して､ 金融危機に関連する政策協調を
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加速させた｡ 2008年11月にサンパウロで､ 2009年３月にイギリスのホー
シャムで BRICs 財務相会合がそれぞれ開かれた｡ 同年９月にも BRICs
財務相・中央銀行総裁会合が開かれたが､ これらの会合はいずれも G20
財務相会合前に開かれており､ BRICs 諸国は国際金融システムの改革
に関する立場を協調させた｡ 例えば､ ９月の BRICs 財務相・中央銀行
総裁会合は ｢IMF 加盟国の出資割当額の７％､ 世界銀行加盟国の出資
割当額の６％を発展途上国に移し､ 先進国と発展途上国が平等な投票権
を享受すべき｣ とする共通の立場を表明し､ 発展途上国の代表性と発言
権を高めるべきことを具体的に提案したのである｡ さらに､ ６月の BRICs
サミットにおける胡錦濤講話によれば､ BRICs は ｢すでに新たな国際
協力のプラットフォームとなっており｣､ ｢国際社会の重要なパワーの一
つとなっている｣｡ この新たな枠組みで目指されるべき協力は､ 当然､
国際金融システムの改革だけではない｡ 胡錦濤主席は ｢発展途上国の全
体的な利益を共同で維持する｣ ためには､ 政治・経済・人文分野での対
話､ 交流と協力を BRICs の枠組みで幅広く進める必要性があるとした
のである｡ 今後､ 中国は発展途上国・地域全体との関係強化という従来
の外交方針に加えて､ そのエンジンとして BRICs を中心とする新興大
国群における相互協力の強化を通じて､ 先進国に対する発展途上国側の
発言権と国際システムの改革要求を強めていくことになるかもしれな
い｡

３

自信を誇示する人民解放軍

( ) 軍事力に対して深まる自信
建国60周年にあたる2009年は中国が軍事面での自信を大いに示した年
であった｡ 全人代の李肇星報道官は､ 2009年度の国防予算が4,807億元
であることを明らかにした｡ 前年予算比17.3％の増額であり､ 21年連続
の２桁増となった｡ 中国の国防費については ｢透明性｣ が常に問われて
いるが､ ｢透明性｣ について中国軍備管理軍縮協会の滕建群副秘書長は､
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｢不透明性は軍事計画が真に効
果を発揮するための秘策｣､ ｢あ
いまいな状態を維持することは
戦時ばかりでなく平時の軍隊建
設にも必要｣､ ｢不透明性は弱者
を有利にする｣ との見解を示
し､ さらには､ ｢透明性｣ は西
側主要国による ｢中国脅威論｣
の口実であり､ 中国は冷静に対
処して自分の方法で ｢透明度｣ を上げればよいと述べている｡ また､ 国
防部外事弁公室の銭利華主任は､ ｢透明性｣ に関する中国の立場として､
①戦略的意図の透明性が最も重要であること､ ②軍事透明性は相互信頼
を基礎とすること､ ③中国政府はこれまで透明性を重視してきたこと､
の３点を挙げている｡ 中央軍事委員会の徐才厚副主席訪米に関する
放軍報

解

の署名記事は､ ｢透明性の主張はすでに時勢に合わないし､ 中

米両軍のさらなる交流と協力の発展に有害なだけだ｣ としている｡ この
ような一連の主張からみて､ ｢透明性｣ について中国は西側の批判の枠
組みで回答するという従来の受け身の姿勢を転換し､ 透明性向上に向け
た一定の努力を見せつつも､ 中国の解釈を提起して西側の解釈を相対化
させようとしていると考えられる｡
海軍創設60周年を記念して､ 中国海軍は４月23日､ 山東省青島で14カ
国から21隻の外国艦艇を招き海上閲兵式 (観艦式) を行った｡
報

解放軍

等は中国の参加艦艇はすべて国産であり､ 先進国に並ぶ技術を有し

ていることを強調し､ 中国は大国としてふさわしい海軍力を将来作り上
げることができるとの自信を示した｡ 外国海軍の高官を前にして胡錦濤
主席と呉勝利・海軍司令員が強調したのは､ 恒久平和と共同繁栄の ｢和
諧世界｣ を構築するための重要な構成部分である ｢和諧海洋｣ の構築を
中国海軍が目指していることであった｡

解放軍報

は参加した外国艦

艇について､ ｢中国海軍が和諧海洋の建設に向けてたゆまぬ努力をして
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いることの証人となった｣ として､ 外国からも中国海軍の活動が肯定さ
れていることを印象付けた｡
建国60周年式典において200人の国旗護衛隊員は169歩で国旗掲揚塔に
到着した｡ この169歩には1840年のアヘン戦争以来169年の屈辱の歴史と
中華民族の偉大な復興が寓意されていた｡ 天安門広場での閲兵式は､ 中
華民族の屈辱をそそぎ復興を支える軍事力を誇示したものであった｡
1999年の閲兵式当時に比べ国防費が５倍となっている2009年の閲兵式に
は明らかな変化がみられ､ それこそがこの10年の成果である｡ その成果
は ｢バランス｣､ ｢国産｣ および ｢情報化｣ の３点にまとめることができ
る｡ 受閲部隊は陸軍､ 海軍､ 空軍､ 第２砲兵､ 武装警察､ 民兵および予
備役部隊からなるが､ 1999年に比べて陸軍は減少し､ 海軍､ 空軍､ 第２
砲兵は増加した｡ これは軍種間のバランスの観点から陸軍偏重を是正し
たことを表している｡ 徒歩部隊は減少して装備部隊が増加したが､ その
装備の90％が国産であることが強調され､ また､ 早期警戒管制機､ 無人
偵察機および衛星通信等のハイテク装備部隊が初めて登場して情報化の
進展を印象付けた｡ 中国は閲兵式に国内の士気高揚ばかりでなく ｢敵対
勢力に対する威嚇｣ の役割も与えている｡ 2008年版国防白書では軍事戦
略指導の重心は ｢危機と戦争の抑止｣ にあるとしており､ 閲兵式は抑止
手段としての機能を期待されているのである｡
() 軍事戦略の転換
2009年には､ 中国海軍の戦略が ｢近海防御｣ から ｢遠海防衛｣ に転換
しつつあることが一層明確となった｡ 海軍戦略が転換していることを明
確に示す記事が

解放軍報

例えば､ 新華社の週刊誌

など公式メディアに多数掲載されており､
瞭望

は､ 海軍戦略の調整は海軍装備の発展

に伴う ｢歴史的必然｣ とし､ 胡錦濤主席が ｢近海総合作戦能力を向上さ
せると同時に､ 徐々に遠海防衛型に転換し､ 遠海機動作戦能力を向上さ
せ､ 国家の領海と海洋権益を守り､ 日々発展する海洋産業､ 海上運輸お
よびエネルギー資源の戦略ルートの安全を保護する｣ よう指示したこと
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を明らかにしている｡ この指示は2007年の中国共産党第17回全国代表大
会における海軍指導者に対するものであるが､ 当時は非公開であった｡
最近になって公表した理由として考えられるのは､ 中国にとって戦略転
換を公表する環境が整ったことである｡ つまり､ アデン湾での活動のよ
うな中国海軍の ｢遠海｣ における活動を世界が現実として受け入れてい
るなかで､ 中国の海洋における国際貢献のアピールと同時に公表するこ
とで外国の脅威感を緩和することを企図したと思われる｡
｢遠海防衛｣ の具体的内容は今のところ不明である｡ しかしながら､
近年中国海軍艦艇の太平洋での活動が顕著になっていることから､ いわ
ゆる第１列島線 (南西諸島､ 台湾､ フィリピンを結ぶ列島線) と第２列
島線 (小笠原諸島､ グアムを結ぶ列島線) の間での作戦を想定している
ことは間違いない｡ ６月に中国の北海艦隊艦艇５隻が第１列島線を越え
て沖ノ鳥島近海まで進出し､ 訓練とみられる行動をとっていることが海
上自衛隊によって確認されている｡ 中国海軍は今後太平洋での活動を活
発化させるであろう｡ 第１列島線と第２列島線の中間には日本が領有す
る沖ノ鳥島が存在し､ これを起点とした日本の排他的経済水域が中国海
軍の活動を阻害しかねないと中国は見ている｡ この観点から中国は沖ノ
鳥島を ｢島｣ ではなく､ 排他的経済水域の根拠とはならない ｢岩｣ にす
ぎないと主張しているのである｡
３月７日､ 中国有人宇宙計画副総指揮を務める人民解放軍総装備部の
張建啓副部長は､ 将来の宇宙ステーション開発のための試験機 ｢天宮１
号｣ を2010年末に打ち上げることを明らかにした｡ また､ 許其亮・空軍
司令員は全人代解放軍代表討論会において空軍の使命について､ ｢防空
作戦から防空防天作戦に延伸する｣ と述べ､ 防天 (宇宙防衛) の任務を
空軍が担うことを明言した｡
空軍60周年を記念して､ 各国の空軍高官を招待して11月に行われた平
和発展国際フォーラムでは､ 空天 (航空宇宙) の国際協力の推進を理念
とする ｢和諧空天｣ が提起された｡ 一方で許其亮・空軍司令員は国内メ
ディアに向けて､ ｢空天の軍事化に直面し､ 十分な力がなければ発言権
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もない｡ 強大な力があってこそ平和を維持できる｣ とし､ 中国空軍の戦
略が ｢空天一体､ 攻防兼備｣ に転換したことを明らかにした｡

瞭望

誌は､ ｢空天の非軍事化は無邪気な幻想である｣､ ｢空天領域の相対的バ
ランスを実現してこそ

和諧空天

と世界平和が可能である｣､ 中国空

軍の戦略転換は ｢軍事バランス実現のためであり､ 新たな中国脅威論の
口実にはなり得ない｣ として､ 新たな戦略の意義と正当性を強調してい
る｡
｢積極防御軍事戦略｣ に関しても中国はその内容を変えつつある｡ 2008
年版国防白書では､ ｢中国は積極防御の軍事戦略を実行し､ 戦略的に防
御､ 自衛および後発制人 (攻撃を受けた後に反撃) の原則を堅持する｣
としており､ ｢守勢｣ のイメージを強調している｡ 米国防省が2009年３
月に公表した ｢2009年中国軍事力年次報告書｣ の ｢積極防御｣ に関する
記述に対しても

解放軍報

は､ ｢中国の積極防御軍事戦略を勝手に曲

解し､ 戦略上の防御と作戦上の進攻を無理矢理同列に論じ､ 積極防御戦
略には主動進攻のロジックが含まれていると称し､ 言いがかりも甚だし
い｣ と非難している｡ しかしながら､ 2007年11月に発行された中国国防
大学の戦略テキスト

軍事戦略論

には､ 中国は ｢長期にわたり､ 第一

に戦略防御を実施することを非常に重視してきた｣､ しかし新世紀新段
階に入り､ 台湾独立活動を制止し､ 国家の領土､ 主権､ 海洋権益を守
り､ 拡大する戦略的利益を擁護し､ 強敵による軍事圧力に対応するに
は､ ｢一般的意義における防御的軍事行動に頼るだけでは不十分であ
り｣､ ｢新たな情勢において積極防御戦略思想を貫徹するには､ 攻勢作戦
の戦略的運用を重視し､ 戦略レベルにおいて攻勢作戦を積極かつ柔軟に
運用し､ 有効な攻撃的作戦行動により国家の安全､ 統一および利益を守
る｣ との記述がある｡ これは攻勢戦略を表したものであり､ このテキス
トは公式な文書ではないとはいえ､ ｢将軍の揺籃｣ である国防大学にお
けるこうした議論は注目に値しよう｡ また､ 軍事科学院の劉成軍院長と
劉源政治委員は

国防

誌において､ ｢積極防御軍事戦略｣ について

｢後発制人と先機制敵の統一を堅持する｣ とし､ 戦略上の後発制人に
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よって政治､ 軍事､ 外交において最大限の国際社会の同情と支持を獲得
し､ 作戦行動においては先機制敵を追求して敵に先んじて作戦行動を行
うとして先制的な武力の発動を肯定している｡
｢積極防御軍事戦略｣ は局部的な戦闘では積極的な攻勢を重視してお
り､ 建国以来の歴史を振り返れば､ 中国は局部的な戦争では積極的に武
力を発動してきた｡ 装備が近代化されて軍事力が向上している現在､ 相
対戦闘力が優位であれば局部の戦争において武力を先制発動すること
は､ 軍事的観点から考えるとむしろ合理的な選択と言えよう｡
() 核心軍事能力の向上
人民解放軍内では ｢核心軍事能力｣ に関する議論が2008年から行われ
ている｡ ｢核心軍事能力｣ とはそもそも情報化条件下の局部戦争に勝利
することとされていたが､ 四川大地震等の災害救助の教訓によって､ 人
道救援､ 災害救助､ 国連平和維持活動 (PKO) などの非戦争軍事行動
対処も ｢核心軍事能力｣ に含まれるとの認識が広まりつつあった｡ しか
しこのような認識に対し､ 2009年２月に

解放軍報

に掲載された ｢核

心軍事能力｣ に関する特集論文は次のように批判した｡ 中国が第一に対
応すべき脅威は侵略､ 転覆､ 分裂活動であり､ 中国の統一と主権を守る
のは人民解放軍の根本的役割であるため､ 伝統的脅威への対応を主とす
ることを堅持すべきであり､ 情報化条件下の局部戦争に勝利するという
軍の核心任務を無視することは誤りである､ と｡ ３月の全人代での軍代
表の会議では､ ｢情報化条件下の局部戦争での勝利という核心軍事能力
を備えてこそ､ その他の軍事任務を完遂するに十分な能力的基礎をもつ
ことができる｣ という当初の定義が再確認された｡ また､ その後行われ
た解放軍代表全体会議において胡錦濤中央軍事委員会主席は､ ｢核心軍
事能力建設の強化を重点とすると同時に､ 非戦争軍事行動能力建設も合
わせてしっかり行う｣ と述べ､ ｢核心軍事能力｣ と ｢非戦争軍事行動能
力｣ は明確に区分されることとなった｡ さらに両者の関係については
｢核心軍事能力は非戦争軍事行動能力の基礎であり､ 非戦争軍事行動能
119

力は核心軍事能力の延伸であり､ 両者は相互に不可欠で補完し合うも
の｣ との理論的根拠が与えられた｡
2009年１月１日から ｢情報化｣ ｢統合｣ ｢非戦争軍事行動｣ の要素が加
わった新 ｢訓練評価大綱｣ が施行されたが､ 総参謀部は年度訓練指示に
おいて､ 核心軍事能力の向上を重点とするよう要求している｡ 2009年は
人民解放軍が ｢核心軍事能力｣ の重要な要素と認識している ｢統合｣ と
｢パワープロジェクション｣ を焦点にした大規模な演習が行われた｡
｢統合｣ に関しては､ 戦略レベルの新たな進展を見せている｡ 中国初
の戦略訓練法規として､ 最高指揮機関の統合訓練と統合訓練の基本的構
造を規定する ｢中国人民解放軍戦略訓練規定｣ および ｢中国人民解放軍
戦略訓練綱目｣ が2008年に出されたことを

解放軍報

は報じている｡

実務レベルでは2009年１月に作戦部門と訓練部門が統合訓練に関する調
整会議を行い､ 全軍の統合訓練計画を制定している｡ このような環境の
整備のもとに､ 済南軍区では先進的な統合訓練が試行されている｡ 済南
軍区は中央軍事委員会から戦区統合訓練の試行と検証の任務を付与され
ており､ ２月には ｢戦区統合訓練指導機構｣ が運用を開始した｡ ６月か
ら７月にかけては初の戦区級統合訓練が行われた｡ この訓練には､ 陸､
海､ 空､ 第２砲兵､ 武装警察部隊および地方政府の指揮機関が参加して
おり､

解放軍報

は､ 各指揮機関が共通の指揮通信プラットフォーム

を使用して ｢資源と情報の共有を実現｣ したことを強調している｡ ま
た､ ｢情報化指揮システムの国防潜在力データバンク｣ から不足する技
術の適性を持つ予備役を選抜し､ 民間の会社から技術者を動員するなど
実戦的な訓練であることも報じている｡ この訓練について総参謀部の幕
僚は､ ｢我が軍の多軍種統合訓練が新たな段階に入ったことを示してお
り､ 訓練の正規化､ 制度化､ 規範化の実現にモデルを提供する｣ と評価
している｡ 人民解放軍は､ ｢伝統的な機械化戦争の観念｣､ ｢大陸軍思
想｣､ ｢各軍種のエゴ｣ が統合を阻害する要素であると認識している｡ し
かしながら済南での戦区統合訓練は､ 人民解放軍がそのような問題点を
試行錯誤しながら着実に解決していく体制を整えていることを示してい
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ると言えよう｡
2008年には､ 四川大地震の教訓からパワープロジェクション能力の不
足に対する危機感が高まったが､ その危機感は2009年３月の全人代の軍
代表の討論において､ ｢パワープロジェクション能力は総合国力および
軍事実力の重要な指標であり､ あらゆる策を尽くして我が軍の陸地､ 海
疆､ 空域のあらゆる方向における快速機動能力を急いで向上させねばな
らない｣ との共通認識に至った｡ 討論では軍民融合の手段によって特に
海空におけるパワープロジェクション能力の強化が強調された｡ 軍民融
合の内容については､ 現状では民間航空機・船舶の徴用が現実的であろ
うが､

解放軍報

ではさらに進んで大型の航空機と船舶の自主開発に

おいては､ ｢客改貨｣ (旅客用から貨物用への改造) の柔軟性をもたせる
などの ｢軍民結合､ 平戦結合｣ 原則が主張されている｡ 現実には中国は
すでに軍民両用コンテナ船を保有し､ 海上民兵による輸送体制も整備さ
れつつあり､ また､ 2009年２月には中大型軍民両用航空機の開発を担当
する企業が西安で発足している｡ さらに､ 現在審議中の ｢国防動員法｣
が成立すれば､ 航空機､ 船舶および鉄道などの軍民共通プラットフォー
ム化が加速されることも予想される｡
2009年８月から９月にかけて実兵検証演習 ｢跨越2009｣ が行われた｡
この演習は蘭州､ 瀋陽､ 済南および広州の各軍区から１個師団が他の軍
区に数千㎞機動するもので､ 参加兵員５万人､ 各種車両および大型装備
６万台､ 総機動距離は５万㎞余りあり､ 兵員・装備の８割以上は道路と
鉄道で輸送された｡ 空中機動では空軍の輸送機ばかりでなく､ 民間の旅
客機も徴用されている｡ なお､ 鉄道輸送では中国の高速鉄道 ｢和諧号｣
も使われた｡ また､ 南シナ海正面を担当する海軍と空軍の戦闘機や爆撃
機が空中給油機の支援を受けて長距離飛行能力を向上させていること､
ソマリア沖に派遣されている中国海軍艦艇が ｢遠海｣ での護衛活動を通
じて後方支援等の経験と教訓を蓄積していることを

解放軍報

が報じ

ている｡ 訓練と実任務を通じて人民解放軍はパワープロジェクション能
力を着実に向上させている｡
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中国の空母建造に関しては､ 国内外のメディアで様々な報道がなされ
ているが､ 建造を決定したことを示す中国高官の発言や報道はいまだ確
認されていない｡ 2009年３月に浜田防衛大臣が訪中して､ 梁光烈国防部
長と会見した際に梁部長は､ ｢大国で空母を持っていないのは中国だけ
だ｡ 永遠に空母を持たないというわけにはいかない｣ と述べたと報道さ
れている｡ 中央軍事委員クラスの高官の空母建造に関する発言としては
これが初めてである｡ 梁部長は､ ｢中国は広い海域をもち､ 海を守る責
任も重い｡ 海軍は力が弱く､ 発展する必要がある｣ と建造の理由を述べ
ているが､ 中国国防大学教授の張召忠海軍少将は具体的に､ 戦闘機の作
戦半径を根拠として南シナ海に空母が１〜２隻必要であるとし､ さらに
｢第１列島線とグアムの間に戦力配置がなければ､ 防御縦深がなくなっ
てしまう｣ と述べている｡ 他方で梁部長は ｢いろいろな要素を考慮しな
ければならない｣ とも述べており､ 軍内部において建造着手に対する異
論が存在することを暗に認めている｡ 国防大学副教授の韓旭東上級大佐
は､ 空母は開発すべきとしつつも､ 現在は時期的に不適切であると主張
する｡ その理由として第１に宇宙開発は国民経済を牽引するが､ 空母開
発は ｢吸血鬼｣ (金食い虫) であり価値を生まない､ 第２に空母による
海洋紛争の解決は､ ｢争議棚上げ､ 共同開発｣ という国策に反する､ 第
３に航空機の航続距離の伸長および弾道ミサイルの射程の延伸等空母に
かわる装備の発展が著しいこと､ を挙げている｡
空母建造に関して中国はいつでも着工できるように準備はしているも
のの､ 国威発揚､ 国際的地位の向上および国益擁護の観点からの積極的
意見と､ 上記のような慎重な意見の間で最終的な着工時期の決定に慎重
になっていると考えられる｡
() 体制編制改革の進展
2009年１月４日に行われた武装警察部隊共産党委員会全体会議に胡錦
濤主席が出席し､ 武装警察の職責使命を忠実に履行するよう訓示した｡
胡錦濤主席の出席には､ 2008年のチベット暴動鎮圧およびオリンピック
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保安任務に対する褒賞と､ 2009年10月の国慶節警備に対する激励の意味
があったと考えていいだろう｡ ７月のウイグル暴動において武装警察は
胡錦濤主席の期待に十分応えた｡ また､ 10年間の成果を展示するという
閲兵式の性格から､ 閲兵式において武装警察の徒歩部隊と装備部隊が受
閲したことは､ 共産党が武装警察を重視していることの表れと言える｡
８月27日､ 全人代常務委員会会議は人民武装警察の任務､ 職責､ 義務､
権利等を定めた ｢武装警察法｣ を可決した｡ 最初の議案が提起されてか
ら14年経っていたが､ 成立を後押しした背景にはチベット暴動とウイグ
ル暴動のような武装警察が出動する機会の急増と ｢依法治軍｣ (法によ
る軍管理) の徹底があると思われる｡ ｢武装警察法｣ は武装警察部隊が
国務院と中央軍事委員会の指導を受けることを明記している｡ 武装警察
部隊の動員に関して案の段階では各級政府は武装警察部隊を動員､ 使用
できるとしていたが､ 一部の常務委員の反対により､ 武装警察部隊の移
動と使用は ｢厳格な審査と法による警察力使用の原則を堅持しなければ
ならない｡ 具体的な許可権限と手続きは国務院､ 中央軍事委員会の規定
による｣ と修正された｡ この背景には､ 地方政府の恣意的な武装警察部
隊の使用およびそれによって生じる民衆の反発の回避があったと思われ
る｡
人民解放軍の下士官の数はすでに80万人であり､ その主力となりつつ
ある｡ 12月１日､ 情報化戦争に対応できる下士官を養成するための新た
な下士官制度が始まった｡ 改革の内容は､ ①ハイテク専門下士官の増
加､ ②初級下士官を減らし中上級下士官を増やす構造調整､ ③階級を１
つ増やし７階級とする階級調整､ その他選抜､ 昇任､ 待遇の改善であ
る｡ 俸給については上級下士官の俸給を連隊長並みにし､ 技能に基づく
手当を支給するなど人材の引き留めにも留意している｡
全人代の政府報告において温家宝総理は就職難対策の筆頭に大学生の
就職を置き､ 農村で奉仕活動を行ったり軍へ入隊した学生は学費補助等
の優遇を受けると述べた｡ これを受け軍の徴兵工作会議は2009年の主た
る徴兵対象者を同年卒業予定大学生にすることとした｡ 大学生の入隊奨
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励は学生､ 政府および軍の三者にとってメリットがある｡ 学生は当面の
就職口と学費補助､ 退役後の進学就職優遇､ 軍における将校への抜擢等
が期待でき､ 政府は就職難を緩和することができ､ 軍は情報化に必要な
将校および下士官となり得る人材を獲得できるのである｡
７月５日のウイグル暴動発生後､ 武装警察新疆総隊テレビニュースセ
ンターが撮影した現場映像を中央電視台が翌日の午前９時に放映した｡
また､ 中国は現地における内外メディアの取材を許した｡ これらの措置
は2008年３月のチベット暴動で受動的な対応に終始した反省をふまえ
て､ 国際世論における主導権と発言権を獲得するためであった｡ しか
し､ 中国の期待に反し西側メディアはチベット暴動の時と同じく中国に
批判的な報道を行った｡ これに対し

解放軍報

は､ ｢中国の妖魔化｣

あるいは ｢中国の国際イメージに泥を塗った｣ と非難した｡ このような
状況において､ ８月20日に中国国防部のウェブサイトが正式に開設され
た｡ 人民解放軍のウェブサイトである ｢中国軍網｣ は知名度が低いた
め､ 他の国家にならい中国の政府機関の一部である国防部にウェブサイ
トを開いて中国の主張を展開するほうが効果的と判断したと思われる｡
人民日報ウェブサイトの人民網は国防部公式ウェブサイトの開設を､
｢国防部報道官制度に続く軍事透明化の措置｣ と評すると同時に､ 解放
軍報社のウェブ担当者は､ ｢国防部ウェブサイトを通じて､ 適時に我が
軍の声を世界に向け発信し､ 重大事件に関する国際輿論の誘導を適切に
行い､ 国際的発言権を獲得し､ 軍事輿論闘争の主導権をしっかり確保す
る｣ として､ 対外的意義を強調している｡
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中国における大型軍用輸送機の国産化

解説
中国航空工業集団公司 (中国の軍用・民用航空機の開発､ 生産を担う国営
企業) 傘下の中航工業航空機公司の総経理 (社長) 胡曉峰は2009年11月､ 中国が大型
軍用輸送機を開発していることを明らかにした｡ その最大離陸重量はロシアの IL−76
クラスの約200t であるという｡
中国はこれまで大型輸送機の生産能力を有さず､ 人民解放軍が保有する大型輸送機
は､ ロシアから輸入した IL−76の十数機のみとみられている｡ 2005年には､ IL−76
を34機､ さらに同機を空中給油機に改修した IL−78を４機購入することでロシアと
合意したものの､ ロシア側の事情により､ この契約はいまだに履行されていない｡ 20
08年､ 中国では豪雪被害､ チベット自治区等における暴動､ 四川大地震等､ 大規模な
輸送活動が必要な事態が続発した｡ 人民解放軍は､ それらに際して航空輸送能力の不
足を実感したとみられ､ 中央軍事委員会副主席の郭伯雄は､ ｢戦略輸送能力の整備は
緊急の課題｣ ( 解放軍報

2008年６月19日付) としていた｡

大型軍用輸送機の国産化に成功すれば､ 人民解放軍は､ 売り手側の様々な事情や思
惑に制限されることなく､ 長距離機動能力を向上させることができ､ 災害派遣や世界
各地における国連 PKO 等の ｢非戦争軍事行動｣ での貢献拡大も可能になる｡ さら
に､ 機体を空中給油機に改修し､ 第４世代戦闘機等への給油を可能にすることで､ 洋
上等への長距離攻撃能力が増大する｡ これらにより､ 人民解放軍のパワープロジェク
ション能力は大きく向上する｡
将来はさらに､ 比較的安価というメリットを生かして､ アフリカ､ 中東などへの輸
出も見込まれるが､ そのためには､ エンジンの独自開発が鍵となる｡ 現在､ 中国が開
発中のボーイング737クラスの旅客機 C919は､ 2014年に初飛行を計画しているが､ 当
初は国外のエンジンを搭載する予定である｡ 大型軍用輸送機も､ 当面は同様に国外の
エンジンによりながら､ 時間をかけても独自開発を追求していくものと考えられる｡
中国航空工業集団公司は将来､ 軍事技術を利用した旅客機も生産するとしており､ 軍
事技術の ｢軍民融合｣ という観点からも､ 今後の大型軍用輸送機の開発動向が注目さ
れる｡
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民政移管を目指すミャンマーは､ 2010年予定の総選挙実施に向けて民
主化指導者アウン・サン・スー・チー氏の影響力排除とも見える動きを
とってきた｡ 東南アジア諸国連合 (ASEAN) をはじめ国際社会は事態
改善に有効な手立てを持たなかったが､ 米国のオバマ新政権が制裁と直
接対話の二面政策を打ち出したことで､ 孤立していた軍事政権の態度が
変化する兆しがある｡ インドネシアではユドヨノ大統領が再選された｡
スハルト退陣から10年余りを経て民主化の移行期を終えた同国は､ 安定
した国家運営により ASEAN においてのみならずグローバルな影響力
を持つ国としても､ 徐々に役割を果たしていく可能性がある｡ 一方､ タ
イではタクシン時代に積極的な地域政策を採っていたが､ 2006年のクー
デター以後の政治混乱が収まらず､ 南部の分離主義問題やカンボジアと
の対立解決にも悪影響を及ぼしているほか､ ASEAN における影響力低
下にもつながっている｡
ASEAN は2008年の憲章発効を受け､ 2015年の ｢ASEAN 共同体｣ の
実現を目標に共同体の制度づくりを進めているが､ 政治・安全保障分野
においては主権尊重・内政不干渉の原則が制約となり､ 実効的な協力の
進展には課題が多い｡ また､ 軍事面では､ マレーシア海軍の潜水艦１番
艦が配備され､ 東南アジア諸国の潜水艦導入に関心が集まっている一
方､ 地域では災害救援等の非伝統的安全保障分野における軍の協力に向
けた動きが進展している｡
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東南アジア諸国の国内体制の変化

( ) 転機を迎えたミャンマー――米国との対話と核疑惑
ミャンマーでは2009年５月､ 軍事政権である国家平和開発評議会
(SPDC) が､ 自宅軟禁中の民主化運動のリーダーである国民民主連盟
(NLD) 書記長アウン・サン・スー・チーを逮捕・訴追する事件が起
こった｡ 事件の発端は､ スー・チー宅への米国人男性の不法侵入および
宿泊だった｡ ヤンゴンのインヤ湖畔にあるスー・チー宅に､ 湖の対岸か
ら泳いできた米国人男性が侵入したのが５月３日であり､ 男は２日間
スー・チー宅に滞在し､ ５日､ 湖を泳いで戻るところを治安当局に発
見､ 逮捕された｡ 同事件を受け､ ５月14日､ スー・チー氏は外国人を報
告なく自宅に泊めたとして国家防御法違反容疑で訴追され拘留されたの
である｡ 同18日から始まった特別法廷による裁判では､ スー・チー側は
侵入を防げなかった治安当局による警備の不備を指摘して無罪を主張し
たが､ ８月11日､ スー・チー氏には､ 禁固３年の実刑判決が言い渡され
た｡ 軍政は直ちに１年６カ月の自宅軟禁に減刑した｡ 侵入した米国人
ジョン・ウィリアム・イエトー氏には禁固７年の判決が言い渡されたも
のの､ 軍政は国外退去処分とし､ 米国上院議員とともに出国､ 帰国し
た｡ スー・チー氏の弁護側は９月３日に高裁に控訴したが､ 10月２日､
控訴は棄却され､ 11月13日に最高裁に上告し､ 12月21日に審理入りが決
定された｡
この米国人がスー・チー宅を訪問した明確な理由は分かっていない
が､ 軍政としては､ この事件を利用して､ 2009年11月で６年間の自宅軟
禁が期限切れとなる予定だったスー・チー氏を再度拘束し､ 翌2010年に
予定される総選挙への影響力行使を排除する意図があったと見られてい
る (なお､ 亡夫が外国人であるスー・チー氏には､ 新憲法の規定により
被選挙権はない)｡ スー・チー氏逮捕に際しては､ 国際社会から多くの
批判があったが､ 軍事政権側は内政干渉と反発したほか､ 政府として司
法には介入できない等の主張をするなどして取り合わなかった｡
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1988年のクーデターで政権を奪取した現軍事政権は､ 1990年の民政移
管のための総選挙で予想に反し NLD が圧勝した結果を無視し､ 現在ま
で政権を保持している｡ 2003年には､ 民主化に向けた７段階のロード
マップ (①新憲法制定のための国民会議の再開､ ②国民会議による憲法
の基本原則の決定､ ③憲法草案の起草､ ④国民投票の実施､ ⑤新憲法に
基づく自由で公正な複数政党制選挙の実施､ ⑥新議会の招集､ ⑦民主的
に選ばれた政治指導者による民主国家の樹立) を策定した｡
2008年５月のサイクロン・ナルギス上陸により甚大な被害が出ている
最中の５月10日に新憲法案の国民投票を強行し､ 可決したことに示され
るように､ 軍政は､ ｢ロードマップの履行による民政移管の実現｣ を何
よりも優先して､ 手続きを進めているようである｡ これに対し国際社会
は､ 基本的に､ NLD を含むすべての政治勢力を民政移管のプロセスに
参加させることを求めている｡ スー・チー氏逮捕・訴追に対し､ ヒラ
リー・クリントン米国務長官はスー・チー氏およびすべての政治犯の即
時無条件の解放を要求､ 欧州連合 (EU) は首脳会議でスー・チー氏の
即時解放を求め､ それが実現しない場合には追加経済制裁を行う旨を警
告した｡ 潘基文・国連事務総長も深刻な懸念を表明し､ スー・チー氏ら
がミャンマーの将来のために自由に貢献できることの必要性を強調し
た｡ 同事務総長は2009年７月３〜４日にミャンマーを訪問し､ タン・
シュエ SPDC 議長と会談したが､ スー・チー氏との面会は許可されな
かった｡ ８月の有罪判決を受け､ 国連安保理は米国が提案した非難声明
案を協議したが､ 中露やベトナム､ リビアの反対で､ 深刻な懸念を示す
報道声明の発表にとどまった｡
ASEAN も逮捕に際し､ 議長国のタイが ASEAN としての強い懸念
を表明したほか､ ７月の ASEAN 外相会議では､ スー・チー氏の名を
明示した全政治犯の即時解放を求める共同声明が採択された｡ しかし一
審判決を受けてタイが提案したスー・チー氏恩赦の要求については､ ベ
トナムとラオスが､ ミャンマーの内政問題であることを理由に反対し､
ASEAN として合意できなかった｡
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このように国際社会も一枚岩では
ないなか､ 変化の鍵を握るのは米国
の政策変更である｡ ９月23日に開か
れた国連のミャンマーに関するフレ
ンズ・グループ会合でクリントン米
国務長官は､ 制裁の必要性は変わら
ないとしながらも､ ミャンマーと直
接対話を行う方針を示し､ その理由
として､ 米国との対話の可能性につ
きミャンマー側から打診のあったこ
とを明らかにした｡ 11月３〜４日に
はカート・キャンベル米国務次官補がミャンマーを訪問し､ テイン・セ
イン首相らと会談したほか､ スー・チー氏との面会も実現した｡ キャン
ベル次官補はミャンマー政府側に､ 米国はミャンマーとの関係改善の用
意があるが､ それには互恵的で明確なミャンマー側の努力が必要である
旨を伝え､ スー・チー氏と NLD 幹部ら関係者との頻繁な面会の許可を
求めた｡
11月14日には､ バラク・オバマ米大統領が東京でのアジア政策演説の
なかでミャンマーに言及し､ 米国の制裁も他国の関与も同国の人々の暮
らしを改善できなかったとして､ 民主的改革に向けた具体的動き (スー・
チー氏を含むすべての政治犯の無条件の解放､ 少数民族との紛争の終
結､ 政府と民主勢力・少数民族の真の対話) があるまで制裁は継続する
と指導者に直接伝えること､ ｢統一・平和・繁栄・民主的｣ なミャン
マーの実現に向け行動すれば米国とのよりよい関係は可能であることを
表明した｡ そして11月15日に初めて開催された米・ASEAN 首脳会議
(シンガポール) でオバマ大統領は､ 東京演説と同じ表現でスー・チー
氏らの解放を求め､ テイン・セイン首相はこれに直接応えなかったもの
の､ 米国の対話政策に感謝の意を述べたと伝えられている｡
スー・チー氏はクリントン発言を受けて米国の新政策に異存がないこ
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とを表明､ これまでの制裁支持の立場を変更する姿勢を示し､ 11月11日
には ｢国益のため制裁解除に向けてともに協力して働くため｣ タン・
シュエ議長への面会を求める書簡を送付した｡ 10月３日､ ７日および12
月９日には､ 前年１月以来となる､ 政府連絡担当者であるアウン・チー
労働相との会談が行われるなど､ 軍政側との接触が行われている｡ また
12月16日には､ 前述の書簡での求めに応じて､ 2003年の再拘束以降初め
て､ スー・チー氏と NLD 中央執行委員３人との面会が認められた｡
2004年のキン・ニュン首相失脚以降､ ミャンマーは国際社会との対話
のチャネルを閉ざしてきた｡ 2007年の民主化デモ鎮圧や､ 前述の国民投
票強行などの対応に鑑みれば､ これまで軍政指導者は ｢国際社会の反
応｣ をあまり重視していなかったように見える｡ ミャンマー軍政が米国
との対話に関心を示した背景には､ 同国をめぐる国際世論の形成に大き
な影響力を持つ米国の政権交代という情勢変化に加えて､ 2010年の総選
挙が ｢自由・公正｣ であることを国際社会に認められなければ､ 民政移
管が受け入れられず制裁も解除されないとの危機感があると考えられ
る｡ ただし､ 全権を掌握するタン・シュエ議長ら軍事政権トップの反応
は明らかになっていない｡ 同国の政治構造上､ 米国側との接触が議長の
是認なしに行われているとは考えられないが､ すでに新憲法が成立して
いることもあり､ スー・チー氏自身の選挙参加などドラスティックな変
化が今後生ずるかは不透明である｡ しかし､ スー・チー氏ら政治犯の釈
放および彼女を除く NLD の選挙参加と､ 制裁の緩和が交換条件とされ
るような妥協が成立する可能性はあるかもしれない｡
ミャンマーの民主化や人権問題は､ 20年以上にわたり国際社会の主要
な関心事の一つであり､ とりわけ同国の ASEAN 加盟後は､ この問題
への対応をめぐり､ ASEAN の影響力の限界や加盟国間の不和を露呈さ
せるなど､ 地域の安定と将来の統合にとって大きな懸念材料であった｡
米国の新たなアプローチは状況を変える潜在性を持つが､ いずれにせ
よ､ 2010年の総選挙がいかにして行われるか､ それに欧米諸国や ASEAN､
そしてミャンマーの国際的孤立の中で影響力を高める中国等がどう反応
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するかが､ ミャンマー問題の軟着陸の成否を決めることになるだろう｡
ミャンマーをめぐるもう一つの問題は､ 北朝鮮との関係と､ 大量破壊
兵器にまつわる懸念である｡ 2009年６月､ 米軍が追尾する､ 禁輸対象兵
器積載の疑いのある北朝鮮の貨物船江南 (カンナム) 号がミャンマーへ
寄港の可能性があることが報じられた｡ ミャンマーは寄港を許可しない
旨を事前に表明し､ 実際､ 寄港は行われなかった｡ 2007年５月にも北朝
鮮籍の貨物船がヤンゴンに寄港し､ 小火器等を積み降ろしたとの報道も
あった｡ 米国は両国間の直接の武器取引に加え､ ミャンマーが北朝鮮か
らシリアやイランへ向けた武器輸出の中継点になっていると見ているよ
うである｡ また2009年７月には､ ミャンマーのトゥラ・シュエ・マン統
合参謀長らが2008年11月に北朝鮮を訪問し､ 軍事協力の緊密化に関する
覚書に調印､ ミサイル製造施設等を視察したと報じられた｡
さらに８月には､ 豪紙が亡命ミャンマー人からの情報として､ ミャン
マーが北朝鮮の協力で北部山中の地下に原子炉とプルトニウム抽出施設
を建設しており､ 2014年までに核兵器配備を目指していると報じた｡
ミャンマーは､ 2002年から原子力協力を進めていたロシアと､ 2007年６
月に原子力協定に調印し､ 国内に研究用軽水炉を含む原子力研究セン
ターを建設し､ 実験支援や技術者養成で協力することに合意している｡
これに関してミャンマー側は､ 同施設が国際原子力機関 (IAEA) の監
視下に入り､ 軍事利用されることはないと言明している｡ 公式には確認
されていないものの､ ミャンマーが秘密裏に軍事目的の核開発を行って
いるとすれば重大な問題である｡
ミャンマーと北朝鮮は2007年に国交正常化したが､ 両国の軍事的関係
は公表されておらず､ 交流を進める意図も明らかではない｡ 軍事政権と
良好な外交関係を維持する国が少ないなか､ ミャンマーが兵器調達の
ソースを多様化したいことはうかがえよう｡ 核開発疑惑に関しては､ 首
都を内陸部のネピドーに移転した一因との説があるように､ ミャンマー
軍政は米軍の侵攻を恐れているとされていることから､ 核兵器を保有す
ることで米国に対する交渉力を得ようとしている可能性は考えられる｡
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ただし､ 非同盟中立を維持するミャンマーは､ これまで自らが他国に対
する脅威にはならないと主張し､ ASEAN 諸国や日本も国連などの場
で､ ミャンマーの状況は問題だが国際の平和と安全にとって脅威には
なっていないと同国の立場を擁護してきた｡ ミャンマーが大量破壊兵器
を保有すれば､ それは明らかに地域安全保障にとっての脅威となる｡ 核
兵器保有は､ ミャンマーも調印している東南アジア非核兵器地帯
(SEANWFZ) 条約への明確な違反であり､ ASEAN 内のミャンマー除
名論議にまで発展するだろう｡ さらに､ ミャンマー問題は一気にグロー
バルな安全保障問題となり､ 米国との対話など国際社会との関係改善の
兆しとは逆に､ 国際的な制裁がより強まる可能性がある｡ ミャンマーに
とって核開発は､ 合理的な選択と言うには疑問がある｡ 2009年７月の
ASEAN 地域フォーラム (ARF) の場で､ ミャンマーが北朝鮮の核実
験をめぐる国連安保理の対北朝鮮制裁決議の履行を表明したことは､ 同
国が､ 脅威のレベルを上げることで交渉力を高めようとする北朝鮮型の
アプローチに倣っているわけではないことを示唆しているとも見ること
ができよう｡
() 安定化する大統領選挙後のインドネシア
東南アジア地域において人口､ 面積ともに最大の大国であるインドネ
シアでは､ 2009年４月に総選挙 (国民議会､ 定数560) が行われた｡ 選
挙期間中､ アチェ州での自由アチェ運動系政党職員の殺害事件や､ パプ
ア州で投票ボイコットを呼びかける独立派が警官隊と衝突し死傷者が出
るなどの事案はあったものの､ 全体として落ち着いた状況の中､ ４月９
日に投票が行われ､ 即日開票の結果､ 現職のスシロ・バンバン・ユドヨ
ノ大統領が率いる民主党が得票率約20％､ 148議席を獲得し第１党と
なった｡
その結果を受け､ ７月に大統領選挙が行われた｡ 大統領選挙には､ 総
選挙結果の上位政党 (議席数の20％または得票率25％以上の政党もしく
は政党連合) のみが候補を出せることになっており､ 民主党からユドヨ
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ノ大統領､ 闘争民主党からメガワティ・スカルノプトリ前大統領､ ゴル
カル党からユスフ・カラ前副大統領がそれぞれ立候補した｡ ７月８日に
投票が行われ､ 即日開票の結果､ ユドヨノ大統領が約60％の票を得て､
決選投票を待たず大統領に当選した｡ ユドヨノ大統領とブディオノ新副
大統領は10月20日､ 就任式を行い正式に第２期政権が発足した｡
大統領選直後の７月17日､ ジャカルタで自爆テロ事件が発生した｡ 市
内の米国系ホテル､ JW マリオットとリッツ・カールトンがほぼ同時に
爆破され､ 自爆実行犯２人を含む11人が死亡､ 50人以上が負傷した｡ 現
場から回収された不発弾の形態から､ イスラム過激派組織ジェマ・イス
ラミア (JI) のヌルディン・モハマド・トプの関与が疑われた｡ ヌル
ディンは､ 2003年の JW マリオット爆破事件をはじめとする多くの爆弾
事件の容疑者であり､ JI メンバーの多くが捕まるなか逃亡を続けてき
たが､ ９月17日､ 中部ジャワ州ソロ近郊で潜伏中に国家警察の特殊部隊
の急襲を受け､ 銃撃戦の末､ 他の３容疑者とともに射殺された｡
今回の選挙結果とテロへの対処事例は､ 以下のことを示唆している｡
第１に､ 民主主義国としてのインドネシアの在り方が完全に定着したこ
とである｡ 30年にわたるスハルト大統領の権威主義体制が倒れた1998年
から10年の間に､ インドネシアは民主化を着実に進めた｡ 途中､ JI に
よるテロ事件や宗教・民族衝突事件などが頻発し､ 分離主義運動の激化
もあって ｢インドネシアの分裂､ バルカン化｣ が危惧されたこともあっ
たが､ 民主化と地方分権化のプロセスが後戻りすることはなかった｡ 国
際的 NGO であるフリーダムハウスは2006年以降､ 東南アジアで唯一､
インドネシアを ｢自由｣ と格付けている (他は ｢部分的に自由｣ ないし
｢自由でない｣)｡ また､ スハルト期には重要な政治勢力でもあった国軍
の政治的不関与も定着したと言えよう｡
第２に､ インドネシアにおいて世俗主義の優越が維持され､ イスラム
過激主義が政治的主流になる可能性が低下した点である｡ 民主化による
政党活動の自由化により､ 宗教政党が解禁され､ 2004年の総選挙ではイ
スラム政党が数多く登場した｡ ユドヨノ大統領の民主党が少数与党で連
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立を必要としたこともあり､ インドネシアの政治的イスラム化の強まり
が懸念されたが､ 今回の選挙結果は､ 改革の継続と経済建設に重点を置
くユドヨノ政権の世俗的な政治路線が強く信任されたものと解釈でき
る｡ また､ 今回のテロに対して政府が冷静に対処し､ 世論が過激派の路
線に同調しなかったことも､ 同国社会の成熟を示すものといえる｡
第３に､ インドネシアのテロ対策能力の著しい向上である｡ スハルト
時代の強権体制への反省から警察が国軍から分離されて以降､ 人的・財
政的リソース不足のためインドネシアの治安能力は低下していたが､
2002年のバリ島爆弾テロ事件を受け､ 国際的支援を通じて対テロ捜査・
取締能力向上の努力が続けられてきた｡ 中でも米国とオーストラリアの
全面的支援を得て設立された警察特殊部隊 ｢デタッチメント88｣ が､ 対
テロ活動の主力として JI の掃討に効果を挙げている｡ 今回のテロも未
然に防ぐことはできなかったものの､ 比較的早期に容疑者を捕捉し､ 特
にヌルディンを殺害したことは､ JI の活動封じ込めにとって大きな成
果である｡
人口２億人の約９割という世界最大のイスラム教徒人口を抱えるイン
ドネシアが宗教的に穏健・寛容な路線を維持し､ 民主主義のもとで経済
発展を実現することは､ 東南アジアのみならず､ 東アジアおよび世界の
安全保障にとっても重要な課題であり､ 同国はそのスタートに成功した
といえる｡ インドネシアは1997年のアジア通貨危機によって失った自信
と国際的信頼を取り戻しつつあるように見える｡ 今後､ インドネシアは
まず ASEAN において､ 慎重ながらも地域の大国として､ また地域に
おける民主主義の主導国として､ 再び ｢ASEAN の盟主｣ と呼ばれるに
ふさわしい行動をしてゆくと思われる｡ 特にミャンマーに対しては､ 元
軍人であるユドヨノ大統領がミャンマー軍政トップと良好な関係にある
こと､ 同国の民政移管に関してインドネシアの経験を共有できることな
どから､ 同国への関与を強める余地がある｡ 並行して､ インドネシアは
東南アジアを代表する地域大国としてのみならず､ 世界最大のイスラム
人口を抱える国､ 新興民主主義国､ さらには､ G20の一員として､ グ
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ローバルな役割を果たす国として浮上する可能性がある｡
これらの点を踏まえた２期目のユドヨノ政権の課題としては､ まず行
政機関や治安部門の改革の継続が挙げられる｡ ユドヨノ政権は１期目か
ら汚職問題解決に強いイニシアティブを発揮してきたが､ その象徴とも
いえる汚職撲滅委員会が議会によって活動を制限されるなど､ 抵抗は根
強い｡ 一方､ 公務員や軍人の不正やサイドビジネス等の問題が解消され
ない背景には､ 予算が適切に配分されていない現状もある｡ また､ テロ
対策の有効性を阻む一因として､ 住民登録制度の不備や行政機関間の情
報共有の問題があるとの指摘もある｡ 多くの島々からなる広大な国土を
持つインドネシアにおいては､ 行政組織が末端まで効率的に機能するこ
とが､ 国家運営の特に重要な基盤となる｡
もう一点は､ パプア問題の解決である｡ 東ティモールが独立し､ ア
チェが政治的解決を実践しているなか､ 唯一残された分離運動であるパ
プアにおいて､ 国民和解を進め､ しばしば起こる政治的暴力を沈静化す
るため､ 大統領は問題解決の展望を示す必要があるだろう｡ これらの国
内的課題を改善してゆくことは､ インドネシアのガバナンス強化にとっ
て必須であると同時に､ 同国がより説得力を持って積極的な対外政策を
打ち出す裏付けとなるだろう｡
() 政治的混乱が続くタイ
タイでは､ 2006年のクーデターでタクシン・シナワット首相が追放さ
れ､ 暫定軍事政権が樹立されたが､ 2007年12月の総選挙の結果はタクシ
ン派の勝利であった｡ タクシン派の政権樹立に対し､ いわゆる ｢黄シャ
ツ｣ と呼ばれる反タクシン派市民団体 ｢民主市民連合｣ 等による抗議集
会や､ 司法による介入により､ １年に２人の首相が失職した｡ 政権崩壊
のあおりを受け､ 2008年12月に北部のチェンマイで予定されていた
ASEAN 首脳会議､ ASEAN＋３ (APT) 首脳会議､ 東アジア首脳会議
(EAS) 等は延期された｡ 同月､ 反タクシン派の民主党による連立政権
が樹立し､ アピシット・ウェチャチワ党首が首相に就任した｡ これに対
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し､ 今度はタクシン派のいわゆる ｢赤シャツ｣ と呼ばれる ｢反独裁民主
同盟｣ (UDD) 等のグループが､ 首都バンコクなどで抗議集会を開催す
る事態となった｡
2009年４月に UDD がバンコクと中部のリゾート地､ パタヤで集会を
開催した｡ パタヤでは､ 延期されていた APT 首脳会議､ EAS 等が開
催される予定だったが､ ４月11日､ 約１万5,000人のデモ隊が会場に乱
入､ 占拠したため､ ほとんどの会議が再延期を余儀なくされ､ 各国首脳
はヘリコプターで脱出した｡ その後バンコクに集結した約４万人のデモ
隊に対し､ 政府は非常事態宣言を発令､ 警察・軍とデモ隊の衝突で２人
が死亡した｡
タイでは問題の一部は憲法に起因するという認識が与野党で共有され
ている｡ 特に司法による過剰な政治への介入 (解党処分や公民権停止)
が問題となっており､ アピシット首相は与野党とも受け入れられる憲法
改正の上､ 2010年初頭に総選挙を実施する意向を示している｡ また UDD
の後ろ盾となっているタクシン元首相がいつまで活動を支援できるかも
問題解決の重要な要素である｡
しかし､ より根源的な問題は､ 依然と
してタクシンを熱烈に支持している北
部・東北部の農村貧困層が存在すること
に象徴される貧富の差の問題や､ 政界・
財界・軍・王室が密接に絡んだ伝統的権
益とそれに対する挑戦という構図であ
る｡ 国民和解のためにはこういった構造
的問題の改革も必要であろう｡ 関連する
大きな課題の一つは､ 現在事実上の絶対
的権威を持つ国王の役割を､ 本来の立憲
君主制に適合させてゆくことである｡ そ
のための議論が､ 今後よりオープンにな
されるようになると予測する意見もあ
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る｡
タイ南部における武装勢力による騒乱も依然として沈静化の気配がな
い｡ マレーシアとの国境に近く､ イスラム教徒の多い南部・深南部の４
県でタイからの分離独立を目指すとされる武装勢力と治安当局との戦い
は､ 一般市民を巻き込んで2004年以来､ 3,500人以上の犠牲者を出して
いる｡ 武装勢力は対立する仏教徒のみならず､ 政府に協力的なイスラム
教徒も標的にしている｡ 他方で､ 治安当局による誤認逮捕や巻き添え死
も跡を絶たない｡ 同４県に関して政府は､ 住民の生命と財産を守りなが
ら開発を進め､ 住民の人心を掌握することを旨としている｡ 同時に､ 就
労機会の創出や､ エジプト政府等との協力による中東留学者に対する支
援プログラムなども実践されているようである｡ しかし､ イスラム教徒
への政府による各種支援の実施は､ 国民の一体性の原則との関連で困難
な要素を含んでいることも事実である｡ 言語や教育､ 言論､ 法慣習など
において南部住民のアイデンティティをどこまで認めるべきかについて
は議論があり､ この点が解決しない限り､ 問題の抜本的解決は難しいと
も言える｡
タイの政治的混乱は､ 経済や観光面で自国にダメージを与えただけで
なく､ ASEAN の議長国として重要会議の開催に二度も失敗するとい
う､ 大きな外交的失態につながった｡ 政治的混乱は同時に､ 政府が南部
問題に注力することを妨げているともいえる｡ さらに､ タイの国内政治
対立が問題を顕在化させたともいえる､ カンボジアとのプレアビヒア寺
院周辺の国境紛争も､ 有効な政治的解決が図られないままにらみ合いが
継続している｡ 11月には､ タクシンがカンボジア政府の経済顧問に任命
されたことをめぐり､ 両国で大使の相互召還､ 外交官の追放､ 二国間協
力の停止などの事態が生じている｡ これらの問題における政治的な調整
能力の欠如は､ タイの地域的影響力の低下を招いている｡ 現時点では､
このことが､ 地域の安全保障に対する脅威になっているとまでは言えな
いものの､ 安全保障にも関わる各種問題を引き起こす潜在的要因になっ
ていることは事実であろう｡
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２

ASEAN 共同体に向けた動き

( ) ASEAN 共同体へのロードマップ
2008年12月に発効した ASEAN 憲章により､ ASEAN は2015年を目
標に東南アジア地域の共同体化を実現するための新たなスタートを切っ
た｡ ASEAN 共同体を構成する３つの柱は ASEAN 政治安全保障共同
体 (APSC)､ ASEAN 経済共同体 (AEC)､ ASEAN 社会・文化共同体
(ASCC) である｡ このうち､ 憲章が署名された2007年の第13回 ASEAN
首脳会議 (シンガポール) では､ AEC と ASCC の設計書 (ブループリ
ント) が採択された｡ 2009年３月の第14回 ASEAN 首脳会議 (ホアヒ
ン) では､ 残る APSC の設計書と､ ｢ASEAN 統合イニシアティブ (IAI)
戦略枠組みおよび作業計画２ (2009〜2015年)｣ が採択されるとともに､
４文書を糾合して ｢ASEAN 共同体ロードマップ (2009〜2015年)｣ と
する ｢ホアヒン宣言｣ が署名された｡
ロードマップは､ 2015年までに ASEAN 共同体を達成するための､
APSC､ AEC､ ASCC それぞれの行程表と必要な行動を示している｡ 一
方 ｢IAI 戦略枠組みおよび作業計画２｣ は､ ASEAN 統合のために不可
欠である､ 先発国とカンボジア､ ラオス､ ミャンマー､ ベトナム
(CLMV) との開発ギャップ解消のための措置を示している｡ ロード
マップにおいて､ APSC は､ A) 価値や規範の共有によるルールに基づ
く共同体､ B) 包括的安全保障の責任を共有する､ 団結し平和的で強靱
な地域､ C) 統合と相互依存を強める世界における､ ダイナミックで外
向きの地域､ を実現しようとしている｡ それに基づき､ APSC 設計書で
は協力を進めるべき要素と､ それを具体化するために必要な行動を列記
している (資料参照)｡
APSC の実現に向けては､ 他の２つの共同体同様､ 関連会議 (閣僚
級・高級事務レベル) と ASEAN 事務局がロードマップ履行の任を負
い､ ASEAN 憲章に規定された APSC 評議会を通じて ASEAN 首脳会
議に報告・勧告することとされている｡ ロードマップ履行による作業量
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ASEAN 政治安全保障共同体 (APSC) における協力の要素 (抜粋)

資料
A

価値や規範の共有によるルールに基づく共同体
Ａ１ 政治的開発における協力
・法の支配および司法制度､ 法的基盤の強化
・良き統治の促進
・人権の促進と保護
・汚職の防止および汚職との戦い
・民主主義原則の促進
Ａ２ 規範の形成と共有
・東南アジア友好協力条約 (TAC) における協力の強化
・南シナ海における行動宣言の完全実施
・東南アジア非核兵器地帯条約と同行動計画の実施

B

包括的安全保障の責任を共有する､ 団結し平和的で強靱な地域
Ｂ１ 紛争予防､ 信頼醸成措置
・信頼醸成措置の強化
・防衛政策・安全保障認識の透明性向上と理解促進
・ARF プロセス強化のために必要な制度的枠組みの構築
・ASEAN の防衛・安全保障協力を向上する規範の促進
Ｂ２ 紛争解決と平和的対立解消
・既存の平和的対立解消手法と必要に応じた追加的メカニズムによる強化
・平和・紛争管理・紛争解決に関する調査研究の強化
・平和と安定維持のための地域協力の促進
Ｂ３ 紛争後の平和構築
・ASEAN 人道支援の強化
・紛争後の地域における人的資源開発・能力構築プログラムの実施
・和解と平和的価値の強化における協力
Ｂ４ 非伝統的安全保障問題
・越境犯罪や国境を越える課題への対応における協力の強化
・ASEAN 対テロ条約の批准・実施による対テロ活動の積極化
Ｂ５ 災害管理・緊急対応における ASEAN 協力の強化
Ｂ６ ASEAN に影響を与える緊急の問題や危機における効果的で時機を得た対応

C

統合と相互依存を強める世界における､ ダイナミックで外向きの地域
Ｃ１ 地域協力と共同体構築における ASEAN の中心的役割の強化
Ｃ２ 外部勢力との関係強化の促進
Ｃ３ 共通の懸念である多国間問題における協議と協力の強化

(出所) ASEAN Secretariat, Roadmap for an ASEAN Community 2009 2015.
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の増加に対応するため､ 現在 ASEAN 事務局の人的・財政資源の強化
が行われており､ また事務局による加盟国間の調整作業を円滑化するた
め､ 憲章に規定された加盟国の常駐代表委員会も運用開始するなど､ 共
同体化に向けた制度づくりの作業が具体化しつつある｡
APSC により､ ASEAN が意図する共同体はどのようなものか｡ APSC
設計書に書かれている内容を見ると､ A１の政治分野においては具体的
な到達点というよりは ｢法の支配｣ ｢良き統治｣ ｢人権｣ ｢反汚職｣ ｢民主
主義｣ 等の共有すべき理念といったものであり､ 必要な行動も研究､ 経
験やベストプラクティスの共有､ 教育普及等が主である｡ A２では東南
アジア友好協力条約 (TAC)､ 南シナ海における行動宣言､ SEANWFZ
条約等､ ASEAN 諸国がすでにコミットしている原則的規範をいかに域
外国との間でも共有するかが焦点であるが､ そのための行動としては
TAC への域外国の署名促進､ 南シナ海行動規範の追求､ SEANWFZ 条
約への核兵器国の署名促進と､ ASEAN が従来から進めていることから
新しい点はない｡
B１の信頼醸成・紛争予防分野では､ これまで ARF を中心に進展も
しくは提案されてきた信頼醸成措置の継続や､ ARF 改革 (後述) によ
る機能強化や予防外交能力の付与､ ASEAN 国防相会議 (ADMM) 等
における協議と協力に加え､ ASEAN 諸国の軍による実際的な協力プロ
グラムの開発準備作業が具体的な行動として挙げられていることは目新
しい｡ B２の紛争解決にかかわる行動は､ 多くが研究や情報蓄積､ 交
流､ 人材育成といったレベルであるが､ ｢ASEAN 平和・和解研究所｣
創設の検討や､ 各国の国連平和維持活動 (PKO) センターのネット
ワーク化による合同の計画立案､ 訓練､ 経験の共有など､ ある程度具体
性のある目標も示されている｡ かつて ASEAN が慎重に避け､ 最近ま
で非公式な形で行われてきた軍事協力がどのように具体化するかは注目
に値するし､ 軍を含む形で紛争予防や紛争解決の分野で新たな協力の枠
組みが形成される可能性はあるかもしれない｡ ただし､ APSC 構想の黎
明期に強い反発を受けた ASEAN 平和維持軍の例のように､ 単一・合
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同の実力組織を作るようなアイデアが実現する可能性は低いだろう｡ 他
方､ ASEAN での協力の経験が比較的豊富な非伝統的安全保障の分野に
ついては具体的な協力アイテムが多く､ B４や B５には長い行動リスト
がついている｡ ただし､ AEC や ASCC の設計書が各アイテム実現のス
ケジュール表を含んでいるのに対し､ APSC にはそれがなく､ ほとんど
のアイテムに実行の期限が明記されていない｡
これらの点から推測される2015年の ASEAN は､ 少なくとも政治的
には極めて現状維持に近い姿である｡ もちろん ASEAN は欧州のよう
に国家主権を一部委譲する形での統合を目指しておらず､ むしろ主権尊
重・内政不干渉の原則を今後も貫く方針を憲章でも示している｡ 設計書
の A１はその裏付けであり､ 前述の理念を各国がいつまでに､ どのよ
うに自国の政治に具体化するかは各国に任されており､ それを拘束的に
示すことはない｡ これは加盟各国の体制や政治社会状況が大きく異なる
地域において､ 経済分野での統合を先行させながら､ 非伝統的安全保障
分野で実績を積みつつ､ 政治的には ｢すべての国に快適なペース｣ で機
が熟す (各国が変化により柔軟になる) のを待つ ｢ASEAN ウェイ｣ の
姿勢と考えられる｡ ただし､ そのようなやり方で､ 今後加盟国の主権に
関わる重大な危機が起きたときに ASEAN が迅速・有効に対応し､
ASEAN の共同体としての正統性を示せるかは大きな課題と言えよう｡
() ASEAN 人権機構の発足
ASEAN 憲章起草時に大きな
論点となり､ 同憲章の署名時に
設立自体は合意されたものの内
容が先送りされた ASEAN の
人権機構は､ 2009年10月の第15
回 ASEAN 首脳会議 (ホアヒ
ン) において､ ｢ASEAN 政府
間人権委員会｣ (AICHR) とし
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て発足した｡
承認された運営要領によると､ AICHR は ASEAN の人々の人権と基
本的自由を促進・保護し､ 人々の平和､ 尊厳､ 繁栄を持って生活する権
利を支えること等を目的とし､ より ｢人間志向｣ な ASEAN 共同体を
形成するための基礎となるものとされる｡ AICHR の権限は ｢ASEAN
共同体建設のための人権促進のための戦略作成｣､ ｢ ASEAN 人権宣言
の作成｣､ ｢人々への人権意識の啓蒙｣､ ｢加盟国の人権促進の能力構築支
援｣､ ｢加盟国の人権促進・保護に関する情報の入手｣ などで､ 年２回の
会合を行い､ 毎年 ASEAN 外相会議に報告するとともに､ 一般にも定
期的に情報を公開する｡ 委員は ASEAN 加盟各国が自国代表として指
名し､ 任期は３年 (再任１回可) である｡
AICHR は主権尊重や内政不干渉など ASEAN の原則に基づいて運営
されることが運営要領に明記されており､ 諮問機関であって強制力を持
たず､ 各国の人権侵害などの状況を監視､ 是正させる権限は与えられて
いない｡ また任期にかかわらず各国は自国委員を交代できるため､ 委員
の独立性が保証されているともいえない｡ こうした点から､ 委員会の実
効性について疑問視する指摘もあるが､ ASEAN のスリン・ピツワン事
務局長は､ ｢人権保護の環境が整っていない加盟国がある中で､ 委員会
を持ったという事実自体が大きな前進だ｣ と述べており､ 漸進的なアプ
ローチをとっている｡ なお､ 運営要領は５年ごとに見直されることとさ
れている｡ また､ ASEAN 憲章は ｢憲章への重大な違反がある場合､ そ
の解決は首脳会議に付託される｣ としており､ 深刻な人権侵害に対する
制裁措置が検討される余地は残されていると考えられる｡ ただし､
ASEAN が前回の第14回首脳会議から始めた首脳と市民社会組織 (CSO)
との非公式対話について､ 半数の首脳が ｢反政府的｣ な自国 CSO との
対話を拒否したことや､ 前節で触れたミャンマーに対する非難声明一つ
とっても､ 合意形成が難しいことに示されるように､ 多くの加盟国で自
国の人権状況を批判されることを内政干渉ととらえ抵抗する意識があ
り､ ｢人間志向｣ を実践してゆくには多大な困難が予想される｡
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() ARF の改革
2009年７月に開催された第16回 ARF 閣僚会合 (プーケット) では､
アジア太平洋地域が依然として多面的な脅威や挑戦を受けていることを
念頭に､ 地域の平和と安定推進における重要性と主体性を維持し､ 来る
べき地域安全保障構造の形成を助けるために ARF を再び活性化する必
要性を認識し､ ｢ARF ビジョン声明｣ を採択した｡
同声明は､ 2020年までの ARF の在り方を展望し､ 特に優先度の高い
非伝統的､ 国境横断的､ あるいは国家間の安全保障課題について各者に
受け入れられる早期警戒システムを含む予防外交の発展､ テロや越境犯
罪､ 災害救援､ 海上安全保障､ 不拡散・軍縮などの問題に対して有効に
対応できるよう､ ARF を行動志向のメカニズムとすること､ 危機対処
における ARF 議長と ASEAN 事務局長の役割の強化､ ASEAN 事務局
における ARF ユニットの機能強化などをうたっている｡ これについて
参加国外相は､ 2010年の ARF 閣僚会合までに行動計画を策定し検討を
行うことで合意した｡
ASEAN を含むアジア太平洋諸国の安全保障フォーラムである ARF
は､ 自らが定めた３段階論 (信頼醸成､ 予防外交､ 紛争解決手段の追
求) において､ 信頼醸成から予防外交のステージへの拡大を意図してい
るが､ 2001年に概念と原則を整理し (章末の資料参照)､ 2005年に同段
階への移行を決めたにもかかわらず､ 予防外交活動の具体化においては
目立った進展がない｡ また､ 2008年７月のシンガポールにおける ASE
AN 外相会議では､ リー・シェンロン同国首相が､ 六者会合や上海協力
機構 (SCO) といった地域の他の安全保障枠組みの進展や､ 日中韓な
ど主要国の関係改善により､ ASEAN の役割が脇に追いやられるかもし
れないとの危機感を表明し､ 続いて行われた ARF 閣僚会合では ARF
プロセスの将来の方向性について包括的な議論が行われた｡ ビジョン声
明はその結果を受けたもので､ APSC を実現する上で､ ARF を対話か
ら行動する主体へと改革しようとする流れの中にある｡ 日本は､ こうし
た ARF の具体的行動志向への変化を支持しており､ 2008年には新たに
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設置された海上安全保障に関するインターセッショナル会合において､
インドネシア・ニュージーランドとともに共同議長に就任したほか､
2009年の閣僚会合では､ 同年５月に続く ARF 災害救援実動演習 (第３
節参照) をインドネシアとともに共催する意向を表明している｡ 一方､
ARF における予防外交の適用対象が国家間紛争に限られていることは､
国内紛争も多い現実の危機への対応においては､ 具体的行動の制約とな
るだろう｡
() ASEAN 国防相会議の進展
ASEAN における国防・軍事分野の協力枠組みとして2006年に開始さ
れた ADMM は､ ASEAN 憲章の発効により､ APSC を実現するための
主要な構成要素となった｡ 2009年２月に開催された第３回国防相会議
(パタヤ) では､ ｢人道支援・災害救援における軍の資産・能力の活用｣､
｢非伝統的安全保障における ASEAN 国防関係者と市民社会組織の協
力｣､ ｢ADMM プラスへの参加原則｣ に関するコンセプトペーパーが採
択された｡
第１の人道支援・災害救援は､ 2005年に調印された ASEAN 災害管
理・緊急対応協定により求められた ASEAN の災害救援待機体勢の整
備に関わるもので､ 人道支援・災害救援活動において加盟国の軍を活用
する際の原則について検討したものである｡ その中では､ 各国が自発的
に､ ASEAN の待機体勢に供することが可能な軍の装備や能力を指定
し､ その情報を関係各国・機関や ASEAN 人道支援調整センター (ジャ
カルタ) と共有し更新すること､ 実際の災害時における装備等の展開に
は､ 被災国の要請と許可が必要であること､ さらに､ 外国軍の支援は被
災国の全般的指示､ 統制､ 調整､ 監督に服すること等が示されている｡
内容的には新しいものはないが､ ASEAN 諸国が災害救援等における軍
の運用に関して実際の合意形成に向けた検討に進んでいることは興味深
い｡
第２の非伝統的安全保障に関しては､ 同分野において CSO が､ 現地
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の人々と密接なつながりを持ち､ しばしば政府の支援の届かないところ
で活動していること､ および近年は政策決定にも関与を深めていること
など､ 大きな役割を担っていることが前提となっている｡ その上で､
ASEAN の国防関係者と CSO との間で意見交換や対話を促進し､ 両者
を結ぶネットワークを構築すること､ CSO が非伝統的安全保障分野に
おいて政府を支援し､ また相互に協力して対処するための方法を模索す
べきであるとしている｡ さらには､ 各国において軍と自国の CSO が連
絡を持つとともに､ ASEAN として域内国のあるいは国際的 CSO と連
絡を持つこと､ CSO の意見を政策決定プロセスに取り入れること､ 主
要な CSO を ASEAN の国防関係のワークショップ等に招待すること､
世論の有益な意見を取り入れるチャネルを作ること､ などを提案してい
る｡
第３の ｢ADMM プラス｣ は､ 域外国を含めた会議枠組みであり､ 今
回のコンセプトペーパーでは､ その参加基準等が検討されている｡ ここ
では､ 参加可能な域外国の条件として､ ASEAN の ｢対話国｣ であるこ
と､ ASEAN 諸国の国防関係者との顕著な交流の実績があること､
ADMM の地域安全保障向上のための能力構築に協力し､ 共通の課題に
対して知見や資産を提供できること､ の３点が挙げられている｡ その上
で､ 域外国の参加を招請するには ASEAN 全加盟国の同意を必要とす
る､ ADMM プラスの会合は当初は３年に１回とするとの方針が示され
ている｡
このように､ 国防・軍事分野でも､ ASEAN 共同体の形成を念頭に､
域内の軍同士の協力､ 域外国との協力､ 軍民間の協力の制度化に向けた
検討がなされている｡ そのなかで､ ADMM プラスは､ ASEAN の枠組
みを超えて､ 現在は非公式なアジア安全保障会議 (シャングリラ会合)
しか存在しないアジア太平洋において､ 防衛首脳レベルの公式な多国間
対話と協力の枠組みに発展してゆく可能性がある｡ 11月にはベトナムの
グエン・ミン・チェット国家主席が､ 同国が ASEAN 議長国となる2010
年に､ ASEAN および８カ国 (日中韓､ インド､ オーストラリア､ ニュー
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ジーランド､ 米国､ ロシア) による国防相会議を開催する意向を示した
と報じられたが､ これが実現すれば地域にとって大きな一歩となろう｡
ただし､ ADMM プラスと ARF､ 両者の位置関係や､ 活動の重複を
どう整理・差別化してゆくかは､ 今のところ明確ではない｡ ビジョン通
りに進めば ARF は予防外交を含めた包括的な安全保障を確保する枠組
みとなり､ ADMM や ADMM プラスはそれに対して軍事的な手段を提
供すると予測されるが､ 現在の主要な関心は双方とも非伝統的安全保障
分野における協力にあるため､ 何らかの調整が必要となろう｡ これにつ
いて､ 現在も ARF 国防当局者会合をはじめ､ ARF の枠組みでの会議
やセミナー等に国防当局・軍からの参加は行われているが､ 加盟国の軍
の中には､ 外務当局主導で協議が中心の ARF より､ ADMM や､ その
下部枠組みとなった ASEAN 国軍司令官会議の方が軍同士の実効的な
協力を進めやすいとの見方もある｡ また､ コンセプトペーパーやベトナ
ムの提案からは､ 参加国が拡散した ARF に比べ､ ASEAN の安全保障
の向上により具体的に貢献する域外の主要国を引き入れようとする意図
がうかがえよう｡

３

世界同時不況以降の東南アジアの軍事動向

( ) 武器市場､ 防衛生産・開発の拠点としての東南アジア
東南アジア主要国の2008年までの国防予算の推移は図５ １の通りで
ある｡ 2008年後半の世界同時不況により､ 一部の国では調達の実施に影
響が生じている｡ 例えば､ マレーシアでは､ 歳出削減の影響で海軍の第
２世代フリゲート調達が､ 要求仕様見直しのため中断されている｡ また
陸軍の装輪装甲車計画も延期されていると報じられている｡ タイでは､
2010年予算でのグリペン戦闘機の第２陣６機の調達が延期され､ 老朽化
した F−５E/F 戦闘機の退役が遅れる事態になっている｡ なお第１陣
の６機は2011年に配備予定である｡
一方､ インドネシアではユドヨノ大統領が７月､ 2010年の国防予算を
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ASEAN５およびベトナムの国防予算の推移
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(出所) IISS, Military Balance 2006 2010から作成｡

前年比20％増の約40兆6,000億ルピアとする方針を発表した｡ 大統領は､
経済成長にあわせて国防費を ｢最低限不可欠な軍事力｣ の整備を満たす
範囲で今後徐々に増額したいとし､ それに必要な国防費は年100兆〜120
兆ルピアとの見通しを示した｡ 老朽装備の整備・改修に加え､ 新装備の
調達にも振り向ける模様で､ サゴム・タンブン国軍報道官は ｢Mi−17
ヘリコプターや潜水艦の調達に使われる｣ 旨を言及した｡ ただし､ 国防
省装備局のエリス・ヘルヤント局長は同月､ 次年度予算の執行は既存装
備の整備保守が優先で､ 潜水艦を含む主要新規装備の調達は2011年度以
降に先送りされるだろうと述べている｡ インドネシアでは装備品の老朽
化と交換部品の不足が深刻で､ 例えば軍用航空機のうち飛行可能なもの
は42％しかないとの調査がある｡ ５月には C−130輸送機が墜落して約
100人が死亡する事故が発生し､ 改めてこの問題が注目されていた｡
東南アジア主要国における装備調達・導入の動向で特徴的なのは潜水
艦である｡ マレーシアは2002年に発注した､ 仏 DCNS とスペインのナ
バンティアによる共同開発のスコルペン級潜水艦２隻 (プライムミニス
ター級と命名) のうち１番艦 ｢トゥンク・アブドゥル・ラーマン｣ を１
月に受領､ 新設されたスパンガー海軍基地 (サバ州) に９月に配備し
た｡ ２番艦 ｢トゥン・ラザク｣ も2010年１月に受領の予定である｡ これ
らはマレーシアが配備する初めての潜水艦であり､ アブドゥル・アジ
ズ・ジャアファル海軍司令官は､ ｢当面は潜水艦の運用方法を学び､ 将
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来満足できる運用水準に達したら追加調達をしたい｣ と話している｡ ス
コルペン級はマレーシア近海での実戦運用には能力不足であり､ 同級の
変種で沿岸水域での運用性に優れるアンドラスタ級も将来の候補と見る
報道もある｡ また､ 水上艦についても､ 2010年以降､ 潜水艦との連携を
意図し､ 対潜作戦能力を持つパトロール艇の取得を検討していると同司
令官は述べている｡
マレーシアの潜水艦調達は領海防衛における全方位的な作戦能力の保
持のためとされるが､ その導入に影響を与えたと思われるのは､ 東南ア
ジアで最初に近代的能力を持つ潜水艦を導入した隣国シンガポールであ
る｡ シンガポール軍は､ 1995年に発注した４隻のスウェーデン製の
シェールメン級潜水艦 (チャレンジャー級と命名) を配備している｡ 同
国は訓練用としているが､ 浅い海域での運用に最適化されており､ 実戦
運用にも適するとされる｡ 加えて2009年６月には､ 2005年に発注したス
ウェーデン製の Type A17ヴェスターゴトランド級潜水艦２隻のうち､
１番艦 ｢アーチャー｣ が進水式を行った｡ アーチャー級と命名された２
隻は､ 熱帯運用向けに改修中で､ 2010年までに運用開始の予定と報じら
れている｡
インドネシアは､ 冷戦期から東ドイツ製 Type 209潜水艦２隻､ ｢チャ
クラ｣ と ｢ナンガラ｣ を配備していたが､ 2006年に韓国の大宇造船海洋
エンジニアリングにより改修された｡ インドネシアは2024年までに12隻
の追加調達を計画しているといわれ､ 韓国海軍の Type 209/1200張保
皐級あるいはロシアのキロ級が候補とされている｡ ３月にはインドネシ
ア下院政治安保外交委員会のユスロン・イフザ副委員長が､ 潜水艦導入
の検討のためロシアの造船所を視察し､ ｢潜水艦は我が国の海上防衛に
おける力を示し､ いかなる武力紛争においても我々の備えとなるだろ
う｣ と述べている｡ 一方､ アグス・スハルトノ海軍参謀長は､ イタリ
ア､ オランダあるいはロシアから２隻の調達について評価を行っている
が､ (前述の予算上の優先順位のため) 2014年までに調達できることを
望みたいと述べている｡ 近年インドネシアは群島水域における領域保全
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を重視した海軍力の整備を行っているが､ マレーシアとの間では海上資
源権益をめぐりしばしば対立が起きている｡ このためインドネシアの潜
水艦導入はマレーシアへの対抗との見方もある｡ イスカンダル・シトム
プル海軍報道官は ｢地域のパワーバランスを維持して平和を確保するた
めに潜水艦が必要である｣ と述べている｡
ベトナムはロシアのキロ級潜水艦６隻の調達計画があるとされる｡ ま
たタイに関しても､ ロシアのアムール級や中国の宋級潜水艦を検討して
いるとの報道がある｡ 同国国防白書

タイの防衛2008

は､ 抑止力とし

ての潜水艦の有効性を認めているが､ タイ軍関係者は､ 近隣諸国との緊
張を高める恐れがあるとして､ 現時点では具体的な計画はないと話して
いる｡
潜水艦以外の装備調達では､ 航空機に関して､ インドネシア空軍が
2009年８月までにロシアから Su−30戦闘機10機の受領を完了し､ マ
カッサル飛行隊の創設を完結する予定である｡ シンガポール空軍には､
２月にガルフストリーム550空中早期警戒機の１番機が配備された｡ ４
機を購入し､ 既存の E−２C を更新する予定である｡
陸上ではマレーシア陸軍が2009年中にポーランドから PT−91M 戦車
48両を受領する｡ 配備部隊は2010年までに機甲旅団に再編され､ ヌグリ
スンビラン州グマスに配備される予定である｡ 同配備は､ シンガポール
陸軍が2006年から配備を進めるレオパルド２戦車を意識したものである
可能性がある｡ タイは､ ウクライナから BTR−３E１装甲兵員輸送車
96両を2009年中に受領開始予定だったが､ クーデターを理由にドイツ政
府からエンジン等の輸出の許可が出ず､ 米国製エンジンで代替すると報
じられている｡ またタイは､ 整備不良で128両の半数が運用できない状
態のスコルピオン軽戦車の改修に30億バーツを割り当てるという｡
なお､ シンガポールは１月､ ST キネティック社製のブロンコ装甲兵
員輸送車100両を英国陸軍に納入する契約を行った｡ シンガポールが先
進国に武器を輸出するのは初めてである｡ 地域の経済発展と技術革新に
より､ 今後東南アジアは武器の市場としてのみならず､ 防衛生産・開発
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の拠点としての役割も高まってくる可能性がある｡
() 非伝統的安全保障分野を中心とした軍事協力の進展
東南アジア域内および周辺国との関係においては､ 非伝統的安全保障
分野を中心に､ 各国国防当局間で様々な形での交流・協力の機会が増加
している｡ インドネシアとオーストラリアは､ 2006年11月に締結された
安全保障協力枠組みに関する協定を受け､ 2009年１月にジャカルタで､
両国軍司令官が防衛協力に関する共同声明を発表した｡ 協力を進めるべ
き分野として対テロ､ 海上安保､ 諜報､ 人道支援・災害救援､ PKO を
挙げ､ 活動の例として訓練・演習や教育､ 連携パトロール､ 情報共有､
相互兵站支援取り決めの作成などが提示されている｡
シンガポールは2009年５月にニュージーランドと防衛協力取り決めを
締結した｡ 両国の国防相間で署名された取り決めは､ 既存の防衛分野で
の交流関係を深化させ､ 新しい分野の協力を促進するもので､ 年次の政
策対話の実施や､ 多種の軍事交流の継続､ 人道支援・災害救援､ 捜索救
難､ 平和支援作戦等の任務および訓練での協力をうたっている｡ またシ
ンガポールは９月にベトナムと防衛協力協定を締結し､ 両国国防相間で
署名した｡ 協定は相互訪問､ 訓練課程への参加､ 年次の政策対話など､
両国間の防衛分野での既存の交流を公式化するもので､ また新しい分
野､ 例えば研修団の訪問､ 軍事医学､ 教育訓練､ 人道支援・災害救援､
捜索救難などでの協力の可能性も探るとされている｡ さらに､ シンガ
ポールは12月に韓国と防衛協力に関する覚書に署名するとともに､ 日本
とも防衛交流に関する覚書に署名した｡ どちらの覚書も既存の防衛分野
での交流の公式化を図るとともに､ 前者は人道支援や軍事医学等におけ
る協力の拡大､ 後者は国際平和協力活動や国際社会に対する脅威に対処
するための活動における協力の促進､ 人道支援・災害救援や化学・生
物・放射線および爆発物 (CBRE) 防護等に関わる意見の交換等がうた
われている｡
シンガポールは2008年に中国と防衛交流・安全保障協力協定を締結
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し､ それに基づき2009年６月には桂林で初の対テロ訓練演習 ｢協力2009｣
を実施した｡ シンガポール側からは国内主要施設警備を担当する国軍第
２人民防衛隊と CBRE 防護群､ 中国は解放軍緊急対応室と広州軍区か
らそれぞれ約60人が参加し､ ９日間にわたり博覧会でのテロを想定した
対応などを訓練した｡ 演習は対テロ分野での技量の向上と､ 両国軍の相
互理解の促進を意図しているが､ シンガポールと中国の軍事部門の交流
進展は､ これまで非公式だが密接に行われてきたシンガポールと台湾の
軍事関係に今後影響を及ぼすのではないかとの見方もある｡ 一方中国
は､ 2007年よりタイとも特殊部隊の共同訓練演習 ｢突撃｣ を行ってお
り､ 非伝統的脅威の高まりから相手国の協力を得やすい ｢対テロ｣ をて
こに､ 各国軍と実戦部隊レベルでの交流を進めようとの意図が見受けら
れる｡
多国間では､ 定例となっている米軍主導の多国籍共同訓練である ｢コ
ブラ・ゴールド｣､ 海上即応訓練協力 (CARAT) および東南アジア対
テロ協力 (SEACAT)､ ５カ国防衛取り決め (FPDA) の年次演習等に
加えて､ 2009年は初めて､ ARF の災害救援実動演習 (VDR) が５月に
フィリピンで開催された｡ 日本を含む26の国や機関から約500人が参加
し､ 14の国や機関 (日本､ オーストラリア､ ブルネイ､ 中国､ EU､ イ
ンドネシア､ モンゴル､ ニュージーランド､ パプアニューギニア､ フィ
リピン､ 韓国､ シンガポール､ スリランカ､ 米国) がアセットを提供し
た演習は､ 大型台風被害に対する ARF 各国の人道支援展開を想定し､
捜索救難､ 医療､ 建設､ 被災者の後送など様々な訓練を実施した｡ 日本
からは初の海外派遣となる海上自衛隊の US-２救難飛行艇をはじめ､ 陸
海空自衛隊､ 外務省､ 国際協力機構 (JICA) から約100人が参加した｡
また､ FPDA も10月の ｢ブルサマ・リマ｣ 統合合同演習で､ 初めて人
道支援・災害救援シナリオの図上演習を行うなど､ 非伝統的作戦への関
心が高まっている｡
現実の危機対処の例では､ ソマリア沖の海賊対策において､ マレーシ
ア海軍が2008年から､ フリゲート ｢レキウ｣ と多目的艦３隻を派遣して
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いる｡ シンガポールは2009年４月から３カ月間､ 揚陸艦 ｢パーシステン
ス｣ を派遣､ 多国籍の任務部隊である CTF−151に参加して活動したの
に加え､ 2010年１月から３月まで､ シンガポール海軍のバーナード・ミ
ランダ准将が CTF−151を指揮している｡ さらにインドネシアも､ 国連
レバノン暫定隊 (UNIFIL) の海上部隊に派遣されるコルベット ｢ディ
ポネゴロ｣ が､ 任地に向かう途上で CTF−151と連携して警備活動を
行った｡
2009年９月30日､ インドネシアの西スマトラ州沖でマグニチュード7.6
の大地震が発生し､ パダン市・パリアマン市を中心に建物の崩壊や土砂
崩れ等により､ 1,100人を超える死者が出た｡ インドネシア政府の要請
に基づき､ 少なくとも13カ国の政府救助隊､ 10の国連機関､ 180を超え
る援助団体が現地で捜索救難や医療・生活支援活動を行った｡ 東南アジ
アではマレーシア軍が70人の医療チームを派遣､ シンガポール軍は54人
の医療チームと30人の工兵チームを派遣したほか､ 同空軍の C−130輸
送機が民間防衛隊の救援チームや支援物資の輸送を行った｡ 現地を視察
したスリン ASEAN 事務局長は､ (フィリピンやインドシナ半島を襲っ
た台風災害への対応のため) すべての国が参加はできないものの､ 両国
の貢献は ASEAN の連帯を示すと述べ､ 今後災害救援における ASEAN
のメカニズムや対応方法をさらに向上させる必要があると指摘した｡ な
お､ 日本は同災害に際し､ 10月２日午前､ 外国政府としては最初に国際
緊急援助隊の救助チームを現地入りさせ､ 後続の医療チームとあわせ88
人が現地で活動した｡ また､ 自衛隊は統合連絡調整所要員21人のほか､
陸上自衛隊中央即応集団 (CRF) の新編後初めて､ CRF の統合指揮に
よるインドネシア国際緊急医療援助隊12人の計33人の要員を現地に派遣
した｡
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｢ARF における予防外交の概念と原則｣ (骨子)

資料
定義

・国家間の対立・紛争の発生防止
・対立・紛争の武力衝突へのエスカレート防止
・対立・紛争の地域的影響の最小化

概念

・信頼の醸成
・規範の設定
・コミュニケーションチャネルの強化
・議長の役割
・さらなる可能な措置の検討

原則

・外交的､ 平和的手段による
・非強制的､ 軍事行動および武力の行使によらない
・対処よりも予防的行動
・中立性
・協議とコンセンサス
・全当事者の要請と同意
・国家間紛争への適用
・主権尊重・内政不干渉の原則

(出所) ARF ウェブサイトから作成｡
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2008年９月に生じたグローバルな金融・経済危機により､ 10年続いた
ロシアのプラス成長が終わり､ メドヴェージェフ大統領､ プーチン首相
による ｢タンデム｣ 体制は資源依存型経済からの脱却という構造的問題
に直面した｡ そこで経済成長を回復させるためには､ 当面は資源輸出を
行わざるを得ないことから､ ロシアは新たなエネルギー市場である東ア
ジアに進出する動きを見せている｡ また､ 史上異例なタンデム体制の前
提条件である持続的な経済成長が崩れたため､ 政治的安定性を確保する
ためにプーチン首相による ｢手動統治｣ の動きが強まり､ 2012年にプー
チンが大統領として再登板するのではないかとの見方が強まった｡
2009年５月に承認された ｢2020年までの国家安全保障戦略｣ の内容か
ら､ ロシアがグルジア紛争を受けて伝統的な安全保障観に回帰している
こと､ 核軍縮の進展とともに戦略的に対等な対米関係を追求しているこ
とが確認される｡ すでに多極世界が到来しているとの戦略環境認識のも
と､ 東アジアにおけるロシアの立ち位置､ とりわけ中国との関係におい
て微妙な変化が生じており､ 資源協力の面において日本との関係強化を
図るなど､ ロシアは自立した東アジア外交を模索し始めている｡
2009年中に公表される予定であった新 ｢軍事ドクトリン｣ には､ 核兵
器を先行的に使用する規定が盛り込まれる見通しである｡ 米露の核軍縮
交渉の一方の当事者であるロシアが､ その安全保障において核兵器への
依存を強めようとしている｡ ロシア軍の新たな姿を目指す軍改革計画に
基づき､ 部隊の旅団化､ 常時即応化は進展しており､ こうした改革の効
果を検証する大規模な演習が西部と南西部で実施された｡ 集団安全保障
条約機構 (CSTO) の緊急展開軍が創設されるなど､ ロシアは CSTO
を通じた軍事協力の強化を図っている｡ ロシアの軍需企業は武器輸出先
の拡大を図っており､ 特に反米的な国家への武器輸出が米露関係の懸案
事項として浮上している｡
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タンデム体制の新たな課題

( ) 金融・経済危機の直撃を受けたロシア経済
2008年９月に生じたグローバルな金融・経済危機と国際原油価格の下
落が､ それまで資源価格の高騰を背景に成長を続けてきた資源依存型の
ロシア経済を直撃した｡ これにより､ 2008年５月に発足したドミト
リー・メドヴェージェフ大統領とウラジーミル・プーチン首相による
｢タンデム｣ 体制は､ 金融・経済危機への対応とともに､ 資源依存型経
済からの脱却というこれまで先送りしてきた構造的問題に直面すること
となった｡
世界銀行が2010年１月に発表した ｢世界経済見通し2010｣ によると､
2009年のロシアの経済成長率はマイナス8.7％に大きく落ち込む見通し
であり､ 1999年から続いた10年連続のプラス成長に終止符が打たれた｡
石油､ 自動車等の大手企業が生産・投資を縮小させ､ 大胆な人員削減を
行ったため､ 給与遅配や失業率上昇など国民生活にも深刻な影響が生じ
た｡ 2009年11月12日の年次教書演説におけるメドヴェージェフ大統領の
図 

ロシアの経済成長率 (実質 GDP 成長率) の推移
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(出所)世界銀行オンラインデータベースおよび同 ｢世界経済見通し2010｣ (2010年１月) から作成｡
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演説と､ それに続く同月21日の与党 ｢統一ロシア｣ 年次党大会における
プーチン首相の演説は､ ともにグローバルな金融・経済危機に直撃され
たロシア経済を再生させ､ 持続可能な成長路線に乗せるためには､ 資源
依存型経済からの脱却と経済の近代化が必要なことを強く訴えるもので
あった｡
1998年のロシア金融危機からのロシア経済の復活と10年に及ぶ高い成
長を支えたメカニズムとは､ 国際原油価格の長期的な上昇によって石油
輸出関連収入が増大し､ それに惹きつけられて外資が流入した結果もた
らされた個人所得の増大が､ 個人消費を活発化させた個人消費主導型の
経済成長であった｡ こうしたオイル・バブルは､ 2008年夏から始まった
国際原油価格の下落と米国に端を発したグローバルな金融危機によって
一気に弾けた｡ 国内外の投資家がロシア株式市場から短期資本を一斉に
引き上げたほか､ 資本回収に乗り出した米国大手金融機関が各国金融機
関にドルの返済を迫った結果､ ロシアの国内企業および金融機関はとも
に資金調達に行き詰まり､ しかも急激なドル高ルーブル安が進行したた
め､ ルーブル高に支えられていた個人消費も落ち込んでロシア経済は急
速に縮小した｡
ロシア政府による金融・経済危機への対応は､ 迅速かつ果断であっ
た｡ まず､ 2008年10月には対外債務に苦しむ金融機関に対して公的資金
の投入を行うとともに､ 12月には総合的な緊急経済対策を策定して大規
模な景気刺激策を打ち出した｡ 2009年に入ると､ プーチン首相は前年に
成立した予算の見直しを命じ､ 大規模な緊急財政出動を展開するととも
に､ 失業給付金など社会保障に関する緊急措置を講じた｡ これらを支え
たのが､ 数年前からロシア政府が石油・天然ガス関連収入の国庫納入分
の一部を積み立てて用意していた準備基金を財源とする緊急支出であっ
た｡ 他方､ メドヴェージェフ大統領は､ 積極的な外交を通じて関係国と
の対外経済協力の深化を図るとともに､ 国際的な枠組みにおいてロシア
の主導的立場の保持に努めた｡ 2009年５月には国際通貨基金 (IMF) 債
を中国やブラジルと連携して購入する決定を行ったほか､ ６月に新興４
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カ国 (BRICs) サミットがエカ
テリンブルクで初めて公式に開
催された際にも､ 米ドルを基軸
とする現行の国際金融システム
の変革・多極化の必要性を主張
した｡ また､ 深刻な危機に直面
している中・東欧や中央アジア
諸国向けの財政支援に積極的な
姿勢を見せた｡
国家財政を見ると､ このよう
な緊急経済対策などにより､ 2009年度の歳出が当初計画されていた約９
兆ルーブル (１ルーブル=約３円) から実際には約10兆ルーブルへと膨
れ上がる一方､ 歳入は約11兆ルーブルとした当初の見通しから約７兆
ルーブルへと大きく落ち込んだ結果､ 10年ぶりの財政赤字となり､ その
規模は GDP 比8.9％に達した｡ ロシア政府は､ 準備基金からの補填によ
り赤字幅を縮小させるとしているが､ 11月下旬に成立した2010年度予算
および2012年までの予算概要によれば､ 2010年度の財政赤字は GDP 比
6.8％､ その後も2011年度４％､ 2012年度３％と財政赤字が継続するこ
とが見込まれており､ 準備基金の取り崩しには限界がある｡ そのためロ
シア政府にとって､ 短期的な経済対策と同時に､ 国際資源価格の変動に
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大きく左右されない持続的な経済成長を支える基盤として､ 航空機､ 宇
宙､ 軍需､ 原子力､ ナノテクなど国際競争力を有する国内の戦略産業の
育成に本格的に取り組み､ 資源依存型の経済構造からの脱却を目指すこ
とが喫緊の課題となっている｡
一方､ 厳しい財政事情にもかかわらず､ 2010年度の国防予算要求額
は､ 前年度に比べて８％増額され､ 総額は１兆1,700億ルーブルとなり､
メドヴェージェフ大統領はこの水準を今後も維持する意向を示してい
る｡ また､ 軍産複合体発展プロジェクトのもと計上される省庁横断的な
国防調達支出も１兆7,500億ルーブルに増額され､ このうち4,700億ルー
ブルが装備の近代化に配分されている｡ 国防予算および国防調達費を増
額する理由として､ 以下の３点が指摘される｡ 第１は､ グルジア紛争で
ロシアの通常戦力の近代化の遅れが明らかとなったことから､ 軍の装備
を本格的に近代化させるという軍事的な理由である｡ 第２は､ 資源に依
存した産業構造を多角化させるために､ 戦略産業の一つである軍需産業
を育成して輸出競争力のある兵器の開発､ 製造をさらに促進するという
経済的な理由である｡ 第３は､ 裾野の広い軍需産業がロシアの地方経済
を支えていることから､ 軍需産業の成長を通じて地方経済を活性化させ
るという社会的な理由である｡
図 

石油・ガス関連歳入の推移
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11月の大統領年次教書演説は､ 国際石油価格が上昇傾向を見せ､ ロシ
ア経済の底打ち観測が出る中で行われたが､ メドヴェージェフ大統領
は､ これによって経済構造改革の歩みを止めてはならないと警告を発
し､ 資源依存という原始的な経済構造から脱却してロシア経済を近代化
させるための政策を断行する決意を改めて表明した｡ しかし､ 経済政策
の基礎となる国家予算が依然として資源輸出関連収入に依存している以
上､ 経済構造改革の成否は､ 安定的に資源輸出関連の収入を確保できる
かどうかにかかっている｡ そこで､ ロシアは､ 新たな資源輸出先として
有望な東アジアのエネルギー市場へ本格的に進出しようとしている｡
() プーチン首相による手動統治
メドヴェージェフが大統領､ プーチンが首相を務めるという史上異例
の ｢タンデム｣ 体制が2008年５月に発足して１年以上が経過した｡ ロシ
ア語の ｢タンデム｣ とは､ ｢サドルが縦に並んだ２人乗り自転車｣ を指
し､ 転じて ｢協力して仕事に打ち込む２人組｣ を意味する｡ そもそも史
上異例のタンデム体制は､ プーチン前政権下で達成された経済的成長と
政治的安定が持続することを前提として発足した｡ ところが､ 金融・経
済危機によってこの前提条件が大きく揺らぐこととなった｡ プーチン前
政権下では歳入増に伴い国家予算の規模も拡大したため､ 予算という国
家資源の配分を通じて諸政治勢力をコントロールすることができた｡ し
かしながら､ 前述したように2009年度予算が赤字に転落してしまったた
め､ 国家資源が優先的に配分される企業が列挙された ｢プーチンのリス
ト｣ が作成され､ 国家による財政支援が受けられない企業が生まれた｡
こうした経済状況の低迷は､ メドヴェージェフ､ プーチン両氏に対す
る支持率の低下に結びついた｡ 例えば､ ｢世論財団｣ がロシアで実施し
た世論調査結果によると､ 2008年９月14日の調査では､ プーチンの支持
率はグルジア紛争を踏まえてタンデム発足後最高の75％となり､ 不支持
率は６％であった｡ しかし､ 金融・経済危機以降､ 年末にかけて支持率
は低下し､ 12月21日の調査では支持率が65％､ 不支持率が11％まで落ち
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込んだ｡ こうした支持率低下のみならず､ プーチン前政権下では見られ
なかったような､ プーチン個人を激しく批判するようなデモも繰り返さ
れた｡ 例えば､ 自動車輸入関税の引き上げ措置が2009年１月に導入され
たが､ これに対する抗議活動は､ 日本からの中古車輸入が盛んな極東地
域のウラジオストクにおいて2008年末に始まり､ 2009年５月にかけて高
級車輸入業が盛んなモスクワやエカテリンブルクなどに飛び火した｡ そ
の後､ リストラによる失業者が200万人を超え､ 賃金未払いも増加した
ことから､ 反政府的な動きは広がりを見せ､ ５月以降にはプーチン首相
が進める経済政策を真正面から非難するような論調もメディアでみられ
るようになった｡
こうした中､ 不当解雇や賃金未払いを政府に直接訴える労働争議が頻
発し､ その一部が高速道路の封鎖騒ぎにまで発展したことから､ 社会不
安の増大を懸念するプーチン首相は事態の打開に自ら乗り出した｡ プー
チン首相は６月４日､ 地元工場の賃金遅配や不当解雇に対する抗議活動
が続いていたサンクトペテルブルク郊外のピカリョヴォを訪れ､ 操業が
停止した工場に経営者､ 労組幹部などを集め､ 工場を所有するオレグ・
デリパスカに強く求めて操業再開と滞納賃金支給に同意する文書に署名
させた｡ その一部始終がロシア全土でテレビ放映されたため､ 英米のメ
ディアはプーチン首相の政治的指導力を誇示するものであると報じた｡
このように､ 特定の事案にプーチン自らが直接対応することをロシアの
メディアは ｢手動統治｣ と呼んでいる｡ この ｢手動統治｣ とは､ プーチ
ンの基本的な国家統治スタイルとして以前から指摘されており､ タンデ
ム体制発足以降､ 一時的に少なくなったものの､ 金融・経済危機以降は
再び増加している｡
2009年９月にプーチン首相は､ 諸外国のロシア研究者などが集まる
ヴァルダイ会議の席上で､ 2012年の再出馬を示唆するトーンを強めたた
め､ プーチンが大統領として再登板するのではないかとの観測が高まっ
た｡ ただし､ プーチン自身は2012年の再出馬は明言しておらず､ 2012年
問題をあいまいにし､ 自らの再出馬の可能性を排除しないことで､ 諸政
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治勢力を牽制しているとも考えられる｡ メドヴェージェフとプーチンの
間で政策調整上の齟齬のようなものが見られないわけではないが､ 今の
ところタンデム体制の本質的な危機という状態には程遠い｡ むしろ､ グ
ルジア紛争や金融・経済危機を受けて､ 両者間の政策調整を綿密に行う
必要がより一層認識されるようになったとも言える｡ しかし､ ロシアの
経済回復が遅れ､ 政治的な安定が著しく損なわれるような事態が新たに
発生すれば､ タンデム体制の運営が困難となりプーチンが大統領に復帰
することもあり得る｡ タンデム体制を存続させるべきか､ プーチンが再
登板すべきか､ ぎりぎりの見極めが2012年まで続くことになるであろ
う｡
() ｢2020年までの国家安全保障戦略｣ の策定
2009年５月12日にメドヴェージェフ大統領が ｢2020年までのロシア連
邦の国家安全保障戦略 (以下､ 安保戦略)｣ を承認した｡ 1997年に策定
された ｢国家安全保障概念 (以下､ 安保概念)｣ は2000年に一部修正さ
れたが､ 今回は名称を含めて根本的に改定されたことになる｡ ｢安保戦
略｣ は､ 本来なら2009年３月末に最終承認される予定であったが､ オバ
マ米国政権の対露政策を見極めるためプーチン首相が公表を約１カ月遅
らせたとみられている｡ この文書は､ 広義の国家安全保障問題に関して
ロシアの公式見解を体系化したものであり､ 軍事のみならず､ 経済､ 社
会､ 技術､ 環境､ 保健､ 教育､ 文化などすべての政策領域を包含した最
高位の戦略文書にあたる｡ これに基づいて､ 外交分野では ｢対外政策概
念｣､ 軍事分野では ｢軍事ドクトリン｣ など､ 個別の政策文書が作成さ
れている｡
タンデム体制発足後､ メドヴェージェフ大統領が独自の政策路線を展
開するのではないかとの見方もあった｡ しかし ｢安保戦略｣ の内容は､
プーチンが大統領を退任する前の2008年２月に表明した ｢2020年までの
ロシアの発展戦略 (通称プーチン・プラン)｣ に依拠していることから､
従来のプーチン路線が2020年まで継続されることが明らかとなった｡ こ
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れは､ 国家戦略の基本的な方向性に関して､ タンデム体制発足後も､ 依
然としてプーチンが大きな影響力を有していることを意味する｡ しか
も､ ｢2020年まで｣ という期限も付与されたことから､ ｢安保戦略｣ の内
容をプーチン・プランに重ね合わせているとも解釈される｡ さらに､
｢2020年までの国家安保戦略｣ の実現に関しても､ プーチンが何らかの
形で関与し続けることも予感させる｡
旧 ｢安保概念｣ については､ 2002年にプーチン大統領が改定を指示
し､ 2005年に安全保障会議事務局が改定案として ｢安保戦略｣ の草案を
作成したものの､ 2009年まで最終承認が見送られてきた｡ ｢安保概念｣
から ｢安保戦略｣ へと名称が変更された理由としては､ 単に概念的な文
書に過ぎなかった旧文書の性格を改め､ 中長期的な内外政策の目標や戦
略的な優先課題を盛り込むことで､ ロシアの国家政策の基盤となる戦略
文書の策定を目指したものと思われる｡ 旧 ｢安保概念｣ には綱領的かつ
宣言的な内容が多くみられたが､ 新 ｢安保戦略｣ においては具体的な政
策目標とともに､ 失業率など政策目標の進捗具合を測る７つの指標が列
挙されており､ 政策実施面における一定の実現可能性と､ それへ向けた
具体性が備わっていると言えよう｡
2002年11月のモスクワ劇場占拠事件を受けて､ 当時のプーチン大統領
が旧 ｢安保概念｣ の改定を指示したことから明らかなように､ 新しい国
家安全保障戦略を策定する理由の一つは､ チェチェン武装勢力によるテ
ロリズムという ｢非伝統的な脅威｣ をロシアの安全保障上どのように位
置付けるのかであった｡ テロリズムの出現は､ 外国による脅威という
｢伝統的な脅威｣ への対処を本来任務とするロシア軍の存在を揺るがし､
テロ対策を取り仕切る連邦保安庁 (FSB) の肥大化をもたらした｡ しか
しながら､ 2008年８月に隣国のグルジアと国境付近において軍事衝突が
発生したことから､ 新しい ｢安保戦略｣ においては､ 近隣諸国との資源
争奪や国境紛争を念頭に置いた旧ソ連圏との国境管理に加えて､ 北極､
極東､ カスピ海地域の国境管理を強化することが明記されている｡ ここ
で､ ｢極東地域｣ という表現が盛り込まれていることも注目され､ ロシ
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ア国境警備隊による中国や日本などとの国境管理がさらに厳格化される
可能性があると言えよう｡ このように､ ロシアの安全保障上の関心が､
テロといった ｢非伝統的な脅威｣ から国境紛争といった ｢伝統的な脅
威｣ へ移動していることを ｢安保戦略｣ は示しており､ ロシアが伝統的
な安全保障観に回帰していると理解される｡ 旧 ｢安保概念｣ の冒頭では
治安の悪化やテロリズムの脅威について言及されていたが､ ｢安保戦略｣
においては国防問題が国家安全保障の中核であると位置付けられてお
り､ テロリズムに対する扱いが相対的に低下した｡
新 ｢安保戦略｣ においては､ 対米強硬論を主張してきたロシア安全保
障会議のユーリー・バルエフスキー副書記 (前ロシア軍参謀総長) など
軍の保守派の意見も一部盛り込まれたことから､ グルジア紛争以降､ ロ
シアの国家安全保障戦略の立案において軍の発言力が高まっていること
も確認される｡ ただし､ 経済・社会分野における国家発展を通じてロシ
アの国力を増大させ､ ロシアの安全保障を確保していくというプーチン
路線に変化は見られない｡ プーチン前政権下においても､ GDP に占め
る国防予算の割合が2.6％前後に固定されてきたように､ 軍事偏重の国
家資源の配分がソ連崩壊につながったという教訓は生かされている｡ む
しろ､ 金融・経済危機の発生により､ 経済優先というプーチン路線の重
要性が一層認識されたとも言えるであろう｡
() 戦略的に対等な対米関係の追求
｢安保戦略｣ を新しく策定した際のもう１つの論点は､ ロシアの安全
保障にとって最大の要因である米国との関係をどのように規定するかで
あった｡ プーチンは､ イスラム過激勢力によるテロリズムは米露共通の
脅威であり､ ロシアが独力で対処することはできないとの立場から､ 軍
の反発を押し切って９・11テロ直後にロシアの裏庭にあたる中央アジア
に米軍の駐留を認め､ これ以降､ 対テロ分野において米露協調が進ん
だ｡ しかしながら､ 米国が主導する北大西洋条約機構 (NATO) が旧
ソ連のバルト諸国まで拡大し､ NATO 入りした東欧諸国に米国がミサ
167

イル防衛 (MD) システムの配備計画を進め､ さらには米国が NATO
入りを支持するグルジアとロシアの間で2008年８月に軍事衝突が発生
し､ 米露関係は冷戦終結後､ 最悪の状態に陥ったと言われた｡ 2009年の
新 ｢安保戦略｣ の中では､ NATO 拡大は容認できず､ 米国の MD シス
テムは軍事的脅威であると述べられているほか､ 対米関係においても
｢戦略的に対等な関係｣ を追求していくとの姿勢が示されている｡ ｢安保
戦略｣ の内容を見る限りにおいて､ 欧米諸国に対するロシアの対外姿勢
に､ 基本的な変化は見られない｡ また､ 米英をはじめとする NATO 加
盟10カ国とグルジアやウクライナをはじめとする加盟候補国５カ国の計
15カ国が､ ５月にグルジア領内で合同軍事演習を実施したため､ ロシア
側が反発を強める事態となった｡
2009年７月６日の米露首脳会談で､ 同年12月５日に失効する第１次戦
略兵器削減条約 (STARTⅠ) の後継条約について大枠が合意された｡
｢核兵器のない世界｣ を標榜するオバマ政権は戦略核を大幅に削減する
目標を掲げており､ 核兵器の維持管理という財政的負担を低減させたい
ロシアも基本的には米国が提唱する核軍縮には前向きである｡ ただし､
オバマ大統領が提案する核兵器廃絶という目標に対するロシア側の受け
止め方としては､ 核軍縮という総論に関しては共感があるものの､ 実現
可能性も含めた各論に関しては懐疑的な見方が多い｡ 実際に､ 戦略核弾
頭数を1,500発以下に削減することに関しては､ 以下のような軍事的理
由によりロシア軍内部などにおいて反対論が多い｡ 第１に中国など他の
核保有国とのバランスが崩れる､ 第２にロシア全土で第二撃能力を維持
できなくなる､ 第３に NATO に対する通常戦力の劣勢を補完するため
に核戦力は重要である､ とロシア側が考えている｡ 当初､ 米露間におい
て1,000〜1,500発の間で削減目標数が合意されるものと予想されていた
が､ 実際に合意された目標数の幅は1,500〜1,675発であった｡ 2002年に
米露間で締結された戦略攻撃能力削減に関する条約 (SORT､ 通称モス
クワ条約) で規定された下限が1,700発であることから､ 合意された削
減幅は大きくなかった｡ それでも､ 戦略核弾頭と運搬手段の保有数にお
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いて米露間の格差が縮小することは､ 戦略的に対等な米露関係を目指す
ロシアにとって大きな前進である｡
ロシアが強気の対米姿勢を示す理由としては､ 圧倒的だった米国の影
響力が､ イラクとアフガニスタンでの２つの軍事作戦を通じて減退して
いることに加え､ イランやアフガニスタン等の問題において､ 米国は今
まで以上にロシアとの協力を必要としていると認識していることが挙げ
られる｡ ロシアの軍事専門家によると､ このような認識は2008年８月に
発生したグルジア紛争以前にすでに存在し､ たとえロシアとグルジアが
軍事衝突をしても､ 米軍がグルジア側に参戦することはないとロシア側
は確信していたとされる｡ 2009年９月にはオバマ大統領が MD システ
ムの東欧配備計画を見直す意向を表明したため､ メドヴェージェフ大統
領も2008年11月の年次教書演説で表明していたカリーニングラード州へ
のミサイル配備を見直す意向を示した｡ STARTⅠの後継条約交渉やイ
ラン問題においてロシアとの協力を必要とする米国が譲歩したとロシア
側は受け止めており､ 軍事的な対抗策を打ち立てて米国の MD に反対
姿勢を貫いたことがロシア外交の勝利に結びついたとの論調がロシアの
メディアにおいて散見された｡ 米国による MD システムの東欧配備計
画の見直しは､ 外交面における米露関係に肯定的な影響を及ぼしている
と考えられる｡ しかし米国は､ 洋上配備を含む MD システムの欧州配
備計画そのものは撤回していないため､ ロシアからすれば米国の MD
システムの配備計画に対する軍事的な懸念は完全に払拭されたことには
ならない｡ 米露両国は､ STARTⅠが失効する12月５日までに､ 後継の
新条約に合意すべくジュネーブで外交交渉を重ねてきたが､ 戦略核や運
搬手段の数､ 監視・検証措置のあり方などに関して､ ロシア側は最後ま
で強気の交渉姿勢を崩さず､ ついに同条約は効力を停止した｡ これによ
り､ STARTⅠで規定されていた監視・検証措置も効力を失ったため､
ロシア中部のヴォトキンスク・ミサイル製造工場に常駐していた米国の
監視団が国外退去を余儀なくされた｡
現在の米露関係は､ ｢伝統的な安全保障問題における対立｣ と ｢非伝
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統的な安全保障問題における協力｣ という二重構造となっている｡
NATO 拡大や MD システムの欧州配備計画､ そして南オセチア等の独
立承認問題などは､ 欧米とロシアによる勢力圏をめぐる対立であり､ 冷
戦時代から存在する ｢伝統的な安全保障問題｣ にあてはまる｡ 他方､ ア
フガニスタンやイランをめぐる国際テロリズムや大量破壊兵器の拡散と
いった問題は､ 冷戦終結後に顕在化した新しいタイプの ｢非伝統的な安
全保障問題｣ と位置付けられる｡ 米露関係が対立と協力の二重構造と
なっている以上､ 冷戦時代のように米露が全面的に対決するという､ グ
ルジア紛争直後にメディア等で話題となった ｢新冷戦｣ のような事態に
はならない｡ ９・11テロ以降､ ｢非伝統的な安全保障問題｣ において米
露の利害は接近しており､ しかも相互の協力関係は拡充しているから
だ｡ 反対に､ ｢伝統的な安全保障問題｣ においては､ 米露が相互に歩み
寄る余地は限られており､ ロシアの強気の対米姿勢が早期に軟化するこ
とも予想できないであろう｡ しかも､ 米国はアフガニスタンやイランと
いった非伝統的な安全保障問題に関心を集中させているのに対して､ グ
ルジア紛争を経験したロシアは伝統的な安全保障観に回帰しており､ 米
露間には非対称な安全保障認識が生まれている｡ 以上から､ 当面の米露
関係は､ 対立と協力が交錯する膠着した状態が続くと思われる｡
ロシアの強気の対外姿勢は､ 欧州諸国にも向けられている｡ メド
ヴェージェフ大統領は11月末に ｢欧州安全保障条約｣ の案文を公表して
新しい欧州安全保障構想を提唱するとともに､ 欧米各国や NATO､ 欧
州連合 (EU)､ 欧州安全保障協力機構 (OSCE)､ 集団安全保障条約機
構 (CSTO) 等に対して､ ロシアの提案を検討するよう要請した｡ その
内容は､ バンクーバーからウラジオストクまでの欧州大西洋圏および
ユーラシアの全国家を対象とした新しい安全保障メカニズムを創設する
というものである｡ こうした包括的な安全保障構想をロシアが提起する
理由としては､ 以下の２点が考えられる｡ 第１に､ NATO を包含する
安全保障構想を提唱することにより､ ロシアを排した NATO に依拠す
る現行の欧州安全保障体制に変更を迫ることである｡ 具体的には､ さら
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なる NATO 拡大を防ぐとともに､ 軍事同盟としての NATO の存在意
義を低下させることである｡ 第２は､ 欧州安全保障秩序のあり方に対す
る欧米諸国の意見の相違を引き出すことにより､ 欧米､ さらには新旧欧
州の離間を図ることである｡ 実際に､ ロシアが提示した新安全保障構想
に関しては､ 英米カナダなどの ｢非欧州大陸国｣､ ロシアと一定の関係
にある仏独などの ｢古い欧州｣､ さらにはロシアを安全保障上の不安定
要因とみなして NATO 入りした東欧､ バルト三国などの ｢新しい欧
州｣ との間で対応に違いがみられている｡ 特に､ 仏独はロシアの提案に
一定の理解を示しており､ 11月末にプーチン首相が訪仏した際にフラン
スのミストラル級強襲揚陸艦のロシアへの売却交渉が行われるなど､
NATO 加盟国であるフランスとロシアの間で大型兵器の移転を含む軍
事技術協力を模索する動きもみられた｡

２

自立した東アジア外交の模索

( ) 転機を迎える中露関係
2009年５月に承認された ｢安保戦略｣ の冒頭部において､ ｢ロシアは
20世紀末の政治的､ 社会的､ 経済的な危機を克服して､ 形成されつつあ
る多極的な国際関係における重要な主体として競争力を増強し国益を守
り通すための能力を回復した｣ と述べられている｡ さらに､ ｢経済的成
長と政治的影響力の新しい中心地が勢力を増した結果､ 本質的に新しい
地政学的状況が生起しつつある｣ と明記されたほか､ 11月12日の年次教
書演説において､ メドヴェージェフ大統領は､ 世界がすでに多極化して
いると認識しており､ そのさらなる発展を歓迎する旨発言した｡ このよ
うに､ 米国の絶対的な影響力が減退し､ 中国やインドなどの新興国が台
頭してきたことにより､ すでに多極世界が到来しているというのがロシ
アの基本的な戦略環境認識である｡ 年次教書演説の中で､ メドヴェー
ジェフ大統領は､ 経済構造も含めたロシアの近代化を推し進める上で､
ロシアの対外政策は実利的なものであるべきだと述べ､ 到来した多極世
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界において実利外交を追求していく姿勢を明らかにした｡
また､ ｢安保戦略｣ に規定されたロシアの国益の一つとして､ ｢多極世
界の状況下において戦略的安定と互恵的パートナー関係の維持に向けた
活動を行う世界的な大国にロシアを変貌させる｣ ことを挙げ､ 国際社会
においてロシアの影響力を強化する方針として､ ブロック対立から多元
的外交への転換､ 資源供給能力を実利的に利用した政策を掲げている｡
以上から､ ロシア外交の基調は､ 多極世界においてロシアが極の一つに
なることに向けられたものであると言える｡ ｢安保戦略｣ においては､
G８ (主要８カ国)､ G20 (主要20カ国)､ RIC (ロシア､ インド､ 中
国)､ BRICs (ブラジル､ ロシア､ インド､ 中国) のような多国間の連
携を強化していく意向が示されている｡ ６月16日にはロシア・ウラル地
方のエカテリンブルクにおいて BRICs サミットが開かれ､ メドヴェー
ジェフ大統領､ 中国の胡錦濤国家主席､ インドのシン首相､ ブラジルの
ルーラ大統領が国際金融・通貨体制の改革について議論し､ 同サミット
の定期開催などを含む ｢首脳共同宣言｣ を採択した｡ ロシアとしては戦
略的に重視する中国やインドとの多国間協議の枠組みとして BRICs､
またはブラジルを除いた RIC の枠組みを外交上重視している｡ また､
同じエカテリンブルクにおいて６月15〜16日に上海協力機構 (SCO)
サミットが開催され､ 国際安全保障､ テロ・麻薬の取り締まり､ 国際金
融問題などについて話し合われた｡ 首脳会談後の記者会見においてメド
ヴェージェフ大統領は､ 米ドル一極体制からの脱却など金融・経済分野
における多極化の必要性を提唱し､ ｢SCO 首脳宣言｣ においても多極化
傾向は不可逆であると明記された｡
しかしながら､ 東アジアにおいてロシアが戦略的に最重要と考える中
国との関係は､ グルジア紛争以降に微妙な変化が見受けられる｡ 例え
ば､ 2005年に作成された ｢安保戦略｣ の草案においては､ 中国とインド
に対する言及があり､ ｢将来的な中国およびインドの影響力増大､ それ
に伴うアジア太平洋地域全体の影響力増大は明らかである｣ と述べられ
ていた｡ ところが､ 最終的に2009年に承認された ｢安保戦略｣ において
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は両国を名指しする表現がなく
なり､ 中国やインドが関わる
SCO に関しても､ ｢中央アジア
地域における相互信頼とパート
ナーシップの強化｣ という設立
当初の目的が指摘されているに
過ぎない｡ また､ SCO の枠内
で2009年７月22日から中国の吉
林省で実施された第３回の中露
合同軍事演習 ｢平和の使命2009｣
の実動演習においても､ 過去２回の軍事演習で観察されたような米国を
牽制するという政治的な演出が見られなかった｡ 以上から､ 多極世界の
追求という観点から中国やインドと戦略的に連携していくというロシア
の姿勢に変化が見られつつあると言えるだろう｡ むしろ､ 多極世界にお
いて中心的な存在となる可能性がある中国に対して､ ロシアが安全保障
上の懸念を深めているのではないかと思われる事象も浮上している｡ 例
えば､ プーチン首相が10月に訪中した際､ 露中間で ｢弾道ミサイル発
射・ロケット打ち上げ相互事前通報協定｣ が締結されたほか､ 中国がロ
シア製兵器をコピーして第三国へ転売していることに対してロシアは不
満を強めており､ 近年､ 中国への兵器輸出の総量が減少するなど､ 軍事
技術協力が頭打ちの状態にあると指摘されている｡ また､ 前述した米露
間における STARTⅠ の後継条約に関する交渉においては､ 戦略核弾
頭数を1,500発以下に削減できない理由の一つとして中国ファクター､
すなわち将来的に中国の核戦力が米露の優位を脅かすとロシアが懸念し
ていることがあるとみられている｡ 核軍縮を進めていく上で将来的に増
大する中国の核戦力をどのように見積もるかについて､ 米露の間には認
識に開きがある｡ その他にも､ ロシアが主張する中距離核戦力 (INF)
条約のグローバル化などに関して､ ロシア側の発意の裏側には中国ファ
クターがあるのではないかとの見方もある｡
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こうしたロシアの中国離れの動きは､ 北朝鮮問題をめぐる中露間の政
治的なスタンスの違いにも表れている｡ 北朝鮮問題に関しては､ 従来ロ
シアの外交姿勢は中国に近いものであったが､ ロシアは度重なる核実験
とミサイル発射に懸念を深めており､ 国連の場においても中国と比較し
て北朝鮮に対して批判的な姿勢を強めている｡ その背景としては､ 以下
の点が考えられる｡ 第１に､ ロシアと北朝鮮が共有する国境線が短いこ
とから､ 北朝鮮に圧力をかけて体制が変動したとしても難民流入などロ
シアが受ける影響は中国に比べて小さい｡ 第２に､ 政治､ 経済面におい
て北朝鮮と密接な関係にある中国と比べて､ 北朝鮮に対するロシアの政
治的､ 経済的な関係は限定的であることから､ 比較的ロシアは北朝鮮に
対して批判的な態度をとり得る余地がある｡ ロシアは欧州のみならず､
将来的にアジア・太平洋地域においても､ 多国間の安全保障枠組みを創
設したいと考えており､ その足がかりとなる六者会合は何としても存続
させたい意向である｡ ４月下旬にセルゲイ・ラヴロフ外相が北朝鮮と韓
国をそれぞれ訪問したが､ 同外相の訪問目的はロシアも参加する六者会
合の枠組みを維持することであった｡ ロシアが六者会合にこだわる理由
としては､ 米国や中国など特定国の突出した影響力のみによって､ 北朝
鮮問題など東アジアの安全保障問題が取り扱われることを回避するため
である｡
以上から､ 東アジアという地域における国際関係を切り取って考えた
場合､ ロシアの立ち位置､ とりわけ中国との関係において､ 微妙な変化
が生じていると観察される｡ 多極世界がすでに到来しているとの戦略環
境認識から､ 中国との戦略的連携に対するロシアの政治的接近の度合い
が低下するとともに､ 後述するように経済や資源といった実利面におい
ても日本との関係強化を求める動きがある｡ この意味において､ ロシア
は､ これまでのように中国との戦略的連携を一義的に追求するという路
線から､ より自立した東アジア外交を模索し始めていると言えよう｡
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() 東アジアのエネルギー市場への進出
金融・経済危機を受けて､ 資源依存型のロシア経済の体質が問題とな
り､ 戦略産業の育成など産業構造を多角化する必要性が認識された｡ し
かしながら､ 産業構造の多角化には時間を要することから､ ロシア経済
は当面資源分野で活路を見出すしかない｡ ロシアの主力輸出資源である
石油・ガスの伝統的な資源輸出先としての欧州市場が飽和状態であるこ
と､ 欧州方面でのパイプラインをめぐる政治的な摩擦が存在することな
どから､ ロシアは資源の有望な輸出先として東アジアのエネルギー市場
に注目し､ 東シベリアの資源開発や太平洋パイプライン建設等の計画を
進めている｡ 2009年11月に政府承認された ｢2030年までのロシアのエネ
ルギー戦略｣ によれば､ 現在､ ロシアの石油・ガス輸出量全体の数％に
とどまっている同市場の割合を､ 2030年には26〜27％程度まで拡大させ
る意向である｡
メドヴェージェフ大統領が2008年11月21日に大統領府のウェブサイト
上で公開した論文 ｢アジア太平洋地域におけるダイナミックかつ平等な
パートナーシップの強化に向けて｣ に見られるように､ ロシアはアジア
太平洋地域の経済活動に積極的に参画していくことで､ シベリアや極東
地域の開発を含めて､ ロシア経済の持続的成長のための基盤を整備した
いと考えている｡ この方針は ｢2030年までのロシアのエネルギー戦略｣
にも反映されており､ 東シベリア・極東地域が国家の戦略資源の開発重
点地域として指定され､ 同地域を将来的なアジア太平洋市場向け輸出資
源の主要供給地域とすることが明記されている｡ さらに､ 2012年にウラ
ジオストクで開催されるアジア太平洋経済協力 (APEC) サミットは､
まさにロシアが同地域に経済進出していくことを示すものとして､ 2014
年のソチ・オリンピックと並ぶ重要行事と位置付けられている｡
2009年には､ ロシアが東アジアのエネルギー市場へ参入する具体的な
動きが見られた｡ まず､ ２月に石油・天然ガス開発事業 ｢サハリン２｣
プロジェクトから液化天然ガス (LNG) の輸出が開始されたほか､ ４
月には中国との間で石油部門の協力に関する政府間協定が締結され､ 長
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年の懸案であった東シベリア・太平洋 (ESPO) 石油パイプラインの中
国向け支線が着工された｡ さらに､ ７月にはサハリン産の天然ガスをハ
バロフスク経由でウラジオストクまで輸送するガス・パイプラインが着
工され､ 10月には中国との間で天然ガス供給に関する政府間の枠組みが
合意された｡ そして12月には､ 太平洋沿岸のナホトカ近郊コズミノの石
油輸出ターミナルが完成し､ ESPO 石油パイプラインを経由した原油が
初めて積み出された｡ 極東・サハリン開発については､ 油田・ガス田に
近接して積み出し港を建設できるため､ 輸送手段が主として LNG 運搬
船およびタンカーとなり､ 輸出先の融通性が確保できることから事業は
比較的順調に展開した｡ 世界の LNG 市場の成長が予測されるなか､ 特
に ｢サハリン２｣ プロジェクトはロシアが主導的地位を確保するための
主要な供給源と位置付けられている｡
他方､ 消費地から遠く離れ､ 長大なパイプラインを必要とする東シベ
リア開発については､ 油田・ガス田の開発に加えて､ パイプライン建設
図 

シベリア・極東地域のエネルギー開発と日本へのエネルギー輸出
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(出所) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (JOGMEC) の資料から作成｡
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にかかるリスクもあり､ 最終的なパイプライン建設と供給契約の締結に
向けた交渉がこれまで停滞していた｡ 供給先や輸送能力が固定されるパ
イプラインは､ 一度建設された場合､ 他の用途への転用が利かないほ
か､ 契約更新時の価格交渉など事後に問題が発生しやすくなる｡ このた
め､ ESPO 石油パイプラインについては最初の構想から約10年､ 2004年
の建設決定からも４年以上の歳月が経過し､ 天然ガスのパイプラインに
ついても､ 2006年の輸出合意から２年が経過してもなお､ 価格設定条件
などをめぐり交渉が続いていた｡
金融・経済危機は､ ロシアによる東アジアのエネルギー市場への進出
にも影響を与えた｡ まず､ ESPO 石油パイプラインの事業主体である国
有石油企業ロスネフチと国営パイプライン独占企業トランスネフチは､
当初､ 自己資本によるパイプライン建設と油田開発､ そして東アジアの
エネルギー市場への進出を企図していたものの､ 急激な財務状況の悪化
によりそれが困難となった｡ そこで､ 太平洋沿岸へのパイプラインの延
伸を保留し､ 東シベリア油田開発を優先することを選択したため､ 中国
からの融資を受け入れて ESPO 石油パイプラインの中国向け支線の建
設と長期原油輸出に関する協定締結を行ったのである｡ 2009年２月に
イーゴリ・セチン副首相 (ロスネフチ取締役会会長) が訪中し､ 総額250
億ドルの融資協定と20年間の長期原油輸出協定に仮署名したほか､ ４月
末には2010年末の完成を目標として中国支線の建設が開始された｡
中国向け天然ガス供給に関する政府間枠組み合意に関して､ 事業主体
であるガス独占事業体ガスプロムの狙いは､ 東シベリア・極東地域にお
けるガスの生産・輸送・供給システムの統一的な開発にある｡ 2009年６
月の胡錦濤国家主席のモスクワ訪問時には合意に至らなかったものの､
ガスプロムと中国国営企業の中国石油天然気公司 (CNPC) との間で数
次の交渉が重ねられ､ 10月のプーチン首相訪中の際に政府間の枠組みが
合意された｡ プーチン首相に同行したセチン副首相は､ 2010年６月まで
に正式な協定締結を準備し､ 2014年または2015年にガス供給を開始する
という内容の追加合意に署名した｡ このときガスプロムと CNPC との
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間で署名された枠組み合意によれば､ ガスプロムが年間700億の天然
ガスを､ 新設するパイプラインと LNG によって中国に供給する計画で
あるという｡ なお､ この700億という量は､ 2030年までに2,000億以
上になると予想される中国の天然ガス需要を満たす供給源としては有力
な規模である｡ ただし中国は､ エネルギー安全保障および価格競争の観
点から､ 国内生産の拡大を含めガス供給源の多様化を進めており､ ロシ
アへの過度の依存を避けるものと考えられる｡
以上から､ ロシアは資源生産量の拡大と安定的な輸出先の確保を目指
しており､ そのために中国を含む東アジア方面のエネルギー市場への進
出を企図している｡ 中国とのエネルギー関係強化の背景には､ 喫緊の課
題である新たな油田・ガス田開発の前提条件となる輸出先と財源の確保
と､ 経済構造の多角化に必要な安定的な歳入の確保という狙いがあると
理解される｡ 資源輸出において中国や日本などの東アジア諸国を重視す
るというロシアの姿勢は､ 2012年の APEC サミットの開催に向けてさ
らに強まるものと予想される｡
() プーチン首相の訪日と日露間の資源協力
現在の日露関係は､ 北方領土問題等を抱える政治面では一定以上に進
展していないものの､ 経済・エネルギー分野では強化されるという ｢政
冷経熱｣ の状態にある｡ 2009年においては､ 資源協力の分野で日露関係
に前進があった｡ まず３月には､ すでに開始されている原油輸出に加え
て､ ｢サハリン２｣ プロジェクトから LNG の日本への輸出が開始され
た｡ 日本の LNG 年間輸入のうちロシアからの分は約7.2％に､ 原油輸入
に関しては約４％に相当する見込みである｡ メドヴェージェフ大統領
は､ ２月にサハリンで実施された LNG プラント施設の稼働式典で､
｢この事業により天然資源の世界的供給者としてロシアの地位を強化す
る｣ と述べている｡ メドヴェージェフ大統領による呼びかけにより､ 麻
生太郎首相が LNG プラント施設の稼働式典に招かれる形で､ 2009年２
月18日にサハリンにおいて日露首脳会談が実施された｡ 日本としては資
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源供給源の多角化というエネルギー安全保障の観点からロシアからの化
石燃料の輸入に前向きであり､ 将来的にロシアからのエネルギー輸入の
割合は高まる傾向にある｡ ロシアからの化石燃料の輸入に関しては韓国
などでも関心が高く､ 東アジアにおけるロシア産資源の潜在的な需要は
高いとみられる｡
５月のプーチン首相訪日や７月の G８サミットにおいて､ 一部で期待
された領土問題の進展はなく､ むしろこの前後に政治面におけるロシア
の対日姿勢は硬化した｡ 日本の国会が ｢北方領土問題等解決促進特別措
置法｣ を改正した際に､ 北方四島を ｢我が国固有の領土｣ と明記したこ
とに強く反発したロシアは､ ７月には日本からの人道支援物資の受け入
れを中止するとともに､ ８月にはセルゲイ・ミローノフ上院議長が色丹
島を訪れて同島のロシア帰属をアピールした｡
他方､ 日本企業のロシア進出は急増しており､ 日露間の貿易高は５年
連続で拡大し､ 2008年の貿易高はソ連時代も含めて過去最高を記録し
た｡ 日露間の資源面における協力は化石燃料の輸入にとどまらない｡ ５
月に訪日したプーチン首相は､ 原発の建設協力やウラン濃縮などを可能
にする ｢日露原子力協定｣ を締結し､ 原子力の平和利用分野においても
日露協力を追求していくこととなった｡ これは､ 核燃料の濃縮能力が高
いロシアと､ 優れた原発建設技術を持つ日本との間で相互補完の関係を
築くことを意味する｡ 今後､ 軍民一体型の巨大な原子力企業であるロス
アトムと､ グローバルな原子力事業の展開を目指す東芝との間で､ 具体
的な協力プロジェクトが検討される予定である｡ 原子力という新たな戦
略産業を育成することは､ ロシアにとっては産業構造の多角化につなが
ることから､ ロシアは日本との原子力協力に前向きである｡ 原子力の平
和利用分野における国際協力は､ 国際的な核不拡散の動きに寄与すると
の観点から米露間においても進められている｡ ｢日露原子力協定｣ の締
結は資源協力以上の重要性を持っており､ 原子力分野において相互依存
を深めていくことは両国間の構造的な関係強化につながると言えるだろ
う｡
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ロシアの北極重視

解説
2008年９月､ ロシア連邦安全保障会議は ｢2020年までの北極政策｣ と題す
る国家文書を承認し､ その文書が2009年３月に安全保障会議のウェブサイトに掲載さ
れた｡ その中で北極地域を ｢最重要の戦略的資源基地｣ と位置付けるとともに､ 北極
地域の防衛・警備に専従する ｢北極部隊｣ と呼ばれる新たな特別部隊を将来的に創設
する意向が明らかにされた｡ このようにロシアが北極地域を戦略的に重視し始めてい
る理由としては､ 北極地域において資源獲得競争が激化しつつあること､ 温暖化に伴
う永久海氷の縮小により北極海航路が誕生しつつあることが指摘される｡
北極海底には､ 金､ 銀､ 鉄､ 亜鉛､ スズ､ ニッケル､ ダイヤモンドなどの鉱物資源
をはじめ､ 石油・天然ガスにおいては世界の未確認埋蔵量の約４分の１が手付かずの
状態にあることから､ 周辺諸国との間で資源の領有権をめぐる対立が生じている｡ 北
極海大陸棚の約６割を領有するロシアは､ シベリアの大陸棚が北極点まで続いている
との立場から領有権のさらなる拡大を主張しており､ 2007年８月には北極点から4,200m
下の海底にロシア国旗を設置した｡ こうしたロシアによる領有権拡大の動きに対し
て､ 北極海に面するカナダやノルウェーおよびグリーンランドを領有するデンマーク
との間で政治的な対立が発生した｡
北極海航路に関しては､ 従来､ 航行可能な期間は夏期の２カ月程度であったが､ 北
極海の海氷範囲が急速に縮小しているため､ 将来的には通年航行が可能になると見ら
れている｡ これにより､ 欧州と東アジアを結ぶ航路の距離がスエズ運河経由の３分の
２に短縮され､ しかも海賊問題なども存在しないことから､ 将来的に世界の物流が大
きく変わる ｢海運革命｣ が生じるとの指摘もある｡
ロシア海軍は2008年７月から北極海の常時警戒行動を開始するなど軍事的プレゼン
スを強めているが､ 将来的には海軍と国境警備隊を中心として編成される異軍種間の
合同部隊を北極地域に常駐させる意向である｡ 軍事面におけるロシアの北極重視の姿
勢は､ ロシア海軍や国境警備隊の将来的な編成に影響を与える可能性もあるほか､ ロ
シアが重視する北極地域と極東地域が北極海航路によって結ばれることから､ ロシア
がこれらを戦略的に一体化した地域として位置付けていく可能性もある｡ ｢2020年ま
での国家安全保障戦略｣ においても､ バレンツ海の大陸棚など北極地域が国際政治上
の長期的な関心になると指摘されているほか､ ロシアが国境警備を強化する地域とし
て北極地域と極東地域が並列して表記されている｡ 極東地域においても､ 数年前から
ロシア国境警備隊による国境管理は強化される傾向にあり､ 2006年には日本漁船が銃
撃されて死者が出たほか､ 2009年２月にはナホトカ沖で中国漁船が撃沈されるという
事件が発生している｡
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７月のラクイラ G８サミット時の日露首脳会談において､ 政府の政策
に資するとの観点から､ アジア太平洋地域の安全保障問題について日米
露の専門家がトラック２のレベルで議論する ｢三極会合｣ を立ち上げる
ことが合意された｡ 第１回の会合は2010年春にワシントンで開催され､
東アジアのエネルギー安全保障などについて話し合われると報じられて
いる｡ 従来､ 日露関係は二国間の観点からのみ議論されることが多かっ
たが､ 米国を含めた多国間の観点からアジア太平洋地域の安全保障問題
を議論していくことは､ 日露関係の新たな意義付けを見出すことにもつ
ながるであろう｡ アジア太平洋地域の安全保障問題において日露関係の
戦略的な重要性を日米露の３カ国が認識することになれば､ 領土問題を
含む日露関係が進展する可能性は残されていると思われる｡ 日本におけ
る政権交代後も日露関係の強化を求める動きは継続され､ ９月17日にメ
ドヴェージェフ大統領が鳩山由紀夫首相就任後最初の外国首脳として電
話で会談するとともに､ ９月23日のニューヨークでの国連総会､ さらに
は11月15日のシンガポールでの APEC 会合において日露首脳会談が連
続して実施された｡ さらに､ 11月末にはセルゲイ・ナルイシキン大統領
府長官が訪日したほか､ 12月末には岡田克也外相が訪露するなど､ 短期
間において日露要人の相互訪問が実現した｡

３

新しい軍事戦略の策定と能力向上を図る
ロシア軍

( ) 新 ｢軍事ドクトリン｣ 策定の動き
｢安保戦略｣ の公表を受けて､ 新たな ｢軍事ドクトリン｣ が2009年末
までに公表される予定であったが､ 改定作業は大きく遅れた｡ 新 ｢軍事
ドクトリン｣ は､ ｢安保戦略｣ における脅威認識と同様に､ NATO の東
方拡大に伴う西からの脅威と､ 2008年８月のグルジア紛争に見られた､
カフカス､ 中央アジア等ロシアの南部国境地域における不安定要因への
対応を重視することになるとみられている｡
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さらに､ ロシアの安全保障における核戦力の役割に関する規定が､
｢軍事ドクトリン｣ の重要な要素の一つになるとみられる｡ 10月14日付
イズヴェスチヤ

に掲載されたインタビューにおいて､ ニコライ・パ

トルシェフ安全保障会議書記は､ 新 ｢軍事ドクトリン｣ の内容に関連し
てこの問題に言及した｡ パトルシェフ書記は､ 大規模戦争であろうと､
地域紛争あるいは局地紛争であろうと､ 破壊的な通常兵器を用いたロシ
アおよびその同盟国に対する侵略を排除するために核兵器を用いる条件
は､ 新 ｢軍事ドクトリン｣ の中では修正されるだろうと述べた｡ 具体的
には､ ロシアおよび同盟国の安全保障にとって深刻な状況になるおそれ
がある侵略を防ぐために､ 核兵器を先行的に使用する可能性は排除され
ず､ こうした規定が新 ｢軍事ドクトリン｣ の重要な要素になるだろう､
と指摘したのである｡ これまでの ｢軍事ドクトリン｣ では､ ロシアおよ
びその同盟国に対する核兵器による攻撃だけでなく､ 大規模な通常兵器
による攻撃に対してもロシアは核兵器で反撃する権利を持つことが規定
されていた｡ しかし､ パトルシェフ書記が､ 新 ｢軍事ドクトリン｣ の重
要な要素として核兵器を先行的に使用する可能性に言及したことは､ ロ
シアの脅威認識がより厳しくなっていることの表れであるとみられる｡
() 進みつつある軍のイノベーション
2008年10月14日､ アナトリー・セルジュコフ国防相は､ 2012年までの
軍改革計画を明らかにした｡ この改革計画は､ 兵員や部隊数の大幅な削
減､ 国防省や参謀本部を含む軍の組織改革､ 軍の教育・訓練システムの
改革を含む大規模なものである｡ 特に地上軍や空挺軍を中心に師団や連
隊等を廃止して部隊の旅団化を推進する､ 軍の全部隊の常時即応化を進
める､ といった内容にみられるように､ 2012年までにロシア軍を高い機
動力をもち､ 高い専門性を備え､ そして最新の装備を備えた軍隊に変え
ることが現在の軍改革の目標になっており､ これがまさに､ 国防省が改
革の性格を示す言葉として用いるようになった ｢ロシア軍の新たな姿｣
の内容である｡
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そして部隊の配置場所の変
更､ 大量の物資・装備・弾薬の
移動､ 組織・定員に関する諸措
置の実施といった､ 部隊の再編
に伴う組織的諸措置は､ 2009年
12月１日までに完了することが
決定された｡ 地上軍の改革は､
1,890の部隊を172まで削減する
大規模なものだが､ ウラジーミ
ル・ボルドゥイレフ地上軍総司令官によれば､ すでに2009年９月末まで
にかなりの師団が廃止され､ 約80の旅団が編成された｡ 空軍について
は､ 2012年までに宇宙防衛旅団､ 航空基地､ 対空ミサイル連隊､ 無線電
子連隊および高射旅団が編成され､ 約50,000人の将校が削減され､ 部隊
も340から180に削減される｡ 海軍の部隊数は､ 240から123までほぼ半減
する予定であり､ 2009年においては､ バルト艦隊の改革が大きな課題と
なった｡ 2009年中にバルト艦隊には常時即応部隊だけが残り､ その他の
部隊は廃止されると決定された｡ 将校の数も､ 2009年初めに比べ８月ま
でに40％が削減されている｡ 戦略ミサイル軍は､ 12個師団から９個師団
に削減され､ 2016年までに固定式ミサイルを有する４個ミサイル兵団と
移動式ミサイルを有する５個ミサイル兵団に再編される｡ 戦略ミサイル
軍は､ RS−12M (トーポリ) や約50基の RS−12M２ (トーポリ M) を
含む約500基の大陸間弾道ミサイル (ICBM) を保有しているが､ 新た
に RS−24を含む新世代のミサイルを導入する計画がある｡ これは戦略
核戦力を引き続き重視するロシア指導部の姿勢の表れであろう｡ 空挺軍
の改革も重要な課題となっている｡ セルジュコフ国防相は､ 独立した緊
急展開軍を創設する必要はなく､ 空挺軍を強化してすべての軍管区に空
挺旅団を配置し､ それらが緊急の任務や不可測な状況での作戦の遂行に
当たればよいとの考えを表明した｡ 現在の４個航空強襲師団 (１個師団
は２個連隊から構成) を航空強襲旅団に再編すれば､ ８個旅団が編成で
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き､ 航空機動部隊がかなり強化されるという考えである｡ 各軍管区に設
置される空挺旅団は､ 組織上は空挺軍に属するが､ 任務遂行の際には軍
管区司令官に従うことになる｡ またこの再編は､ 常時即応態勢にある専
門性の高い軍隊を創設するという､ 軍改革の大きな方向性とも合致す
る｡
セルジュコフ国防相によれば､ 2008年８月のグルジア紛争の教訓とし
て､ 空挺大隊が優れた機動展開能力を示したことから､ 困難な状況にあ
る地域においても容易に移動可能な規模の部隊への再編が重要視されて
いる｡ 兵員の能力向上に関してセルジュコフ国防相は2009年５月､ 契約
兵募集の最初の計画が完了したことを明らかにした｡ ７月､ メドヴェー
ジェフ大統領は南部連邦管区を視察したが､ 国防・安全保障問題を重視
した訪問であったとみられる｡ 訪問先として､ 空挺軍第７空挺強襲師団
傘下の部隊や黒海艦隊が選ばれ､ またセルジュコフ国防相やニコライ・
マカロフ参謀総長が同行していたからである｡ さらには､ この訪問の直
前に実施された作戦・戦略演習 ｢カフカス2009｣ の成果を検証する目的
もあった｡ この訪問中の現地の軍幹部との会談の中でメドヴェージェフ
大統領は､ ｢ロシア軍の新たな姿｣ を目指す改革の基本的活動は2009年
12月１日までに終え､ その後は軍に最新の装備を供給する活動に取り組
み､ 2020年までに最新装備保有率を80％まで高めなければならない､ と
発言した｡ さらにメドヴェージェフ大統領は､ 軍の各組織間の相互連携
を強化する観点から､ 定期的な演習や訓練の実施がきわめて重要である
とも指摘した｡ 2009年３月にメドヴェージェフ大統領も出席して国防省
で開催された軍幹部会議の席上､ セルジュコフ国防相は､ ロシア軍の最
新装備の保有率は10％に過ぎず､ 装備の90％は陳腐化している現状を率
直に認めた｡ 従って､ 全部隊の常時即応部隊化との関連でその戦闘能力
の向上を図らなければならないとすれば､ 当然､ 軍の最新装備保有率を
引き上げていかなければならない｡ メドヴェージェフ大統領の発言はこ
うした問題意識を反映している｡ ウラジーミル・ポポフキン国防次官
(装備担当) によれば､ 現在の国防調達は､ ｢2007年から2015年までの国
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家装備計画｣ に基づいて2008年末に策定された ｢2009年から2011年まで
の国家国防調達計画｣ に従って実施されている｡ とりわけ､ グルジア紛
争の教訓として､ 装備の近代化を急ぐ必要がある分野として､ 陸上攻
撃・偵察兵器､ 航空攻撃・偵察兵器､ 無線電子戦闘兵器､ 通信兵器が挙
げられている｡ 2009年においては､ MiG−29､ Su−27SM および Su−30MK２
を含む航空機約50機､ Ka−52､ Mi−28N､ Mi−24M および Mi−８MTV５
を含むヘリコプター約50機が導入される計画である｡ 地上軍に対して
は､ 短距離弾道ミサイルシステム・イスカンデル M の導入が始まり､
さらにパンツィリ S などの対空ミサイルが調達される予定である｡ ロ
シア指導部が国防力の柱と考える戦略核戦力の強化については､ 2009年
中に戦略ミサイル軍に10基以上の ICBM トーポリ M が供給される予定
である｡ 海軍については､ 現在３隻保有しているタイフーン級戦略潜水
艦に代わって､ 潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM) ブラヴァを装備した
新世代のボレイ級弾道ミサイル搭載原子力潛水艦 (SSBN) を導入する
計画が進められている｡ 2009年３月､ 最初のボレイ級 SSBN ユー
リー・ドルゴルキーの係留試験が始められた｡ 他に２隻の同級潜水艦ア
レクサンドル・ネフスキーとウラジーミル・モノマフが建造中である｡
そして最終的には全部で８隻の同級潜水艦を建造する予定である｡
() 西部および南西部で活発化する軍事演習
部隊の旅団化が進む中で､ その効果を検証し､ さらなる改革を進める
ための大規模な演習が実施されている｡ 特に注目すべきは､ カフカス地
域での軍事作戦や NATO の東方拡大への対抗を意識した大規模演習の
実施である｡ それは､ 戦略演習 ｢オーセニ (秋) 2009｣ であり､ すでに
大きな３つの作戦・戦略演習が実施されている｡ まず､ 2009年６月29日
から７月６日にかけて､ 北カフカス軍管区で､ 作戦・戦略演習 ｢カフカ
ス2009｣ が実施された｡ この演習は､ マカロフ参謀総長統裁の下､ 兵員
約8,500人､ 戦車約200両､ 装甲車約450両､ 火砲約250門､ 30機の Su−25
戦闘機や Mi−24および Mi−８ヘリコプターが動員される大規模なもの
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であった｡ この演習の主要な目的は､ 対テロ作戦において旅団制がうま
く機能するかどうかを検証することであった｡ さらには､ 黒海艦隊､ カ
スピ海艦隊およびノヴォロシスク海軍基地に所属する部隊もこの演習に
参加し､ 黒海およびカスピ海海域での対テロ対処や海賊対処などの課題
をこなした｡ 2008年のグルジア紛争の際に､ 黒海艦隊の艦艇が数千名の
兵員をアブハジアに上陸させたり､ グルジアの国境警備艇を攻撃するな
ど重要な役割を果たしていた｡ これを受けて2009年に入ってから､ 南部
および南西方面での軍事作戦に際しては､ 黒海艦隊は北カフカス軍管区
の傘下に入ることになった｡ これまで黒海艦隊は常に海軍総司令部に属
する体制がとられてきたことを考えれば､ この措置は大きな変更であ
る｡ 黒海地域での軍事作戦における地上軍と黒海艦隊の連携を強化する
ことも､ この演習の重要なねらいの一つであろう｡ また､ ｢カフカス2009｣
演習直前の2009年５月末から６月初めにかけて､ NATO はグルジア領
内で1,000人規模の平和維持活動訓練を実施しており､ ｢カフカス2009｣
の実施は､ カフカス地域での NATO の活動の活発化を牽制するねらい
もあったとみられる｡
次に､ 2009年９月８日から29日にかけてベラルーシ領内でロシアとベ
ラルーシの合同作戦・戦略演習 ｢ザーパド (西方) 2009｣ が実施され､
これと同じ時期にレニングラード軍管区でもロシア独自の作戦・戦略演
習 ｢ラドガ2009｣ が実施された｡ ｢ザーパド2009｣ は､ ベラルーシのレ
オニード・マリツェフ国防相とマカロフ参謀総長の共同統裁の下､ ロシ
アとベラルーシに対する仮想敵の侵略を共同で撃退するとのシナリオで
実施され､ 両国合わせて兵員１万2,500人､ 航空機約100機､ 戦車､ 装甲
車､ 地対空ミサイルシステムを含む兵器約4,000点が動員される大規模
なものであった｡ ロシア軍から参加した部隊には､ 沿ヴォルガ・ウラル
軍管区やモスクワ軍管区に属する部隊も含まれ､ 部隊の緊急展開能力や
精密誘導攻撃能力の検証が行われた｡ ｢ラドガ2009｣ は､ ボルドゥイレ
フ地上軍総司令官統裁の下､ レニングラード軍管区傘下の諸部隊だけで
なく､ 沿ヴォルガ・ウラル軍管区､ 空挺軍､ 北方艦隊､ および空軍傘下
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の諸部隊､ さらには､ 内務省国内軍北西地域司令部や非常事態省北西地
域センター傘下の諸部隊が動員された大規模なものであった｡ ボルドゥ
イレフ総司令官によれば､ ｢ラドガ2009｣ の主要な目的は､ 現代の高度
な戦闘遂行に際しての旅団制の可能性を検証することであり､ ｢軍管区､
作戦司令部､ 旅団｣ という部隊指揮の３層構造の効果を評価することで
あった｡ また､ 一般戦闘の遂行や紛争への対処における各軍部隊と内務
省国内軍などの各部隊の連携強化も重要な目標であった｡ ｢ザーパド2009｣
と ｢ラドガ2009｣ の同時期実施についてボルドゥイレフ総司令官は､ 仮
想敵はより広い範囲の地域で攻撃を仕掛けてくる可能性が高く､ 両演習
にとっての最重要課題の一つは､ 隣接する西と北西という２つの戦略正
面で作戦面での連携を強化することであったと述べた｡
戦略演習 ｢オーセニ2009｣ を成す一連の西部および南西部での大規模
演習だけでなく､ 極東においても､ 2009年７月22日から26日にかけて､
中国東北部の瀋陽軍区でロシアと中国の対テロ合同演習 ｢平和の使命
2009｣ が実施され､ 両国合わせて兵員約3,000人､ 陸上兵器約300点､ 航
空機約45機が動員された｡ 同演習は､ 両国の最高指導部の決定および国
連安保理決議の授権の下に､ 両軍が共同で両国､ 地域および世界にとっ
てのテロの脅威を排除するという想定で実施された｡ ロシアからの参加
部隊は極東軍管区の第83空挺強襲旅団の１個空挺強襲中隊および１個自
動車化狙撃大隊であり､ 演習の指揮参謀部には同軍管区の将校が入っ
た｡ 空軍は､ IL−76輸送機２機､ Su−24M 爆撃機５機､ Su−25爆撃機
５機､ Su−27SM 戦闘機５機および Mi−８MTB 輸送ヘリコプター５
機の合わせて22機の航空機を投入した｡ この演習でロシア軍が見せた成
果としては､ Mi−８MTB ヘリコプターからの空挺隊員の降下の高い錬
度､ および悪天候下でも精密誘導兵器によってすべての目標が攻撃でき
たことであるという｡ 中露両軍指導部とも､ 引き続き二国間および SCO
の枠内での多国間によるこうした対テロ合同演習を続けていく重要性に
ついて指摘しているものの､ 今回の演習は､ ２年前の合同演習 ｢平和の
使命2007｣ に比べ演習の規模､ 期間ともに大幅に縮小している点が注目
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される｡ 以上のことから､ ロシアにとっては､ 西部および南西部での脅
威への対応を優先せざるを得ないことが､ 2009年の演習全体をみると明
らかである｡
() 対外軍事協力の強化
独立国家共同体 (CIS) 内での同盟関係の緊密化および軍事協力の強
化を通じて､ 同域内での影響力を拡大する戦略をロシアは追求してお
り､ 2009年には､ CIS 内での軍事協力を強化する動きが顕著であった｡
2008年のグルジア紛争の結果､ ロシアが一方的に独立を承認したアブハ
ジアおよび南オセチアは､ 2009年９月にロシアと防衛協定を締結した｡
これによってロシアは､ 今後49年間にわたって (５年ごとに更新) 1,700
人の部隊を駐留させることが可能になった｡ しかし､ この措置に対して
はグルジアが強く反発しており､ 新たな紛争の火種になる可能性もあ
る｡
CSTO における軍事協力を強化しようとする動きが強まっているこ
とも注目される｡ 2009年６月に開催された CSTO 首脳会合では､ ｢CSTO
緊急展開軍｣ およびその活動に関する2009年２月の決定の履行のための
文書が調印された｡ CSTO が創設する緊急展開軍は､ 外部からのあら
ゆる脅威を排除する能力を有し､ 兵員数では10個大隊から構成され､ 予
算はすべての CSTO 加盟国が等しく負担するものである｡ CSTO 緊急
展開軍に関するロシアの構想では､ NATO 加盟国である､ バルト三国
との国境近くに8,000人規模の部隊を派遣することや､ 中央アジア南部
に8,000人から１万5,000人規模の部隊を派遣することも含まれている｡
ロシアにとっては､ バルト地域への展開によって西側に対して強い圧力
をかけることになるし､ また中央アジア南部への展開は､ この地域にお
けるロシアの影響力の拡大につながり､ ますます不安定化しつつあるア
フガニスタンからの脅威に対する防波堤の役割を果たすことになる｡
しかし､ 緊急展開軍に関し､ CSTO 各国の立場は必ずしも一致して
いない｡ ベラルーシは､ ロシアとの間で貿易摩擦を抱え､ また EU とロ
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シアの間でバランスをとった外交を推進しようとする思惑から､ ロシア
主導の軍事的な統合強化には慎重である｡ アレクサンドル・ルカシェン
コ大統領は､ ６月の CSTO 首脳会合に出席しなかったばかりではなく､
７月末にキルギスのビシュケクで開催された CSTO 非公式首脳会合の
場でも､ 緊急展開軍に関する協定への署名を拒否した｡ また､ ウズベキ
スタンは､ 中央アジアへのロシア軍の増派につながりかねない緊急展開
軍については一貫して警戒感を崩していない｡ こうした CSTO 加盟各
国間の思惑の違いから､ 緊急展開軍の強化がロシアの構想どおりに進展
しない可能性もある｡ さらに８月､ メドヴェージェフ大統領がロシア軍
の外国への派遣に関し国防法の規定を改正する法案を提出し､ 下院が可
決した｡ この改正によって､ 国外にいるロシア市民や軍人の保護などの
ためにロシア軍を派遣することが可能になった｡ こうした法改正は､ グ
ルジア紛争の際に露呈した軍の国外活動に関する法の不備を踏まえたも
のであり､ ロシア軍の国外での活動が活発化する契機になるとの見方も
あり､ CIS 諸国の警戒感を高めているのである｡
() 販路の拡大を目指す武器輸出と軍需産業の課題
米露関係に若干改善の兆しが出てきている中で､ そうした流れを阻害
しかねない要因の一つが､ ロシアによる反米的な国家に対する武器輸出
の拡大である｡ 2009年９月のニューヨークでの米露首脳会談でも､ 米国
側は､ イラン､ シリア､ ベネズエラへの武器輸出を停止するようにロシ
ア側に要請している｡ ロシアは現在､ 武器輸出の販路の拡大を目指して
おり､ 特に新たな開拓先として中東やラテンアメリカといった地域に注
目している｡ そしておおむねこれらの武器市場にうまく入り込みつつあ
るとの評価が見られる｡ 2008年秋以降の金融危機は､ ロシア経済にも深
刻な影響を与えており､ これまで順調に伸びてきた国防費とその中での
国防調達費が､ 今後も安定的に増えるかどうかについて軍需産業界には
不安が出てきている｡ 今回の経済危機で､ 一番深刻な影響を受けている
のが､ 国際武器市場で生き残りをかけて競争している軍需企業である｡
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こうした厳しい販売競争の中で､ ロシアの軍需企業は広範な販路の拡
大・確保で生き残りを図ろうとしている｡
また､ 中国およびインドという過去15年間ロシアにとっての最大の市
場が将来的に伸びる可能性が低くなっていることも､ ロシアの軍需産業
のこうした生き残り策の背景にある｡ すなわち､ 中国は必要な兵器を自
力で生産する能力を高めつつあり､ インドは武器輸出国を競争させるこ
とから得られる経済的な利益を考慮して､ 自国の武器市場をほとんどあ
らゆる武器輸出国に開放しつつある｡ さらに､ キエフ級空母アドミラ
ル・ゴルシコフのインドへの移転が､ ロシアでの改修作業の遅延によっ
て大幅に遅れている結果､ インド側に不満があることも､ 武器調達先を
多角化しようとするインドの思惑の背景になっていると考えられる｡
イランとの武器取引では､ 2009年２月､ イランのモスタファ・ナッ
ジャール国防相が訪露し､ S−300対空ミサイルシステムを含むロシア
の対イラン武器輸出に関する話し合いを再開した｡ また､ イランは A-140
や A−148といった航空機のライセンス生産や共同生産にも関心を持っ
ている｡ イランへの S−300の輸出契約は2005年に結ばれていたが､ イ
ランの防空能力強化を懸念する米国は､ その移転の停止をロシアに求
め､ ロシア側も2009年９月の米露首脳会談で移転の延期に合意した｡ し
かし､ ロシア国内では､ この米露間の合意はロシアとイランの軍事技術
協力の停止まで求めるものではないとの反発も出ている｡ シリアとの武
器取引では､ パンツィリ S１対空ミサイル50基を７億3,000万ドルで輸
出する契約が締結され､ そのうちすでに約30基が移転されている｡ ま
た､ MiG−29M戦闘機10〜20機の輸出契約も結ばれた｡ 2009年に入っ
て､ BUK−M２E 対空ミサイルの輸出に関する話し合いも行われた｡
ベネズエラとの武器取引では､ ９月にウゴ・チャべス大統領が訪露した
際､ ロシアがベネズエラに対し､ ロシア製兵器購入のための20億ドルの
融資を提供することで合意した｡ ロシア・ベネズエラ政府間委員会のロ
シア側代表であるセチン副首相によれば､ 現在ロシアは､ ベネズエラ陸
軍に対する戦車の供給の可能性を検討しているとのことである｡
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これら以外では､ サウジアラビアとの武器取引が進展しつつある｡ サ
ウジアラビアは伝統的に米国からほとんどの兵器を購入してきたが､ 最
近ロシアからの兵器購入に関心を示すようになっている｡ 総額で約20億
ドル規模の武器取引契約が近く結ばれるとの報道がある｡ この契約に
は､ Mi−17､ Mi−35を含むヘリコプター150機､ T−90S 戦車､ BMP−３
歩兵戦闘車250両の輸出が含まれている｡ サウジアラビアのように､ 西
側諸国､ 特に米国に兵器市場がほぼ独占されていた国の市場に参入して
いくことは､ ロシアの軍需産業にとって生き残りのための重要な戦略で
あり､ 兵器の販路拡大の動きは今後さらに強まるものとみられる｡

表 

2009年のロシアの主要な武器移転

輸出先国名

内

容

ブラジル

攻撃ヘリコプター Mi-35M

中国

戦闘機 Su-33

インド

戦闘機 Su-30MKI × 98機のオーバーホール契約交渉中
クリヴァークⅢ級巡洋艦 × 2隻の契約交渉中

インドネシア

戦闘機 Su-30MK2

イラン

対空ミサイル S-300PMU2 (数不明) の納入交渉中 (2005年契約､ 2009年9月の

×

×

12機の契約交渉中

約50機の契約交渉中

×

3機の納入 (2007年契約分10機の納入完了)

米露首脳会談を受けて､ 納入を延期)
マレーシア

戦闘機 Su-30MKM

×

6機の納入 (2003年契約分18機の納入完了)

サウジアラビア Mi-17､ Mi-35､ Mi-171B を含む攻撃ヘリコプター × 150機､ 戦車 T-90S (数不
明)､ 歩兵戦闘車 BMP-3 × 250両の契約交渉中 (総額20億ドル)
シリア

対空ミサイル・パンツィリ S1

×

50基の納入契約(7億3,000万ドル､ 約30基納入完了)

対空ミサイル BUK-M2E (数不明) の契約交渉中
戦闘機 MiG-29Ｍ × 10〜20機の納入契約
ベネズエラ
ベトナム

イエメン

ロシア製兵器調達のための20億ドルの融資提供で合意
戦闘機 Su-30MK2

×

キロ級通常潜水艦

×

8機の納入契約 (5億ドル)
6隻の契約交渉中

戦車 T-72､ T-80 (数不明) および戦闘機 MiG-29 (数不明) の納入契約 (総額10
億ドル以上)

(出所) 各種資料から作成｡
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2009年１月20日､ バラク・オバマ氏が米国の第44代大統領に就任し
た｡ オバマ新政権は､ 金融安定化､ 景気対策､ エネルギー・医療・教育
への投資などによって米国経済の建て直しを図るとともに､ アフガニス
タン・パキスタン問題やイラク復興支援に向けた取り組みをリードして
いる｡ さらに､ 気候変動や核拡散など地球規模で起こりつつある安全保
障上の諸課題に積極的に取り組むことにより､ 国際社会における米国の
指導的地位の回復を追求している｡ オバマ大統領はブッシュ前政権のと
きにみられた ｢単独行動主義｣ とは決別し､ 二国間あるいは多国間対話
や国際協調を重視した対外政策を展開している｡
また､ オバマ大統領は､ 冷え込んでいたロシアとの関係の改善を図る
なか､ ４月５日のプラハ演説において ｢核兵器のない世界｣ の実現に向
けた具体的な方策を追求することを表明し､ 核軍縮への国際的な気運を
盛り上げている｡ オバマ政権の東アジア政策については､ 日本をはじめ
とする伝統的同盟国や友好国との緊密な関係をその基盤としながら､ 中
国などのアジアの新興国との新たな協力関係の構築を図ることで､ 地域
的およびグローバルな協力体制の構築を目指している｡
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最重要課題としてのアフガニスタン・パキ
スタン問題

( ) 悪化するアフガニスタン・パキスタン情勢
2001年10月に､ 米国および欧州主導によるテロとの闘いが始まって８
年以上が経過したにもかかわらず､ アフガニスタン情勢は､ 旧支配勢力
タリバンの復活・攻勢などにより悪化の一途をたどっている｡ タリバン
は､ これまで南部から東部一帯の地域を中心に駐留外国軍およびアフガ
ニスタン国軍に対する武装闘争を展開していたが､ 近年､ その活動範囲
を首都カーブル以北に拡大し､ 2009年10月現在､ ほぼ全土において活動
を活発化させている｡ 自爆や即製爆発装置 (IED) を利用した攻撃､ 外
国人を含む拉致事件の増加などにより治安の悪化は全土に拡大してい
る｡ こうした情勢の悪化に加えて､ アフガニスタン政府の脆弱な統治､
蔓延する汚職､ 治安部隊の整備の遅れなども指摘されている｡ オバマ政
権は同年３月､ アフガニスタンとパキスタンに対する包括的新戦略を打
ち出した｡ しかし､ その後の情勢悪化を受けて全面的な再検討を行い､
12月１日､ 駐留米軍部隊３万人の追加派遣と2011年７月からの撤収開始
を内容とする新戦略を発表した｡ 民間ウェブサイト

iCasualties.org"

によれば､ 2009年12月31日現在､ アフガニスタンにおいてすでに835人
の米兵が死亡している｡
アフガニスタンでは2004年12月24日､ ハーミド・カルザイ政権が発足
し､ 2005年９月の議会選挙の実施､ 同年12月の新議会の招集などにより
政治プロセスに一定の進展がみられた｡ 2009年８月20日に実施された大
統領選挙では､ 現職のカルザイ氏が最多票を得たが､ 大規模な不正行為
が判明し､ 再計算が行われた結果､ 得票率が過半数に届かなかったた
め､ カルザイ氏とアブドラ・アブドラ前外相との間での決選投票が11月
７日に行われることとなった｡ しかし､ アブドラ氏が決選投票を辞退し
たため､ 同国選挙管理委員会は11月２日､ 選挙の中止を発表し､ カルザ
イ大統領の再選を宣言した｡
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図 

アフガニスタンにおけるタリバンの活動

トルクメニスタン

ウズベキスタン

タジキスタン
ファイザバード

中国

マザーリシャリフ

３％
ヌーリスタン州

１７％

ヘラート

カーブル
ジャララバード

クナール州

ナンガルハル州

８０％
ラシュカルガー

イラン

カンダハール州
ヘルマンド州

アフガニスタンにおけるタリ
バンの攻撃（2009年1〜8月）

カンダハール

パキスタン

平均週１回以上の地域
平均月１回以上の地域
平均月１回未満の地域

(出所) 治安と開発の国際審議会のウェブサイトから作成｡

アフガニスタンにおける和平プロセスを進展させるためには､ 治安の
回復が不可欠である｡ 米国などによる不朽の自由作戦 (OEF) に加え
て､ 国連安保理決議第1386号 (2001年12月20日) に基づき設置された国
際治安支援部隊 (ISAF) は､ 安保理決議第1510号 (2003年10月13日)
により､ 2003年12月以降､ 段階的に展開地域を拡大し､ 2006年10月から
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｡ なお､
2003年８月からは､ 従来の半年交代の各国ローテーションによる指揮に
代わり､ NATO が一貫して指揮をとっている｡ 2009年12月現在､ ISAF
には43カ国が参加し､ 約８万4,150人が治安の維持などを通じアフガニ
スタン政府を支援している｡ また､ 軍人および文民からなる地方復興
チーム (PRT) は､ アフガニスタン各地の26カ所で展開し､ 同国政府
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｡ 一方､ 国際社会の支援の下､
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アフガニスタン国軍や警察の育成も進められているが､ 独力で国の治安
を確保できるレベルには程遠い状況である｡
こうした米軍や ISAF の広範囲における展開にもかかわらず､ 2005年
以降､ アフガニスタンの治安情勢には改善が見られないどころか､ むし
ろ急速に悪化している｡ 治安が比較的安定している地域もあるが､ 軍閥
の対立・犯罪行為に加え､ 広範な地域でタリバンの活動が再び活発化し
ている｡ 国際的シンクタンク ｢治安と開発の国際審議会｣ によれば､
2009年８月現在､ タリバンが活発に活動する地域は国土の97％に及んで
おり､ このうち恒久的に勢力を確立した地域は､ 2007年では54％であっ
たが､ 2009年には80％に達している (図７ １参照)｡ タリバンが強いカ
ンダハール州やケシの栽培の盛んなヘルマンド州のある南部地域の治安
情勢が最も不安定であり､ 爆弾テロ攻撃や襲撃事件などが頻発してい
る｡ 2009年10月28日に首都カーブルで発生したタリバンによる国連宿舎
施設襲撃事件は､ これまで国連がタリバンの標的になることは稀であっ
たため､ 国内外に大きな衝撃を与えた｡
アフガニスタン情勢が悪化した要因としては､ 以下の５つが挙げられ
る｡ 最大の要因は､ パキスタンの連邦直轄部族地域 (以下､ 部族地域)
がタリバ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｣
となっていることである｡ タリバンは､ 2001年10月に開始された米主導
による連合軍の攻撃を受けて､ 同年12月にはカンダハール州から撤退
し､ ｢パシュトゥーン・ベルト｣ と称される地域 (アフガニスタン南部
および東部からパキスタンの部族地域にまたがるパシュトゥーン人居住
地域) に逃れた｡ その後､ 同地域において組織の強化を図り､ 2005年か
ら部族地域を出撃拠点として活動を活発化させている｡
近年､ 米軍等による掃討作戦の対象になっているタリバンの主要な武
装勢力としては､ クエッタ・シューラ・タリバン (QST)､ ハッカニ・
ネットワーク (HQN)､ ヒズブ・イスラミ・グルブッディン (HIG) の
３つが指摘される｡ これら３つの武装グループは統一された指揮・統制
のもとに置かれてはいないが､ いずれも駐留外国軍の撤退､ アフガニス
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タン住民の支配､ カルザイ政権の打倒を目指すという戦略目標を共有
し､ 活動には緩やかな連携がみられる｡ QST は､ パキスタン・バロー
チスタン州クエッタに潜伏しているとされるムッラー・ムハンマド・オ
マル氏を最高指導者とする､ パシュトゥーン人を中心とする武装組織で
あり､ 南部および東部のパシュトゥーン人居住地域を中心にアフガニス
タン全域で活動を展開している｡ QST は ｢アフガニスタン・イスラム
首長国｣ を標榜するとともに､ ほとんどの地域で ｢知事｣ を任命し､ 徴
兵､ 税金の徴収､ 宣伝活動の活発化などを通じて実効支配を強めてい
る｡ 揺籃期においてはパキスタンからの組織的な動員や武器供与などの
支援があったとされ､ 現在もなおパキスタン統合情報局 (ISI) の関係
者からの支援を受けているとの指摘もある｡ HQN の指導者はパシュ
トゥーン人でタリバン政権において国境・部族地域相および軍最高司令
官を務めたジャラルディン・ハッカニとされるが､ 死亡あるいは体調不
良のためにその長男のシラジュディン・ハッカニが統率しているとみら
れる｡ HQN はパキスタンの部族地域であるワジリスタンに拠点を置
き､ アフガニスタン東部で反政府武装闘争を展開している｡ また､ パ
シュトゥーン人であるグルブッディン・ヘクマディアルが率いる HIG
は､ 首都カーブル周辺のナンガルハル､ ヌーリスタン､ クナールの各州
およびパキスタンを拠点とし､ 東部の鉱物資源および密輸ルートの支配
を追求する一方､ タリバンが政権奪還を達成した際に主要な役割を担う
ことを目論んでいるとみられる｡
これらの武装勢力はいずれもパキスタンの部族地域のパシュトゥーン
部族などから支援を受けているとみられる｡ また､ QST および HQN
はアルカーイダとの関係を継続しているが､ アルカーイダがグローバル
な ｢ジハード｣ (聖戦) を追求しているのに対し､ QST､ HQN および
HIG が目指しているのはアフガニスタンからの米軍などの外国軍の排
除であるとの指摘もなされている｡ カルザイ政権はタリバンに対し和解
の呼びかけを行ってきたが､ タリバンはこうした呼びかけに応じる姿勢
を見せていない｡
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アフガニスタン情勢悪化の第２の要因として､ ブッシュ前政権がアフ
ガニスタン情勢の安定化よりもイラク国内の治安回復を重視し､ アフガ
ニスタンに対して十分な兵力およびその他の資源を振り向けてこなかっ
たことも指摘される｡ 駐留米軍は2006年10月､ アフガニスタン全土の治
安維持指揮権を ISAF に移譲する一方､ テロリストの掃討作戦を展開し
てきたが､ 住民の安全確保やアフガニスタンの治安部隊の育成などに対
する取り組みは極めて不十分であったといえる｡
第３の要因として､ アフガニスタン政府の脆弱な統治機構､ 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｡ 2009
年９月現在､ 国軍の兵力は９万3,980人であり､ 2008年９月にアフガニ
スタン協約の共同調整モニタリングボードによって設定された13万4,000
人の70％の規模しか達成されておらず､ 軍の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､ ９万129
人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｡
第４の要因として､ 国際社会の支援体制および復興に向けた取り組み
の優先順位が不明確であること､ 軍と文民との一体性の欠如といった復
興支援活動における不備が指摘されている｡
第５の要因として､ 米軍の空爆によるアフガニスタン住民の犠牲や被
害により､ 米軍に対する反発が拡大しており､ それがテロ攻撃の激化や
タリバンの勢力拡大を助長していることも挙げられる｡ 近年において
は､ 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､ 反政府武装勢力をさらに活発化させ､ テロ事件を頻発させている
との指摘もある｡
アフガニスタン情勢の悪化に加えて､ パキスタン情勢も混迷の度合い
を深めている｡ 2009年３月３日と30日に､ 武装集団がパキスタン東部パ
ンジャブ州の州都ラホールの警察訓練施設を襲撃､ ６月９日､ 北西部ペ
シャーワルの高級ホテルで爆弾テロ､ 10月５日､ 首都イスラマバードの
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世界食糧計画 (WFP) 事務所で自爆テロ､ 同月９日､ ペシャーワルの
市場で自爆テロ､ 同月10日､ 武装集団がイスラマバード近郊のラーワル
ピンディのパキスタン軍司令部を襲撃､ 同月12日､ 北西辺境州で政府軍
に対して自爆攻撃､ 同月15日､ ラホールで警察訓練施設を襲撃､ 12月４
日､ ラーワルピンディの政府軍居住区のモスクを襲撃するなど､ 大規模
なテロ事件が頻発した｡
パキスタンにおけるこうした一連のテロ事件の多くは､ パキスタン西
部の南ワジリスタン管区を活動拠点とする ｢パキスタン・タリバン運
動｣ (TTP) による犯行とみられている｡ TTP は､ 2002年頃からパキ
スタン軍による部族地域での掃討作戦に抵抗する勢力として徐々に形成
され､ 2007年12月､ ベトゥラ・メスード司令官 (当時) によって正式に
設立された｡ TTP はパキスタン軍に対する ｢ジハード｣ の遂行､ シャ
リーア (イスラム法) の実施､ アフガニスタン駐留外国軍に対する戦い
への勢力結集などを目標として掲げている｡ 部族地域全７管区および北
西辺境州の一部地域で活動する支持勢力で構成され､ ３万〜３万5,000
人規模の勢力を持つとみられている｡ 2009年８月､ 米軍無人機による攻
撃でベトゥラ・メスード司令官が殺害された後､ 同じ部族のハキムラ・
メスードが司令官として引き継ぎ､ 報復テロを激化させたとみられる｡
また近年､ TTP はアルカーイダとの連携を強めているとの指摘もある｡
パキスタン軍は､ 2003年後半から2005年にかけて南ワジリスタン管区
でタリバンやアルカーイダに対する掃討作戦を実施し､ また､ 2008年に
も同管区で掃討作戦を実施した｡ だが､ 1990年代後半にアフガニスタン
のタリバン政権を支援したパキスタン軍部は､ インドとの対抗上､ アフ
ガニスタンへの影響力を確保するためにアフガニスタンのタリバンとの
対立を避ける一方､ 国内の反米世論や掃討作戦による住民への被害に配
慮して部族勢力との和平協定や合意などにより南北ワジリスタン地区へ
の本格的な攻撃を控えてきた｡ しかし､ 2009年に入り､ 武装勢力による
テロの頻発などを受けて､ パキスタン軍は同年５月､ 北西辺境州のス
ワート地域とブネル地域で掃討作戦を開始し､ 10月には南ワジリスタン
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管区の武装勢力に対して本格的な攻撃に踏み切った｡
このような武装勢力によるパキスタン軍司令部など治安当局への攻撃
が頻発していることから､ パキスタンにおける核兵器管理体制に対する
懸念が高まっている｡ パキスタン政府は､ 公には認めないものの､ 米国
との協力により核兵器管理に万全の体制を敷いていると見られており､
当面､ 核兵器の流出などの危険性は低いとされる一方､ イスラム過激派
が核兵器関連施設に紛れ込む危険性も指摘されている｡ パキスタンはす
でに60〜100発の核兵器を保有し､ さらに核兵器開発を継続していると
みられている｡ このような状況で､ 仮にパキスタンが破綻国家となり､
同国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
同盟国に対する核テロが発生する危険が極度に高まることになろう｡
() 正念場を迎える ｢アフガニスタン・パキスタン戦略｣
オバマ政権は､ アフガニスタンおよびパキスタンへの取り組みを米国
の安全保障にとって ｢必要な戦争｣ であると位置付け､ 安全保障上の最
重要課題として取り組んでいる｡ オバマ大統領は60日間に及ぶ見直しを
経て2009年３月27日､ アフガニスタン・パキスタンに対する包括的新戦
略を打ち出した｡ 新戦略の特徴として以下の５点が指摘されている｡
第１に､ パキスタンとアフガニスタンのアルカーイダを分裂､ 解体､
打倒し､ 将来においても両国をテロリストの温床にはさせないという明
確な目標を達成可能であるとして打ち出したことである｡ 第２の特徴
は､ アフガニスタン問題の解決にはパキスタンの安定が不可欠であると
して両国を一体の課題としてとらえ､ これまで以上にパキスタンへの支
援を強化し､ 南アジアの主要国に対して外交的に働きかけるという ｢地
域的なアプローチ｣ を採用したことである｡ 第３の特徴は､ アフガニス
タン国軍および警察の育成・支援に対して十分な資源を振り向ける方針
を明確に打ち出したことである｡ 第４に､ アフガニスタンおよびパキス
タン政府が抱える統治上の問題全般を視野に入れた対処を重要視してお
り､ 軍事面のみならず､ 文民の増派による農業や教育などの民政分野へ
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の支援､ 経済開発や社会基盤の
整備への支援を重視しているこ
とが特徴として挙げられる｡ オ
バマ大統領は10月15日､ 今後５
年間を対象としてパキスタン政
府に対する年15億ドルの非軍事
支援を定めたケリー＝ルー
ガー＝バーマン法案 (米上院の
ジョン・ケリー外交委員長とリ
チャード・ルーガー外交委員､ 下院のハワード・バーマン外交委員長が
共同提案の後､ 上下両院を通過) に署名し､ 同法が成立した｡ 第５の特
徴は､ 経済インフラ､ 農業､ 教育といった非軍事分野への支援を実施す
るにあたり､ アフガニスタン政府､ NATO 諸国および国連との協調を
重視していることである｡
一方､ アフガニスタンの戦況は一段と悪化し､ 米軍や ISAF に参加す
る外国部隊の死者が急増した｡ アフガニスタンでの戦況が泥沼化の様相
を呈しつつある中､ アフガニスタン駐留米軍のマクリスタル司令官がゲ
イツ国防長官に評価報告書 (以下､ マクリスタル報告) を提出した｡ マ
クリスタル司令官は､ ｢状況は深刻であるが､ 戦略を練り直せば成功は
達成できる｣ とし､ 報道によればそのために必要な兵力として､ 同司令
官は４万人を超える追加増派を要求したとされている｡ マクリスタル報
告では､ ①反政府武装勢力の攻勢により､ 全般的な情勢は深刻であり､
悪化している､ ②カルザイ政権および国際社会に対するアフガニスタン
住民の信頼感が危機的とも言えるほど揺らいでいる､ ③NATO 主導の
ISAF は武装勢力の捕捉や殺害を追求したこれまでの戦略を見直し､ 軍
と民が一体となって住民の安全確保に重点を置くという､ 包括的な対反
乱 (COIN) 作戦を採用すべきである､ ④アフガニスタン国軍を2011年
秋までに13万4,000人規模にまで拡充するなどアフガニスタン治安部隊
の育成を加速化させ､ 24万人規模の国軍兵力､ 16万人規模の警察の整備
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を新たな目標とし､ その達成のための訓練要員や資金などが必要である
ことなどが指摘された｡
マクリスタル報告を受けて､ オバマ政権によりアフガニスタン・パキ
スタン戦略の本格的な再検討が行われるとともに､ 追加増派の是非をめ
ぐって専門家の間でも活発な議論がみられた｡ 住民の安全確保に重点を
置いた COIN 作戦の遂行のためには大幅な増派が必要であるとするマ
クリスタル司令官の要請に対して､ 政権内ではバイデン副大統領らが増
派への慎重論を唱えたと報じられた｡ バイデン副大統領らは､ 米軍によ
るアフガニスタン全域における COIN 作戦ではなく､ 米特殊部隊や無
人機を駆使してパキスタン部族地域に拠点を置くアルカーイダの掃討に
重点をシフトさせるべきだとして､ 増派は不要であると主張したと言わ
れている｡ 米国の有力シンクタンクである外交問題評議会のリチャー
ド・ハース会長は､ 米国の安全保障にとっての直接的な脅威はアフガニ
スタンで勢力を拡大するタリバンではなく､ むしろ核保有国パキスタン
を活動拠点とするアルカーイダであるとして､ パキスタンへの支援を強
化すべきであると主張した｡ 他方､ ブルース・ライデル元国家安全保障
会議 (NSC) 上級顧問は､ パキスタンを拠点とするアルカーイダを
ターゲットとする対テロ作戦の遂行には､ アフガニスタンにおける
COIN 作戦の展開から得られる現地情報が必要不可欠であるとして､ 広
い地域における COIN 作戦に必要とされる大幅な増派を主張した｡
オバマ大統領は12月１日､ 駐留米軍部隊３万人の追加派遣を行うとと
もに､ 2011年７月から撤収を開始するという新戦略を発表した｡ こうし
た増派により､ アフガニスタン駐留米軍は６万8,000人 (12月現在) か
ら2010年には10万人規模に拡大されることになる｡
() 将来に向けた課題と展望
以上みてきたように､ オバマ政権はパキスタンとアフガニスタンのア
ルカーイダを分裂､ 解体､ 打倒し､ 将来において脅威を及ぼす能力の獲
得を阻止するという目標を設定した｡ この目標の下で､ 首都カーブルお
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よび主要都市の住民の安全確保と同国の治安部隊の育成に重点を置いた
COIN 作戦を遂行するため､ 2009年３月の２万1,000人の増派に加えて､
さらに３万人規模の増派に踏み切った｡ 米国がアフガニスタン・パキス
タン戦略を策定・実行する際に直面する課題として､ 少なくとも以下の
５つが指摘されている｡
第１に､ アフガニスタンおよびパキスタンに対して､ 米国が長期的か
つ包括的に関与することが極めて重要である｡ アフガニスタンが再びテ
ロリストの温床となり､ 核兵器を保有するパキスタンが不安定化した場
合､ 中央アジア地域の不安定化にもつながりかねない｡ 米国が両国に対
して長期的な関与を放棄した場合､ タリバンのアフガニスタン支配､ パ
キスタンの破綻国家化､ アルカーイダによる核兵器保有といった最悪の
事態が起こりうる可能性も指摘されている｡ 米軍のアフガニスタンから
の撤退については､ 情勢の成り行きを見極めながら､ 慎重に検討する必
要があろう｡
第２に､ 政府の統治能力の向上とアフガニスタン治安部隊の育成を推
進することがアフガニスタンの安定化にとって不可欠である｡ 南部のカ
ンダハールで影響力を及ぼすカルザイ大統領の実弟が麻薬密輸に関与し
ているとの疑惑も浮上している中､ カルザイ政権が汚職の根絶に真正面
から取り組み､ 統治能力を向上させなければ､ アフガニスタン住民や欧
米諸国から支持や信頼感を得ることは難しい｡ 実際､ 2009年10月､ ワシ
ントンポスト紙と ABC テレビが発表した共同世論調査によれば､ オバ
マ大統領のアフガニスタン問題への取り組みを支持する米国民は45％と
過半数を割り､ 米国民の47％はアフガニスタンでの戦争を ｢戦う価値が
ない｣ と考えているという｡
第３に､ パキスタン政府が部族地域にまで統治を拡大し､ この地域を
アルカーイダや TTP など反政府武装勢力の ｢聖域｣ とさせないことで
ある｡ パキスタン軍が COIN 作戦能力を向上させ､ より多くの資源を
COIN 作戦に振り向けるためには､ 印パ関係の改善も図られなければな
らない｡ また､ これまでパキスタンはインドに対抗するため､ 戦略的な
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ヘッジとしてアフガニスタンのタリバン勢力への支援を続けてきたとい
う指摘もある｡ アフガニスタン駐留米軍の無人機による越境攻撃は､ ア
ルカーイダ幹部の殺害において成果があったとして今後も継続されると
思われるが､ パキスタン国内の反米感情の高まりや反政府武装勢力の増
殖につながる可能性も指摘されている｡
第４に､ アフガニスタンにおける穏健タリバンを含む多様な部族の取
り込み､ 和解・再統合を推し進めることも大きな課題である｡ タリバン
は元来､ パキスタンのアフガニスタン国境付近のマドラサ (イスラム神
学校) の学生たちがイスラム教に基づいた秩序の確立を求めて世直し運
動に立ち上がった､ パシュトゥーン人の民族主義に支えられた土着の集
団である｡ アルカーイダとの連携はみられるものの､ グローバルな ｢ジ
ハード｣ を求める思想に染まった集団ではないとの見方が有力である｡
駐留外国軍の排除を目指す強硬派もいれば､ 経済的な理由や脅迫によっ
て加わった者もいる雑多な集団である｡ 従って､ タリバン穏健派との対
話・和解・再統合を本格的に進める必要があろう｡
第５の課題としては､ 国際協調および地域的なアプローチの追求が挙
げられる｡ 米国､ アフガニスタン､ パキスタンの３カ国定期的協議のみ
ならず､ インド､ イラン､ ロシア､ 中国､ 中央アジア諸国を取り込むよ
うな地域的なアプローチが求められている｡ 米国は､ アフガニスタンへ
の補給ルートとしてロシア､ ウズベキスタン､ イランといった国々との
連携・協力を図ることや､ 上海協力機構 (SCO) への働きかけなども
検討すべきであろう｡
2009年末の時点で､ オバマ政権の新戦略が成功するか否かの見通しは
立っていない｡ また､ 米軍や ISAF の COIN 作戦が一定の成果を上げ
たとしても､ カルザイ政権の汚職体質に改善がみられず､ アフガニスタ
ンの治安部隊の育成が進まないとすれば､ アフガニスタンの安定化は達
成されないだろう｡ また､ パキスタンの国内情勢の動向も米国の戦略の
行方を左右する不安定要因であり続ける｡ アフガニスタンおよびパキス
タン情勢の改善が長期にわたってみられない場合､ 米国の国際的指導力
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が大きく損なわれるのみならず､ 米軍の戦力態勢や調達計画にも甚大な
影響を及ぼすことになろう｡

２

オバマ政権の国防政策の評価と動向

( ) 主要兵器調達計画の大幅な見直し
政権発足から深刻な経済危機に直面しているオバマ政権は､ 2001年の
９・11テロへの対応を背景に増加を続けてきた国防予算の大幅な見直し
を迫られている｡ また､ イラクやアフガニスタンにおける活動の長期化
とそれに伴う経費の増大も､ 国防予算の見直しを迫る要因となってい
る｡ オバマ政権が２月16日に発表した予算の編成方針である2010会計年
度予算教書でも､ 過去５年間で対前年比10％前後の高い伸び率を示して
きた国防費を約４％増の水準にまで抑制することを明らかにしている｡
また､ ３月24日に行われた記者会見において､ オバマ大統領は国防省に
よる調達計画の見直しを進めており､ 最大で400億ドルの予算削減が可
能と言及した｡ 大型調達計画が予算を大幅に超過する傾向にあり､ それ
らの装備品は必ずしも現在の米軍の任務に必要でないものも多いため､
計画を見直すことで国防予算の抑制が可能であると主張した｡ こうした
方針を受け､ ゲイツ国防長官は４月６日に2010年度の国防予算について
主要プログラムの一部中止や見直しを大統領に提言することを発表し
た｡ この提言が反映された2010年度予算を､ ゲイツ国防長官は ｢改革予
算｣ と呼び､ ｢イラクやアフガニスタンで得られた教訓を反映させると
ともに､ 現在と将来における世界中の幅広い潜在的脅威に対応するも
の｣ と述べた｡
この予算案において特に大きな決断として注目されたのは､ F−22戦
闘機の調達を総数187機で中止するという方針であった｡ F−22は､ ス
テルス性や機動性が高く､ 超音速巡航が可能な機体であり､ 空軍の主力
戦闘機としての役割が期待されていた｡ しかし､ F−22の単価は計画を
はるかに上回り､ さらに制空戦闘機として開発された機体であったた
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め､ イラクやアフガニスタンなどの作戦において役割を果たしていない
と批判されていた｡ また､ 第５世代に属する F−22に対抗し得る戦闘機
を現時点では他国は保有しておらず､ ゲイツ国防長官はロシアが第５世
代戦闘機の配備を開始するにはおよそ６年が必要であり､ 中国について
は10〜12年先であることを指摘している｡ そのため､ コストの高い
F−22に代わり､ より安価で多目的に使用可能とされる F−35戦闘機の
開発を促進し､ 今後５年間で513機､ 最終的に2,443機調達することを計
画している｡ また､ 予算案にはこの他にも主要計画の中止､ もしくは縮
小が含まれている｡ まず､ 空軍については､ C−17輸送機の生産中止
や､ 次世代長距離爆撃機の開発計画の見直しが発表された｡ また､ 戦闘
捜索・救難ヘリコプターの開発についても､ 予算や期間の超過だけでな
く､ 捜索・救難のような重要な任務が空軍だけで行われることは考えに
くく､ １つの軍種による単一目的の装備を調達するのは非効率的である
として､ 見直しが決定された｡
一方､ 海軍については次期大統領専用ヘリコプターが予算超過や開発
の遅れを理由に見直されることが決定された｡ 艦艇の建造についても､
原子力空母の建造計画に余裕を持たせ､ 2040年以降には現在の11隻か
ら､ 10隻体制にすることを中心とした見直し計画が発表された｡ さら
に､ 新型駆逐艦の建造数を抑制して､ 十分な能力を有すると考えられる
既存のイージス艦の建造を続け､ 次世代巡洋艦については将来の必要性
も含めて見直すことを決定した｡
陸軍については､ 大規模開発プログラムである将来戦闘システム
(FCS) のうち､ 地上車両の部分が見直されることになった｡ その理由
は､ FCS 全体としては一定の成果を挙げたものの､ 次期戦闘車両につ
いては軽量かつ高燃費が求められ､ 軽装甲を高い状況認識能力で補うこ
とを前提に開発されており､ イラクやアフガニスタンなどの作戦活動で
も見られるような､ 近接戦や市街戦､ さらには待ち伏せが多い状況下の
任務に適していないと判断されたためである｡ そうした地域での活動に
おいては､ 耐地雷・対待ち伏せ防護車両などが適していると考えられ､
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当面はそれらの開発・調達が優先されることになると考えられる｡
さらに､ ブッシュ前政権において高い優先順位が与えられていたミサ
イル防衛 (MD) についても縮小の方針が示された｡ 2008年の大統領選
挙戦からオバマ大統領が示唆していたように､ MD は長距離ミサイルで
はなく､ ならず者国家や戦域ミサイルの脅威への対処を重視することに
なった｡ そのため､ 2010年度予算案では､ アラスカに配備している地上
配備型システムの迎撃ミサイルをこれ以上増加させないことを決定し
た｡ また､ 弾道ミサイルのブースト段階での迎撃に用いられる航空機搭
載レーザーについても､ すでに実験に使用されている機体は維持するも
のの､ 追加の機体は購入しないことになった｡ 最後に､ ミッドコース段
階で多弾頭の弾道ミサイルを迎撃することを目的とした多弾頭迎撃体に
ついても､ 技術的制約や必要性の観点から､ 見直しが決定された｡ この
結果､ MD だけで14億ドルの予算が削減されることになる｡
この予算案において主要な調達計画が大きく見直され､ 削減が模索さ
れる一方で､ 将来の戦略環境において必要な能力については強化するこ
とも目指されている｡ 例えば､ 近年では海軍艦艇による陸地に近い海域
での活動が増加しており､ 今後もその傾向が強まることが予想されてい
るため､ そうした任務に適した装備である沿岸戦闘艦 (LCS) の建造を
承認している｡ また､ 情報・偵察監視能力の強化も目指され､ 特にイラ
クやアフガニスタンにおける活動において需要が高まっている無人航空
機については50機を追加調達することとしている｡ また､ イラクやアフ
ガニスタンにおける作戦活動ではヘリコプターの重要性が高まっている
が､ 要員の不足からその需要に応えられない状況が続いているため､ ヘ
リコプターを運用する部隊の増強が盛り込まれている｡
10月28日､ オバマ大統領はこの見直しの成果が反映された､ 総額6,802
億ドルの2010会計年度国防授権法に署名した｡ オバマ大統領は､ この予
算案の承認が ｢重要な前進であるが､ 最初の一歩に過ぎない｣ とし､
｢依然としてさらに無駄を削減する必要がある｣ と述べている｡ 米国の
経済が回復し､ イラクやアフガニスタンの情勢が好転するなどの大きな
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耐地雷・対待ち伏せ防護車両 (MRAP)

解説
耐地雷・対待ち伏せ防
護車両 (MRAP) は､ 即製爆発
装置 (IED) による攻撃の被害を
防ぐため､ 急速に配備が進められ
ている装備である｡ 米軍の主力装
備であるハンビー (HMMWV,
Humvee) は軽量で機動性の高い
車両であるが､ 軽装甲のため IED
によって乗員に大きな被害が出て
いた｡ これに対して､ ハンビーの
防護力を向上させる改修キットが

MRAP 車両 (Photo Courtesy of U.S. Army,by
Christian Marquardt,７th Army JMTC)

導入されたが､ ゲリラやテロリス
トが用いる IED も高度になり､ 破壊力が増したため､ さらに防護力を向上させた装
備が必要とされた｡
こうした要請から､ MRAP は IED や地雷による被害を抑えるための特殊な設計と
防弾装備を施し､ 乗員の安全確保を主目的として開発された｡ MRAP は米軍の主力
戦車である M−１戦車よりも IED 攻撃を受けた際の乗員負傷率が低く､ 米軍が保有
する装備の中で最も IED に対する防護力の高い車両と考えられる｡ 2008年には約１
万6,000台の調達が承認され､ イラクやアフガニスタンにおける米軍の活動において､
IED による被害の限定に貢献している｡
米国防大学国家戦略研究所 (INSS) のクリストファー・ラム上級研究員らの研究
によれば､ 2005年２月には現場の部隊から MRAP の配備要請があり､ 早期の導入が
実現していれば IED による死者数を大幅に減少できたという｡ しかし､ イラクにお
いて MRAP の運用が開始されたのは､ その２年以上後の2007年11月であった｡ 同研
究では､ 米国国防省の上層部が MRAP の有効性を疑問視し､ 非正規戦に対処する装
備の必要性を認識していなかったことが､ この遅れを招いた主な原因であると指摘し
ている｡
とはいえ､ MRAP の大量調達は､ これまでの通常戦争に偏重した姿勢から非正規
戦への対応の重視という米軍の方針転換を象徴的に示すものである｡ しかし､ MRAP
にも欠点がないわけではない｡ 例えば､ MRAP は大型で重量があるため､ 悪路や山
岳地帯での運用は困難とされている｡ そのため､ より機動性の高い新型の開発が進め
られており､ 多様な地域における運用も想定されている｡ また､ MRAP のコストは
１台あたり60万〜100万ドルであり､ 装甲を強化したハンビーの３〜７倍である｡ し
かしながら､ 人命の損失の可能性に鑑みれば､ MRAP は､ IED の脅威が想定される
地域での活動に適した効果の高い装備として米国だけでなく､ 諸外国でもその導入が
進むと考えられる｡
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変化がなければ､ 米国の国防費をめぐる状況が依然として厳しいことに
変わりはなく､ 今後もオバマ政権は国防計画の大幅な見直しを迫られる
ことになるであろう｡ しかし､ F-22の調達中止の決定でも議会の一部で
強い抵抗が見られたように､ 大幅な見直しが容易に進むことは考えにく
く､ 今後の作業は米国の軍事戦略全体の見直しの一環として時間をかけ
て進めていく必要があると考えられる｡ そして､ オバマ政権におけるよ
り長期的な見直しは､ ｢４年毎の国防計画の見直し｣ の作業に委ねられ
ることになったのである｡
() ｢非正規戦｣ への対応とバランス
｢４年毎の国防計画の見直し｣ (QDR) は米国の国防戦略を方向付け
るものであり､ オバマ政権下の QDR は2010年２月１日に発表された｡
ウィリアム・リン国防副長官は､ QDR2010の性格を ｢長期的・戦略的
観点から､ 現在の紛争における成功と長期的な課題への準備との間でバ
ランスを取るための方策を模索するもの｣ と位置付けている｡ 国防省内
の指針は2009年秋に完成し､ 2010年度予算は初期の QDR の策定作業で
得られた知見に基づいて編成された｡ この QDR では､ 2010年度予算の
検討には含まれなかった､ 多くの大型調達計画についても見直された｡
今回の QDR 策定の過程で特に強調されているのが､ イラクやアフガ
ニスタンで継続している戦闘でも明らかなように､ ゲリラ戦や対テロ作
戦などのいわゆる ｢非正規戦｣ への対応能力の向上である｡ テロとの闘
いや非正規戦への対応については､ ブッシュ前政権下で2006年に発表さ
れた QDR でも強調されているが､ ゲイツ長官は､ イラクやアフガニス
タンなどで学んだ教訓を制度に反映することを目標にしており､ 非対称
戦や非正規戦といった形態の戦闘に米軍の能力をさらに適応させること
を求めていると言明している｡ こうした方針は､ ブッシュ前政権末期の
2008年に発表された ｢国家防衛戦略｣ で示された内容と一致しており､
オバマ政権による QDR の策定の基盤をなしている｡ また､ ゲイツ国防
長官がブッシュ前政権から留任したことからも､ 政策の継続性は担保さ
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れていると言える｡
次に､ 繰り返し強調されている点は､ 現在の紛争や脅威への対応と将
来の脅威や課題への備えとのバランスである｡ この問題はブッシュ前政
権においても解決すべき問題として強く認識されていた｡ 特に､ 冷戦末
期に大量に調達された装備の更新は､ 喫緊の問題としてとらえられてお
り､ ブッシュ前政権は当初､ 単純に新たな装備に切り替えるのではな
く､ 軍の ｢変革｣ (トランスフォーメーション) によって一世代先の先
進的な兵器への更新を目指した｡ 同政権によるトランスフォーメーショ
ンの試みはアフガニスタン､ イラクにおける軍事作戦などの緊急の必要
によって大きく妨げられたが､ ９・11テロ後､ 国防費が高い伸び率で上
昇し､ そうした問題が顕在化することはなかった｡
しかし､ 先述したように､ オバマ政権では金融危機による不況や厳し
い財政事情を背景に､ 当面は国防費の大幅な増額は期待できず､ 主要な
装備品の調達をめぐっても厳しい選択を迫られている｡ それゆえに､ ゲ
イツ国防長官は ｢バランスのとれた戦略｣ の必要性を強調しており､ 現
在のイラクやアフガニスタンなどにおける活動やテロリズムなどへの対
応の強化とともに､ 将来の脅威に備えた投資との間で均衡をとることを
目指している｡ QDR ではこうした方針が確認されるとともに､ それに
基づく資源配分が2010年度以降の予算に反映されると考えられる｡
こうしたバランスへの配慮は､ QDR の策定過程にも見られる｡ 例え
ば､ QDR の検討においては､ そこで示された戦略の妥当性を検証する
ためにウォー・ゲームの手法が用いられており､ 長期的な観点から､ 将
来の脅威に備えることも中心的な課題としている｡ その中でも､ 国防省
ネット・アセスメント室のアンドリュー・マーシャル室長と統合軍司令
部のジェームズ・マティス海兵隊大将は､ 潜在的脅威の立場から米国の
戦略的な脆弱性を探る､ いわゆる ｢レッド・チーム｣ として QDR の策
定に参画している｡ ネット・アセスメント室は戦略環境の長期予測を担
当する部署であり､ マーシャル室長は中国などの将来の大国の動向と､
サイバー戦などの新たな脅威に注目していることで知られている｡ 一
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方､ マティス大将は､ ゲイツ国防長官の命を受け､ 統合軍司令部におい
て将来の戦略環境を分析した報告書である ｢統合運用環境 (JOE) 2008｣
をまとめた中心人物である一方で､ イラクに対する軍事作戦やその後の
安定化作戦にも参加し､ 非正規戦についての経験も豊富であるため､ ゲ
イツ国防長官が主張する非正規戦への対応強化に重要な役割を果たして
いると考えられる｡
いずれにせよ､ QDR 2010の策定過程でより明確に示された非正規戦
への対応強化の方針が今後の米軍の戦力構成に影響を与えることは疑い
ない｡ しかし､ ゲイツ国防長官らが強調するように､ 今後の米軍が備え
るべき脅威は非正規戦に加え､ 正規戦で用いられる戦術や非対称的手段
を組み合わせる ｢ハイブリッドな脅威｣ であり､ そうした脅威に対応す
るためには､ 一方の能力強化だけでは不十分と考えられる｡ 現在の必要
性と将来への投資との間でどのようにバランスを取るかという問題は､
過去３度の QDR においても一貫したテーマとして認識されてきた｡ し
かし､ 対外的にはイラクとアフガニスタンという２つの地域での治安維
持・復興支援活動を抱え､ 国内的には経済危機に直面しているオバマ政
権にとっては､ 過去の政権と比べても､ より切迫した課題となっている
のである｡
() 核軍縮への取り組みと MD システム東欧配備計画の再検討
オバマ政権発足後､ 最も重要なテーマの一つが核軍縮である｡ 米国の
安全保障において核兵器は抑止力として重要な地位を占めてきたが､ そ
の役割は低下しつつある｡ 特に､ 近年の米軍が関与する紛争において通
常兵器の役割が高まる一方､ イラクやアフガニスタンなどでの活動に多
数の人員や資源が投入されるに従い､ いわゆる ｢使えない兵器｣ である
核兵器に対する優先度や資源配分は冷戦期と比較すると大きく低下して
いた｡ 米国は冷戦後から核兵器を大幅に削減してきたが､ 核兵器への依
存を低下させるためにさらなる核軍縮を追求する気運が高まっていたと
言える｡
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オバマ大統領は､ ４月５日､ チェコのプラハで演説し､ ｢核兵器のな
い世界｣ を構築することを呼びかけた｡ その中でオバマ大統領は､ 世界
規模の核戦争の脅威が低下する一方で､ 核兵器による攻撃の可能性はむ
しろ高まっていると指摘し､ その原因として核兵器を開発・保有する国
の増加や､ 核関連物質・技術の拡散､ そしてテロリストが核兵器を入手
する危険性が増大していることに対して懸念を示した｡ そして､ ｢核兵
器のない世界｣ を実現する道筋として､ ①国家安全保障戦略における核
兵器の役割の低下､ ②核兵器不拡散条約 (NPT) 体制の強化､ ③テロ
リストによる核兵器の入手の防止､ の３つの方策を掲げている｡ 特に､
安全保障における核兵器の役割を低下させるという観点から､ 2009年12
月に効力を失う第１次戦略兵器削減条約 (STARTⅠ) の後継条約に関
する交渉が開始された｡ ７月６日の米露首脳会談においては､ 戦略核弾
頭を1,500〜1,675発とし､ その運搬手段を500〜1,100基まで削減する枠
組み合意が発表された｡ しかし､ 後継条約に関する米露交渉は､ 技術的
事項についての対立を背景に合意に至らず､ STARTⅠは12月５日に失
効した｡ ただし､ 12月４日の米露首脳会談において､ 同条約の精神に基
づき新条約の早期締結を目指す旨の共同宣言が発表された｡
こうしたオバマ政権における核兵器の役割の見直しは､ ｢核態勢の見
直し｣ (NPR) によってより具体化されることになる｡ NPR は､ 今後10
年間の米国の核抑止政策､ 核戦略､ 核戦力態勢の方向性を打ち出すもの
であり､ QDR とほぼ同時期に公表されることになっている｡ ブッシュ
前政権下の2002年に発表された NPR においては､ 冷戦期の大陸間弾道
ミサイル (ICBM)､ 潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM)､ 戦略爆撃機の
３つの核戦力からなる３本柱から､ 核戦力と通常戦力から構成される攻
撃能力､ 防衛システム､ そして国防基盤という新たな３本柱への移行を
うたった｡ 同政権における NPR は核兵器以外の通常戦力やミサイル防
衛などの役割を重視し､ 核戦力への依存を低下させることを主眼とした
ものであり､ こうした方向性はオバマ政権においても引き継がれると考
えられる｡
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一方､ オバマ政権においてブッシュ前政権からの政策から大きな変化
が見られたのは MD であり､ とりわけポーランドとチェコにおける
MD システム配備計画の再検討であった｡ ブッシュ前政権はイランによ
る大量破壊兵器と弾道ミサイルの開発に対する懸念から､ 米国本土に配
備されている MD システムを縮小した形でポーランドに迎撃ミサイル､
チェコにレーダー施設を配備する予定にしていた｡ しかし､ この計画に
対してロシアが反発し､ 対抗措置としてポーランドとリトアニアに挟ま
れたロシアの飛び地カリーニングラード州に短距離弾道ミサイルの配備
を計画するなど､ 米国による MD システムの東欧配備が米露間の戦略
的安定を脅かすものと主張していた｡ こうした状況において､ オバマ大
統領は MD 計画の見直しを選挙中の公約に掲げ､ より差し迫った脅威
である短・中距離弾道ミサイルを対象とするシステムの開発を重視する
姿勢を見せていた｡ そして､ 2009年９月17日､ オバマ政権はポーランド
とチェコへの MD システム配備計画の撤回と､ 欧州における新たな
MD システムの配備計画を発表した｡
MD システム配備計画の変更は２つの主な要因によって決定されたと
いう｡ 第１に､ イランの弾道ミサイルの脅威の再評価である｡ 新たな情
報見積もりによれば､ イランについて現時点で懸念すべきは米国本土ま
で到達する長距離ミサイルではなく､ 欧州を射程に含める短・中距離ミ
サイルという認識が強まったという判断がある｡ イランの短・中距離弾
道ミサイルの開発は当初予想されていたよりも速いペースで進んでお
り､ 欧州の同盟国とそこに駐留する米軍を防衛するための MD システ
ムが必要とされているのである｡ 第２に､ イランのミサイルの脅威の高
まりに対してすでに技術が実証されていて費用対効果の高いシステムが
必要という点である｡ 現時点では､ 海上配備型の MD システムである
SM−３の改良型などがその候補として考えられている｡
こうした要因を踏まえ､ オバマ政権では欧州に段階的に MD システ
ムを導入することを発表した｡ まず､ 第１段階として2011年までに海上
配備型の SM−３を搭載する艦艇と移動型レーダーを配備することを予
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定している｡ また､ 第２段階で
は､ 2015年までに SM−３の能
力向上型を海上と陸上の双方
に､ さらに能力向上型のセン
サーを配備する｡ 第３段階
(2018年まで) 以降では現在開
発中の SM−３の発展型を配備
し､ 最終的には2020年までに欧
州全域で中距離ミサイルや米国

米イージス艦ホッパーによる SM-３ミサイル発射実
験 (2009年７月30日､ ハワイ・カウアイ島沖) (Photo
Courtesy of U.S. Navy)

に対する将来の大陸間弾道ミサ
イルの脅威に対応可能にすることとしている｡ こうした政策により､
ブッシュ前政権下での配備計画よりも柔軟な形で弾道ミサイルの脅威に
対応できるとオバマ政権は主張している｡ SM−３の性能はすでに実証
されており､ イージス艦は多数のミサイルを搭載できる上､ ミサイル１
基あたりのコストも､ 当初配備が予定されていた地上型の迎撃ミサイル
よりも低い｡ また､ このシステムは米国だけでなく､ 他の国家のレー
ダーやミサイルと協働することも想定されている｡
ジェームズ・カートライト統合参謀本部副議長は､ 今回の配備計画の
変更は MD システムをグローバルな協力体制によって整備する重要な
機会であり､ 米国はセンサーと迎撃体の双方の面で協力するパートナー
を模索していると述べた｡ 米国が SM−３の開発などを通じて同盟国や
友好国との MD における協力を深化させることは､ 多国間の取り組み
によって弾道ミサイルの脅威を低減させることを意味する｡ その結果､
弾道ミサイルの軍事的効果が低下すれば､ その保有を目指す国家も減少
することが期待される｡ そのため､ 今回の米国の MD システムの配備
計画の変更は､ 同盟国との協力を促進するという点においても肯定的な
影響をもたらすだけでなく､ 弾道ミサイルの拡散防止にも貢献すること
になると言えよう｡
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東アジア政策における変化と継続

( ) 東アジア重視の姿勢
米国は､ 自国をアジア太平洋国家として位置付け､ 軍事力の前方展開
および同盟国・友好国との関係の維持・強化に努めるとともに､ 米国優
位の国際システムの維持を図っている｡ 2009年２月のヒラリー・クリン
トン国務長官による日本､ インドネシア､ 韓国､ 中国の歴訪および７月
の ASEAN 地域フォーラム (ARF) と11月のアジア太平洋経済協力
(APEC) 閣僚会議への参加､ さらに11月のオバマ大統領による日本､
シンガポール､ 韓国､ 中国への歴訪および APEC 首脳会議への参加は､
オバマ政権のアジア重視の姿勢を内外に印象付けたと言えよう｡ オバマ
大統領は東京での演説で､ ｢太平洋地域出身の初の米国大統領として､
この太平洋国家である米国が､ 死活的に重要なこの地域における指導力
を強化し､ 持続させていくことを約束する｣ と述べ､ 米国のアジア地域
に対する積極的な関与を強調した｡
このようにオバマ政権は､ これまでの政権以上にアジア地域を重視す
る姿勢を鮮明に示したことは､ 同地域における安定した秩序の維持に
とって重要な意味を持つと言えよう｡ オバマ政権の東アジア政策の特徴
として以下の５点を指摘することができよう｡ 第１に､ 日米同盟を対ア
ジア政策の要と位置付け､ 日本､ 韓国､ オーストラリアなどの伝統的同
盟国・友好国との緊密な関係をアジア外交の基盤としていることであ
る｡ 第２に､ 中国､ インドなどのアジアの新興国との新たな協力関係の
構築を図ることである｡ 特に中国との関係については､ ブッシュ前政権
期に始まった経済閣僚による ｢戦略・経済対話｣ に政治・安全保障分野
を加えて拡充し､ 新たに米中 ｢戦略・経済対話｣ が始動したことは注目
される｡ 第３に､ ブッシュ前政権期にみられたような単独行動主義とは
決別し､ 国連などの国際機関との協調を重視していることである｡ イデ
オロギーを振りかざすのではなく現実主義に基づいて､ 状況に鑑みつ
つ､ 北朝鮮やミャンマーなどとの直接対話も追求している｡ 第４に､ ア
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ジアの同盟国・友好国との協調を図りながら､ 地域およびグローバルな
協力構造の構築を目指している｡ ARF や APEC などの既存の多国間機
構に対して積極的に関与するとともに､ 北朝鮮の核問題に関しては六者
会合の維持を通じてその解決を模索している｡ 第５に､ 核軍縮や不拡
散､ テロとの闘い､ 気候変動､ エネルギー安全保障､ 感染症などの世界
規模の課題解決に向けた取り組みを東アジア諸国に期待し､ 広範な分野
で政府一体としての取り組みを推し進めている｡
() 東アジア諸国との関係
戦後長年にわたって､ 日米同盟および地域において前方展開する米国
の軍事力は､ 日本などの同盟国の安全および地域の平和と安定のため
に､ 極めて重要な役割を果たしてきた｡ 米国は､ 21世紀における新たな
安全保障環境においても､ 日米同盟を対アジア政策の要として位置付
け､ さらに一層の強化・拡大を図っている｡ 日米安全保障関係には近
年､ 米軍の再編をめぐる日米安全保障協議委員会 (｢２＋２｣ 会合) に
おい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
の日米ロードマップ｣ 文書､ 2007年５月､ ｢同盟の変革：日米の安全保
障および防衛協力の進展｣ 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｡ 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
X バンド・レーダーシステムの航空自衛隊車力分屯基地への配備およ
び運用､ 嘉手納飛行場への米国 PAC−３大隊の配備および運用などで
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強化を図っている｡ しかしながら､ オバ
マ政権は､ 2009年９月16日に発足した鳩山新政権が ｢緊密で対等な日米
関係｣ を築くとする方針のもとで米海兵隊普天間飛行場の移設計画の見
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直しを提示したことに難色を示し､ 再編合意の履行を強く求めた｡ その
後､ 日米間では､ 本件問題の早期解決のため閣僚級のワーキング・グ
ループが設置された｡ さらに､ 日本側では､ 基本政策閣僚委員会の下に
設けられた官房長官を長とする沖縄基地問題検討委員会で普天間飛行場
の移設先についての検討が行われている｡
オバマ大統領は2009年９月23日､ ニューヨークで行われた鳩山首相と
の日米首脳会談において､ 日米同盟を強化・深化させることで一致する
とともに､ 地域の課題および世界規模の課題についても､ 建設的で未来
志向の日米関係を築き､ 協力の幅をさらに一層拡大していくことを確認
した｡ 同年11月13日､ 東京で行われた日米首脳会談においては､ 2010年
の日米安保条約改定50周年に向けて ｢日米同盟の深化のための協議プロ
セス｣ の開始などがうたわれた｡ また､ 首脳会談では ｢ 核兵器のない
世界

に向けた日米共同ステートメント｣ と題した共同文書が発表さ

れ､ 2010年に米国で開催される ｢世界核セキュリティ・サミット｣ や同
年５月の核兵器不拡散条約 (NPT) 運用検討会議を見据えて､ 米国と
日本が ｢核軍縮｣､ ｢核不拡散・原子力の平和利用｣､ ｢核セキュリティ｣
の３本柱の推進において緊密に協力する方針が打ち出された｡
オバマ政権は､ 中国に対して ｢積極的､ 協力的かつ包括的｣ な関係を
築くことが地域および世界の平和と繁栄にとって重要であるとの認識の
もと､ 外交および安全保障上の課題を含む広範な分野において協力関係
を拡充している｡ 2009年４月の米中首脳会談においてブッシュ前政権期
に始まった閣僚級の経済対話を､ 安全保障､ 政治､ 世界規模の課題も含
んだ ｢戦略・経済対話メカニズム｣ に拡大することで合意し､ これを受
けて７月には､ 初の米中 ｢戦略・経済対話｣ がワシントンで開催され
た｡ この背景には､ 外貨保有および米国債の保有が世界一となった中国
との金融・経済政策面における協調の必要性､ 急速な経済成長を続ける
中国との貿易不均衡問題などに加えて､ 北朝鮮､ イラン､ アフガニスタ
ン・パキスタン､ 気候変動､ エネルギー問題など地域や世界規模の安全
保障上の課題に取り組む上で､ 中国との対話と協調が必須であるとの認
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識があったとみられている｡ オ
バマ政権はまた､ 中台間の対話
の促進および信頼醸成措置への
動きを歓迎している｡
米中軍事交流は､ 2008年10月
に米国の台湾への武器売却計画
を議会に通知したことを受けて
中断していたが､ 2009年２月に
は再開された｡ 同年10月には､
ゲイツ国防長官が中国中央軍事
委員会の除才厚・副主席とワシントンで会談し､ 軍首脳の相互訪問の促
進､ 人道支援や災害救助などの分野で軍事交流を拡大し､ 海上における
捜索・救助共同訓練を実施することなどで合意した｡
米国は､ 中国に対する ｢関与｣ 政策を着実に進める一方で､ 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｣ 戦略も継続している｡ 2009年３月25日に米国防
省が公表した､ 中国の軍事力に関する年次報告では､ 中国の将来への道
筋の不確実性､ とりわけ中国の軍事に関する透明性の不足を起因とする
誤解や誤算の可能性が地域の安定に及ぼす影響などに対して懸念が示さ
れた｡ 中国の軍事力に関して米国が特に注目する点として､ ①短・中距
離弾道ミサイル､ 巡航ミサイル､ 対艦弾道ミサイル能力､ 潜水艦能力な
ど ｢接近阻止｣ (遠方からの敵を作戦領域に入るのを阻止する) および
｢領域拒否｣ (作戦領域において一定期間､ 敵に行動の自由を許さない)
能力の増強､ ②核戦力､ 宇宙の軍事利用､ サイバー戦能力の向上､ ③平
和維持､ 人道支援､ 災害救助､ 海賊対策分野における中国軍の海外展開
にみられるような戦力投射能力の向上などが指摘されている｡ 米中両国
の国防当局は1998年に軍事海洋協議協定 (MMCA) を締結し､ 海上行
動の安全確保を図るためのルール作りなどを協議したり､ また､ 2008年
には両国の国防当局間にホットラインを開設したりするなど､ 軍事面で
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の交流において一定の進展はみられるものの､ 2009年３月９日､ 中国海
南島付近の公海上を航行中の米海軍海洋調査船インペッカブルに中国の
艦船５隻が異常接近して航行を妨害する事案が発生するなど､ 依然とし
て多くの不安定要因を抱えている｡
米韓両国は近年､ 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・再編などを受けて､ 米韓連合軍に
対する戦時作戦統制権の韓国への移管､ 在韓米軍の再編などの問題に取
り組んでいる｡ 両国は､ 2007年２月23日の米韓国防首脳会談において､
2012年４月17日に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をソ
ウル南方の平澤地域へ移転することや漢江以北に駐留する米軍部隊を漢
江以南へ再配置することなどが合意されたが､ 平澤地域への移転は､ 用
地収用の遅延などのため､ 進捗状況に遅れがみられる｡
オバマ大統領は2009年６月16日､ 韓国の李明博大統領との首脳会談
で､ ｢米韓同盟のための共同ビジョン｣ に署名した｡ 同文書では､ ①両
国が共通の価値観と相互信頼に基づいて二国間､ 地域および地球規模の
広がりを持つ包括的な戦略同盟を構築していく､ ②米韓同盟を21世紀の
安全保障環境に適合させた､ より堅固な防衛態勢を維持し､ 米国は核の
傘を含めた拡大抑止の提供を引き続き確約する､ ③両国は､ 北朝鮮の核
兵器と核計画および弾道ミサイル計画の完全で検証可能な廃棄と北朝鮮
の人々の基本的人権尊重のために協力することなどをうたっている｡ 10
月22日には､ 米韓安全保障協議会 (SCM) がソウルで開催された｡ ゲ
イツ国防長官は同会議において､ 朝鮮半島における米軍のプレゼンスが
抑止力にとって重要であると指摘し､ 共同声明では､ 両国が北朝鮮を核
兵器保有国として容認しないこと､ 米国が韓国の防衛のために ｢核の
傘､ 通常兵器による攻撃､ ミサイル防衛｣ などを通じて拡大抑止を提供
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することなど､ 同盟関係強化の方針を強調した｡ また､ ゲイツ長官は､
韓国が同年５月26日に拡散に対する安全保障構想 (PSI) への参加を表
明したことを評価した｡ さらに米国は､ 韓国が10月にアフガニスタンの
PRT 要員の拡大と同要員の警備のため派兵を行う方針を公表したこと
を歓迎している｡
米国にとって北朝鮮の核・ミサイル問題は､ 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危険性を懸念
している｡ オバマ政権は､ 北朝鮮へのエネルギー・経済支援､ 米朝関係
正常化､ 朝鮮戦争の休戦協定に代わる恒久的な平和条約締結には､ 北朝
鮮が完全かつ検証可能な形で核兵器計画を放棄することが必要であると
して､ 六者会合プロセスの再開を働きかけている｡ クリントン国務長官
が2009年２月､ 東京において北朝鮮のミサイル計画の抑制や拉致問題に
も取り組む姿勢を明らかにしたことは注目される｡
他方､ 北朝鮮は2009年４月５日にミサイルを発射し､ さらに５月25日
に２度目の核実験の実施を発表し､ 北東アジアおよび国際社会の平和と
安全を著しく害する一方で､ 北朝鮮の核問題に関する六者会合への復帰
を拒み続けている｡ オバマ政権はこうした北朝鮮に対して､ ①六者会合
などを通じてアジアにおける同盟国・友好国との協議・協力を推進す
る､ ②北朝鮮の危険な行動に伴うコストを引き上げるための新たな制裁
措置をとる､ ③同盟国と連携しつつ､ 米国の軍事力の向上や拡大抑止に
向けた防衛的な措置をとる､ ④六者会合プロセスの枠組みにおける二国
間対話を含む外交的手段によって問題の解決を追求する､ という４つの
側面からの取り組みを推し進めている｡ 米国としては今後､ 六者会合プ
ロセスの再開に向けた働きかけを継続する一方､ 北朝鮮の核・ミサイル
戦力の増強､ さらにまた､ 北朝鮮の権力構造の変化に際して起こり得る
体制不安定化の可能性や ｢ポスト金正日｣ 時代を視野に入れた包括的な
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対北朝鮮政策を策定する必要もあり､ 日米韓３カ国協力の推進や中国へ
の関与がより一層求められることになろう｡
オバマ政権は､ 東南アジア諸国に対しても積極的な外交を展開してい
る｡ ブッシュ前政権下で疎遠になっていた ASEAN との関係が見直さ
れ､ 安全保障や経済､ 環境など広範な分野で連携の強化を打ち出したこ
とは､ 同地域における中国の存在感と影響力の拡大を牽制するという戦
略的な思惑もあるとみられている｡ クリントン国務長官は2009年７月22
日､ ARF 出席などのために訪れたタイ南部のプーケットで東南アジア
友好協力条約 (TAC) に署名した｡ ASEAN は東アジア首脳会議 (EAS)
の参加条件の一つに TAC 加盟を挙げており､ 今後､ 米国の EAS への
参加が注目されている｡ また､ カート・キャンベル国務次官補 (東アジ
ア・太平洋担当) は11月､ ミャンマーを訪れ､ 軍事政権との直接対話を
実施した｡ 直接対話は米国との関係改善を望んだミャンマー政府からの
要請だったとされているが､ アウン・サン・スー・チー氏などの野党指
導者とも面会し､ 今後の両国の関係に変化をもたらす可能性も指摘され
ている｡ キャンベル国務次官補は､ 同国の民主化を強く促すとともに､
北朝鮮との軍事協力や麻薬対策などについても協議した｡
このようにオバマ政権の対東アジア政策の基調は､ 日米同盟などの伝
統的な二国間同盟を基軸とし､ アジアにおける米軍のプレゼンスの維
持・強化を図りつつ､ 中国に対しても広範な分野で関与を深めるとする
点で､ ブッシュ前政権に比べて大きな変更はないと言える｡ ブッシュ前
政権がイラクやテロとの闘いへの対処で手一杯であったため東アジア地
域に対して十分な関心が向けられなかったとの批判があったが､ 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
政権が同地域への強力なコミットメントを明確に打ち出したことは､ 将
来における安定した安全保障秩序形成に寄与するものとして期待され
る｡ しかしながら､ 中・長期的将来における米軍のプレゼンスの動向に
ついては注視する必要があろう｡
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2009年､ 日本では民主党を中心とする連立内閣へと政権が交代した｡
安全保障政策において特に注目されたのは､ アフガニスタンの安定のた
めの関与､ 防衛大綱の見直し､ 普天間飛行場代替施設問題であった｡ ア
フガニスタンに関しては､ 新政権は民生支援をより重視し､ 11月に､ ア
フガニスタン・パキスタンに対する日本の新たな支援パッケージを発表
する一方､ 海上自衛隊の補給支援活動については､ 2010年１月をもって
活動を停止することとした｡ 防衛大綱の見直しについては､ 国家の安全
保障にかかわる重要課題であり､ 政権交代という歴史的転換を経て十分
な検討を行う必要があるとして､ 2010年に改めて防衛大綱の見直しがな
されることとした｡ また､ 新政権は､ 日米安全保障関係について､ 特に
普天間飛行場移設問題に関心を集中させた｡ 協議を重ねた結果､ 鳩山内
閣は､ 基地問題については与党３党が協力して対応するとの方針を確認
し､ 移設先の最終決定は見送られることとなった｡
また2009年には､ 北朝鮮がミサイル発射実験や核実験を行った｡ こう
した北朝鮮の挑発的行動に対し､ ６月に国連安保理決議第1874号が採択
されるなど､ 国際社会は結束して対応した｡ 日本でも､ 法的枠組みを強
化するために貨物検査法案が国会に提出された｡ 国際社会が一致して北
朝鮮の核問題への対応を実践していく意味でも､ 貨物検査法案の速やか
な成立が期待される｡ しかし､ 北朝鮮核開発問題を一気に解決に導くよ
うな妙案は存在しない｡ 六者会合を中心とする北朝鮮非核化のための外
交努力を粘り強く続けることがまず必要である｡ それに加えて､ ルール
を守っている国が安全保障上の不利益をこうむる一方で､ 守らない国が
利益を得るような状況は容認されないことを明確に示していくことが重
要である｡ ただし､ 短期的に問題が解決しないと考えるならば､ 北朝鮮
に由来するリスクに有効に対処するための方策を進めていくことも不可
欠であろう｡
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政権交代による変化

( ) 民生支援を中心とするアフガニスタンへの関与
2009年は､ 日本の政治史上特筆すべき
年となった｡ ８月30日に行われた総選挙
の結果､ 野党第一党であった民主党が30
8議席を獲得し､ 自由民主党に代わって
政権与党となったのである｡ 自由民主党
は､ 1955年の結党以来一貫して守ってき
た第一党の座を失い､ 1993年以来２度目
の野党への転落となった｡
こうして､ ９月16日に鳩山由紀夫政権
が発足した｡ 外交・安全保障において
は､ 新興大国の台頭によるパワーバラン
スの変動､ 長期化するテロの脅威､ 北朝
鮮の核開発問題､ 内政面においては､ 経済危機への対策､ 政治・行政シ
ステムの改革など､ 数多くの問題を抱える中での船出であった｡ なかで
も､ 安全保障においては､ アフガニスタンの安定のための関与､ 防衛大
綱の見直し､ 普天間飛行場代替施設問題が大きな課題となった｡
アフガニスタンの安定のための国際社会の努力に関連して､ 2001年の
９・11テロ以来､ 日本は､ アルカーイダとタリバン勢力の掃討を目的と
した ｢不朽の自由作戦｣ の海上阻止活動 (OEF−MIO) に対する補給
支援活動を行ってきた｡ また､ タリバン政権打倒後の治安分野改革
(SSR) の中での武装解除・動員解除・社会復帰支援 (DDR)､ 21億ド
ルの経済支援､ 地域における国際復興支援活動への文民要員の派遣と
いった形で､ アフガニスタンへの関与を進めてきた｡
民主党を中心とする連立内閣への政権交代に伴い､ 特に注目されたの
は､ OEF−MIO に対する補給支援活動を継続するか否かであった｡
９・11テロ直後に､ そもそも洋上での補給活動を始めるために制定され
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たテロ対策特別措置法案の審議において民主党は､ 法案に国会による事
前承認を盛り込むか否かをめぐって政府与党と対立し､ 最終的に法案の
採決では反対している｡ なお､ 民主党はこの時点での､ 洋上での補給活
動の実施そのものについては支持していたこともあり､ 法律に基づく対
応措置の実施についての国会承認には賛成している｡ しかし､ その後､
2003年､ 2005年､ 2006年のテロ特措法の延長の際には､ 成果等について
の説明や ｢出口戦略｣ が欠如しているとして反対の立場をとった｡ ま
た､ 2007年の参議院選挙で第一党となり､ 野党で過半数を占めた際にも
やはりテロ特措法の延長法案に反対したため､ 同年11月１日に期限を迎
えたテロ特措法は失効した｡ これに対し､ 当時の自公政権は､ 補給支援
特措法案を国会に提出し､ 衆議院での可決､ 参議院での否決､ 衆議院で
の再可決を経て､ 2008年１月11日に同法は成立し､ ４カ月弱の中断をは
さんで､ ２月21日にインド洋における補給活動が再開され､ 2009年に
至った｡
こうした経緯を踏まえれば､ 新政権が補給支援活動を継続する可能性
は低いと考えられたが､ 選挙前に民主党から公表されたマニフェストに
は､ 補給支援活動に関する記述は含まれず､ 政権交代後の対応を見据
え､ 補給支援活動について ｢単純延長はしない｣ という方針をとるなど
一定の柔軟性が確保されていた｡
対アフガニスタン関与についての新政権の基本的な考え方は､ 補給支
援活動の継続か否かに議論を集
約するのではなく､ 民生支援を
より重視し､ 他の手段を含めた
形で包括的な見直しを行ってい
くとするものであった｡ このよ
うな考え方を受け､ 2009年11月
に､ アフガニスタン・パキスタ
ソマリア沖・アデン湾で海賊対処活動にあたる海上自
衛隊艦船 (写真提供：統合幕僚監部)
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威に対処するための新戦略｣ (以下､ 新戦略) が発表された｡
この新戦略では､ まず現状認識として､ アフガニスタンでは､ 国際治
安支援部隊 (ISAF) による治安対策が一定の成果を上げ､ 国際社会の
支援によって新たな国づくりが行われてきているが､ 平和の配当は全土
には行き届いておらず､ 経済的理由などのために武装勢力を支持する
人々も存在していること､ また､ 近年ではタリバン勢力の活発化もあっ
て､ 治安が悪化し､ 生活水準も大きくは改善していないとの状況評価が
示されている｡ その上で､ 現在の課題として次の３項目を示した｡ 第１
に､ 治安の改善､ 国家組織の整備が最優先課題であり､ 警察等の治安組
織の強化が不可欠である｡ 第２に､ 治安の改善には政治的対応も必要で
あり､ 武装勢力のうちの穏健派を念頭に､ 国際社会の支援を受けつつア
フガニスタン政府の主導で､ これら穏健派の再統合を進めていくことは
アフガニスタンの安定化に向けた重要な要素である｡ そして第３に､ 農
業・農村開発やインフラ整備などの分野において､ アフガニスタンの
人々が状況の改善を実感できる効果を生み出すために､ 生活の安定化や
経済基盤を構築していくことが不可欠である｡ その上で､ アフガニスタ
ンが自ら課題に取り組んでいくための能力強化が不可欠であり､ 国際社
会はアフガニスタン人の努力を背後から支えていくことが最も効果的と
の基本的方針が示された｡
こうした判断に基づき､ 新戦略では､ アフガニスタンに対し､ 以下の
３つの柱に沿って､ 2009年からおおむね５年間で､ 最大約50億ドル程度
までの規模の支援を行うことを打ち出した｡ 第１は､ アフガニスタン人
自身で治安の責務を十分果たせるような道筋を作ることである｡ 日本と
して､ アフガニスタン警察に対する支援等を実施することによって､ ア
フガニスタンにおける治安を確保し､ アフガニスタン自身の手による国
家再建を成し遂げることに貢献することが狙いである｡ 第２は､ 反政府
勢力の社会への再統合と長期的な和解を進めていくことである｡ これも
また､ アフガニスタン政府が主導することが重要であり､ 日本として
は､ その制度設計の段階から参画し､ 元兵士に対する職業訓練､ 雇用機
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会創出のための小規模開発プログラム等に対する財政的貢献を行うこと
とした｡ 第３は､ アフガニスタンの持続的､ 自立的発展のため､ 農業・
農村開発､ エネルギー分野を含むインフラ整備､ 教育､ 医療・保健など
の支援をニーズに合わせて実施することである｡ また､ アフガニスタン
のみに焦点を合わせるのではなく､ アフガニスタンと国境を接する中央
アジア地域を一つの面ととらえて発展を促進する発想も示されている｡
一方､ 海上自衛隊の補給支援活動については､ 補給支援特措法が失効
する2010年１月をもって活動を停止することとした｡ ただし､ 新戦略は
日本のアフガニスタンに対する関与の最終的な形態を示したものではな
く､ 人的貢献のあり方については､ 今後のアフガニスタン情勢の進展も
踏まえつつ政府全体で引き続き検討を進めている｡
アメリカが2009年12月に発表したアフガニスタンに対する戦略に代表
されるように､ 各国とも､ アフガニスタンの自立的な統治能力の強化に
重点を置きつつある｡ ただし､ 1979年のソ連軍のアフガニスタン侵攻以
来､ アフガニスタンは30年近くにわたって紛争状態にあった国であり､
国家としての統治能力を再建していくのは容易な作業ではない｡ そして
そのための重要な条件となるのは治安の回復である｡ 米国は､ 新たな戦
略でも示されたように､ 兵力の増派を行い､ 治安の安定化を進めようと
している｡
特に重視されているのは､ アフガニスタン国軍とその指導に当たる
ISAF 参加国の軍人が共同行動する作戦訓練チーム (OMLT) や､ その
警察版の警察行動訓練チーム (POMLT) を通じての､ アフガニスタン
軍およびアフガニスタン警察の能力構築である｡ また､ 治安改善のため
の努力は､ 復興事業を通じての社会インフラなどの人々の生活基盤の改
善と並行的に進めなければ､ 社会の持続的な安定にはつながらない｡
そこで､ 地方復興チーム (PRT) の重要性が増大しつつある｡ PRT
は､ 2009年12月現在､ アフガニスタン全土に26個展開し､ 地方レベルで
社会インフラの改善や医療システムの構築・強化を進めている｡ 日本が
引き続き､ アフガニスタン復興のための人的貢献を検討する際には､ こ
228

第８章

日本

政権交代と安全保障政策

うした PRT との連携をどのように進めるかが重要な鍵となろう｡ 具体
的には､ 医療要員や社会インフラ整備のための陸上自衛隊施設科要員な
どに絞った形で､ 小規模の隊員を派遣することによって他国主導の PRT
と協力することや､ すでにリトアニア主導のチャグチャラン PRT で日
本が行っているように､ 他国主導の PRT へ文民を派遣しての復興支援
を他の PRT へと拡大していくこと､ あるいは日本自身が PRT を主導
し､ 自ら民生支援を重視した復興支援を実践していくことなどが考えら
れる｡ アフガニスタンの安定に積極的に関与していく視点から､ こうし
た様々な選択肢について幅広く検討していくことが必要であろう｡
() ｢防衛計画の大綱｣ の見直し
｢防衛計画の大綱｣ (以下､ 防衛大綱) は､ 自衛隊の役割・任務や､ 基
本的な兵力構成を定める､ 日本の防衛政策の基本となる文書である｡ 日
本の防衛力整備は､ この防衛大綱に基づき､ ５年間の整備計画を定める
｢中期防衛力整備計画｣ に沿って進められている｡ 現在の防衛大綱は2004
年12月に策定された ｢平成17年度以降に係る防衛計画の大綱｣ (以下､
現防衛大綱) であり､ 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を提示した｡ また､ この防衛大綱
の一つの特徴は､ 特に見直し等の期限が定められていなかったそれまで
の防衛大綱と異なり､ 見直し時期がより具体的に言及されていることで
ある｡ おおむね10年後という計画の達成基準を明記し､ さらに ｢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､
策定後に一定の条件がそろった場合には改めて防衛大綱を見直すとして
いるのである｡
2009年は､ 2004年に現防衛大綱が策定されて５年後に当たっていた｡
また､ 現防衛大綱策定後､ 日米共通戦略目標の策定 (2005年２月)､ 米
軍再編実施のためのロードマップの合意 (2006年５月)､ 北朝鮮のミサ
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イル発射 (2006年７月) と核実験 (2006年10月)､ 中国の対衛星兵器
(ASAT) 実験 (2007年１月)､ 防衛庁の省移行と国際平和協力活動の本
来任務化 (2007年１月)､ 日豪安全保障共同宣言の発表 (2007年３月)
など､ 様々な情勢の変化が起こってきている｡ こうした中､ 現防衛大綱
の見直しに向け､ 安全保障と防衛力の在り方に関して幅広い意見を得る
ため､ 2009年１月以降麻生内閣は､ 東京電力の勝俣恒久会長を座長とし
て､ 学識経験者からなる ｢安全保障と防衛力に関する懇談会｣ (以下､
安防懇) を開催した｡ 安防懇は国際安全保障環境､ 日米同盟に関する諸
問題､ 国際平和協力法 (PKO 法) に基づく活動､ 防衛産業・技術基盤
などの防衛力を支える基盤､ 自衛隊の将来体制などについて議論を重
ね､ ８月に報告書を発表した｡
報告書においては､ ①日本の安全の確保､ ②脅威の発現の防止､ ③国
際システムの維持・構築という３つの目標と､ ①日本自身でとる行動､
②同盟国との協力､ ③地域における協力､ ④国際社会との協力という４
つのアプローチが示された上で､ 協力の ｢芽｣ を育てる仕組みを構築し
対立や危険の ｢種｣ を取り除く､ 包括的・重層的で実効性のある戦略と
して､ ｢多層協力的安全保障戦略｣ が提示された｡ また､ 日本が直面す
る安全保障上の脅威・問題は､ 種類も質もそれぞれ異なっている上に､
平時か有事かに明確に区分できず､ 中間的な領域に位置するものも多い
との認識も示された｡ そして､ 現防衛大綱が目指す多機能弾力的な防衛
力の方向性を維持しつつ､ 日本の安全に対する脅威や問題について優先
順位を明確にし､ 効率的・効果的に防衛力を整備していくことが提言さ
れた｡
現在の安全保障環境においては､ 国際的なテロ対策や､ 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軍事的な活動が不断に行わ
れている｡ 冷戦後の国際安全保障上の問題を見ると､ こうした､ 平時と
も有事とも言い切れない中間領域における活動と言える人道復興支援や
治安維持などの重要性が高まっていることは明らかであり､ 安防懇報告
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書にあるように､ こうした分野を重視していくことは日本の防衛力とし
ても目指すべき方向性であろう｡
しかしながら､ この安防懇報告書については､ いくつか重要な論点に
ついてより深い議論が必要なように思われる｡ まず､ ３つの目標と４つ
のアプローチの組み合わせについてである｡ これは､ 2004年に現防衛大
綱が策定された際に同様に発表された ｢安全保障と防衛力に関する懇談
会｣ (荒木浩座長) の報告書における､ ①日本の防衛と②国際安全保障
環境の改善という２つの目標と､ それを達成するための①日本自身の努
力､ ②同盟国との協力､ ③国際社会との協力という３つのアプローチを
組み合わせていくとした統合的安全保障戦略と同様の発想であり､ 安防
懇報告書では目標とアプローチを１つずつ増やした３×４の図式として
定式化したものであると言える｡
だが､ 安防懇が示した３×４の組み合わせとなると､ 安全保障政策を
展開していくべき分野として12もの分野が示されることになり､ ２×３
であった荒木レポートにおける６分野の倍に達することになる｡ また安
防懇報告書自身 ｢３つの目標は重複している部分も多く､ 完全に区分で
きるものではない (中略)｡ ４つのアプローチにしても同様である｣ と
認めているように､ このように細分化してしまうと､ 政策を整理する枠
組みに本来求められる明晰さを欠いてしまうこととなる｡ さらに､ 荒木
レポートにおいて２×３によって示された６つの分野についても言える
ことであるが､ これは単に目標とアプローチの組み合わせを網羅的に示
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か､ 言い換えれば､ これらの12の組み合わせのう
ち､ 政策的な重点をどの分野に置くべきかが示されていない｡ 防衛大綱
とは､ 防衛力の基本的な在り方を定める文書であり､ そのためには資源
配分の優先順位を定めることが不可欠である｡ 優先順位を明瞭に示すた
めにはどのような形の定式化が適切なのかについて､ より議論を深めて
いくべきであろう｡
また､ 安防懇報告書においては､ 日本のとるべき安全保障戦略とし
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て､ ｢多層協力的安全保障戦略｣ が示されているが､ その意味するとこ
ろは明確ではない｡ 本文では､ ｢包括的・重層的で実効性のある戦略｣
として説明されているが､ 果たして何を ｢包括｣ しているのか､ どのよ
うな目標や方策が層を成すことによって ｢重層的｣ になっているのか､
明確に記述されていないのである｡ また､ 多様な安全保障上の課題が存
在するアジア太平洋地域においては､ 地域ベースの協力によって問題解
決に当たることもあるであろうが､ 武力紛争につながり得る不安定要因
に対しては､ 協力の相手国を限定し､ 日米同盟を中心とする抑止力に
よって対応することもある｡ すなわち､ 日本の安全保障においては､
｢協力｣ と同時に ｢抑止｣ も重要な役割を果たしているのである｡ しか
しながら､ 報告書においては､ ｢協力｣ のための方策と ｢抑止｣ のため
の方策とがどのような関係にあり､ どのように連携するのかについて､
やはり明確に記述されていないのである｡
こうしたことから､ 仮に安防懇報告書をベースに､ 新たな防衛大綱の
ための検討を行っていたとすれば､ 上記のような論点についてさらに議
論を積み重ねていく必要があったように思われる｡ ただいずれにして
も､ 鳩山内閣は､ 防衛大綱の見直しについて､ 国家の安全保障にかかわ
る重要課題であり､ 政権交代という歴史的転換を経て十分な検討を行う
必要があるとして､ 見直しの結論を2010年内に得ることを決めた｡ そし
て､ 現防衛大綱と同時に策定された中期防衛力整備計画が2009年度に終
了する一方､ 次期の中期防衛力整備計画は現防衛大綱の見直しの結論を
得て策定することとしたため､ 2010年度の防衛予算のための指針が必要
となった｡ そのため12月17日に､ ｢平成22年度の防衛力整備等について｣
を閣議決定し､ 2010年度の防衛予算の編成の準拠となる考え方として､
現防衛大綱の考え方に基づいて防衛力を整備するとし､ 各種事態の抑止
および即応・実効的対応能力の確保､ 地域の安全保障環境の一層の安定
化､ グローバルな安全保障環境の改善に向けた取り組みの推進などを重
視することを示した｡
2010年には､ 改めて防衛大綱の見直しがなされることになるが､ 重要
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な論点として挙げられるのは､ 安全保障上の政策課題の優先順位をつけ
ていくことや､ グローバルな安全保障に関与していくことの意義を再確
認していくこと､ 台頭する中国に対する向き合い方についての議論を深
めていくこと､ 平時でも有事でもない中間領域における活動に対応した
防衛力を整備していくために必要な方策を検討していくこと､ 日本の防
衛費の適切な規模についての議論を幅広く行っていくことといった点で
あろう｡
() 普天間基地移設問題を中心とする日米関係の展開
2009年１月､ 米国では､ ８年ぶりの民主党政権としてオバマ政権が登
場した｡ 2001年から2009年までのブッシュ政権は､ 国家安全保障会議
(NSC)､ 国防省､ 国務省に多くの知日派を配した政権であった｡ 選挙
期間中､ 日本においては､ ブッシュ政権と比して民主党政権のアジア政
策や対日政策に対して不安を持つ向きがあった｡
しかしながら､ オバマ政権発足後の人事は､ その不安を大きく払拭す
るものであった｡ 国防省ではアジア太平洋安全保障担当の次官補に､ 沖
縄の四軍調整官を務めたことのあるウォレス・グレグソンが任命され､
国務省においてもクリントン政権時の国防次官補代理であったカート・
キャンベルが東アジア・太平洋担当の次官補となった｡ ほかにも､ 筆頭
国防次官補代理にデレック・ミッチェル､ 東アジア担当国防次官補代理
にマイケル・シファーといった､ 過去に日米同盟に携わったり､ 日本に
長期滞在したことのある知日派を配した上､ 中国に精通するジェイム
ズ・スタインバーグを国務副長官､ ジェフリー・ベーダーを NSC 上級
アジア部長に据え､ アジア重視､ 同盟重視の方針を明確に示した｡
そして実際､ ５月に行われた浜田靖一防衛相とロバート・ゲイツ国防
長官の会談においては､ 米国の ｢４年毎の国防計画の見直し｣ (QDR)
と､ 日本の新たな防衛大綱について､ 互いに協議しながら策定を進める
ことで合意した｡ ５月に北朝鮮が核実験を行った直後にも､ スタイン
バーグやグレグソンが来日して対北朝鮮政策に関して意見を交換するな
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ど､ 日米で緊密に政策協議を進めていく姿勢が示されていた｡
こうした中､ 日本では８月30日の選挙で政権が自民党から民主党を中
心とする連立政権へと交代した｡ 民主党の選挙マニフェストにおいて
は､ 日米同盟について ｢日本外交の基盤として緊密で対等な日米同盟関
係をつくるため､ 主体的な外交戦略を構築した上で､ 米国と役割を分担
しながら日本の責任を積極的に果たす｣ ことと並んで､ ｢日米地位協定
の改定を提起し､ 米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの
方向で臨む｣ と記述されていた｡ このうち､ 鳩山政権はまず後者､ すな
わち､ 2006年に合意した米軍再編実施のためのロードマップに関心を集
中させた｡ 特に､ 1996年の沖縄に関する特別行動委員会 (SACO) およ
び2006年のロードマップの双方におけるもっとも重要な項目である､ 普
天間飛行場の移設問題について､ その検討プロセスの検証を進めた｡ そ
してこの間も､ 日米の協議を重視する米国の姿勢は変わらなかった｡
2009年10月にはゲイツ国防長官が､ また11月にはオバマ大統領が訪日し
て米国の姿勢を示しつつ､ できるだけ早く問題が解決するように､ 閣僚
級のワーキング・グループを設置した｡ このように協議を重ねた結果､
鳩山内閣は､ 12月15日の基本政策閣僚委員会において､ 基地問題につい
ては与党３党が協力して対応するとの方針を確認し､ 移設先の最終決定
は見送られることとなった｡
なお､ ロードマップは､ 全体を通した目的として沖縄の地元負担の軽
減を目指しているものであることには留意が必要であろう｡ ロードマッ
プによれば､ 沖縄に駐留する第３海兵機動展開部隊 (Ⅲ MEF) 司令部
の移設によって8,000人の海兵隊員がグアムに移駐するが､ それは普天
間基地の代替施設の建設に関する具体的な進展にかかっている｡ また､
ロードマップには､ 普天間飛行場だけでなく､ キャンプ桑江､ キャンプ
瑞慶覧､ 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・
ファームといった､ 嘉手納飛行場以南の土地の返還も盛り込まれてい
る｡ これら返還される土地は､ 経済活動が活発で､ 跡地利用によって大
きな経済的利益をもたらすことが期待されている南部にあり､ 単に負担
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を軽減するどころか沖縄の発展のための経済的機会ともなり得るもので
ある｡
そもそも SACO において普天間飛行場の移設で日米が合意したのは､
市街地にある普天間飛行場で人命に関わる事故が起こった場合､ 日米同
盟に対する日本国内での支持が大きく動揺することが懸念されたからで
あった｡ であるからこそ､ クリントン政権時のウィリアム・ペリー国防
長官､ ブッシュ政権時のドナルド・ラムズフェルド国防長官の強い支持
も受けながら､ 日米両国は抑止力の維持と地元負担の軽減を両立させる
ための移設を協議してきたのである｡ そうした観点から見れば､ 普天間
基地の移設が実現するまでの間も､ その危険性軽減のための措置は必要
である｡

２

日本の安全保障と拡大抑止

( ) 核問題に関する関心の高まり
冷戦を特徴付けたのは､ 米ソの相互核抑止であった｡ 冷戦が終結し､
人類を絶滅させ得ると懸念された米ソの全面核戦争の恐怖は去った｡ し
かし､ 近年､ 当時とは異なる文脈であるが､ 世界的に核兵器をめぐる関
心が高まっている｡
その理由はいくつか考えられるが､ まず第１は､ 北朝鮮の核実験､ イ
ランの核開発疑惑など､ 核兵器の拡散が国際安全保障上の重大な脅威と
して認識されていることであろう｡ 特に最近では､ これまで核兵器不拡
散条約 (NPT) などの不拡散レジームによって対応してきた国家への
拡散だけではなく､ 非国家主体であるテロ組織への核兵器・核物質の拡
散に対する懸念が高まりつつあり､ 核関連施設の保全措置が重要視され
るようになってきている｡
第２の理由は､ 特にブッシュ政権後期以来､ 米国の戦略核戦力に関す
るいくつかの問題点が顕在化してきたことである｡ 特に大きな問題とし
て認識されたのが､ 既存核弾頭の老朽化であった｡ 米国の核弾頭の設計
235

寿命は20年程度であったが､ 最新の核弾頭であるトライデント D−５
用の W88型でもすでに15年以上前､ 爆撃機搭載型の B61型のうち最も
古いものはもはや30年近く前に生産されたものであった｡ そのため米国
は､ 寿命延長プログラム (LEP) を策定・実施し､ 老朽部品の交換を
行ってきたが､ ブッシュ政権では､ 根本的に既存弾頭のデザインを改め
た上で改修を行う ｢信頼性のある代替核弾頭｣ (RRW) 計画が推進され
た｡ しかしながら､ RRW 計画に対する議会の反対は根強く､ 2008会計
年度以降予算支出は停止された｡ そして議会は､ 根本的に米国の戦略抑
止態勢を見直すために､ 2008会計年度国防授権法に､ 議会が任命した超
党派の12人の専門家による戦略態勢委員会の設置と､ 国防省における
2002年以来８年ぶりの ｢核態勢の見直し｣ (NPR) 策定とを義務付ける
条項を追加したのである｡ このように､ 2008〜2009年には､ 米国では核
戦略に関する根本的な見直しが進められたのである｡
第３の理由は､ 1991年に締結された､ 米露の核軍備管理・軍縮条約で
ある第１次戦略兵器削減条約 (STARTⅠ) が､ 2009年12月に期限切れ
を迎えるため､ 後継条約の交渉が行われたことである (詳細は第１章参
照)｡ STARTⅠ以後も､ 両国の実戦配備戦略核弾頭を1,700〜2,200発に
制限するとした､ 戦略攻撃能力削減に関する条約 (SORT､ 通称モスク
ワ条約) が2002年に締結されたが､ この条約には核軍備管理・軍縮条約
に不可欠とされる監視・検証規定が存在しない｡ 監視・検証について
は､ STARTⅠを援用することとされているため､ STARTⅠ失効に
よって実効的な監視・検証規定を持つ条約が消滅してしまった｡ 冷戦は
終結したとはいえ､ 依然として米露は他国を圧倒するだけの戦略核戦力
を保有しており､ 両国間の軍備管理・軍縮条約は国際安全保障に大きな
影響力を持っているのであり､ STARTⅠ後継条約をめぐる動きに関心
が高まった｡
そして第４の理由は､ 核軍縮に向けた動きが高まってきたことであ
る｡ 2007年と2008年に､ ヘンリー・キッシンジャー､ サム・ナン､
ジョージ・シュルツ､ ウィリアム・ペリーが連名で
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に発表した論文において､ 核廃絶を目指すべきことが

論じられたのを大きなきっかけとして､ ｢グローバル・ゼロ｣ といった
民間のプロジェクト､ あるいは日豪政府が協力して開始された核不拡
散・核軍縮に関する国際委員会といった､ 核廃絶への道筋を具体的に議
論する動きが広がってきた｡ さらに､ 2009年４月に､ 米国のオバマ大統
領がプラハで行った演説で､ 核兵器のない世界を目指すと述べたことに
よって､ 一層核軍縮への関心が高まったのである｡ ただし､ このプラハ
演説においてオバマ大統領は､ 核兵器のない世界を目指すと述べると同
時に､ 核兵器の脅威が残存する限り米国は核兵器を放棄しないこと､ ま
た拡大抑止を維持することについても述べており､ 安全保障上の諸条件
を無視して一方的に核軍縮､ 核廃絶を進めることを表明したものではな
いことに留意しなければならない｡ これは､ ｢平和で安全な核兵器のな
い世界｣ を目指しつつも､ ｢核兵器の脅威に対しては､ 米国の核抑止力
に依存する｣ としてきた日本のこれまでの立場と､ おおむね同様の立場
であると言えるのである｡
さらに､ このような形で､ 核兵器をめぐる問題について､ 世界的に
様々な形で議論がなされている中､ 日本においては､ いわゆる ｢密約問
題｣ が浮上してきた｡ ｢密約問題｣ とは､ 日米安全保障条約締結以来の
日米関係において､ これまで公表していなかった取り決めが存在するの
ではないかとして､ 長年提起されてきた問題である｡ 政権交代以来､ 鳩
山内閣はこの問題に取り組む姿勢を見せ､ 岡田克也外相の指示のもと政
府内で調査を行った上で､ 2009年11月に有識者委員会が設置された｡ 有
識者委員会は､ 1960年１月の安保条約改定時の ｢核持ち込みに関する密
約｣ および ｢朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約｣､ 1972年
の沖縄返還時の ｢有事の際の核持ち込みに関する密約｣ および ｢原状回
復補償費の肩代わりに関する密約｣ について検討を行い､ 結果を公表す
ることとなった｡
こうした様々な理由が複合して､ 近年核兵器をめぐる議論が高まって
きていると考えられる｡ 安全保障政策の観点から言えば､ 核兵器の拡散
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が懸念される中で核軍縮を進めることをどう評価するかが大きな論点と
なる｡ 周辺地域において､ 北朝鮮が核開発を進め､ また､ 中国が戦略核
戦力を含む軍事力の不透明な近代化を進めているといった安全保障環境
に置かれている日本の立場から見たとき､ 特に重要なのは拡大抑止との
関係であろう｡
() 日米同盟における拡大抑止の今後の課題
拡大抑止とは､ 供与国が受益国への攻撃に対する報復攻撃を保証する
ことによって､ 挑戦者による受益国への攻撃を思いとどまらせることを
意図した政策を指す｡ この際重要な論点となるのは､ 報復のコミットメ
ント (公約) の信憑性である｡ 自国に対する攻撃を抑止する基本抑止の
場合､ 抑止の信憑性は抑止側の意図と能力､ そしてそれがどれだけ挑戦
者側に正確に理解されるかにかかっている｡ 自国ではない同盟国・友好
国に対する攻撃を抑止する拡大抑止の場合には､ 抑止側が単に自国を防
衛する意図と能力だけではなく､ 同盟国をも防衛する意図とそのために
必要な能力を持っているか､ そしてそれが正確に挑戦者側に理解される
かによって抑止の信憑性が決定される｡
米国のように大規模な戦略核戦力を保有している国家の場合には､ 自
国に対する攻撃の抑止であれ同盟国・友好国に対する攻撃の抑止であ
れ､ ｢能力｣ の点ではほぼ疑問を持つ余地はない｡ そのため､ 米国の拡
大抑止の信憑性を左右するのは､ 米国が同盟国・友好国を防衛する強い
｢意図｣ を持っているかどうか､ そしてそれが挑戦者側に明確に伝わる
かどうかであると言える｡ そしてそれを決定する大きな要因は､ 拡大抑
止の受益国と米国がどれほど緊密な政治的関係を構築しているかであ
り､ それが著しく小さいものでない限り､ 戦略核戦力の規模には依存し
ないと言えよう｡ STARTⅠ後継条約に関する米露の枠組み合意によれ
ば､ 弾頭数については1,500〜1,675発とされているが､ この規模であれ
ば､ ｢能力｣ の面から見た拡大抑止の信頼性にもほとんど影響を及ぼす
ことはない｡
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政治的関係の緊密性を指し示すのは､ 宣言政策としての米国の日本に
対する拡大抑止のコミットメントであるが､ これについてはこれまで幾
たびも確認され続けてきている｡ 2006年の北朝鮮の核実験のあとのコン
ドリーザ・ライス国務長官による ｢あらゆる形 (full range) での履行｣
の確認､ 2007年の日米安全保障協議委員会 (SCC) での共同声明､ 2009
年の北朝鮮のミサイル発射や核実験のあとのヒラリー・クリントン国務
長官およびオバマ大統領の声明によって､ 繰り返し確認され続けている
のである｡ そのため､ 今後も日米関係が安定的に推移する限り､ 米国の
拡大抑止についての政治的コミットメントの信頼性について大きな不安
を持つ必要はないと言える｡ よって､ 現時点で拡大抑止の信頼性を維持
するために日本が行うべきことは､ 日米防衛協力など関係緊密化のため
の努力を引き続き進めることと､ 宣言政策レベルでのコミットメントを
不断に確認し続けることであろう｡ 11月の鳩山首相とオバマ大統領の会
談後に発表された共同声明で､ 拡大抑止についての協議を行うことに言
及されているように､ 日米で拡大抑止に関する話し合いを行うことも､
その信頼性の維持・強化のために極めて有効であろう｡
このように､ 日米の緊密な協力関係を維持するための努力を続けてい
くとの前提に立つならば､ 当面想定される核軍縮が実行された場合で
も､ 日本に対する米国の拡大抑止の信頼性が動揺することは考えにく
い｡ ただし､ 拡大抑止の信頼性に関する問題と､ 核戦力のバランスがグ
ローバルな国際安全保障環境に及ぼす影響とは区別して考えるべきであ
ろう｡ 例えば､ 先に触れた米国の戦略態勢委員会が2008年12月に発表し
た中間報告書は､ 米露の核戦力が大幅に減少すれば､ パリティ (均衡)
達成の機会と見た他国に核軍拡のインセンティブを与える危険性がある
ことを指摘している｡ 前述したように､ 拡大抑止の基礎にあるのは供与
国と受益国の間の緊密な関係であるから､ 仮に米露以外の国がパリティ
を達成したとしても､ そのこと自体が拡大抑止の信頼性を大きく動揺さ
せることはない｡ しかしながら､ 仮に現在のような２カ国だけでなく､
３カ国がほぼ同規模の戦略核戦力を保有するようになった場合には､ 核
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戦力バランスについて複雑な計算が必要になる｡
こうした状況､ すなわち A､ B､ C の３カ国が戦略核戦力においてほ
ぼパリティの状態にあった場合､ B と C が連合すれば､ 核戦力バラン
スにおいて A は著しく不利な立場におかれることになる｡ 同様のこと
は B と C についても言える｡ このように､ ３カ国の戦略核パリティ状
態の中で､ 安定的な核バランスを構築できる可能性は極めて低いのであ
る｡ こうした状況では､ 冷戦終結後米露が進めてきているような､ 戦略
的安定性を維持しながら漸進的な核軍縮を進めていくことは困難であ
る｡ それどころか､ 核軍縮へのインセンティブを抑制し､ 核軍拡を誘発
する危険性が高いとさえ言うことができ､ かえってグローバルな国際安
全保障の不安定要因となり得るのである｡
また､ 米国スタンフォード大学のスコット・セーガン教授は､ 対立的
な関係にある国家同士で相互核抑止が成立すると､ 核戦争にエスカレー
トしかねない高烈度の戦争は抑止されるものの､ 対立要因が除去されな
い限り､ かえって低烈度の紛争が増大すると指摘している｡ 政治的な関
係が十分安定していないか､ あるいは維持すべき秩序に関して共通理解
に達していない国が米国と戦略核戦力におけるパリティを達成した場
合､ 戦略核レベルではある程度の安定性が成立しても､ それによって､
例えば地域レベルでの低烈度のリスクの発生をも抑止できるとは限らな
いのである｡ これもまた､ 拡大抑止の信頼性と直接かかわる問題ではな
いが､ 仮に､ 米露の核軍縮が進み､ それを他の国が戦略核戦力における
パリティ達成の好機とみなして核軍拡を行った場合には､ 前述したグ
ローバルな国際安全保障だけでなく､ 地域レベルの安全保障環境の不安
定化にもつながることがあり得るのである｡
こうしたことから､ ｢平和で安全な核兵器のない世界｣ を目指すため
には､ 米露の核軍縮を進めるだけではなく､ 包括的核実験禁止条約
(CTBT) や兵器用核分裂性物質生産禁止条約 (FMCT) といった､ 核
軍拡そのものを困難にしていく方策を組み合わせて進めていく必要があ
る｡ また､ 大国間の政治的な関係を安定させていくような協力を進めて
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いくことも当然必要である｡ そしてそれは､ 拡大抑止の信頼性の維持と
矛盾することではないのである｡

３

北朝鮮の核・ミサイル開発問題の展開と日
本の安全保障

( ) 北朝鮮のミサイル発射と弾道ミサイル等破壊措置命令の発出
2009年には､ 北朝鮮の核・ミサイル開発問題が大きく動いた｡ 北朝鮮
はまず､ 人工衛星打ち上げの予告を行った上で､ ４月５日にミサイルを
発射した｡ 次いで５月25日に２回目の核実験実施を発表し､ ７月４日に
は７発の弾道ミサイルを連続的に発射した｡
このうち､ ４月のミサイル発射の際､ 自衛隊は2007年の自衛隊法改正
によって定められた弾道ミサイル破壊措置の実施に備えた態勢をとっ
た｡ まず､ ３月12日に､ 北朝鮮が国際民間航空機関 (ICAO) 等の国際
機関に対して､ ｢人工衛星｣ を打ち上げる準備の一環として日本海およ
び太平洋の一部に危険区域を設定したとの通告を行ったと朝鮮中央通信
が報道したのを受け､ 情報収集・警戒監視の態勢を強化した｡ そして､
３月27日に､ 不測の事態に備え､ 自衛隊法第82条の２第３項に規定され
ている弾道ミサイル等に対する破壊措置命令が発出された｡
この自衛隊法の規定は､ 弾道ミサイルが発射された疑いまたは発射さ
れる恐れや､ あるいは人工衛星打ち上げ用ロケット等が事故等により落
下する恐れがあり､ 特に事態が急変し日本に向けて弾道ミサイル等が飛
来する緊急の場合において､ 日本領域における人命または財産に対する
被害を防止するため､ 首相の承認を受けた対処要領に従い､ あらかじめ
弾道ミサイルを破壊する措置を取るべき旨の命令を防衛相が発すること
ができると定めたものである｡ 具体的には､ 弾道ミサイル､ 人工衛星打
ち上げ用ロケット､ 人工衛星などが日本に向けて飛来した際に､ 防衛相
の命令に基づいて､ イージス艦のスタンダード・ミサイル SM−３また
は地上配備のペトリオット PAC−３を発射して破壊することとなる｡
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この３月の弾道ミサイル等破壊措置命令発出の際も､ 防衛相は､ ４月10
日までの期限で弾道ミサイル等破壊措置の実施に関する行動命令を発出
し､ 自衛隊は､ イージス艦とペトリオット PAC−３を展開させ､ 必要
な態勢をとった｡
北朝鮮のミサイルは４月５日の午前11時30分頃発射され､ １段目の推
進装置と見られる物体を分離したあと､ 同11時37分頃､ 日本の上空370〜
400㎞を東北地方から太平洋に通過した｡ 結果的には､ その際に落下物
が確認されなかったため､ 自衛隊法に基づく上記の破壊措置は実施され
なかった｡
() 国際的な協力の進展――国連安保理決議第1874号とその実行
2009年に立て続けに行われた北朝鮮の挑発的行動に対し､ 国際社会は
結束して対応した｡ 核実験直後の５月26日には､ これまで慎重であった
韓国が拡散に対する安全保障構想 (PSI) への全面参加を正式表明し､
６月12日には国連安保理において決議第1874号が採択された｡ ここで
は､ 北朝鮮の核実験を受けて､ 国際の平和および安全に対する明白な脅
威の存在を認定し､ すべての加盟国が､ 国連憲章第７章の下に行動し､
第41条に基づく措置をとる旨述べられている｡ そして､ 北朝鮮の核実験
を強く非難した上で､ 核実験および弾道ミサイル技術を利用した発射を
これ以上行わないことを要求
し､ すべての弾道ミサイル計画
関連活動の停止､ 核兵器および
既存の核計画の放棄､ および関
連活動の即時停止を要求した｡
そして､ 北朝鮮への制裁措置と
して､ 武器禁輸の強化や､ 輸出
入禁止品目 (核・ミサイル・武
PSI 訓練に参加した日本チーム

器等) が含まれている疑いがあ
る貨物の検査の強化､ 資産凍
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結・モニタリング等の強化による金融資産の移転の防止や､ 新規援助お
よび貿易関連の公的支援禁止の要請といった金融面の措置､ 制裁委員会
の強化などが盛り込まれている｡
この国連安保理決議第1874号を受けて､ 日本でも､ 決議を履行するた
めの法的枠組みを強化するために､ いわゆる貨物検査法案が国会に提出
された｡ 安保理決議第1874号で規定された貨物検査の部分で､ 日本の現
行国内法で実施可能な措置は､ 外為法に基づく北朝鮮との間のすべての
品目の輸出入禁止措置､ 防衛省設置法による平素からの警戒監視活動､
疑いのある船舶に対する警戒監視の継続､ 海上保安庁法等による立ち入
り検査やその他の国内法令違反があった場合の検挙､ 対象船舶および積
載貨物に関する情報交換等各国との緊密な連携などに限られている｡ 日
本に寄港したり日本領海を通航したりする船舶に積載されている､ 安保
理決議第1874号に規定された禁止品目を含む貨物の検査や､ それらの品
目の押収および処分に関しては､ 一部の例外を除いて日本の輸出入に当
たらない限り現行国内法で対応することはできないのである｡ なお､ そ
の例外とは､ 日本領海において､ 北朝鮮に出入りする船舶が､ 生物・毒
素兵器､ 化学兵器､ 化学兵器に転用可能な物質､ 対人地雷､ 銃砲刀剣類
所持による法令違反または法令違反の恐れがある場合であり､ そのとき
には海上保安庁法に基づく立ち入り検査が可能である｡ ただし公海にお
いては日本政府の行動はさらに限定され､ 旗国の同意を得た場合に限っ
て､ 日本国民が船内で化学兵器､ 対人地雷を所持している疑いがある際
に､ 立ち入り検査を行うことが可能となるに過ぎない｡
そのため貨物検査法案においては､ 安保理決議第1874号に定められた
禁止品目に対する検査､ 提出､ 保管といった､ 決議履行のために必要な
措置を行えるように定めることとした｡ なお､ 貨物検査法案は､ 麻生内
閣のときに提出され､ 衆議院においては成立したが､ 参議院で採決され
る前に衆議院が解散されたために廃案となった｡ そして総選挙後に成立
した鳩山内閣もほぼ同様の法案を臨時国会に提出した｡ なお､ この新た
な法案においては､ 旧法案の第９条第２項に記されていた自衛隊に関す
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る規定が削除されているが､ 旧法案第９条も､ 確認的な規定であって自
衛隊の行動についての新たな権限を付与する規定ではなかったため､ 実
質的にはこの２つの法案は同一の内容と言える｡ しかしながら､ 本法案
は臨時国会で採決に至らず､ 継続審議となった｡ 安保理決議第1874号の
実効性を高めていくためには､ 同法案の成立が不可欠である｡ 国際社会
が一致して北朝鮮の核問題への対応を実践していく意味でも､ 貨物検査
法案の速やかな成立が期待される｡
() 北朝鮮核問題への今後の取り組み――日米韓協力の重要性
1990年代前半に北朝鮮の核開発疑惑が表面化し､ 第１次朝鮮半島核危
機が発生して以来､ 1994年の枠組み合意､ ブッシュ政権前期の ｢すべて
の核計画の完全､ 検証可能かつ不可逆的な廃棄｣ (CVID) を前提とす
るアプローチ､ ブッシュ政権後期の ｢行動対行動｣ を重視したアプロー
チといったように､ 様々なアプローチが試みられてきているが､ いずれ
も北朝鮮の非核化を達成するには至っていない｡ そこには様々な理由が
考えられるが､ こうした経過を踏まえれば､ この問題を一気に解決に導
くような妙案は存在しないことを前提とすべきであろう｡ その上で､
様々な方策を積み重ね､ それを持続的なものとしていく努力が必要とさ
れる｡
そのためまず必要なことは､ 言うまでもなく､ 六者会合を中心とする
北朝鮮非核化のための外交努力を粘り強く続けていくことである｡ 特
に､ 北朝鮮がミサイル発射や核実験などの挑発行為を行ったとしても､
それは北朝鮮の非核化に向けた国際社会の結束を強化するだけであり､
決して北朝鮮を取り巻く環境が改善されることはないことを示し続ける
ことである｡ また､ 北朝鮮に対し､ 2005年９月の六者会合における非核
化のための合意が出発点であり､ 既存の合意を改めて実行することや単
に対話のテーブルに着いたとしても､ それだけでは国際社会は制裁の解
除や経済支援の提供などの対価を提供することはないことを理解させて
いくことが重要である｡ 特に､ ルールを守っている国が安全保障上の不
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利益をこうむる一方で､ 守らない国が利益を得るような状況がもたらさ
れることは決して容認されるべきではない｡ さらに､ 事態が急変する可
能性に備え､ 関係各国との協力を進めていくことも必要であろう｡
また､ 短期的に問題が解決しないと考えるならば､ 北朝鮮に由来する
リスクをマネジメントするための方策を進めていくことも不可欠にな
る｡ こうした視点に立つとすれば､ 第１の柱となるのは､ 北朝鮮が核・
ミサイル開発を進展させて戦力化していくことを抑制することである｡
具体的には､ 安保理決議第1874号に基づく貨物検査や金融面での措置を
国際社会が一致して履行していくことや､ 輸出管理や PSI を通じた不
拡散のための国際協力を強化していくことである｡ 第２の柱として考え
られるのは､ 北朝鮮の挑発行為のエスカレートに対応する抑止力を整備
しておくことである｡ そのためには､ 日本独自の防衛力整備だけでな
く､ 米国や韓国との協力も進めていく必要がある｡ そして第３の柱とし
て､ 北朝鮮の国内が大混乱に陥るなど､ 事態が急変したときに備えて､
関係各国の協力を強化していくことが考えられよう｡
これらすべての方策において重要な鍵となるのが､ 日米および日米韓
の協力である｡ その意味で､ 韓国で李明博政権が成立し､ 米国との同盟
を重視する政策を明確に示しているのは､ 地域安全保障全体に対して肯
定的な影響をもたらしていると評価できる｡ そうした流れの中で､ ５月
にはシンガポールでのアジア安全保障会議 (シャングリラ会合) の場を
利用して､ 史上初めて日本の防衛相､ 米国の国防長官､ 韓国の国防部長
官による三者会談が行われ､ 北朝鮮核開発問題に対する３カ国の協力な
どについて議論された｡ また､ ７月には局長級の３カ国防衛実務者協議
が開催され､ 今後の３カ国の防衛協力の道筋についての議論が進められ
ている｡ こうした協力を着実に進め､ 日米韓が結束していることを明確
に示していくことができれば､ 北朝鮮に関連する様々な事態に対する地
域としての対応能力を高めていくことができるであろう｡ その上で､ 六
者会合などにおいて､ 中国の一層の関与を促しつつ､ 北朝鮮の非核化に
向けて粘り強く努力していかなければならないのである｡
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解説
現在の安全保障環境において､ 米軍が日本に大規模兵力を常駐させず､ 危
機が出現する際にのみ米軍が展開するという考え方については､ どのように評価すべ
きであろうか｡ まず考慮すべきことは､ 軍事力の役割自体が冷戦期と比べて大きく変
化しており､ その活動が､ 日本有事や周辺有事といった､ 高烈度の武力紛争に限定さ
れなくなっていることである｡ 特に､ 多様な安全保障上の課題を抱えるアジア太平洋
地域においては､ そういった高烈度の紛争だけでなく､ テロ対策や大量破壊兵器拡散
防止のための活動､ 人道支援・災害救援､ 海賊対策などを考慮した海洋の安全保障､
あるいは共同訓練などを通じた域内国家との関係強化や日常的な警戒監視活動など､
平時とも有事とも言い切れない中間領域における軍事力の活動の重要性が増大してき
ている｡ こうした安全保障環境を踏まえれば､ ｢平時には施設の維持にとどめ､ 有事
の際のみ米軍が展開する｣ という図式そのものが成立しにくくなっていると言える｡
次に､ 日本有事や周辺有事のような高烈度の武力紛争を想定しても､ 在日米軍 ｢の
み｣ で戦うことは想定されていないことも考慮すべきであろう｡ 冷戦後の米軍の軍事
行動を見れば明確に理解できるように､ 有事に際しては世界中から部隊が集結してく
る｡ 高烈度の武力紛争に備えた兵力がすべて常駐しているわけではないという意味で
は､ すでに ｢有事駐留｣ (より正確に言うならば ｢有事展開｣) 態勢であると言えるの
である｡
さらに､ 重要な問題は､ ｢いつ､ 再展開を決断するのか？｣ ということである｡ 東
アジア地域で何らかの危機が顕在化したとき､ 適切なタイミングで米軍の再展開を決
定することは困難である｡ それが時期尚早であれば､ 事態を決定的にエスカレートさ
せてしまうことになるし､ あるいは逆に､ ｢誤算によるエスカレーション｣ を恐れて､
再展開の決定が手遅れになることもあり得る｡ その意味で､ 抑止論で言うところの
｢危機における安定性｣ をどう確保するかという問題がある｡ さらに､ アクセス拒否
能力を持つ国が増加していく傾向にあることを考慮すれば､ 米軍の再展開そのものが
物理的に阻止されるリスクも､ 今後増大していく可能性がある｡ こうしたことを考え
ると､ やはりある程度の抑止力を域内に維持しておく必要があるのである｡
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