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防衛省事業としての
「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした
非伝統的安全保障分野に係る能力構築支援」iに関する提案
河村雅美
１ 命題の考察
この命題は、
「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした」という限定条件が鍵であ
り、この点を除き防衛省の Web-Site にある「能力構築支援について」iiの中に、その目的、
分野、内容及び具体例が示されている。

「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした」という限定条件は、明らかに東南ア
ジアにおける海上安全保障の現状に防衛省が懸念を持っているという証しだ。
その懸念の一つは、南シナ海における航行の自由に関するものであり、南シナ海のほぼ
全域（但し明確な位置表明はない）の主権を主張している中国とその他の沿岸国との確執
が、それぞれ中国との二国間関係による解決に委ねられてしまう恐れがあることであろう。
．．．．．．．．．．．．．
もう一つの懸念は、マラッカ・シンガポール海峡方面での海賊行為と船舶に対する武装
．．
強盗（piracy and armed robbery against ships）iii事案が後を絶たないことであり、また、物流
の要である同海域が海上テロの標的になる恐れがあることだろう。南シナ海及びマラッ
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カ・シンガポール海峡は、中東と我が国を結ぶ海上交通路の一部であり、これらの懸念は、
我が国の国益に直接関わる重大な問題である。
以上の命題に対する考察を踏まえ、前述の二つの懸念に焦点を絞って検討することとす
るが、その前に、9.11 以降改めて再認識されるに至った海上暴力・不法行為（Maritime Violence
and Unlawful Acts）及び海上テロ（Maritime Terrorism）の脅威について明らかにしておく。

２ 脅威に対する認識
(1)

海上暴力・不法行為

平成 13 年（2001 年）末に九州南西海域で発生した不審船事件は、結局、北朝鮮が関与し
た工作船事件であった。工作船による諜報員・工作員の潜入、麻薬の密輸、偽札の搬入、
日本国民の拉致・誘拐などは、犯罪のレベルを超えた国の安全を脅かす破壊工作であり、
自衛隊法第 3 条の間接侵略に当たる。
この事件は、法治国家が不正規戦による挑戦に如何にして対処すべきか、という重大な
問題を含んでいた。中国の南シナ海における実効支配に至る経緯にも、不正規戦による侵
略の構図が伺える。先ず当該海域における中国漁船の活動を既成事実化し、これを支援す
る名目で武装した漁業監視船等を派遣、継いで島嶼或いは洗岩にまで人工建造物を設置し
て要塞化し、最後は海軍艦艇を展開して周囲を恫喝し、侵略を完結するというパターンで
ある。そして、今正に我が国は、東シナ海においてその挑戦を受けつつある。
中国の漁船は、海洋権益拡大の先兵であり、人民解放軍海軍の民兵組織として機能的に
組み込まれ定期的な軍事訓練まで受けている。今日、国家が関わる海上暴力・不正行為に
対して、法令執行機関による犯罪の取り締まりだけでは対応できないことが予想される一
方、軍事力を介入させれば、その結果として軍事的衝突にエスカレートするという恐怖心
を煽る心理戦、その結果責任を問う輿論戦、そもそも軍事介入は違法だとする法律戦に直
面することになる。この問題はわが国だけではなく世界が直面している問題でもある。そ
して、法治国家が一体となり取り組むべき問題である。
(2) 海上テロ
米国は、
「テロとの闘い」
（Combating Terrorism）を｢戦争以外の軍事作戦｣（MOOTW）に
分類しているがiv、9.11 を契機として一時、対テロ戦争（（Global）War on Terror（-ism）
）と
いう言葉が使われた。この言葉は、ブッシュ前大統領が初めて使ったものであり、9.11 のテ
ロを「戦争行為」
（Acts of War）と断じたことに因る。オバマ政権では、
「海外不測事態作戦」
（Overseas Contingency Operation）に改めている。ブッシュ前大統領が意図したところは、
このテロの結末が戦場のように凄惨であり、戦争のように断固として対処しなければなら
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ないということだったのだろう。何れにせよ、テロに対しては、軍事作戦を以て処すると
いうのが米国の考え方であり、これも法治国家が一体となり足並みをそろえて対処しなけ
ればならない問題である。
山崎眞元自衛艦隊司令官は、海上テロの想定シナリオについて、①機雷による海峡の封
鎖（宣言/実被害）
、②リンペット・マイン（吸着機雷）による船舶攻撃、③タンカー（可燃
性搭載物を使った自爆）を用いた港湾攻撃、④船舶から航空機へのミサイル攻撃の４つを
挙げている。v
機雷対処については、1991 年のペルシャ湾北部における機雷除去作業の例が示す通り、
多国籍の海軍掃海部隊による対処が一般的である。湾岸海域やチョーク・ポイントへの機
雷敷設は、エネルギー資源の流通や通商に大きな被害を与えること、一旦敷設された機雷
の除去には莫大な労力を要することから、当然の成り行きとして多国籍の海軍が関与する
ことになったと考えられる。イラクの自由作戦では、湾岸戦争後 10 年以上続けられてきた
北部ペルシャ湾での多国籍海軍（有志）による海上阻止作戦（MIO：Maritime Interception
Operation）が功を奏し、イラクの機雷敷設を未然に防止した例が多かった。不審な船舶に
対する臨検を行い、事前に拿捕（VBSS: Visit, Board, Search, and Seizure）したのである。機
雷敷設を未然に防止する機雷対処法がより良いことは確かだが、これには Intelligence を含
んだ情報の共有と常続的な作戦遂行能力が必要となる。この他の機雷対処法としては、チ
ョーク・ポイントにおける水路の機雷監視である。所謂水路調査（Route Survey）を常続的
に行って機雷敷設の兆候がないか確認する方法である。この方法はデータ・ベースとの迅
速かつ体系的な照合を必要とする。
タンカー或いは船舶を用いた攻撃については、そのプラット・フォームのハイジャック
（奪取）を防ぐことが肝要である。IMB 年次報告書「2010 年の海賊行為と船舶に対する武
装強盗事案」によればvi、目標となった船舶のタイプは、一番に Chemical / Product Tanker で
96 隻、次いで Bulk Carrier が 89 隻、以下、Container が 74 隻、General Cargo が 63 隻、Tanker
Crude Oil が 43 隻、Tug が 20 隻、Trawler / Fishing が 19 隻（同 16 隻）の順となっている。
この 5 年間、これらの 7 つのタイプは、襲撃隻数に多少の上下があっても、目標船舶の大
部分を占めている。奪取し易さの要点は、乾舷が低いこと、速力が遅いこと、乗組員が少
ないことであり、満載状態の船舶も目標になり易い。つまり奪取された満載状態のタンカ
ー等が、港湾攻撃に使われる可能性として懸念される所以である。
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２ 南シナ海における航行の自由のために
南シナ海の場合、ASEAN と中国が南シナ海での紛争を平和的に解決することを目指して
2002 年に合意した「行動宣言」
（DOC：Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea）
がある。この行動宣言の実効性を高めるため法的な拘束力を持たせた「行動規範」
（Code of
Conduct）への格上げを求める声が高まっている。今のところ中国がこれに応ずる気配は全
くないが、世界の趨勢は、当事国間だけで問題解決を図るのではなく、全ての関係国が合
意し、国際法の枠組みの下で平和裏に解決するメカニズムとルールを確立しようとしてい
る。
一方中国は、南シナ海の問題解決に沿岸国以外の国々の、特に米国の介入を嫌っている。
多国間による問題解決は中国の優位性を失わせると認識しているからだ。しかし、ASEAN
地域フォーラム（ARF）などから孤立することは得策ではないので、これに積極的に参加す
る姿勢を示しつつ、一方では経済援助などと抱き合わせた二国間調整を推進して、自ら ARF
を誘導しようとしているかのようだ。

Sino-Philippine trade to double
係る情勢の下、我が国としてどうすべきなのかが問題である。大枠としては、ARF のメ
ンバーとして、ARF を少なくとも予防外交メカニズムとして機能させる努力をすべきであ
ろう。更には、我が国として何ができるかという観点から非伝統的安全保障分野に係る能
力構築支援の具体的な内容が見えてくる。
特に、多国間の安全保障体制を形成し難いこの地域においては、我々もまた、利害関係
の調整が容易な二国間の協力関係をベースとして ARF の結束を図り、以て南シナ海の航行
の安全の確保を図るべきである。次ぎにその具体的事例としてベトナム沖における石油・
ガス資源開発に関連した日・印・越の協力を提案する。
中国の所謂「string of pearls」戦略 は、インドにしてみれば包囲網を築かれた様なものだ。
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これに対してインドの Ambassador Rajiv Bhatia は、10 月 27 日、海洋政策研究財団（OPRF）
主催の日印対話で、インドの東方 7 カ国（ミヤンマー、ベトナム、シンガポール、インド
ネシア、豪州、韓国及び日本）との政治、経済、防衛、戦略の関係を強化する方針を「a necklace
of seven diamonds」に擬えた。これは、インドの東方政策「look east policy」の新たな方向性
を示すものだと考えられる。
昨今のミヤンマー情勢は、依然として予断を許さないものの、中国一辺倒からの脱却と、
民主化を目指しているかのようである。南シナ海においては、自己主張を強めてきた中国
に対してベトナム及びフィリピンが反発し、海洋資源の問題が顕在化している。極最近で
は、ベトナムがインドに海底油田の探査鉱区を与えたことに対して中国が激しく抗議した。
このことに対してインドの有力紙タイムズ・オブ・インディアは、中国政府のインドに対
する抗議は、南シナ海で資源開発を推進し始めたからではなく、中国が望むアジアでの覇
権が脅かされたためだと指摘している。
こうした南シナ海とその沿岸国及び周辺国の情勢を背景とし、日・印・越の利害関係が
一致し、対外的にも受け入れられ易いと考えられるのがこの提案である。
日印共にベトナム沖の石油・ガス資源開発に関与している。vii発展途上にあるベトナムで
は、今後、港湾の整備、海底油田・ガスのパイプライン設備等の所要が増え、沿岸の特に
港湾域における残存機雷viiiや UXO：Unexploded ordnance 対策が必要になると考える。
我が国は、その経験とノウハウを有するので、ベトナムに対する能力構築支援（Capacity
building）としてこのアイデアを提示する。

VIETNAM

ベトナム沖の石油・ガス資源開発鉱区
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４ マラッカ・シンガポール海峡の航行の安全のために
マラッカ・シンガポール海峡を擁するこの地域において、特に海賊と海上テロの結びつ
きを懸念する米国は、2004 年に地域海洋安全保障構想（RMSI：Regional Maritime Security
Initiative）を関係諸国に提案したが、同海峡の沿岸国はシンガポールを除きマレーシアとイ
ンドネシアが国家の主権にかかわる問題であるとして受け入れられなかった。因みに、こ
の 2 国は同海峡を国際海峡として認めず、領海内の無害通航制度を適用している。両国は
この地域における海賊行為と船舶に対する武装強盗は、貧困に起因する犯罪であるとして、
域外の過剰な反応を牽制したものと見られる。一方、沿岸国の主体的な取組みもこの頃か
ら始まっている。マレーシア、シンガポール及びインドネシアの海軍を中心とした
MALSINDO（Malaysia-Singapore-Indonesia）のマラッカ海峡海上哨戒（MSSP）であり、2005
年からタイが加わった空からの監視（Eye in the Sky）である。また、わが国の提案に基づき
アジアの海賊対策に関する地域協力促進を目的として策定された ReCAAPixが 2006 年に発
効し、情報共有センター（ISC）xを通じた情報共有体制、法令執行機関の協力体制の構築を
目指している。現在、ReCAAP の協定締結国は 17 カ国（ASEAN8、域外 9（米は含まれな
い）
）だが、マレーシア及びインドネシアは依然としてオブザーバーに留まっており、協定
締結に至っていない。
(1)

海賊行為と船舶に対する武装強盗事案の発生状況と対処の現状

下図は、今年 2011 年（11 月上旬現在まで）の海賊行為と船舶に対する武装強盗事案の発
生状況xiを示している。
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この図から東南アジア方面での事案既遂率が高いことが分かるが、この状況は、過去数
年来変わらず、明らかにこの地域の沿岸国だけでは解決が難しいことを示唆している。沿
岸国は、国家主権の下に領海などで海賊や海上テロを防ぎ、海上における秩序を維持しな
ければならないが、国によって統治能力に格差がある。従って、沿岸国に限らずこの海域
の利用国は、受益国として沿岸国の主権や自主性を尊重しながら支援していかなければな
らない。しかしながら、この地域における海賊や海上テロ対処は、依然として MALSINDO
を主体として、ReCAAP がこれらを支援するという構図を受益国が大幅に変えることはで
きないだろう。加えて、ReCAAP は、その情報共有体制を含め法令執行機関の協力体制に
止まっているという現状にある。
こうした現状を踏まえ、受益国である我が国は、飽くまでも沿岸国の主体的な活動を支
援するという観点から、非伝統的安全保障分野に係る能力構築支援の具体的な内容を模索
する必要がある。その突破口と目されるのがマラッカ・シンガポール海峡の機雷監視を手
始めとした情報共有システムの構築であり、これを提案する次第である。
(2) 海上テロ対策としての機雷対処
機雷は、その使用に際して極めて敷居の低い武器であることが戦史から見て明らかだ。
現在、30 か国以上が機雷製造能力を有し、その中 20 か国以上が機雷の輸出を企図し、機雷
を保有して使用（敷設）できる国は 50 か国以上に及ぶと言われているxii。湾岸戦争でイラ
クが使用した機雷は、旧ソ連デザインの東欧で製造された旧式の機雷や当時最新と言われ
ていたイタリア製の機雷も含まれていた。このイタリア製の機雷でもその価格は 10,000 米
ドル、イラク製の係維触角機雷にあっては僅か 1,500 米ドルであり、極めて安価な武器であ
る。
イラクが北部ペルシャ湾に円弧上に百数十キロメートルに亘って敷設した約 1,200 個の機
雷の価格は、多めに見積もっても 5 億円程度である。この機雷により米国の艦船 2 隻が触
雷被害を受け、その被害総額は 27.5M 米ドル（便宜上 1 ドル 100 円換算で 27.5 億円相当）
に及んだと伝えられている。更にその後の掃海作業に 9 か国の掃海艦艇延べ 40 隻が 6 か月
を要している。正に機雷は非対称武器の極みであり、海上テロに使用される可能性が高い
とされる所以である。
マラッカ・シンガポール海峡における機雷対処については、西太平洋海軍シンポジュー
ム（WPNS）の枠組みで 2001 年から数年毎に行われている沿岸国主催の西太平洋掃海訓練
（WP MCMEX/DIVEX）xiiiが沿岸国及び受益国（日印米豪韓中を含む）の海軍の訓練と情報
交換の場となっており、既に多国籍部隊による共同対処の基盤ができている。
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さらに機雷対処に関して受益国が支援できるのは、マラッカ・シンガポール海峡におけ
る機雷監視(Mine Watching)を目的とした水路情報システムの構築である。このシステムは、
水路内の海底の岩、人工残置物等の機雷類似物(Mine Like Objective)の位置、センサー映像
等の水路情報(Channel Information )を集録したデータ・ベースと、常続的な水路調査の結果
を迅速かつ体系的に照合するものであり、これを、機雷対処のための情報として共有でき
るものとすることが重要である。この水路情報システムの構築と情報の共有に関して、資
金援助や技術供与の面で WP MCMEX/DIVEX に参加してきた日本が先導し、米・豪・印等
の協力を得ることが可能ではないだろうか。
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このことは、正に WP MCMEX/DIVEX を主催してきたシンガポールとインドネシアが提
案していることにも合致する。xiv両国は、機雷対処のための努力から非対称なテロの脅威へ
の対応を含み海洋安全保障の枠組みにまで、多国籍間の協力努力の範囲を拡大させようと
呼びかけている。そして、海洋安全保障に関わる情報共有についてもこの訓練の中に取り
込むことができるとしている。
（前頁 Web 画面参照）
(3) MDA の概念を取り入れた情報の共有
マラッカ・シンガポール海峡は、世界的な海運の要衝であり、この地域における海洋安
全保障に関わる情報共有のあり方としては、世界的な情報を集約し、分析・表示すること
により、正確な状況を把握することが求められる。このためには、米国が提唱している海
洋領域における脅威認識 MDA：Maritime Domain Awareness の概念を取り入れ、共通運用画
面（COP: Common Operating Picture）として動態情報を全般に配布できるものとするのが理
想的である。
MDA は、そもそも米国の安全保障（Security）、安全（Safety）、経済または環境に悪影響
（衝撃）を及ぼす地球規模での海洋領域に関する常続的かつ有効な状況認識であると定義
付けられている。xvしかしながら MDA 構想は、米国だけで成し得るものではなく、船舶及
び港湾の国際保安コード（ISPS）による規制と船舶自動識別装置（AIS）の早期導入、長距
離船舶識別追跡システム（LRIT）の将来へ向けた導入を SOLAS 条約の一部改訂として IMO
に提唱し、また、コンテナ貨物安全保障構想（CSI）や大量破壊兵器拡散阻止構想（PSI）
への参加など、国際的な協力を求めている。したがって、MDA のアウトプットの一部は国
際公共財（Global Commons）として還元されるものと考えられる。
米国の関連文書 xv では MDA の概念を次のように表現している。
国土の安全保障

○ MDA=GMI+GMSA
GMI（Global Maritime Intelligence）とは、地球規模の
脅威情報であり

Maritime
Domain
Awareness

GMSA(Global Maritime Situational Awareness)とは
地球規模の海洋領域での脅威認識を得るために収集
される全ての情報である。
○ 右図xviは、MDA の定義に関する説明を図式化した

通商の確保
環境保護
海上安全
世界の安定

ものである。MDA とは、主として沿岸警備隊が
所掌する国土の安全保障の一部と、主として軍が所掌する世界の安定の一部を合わせ、通
商の確保、環境保護及び海上安全の一部を加えた概念である。
海賊、海上テロ対策、航行安全、救難などを共通の目的として、各国が参加を登録した
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上で、地域毎に情報共有する枠組みを形成しようとする MDA の地域的な取り組みの構想が
ある。同盟国ではなくとも互いに利益を共有する国が参加することができる。ReCAAP の
ように法令執行機関を主体とする地域間の情報共有の枠組みもあれば、地域の安全保障に
重きを置いた海軍を中心とした情報共有の枠組みもある。
情報共有センター（ISC）が扱いうる MDA は、恐らく GMI を除いた GMSA であり、共
通運用画面（COP）或いは使用者指定の運用画面（UDOP: User-Defined Operational Picture）
と共に、少なくとも GMMS（Google Maps Mediation Service）xviiが Web-Site から受けられる
であろう。GMI の部分は、前（2）で述べた水路情報を含み Local Maritime Intelligence の範
囲で ReCAAP の ISC が補完するという考え方もあるかもしれない。ただし、この場合
ReCAAP の対象を海賊行為と船舶に対する武装強盗に限らず、海上テロ対策まで拡大する
ことになるので、ReCAAP を所轄している国土交通省（海上保安庁）との調整が必要とな
ろう。

i

防衛省公示「東南アジアにおける海上安全保障を中心とした非伝統的安全保障分野に係
る能力構築支援に関する調査研究」平成 23 年 8 月 16 日
http://www.mod.go.jp/j/procurement/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2011/08/16b.html
ii
防衛省 Web-site ホーム > 防衛省の取り組み > 各国との安全保障協力・対話、防衛協
力・交流 > 多国間の安全保障協力・対話 > 能力構築支援 >「 能力構築支援について」
http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/dialogue/cap_build/index.html
ReCAAP の定義
「海賊」
（piracy）と「船舶に対する武装強盗」（armed robbery against ships）とは、ア
ジア海賊対策地域協力協定ReCAAP（Regional Cooperation Agreement on Combating
Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia）の定義によれば、
「海賊」については国
連海洋法条約（UNCLOS）第101 条「海賊行為の定義」に従って、「船舶に対する武装強
盗」については、国際海事機関（IMO）が2001 年11 月にIMO 総会で採択した、
「海賊行
為及び船舶に対する武装強盗犯罪の捜査のための実務コード」（Code of practice for the
Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships）の定義に従っ
て、それぞれReCAAP 協定第1条で規定している。
iv “Joint Doctrine for Military Operations Other Than War”, Joint Pub3-07, 16 June 1995
http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp3_07.pdf
v ｢日印海洋安全保障ダイアローグ｣ フェーズⅡ-2 会議の概要
http://www.sof.or.jp/en/report/pdf/200703_061105_02.pdf
vi 「2010 年の海賊行為と船舶に対する武装強盗事案（IMB 年次報告書から）
」
海洋安全保障情報月報 2011 年 1 月号 P22~32
http://www.sof.or.jp/jp/monthly/monthly/pdf/201101.pdf
ⅶ
「ベトナム沖の石油・ガス資源開発鉱区」
http://www.indiandefence.com/forums/f31/india-faces-standoff-china-sea-oil-11435/
iii「海賊」と「船舶に対する武装強盗」についての

http://www.slideshare.net/haison/vietnam-oil-amp-gas-sector-20-september2010
http://211.6.211.247/tdnet/data/20110105/140120110105000776.pdf
viii ”Land Mine & Cluster Munitions” Monitor，Vietnam Last Updated 01 October 2011
10/11

2011.11.01

http://www.the-monitor.org/custom/index.php/region_profiles/print_theme/1464
[14] Landmine Action, “Explosive remnants of war and mines other than anti-personnel
mines,” London, March 2005, p. 181
ix
アジア海賊対策地域協力協定
ReCAAP：Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery
against Ships in Asia
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo/kaizoku_gai.html
x
情報共有センター（ISC：Information Sharing Center）
http://www.recaap.org/
xi “IMB Live Piracy Map 2011”
http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/imb-live-piracy-map
xii

21ST CENTURY U.S. NAVY MINE WARFARE
http://www.navy.mil/n85/miw_primer-june2009.pdf
xiii Western Pacific Mine Countermeasure and Diving Exercises (MCMEX/ DIVEX)
http://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/topics/mcmex/2011/index.html
xiv Info-sharing
Sharing Information in a MARSEC Framework
http://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/topics/mcmex/2011/previous/infoshare.html
“National Concept of Operations for MDA”,P2,P3,P10,P13
http://www.mda.gov/wp-content/blogs.dir/1/files/MDA_CONOPS_Final_Dec07.pdf
xvi
“National Maritime Domain Awareness Efforts”, CAPT Scott Beaton, USN April 25, 2006,P16
http://proceedings.ndia.org/6100/beaton.pdf
xvii “MDA DS COI Spiral 3 NOA, SILO and ABAC -Final Report”, Report No. CG-D-09-09,
xii,P5,P6,P12,E-6
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA506
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