ホルムズ海峡封鎖、

現行法令下の派遣で大丈夫か

２月 日の新 聞報道によ ると︑ 国営イ ラ
ン石油公社は 日︑ロスタ ミ・カ セミ石 油
相のＥＵへの禁輸指 示に基 づき︑ 英国と フ
ランス石油会社への 原油販 売を停 止した ︒
イランの核開発疑惑 に対す る欧米 諸国を 中
心とした制裁措置に 対する イラク の対応 が
次 第に エ ス カ レ ー ショ ン し つ つ あ る︒
本年初頭にイラン のモハ ンマド ・レザ ー
ラ・ラヒーミー第 副大統領は︑﹁イラン・
イスラム共和国に対 して石 油の禁 輸が科 せ
られた場合には︑一 滴の石 油もホ ルムズ 海
峡を渡ることができ なくな るだろ う﹂と 発
言︒これに対し︑米 軍事当 局はホ ルムズ 海
峡をコントロールす るイラ ンの能 力に対 し
疑問を呈したが︑イ ラン・ イスラ ム共和 国
海軍ハビーボッラー ・サイ ヤーリ ー司令 官
が直ちに﹁ホルムズ 海峡の 封鎖は イラン に
とって一杯の水を飲 むのと 同じく らい容 易
だ ﹂と 反 論 し た ︒
わが国においては ︑２月 日の 衆議院 予
算委員会において野 田総理 は︑﹁ 日本の エ
ネルギー源をそこに 頼って いるこ とを考 え
れば︑ホルムズ海峡 で何か 起きた 時を想 定
し︑その前とその後 にでき ること を含め ︑
議論は当然やってお かなけ ればな らない ﹂
と答弁し︑﹁特別措 置法や 海外派 遣の一 般
法という段階ではな い﹂と も述べ た︒こ の
答弁を受けた形で︑ 自衛隊 がホル ムズ海 峡
封鎖の対処計画の策 定に入 り︑原 油輸送 の

タンカ ーを護衛するため 海上警 備行動 に基
づく護 衛艦派遣と︑軍事 衝突後 の戦後 処理
で機雷 を除去する掃海艇 派遣の ２案が 柱で
あ る と 翌 日の 産 経 新 聞 が 報道 し た ︒
わが 国は法治国家であ る︒し たがっ て︑
自衛隊 が行動あるいは活 動を行 う場合 は︑
それを 担保する法的根拠 が必要 である ︒野
田総理 が答弁したように ︑現行 の法令 の下
で海上 自衛隊はどのよう にホル ムズ海 峡封
鎖に対 応できるのであろ うか︒ 海上自 衛隊
が﹁で きること﹂と﹁で きない こと﹂ を明
確 に し ︑ 戦 闘行 動 以 外 の 活 動︵ Ｍ Ｏ Ｏ Ｔ Ｗ
： Military Operation Other Than War
︶
に防衛 力を活用すること が多く なった 情勢
を考慮 し︑将来のとるべ き方向 を考察 して
みたい︒

ホ ル ム ズ海 峡 と は
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ホル ムズ海峡は次頁の 図︵ウ ィキペ ディ
アから 転用︶に示すよう に︑ペ ルシャ 湾と
インド洋側のオマーン湾を結ぶ海峡であり︑
北にイ ラン・イスラム共 和国︑ 南にオ マー
ンの飛 び地にはさまれて いる海 峡であ る︒
海峡の 北側には︑イラン のケシ ム島を はじ
め複数 の島々があり︑海峡幅 は︑
︑最
大水深 １９０ｍである︒ イラン はこの 海峡
に国連 海洋法条約に基づく 領海 海里 を設
定して いる︒海上におけ る衝突 を防止 する
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俊 彦（研究普及委員会幹事）
岡
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ためオマー ン湾からペル シャ湾 に進入 する
航路帯及び ペルシャ湾か らオマ ーン湾 に抜
ける航路帯 ︑いずれも幅３ が 設けら れて
いる︒ペル シャ湾進入の 航路帯 は︑イ ラン
の領海内を 通過すること となり ︑イラ ンは
﹁善意によ り﹂領海内通 過を認 めてい ると
主張してい る︒イランの 主張は ︑イラ ンは
国連海洋法 条約に署名は してい るが批 准は
km

していないため︑国 連海洋 法条約 が規定 す
る国際海峡の通過通 行制度 を受け 入れる 義
務 を負 っ て い な い こと を 根 拠 と し てい る ︒
世界の原油の約２ 割︵イ ラク： ３・２ ％︑
イラン：９・６％︑ カタール： ・８％ ︑
サウジアラビア： ・８％︑Ｕ ＡＥ： ・
４％︶がタンカーに よりホ ルムズ 海峡を 通
峡している︒また︑ 日本向 けの原 油の約 ８
割がここを通峡して おり︑ ホルム ズ海峡 封
鎖の事態になれば︑ 日本に とって 第３次 石
油ショックが到来す ること となる ︒いや そ
れ以上の事態が生起 する恐 れがあ る︒福 島
第 号原発事故の影 響でこ の５月 初旬に 北
海道の泊原発３号機 が停止 ︑わが 国にお け
る稼動原発が皆無と なる︒ 原発に よる約 ３
割の電力供給を代替 できる 石化エ ネルギ ー
が入手できなければ︑﹁ＡＬＬＷＡＹＳ
三丁目の夕日﹂の時 代︱１ ９６０ 年代に 逆
戻りとなる︒発展す るアジ アの中 で一人 取
り残されてしまい︑ 弱小国 家日本 を相手 に
する国はなく︑わが 国周辺 が傍若 無人に あ
らされる状況を黙っ て見て いるだ けの国 に
な るの か ︒ 背 筋 の 凍る 思 い が す る ︒
28
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イランには︑イラ ン・イ スラム 共和国 海
軍及びイスラム革命 防衛隊 海軍が あり︑ い

イラ ン に ホ ルム ズ 海 峡 を
封鎖 す る 能 力は あ る の か

1

ずれも 最高指揮官は海軍 少将で ある︒ 海軍
は︑２ ︐０００名の海軍 航空及 び海兵 隊を
含む１ ８︐０００名の要 員を有 し︑革 命防
衛隊海 軍は︑２０︐００ ０名の 要員で 構成
されている︒
ペル シャ湾のバンダル ・アッ バース に海
軍司令 部及び海軍第１地 方隊が 配備さ れ︑
ブーシ ェルには海軍第２ 地方隊 及び海 軍工
廠が配 備され︑カーグ島 ︑ケシ ム島及 びバ
ンダレ ・ラングに海軍基 地があ る︒イ ンド
洋では 前進基地としての チャー ・バハ ール
に 海 軍 第 ３ 地方 隊 が 配 備 さ れて い る ︒
これ ら３個の海軍部隊 と１個 の革命 防衛
隊海軍 旅団に約１００基 の中国 製車載 式対
艦ミサ イルＣ８０２︵Ｎ ＡＴＯ 名ＣＳ Ｓ︲
Ｎ︲８
Saccade 射程１２０ ︶並び に約
基のＣＳＳ︲Ｃ︲３︵ Seersucker 射程
１００ ︶を少なくとも ４サイ トに装 備し
た沿岸 防備体制をとって いる︒ また︑ イラ
ンの報 道によれば昨年末 から今 年初頭 にか
けて行 われた軍事演習﹁ヴ ェラー ヤト ﹂
において︑地対艦巡航ミサイル﹁ガーデル﹂
及び﹁ ナスル﹂の発射実 験を行 い標的 に命
中させ たと発表した︒﹁ ガーデ ル﹂は 射程
２００ ︑国防省により 大量生 産が行 われ
海軍及び革命防衛隊に配備されている︒
﹁ナル ス﹂も巡航ミサイ ルの一 種で３ ︐０
００ト ン級の艦船を破壊 する能 力があ ると
いわれ ているが︑詳細は ︑不明 である ︒い
80
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ずれにせよ ︑イランはホ ルムズ 海峡を 通峡
する艦船を 標的にした地 上から のミサ イル
攻 撃 能 力を 有 し て い る ︒
ジ ェ ー ン 年 鑑 ︵ Underwater Warfare)
2011-12によ れば︑イラン海軍 は中国 製上
昇機雷ＥＭ を含む３︐ ０００ 発以上 の機
雷を備蓄し ていると報告 されて いる︒ ＥＭ
上昇 式機雷は︑１９８ １年頃 に開発 され︑
２００ｍま での水深に敷 設され 艦艇の 磁気︑
水圧︑プロ ペラ音等を探 知しロ ケット 推進
により目標 に向かって行 く機雷 である ︒こ
のようにイ ランは︑ホル ムズ海 峡を封 鎖す
るに十分な 機雷を保有し ている ︒また ︑イ
ランは︑機 雷敷設プラッ トフォ ームと して
艦艇︑潜水 艦︑陸上ベー ス海軍 航空機 等を
用いること が可能である ︒前述 した﹁ ヴェ
ラーヤト ﹂演習におい て機雷 敷設訓 練を
行っている ︒このように イラク は機雷 敷設
能力を十分 有しているが ︑ホル ムズ海 峡に
敷設された 機雷は︑早い 潮流の ためイ ンド
洋に浮遊す る可能性もあ る︒機 雷に関 して
フォックス 米海軍第５艦 隊司令 官は︑ ﹁そ
れはイラク とアフガニス タンで 米兵を 殺傷
するために 道路脇に仕掛 けられ た爆弾 に匹
敵する無差別で非常に厄介な問題だ﹂と語っ
て い る ︒︵ ２ 月 日 共 同 電子 版 ︶ ︒
イラク軍 及びイスラム 革命防 衛隊の 主要
対 海 軍 戦 力 は ︑ ジ ェ ー ン 年 鑑 (Fighting
Ships )2011-12等 の 資 料 を 総 括 す れ ば ︑
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例えば米海軍に対し て︑正 面切っ て艦隊 決
戦のような形で封鎖 線を維 持でき る能力 は
ないと判断できる︒ しかし ︑米海 軍戦力 と
は非対称の戦力︑例 えば︑ 機雷や 小型潜 水
艦︑小型高速艇或い はミサ イル︑ ＵＡＶ な
どをもって︑①機雷 による 封鎖︑ ②地上 基
地からのミサイル攻 撃︑③ ミサイ ル艇等 に
よるヒットエンドラ ン攻撃 ︑④小 型潜水 艦︑
半戦没艇などによる 特殊任 務によ る騒乱 ︑
⑤小型艇による自爆 攻撃な どによ り︑ホ ル
ムズ海峡を時間的︑ 空間的 に部分 的に封 鎖
する能力はあると判 断され る︒完 全な封 鎖
にいたらなくとも︑ これら の非対 称能力 に
よる封鎖が商船に与 える心 理的圧 迫は大 き
く︑円滑な海上交通 に甚大 な影響 を及ぼ す
と 考え ら れ る ︒

93

警察官 職務執行法第７条 の規定 の範囲 内で
許され ていることである ︒すな わち︑ 海上
警備行 動を命ぜられた自 衛官は ︑﹁自 己若
しくは 他人に対する防護 のため 武器を 使用
するこ とができるが︑刑 法に規 定する 正当
防衛及 び緊急避難を除い ては︑ 人に危 害を
加えて はならない﹂とさ れてい る︒ま た︑
自衛隊 法 条第２項では ︑﹁こ の場合 の武
器の使 用は︑正当防衛︑ 緊急避 難を除 き︑
指揮官 の命令によらなけ ればな らない ﹂と
されている︒
一方 ︑平時自衛官には ﹁武器 等防護 のた
めの武 器の使用﹂権限が 与えら れてい る︒
︵自衛 隊法第 条︶︒つ まり︑ 自衛官 は︑
自衛隊 の武器︑弾薬︑船 舶︑航 空機︑ 車両
等々を 防護するため武器 を使用 するこ とが
できる が︑これも﹁正当 防衛︑ 緊急避 難を
除いて 人に危害を加えて はなら ない﹂ とさ
れている︒
少し 頭の体操をしてみ よう︒ 海上警 備行
動を命 ぜられた海上自衛 隊の護 衛艦が ︑商
船を護 衛しホルムズ海峡 にさし かかっ たと
き︑陸 上からミサイルが 飛んで きた︒ その
ミサイ ルが護衛艦めがけ て飛ん できた 場合
は︑海 上警備行動におけ る武器 使用及 び武
器等防 護のための武器使 用のい ずれの 権限
でも︑ 飛来するミサイル を打ち 落とす こと
は可能 である︒ただし︑ ミサイ ル基地 を攻
撃する ことは︑過剰防衛 と判断 され実 施不
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海上 警 備 行 動発 令 で
海 上 自 衛 隊は 何 が で きる の か
海上警備行動︵正 しくは ︑海上 におけ る
警備行動︶とは︑﹁ 海上に おける 人命若 し
くは財産の保護又は 治安の 維持の ため特 別
の必要のある場合に ︑自衛 隊の部 隊が海 上
において必要な行動 をとる こと﹂ である ︒
︵自衛隊法第 条︶︒自衛隊法 第 条で は︑
海上警備行動におけ る権限 が種々 規定さ れ
ているが︑その根幹 を成す のは海 上警備 行
動を命ぜられた自衛 官の﹁ 武器の 使用﹂ が
82
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可である︒ では︑イラク のＦ︲ ４ファ ント
ムが護衛艦 めがけて飛ん できた 場合は どう
であろうか ︒海上におけ る警備 行動に おけ
る武器使用 権限の範囲内 では︑ どうす るこ
ともできない︒ただし︑飛来するＦ︲４ファ
ントムが護 衛艦めがけて 機銃掃 射やミ サイ
ルを発射す れば︑その段 階で︑ 正当防 衛︑
緊急避難を 発動し迎撃が 可能で あるが ︑お
そらく乗組 員及び護衛艦 は被害 をこう むる
で あ ろ う︒
また︑攻 撃の対象が商 船の場 合︑例 えば︑
自爆攻撃の ため小型高速 艇がタ ンカー めが
けて突進し てきた場合︑ 法令上 護衛艦 はど
うすること もできない︒この例は︑ 平成
年３月海上 警備行動によ り最初 にソマ リア
沖・アデン 湾の海賊対処 に当た った第 １次
派遣隊も経 験した難しさ である ︒帰国 後派
遣指揮官の 語ったところ による と︑﹁ 不審
船に遭遇し た場合︑正当 防衛︑ 緊急避 難の
事態を自ら 作為するよう に艦の 行動を 取る
方法︑つま り︑不審船と タンカ ーの間 に護
衛艦を占位 させ︑何かあ ったと きに正 当防
衛︑緊急避 難の状況を作 為する 方法し かな
かった﹂と 苦労のほどを 吐露し た︒お そら
く︑ホルム ズ海峡封鎖対 応のた め派遣 され
る護衛艦部 隊も︑同様な 方策を 採り最 善を
尽 く し 任務 を 遂 行 す る も のと 思 う ︒
ところで ︑海賊対処活 動は︑ その後 ﹁海
賊対処法﹂ が特別法とし て制定 され︑ その
21

法律に基づき派遣さ れた第 ２次派 遣部隊 以
降は﹁警告射撃﹂が 可能と なった ︒一方 ︑
ホルムズ海峡封鎖に 対応し て派遣 される 部
隊には︑﹁警告射撃 ﹂は許 されな い︒脅 威
の烈度からいえば︑ソマリアの海賊がロケッ
ト砲を装備していよ うと︑ イラン 軍の烈 度
に遥かに及ばない︒ 烈度の 低い事 態に﹁ 警
告射撃﹂が許され︑ 準軍事 的行動 に対応 す
る高い烈度に﹁警告 射撃﹂ が許さ れない の
は︑腑に落ちない話 である ︒善意 に解釈 す
れば︑﹁警告射撃﹂ に対す る相手 の応酬 か
ら戦闘に発展し︑最終的に戦争にエスカレー
トさせないために現 場に我 慢を強 いてい る
とも解釈できるが︑ 政治の 責任を 現場に 押
し 付け て い る 気 が しな い で も な い ︒
また︑海上警備行 動に基 づく海 賊対処 活
動では︑護衛できる 船舶は 日本国 籍の船 舶︑
日本の船会社が運航 する外 国籍船 ︑日本 に
関係する積荷を積載 した外 国籍船 しか護 衛
できず︑日本に関係 しない 外国籍 船は護 衛
できなかった︒今回 も︑同 様な対 応とな り︑
封鎖への対応が長引 けば特 異なわ が国の 対
応に対して︑国際世 論が反 発する 恐れが あ
る︒

日の産 経新聞が機 雷除去 に関し て︑

海上 自 衛 隊 はホ ル ム ズ 海峡
敷 設 機雷 を 排 除 でき る か
２月

11

﹁軍事 衝突後の戦後処理 で機雷 を除去 する
掃海艇 の派遣⁝﹂と報道 してい る︒こ の記
事の中 の﹁戦後処理で機 雷を除 去﹂が 海上
自衛隊 の機雷排除の限界 を象徴 的に示 して
いる︒ 現行法制の解釈で は︑機 雷の性 質を
次の二 つに区分している ︒一つ は︑﹁ 武力
攻撃の 一環として敷設さ れてい る機雷 ﹂と
他の一つは﹁遺棄されたと認められる機雷﹂
の二つ の区分である︒前 者の﹁ 敷設機 雷﹂
を除去する行為は︑領海の内外を問わず
﹁武力 行使﹂にあたると みなさ れるた め︑
﹁防衛 出動﹂の下令が必 要と解 釈され てい
る︒後 者の﹁遺棄機雷︵ 停戦が 発効し ︑そ
の後敷 設国が処分せずそ のまま 海中に 遺棄
された 機雷︶﹂に対して は︑平 成２年 ８月
のイラ クのクウェート侵 攻後の 戦後処 理と
して遺 棄機雷処分のため︑平 成３年４月
日掃海艇をペルシャ湾に派遣した例がある︒
この時 も掃海艇を派遣す るに当 たり同 様の
論議が あり︑平成３年２月 日 の戦闘 停止
を受け ︑掃海艇派遣計画 が加速 され︑ 自衛
隊法第 条︵現行︑第 条の２ ︶﹁機 雷等
の除去 ﹂に基づき実現し た経緯 がある ︒ま
た︑戦 闘停止直後から米 ︑英︑ ベルギ ー︑
サウジ アラビアの４か国 海軍の 派遣部 隊に
より掃海作業が開始され︑その後︑仏︑独︑
伊︑蘭 も掃海部隊を派遣 し︑日 本の掃 海部
隊が参 入した６月上旬の 時点で は︑約 １︐
２００ 個の機雷のうち既 に約１ ︐００ ０個

99

84

28

26
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の機雷が処 分されており︑残 りの２ ００個
を対象とした１９０ ７年の﹁自動 触発水 雷

する包括的な制度は ないが︑自動 触発機 雷

すべきである︒日本政府は︑﹁

速やか に諸外国が連携して排 除作業 を開始

しい機雷源 を担当し︑１件の 事故も なく見

日本の掃海 部隊は︑この残さ れた極 めて難

を禁止している︒この条約に感応式水雷

の遮断を目的とする 自動触発水雷 の敷設 ﹂

ノ敷設ニ関スル条約 ﹂において﹁ 商業航 海

使 用 を コ ン トロ ー ル す る Ｒ Ｏ Ｅ ︵

に護衛 の艦艇部隊をつけると ともに 武器の

﹂ の 原則 を 忘 れず に ︑ ﹁敷 設
First Out.
機雷﹂ に関する法解釈を変更 し︑掃 海部隊

First Come

は掃海作業 の難しい海面に残 されて いた︒

事に任務を 遂行している︒こ の掃海 作業に

︵機雷︶の記述はないが︑新型水雷︵機雷︶

﹂の非難が再現し︑ 日本の船主は︑肩
late
身の狭い思 いを繰り返すだけ でなく ︑東北

年前と同様に

国の犠牲に ゆだねる状況に世 界はど のよう

過している にもかかわらず︑ その安 全を他

封鎖することは︑商 業航海の遮断 を目的 と

れる義務がないと主 張しイラン領 海を機 雷

イランが国際海峡の 通過通行制度 を受け 入

政府が了解すれば機 雷を排除可能 である ︒

ン領海を機雷封鎖し たとしても︑ オマー ン

く支持されないであ ろうし︑もし ︑オマ ー

つかの状況が生起しつつある︒その根本は︑

て︑国際の支持を得ることができず︑また︑ な情勢にわが国の法体系がなじまないいく

した機雷封鎖が許さ れないことと あいま っ

憲法に おける自衛隊の位置づ けをあ いまい

ことが 当たり前になりつつあ る︒こ のよう

戦闘以 外の活動＝ＭＯＯＴＷ に活用 される

た世界 と地域の安定化のため に︑防 衛力が

してい る︒わが国の国益の確 保を目 的とし

２隻︑ Ｐ︲３Ｃ型航空機２機 の派遣 を継続

アデン 湾における海賊対処の ために 護衛艦

よる海 外派遣を行い︑現在は ソマリ ア沖・

﹁一国平和主義﹂︑﹁

Too little, Too

.

Rule Of

参加したあ る指揮官は︑国際 貢献を 行う際

されている︒また︑ 他国の領海を 機雷封 鎖

Engagement︶を制定︑部隊に示して掃海
部隊を送り出すべきである︒

First Come.

することは︑違法な 武力行使に該 当する と
されている︒︵国際 法辞典︑有斐 閣１９ ９

はオマーンの領海を通過せざるを得ないが︑ することによって︑海上自衛隊は実任務と

平成 ３年４月ペルシャ湾に 掃海艇 を派遣

して初 めての海外派遣を実施 した︒ それか

ホルムズ海峡にお いて北はイラ ンの︑ 南

８年︶︒

おわりに

が出現しても原則部 分は有効であ るとみ な

の諸外国のモットーは︑﹁
﹂ で ある こ と を 身 を 以 て 体 験 し
First Out.
たと︑述懐していた︒
現行の法解釈︵内閣法制局の見解︶では︑
海上自衛隊 に十分その能力が あるに もかか
戦後の遺棄 機雷の排除しかで きない のが現

イランがオマーンの 領海を機雷封 鎖する こ

ら

わらず︑産 経新聞が喝破して いるよ うに停
状である︒ 停戦後の掃海艇派 遣とな れば︑

とは国際法違反であ り︑世界中の 国から 全

年 余が経過し︑この間数々 の実任務に

日本向けの ８割の原油がホル ムズ海 峡を通

大震災にお ける我慢強い︑秩 序正し い日本

ホルムズ海峡の封鎖 には中国も反 対して お

に反応するであろうか︒

人の振る舞 いに対する賛辞は 雲散霧 消し︑

り︑国連の機雷排除 決議が可決さ れる公 算

る︒

なまま にして︑普通の国の軍 が行う ＭＯＯ

峡の機雷封鎖に対応した国連決議を可決し︑ ＴＷに自衛隊を従事させていることである︒

国際法上 ︑地雷の規制条約 として は１９
８０年の﹁ 特定通常兵器使用 禁止条 約﹂が

憲法に おける自衛隊の位置づ けを明 確にす

その決議を根拠に︑ 機雷封鎖され た時点 で

がある︒外交努力に より今からホ ルムズ 海

世界から相 手にされない国に なる恐 れがあ

20

ある︒しか し︑機雷について はこれ に相当
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20

べきである が︑今回はそれが 目的で はない
平成

年３ 月能登半島沖工作船事 案が発

ため指摘するだけに留めて起きたい︒

年９月 中国原

生し︑防衛 庁発足以降初めて 海上警 備行動
が発令され た︒その後平成

れるところである︒
最後は︑ＭＯＯＴ Ｗの事態ごと に対応 し
たＲＯＥの制定である︒１９６２年のキュー
バ危 機を 扱っ た﹁ Thirteen Days
﹂と い う
米国映画がある︒そ の中で︑キュ ーバに 対

いる︒警察 官職務執行法は︑ 文字通 り警察

使用権限は ︑警察官職務執行 法を準 用して

前述したよ うに海上警備行動 におけ る武器

たように海 上警備行動が発令 されて いる︒

対処活動︵ 第１次隊︶と発令 の重し が取れ

ついている︒つまり ︑大統領とい う最高 指

れこそシビリアン・ コントロール の真髄 を

のだ﹂という場面が 印象に残って いる︒ こ

鎖を通じてフルシチ ョフと対話を してい る

﹁黙れ！

イ空軍参謀長に対してケネディ大統領が

する空爆を強硬に主 張するカーチ ス・ル メ

機能を果た すために必要な職 務の執 行を規

揮官︵政治︶が海軍 という軍事を 使いき っ

年３ 月海賊

定したものである︒警察機能とは異質の

ているところに真髄 を見︑感動を 覚えた こ

今私は︑ 海軍艦艇によ る海上 封

ＭＯＯＴＷ に︑海上警備行動 を発令 し警察

トな段階ではなく︑ 平時から有事 に至ら な
いグレーの段階が対象となる︒したがって︑

別法を制定 し対応してきたこ と並び に特別

は︑ＭＯＯ ＴＷの必要が生起 するた びに特

れていない 状況が生起してい る︒こ の原因

派遣される 護衛艦の武器使用 とが整 合が取

における武 器使用と海上警備 行動に 基づき

アン・コントロール そのものであ る︒政 治

︵政治︶が使い切る 手立てであり ︑シビ リ

ＲＯＥは︑自衛隊と いう手段を最 高指揮 官

ような感覚がＭＯＯ ＴＷには求め られる ︒

閣総理大臣が一兵卒 までコントロ ールす る

る恐れがある︒自衛 隊の最高指揮 官たる 内

対応を誤れば︑事態 がエスカレー ション す

現場が最善を尽くそうと無理をし過ぎたり︑

法を制定す る暇がない場合︑ 応急的 に海上

幹候

期︶

︱ 完 ︱

警備行動に より対処してきた ことに 原因が

︵おかとしひこ

の主導を期待したい ︒

対象とした 事態対処の基本法 を制定 すべき

ある︒これ を解決するには︑ ＭＯＯ ＴＷを

また︑本 文中記述したよう に︑海 賊対処

いる状況である︒

その無理を つくろうために現 場が苦 労して

とを思い出す︒ＭＯＯＴＷは防衛出動のホッ

潜領水内潜 没航行対処︑平成

16

機能の権限を準用するところに無理が生じ︑

21

である︒野 田総理のリーダー シップ が望ま

21
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