― 領海内潜没潜水艦対処を中心として―

グ レー ゾーン 事態の
深 刻さが 増す東 シナ 海
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と発表した。また、 ステファン・ ロベーン
（ Stefan Loefven
）首相は、「わ が国領海
への侵入を企ててい る者は、違法 行為を犯
すことに伴う多大なリスクを認識すべきだ」
と述べ、領海侵入に 対して厳しい 警告を発
し て いる 。
わが国も過去に、 石垣島近傍の 領海内を
外国潜水艦が潜没し たまま航行し た事案が
発生している。海上 保安庁は潜水 艦に対応
する能力を保有して おらず、潜没 潜水艦に
関するグレーゾーン 事態対処は、 単独で海
上自衛隊が担当せざるを得ない課題であり、
領海内潜没潜水艦対 処を中心に平 時の自衛
権 に つい て 考 察 し て み た い 。
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左図は、海上保安庁が公表している２０
１４年 月末現在の尖閣諸島周辺のわが国
の領海を侵犯した中国公船（公船とは国家
が運航している船舶のことであり軍艦を含
むが、ここでは軍艦以外の政府船舶と便宜
上定義する）の状況である。２０１２年
（平成 ）９月 日のわが国政府による尖
閣諸島国有化宣言以来、中国公船による尖
閣諸島周辺の領海侵犯回数が極端に増加し
ており、２０１２年９月 日から本年の
月 日までに領海侵犯をした中国公船の延
べ隻数は３２９隻であり、この間月平均約
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２０１３年暮れに 策定された「平 成 年
度以降に係る防衛 計画の大綱」 は、『我が
国周辺を含むアジ ア太平洋地域 においては、
領土や主権、海洋 における経済 的権益等を
めぐるグレーゾー ンの事態が長 期化する傾
向が生じており、 これらがより 重大な事態
に転じる可能性が 懸念されてい る』という
情勢認識を示して いる。この認 識は、２０
１４年夏公表され た防衛白書で も共有され、
『純然たる平時で も有事でもな い、いわゆ
るグレーゾーン事 態が増加する 傾向にある。
さらに、周辺国に よる軍事力の 近代化、強
化や軍事活動など の活発化の傾 向がより顕
著にみられるなど 、わが国周辺 を含むアジ
ア太平洋地域にお ける安全保障 上の課題や
不安定要因は、よ り深刻化して いる』と記
述されている。平時でも有事でもないグレー
ゾーン事態への対 応は、平時の 自衛権をど
う確保し、執行していくかに他ならない。
北欧のスウェー デンにおいて ２０１４年
月 日、「外国が海中で不審な活動を行っ
ている」という情 報が寄せられ たのを発端
に、スウェーデン 政府は、軍艦 や掃海艇、
ヘリコプター、２ ００人以上の 兵士を動員
して１週間にわた って大規模な 不審船捜索
活動を行った。スウェーデン政 府は 月
日、この捜索に関 し、国籍不明 の小型潜水
艦が自国の領海に 侵入していた 証拠がある
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隻が侵犯を繰り返している状況で
ある。また、同期間に尖閣諸島周辺
のわが国の接続水域において確認さ
れた中国公船の延べ隻数は、１８８
０隻であり、月平均約 隻が確認さ
れている。
また、中国海軍艦艇が沖縄本島と
宮古島の間の海域を航行して太平洋
方面に進出する機会が増加しており、
２００８年４隻、２００９年５隻、
２０１０年 隻、２０１１年 隻、
２０１２年 隻、２０１３年 隻、
２０１４年 月末までに８隻の艦艇
が確認されている。
さらに、中国海軍の潜水艦による
わが国周辺海域での活動も活発化し
ている。２００３年 月明級潜水艦
が大隅海峡で活動、２００４年 月
日漢級原子力潜水艦が沖縄県石垣
島周辺のわが国領海を潜没航行、２
００６年 月宋級潜水艦が沖縄本島
南方海域で米空母に近接、２０１０
年４月キロ級潜水艦２隻が沖縄本島
と宮古島の間の海域を航行し太平洋
に進出、２０１１年８月元級潜水艦
が東シナ海で活動、２０１３年５月
奄美大島及び沖縄県久米島周辺から
南大東島周辺で活動、また、本年４
月 日には国籍不明の潜水艦が沖縄
本島と宮古島の間のわが国の接続水

域を潜没航行するなど活動が活発化
している。
中国の公船、海軍艦艇のわが国周
辺海域、特に東シナ海における活動
の活発化だけでなく、２００９年９
月７日には尖閣諸島周辺のわが国の
領海において中国の漁船が、領海侵
犯を取り締まっていた海上保安庁の
巡視船に意図的に接触している。ま
た、２０１３年１月 日には東シナ
海において中国海軍のジャンカイⅠ
級フリゲートから海上自衛隊護衛艦
搭載ヘリに対する火器管制レーダー
が照射され、同月 日には東シナ海
においてジャンウェイ級フリゲート
から護衛艦に対する火器管制レーダー
が照射される事案が発生している。
さらに、２０１４年５月及び６月に
は中国空軍の戦闘機ＳＵ‐ が、東
シナ海の公海上空を飛行中の自衛隊
機に対して異常な接近飛行を行って
いる。
以上述べた東シナ海の状況を総括
する と 、 ①公 船 に よる 主 権 の侵 害
（領海侵犯）が常態化している。②
海軍艦艇による領海侵入へとエスカ
レートする可能性がある。③潜水艦
による領海侵入の可能性が考えられ
る。④①～③に伴い相手からの敵対
行為が発生する可能性があると言え
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棒線：領海）

尖閣海域における中国公船の侵犯状況（折れ線：接続水域
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る。つまり、東 シナ海では、 領土や主権、
海洋権益を巡っ て純然たる平 時でも有事で
もないグレーゾ ーンの事態が 継続して発生
しており、さら に深刻さが増 す状況にある。

領海 内の外 国軍艦 ・公 船に
対す る我が 国の対 応の 現状

は、「軍艦又は政 府の船舶（公 船）は、警
察権や裁判権等の行使の対象とはならない」
と解釈されている 。わが国もこ のような解
釈に則り、海上保安 庁法第 条 の付則一に
おいて領海内を無 害でない航行 （のちほど
詳しく述べる）を 行う場合は、 「軍艦又は
公船を除いた」外 国船舶に対し て合理的に
必要と判断される 限度において 、武器を使
用することができ るとされてい る。言い換
えれば、軍艦又は 公船が、わが 国の領海内
を無害でない航行 を行う場合、 海上保安庁
の巡視船艇は、停 船させるため に武器を使
用することは出来ないということになる。
尖閣諸島周辺海 域において、 領海内を航
行する中国海警局 の船舶に対し て、何故海
上保安庁の巡視船 は「日本の領 海内を航行
している。早く出 ていきなさい 」と退去勧
告しか実施しない （できない） のは、この
ような理由からである。
では、仮に海上 自衛隊に対し て「海上に
おける警備行動（ 海警行動）」 が発令され
れば、海上自衛隊 の艦艇は領海 を侵犯する
中国の軍艦、公船 に対して、領 海外に退去
を勧告し、勧告に 従わない軍艦 、公船に対
して警告射撃など を以て退去さ せることが
できるのであろうか 。答えは「 」である。
海上自衛隊に対し て「海警行動 」が下令さ
れても、海上保安 庁と同様に武 器使用に対
して警察官職務執 行法の縛りが かかり、軍
艦、公船に対して は「退去勧告 」というお

願 い しか で き な い の が 現 状 で あ る 。
その様な対応の実例が 、２００４年 月
日に発生した領海 内潜没潜水艦 への対処
である。２００５年 の防衛白書か らその概
要 を みて み た い 。
その前に、海上自 衛隊が海警行 動により
「領海内潜没潜水艦 」に対し対処 するよう
に な った 背 景 は 、 次 の と お り で あ る 。
１９９６（平成８）年７月 日（海の日）
に国連海洋法条約が 我が国におい て発効し
た際、海上保安庁に 潜水艦に対応 する能力
がなく、政府部内に おいて領海内 潜没潜水
艦にどう対処するか が検討され、 検討の結
果、「海上自衛隊が 潜没航行する 外国潜水
艦に対し、海上警備 行動の一環と して、浮
上要求・退去要求を 行うに当たっ て、個別
に閣議決定を行わな ければ対処で きないと
するのではなく、予 め、閣議にお いてその
基本方針と手順を決 定しておき、 個々の事
案発生時に、その事 案に応じ、内 閣総理大
臣の判断に基づき、 改めて閣議決 定を経る
ことなく迅速に対処 し得る道を開 いておく
ことが適当」との閣議決定が、同年 月
日 に なさ れ た 。
閑話休題、２００ ５年の防衛白 書による
対 処 の概 要 は 、 次 の と お り で あ る 。
『２００４年 月 日早朝、国 籍不明の
潜水艦が先島群島周 辺海域のわが 国の領海
内を南から北方向へ 向け潜没航行 している
のをＰ‐３Ｃ哨戒機 が確認した。 所要の措
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現在、尖閣諸 島周辺海域に おけるわが国
領海の警備は、 海上保安庁が 担当している。
これは、海上保 安庁法で、平 時における領
域保全は、海上 保安庁が第一 次的に対応す
るとされている ためである。 すなわち、海
上保安庁法第１ 条において、 「海上におい
て、人命及び財 産を保護し、 並びに法律の
違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため」
国土交通大臣の 管理する外局 として海上保
安庁を設置する と規定されて おり、その任
務は第２条で、 「海上の安全 及び治安の確
保を図ることを 任務とする」 と規定されて
いる。
他方、武器使用 については、 同第 条に
おいて「警察官 職務執行法第 ７条（警察官
が、事態に応じ て合理的に必 要とされる限
度において、武 器を使用する ことができる
と規定）を準用 する」とされ ている。した
がって、わが国 では、平時の 領域保全は警
察権を以て対応 する法体系と なっていると
いえる。
のちほど詳し く述べるが、 慣習国際法で
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置を講ずるために 、同日午前８ 時 分、総
理の承認を得て 、防衛庁長官 （当時）が自
衛艦隊司令官に 対し、海上警 備行動を発令
し た。 発令 後、 Ｐ ‐３ Ｃ 哨戒 機に 加 え、
ＳＨ‐ Ｊ哨戒 ヘリ及び護衛 艦により、当
該潜水艦が 日 午後１時ごろ までに防空識
別圏を超え、沖縄 本島の北西約 ５００ の
東シナ海の公海 上に至るまで 見失うことな
く継続して追尾 を行った。そ の結果、当該
潜水艦がわが国 周辺海域から 離れて航行し
ていった方向を 把握できたこ と、及び当該
潜水艦が当面再 度わが国領海 に戻ってくる
おそれはないと 判断したこと から、同日午
後３時 分に、 防衛庁長官が 海上警備行動
の終結命令を発した。
政府としては 、当該潜水艦 がわが国周辺
海域から離れて 航行していっ た方向や、当
該潜水艦は原子 力潜水艦であ ると考えられ
ることをはじめ とする諸情報 を総合的に勘
案した結果、当 該潜水艦は中 国海軍に属す
るものであると 判断した。こ の判断に基づ
き、同日夕方、 外務大臣より 在京中国大使
館公使に抗議を 行った。これ に対し中国側
は 日、中国の 原子力潜水艦 であることを
認めた上で、本 事案について は通常の訓練
の過程で、技術 的原因から日 本の石垣水道
に誤って入った ものであり、 この事件の発
生を遺憾に思うとの説明があった。』
海上自衛隊は 、中国海軍潜 水艦の領海侵
犯を初探知以降 継続して追尾 を行ない、お
16

そらく水中マイク 等で浮上を要 求し国旗を
掲げることなどを 呼びかけたで あろうが、
警察官職務執行法 の縛りがかか っているた
め、発音弾を投下 して注意を喚 起すること
や、ましてや近傍 に爆雷を投下 して警告す
ることなどは出来 ず、中国海軍 の潜水艦は、
浮上することもな く公海に抜け て行ってし
まった。
以上この項で述 べてきたこと をまとめる
と、領海内の外国 軍艦・公船に 対する我が
国の対応は、①第 １次的には海 上保安庁が
対応するが、海上 保安庁の権限 は警察権で
あり、免除の特権 を有する軍艦 ・公船には
行使しない。②海 上自衛隊は海 上警備行動
が発令された場合 に対応するが 、権限は海
上保安庁法と警察 官職務執行法 の一部準用
であり、海上保安 庁と同様の措 置にとどま
る。③外国潜水艦 の領海内潜没 航行には海
上自衛隊が対応するが、その措置は、浮上・
国旗掲揚要求、退 去要求にとど まる。した
がって、現状では 、相手が退去 要求に従わ
ないと方策がなく 、主権が侵害 された状況
が継続することが大きな問題である。

３

務に従事する者の名 簿に記載され ている士
官の指揮下にあり、 ④軍隊の規律 に服する
乗員が配置されてい るものを言う と定義さ
れている。また、軍 艦の権限とし てⓐ公海
上では旗国以外のい ずれの国の管 轄権から
も完全に免除され、 ⓑ海賊行為等 を取り締
まるため外国船を臨 検でき、ⓒ他 国の領海
において無害通航権を有し、ⓓ他国の領海・
内水に在っても沿岸 国の管轄権か ら免除さ
れ、ⓔ平時から自衛 の権利を有し 、ⓕ武力
紛争時には戦闘、捕 獲などの敵対 行為が可
能 と され て い る 。
他方、公船とは、 ①国が所有し 又は運行
する船舶で政府の非 商業目的にの み使用さ
れ、②国籍又は政府 船舶であるこ とを示す
外部標識（国旗／政 府船舶旗）を 表示し、
③公務員の指揮下に あり公務員が 配置され
ているものと定義さ れている。ま た、その
権限は、ⓐ軍艦と同様の免除の特権を有し、
ⓑ政府が権限を付与 する場合海上 警察権を
有 す ると 解 釈 さ れ て い る 。
一方、国連海洋法 条約における 領海制度
は、次のような特質 を有する。① 国家の主
権は領海に及び、そ の幅は基線（ 領海等の
幅を測定するための 基準となる線 で、通常
の基線は海岸の低潮線で ある）から 海里
までである。すなわち、 沿岸国は、 海里
の領海内では外国の 権力に従属し ない権利
を有し、外国の船舶 、人に対する 管轄権な
どの領海内を統治す る権利を有し ている。
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国際法 におけ る領 海内の
外国 軍艦 ・公船 対処
国連海洋法条約 では軍艦は、 ①軍隊に属
する船舶であり、 ②国籍と軍艦 であること
を示す外部標識（ 軍艦旗）を表 示し、③軍
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②軍艦・公船は 免除の特権を 有し、沿岸国
は管轄権を行使 せず、軍艦・ 公船が沿岸国
の法令を遵守し ない場合は、 沿岸国は退去
要求し得るにと どまる。③す べての外国船
舶は、沿岸国の 領海で無害通 航権を有する。
無害通航権とは 、沿岸国の平 和、秩序又は
安全を害するこ となく領海を 通過するか、
内水（領海の基線の陸地側のすべての水域）
に出入りするた め領海を通過 することであ
る。無害通航で はない活動（ 沿岸国の平和、
秩序又は安全を 害する外国船 舶の活動）は
国連海洋法条約第 条２に細 かく規定され
ているが、比喩 的な表現をす れば、無害通
航とは、こちら の公道から個 人の庭先を通
行してあちらの 公道まで通行 させてもらう
時に、個人の住 宅を覗き見も せず、庭の草
花や実を失敬す ることなく、 ひたすら前を
向いて通過する 行為と理解で きる。④沿岸
国は、外国船舶 の無害でない 通航を防止す
るため、領海内 で必要な措置 をとることが
できる。⑤沿岸 国は、自国の 安全の保護の
ために不可欠な 場合、領海の 特定の区域で、
外国船舶の間に 差別を設ける ことなく、無
害通航を一時的 に停止できる 。ただし、国
際航行に使用さ れている海峡 （国際海峡）
では通行停止は出来ない。
以上を総括す れば、軍艦・ 公船が領海内
で国連海洋法条約 第 条２に 例示された無
害でない航行、 例えば、武力 の威嚇や国土
の保全を害する 情報収集、安 全に影響を及
19
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ぼす宣伝行為等々 の活動を行っ たり、国際
海峡でない無害通 航を禁止して いる領海に
侵入したり、領海 内を潜水艦が 潜没したま
ま航行することは 、すべて主権 の侵害に当
たるが、国連海洋 法条約は、こ れらに対し
て沿岸国がとりう る処置につい ては触れて
いない。したがっ て、わが国を 含む沿岸国
は、他の国際法等 を参考に対処 する必要が
ある。
一般に国際法に おいては、主 権の意義は
次のように考えら れている。す なわち、主
権は国家の対内的 ・対外的に最 高独立の地
位及び機能であり、国家はその領域内で人・
物・事実に対して 排他的に統治 を行うこと
ができると考えら れている。し たがって、
主権の侵害を排除 するため、主 権の侵害の
重大性に比例した 措置を取り、 侵害前の元
の状態に復帰させ ることは前述 した主権の
意義から許容され 得ると考える ことができ
る。
このような立場 に立ち、諸外 国のグレー
ゾーンの事態に対する対応を見てみたい。
米海軍国際法マ ニュアル「海 上作戦法規
指揮官ハンドブッ ク２００７」 では、相手
が外国軍艦の場合 をふくめ、「 沿岸国は、
その領海において 、無害でない 通航を防止
するため必要な場 合には武力の 行使を含め、
断固とした措置を とることがで きる」と記
述されている。
また、スウェー デンの国内法 （平時及び

国 内法 の制定 と
ＲＯＥ による 制御

中立時における外国船舶の侵犯の際のスェー
デン 国防 軍の 措 置に 関 する 法令 ） では 、
「領海内で潜航して いる潜水艦は 退去させ
る。必要な場合には 武力を行使す ることが
できる」と規定して いる。実際に 、スェー
デン、アルゼンチン 、ソ連及びノ ルウェー
の海軍は、領海を侵 犯した外国潜 水艦に対
して爆雷を使用して いる。また、 韓国は１
９９６年及び１９９ ８年の２度、 武装工作
員を乗せて領海に侵 入し座礁した 北朝鮮潜
水 艦 を捕 獲 し て い る 。
これらの例から、 わが国が主権 の侵害を
排除する措置の基本 は、領海から 退去を強
制するため、主権の侵害の大きさ（重大性）
に比例した手段が取 れるようにす ることで
ある。

４

海上自衛隊がグレ ーゾーン事態 に対応す
るにあたり、主権の 侵害の大きさ に比例し
た排除の手段をとれるようにするためには、
海警行動における警 察権による対 応と、防
衛出動における武力 の行使の間の ギャップ
をいかにして埋める かに尽きる。 その方策
には、大きく二つの 方向が考えら れる。一
つは、防衛出動の敷 居を低く設定 して、こ
れに対応する方策で あり、他の一 つは、防
衛出動の敷居はその ままにして、 法改正や
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新法の整備によ り対応する方 策である。さ
らに付言すれば 、憲法を改正 し自衛隊が普
通の国の軍隊と 同様の機能と 権限を持てる
ようにすること も、その選択 肢の一つと考
えられるが、憲 法改正のハー ドルの高さと
要する時間を考 慮し、ここで は将来の課題
としてとらえることとしたい。
最初に、防衛 出動の敷居を 低く設定する
方策について考えてみ たい。自衛隊法 条
において、「内 閣総理大臣は 、わが国に対
する外部からの 武力攻撃が発 生した事態又
は武力攻撃が発 生する明白な 危険が切迫し
ていると認めら れるに至った 事態に際して、
わが国を防衛す るため必要が あると認める
場合には、自衛 隊の全部又は 一部の出動を
命ずることができる」 と、また、同 条に
おいて、「防衛 出動を命じら れた自衛隊は、
わが国を防衛す るため、必要 な武力を行使
することができ る」と規定さ れている。例
えば、領海内を 潜没して航行 する外国潜水
艦に対して、海 上警備行動が 下令され、海
上自衛隊が可能 な限りの措置 を尽くしても、
浮上せず潜没し たまま領海内 の航行を継続
する場合、その 時々の近隣諸 国との安全保
障環境の状況に もよるが、外 国潜水艦によ
るこの行為を「 武力攻撃が発 生する明白な
危険が切迫して いる」との政 治的判断によ
り防衛出動を発 令することは 、論理的には
可能である。発 動前に国会の 承認が必要で
88

76

はあるが、法律を 改正すること も、新たに
法律を整備する手 間ひまもかけ ることもな
く、国会の議席の 過半数が確保 されていれ
ば、一見妥当性の ある方策と思 われるが、
可能性、受容性の 面からは疑問 が残る。そ
れは、防衛出動と 自衛権の発動 の関係から
である。これまで の国会答弁等 では、自衛
権発動の要件と防 衛出動発動の 要件は同じ
ではない（昭和 年 月 日森清議員提出
質問主意書に対す る答弁書）と されている。
その意味するとこ ろは、防衛出 動の発令が
必ずしも自衛権の 発動そのもの であるとい
うわけではなく、 防衛出動の発 令により、
自衛隊が自衛権を 発動し得る状 況におかれ
るということを意 味しており、 この場合、
防衛出動を命じら れた海上自衛 隊は、自衛
隊法 条により「 必要な武力」の行使を行
うことができるこ ととなるが、 その際には、
「自衛権発動の要 件」に従って 、これを行
使することになるということである。
２０１４年７月１ 日、「国の存 立を全うし、
国民を守るための 切れ目のない 安全保障法
制の整備について 」の閣議決定 （通称、集
団的自衛権容認閣 議決定）によ り、今まで
の自衛権発動の３要件が、「新たな３要件」
に変更されたが、 防衛出動によ り必要な武
力行使をする際は、依然として「新３要件」
に従って、これを 行使すること となる。し
たがって、政治的 判断により防 衛出動を発
88

60
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動しても、即、武力行使につながるわけで

」を出さなくては、実効性の

はなく、自衛権発動の要件をも政治的に解

釈 して 、 「

ある対応は出来ないということである。

さらに、自衛権発動の要件を政治的解釈

のみで解決することは、受容性の面からも

問題がある。占領軍の押しつけの憲法と言

われながらも我が国は、半世紀以上にわたっ

てその憲法の下、国政を運営してきた。そ

の結果、決して好ましい状況ではないが、

自衛のための戦争の発動としての自衛権が

定着し、世界における我が国の立ち位置を

明確にしてきた。自衛権発動の要件を日本

の行動の「リトマス試験紙」と見ている太

平洋戦争で被害を受けた国々にとっては、

自衛権発動の要件を政治的解釈のみで変更

することは、容認できないであろうし、世

界における我が国の立ち位置に諸外国が疑

問を持つことにもなる。そのような国々に

気がねすることなく我が道を行けばよいと

いうのも一つの選択肢であるが、貿易立国

として繁栄せざるを得ないわが国としては、

諸外国の反応に対し、わが国がその対応に

要する資源と時間の投資を考慮すれば、こ

の方策は、受容性に欠けると言えるのでは

ないであろうか。

したがって、グレーゾーン事態に対処で

きるよう、①自衛隊法を改正する、②個別

- 9 -

27－新春号>

<水交

GO

の法律を整備する、③国防基本法を整備す
るなどの方策が考えられるが、①～③を比
較すると海上警備隊から発足した海上自衛
隊の出自の比重の濃さは、①～③の順番で
あり、また、現状にそぐわなくなってきて
いる順番もその順番である。逆に、総合的
な観点から現状に合理的に対応できる度合
いは、③～①の順番であり、法整備の実現
の困難さもその順番である。いずれにせよ、
細部の検討は法律の専門家に委ねたいが、
重要なことは、国際法上国家に認められる
自衛の権利を、国内法で自衛隊に付与し、

おわりに
一つのエピソー ドを紹介した い。ある海
上保安庁の 、彼 は海幕長に相当する海上
保安庁警備救難監 （現、海上保 安監）を最
後に退職した海上 保安官である が、彼とグ
レーゾーン事態の 対処について 論議してい
た時、海上保安庁 と海上自衛隊 の武器使用
の違いについて彼 が言った言葉 が強く印象
に残っている。彼 は、「海上保 安官は、犯
人を逮捕するため に武器を使用 し、それは
その後に続く裁判 にかけるため である。そ
こには海上自衛隊 の武器使用と は根本的か
つ機能的に大きな 違いがある」 。この言葉
で警察機能におけ る武器使用の 真髄に気づ
かされた。勿論、 警察官も海上 保安官も、
犯人逮捕のためだ けではなく、 犯罪や海難
事故等の未然防止 のために毎日 の勤務に努
めているが、いざ という時、彼 らが武器を
使用 する のは 、 未然 防 止の た めで は なく
「犯人逮捕」のた めである。そ ういえば警
察官職務執行法は 、犯人逮捕に 関する武器
使用の条文が多く 、なるほどと 納得がいく。
一方、自衛官は 、犯人逮捕の ために武器
を使用すると考え ている者は一 人もいない
と断言できる。ス クランブルで 飛び上がる
航空自衛官は、我 が国の主権が 侵害され、
最悪の場合には、 わが国の領土 の一部が、
或いは、国民が攻 撃に晒され被 害を受ける

ことを恐れ、それを防止するために、また、
領空侵 犯とい う主 権の侵 害の 状態を 原状 に
復帰さ せるた めに 武器の 使用 がある かも し
れない と覚悟 して 飛び上 がる のであ り、 決
して、 領空侵 犯す る相手 を逮 捕しよ うと し
て離陸 するの では ない。 ソマ リア沖 アデ ン
湾にお ける海 賊対 処の第 １次 隊指揮 官は 、
アデン 湾から 帰国 後、当 初は 海警行 動に よ
る派遣 であっ たた めに武 器は 正当防 衛、 緊
急避難 或いは 武器 等防護 のた めでし か使 用
できな かった 。も し、海 賊に 遭遇し たら 、
護衛の 自衛艦 を海 賊から 攻撃 を受け るよ う
な位置 に占位 させ 、人為 的に 武器が 使用 で
きる状 況を作 為し 、商船 を海 賊から 護る 腹
づもり であっ たと 述懐し た。 彼には 、犯 人
逮捕な どとい う考 えはみ じん もなか った こ
とが伺える。
この ように 、警 察権に よる 武器使 用と 自
衛権に よる武 器使 用は根 本的 な機能 が全 く
異なっ ており 、そ の間の 隙間 を埋め ない ま
ま、グ レーゾ ーン 事態に 対処 させよ うと し
ている ところ に重 大な瑕 疵が ある。 これ ま
では、その瑕疵が表面に現れる機会がなく、
見過ご された まま で問題 なく 過ごす こと が
できた が、グ レー ゾーン 事態 が頻発 し、 継
続 する と の 認 識 に 立て ば 、 政 府 が 言 う 、
「警察機能と防衛機能がシームレスに対応」
できる 法整備 を図 ること が、 喫緊の 課題 で
ある。
―完―
（おかとしひこ 幹候 期）
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必要 なときに政 府が制 御できる 様ＲＯ Ｅ
（ Rules of Engagement
：部隊行 動基準 ）
を適切に整備し、部隊の過剰反応或いは軽
率な敵対行動を防止し、部隊の安全と国益
を確保することが肝要である。また、現行
ＲＯＥのポジティブ・リスト（○○ができ
ると記載：記載されていることしかできず、
対応 の柔軟性に 欠ける 面がある ）方式 を
ネガティブ・リスト（○○はやってはいけ
ないと記載：やってはいけないこと以外は
選択肢として取り得ることができ、対応の
柔軟性が確保できる）方式に変更し、部隊
指揮官が政治的判断から解放され、過剰対
処や萎縮対処のジレンマに陥ることなく、
示されたシーリングの下、合理的な判断、
対処ができるようにすべきである。
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