海洋安全保障シンポジウム

実施報告

水交会研究委員会

昨年 月水交会は、海洋政策研究財団の
共催を得て「島嶼防衛を考える」というテー
マで、有識者及び水交会研究委員及び海洋
政策研究財団研究員をパネリストに、また、
各研究所等からフロアー参加者を募り、パ
ネルディスカッション方式による海洋安全
保障シンポジウムを実施しました。
本シンポジウムは、平成 年暮れに水交
会が実施した政策提言『「島嶼防衛の在り
方」について法的側面からの提言』のフォ
ローアップを目的として、主として軍事的
側面からの議論を中心にしたパネルディス
カッションを企図したものです。
シンポジウムは、最初に東京財団秋山昌
廣理事長から「平時の自衛権」を中心とし
た基調講演を頂き、続いて水交会泉徹研究
委員が水交会の政策提言を中心にした「島
嶼防衛」について報告を行い、その後パネ
ラーによるディスカッションを行いました。
水交の発行の関係で少しタイミング的に
は遅れましたが、今回、この海洋安全保障
シンポジウムの結果を水交の紙面を借りて
報告するものです。報告の内容は、紙面の
都合等もあり、秋山理事長の基調講演及び
泉委員の報告については議事録の形で、パ

基調講演

東京財団理事長：秋山昌廣 氏

水交会の主催するシンポ ジウムで基調 講
演を行えることを光栄に思 う。当初は、 き
ちんと書いて説明しなけれ ばならないと 考
えていたのだが、「島嶼防 衛を考える」 と
いうことであれば、後ほど 実施される水 交
会からの報告と同じような 話となっては い
けないので、少し違う角度 から、また気 楽
に 基 調講 演 を や ら し て 貰 い た い 。
昨今では、島嶼問題とか 海洋安全保障 の
問題が大変議論になってい て、色々なと こ
ろで関連の文書も出ている が、私が防衛 庁
（当時）を辞めたのは１９ ９８年で、翌 １
９９９年から２～３年アメ リカに渡り、 そ
の後日本に戻ってから海洋 政策研究財団 に
年ほど在籍した。私は、その１９９８年、
年、そしてアメリカに渡 った頃から、 海
洋安全保障問題に大変関心 があり、アメ リ
カの大学で客員研究員をや っていた時に 二
つのテーマをあげた。一つ は、当然のこ と
ながら、「日米同盟の展望 」というテー マ
であり、今一つが「海洋安 全保障」とい う
ものであった。すでに１９ ９０年代には 、
特に防衛研究所などで、海 洋安全保障に つ
いての議論が少し始まって おり、当時の 防
衛研究所では、ＯＰＫ（ Ocean Peace Keep
）という言葉が研究員 の高井さんを 中
-ing
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ネルディスカッションについては要点の抄
録としました。

99 10
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心に出ていて、海洋の 安全保障をど うやっ
て維持するか、という 議論が行われ ていた。
私もアメリカで、ＰＫ ＯではなくＯ ＰＫが
これからの大きな問題 だという様な ことを
言っていた。そのアメ リカにいる時 から、
そして日本に帰って海 洋政策研究財 団に勤
めるようになってから 、私は、海洋 安全保
障の問題に更に関心を 深めていき、 いろい
ろな取り組みを行った 。その過程に おいて
防衛庁内局に話をした 訳だが、（当 時の）
防衛大綱には、多少は シーレーンの 防衛と
いうことは書いてあっ たが、海洋の 安全保
障について実質的に何 も触れていな かった。
もっと重要な問題が「 海洋の安全保 障」と
いう言葉には含まれて いるので、防 衛大綱
を改訂するのであれば 、海洋の安全 保障に
焦点を当てるべきだと 再三伝えた。 御案内
のように、現在の防衛 大綱では、日 本周辺
の制空権・制海権を確 保するために も海洋
の安全保障が重要であ ることを指摘 してい
るし、島嶼防衛という ことについて も項目
を立て書いてある。私 の記憶では、 一つ前
の防衛大綱で、初めて 海洋の安全保 障につ
いて記述が始まったと 思う。現在で は、尖
閣の問題を中心に島嶼 防衛について の議論
がかなり進み、政府のいろいろな決定やペー
パーにも海洋の安全保 障が多く書か れてお
り、焦点が当たるよう になっている 。この
様な経緯を念頭に、本日の話をしたい。

昨年の防衛大綱の改訂 、或いは、初 めて
の国家安全保障戦略の策 定を睨んで、 東京
財団は、お手元にある「 海洋安全保障 と平
時の自衛権」という政策 提言を行った 。今
日出席している東京財団 の渡部、小原 、西
田研究員、そして、私も 上席研究員と して
記述に当たった。海洋の 安全保障と、 本日
の大きなテーマである平 時の自衛権に つい
て発信をした訳である。 その結果どう なっ
たかというと、海洋の安 全保障につい ては、
防衛大綱でも、従来に比 べたら多くを 書く
ようになった、と同時に 、もう少し包 括的
な書き方を国家安全保障 戦略の方でし てい
る。具体的に我々が出し た案、例えば 空母
の導入というような提言 が全部実現し たわ
けではないが、かなり実 現したと思っ てい
る。そしてもう一つの大 きな我々の提 言が、
平時の自衛権についてで あり、これは 、本
日の課題である島嶼防衛 に非常に関係 があ
るので後ほど詳しく説明する。
それから、一年以上を かけて海洋基 本法
ができ、それに基づき海 洋政策担当の 大臣
が設けられた。一時は国 土交通大臣が 兼務
していたが、過去一年、 山本一太議員 が担
当大臣であり（９月３日 から山谷えり 子）、
その下に国境離島に関す る有識者懇談 会が
できて、去る６月に答申 が出され、日 本の
領海／排他的経済水域を 基底している 島で
無名のものに名前が付け られた。余談 であ

るが、この懇談会の委員に は、私の他に 志
方氏も参加しており、兎に 角安全保障の 問
題だ とい うこ とを 大分 言 った 。 今ま さ に
（本 シン ポジ ウム で） 議 論を す る内 容 、
「どうやって日本の島を守 るのか」とい う
ことに、かなり焦点が当て られていたこ と
を 報 告し て お き た い 。
集団的自衛権の行使につ いての議論は 、
第一次安倍内閣の時からあ ったが、二年 前
の第二次安倍政権成立後に 、時間は掛か っ
たが一つの結論が出た。そ れを受け７月 に
閣議決定があったのだが、 私たちは非常 に
がっかりした。と言うのは 、先ほど少し 説
明した我々の政策提言の目 玉の一つが、 平
時における自衛権の行使を できるように 法
整備をすべきだというもの であり、法制 懇
もその趣旨を充分理解して レポートを書 い
たと思うが、閣議決定では 、それがすっ ぽ
り抜けていた。武力攻撃に 至らない侵害 の
対処ということで、平時に おけるシーム レ
スな対応が重要だと言うこ とは書いてあ る
が、平時、つまりグレーゾ ーンにおける 自
衛権の行使についての法的 な整備が必要 だ
ということには触れていな い。大変、残 念
なことだと思っている。し かし、防衛白 書
を読んでも、最近の自衛隊 や防衛省の対 応
や方針を見ても、平時にお ける対応が非 常
に重要だという認識をはっ きり持ってい る
わけで、かなり前進したと思っている。
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この様な経緯を前提 に、島嶼問題 につい
ての基調講演として、 私は四つのこ とを申
し上げたい。一つは、 具体的に言え ば尖閣
諸島の防衛に代表され る我が国の領 土・領
海たる島嶼、日本は海 に囲まれてい るので
多くの島嶼が領海乃至 は排他的経済 水域の
基底となっている訳で 、この国境離 島と言
うべきものをいかに守 るかというこ とは、
海洋立国日本にとって 重要な課題だ と思っ
ている。尖閣諸島にお ける島嶼防衛 行動の
蓋然性を考えてみると 、多分平時の 時点で
あり、日本に対する明 確な武力攻撃 が行わ
れていない状況である 。したがって 、防衛
出動の閣議決定ができ る条件が揃っ ていな
い可能性が高い。果た して自衛権行 使の三
要件が整うような状況 になるのかど うか不
透明である。我が国に 対する急迫不 正の侵
害があることが必要で あるし、これ を排除
するために他に適当な 手段がないこ と、そ
して必要最小限、とい うことである が、尖
閣で起きるであろう事 態について、 我が国
に対する急迫不正の侵 害と認定する ことが
できるのだろうか。仮 にできたとし ても、
防衛出動が発動されて いない時にど うする
のか、防衛出動は武力 攻撃なので、 単なる
武装された漁船が、２ ００隻とは言 わない
までも、２～ 隻 が一気に押し寄せ て来た
場合、海上保安庁や、 仮に海上自衛 隊が海
上警備行動で出たとし ても、なかな か水上
30

で全部を抑えられるかど うか疑問であ る。
いずれにしても、起こり そうな事態を 考え
ると、防衛出動が発動さ れ、自衛権の 行使
の一環として自衛隊が武 力を行使する 、武
器を使用するというよう な事態は難し い。
そもそも、島嶼防衛とい うのは国土の 防衛
である。法執行機関であ る海上保安庁 や警
察が国を守るという機能 を負うわけで はな
い。海上保安庁や警察が 担うのは、治 安の
維持、海上の安全、違法 行為の取り締 まり
であり、国を守るという 機能が海上保 安庁
乃至は警察にあるのか。 治安の維持と して
やっていることがたまたま島嶼防衛に役立っ
ているだけで、本質的に は、まったく 機能
が違う。そうだとすると 、海上警備行 動で
国を守れるのかという議 論にも繋がっ てく
る。尖閣諸島の問題を考 えると、いよ いよ、
平時における自衛権の行 使の重要さと 、そ
の法整備の必要性が大事 なことだと思 って
いる。これからも、法整備に向かって、色々
なところで声を大にして 言っていきた い。
我々は提言を出した時に 、いろいろな ネッ
トワークを通じて公明党 にも説明に行 った。
公明党は、割合と平時に おける自衛権 の行
使について理解があった 。しかし、蓋 を開
けてみるとこういう結果 となっている ので、
何故こうなったのだろう かと思い色々 調べ、
聞いたところでは、むし ろ政府内の縦 割り
の弊害だったという印象 を持っている 。で

あるから、なお軌道修正の 余地があるの で
は な いか と 思 っ て い る 。
二番目に申しあげたいの は、沖ノ鳥島 の
話である。沖ノ鳥島につい ては、国連海 洋
法条約の島の定義に適って いないという 議
論があって、韓国と中国が 国連に口上書 を
出し、あれは島ではないと いうことを言 っ
ている。韓国にはないと思 うが、中国は 、
海上における軍事活動の観 点から、島か 岩
かということについて強い 関心がある。 本
来ＥＥＺは公海と同じであ るはずなので 、
軍の活動や訓練は、公海と 同じに自由と い
うのが一般的な解釈なのだ が、中国やそ の
他一部の沿岸国、タイもそ うであり、南 米
諸国に多いが、沿岸国の管 轄権を非常に 強
く主張する国がある。特に 中国は、排他 的
経済水域に外国の軍艦が入 ってくるとき は
許可をとれということや、 軍事訓練は認 め
ないというようなことを言 っている。そ う
いう中で中国は、もし沖ノ 鳥島が島であ れ
ば、日本の本土以上に広い 面積のＥＥＺ が
出来てしまい、その中での 軍艦の行動が 非
常に制約されるということを心配している。
日本は中国と同じ立場ではなく、紳士的に、
ＥＥＺにおいて外国の軍隊 も自由に行動 で
きるという立場をとってい るが、中国は そ
うでないので、非常に心配 しており、沖 ノ
鳥島に強い関心を持ってい る。このこと に
ついて我々も、単なる国連 海洋法条約の 島
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か岩かという議論では なく、海洋安 全保障
戦略上重要な課題であ るという認識 を持つ
べきであると思う。
三つ目は、少し変わ った事案であ るが、
外国の企業乃至は外国 人が日本の長 崎や沖
縄等の国境離島の土地 をどんどん買 ってい
る、そんなことを放っ ておいてよい のかと
いう問題と、特に、対 馬において、 自衛隊
基地の隣接地を韓国の 企業や韓国人 が買い
占めている問題である 。島嶼防衛の 観点か
らは一つの課題である 。この問題に ついて
は、東京財団が「国土 の不明化・死 蔵化の
危機」という提言を最 近出しており 、元々
は第一段で、日本の水 源地を多くの 外国人
が購入していることを 指摘したこと から始
まった。現在では、自 民党或いは野 党、維
新の会あたりが、規制 をするような 議員立
法を提出している。
四番目は、尖閣にも 北方領土にも 関係す
る問題であるが、中国 の南シナ海に おける
行動を見ると、単なる 領土・領海の 獲得争
いの話ではなく、明ら かに中国は、 少なく
とも第一列島線の中を 、国防上そし て海洋
戦略上、しっかりコン トロールした いと考
えており、それを第二 列島線まで広 げよう
としている。その点か ら島嶼防衛を 考える
と、尖閣諸島は、単に 、自分の領土 だから
あれを守ればよいのだ という話では なく、
ある意味で海洋の戦略 として、誰が どの海

を支配するのかという問 題に懸ってい る。
そういう観点からも、島 嶼問題と言う のは、
海洋国日本として考える べき重要な課 題だ
と思っている。

報告「島嶼防衛を考える」

水交会研究委員：泉 徹 氏
最初に 年度の水交会 政策提言内容 に付
随する事項について説明 し、その後提 言内
容について報告したい。

【南シナ海侵略の経緯】
南シナ海における中国の海洋進出をレビュー
すると、中国は、西沙諸 島、東沙諸島 にま
で手を伸ばしている。ス プラトリーア イラ
ンドでは、１９８８年に人 民解放軍が ㍉
機関砲でベトナム水兵を 虐殺した。彼 らの
やり方は領有を主張し、 既成事実を積 上げ、
支配権を確立するという流れと思われる。
南シナ海の場合は、１ ９５６年に領 有権
の正当性を主張し始め、 １９５８年「 領海
に関する政府声明」を発 表した。１９ ７３
年、米軍がベトナムから 撤退すると同 時に
西沙諸島を占領し、海洋 調査活動を拡 大し
ながら海軍艦艇が常続的 に展開を始め た。
１９８８年には南沙諸島 を占領、１９ ９０
年には（永興島に）滑走 路を構築した 。１
30

９９２年、米軍がフィリピ ンから撤退し 、
また旧ソ連海軍がカムラン 湾から撤退す る
と「領海法」を制定し、尖 閣諸島を含む 東
シナ海、南シナ海のところ を我が国の領 土
だといった。そして、１９ ９５年にはい ろ
いろな建造物等を設置しな がら、２００ ２
年には「南シナ海行動宣言 」で共同開発 を
提 案 して 問 題 を 一 時 棚 上 げ し て い る 。
このような現況を見ると 、支配権の確 立
を目指していると言わざる を得ず、領有 化
し実効支配を継続していることが分かる。

【東シナ海への進出の流れ】

１９６８年に国連アジア 極東経済委員 会
の海洋調査において資源が 有望であると 報
告され、それを受け中国は 尖閣領有権の 正
当性を主張し始める。１９ ７４年の日韓 大
陸棚協定調印では、中国の 恫喝により開 発
が頓挫している。同協定は これ以前１９ ６
８年頃から調整し、最初は 日本、韓国、 台
湾で大陸棚を開発しようと した。現場の 海
洋油田は日本名が付いてい るところに中 国
名も付けられている。日韓大陸棚協定の時、
日本も調査しておりどのよ うな資源があ る
かは日本も承知している。 特に海洋油田 は
重慶の陸上油田よりも軽質 原油であり、 彼
らはこれを求めている。海 底調査活動を 拡
大しながら１９９０年代か ら海軍艦艇を 展
開し、米軍のフィリピン撤 退後１９９２ 年
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１９９８年には平湖ガ ス田が稼動し 始めた。

海へ進出。１９９６年 に海洋法条約 批准、

に領海法を制定し、１ ９９５年には 南シナ

対処するのかが重要なポ イントである 。一

応出来ると思うが、軍艦 、公船に対し どう

恐らく商船に対してはい ろいろな意味 で対

らないが、軍艦、公船に どう対応する のか。

海上保安庁と同じく退去要求しか出来ない。

う。いわゆる日本の警察権 の行使であり 、

やるというのは他の国では あまりないと 思

海侵犯について述べたが、 海上警備行動 で

間も追尾するのか、我々を 敵視している の

日中は、２００８年の 「東シナ海油 ガス田

海上保安庁の対処につ いては、海上 保安

か」と述べた。その時は、 呉勝利に「無 害

領海侵犯したにもかかわら ず、呉勝利が 来

条で「（対処は） 外国軍艦及び 公船

通航の意味を知っているのか」と返した。

方、軍艦、公船に対応す ると、場合に よれ

庁法

防衛出動を発動すればよい という指摘も あ

共同開発に係る日中共 同声明」によ り開発

を除く」としており、ま た、海洋法条 約に

るが、自衛権発動の３要件 により極めて 高

訪した時、彼は「何故我々 の潜水艦を何 日

これは明らかに協定違 反である。春 暁ガス

は外国軍艦、公船の不可 侵権がある。 した

いハードルとなっている。 「第１に、我 が

ば紛争につながる恐れも生ずる。

田の状況はＰ‐３Ｃの 監視により発 見され、

がって、警察権を行使し ようと思って もな

時は相互に調整するこ ととしていた が、２

政府に報告されたが、 残念ながら政 府は発

かなかそれが通用しない。

００９年には春暁ガス 田が稼動して いる。

表していない。

【 中国 の 「三 戦 」】
ご存知のとおり中国 は、輿論戦、 心理戦、
法律戦の三戦を駆使し 、自分たちの やって

求以外は沈黙している。 退去要求以上 の対

公船に対する処置について は

条の退 去要

海洋法条約も領海内の 無害でない軍 艦、

段がないこと。第３に、必 要最小限度の 武

２に、これを排除するため に他に適当な 手

国に対する急迫不正の侵害 であること。 第

通航に対し何も出来な い。海洋法に は退去

る。軍艦、公船による 領海内の無害 でない

公船への対応が出来な い」というこ とであ

的に法律も何も作らずに 見過ごすこと は、

法行為を見過ごすことが 出来るのか。 結果

うな場合、尖閣諸島に限 らずこのよう な違

使、例えば中国公船乗組 員の上陸とい うよ

求でいいだろうが、もし これ以上の実 力行

までのような行動に収ま っていれば退 去要

られて行くものと思う。 中国の行動が これ

の慣習法の動向を見て、 今後対応が積 上げ

応は紛争につながる可能 性もあり、国 際間

ドルになるかもしれない。 しかし、自衛 隊

公船に対する処置であり、 非常に高いハ ー

では法律を設けてやると なると、軍艦 、

を根拠に対応するかという問題がある。

手が中国の人民解放軍と分 かっていても 何

いとの報道論調もある。と いうことは、 相

害と言えるか。急迫不正な 侵害とは言え な

いる。例えば上陸した場合 、急迫不正な 侵

力行使に留まるべきである こと」とされ て

いることの正当性を訴 えるとともに 、世界

要求が出来るとなって いるが、それ 以外は

を柔軟に運用するためには そのようなこ と

要求しか出来ない。国 家安全保障会 議、国

る治安の維持になる。石 垣島の潜水艦 の領

警察官職務執行法の範囲 内であり、い わゆ

自衛隊を活用する場合 、海上警備行 動も

模な紛争を想定してのもの 思うが、平時 に

防衛出動の３要件も冷戦 構造時代に大 規

水交会の提言にある 問題認識は、 「軍艦、

【 我々 の 問題 認 識】

の世論の獲得に躍起になっている。

出来ない。したがって 、平時から軍 艦、公

抑止できない状態と同じ気がする。

家安全保障戦略でも言 われているよ うに、

も 必 要で は な い か 。

船が領海内の無害でな い通航をして も退去

30

平時からシームレスな 対応をしなけ ればな
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20

おける自衛隊という意 味で何らかの 処置が
必要と思う。

【 提言 内 容】

要と思う。現在、国家安 全基本法や国 家安
全保障会議（ＮＳＣ）が 進められ、こ れら
の施策も進展しつつあるものと思う。

水交会としての提言 内容の１点目 は、海
【
自
衛
隊
の
活動を
上保安庁の能力向上で ある。自衛隊 と海上
柔軟にするための方策】
保安庁の情報及び装備 の共有化が出 来るよ
提言を少しはずれるが 、自衛隊の活 動を
うにすること。Ｃ４Ｉ システムを通 じて情
もっと柔軟にすべきと思 う。殆どの国 は法
報の共有、この辺をあ る程度改善す ること
律を設けて軍事力を柔軟 に活用しよう とす
により大分違ってくると思う。
るが、我が国のみは自衛 隊の運用につ いて
２点目は、自衛隊の 活用について である。 非常に制限が大きいと思 う。外国の公 船に
各国の軍隊は、国家主 権の一部とし て部隊
対し何も出来ない問題も 、柔軟に活動 でき
自衛権を有している。 マイナー自衛 権とも
る態勢を備え普通の国になって欲しい。
言われている。我が国 も、平時にお いて武
その方策の１点目は、 自衛艦を国際 法上
力侵攻があった場合、 これに対して 反撃の
の軍艦として認めて欲し い。自衛艦は 国際
出来るよう解釈変更が あっていいの ではな
法上の軍艦としての要件 をクリアして おり、
いか。外国軍艦や公船 に対し判断を 誤れば
国際法上では軍艦として 認められてい る。
本格的な武力衝突に発 展する可能性 もある
しかし、我が国は、自衛 艦に国際法上 、軍
が、危機管理を念頭に ネガティブリ ストに
艦に認められる権利を平 常時から付与 して
よるＲＯＥを策定し、 危機を管理し ていく
いない。各国が享受して いる公海にお ける
必要がある。
海賊行為、奴隷取引、無 許可放送、無 国籍
３点目は、政府内司 令塔機能の強 化であ
船、国籍確認等の取り締 まりを我が国 は出
る。非常時においては 自衛隊の最高 指揮官
来ない。公海でそれが出 来れば領海内 に入
である内閣総理大臣が 、自衛隊のみ でなく
る前に種々の確認が出来 、抑止も出来 ると
行政各部の指揮を取れ るようにして おくこ
考える。
とも必要かと思う。具 体的に指揮命 令系統
２点目は、マイナー自 衛権でも述べ たが、
として現れるかは分か らないが、い ずれに
無害でない外国軍艦、公 船に対する何 らか
しても国家非常時の指 揮命令系統の 中で各
の法律を定めておくこと が必要と考え る。
省庁を含めてコントロ ールできるこ とが必
対応に当たり細かいこと を全て制限す るの

ではなく、また、海賊対処 法のように個 別
に定めるのでなく、柔軟性 を増すため一 般
法的な法律の整理が必要ではないかと思う。
しかし、この法律の運用は 危機管理がし っ
かりとなされた対応である べきであり、 Ｒ
ＯＥの策定が必要なのは言 うまでもない 。
国内法で外国軍艦、公船に 対する法律を 定
めている国もある。明確に 定めているの は
スウェーデンである。中国 は、領海内に お
いて軍艦、公船、商船を問 わず、管制権 を
行使するとしている。ロシ アは、海軍司 令
官の権限により水中目標へ の退去要求、 排
除 が 出来 る 。
３点目は、防衛出動の３ 要件について 無
意味に防衛出動のハードル を上げる解釈 を
するのではなく、シームレ スな平時から の
対応のためにむしろ下げる 努力も必要か と
思う。
集団的自衛権行使も第１番目の要件
（「密接な関係にある他国 への武力攻撃 が
発生し、国民の生命、自由 、幸福追求の 権
利が根底から崩される明白 な危険行為が あ
ること」）があれば、ペル シャ湾の掃海 や
邦人輸送位しか出来ないの ではないか。 集
団的自衛権が実際に発動さ れる事態は殆 ど
ないかもしれない。そのよ うなことも今 後
論じられるべきと思う。以 上、提言内容 に
補足し自衛隊の活動を柔軟 にするという こ
と で 態勢 整 備 に つ い て 述 べ た 。
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本日は、主に水交会 の政策提言内 容等に
ついて申し上げたが、 それ以外にも 多くの
問題点があり、そうい った意味で今 後とも
海運政策や海上交通の 保護に関して ご理解
を賜れば幸い。以上で発表を終わる。

パネルディスカッションの要約

部隊を守るという点では 自衛隊法 条武
器等の防護という世界で 平素から出来 る。
少なくとも反撃というこ とでは国際ス タン
ダードと同じと認識して いる。一方、 人命
財産を守るということに ついて言えば 、平
素は出来ない状況にある が、海上警備 行動
が発令されればその中で 人命財産の保 護も
出来るようになる。そう するとオプシ ョン
としては、防衛出動のハ ードルを下げ てお
くことと海上警備行動を 早くかけると いう
二つがある。後者を取る のなら、もっ と早
くかけられるような仕掛 けを作ってお く。
過去の例でも事前に閣議 決定をしてお き、
総理の判断で命令できる スキームもあ る。
こうすれば比較的他国と 同じような反 応が
出来ると個人的見解を持っている。
もう一つの主権侵害に 対する措置に つい
ては、防衛出動を前倒し にかけても自 衛権
行使の要件となるわが国 に対する組織 的か
つ計画的武力攻撃である と認められな いと
自衛権は発動できない。 防衛出動をか けた
だけでは解決できないと 思う。自衛権 に関
する国際法上の説明と国 内法上の説明 が異
なるということもあり、 閣議決定のラ イン
で行くのであれば今後の 更なる検討を 待た
ないといけない。警察権 の行使で国内 法上
説明をする中に、国際法 上はそうでは ない
ものが含まれるかもしれ ない。政府で 検討
されている中にはそうい った問題も入 って
いると認識している。

【防衛出動の要件の緩和に関連して】

今の日本のグレーゾーン 対処の手法や 態
勢の中にギャップがあり緊 急に埋める必 要
がある。中国の最近の東ア ジアの行動を 見
ているとギャップを突く行 動が最近の特 徴
と し て顕 著 に 現 れ て い る か ら で あ る 。
中国の行動に関してサラ ミ・スライシ ン
グという考え方が出たのは 、２０１２年 ８
月の論文が最初と思うが、 これは、漸進 的
に小さな行動を積み重ねる ことによって 時
間の経過とともに非常に大 きな戦略的な 新
しい事態が生まれ、それに より結果的に 現
状が変更されてしまうとい うような中国 の
行動、特に南シナ海での行動の特徴である。
中国が小国に対し、或いは 、一対一で対 峙
する場合、エスカレーショ ンがもたらす リ
スクを考慮しないところが ある。むしろ 相
手側の近隣を刺激しないよ うな対中エス カ
レーションの恐怖を利用したエスカレーショ
ンによって、気がついたら スカボロ礁な ど
はあっという間にフィリピ ンの巡視船や 軍
艦は中国に退かされ、一番 内側に漁船、 そ
の外側に公船、そのはるか 彼方に中国海 軍
の艦船という事で、中国の 人に言わせる と
キャベツ戦略というらしい が、サラミ・ ス
ライシングで変えた現状を 今度はキャベ ツ
戦略で固定してしまうとい うことをフィ リ
ピ ン 相手 に や っ て い る 。
もう一つの顕著な例は（ 南シナ海での ）
オイルリグ設置で、初めて サラミ・スラ イ
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【マイナー自衛権に関連して】
基調講演での安保法 制懇報告書を 受けた
閣議決定に関する発言 には私自身共 感して
いる。その閣議決定の 中で、個人的 に注目
し てい るの は、 集団 的自 衛 権に つ いて 、
「国際法上の根拠と憲 法解釈を区別 して理
解する必要がある。憲 法上許容され る武力
の行使は国際法上の集 団的自衛権が 根拠と
なる場合がある。」と いうことで、 ある意
味で国際法上の説明振 りと国内法上 の説明
振りは違うということ を明確に肯定 してい
る点である。
その上で言えば、マ イナー自衛権 の定義
をしっかりして話す必 要がある。言 ってい
る側と聞いている側で は必ずしも一 致して
ない場合がある。私自 身はマイナー 自衛権
を話すとき二つのこと を念頭におい ている。
一つはいわゆる部隊防 護に近い世界 で、米
で言うところのユニッ トセルフディ フェン
スに当たる定義と、も う一つは主権 侵害に
対する措置の定義に区別している。

95

シングのアクションと リアクション のバラ
ンスが崩れた例ではな いかと思って いる。
つまり中国にとってベ トナムのあの 行動は
想定外であったと思う 。ベトナムの 数百㌧
規模の公船に対し中国 は千㌧規模の 大型船
舶で激しい行動をした がベトナムも 激しく
対応した。同時にベト ナムは中国と の対話
のチャンネルを維持したり、あるいはケリー
長官とアメリカとの間 で対話をやり 外務大
臣が訪米したり、中国と丁々発止でやりあっ
た。結果、たまたま台 風が来たこと を理由
として中国は退いた。 中国のサラミ ・スラ
イシングにどう対応す べきかを顕著 に示し
た一例と思う。
翻って、東シナ海の 尖閣諸島も中 国の軍
艦は接続水域内で日常 的に活動して いる。
彼らはそこで中国の領 海であるとい うよう
なことまで言っている 。つまりサラ ミ・ス
ライシングの実態は尖 閣にも表れて おり、
いわばある種現状が変 更されている 。いっ
たんそうなるとそれを 元に戻すのは 武力行
使をしない限り難しい。その意味でサラミ・
スライシングをエスカ レートさせな いため
にはシームレスな対応 と手段をもっ て、ま
さにこちらもエスカレ ーションラダ ーを精
緻に作り上げていくと いうことが必 要と思
う。
ソフトウェアで、精 緻で漏れのな い法体
系で、漏れのない対処 手段を確立し ておく
ことは、政府が持続的 な政治意思で もって

国会で説明する意思さえ あれば出来る と思
う。粘着力のある説得力 というのが現 政権
にはあまりないが、いず れにしても中 国の
戦略つまり直接的には武 力行使の原因 まで
は至らないけれども、気 がついたら現 状が
変更されているようなこ とには整斉と 対応
し抑止するという態勢は 喫緊の課題と 考え
ている。

【中国の戦略上の特徴
を考慮した対応を】
いままでの発表の中で 緩和に向けた 課題
であるとか方向性はある 程度指摘され たと
思う。緩和したと仮定し た場合におい て何
を考えないといけないか を中国の戦略 上の
特徴から述べてみる。
１点目は言行一致を日 本側が貫く必 要が
ある。中国人民解放軍の 動向を見ると 、例
えば米軍が撤退すればそ の後を動く、 ロシ
アがカムラン湾から出て 行った後に動 くと
いったように何か変化が あると必ず行 動を
起こす。私は挑発的試み と表現したい 。こ
こまでは大丈夫、ここま では難しいか なと、
必ず行動をもって探って くる。こう考 える
と、日本が緩和という方 向に出た場合 、人
民解放軍は必ず挑発的試 みを行ってく ると
いう前提で日本は動いた ほうがよい。 そう
した場合、日本側は緩和 したのであれ ば緩
和したなりの対応を必ず とる。あいま いに
するとか今回は違うとか 、前回はこう だっ

たが今回は違うといった曖 昧な態度をと る
とか、見逃してしまうとか という行動を 取
るのはさらに中国の挑発的 な試みをエス カ
レートするだけだと考える 。緩和の方向 に
行ったなら必ずそれなりに 必ずラインを 引
き 相 手に わ か ら せ る 必 要 が あ る 。
２点目は、中国の戦略は 多角化と複層 的
といった日本や欧米諸国と 違うというこ と
を理解する必要がある。例 えば外交関係 や
軍関係における意思決定は 意思決定組織 が
別である。別の組織があっ て別のメンバ ー
で意思決定する。扱う利益 も違い国益と い
う点も異なる。それが全て 一致している か
というと話が違う。中国と いうと独裁国 家
というイメージもある。中 国は中国共産 党
の一党支配ではあるが意思 決定に関して は
マルチな組織をたくさん持 っている。習 近
平がトップを勤めているが そのほかの意 思
決定に関与するもののメン バーは違う。 そ
の点を理解する必要がある 。例えば今、 日
中関係はかなり厳しい状況 にあるが、仮 に
極めて良好になった場合、 日本の場合、 そ
れが自衛権の行使に対して ブレーキをか け
ることになるかもしれない が、中国は外 交
的な利益と軍事的な行動は 別に決めるの で
直接的にはリンクしない。 戦略的選択は 束
縛されないという特徴は押 さえておかな け
ればならない。友好関係に あるから大丈 夫
だとか、経済関係が強いか ら中国はこん な
ことをしてこないとか、そ ういったこと を
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考えず、平時の時だか らこそ常に出 来る限
りの対応をとっていく 。必ずそれを やると
いうことが重要と考える。

では なく、自衛隊の活 動を柔軟にす る上
にお いては、防衛出動 の敷居を柔軟 に解
釈し ていいのではない かという視点 が必
要で ある。軍艦・公船 に対しては所 謂、
国の 警察権である海警 行動は通用し ない
と いうの が私の 解釈 である 。 誤 りで あ
れば 教えて欲しいが、 その場合、軍 艦・
公船 には退去要求しか 出来なくなり 、中
国の既成事実を積み上げる結果になる。
③ 今日の政 府関係 者はお そらく その認 識
と思う。 能登半 島沖不審 船事案 、海賊 対
処法等、 それぞ れのとき 海上警 備行動 と
はなにな のかと いう検討 もされ ている が、
法規上海 上保安 庁の権限 を越え るもの で
はない。 海上保 安庁が何 に基づ いて退 去
要求をや るかと いうと、 彼らの 権限規 定
の中核の海上 保安庁法 条 条 条を 使
うのでは なく、 任務規定 である ２条か ら
やってい る。そ こは海上 保安庁 も純粋 に
お巡りさ んとし ての活動 だと認 識して い
るわけで はない と思う。 さらに 付け加 え
ると、過 去に海 上警備行 動で出 来るの で
はないか と検討 されたこ ともあ り、国 際
法上の説 明との 関係で苦 労はす るだろ う
が、海上 警備行 動、治安 出動な りの中 で、
退去要求 しか政 府が出来 ないと いう結 論
が 出て い る わ け で は な い 。
④ 軍艦・公 船の領 海内に おける 行動に 対
し、警察 権ある いは海上 警備行 動で対 応

で きるか という議 論に対 し私自身 は否 定
的 である 。平時に おける 微妙な問 題が 起
こ ること を考える と、そ れ以外に 平時 の
自 衛権の 行使につ いてな んらかの 指針 を
示しておくことが必要である。
他方 で防衛 出動の活 動の ハード ルを 下
げるの がいい のか、あ るい は下げ たと こ
ろでそれがどういう影響をもたらすのか、
ハード ルを下 げたとこ ろで 防衛出 動を 発
令でき るのか 、そして それ がいい のか と
いう問題がある。
仮 に平時 にお ける自 衛権 の行 使 につ い
て、 法制上 の整 備が出 来れ ば平 時 にお い
て自 衛隊が 武力 行使を する こと が 可能 に
なる わけだ が、 そうい うこ とが 可 能に な
るこ と自体 が抑 止力に 寄与 する 。 今の と
ころ 中国も 我々 のこと を勉 強し 分 かっ て
いる と思う が、 もし今 の法 制の ま ま海 上
警備 行動で 自衛 隊が出 ると これ は 大変 な
こと になる と思 う。今 の日 本の 法 制で は
対応できないと思う。
そういう意味で、平時に おける自衛権 行
使についてもう一度議論し てもらおうと 考
えている。それから、一つ 付け加えると 、
パネリストの中で、集団的 自衛権の行使 に
ついての説明振りについて 、国際法とい う
観点から見ることも出来るという説明があっ
た。これは非常に巧みな議 論をしている わ
けで、この閣議決定では国 際法から見れ ば
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【防衛出動要件の緩和か、
現行法制による対応の拡大か】
① 防衛出 動をもう 少し 身近な ものに とい
う案については、いいとは思うがデメリッ
トもある。防衛出動 は発動の手続 き上の
ことがあることと、 防衛出動をか けるこ
とが国内外でどのよ うに認識され るかと
いうこと。所謂三戦 の中で相手側 がどの
ように仕掛けてくる かを考えると そこは
若干違ったインパク トが出てくる 可能性
があると思う。海上 警備行動なり 既存の
方法でやる場合のデ メリットは、 国内と
国外の説明の違いが あることを先 ほど述
べた。それが理解し てもらえるか という
心配がある。防衛出 動でやること のデメ
リットを付け加える と、海上保安 庁が付
いてこれなくなること。メリットデメリッ
トを勘案してシームレスな幅広いオプショ
ン を構 成 し て い く 必 要 が あ る 。
② 軍艦・ 公船に対 して は海上 警備行 動、
所謂警察権の行使と 認識している が、こ
れが本当に通用する のか。現状の 法規で
は、海上警備行動が 発令されても 退去要
求しか軍艦・公船に は出来ない。 防衛出
動か海警行動で全て やればいいと いう事

16

17

18

我々が言ったことは集団的自衛権の行使と
ない。人民解放軍の能力を適正に評価し、
が今後想定されるので平時における自衛
解されていいかもしれないが、我々は、こ
いたずらに彼らを恐れず、実力の向上に怠
権の行使を法律上明確にすべきである。
れは日本の自衛権の行使を憲法解釈上同じ
りなきよう兵力整備と現有兵力の最前活用
【Ａ２】自衛権の発動要件を見直すべきと
判断でやろうとしている、と言うのである。 を引き続きお願いしたい。
は水交会の政策提言の中にはない。元々
しかも、この非常に限定された自衛権の行
は、考え方として、各国が持っている部
使は、防衛出動が発動され自衛隊の武力の
隊防護によって抑止をする、或いは武力
行使ができるという後の話である。しかし、 フロアーを交えての
行使が出来るという範疇で捉えていいの
国際法で言うところの自衛権の行使は、平
ではないか、それがなければ防衛出動し
質
疑
応
答
・
意
見
交
換
（
要
約
）
時においてもありうる。平時における自衛
かないのではないかということで提言し
権の行使を認めない限り、我々が想定する
【Ｑ１】自衛権の発動要件は一つのボトル
た。自衛隊の活動が柔軟に運用されるた
集団的自衛権の行使は殆ど議論の外に行っ
ネックになっているとの印象を受けた。
めには、防衛出動の要件についてもある
てしまうだろう。平時における対応の中に
であるならなぜこれまでの提言で自衛権
程度緩和すべきではないかと思う。しか
自衛隊法 条の話が出てくるが、素直に平
の発動要件そのものを見直そうではない
し、それがイコールわが国のすべてのこ
時における自衛権の行使が何らかの形で法
かという提言にならないか。そこまで踏
とについて解決できるかという点では難
制化されればこの議論は出てこない。
み込むことによってこういうことが改善
しい問題があると思う。部隊防護のため
できる。あるいは平時の自衛権について
の武力行使という考え方を、防衛出動に
【今後政府に期待すること】
もより大きな突破口が出来ると考えてい
は至らないけれども所謂武力行使が出来
現場を経験したものとして、現場が判断
るが、所見を頂きたい。
る範疇と捉えてもいいのではないかと思
に困らない法律にして欲しい。現場に責任
【Ａ１】防衛出動を含めた自衛権の行使、
う。今回の政策提言はそのようになって
を押し付けることがないようにして欲しい。
自衛隊が武器を使用することを前提にし
いる。
次に、根本的な疑問であるが、平時に外国
た自衛権の発動要件があるが、これを緩
【Ｑ２】第１点は、例えば尖閣周辺の中国
軍艦・公船に対処できるようにする場合、
和しないことにはどうにもならない。防
の行動の中で、自衛権の行使が必要とな
尖閣についてはよいが、竹島や北方領土の
衛出動発動の是非の議論も先ほどしたが、
る事態とはどのような具体的状況を想定
ように既に占拠されているところも適用し
まずハードルを下げるべきと書いてある。
しているのか。
なければならないだろう。そこをどう考え
私の意見はハードルを下げてもっと活動
第２点は、自衛権の行使でも海警行動
るのか。どう対処するのかを予め理論的に
しろといっているわけではなく、自衛権
の拡大でもいずれでもよいが、それを拡
整理しておく必要がある。
の発動、つまり自衛隊が平時に武力の行
大して何か行動が取れるようにした場合、
また、言うまでもないが、如何に法的な
使をできる発動の要件をまず下げるべき
実際にどういう行動をとることを想定し
ものを整備しても実力がなければ話になら
と思う。もう一つはグレーゾーンの事案
ているのか。例えば放水するのか、進路
95
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るか。見ておくだけというオプションは
ないだろう。各国との関係についても国

から現在領海内で無害でない通航をして
いる公船に対し現在の情勢を見て具体的
にどうするかといえば、恐らく具体的に
は退去要求を続けるのだろう。
彼らが何かをしてきたときに我々もそ
れなりの対応が出来るように柔軟性を持
たせて欲しい。明らかに尖閣に中国人民
解放軍と分かる者が上陸してきた場合ど
うするか。我々が武器等を使用しないで
勧告をし、危機を管理しながら退去させ
ることが必要になる。その方法をどうす

いるのか教えて欲しい。
【Ａ１】やはり各段階があると思う。段階
を追って慎重に行使すべきである。今は
軍艦・公船に対しての話である。紛争に
つながる可能性が高い。そういった際、
国権を発動する場合にどこまでやるかは
極めて慎重を要する。例えばおそらく彼
らも領海内を無害でなく通航する場合、
所謂危機を管理するという意味では、こ
れ以上緊張を高める必要はない。ただ我々
ができる可能性は担保しておきたい。だ

妨害するのか、衝突して追い返すのか、
警告射撃や船体に対する直接的な射撃ま
でするのか、どういうシナリオで話して

い。

当然有事における自衛権の行使、自衛隊に
よる武力行使も想定しておかないといけな

時、日本が防衛出動を発令しているかどう
かは微妙なところである。しかも先方の主
体が色々ある。民間人、漁民、武装漁船あ
るいは政府職員と言われている場合もある。
更に、今難しくしているのは公船の中で中
国国家海洋局の船が異常に大型化している
こと。軍艦かそうでないかどうやって定義
するか知らないが軍艦に近い公船も出て来
ると思う。そういう中国の南シナ海におけ
る過去の経験からすれば防衛出動前の最悪
のことも広く深く考えておく必要がある。

果を発揮する態勢を作ることが必要であ
る。海警行動の中で出来ることもたくさ
んある。その時の情勢や国の判断ではあ
るが、何もしないというオプションはな
いと言いたい。いずれにせよ、すぐ武力
行使に至るという話ではない。
【Ａ２】尖閣海域における防衛出動発動前
の段階には様々な衝突が繰り返されるであ
ろう。ただ中国の南シナ海におけるこれま
での例を見ればいろんな段階を経て最終的
には武力行使している訳だが、そのような

ンはいろいろあるが、今回はここをやる
という選択肢はあってよい。そういった
意味での戦略をオプションとして持ち成

― 完 ―

際情勢による。わが国のとり得るオプショ
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