平和安全法制の
概要と評価
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平和安全法制整備法

「平和安全法制整備 法」は、今回 の法整
備の中核部分となるも のであり、国 会の議
論で「 本の法律 を一括りに改正す るもの
で乱暴で解り難い。」 と批判を浴び た。し
かしこれは、平成 年７月の閣議決 定で示
された法整備の方向に 従って複数の 法律の
関連部分を改正するも のであり、方 法とし
ては極めて妥当なもの である。例え ば、集
団的自衛権の行使に関 して新設され た「存
立危機事態」の規定は 、事態対処法 、自衛
隊法、海上輸送規制法 など相互に関 連する
６法に及ぶものであり 、むしろ一括 して審
理することが適当であった。
海上自衛隊の行動関 係としては、 事態対
処法、自衛隊法、海上 輸送規制法、 周辺事
態安全確保法、船舶検 査活動法、国 際平和
協力法（ＰＫＯ法）が主なものである。
武力攻撃事態等への 国としての対 処の基
本を定めた事態対処法 には、新たに 「存立
危機事態」として「我 が国と密接な 関係に
ある他国に対する武力 攻撃が発生し 、これ
により我が国の存立が 脅かされ、国 民の生
命、自由及び幸福追求 の権利が根底 から覆
される明白な危険があ る事態」が加 えられ
た。これは、我が国が 集団的自衛権 を行使
するに際しての法益（ 法令により実 現しよ
うとしている利益）を 規定するもの であり、
10
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この事態に限っては、つ まり限定的な 集団
的自衛権としての武力行 使が認められ ると
いう考え方を具体化するものである。
自衛隊法の改正は今回 の法整備の中 でも
核心となるもので、第３条「自衛隊の任務」
の規定から「（我が国へ の）直接侵略 及び
間接侵略」に対するもの とされていた 防衛
任務の限定条件や地理的 制限が除かれ ると
共に、第 条の「防衛出 動」に「存立 危機
事態」における出動が加 えられ、集団 的自
衛権行使としての自衛隊 の武力行使が 規定
された。このほか、平時 の米軍防護の 措置
として、武器等防護の対 象に「自衛隊 と連
携して我が国の防衛に資 する活動に従 事し
ている米軍等の武器等」 が加えられ、 自衛
隊が直接米軍部隊を武器 を使用して防 護で
きるようになっている。 また、在外邦 人等
輸送に際しても、一定条 件を満たせば 外国
において在外邦人等の武 器を使用して の保
護が職務として行えるこ ととされたほ か、
後述する重要影響事態に おける武器使 用の
制限が緩和されるなど、 広範な改正が 行わ
れている。
有事の臨検にあたる活 動を規定する 海上
輸送規制法も自衛隊法に 合わせて改正 され、
集団的自衛権の行使の場 合、武力攻撃 を受
けている外国の領海でも 活動できるこ とと
された。
準有事ともいうべき周 辺事態安全確 保法

は、「重要影響事態安全確 保法」と名称 を
変え、我が国周辺という地 理的条件を削 除
するとともに、支援の対象 を米国軍隊に 限
らず関連する外国軍隊に拡 張する改正が な
された。また、外国領域に おける捜索救 助
や船舶検査等の活動も当該 国の同意を条 件
として可能とされるととも に、他国の武 力
行使との一体化を避けると いう趣旨で設 け
られていた「現に戦闘行為 が行われてお ら
ず、かつ、当該活動の期間 を通じて戦闘 行
為が行われることがないと 認められる」 と
いう実施区域の制限も「現 に戦闘が行わ れ
ている現場」を除くという ように緩和さ れ
ている。米軍等への後方支 援については 、
弾薬の供給や発進準備中の 航空機に対す る
給 油 ・整 備 が 可 能 と な っ た 。
船舶検査活動法は、周辺 事態安全確保 法
が重要影響事態安全確保法 へと改正され た
ことに合わせて、地理的な 制約を削除す る
改正が行われた。同時に、 後述する国際 平
和支援法の制定に合わせて 、国際社会の 平
和と安全のための活動とし ても位置付け ら
れ る こと と な っ た 。
ＰＫＯ法として知られる 国際平和協力 法
は、従来から海上自衛隊の 主体的な活動 に
直接関わるものではないが、統合運用の下、
様々な形態で海自隊員も関与することとなっ
ている。この法律も大きく ２点の改正が な
されている。まず、従来は 国連が行うＰ Ｋ
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Ｏに参加することが前 提であったも のが、
例えばＥＵのような国 連以外の国際 機関や
関係地域の国などの要 請によって行 う活動
が含まれることとなっ た。もう一つ が業務
の拡大であり、住民な どを保護する 「安全
確保業務」や他国の活 動関係者に危 害が及
ぶ危険がある場合の「 駆けつけ警護 」など、
これまでできないとさ れていた分野 に広が
りを持つこととなった。

国際平和協力支援活動法

「平和安全法制整備 法」が関連法 の一括
改正であるのに対して 、「国際平和 協力支
援活動法」は新規の独 立した立法で ある。
目的は国際社会の平和 及び安全に対 する脅
威に国際社会の一員と して共同して 対処す
ることにあり、同じ趣 旨で何度か制 定され
た特措法を恒久法とし て整備したも のであ
る。活動としては、ア フガニスタン やイラ
クの事態で実績のある 物品、役務の 提供で
ある協力支援活動のほ か、前述の重 要影響
事態安全確保法の項目 である捜索救 助活動
と船舶検査活動も実施 項目となって いる。
武器使用の形態も、重 要影響事態安 全確保
法と同様の自己保存型 であり、ＰＫ Ｏ法で
いう安全確保業務や駆 け付け警護は 活動に
含まれない。同活動に はＰＫＯと異 なり文
民が参加することは想定されていない。
なお、現在、海上自衛 隊が実施中の 海賊対

関連閣議決定

処活動は、海賊行為を国 内法違反とし て対
処を定めた海賊対処法に 基づいている ため、
この法律が施行されても 枠組みに変化 はな
い。

(4)

平和安全法制の一環と して、有事に 至ら
ない、所謂グレー ゾーンの対応 として、①
「我が国の領海及び内水 で国際法上の 無害
通航に該当しない航行を 行う外国軍艦 への
対処」、②「離島等に対 する武装集団 によ
る不法上陸等事案に対す る政府の対処 」、
③「公 海上で我が国の民 間船舶に対し 侵害
行為を行う外国船舶を自 衛隊の船舶等 が認
知した場合における当該侵害行為への対処」
の三つの閣議決定がなされている。
詳細は省略するが、こ れらは武力攻 撃に
至らない侵害に自衛隊が 対処する際根 拠と
なる海上警備行動、治安 出動、海賊対 処行
動の発令を迅速に行うた め、閣議及び 安全
保障会議の決定を短時間 で行う手続き を定
めたものである。平成８ 年の領水内の 潜没
潜水艦に対処する閣議決 定では、事態 が発
生した時の海上警備行動 発令を事前に 総理
大臣に委任しているが、 今回のものは 単に
閣議等の所要時間を短縮 しようとする もの
である。また、いずれも 平時の権限行 使を
認めるものであり、自衛 権行使による 防衛
行動ではない。

集団的自衛権

２ 評価と課題
(1)

新設された「存立危機事 態」が集団的 自
衛権発動の根拠となること は前述のとお り
であり、その武力行使の要 件として「我 が
国と密接な関係にある他国 に対する武力 攻
撃」の発生と国家存立等の 「明白な危険 」
が あ るこ と と さ れ て い る 。
集団的自衛権の拠り所を 自国と密接す る
他国への武力攻撃とするこ とは、国際社 会
で一般的であり特別なこと ではない。し か
しながら、この規定が「憲 法が許容する 必
要最小限度の実力行使に該当するか」といっ
た憲法９条の解釈論議と結 びつくことに よ
り集団的自衛権の行使を困 難にする可能 性
が高い。例えば、事態が切 迫した状況を ど
の時点で武力攻撃の発生と みなすのか、 或
いは他国への攻撃によって 「武力行使が 許
されるような明白な危険」 が生じるのか と
いった議論の前に適切な対 応をとれない の
ではないかという危惧を持たざるを得ない。
集団的自衛権の効果の核心 は、同盟によ る
抑止が破綻した時に同盟に よる対処の躊 躇
ない発動を保証することに より、遡って 抑
止を強固なものにするとこ ろにある。そ う
した意味で、今回の改正は 中国の野心的 な
行動を抑止する最も効果的な選択肢である。
我が国の存立等に対する明 白な危険の認 定
は憲法学の議論ではなく、 安全保障上の 現
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自衛権」について言及し ているとおり 、領
域外での行動、共同が日 常的に行われ る海
上自衛隊にとっては自隊 のみならず共 同す
る他国部隊との相互的な 部隊防護につ いて
も「部隊自衛権」の真剣 な検討が必要 であ
る。

グレーゾーンにおける対応

グレーゾーンにおける 対応について は、
現行法令の運用効率化に 関する閣議決 定が
なされたのみで、グレー ゾーンにおけ る新
たな権限行使のための法 制化や平時の 自衛
権に関する解釈変更等の 実質的な改善 はな
されていない。したがっ て、海上警備 行動、
治安出動の権限と、外部 からの組織的 な武
力攻撃に対処する防衛出 動での武力行 使の
間隙は依然として大きな ままである。 領海
内で無害でない行動を行 ったり公海上 で我
が国船舶に侵害行為を及 ぼしたりする 外国
軍艦 、公 船に 、 国際 法上 の 「均 衡性 」 と
「必要性」の原則に基づ いた適正な自 衛の
措置が採れるよう検討を 継続する必要 があ
る。
在外邦人等の保護につ いても警護や 救出
が任務に加えられ、職務 遂行のために 武器
が使用できることとなっ た点は評価で きる
改善であるが、領域国の 同意や現場で 戦闘
行為が行われないことな どを前提にし てお
り、ここでも海外におけ る武力行使と みら

(3)

実的な選択の問題であ る。我が国が 、安全
保障上、必要なときに は躊躇なく集 団的自
衛権を行使する姿勢を 明らかにする ことが
死活的に重要である。
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れることに対する過剰な忌避が認められる。
平成 年５月に安倍総理に 報告された安 保
法制懇の答申にも在外邦人 保護を自衛権 で
行い得る余地について言及 があり、領域 国
が統治能力に欠けている場 合などでも正 当
な保護が行い得るような措 置については 、
更 に 検討 を 継 続 す べ き で あ る 。

結びに
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平和安全法制の成立が、 戦後の安全保 障
体制を大きく変える画期的 なものである こ
とは疑いのない事実である 。特に、限定 的
ではあるものの集団的自衛 権の行使を認 め
たことは、膨張する中国と 向かい合う日 米
同盟にとって抑止力を格段 に向上させる 潜
在力を持つものである。他 方、グレーゾ ー
ン事態対応に端的に表れて いるように、 憲
法９条の硬直的な解釈によ る制約が随所 に
見受けられるのは極めて残 念である。武 力
の行使を放棄したのは国際 紛争解決の手 段
としてのものであって、海 外で生命の危 険
にさらされている自国民の 保護や自衛隊 の
部隊に対する急迫不正な侵 害を排除する こ
とを妨げているとは考えられない。今後も、
残された課題に対して改善 を求める声を あ
げ続けていかなければなら ないという思 い
を 強 くし た と こ ろ で あ る 。
（やまぐちとおる 幹候 期）

28－新春号>

<水交

- 6 -

米軍防護

今回の改正で平時か ら米軍等を防 護でき
ることとなり、また、 集団的自衛権 の行使
が認められた後は武力 行使の一環と して米
軍等を防護することも 可能となった 。この
ように米軍等の防護を 幅広く行える ように
なったことは日米同盟 の信頼性を保 証する
うえで大きな進歩であ る。一方で、 平時に
防護できるのは「現に 戦闘行為が行 われて
いる現場を除く」こと とされており 、重要
影響事態のような情勢 において共同 して警
戒監視に当たる米軍等 の部隊、艦艇 が武力
攻撃を受けた場合、自 衛隊のみが現 場を離
脱せざるを得なくなる 。そもそも防 護でき
る米軍は、自衛隊と連 携して我が国 の防衛
に資する活動に従事し ているのであ り、防
護対象が交戦状態に入 った途端に防 護でき
なくなるのでは本来の 目的を全うす ること
にはならない。
これは、元来の武器 等防護の権限 の根源
的な問題であり、国際 標準の部隊防 護とい
う考え方が取り入れら れないための 弊害で
ある。平成 年の 水交会政策提言に 「部隊
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