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防衛問題セミナー

日時：平成２４年１月１２日（木）

１８：００～２０：３０

場所：岡山市 さん太ホール

主催：中国四国防衛局

後援：岡山県

司会：それでは、定刻となりましたので、ただ今から防衛問題セミナーを開催させていた

だきます。本日は、皆様、大変お忙しい中、また寒い中、本日のセミナーに足をお運

びいただきまして、誠にありがとうございます。私は、中国四国防衛局企画部長の藤

代誠と申します。本日の進行役を務めさせていただきます。よろしくどうぞお願い申

し上げます。まず、主催者を代表いたしまして、中国四国防衛局長・辰己昌良から一

言、ご挨拶を申し上げます。

【挨 拶】

中国四国防衛局 局長 辰己 昌良

皆さん、こんばんは。中国四国防衛局長の辰己でございます。本日は、１月の寒い中、

そして夜間にも関わらず、多くの方々に集まっていただきまして、本当にありがとうござ

います。中国四国防衛局では、この防衛問題セミナーということで、できる限り我が国の

防衛政策あるいは安全保障の問題について、より多くの国民の方々に知っていただこうと

いうことで、これまで１７回にわたり防衛問題セミナーを実施してきました。今日が１８

回目でございます。この岡山では、平成２０年１１月に、当時インド洋における補給支援

活動が非常に大きな注目を集めておりましたので、その問題について、当セミナーを開催

させていただいた以降、久しぶりの開催になるわけでございます。

本日のテーマは、自衛隊の国際協力活動が始まって以来２０年という節目を迎えており

まして、それをテーマとしてこれまでの２０年間を振り返り、そして現在の活動状況、そ

して今後の課題等について防衛省の方からご説明をするとともに、有識者の方に入ってい

ただいて議論し、皆様方に、この問題について理解を深めていただければと思っています。

今から２０年前、１９９１年に海上自衛隊の掃海艇部隊がペルシャ湾に行って機雷掃海

を実施しました。これが我が国自衛隊の国際協力活動の最初でございます。そしてカンボ

ジアのＰＫＯがその後、陸上自衛隊が続いたわけでございますが、当時はまさに国論を二

分する問題でございました。賛成、反対いろんな意見がありました。私は、当時防衛庁に

いたわけですけれども、やはりマスコミ等の論調を含めますと反対の議論、あるいは安全

が確保されないのではないか、あるいは自衛隊が海外で銃を撃つという問題もあるのでは

ないかというようなことで、非常に多くのご批判もいただいた中で、２０年間にわたって
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自衛隊は着々と成果を積み上げてきたというふうに思っております。この２０年間、自衛

隊が行ってきた国際協力活動は全ての地域で評価され、そして国際社会からも自衛隊の組

織力について、国際社会から他国に勝るとも劣らない、優越的な部隊であるという評価を

されていると思っています。そういった国際社会での成果、そして当該地域での住民の方

々からの感謝、そういったものが積み重なって、２０年前の国論が二分していた頃から比

べ、国民のほとんどの方々が理解をしていただき、かつ、高い支持をしていただいている

のではないかというふうに思っております。今もなお、この時間も世界の各地では、海上

自衛官が、陸上自衛官が国際協力活動に当たっております。ゴラン高原では一番長いＰＫ

Ｏ活動になるわけですけれども、約５０名の隊員が輸送活動等に従事しています。また、

ハイチでは、中国地方にある１３旅団が最初にトップバッターとして２年前に派遣された

わけですけれども、大きな地震で多くの方が亡くなられたハイチの復興のため、今日もな

お、現地で施設部隊を中心に復興活動をしております。さらには、ソマリア沖・アデン湾

では、海上自衛隊及び陸上自衛隊を合わせて６００名が海賊対処ということで、日本の経

済のために、そして世界の流通のために昼夜分かたず監視活動を続けています。更には東

ティモールにも要員が派遣されておりますし、そして、今後、南スーダンでも活動が開始

されるわけです。この瞬間も世界の各地で自衛官が昼夜を分かたず活動しているというこ

とを、いつの時にでも思い出していただければと思っております。そして、そのことが地

域の安定に繋がりますし、国際社会の安定にも繋がります。ひいては、日本の国益にもな

っているというふうに思っております。

本日は、第１部で中野情報・通信研究課長から自衛隊の活動全般について、総括的な観

点から話をしていただき、その後、杉本高知地方協力本部長から、イラクに杉本本部長が

半年いらした非常に厳しい環境、しかも当時は緊迫した状況下で任務をされていました、

その体験談を語っていただいて、当時の厳しい状況、あるいはイラクとの非常に友好的な

関係についてお話をしていただければと思っております。

また、第２部においては、この２人に加えまして、海上自衛隊、まさに２０年前にペル

シャ湾で掃海部隊として派遣された桂司令・１等海佐に当時の苦労話をお話していただく

とともに、広島大学の永山准教授、この方は、国際関係論、あるいは安全保障関係論を広

島大学で教えておられるわけですけれども、専門家の永山准教授にも加わっていただいて

パネルディスカッションをしていきたいと思います。それによって自衛隊の国際協力活動

を身近に感じていただき、更に理解を深めていただければ幸いだと思います。

本日は、この開催に当たりまして、岡山県の方から後援をいただきまして非常にありが

とうございました。この場を借りて感謝を申し上げます。それでは宜しくお願いします。

司会：それでは、第１部を開始させていただきます。まず、防衛省運用企画局中野裕文情

報通信・研究課長から講演をいたします。中野課長は、これまで防衛省防衛局運用課

国際協力室部員、北海道警察本部生活安全企画課長、陸上自衛隊東部方面総監部政策

補佐官、防衛省情報本部分析部長、防衛省人事教育局服務管理官などを歴任され、防

衛行政のみならず、警察行政、部隊運用等幅広い分野の勤務経験を有しておりまして、

本日のテーマであります「自衛隊の国際協力開始２０年にあたって」と題しまして、

お話をしていただきたいと思っております。それでは、宜しくお願いします。
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【講 演】

「自衛隊の国際協力開始２０年にあたって」

防衛省運用企画局情報通信・研究課 課長 中野裕文

ただ今、ご紹介いただきました中野です。私の方から自衛隊の国際協力開始２０周年に

あたってというテーマで、自衛隊の海外での活動の位置付け、これまでの活動の変遷、今

後の課題について説明させていただきます。まず、海外での活動の位置付けですけれども、

自衛隊の任務については、皆さんよくご存じであります「我が国の防衛」があります。こ

れは防衛出動と呼んでいるもので、我が国の平和と独立、国の安全を直接確保するための

活動であります。それから「公共の秩序の維持」、これは自衛隊法では治安出動と言われ

ているもので、我が国の治安又は国民の生命、財産の安全を自衛隊の活動により直接確保

するというものです。これを簡単に言いますと、平素だと警察が治安の維持を行っていま

すが、例えば、外国からテロリストが多数流入してきて、いろんな所に爆弾を仕掛けたり

すると、警察だけでは十分治安が守れない場合、そういった場合など自衛隊が秩序維持の

活動を行うということです。この２つが自衛隊の優先度の高い仕事だというふうに位置付

けられています。これは、自衛隊法第３条第１項において「我が国の平和と独立を守り、

国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務と

し、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」というふうに法律で規定されております。

これが優先度の高い任務との位置付けですけれども、これに続いて我が国周辺で発生した

事態、いわゆる周辺事態と言っておりますが、このような緊急事態に対しまして、自衛隊

が行う活動と位置付けられております。さらに、その外側のものとして、国際平和協力活

動というものが位置付けられております。ですから自衛隊の一番優先順位の高い任務は、

我が国の平和や秩序を守るための活動というものがありますけれども、これには優先順位

が落ちるのですが、国際平和協力活動を行っているということが法律的な位置付けになっ

ています。こちらが自衛隊法の第３条第２項で、我が国又は国民の生命等の安全を自衛隊

の活動により直接確保する活動ではありませんけれども、こちらの主たる任務の遂行に支

障が生じない限度で実施するということです。それから、武力による威嚇又は武力の行使

に当たらない範囲で実施するということです。これは簡単に言うと、こちらが優先順位が

高い任務で、自衛隊が武器を使って、いわゆる戦争のような活動を実施してもいいとの位

置付けなのですけれども、こちらの方は武器を使わない、使ってはならないという位置付

けで重みに差がついているという形になっています。これらを合わせて、我が国の平和と

独立、国の安全を確保することが自衛隊が行う任務であるという位置付けになっています。

防衛計画の大綱が閣議決定されていますけれども、一昨年の１２月にできた一番新しい

防衛計画の大綱では、国際貢献について、ここにありますように国際社会が協力して行う

活動に、より積極的に取り組むということが柱としてあり、更に非政府組織、いわゆるＮ

ＧＯと言っておりますが、そういう組織とも連携・協力を図ることによって、対応をより

効率的かつ効果的に行っていこうと書かれています。それから、現在やっている活動の実

態を踏まえてＰＫＯ参加５原則、これは自衛隊が初めてＰＫＯに参加する時に自衛隊を海

外に派遣して旧日本軍がやったような問題を起こすおそれがあるのではないかというご意
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見がありまして、当時の政府で「こういう場合に自衛隊をＰＫＯに参加させよう」という

５つの原則を定めておりまして、後ほどご説明しますが、１つは停戦の合意があること。

紛争を行っている当事者間で紛争を止めましょうという合意があること。それから自衛隊

が派遣される国で、自衛隊の派遣に対して受け入れ国の同意があること。自衛隊が中立性

を保って活動すること。合意が満たされなくなった場合は自衛隊は撤収すること。この原

則を平成４年頃に政党間の話し合いで決めたのですけれども、その原則も２０年経ってい

ますので、引き続き継続することが相応しいのかを検討しましょうということを政府とし

て定めております。

次に、自衛隊のＰＫＯの活動にどのようなものがあったかについて簡単に紹介させてい

ただきます。まず、総括的に申し上げますと、アジアとか中央アフリカ等赤い所が自衛隊

が派遣された場所なのですが、約３０ヵ所で活動を実施しておりまして、延べ４万人の自

衛官が派遣されているということです。

一番最初に派遣されたのがペルシャ湾への掃海部隊の派遣で、１９９１年に派遣されま

した。この派遣は、実際に行ってこられました方からお話が聞けると思いますけれども、

これは、自衛隊初の海外での任務で、ペルシャ湾の機雷除去のために海上自衛隊の掃海部

隊を派遣したものです。我が国の船舶の航行の安全の確保という趣旨に加え、被災国の復

興という平和的、人道的な目的を有する人的な国際貢献ということで、非常に意義があっ

たというものであります。

次に、カンボジアのＰＫＯで、９２年になります。９１年に最初のを行って、次の年に

なります。これは、自衛隊初めてのＰＫＯで、陸上自衛隊から停戦監視要員と現地の道路

や橋の補修などを行う施設部隊が派遣されて、それと併せて他のＰＫＯの部隊、他国から

のＰＫＯ部隊への給油や給水なども実施しています。それから、派遣されている陸上自衛

隊の施設部隊に対する補給として、海上自衛隊の補給艦や航空自衛隊の輸送機が参加した

というものです。

これに続いて、９３年のモザンビークでのＰＫＯです。これは、アフリカに初めて派遣

されたＰＫＯですけれども、モザンビークが内戦状態で多数の現地の人々が、言葉は悪い

ですけれども殺し合って、無政府状態であったのですが、そこに自衛隊が派遣されたわけ

です。モザンビーク和平が達成されるのに貢献したというものであります。これは、アフ

リカに初めて行ったということで、どういう所なのか良く分からなかったということと、

つい直前まで殺し合いをやっていたので、本当に自衛隊の部隊を撤収しないといけないの

ではないかという可能性も考えつつやったＰＫＯということです。上手くいったのであま

りクローズアップされていませんが、３番目のＰＫＯとしては重かったというふうに考え

ています。

次に、ホンジュラスですが、国際緊急援助隊を派遣したものです。これは分かりやすく

言うと、海外に派遣する災害派遣です。ホンジュラスで日本で言う台風が猛威をふるいま

して、それに対する被災地に自衛隊を派遣したという活動です。現地ではハリケーンと言

っていますが、医療や防疫活動を行ったところであります。自衛隊は今までにパキスタン

やインドネシアでも国際緊急援助活動を行っております。昨年ありました東日本大震災で

も海外の軍隊が来てくれた裏返しであり、このような活動を自衛隊も実施しています。

その後、２００２年に、東ティモールでありましたＰＫＯですが、東ティモールはイン
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ドネシアから独立した国で、独立直後で国の組織もしっかりできていないことから、どこ

かの国から援助してほしいとの事情があったのですけれども、インドネシアから独立した

国なので、インドネシアからは援助はしてもらいたくないとか、いろんな国との関係でし

がらみがあったのですが、日本は全くしがらみが無くて、極めて善意に基づき援助してく

れる国だということで、東ティモールから歓迎されまして、我が国最大規模の施設部隊を

派遣したということが特徴です。また、女性のＰＫＯの要員が初めて参加したことが２つ

目の特徴です。それから、民生支援業務を積極的に実施いたしました。これは橋を架けて

いる写真ですけれども、こういう活動を、最近だと自衛隊も海外のＰＫＯ活動で国造りと

いいますか、地域の復興支援みたいなこともメインにやるようになりましたけれども、２

００２年にやったＰＫＯが自衛隊が実施した初めてであります。

次に、現在実施中の自衛隊の海外の活動ということで５つ紹介させていただきます。先

ほどの辰己局長の話の中にも出てきましたけれども、ゴラン高原での国際平和協力活動で

す。このゴラン高原というのは、イスラエルとシリアの国境にある紛争地で、イスラエル

がシリアと戦争して、占領した所になりますけれども、シリアとイスラエルがいつまでも

対峙したままで放っておくと、再度紛争になりかねないということで、国連の部隊がゴラ

ン高原に常駐して両国の軍隊を引き離すことによって、紛争の再発を防ぐというものです。

これは、中東戦争の頃からずっと続いているもので、非常に歴史の長いＰＫＯになります。

ゴラン高原の引き離し監視隊、司令部の要員、輸送部隊、派遣されている他国の部隊に対

する必要な物資の輸送や道路の補修や除雪などを行うという内容です。これは、中東戦争

の頃から続いているもので、自衛隊が行くようになってからでも１６年経っておりまして、

我が国のＰＫＯの最長記録を更新しているものです。これは、引き離しのためにいる部隊

なので、なかなか終われません。いなくなってしまうとイスラエルとシリアでドンパチを

してしまうので、このＰＫＯは、先が見えないのが特徴というか問題点というものがあり

ます。

次に、海賊対処です。これは、ソマリア沖・アデン湾で海賊が発生しますので、ここは

日本に石油を運ぶタンカーの相当数がここを通ります。このエリアです。この部分が狭く

なっており、必ずサウジアラビアで石油を積んだタンカーが、ここを通らないといけない

ので、海賊がこの辺りで自由に海賊活動ができるということで、世界各国から海軍が派遣

されて海賊の取り締まりをやっている。日本からも護衛艦が民間の船舶をエスコートする。

それから、Ｐ－３Ｃという哨戒機が上空から漁船などを装っている不審な民間の船を監視

するということをやっております。また、ジブチにはＰ－３Ｃの警備などのため陸上自衛

隊も派遣されているというものです。

次に、ハイチの国際平和協力業務ですが、元々ハイチには、ハイチ安定化ミッションと

いうＰＫＯの部隊が派遣されていましたけれども、ハイチでは独裁政権が続いていて政府

機関の活動が脆弱で、それを支援するためにＰＫＯがあったのですが、地震が起こり、そ

の復興支援をするために増員が必要だということで、国連から世界各国が要請を受けたの

ですが、その時にどこの国も事情があり手を挙げなかったのですが、日本は陸上自衛隊の

施設部隊を派遣して、瓦礫の除去や道路補修、施設建設などを実施しています。この増員

部分は、２年前から始まっており、他国の部隊とか国連機関、ＮＧＯなども参加する、先

ほどご紹介しましたゴラン高原の兵力の引き離しのような昔から行っている伝統的なタイ
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プではない、このような比較的新しい最近主流のＰＫＯです。国の部隊とか国連機関、Ｎ

ＧＯなどと連携するような形です。

東ティモールの国際平和協力業務は、独立後に東ティモールで治安の維持、回復を目的

に設立された国連東ティモール統合ミッションに２名の女性自衛官がいらっしゃいますけ

れども、これは軍事連絡要員として派遣して、武力紛争の停止の遵守状況の監視や各地の

治安状況の情報収集を実施しております。連絡要員として派遣することを個人派遣と呼ん

でいるのですけれども、初めて女性の自衛官が現地に行っているというものです。

南スーダンのＰＫＯは、最近、政府で派遣が決定され、新聞に報道されていましたので、

ご存じの方も多いと思います。元々南スーダンという国は、スーダンという国が、イギリ

スとエジプトの植民地で分かれていた国がスーダンになったのですが、南スーダンという

所で石油が出て資源がいっぱいあるが、北部の方は資源がなかった。南スーダンは、イギ

リスの植民地で、北の方はエジプトの植民地で、あまり仲が良くなく資源をめぐって内戦

状態になっていたところ、最近停戦し、南スーダンが住民投票をして独立したいのであれ

ば独立しても良いということで、北のスーダンとも合意して、住民投票が最近行われて独

立することになったものです。先ほどご説明した東ティモールやハイチみたいに国の政府

機関というのがまだできてなくて能力が低いので、国造りの支援をする必要があるという

ことで自衛隊を派遣することになったのです。今、１月ですけれども、１次隊を派遣しよ

うとしています。派遣する前に誰を行かせるかというのを選び、その人達は、アフリカに

行きますので、予防接種をしたり、アフリカで部隊として活動するための訓練を行う必要

がありますので、大体３カ月くらいの準備期間が必要になります。そして昨日、１次隊の

内の先遣隊として５名の隊員が出発しましたが、これから更に増員し、最初は住む場所を

造り、活動の準備も行いまして、４月頃に１次隊として２００名程度が現地で活動できる

ようになります。ここから本格的な活動が開始します。１次隊は自分達の宿営地を造り、

簡単な道路等の補修、整備を行い、その後３００名に増員して本格的な道路の補修や敷地

の造成などを実施しようと計画しております。アフリカの内陸部にある南スーダンへは、

人は民航機で行くのですが、重機とか自衛隊の装備品を運ぶのは日本から航空自衛隊の輸

送機や民間機、海上自衛隊の輸送艦や民間のコンテナ船を借りて、２００ km 程離れてお

りますが最寄りの拠点まで運び、陸上輸送することになります。このように相当活動のた

めの準備をするために手間が掛かります。日本で２００ km を運ぶのとは違いますので、

経路上も安全かどうかを確認する必要がありますので、かなり手間の掛かる任務になって

います。

以上が現在活動しているＰＫＯですが、ここからは自衛隊が海外で国際協力活動をやる

に当たり、いろいろ問題点が挙げられておりますので、これについて簡単にご紹介させて

いただきます。

２０年間活動をやってきて、最初の頃は、停戦監視、ゴラン高原に派遣してシリアとイ

スラエルの兵力を引き離して、その間に部隊がいるだけで意味があったもので、こういう

ものを伝統的なＰＫＯと言います。これが最近はどうかというと、停戦監視だけではなく、

先ほどの南スーダンや東ティモール、ハイチのように行政機能の確立がなく、インフラの

整備など国造りをサポートするための活動がＰＫＯに求められており、その時に、文民部

門の果たす役割、これは自衛隊ではなく日本でいうと他の警察とか政府機関を作るために
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やる他の役所、先ほど出てきましたがＮＧＯ等と連携の重要性が増大しているということ

があります。これについては、昨年１２月にＰＫＯの在り方に関する懇談会というのを政

府に作りまして、ここで議論を行いました。懇談会の概要としては、更に国際貢献を進め

て行くためにはどうしたら良いのかという問題意識で、政府の関係省庁の副大臣クラスの

政治家の方が集まり議論していただいたのですが、そこには、実際にＰＫＯに派遣された

自衛官から意見を聞いたりしながら、問題点を検討したところです。これについては、防

衛計画の大綱にありましたが、我が国の参加の在り方の検討の一環として位置付けられて

いるものですが、どのような議論があったかと申しますと、まず、将来日本が国際平和協

力をどんな形でやるかという１つの理念を示したもので、「グローバル化が進む国際社会

における我が国の国益確保にとってますます重要となっている。」「我が国には国連ＰＫ

Ｏの取り組みを主導し、持てる能力を活かしつつ積極的に役割を果たす責務がある。」と

いったことが、目指すべき方向性だろうというふうに結論を出しまして、より積極的な国

際平和協力を可能とする上で、法制面や能力面において対応すべき幅広い課題を、今後検

討していく必要があるだろうと。それは、例えばどういったＰＫＯに派遣するのかとか、

ＰＫＯに派遣するのにどのような法律上の問題があるかとか、派遣するために自衛隊に限

らず日本国政府の能力としてどのような部分が欠けているとか、そういうものを検討課題

として整理しようとしています。これらの課題については、役所の事務方で検討していて

も結論が出ないような大きな問題がありますので、政治家の国会議員の方々に判断をして

もらって、結論を出していこうと、そういうことで昨年の７月に中間とりまとめという形

になりました。この懇談会で指摘されていた点にどのようなものがあるかというと、１つ

は、政府と関係機関だけではなくＮＧＯなども含めたオールジャパンで一体的に取り組む

必要がある。そのためには、情報共有とか意思決定における連携を図っていく必要がある。

これは、言い換えますと、政府がＮＧＯが行っている活動を考慮せず勝手に方針を決めて、

ＮＧＯの活動と別の方向を向いてやっていても能力とか資源の無駄遣いになってしまいま

すので、まとまって活動できるようにしようというものです。それから、警察官及び海上

保安官を含む文民の派遣については、これまでの実績や得意分野を考慮しつつ、日本らし

さを活かした派遣の在り方を研究する。憲法の枠内で、ＰＫＯ参加５原則の扱い、我が国

が行うべき国際平和協力業務の内容、業務の実施に必要な武器使用権限の在り方等につき

検討する。このＰＫＯ参加５原則については、先ほどご説明しましたけれども、ＰＫＯに

自衛隊を派遣するためには停戦の合意がないといけない。それから、自衛隊を派遣される

国が、自衛隊の派遣に同意していないといけない。３つ目は、自衛隊は活動を中立性を持

ってやる必要がある。４つ目が、１・２・３の原則が満たされなかった場合には、自衛隊

は速やかに撤収させなければならない。５番目が、武器の使用は、生命・身体の防衛のた

め必要な最小限度に限る。という５つの原則が定められており、それが現在の国際情勢や

世界各国の常識から見て本当に妥当なのかと。例えば、業務の実施に必要な武器使用権限

の在り方は、日本からＰＫＯに参加する自衛隊が武器を使う場合は、自分の生命・身体の

防衛のための必要最小限度に限られており、もう少し分かりやすく言いますと、正当防衛

とか緊急避難の時しか武器を使ってはならないという原則があります。正当防衛というの

はお分かりかと思いますが、緊急避難というのは、例えば、私が誰かに銃を突きつけられ

撃たれそうだと、それを助けるために銃を突きつけている人を自衛官の人が撃つと、要す
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るに自分の生命・身体を守るためではなく、他の人の生命・身体を守る場合も武器を使わ

ないと助けられないケースしか武器を使わないというふうに政治的に縛られておりまし

て、本当にそういうので十分に参加することができるのかという問題意識です。国連のＰ

ＫＯというのは、ＰＫＯの業務を遂行するため、それに対して妨害するような人が出てき

た場合には武器を使っても良い、要するに武器を使って妨害を排除しても良いというのが

国連のＰＫＯの考え方になっています。自衛隊に対して日本国政府が与えている武器使用

の制限、正当防衛とか緊急避難の時しか武器を使ってはならないというと、国連のＰＫＯ

でやらせたい任務の一部しかできないことになります。要するに自分や同じ部隊の人が危

なくならないと武器を使えないというのが自衛隊ですので、ＰＫＯの任務を妨害する人が

出てきた場合は、その人を武器によって排除しても良いという任務は自衛隊は永久に就け

ないというのが今の枠組みになっています。それは、第２次世界大戦の反省で、自衛隊を

海外に派遣する時に武器をやたらと使わせては駄目だという考え方で５原則というのが作

られたのですけれども、未だにこれを金科玉条のように守っていてもいいのかという問題

意識で検討のテーマになっています。それから、効果的な業務実施のために人材育成や教

育訓練を拡充していくこと。国内的な理解促進のために、ここにありますように広報に努

め、派遣終了後に意義と成果を評価して公表する。このようなことが懇談会で指摘されて、

これに基づいて現在も政府の中で議論が続けられています。このようなことを行って、最

終的には地域の安全保障環境の一層の安定化とグローバルな安全保障環境の改善、そして

世界の平和と安定のために、自衛隊を有効に活用していこうというのが政府としての今の

考え方になっています。これで私の説明は終わらさせていただきます。どうもありがとう

ございました。

司会：どうもありがとうございました。続きまして、自衛隊高知地方協力本部長・杉本嘉

章１等陸佐から「イラク・サマーワでの自衛隊の活動」について、講演をいたします。

杉本本部長は、昭和５２年に静岡県御殿場市の中学校を卒業後、陸上自衛隊少年工

科学校に入校、じ後、幹部学校指揮幕僚課程、統合幕僚学校一般課程を経て、群馬県

に所在します第１２旅団第３部長、北海道に所在します第７１戦車連隊長を歴任され、

一昨年８月に現職に就任されております。平成１９年７月に発生しました「新潟県中

越沖地震」の際には、災害派遣、現地連絡・調整幕僚として県庁及び被災地において

活動された経験も有されております。

本日は、平成１７年１月から約７カ月間にわたりまして、作戦幕僚でありますイラ

ク復興業務支援隊第３科長として従事したイラク人道復興支援活動の概要を「イラク

・サマーワでの自衛隊の活動」と題して、お話をしていただきます。それでは、杉本

本部長、お願いいたします。

【講 演】

「イラク・サマーワでの自衛隊の活動」

自衛隊高知地方協力本部長 １等陸佐 杉本 嘉章
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皆さん、こんばんは。ただ今、紹介をいただきました、現在、高知県の自衛隊地方協力

本部長として勤務している杉本と申します。本日は、約３０分お時間をいただきまして、

既に７年前になりますが私が経験した「イラク・サマーワでの活動」についてお話させて

頂きます。今日は１月１２日ですので、７年前の今日、私はクウェートからイラクに入り

ました。実は２回、現地に入りまして、僅か８カ月弱なのですが、この間で私が経験した

こと、少しでも皆さんが国際貢献、あるいは国際交流をする上で参考になるようなことを

お話させていただきたいと思います。入口で配られました資料の中に、今日私がお話する

レジュメを１枚入れてあります。数字等を含めて具体的なことは、ここに書いてあります。

私の話は約８０枚のスライドと１０分のビデオを使い、シャワーのごとく軽快にお話させ

ていただき、少しでも皆さんにご理解いただければと思います。

大きく項目については、ここにある６つ。そして、最後に約１０分間ですが、陸上自衛

隊がまとめましたイラクの復興支援活動のビデオを、これは非常に良くまとまっておりま

すので、これでおさらいをしながら、皆さんをイラク・サマーワにお連れして、そこで私

の感じたことを皆さんにも感じていただいて、これからの国際貢献、国際交流、斯くある

べしということを、それぞれの立場で感じていただければ良いのではないかと思います。

先ほど、中野課長からお話のありました、いわゆる国際平和協力活動は、大きく４つあり

ます。ＰＫＯの枠組みで国際平和協力業務、そして、国際緊急援助隊の活動、この２つは

恒久法と言いまして、恒久的な法律で定められておりますが、下の２つの私が行ったイラ

ク、あるいはテロについては、特措法ということで、特別措置法に基づいて実施されてい

るものであります。イラクの国家再建のための取り組みということで、人道復興支援活動

等が実施されました。イラク派遣の意義でありますが、いろいろな意味がある中で、１９

９０年８月、イラクは突如クウェートに侵攻しました。中東の石油埋蔵量第３位の国イラ

ク。日本は、今現在、情報通信、経済的依存の中で国家そのものが他国といろいろな繋が

りがあります。石油の９割以上を中東に依存している我々にとって、この地域の平和と安

定はまさに我々の国に直接的に影響するものであり、非常に意義深いものがあります。本

来は豊かに成長した国でありましたが、フセイン政権の悪政、あるいは２回にわたる戦争

等によって荒廃したこの国をいかに復興するかということで、１つ目は戦争による荒廃の

ため、困っているイラク国民を助け、平和で民主的な責任ある国家としての再建を支援す

ること。まさに人道復興支援の大目的の下に、戦争による荒廃から我々が実施をした医療

支援、あるいは施設等の復旧等を実施することによって国家の再建をする、これが１つで

す。２つ目は、我が国が国際社会の一員として責任ある地位を果たすということで、国際

社会の高いレベルの国としての責任を果たす。３つ目は、いわゆる経済、資源等、海洋国

の我々にとって資源がない致命的な中において、石油を９割依存するこの地域の安定とい

うのは大切だと。このような大きく３つの意義がありますが、そういった中において、今

回の震災でも取り上げられましたが、自己完結性を有した、また、長き経験を持つ自衛隊

がそこに大きな役割を果たし得たということが言えたと思います。この法律は、人道復興

支援活動ということを掲げた特措法で、平成１５年１２月１５日から当初は平成１８年１

２月１４日までの期間に限られた法律でありました。目的としてはイラクがイラク人の手

によって１日も早く再建されるように、日本として主体的かつ積極的に支援を行うという

ような指針の下に、陸上自衛隊、航空自衛隊等を含めて人道復興支援活動、後ほど詳しく
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申し上げますが、医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備、この法律の中において、

陸上自衛隊は６００名以内、車両については２００両以内、持てる装備については、この

ような小銃等、身を守るもののみ、航空自衛隊は、航空機８機以内、海上自衛隊は艦艇２

隻、護衛艦２隻以内という非常に制限をされた中で、我々陸上自衛隊については約２年半、

航空自衛隊については約５年、この法律に基づいて活動、人道支援を実施しました。具体

的に陸上自衛隊がやったものはここにあるとおりです。後ほどビデオ等においてもキーワ

ードとなるのが、医療支援、復旧・整備及び給水支援ということで、現在活動しているハ

イチ、あるいはかってのホンジュラスについては、自衛隊の医官が直接患者さんを看ると

いうものでありましたが、サマーワでの医療等については、政府開発援助で支援、ＯＤＡ

で購入された高価な医療器具、そういったものの取り扱いを現地のお医者さん、あるいは

看護師に対して自衛隊の医官あるいは看護官が指導する、そういったものが今回の医療支

援です。復旧・整備については、まさにリフォーム会社を立ち上げる、カンボジアでは直

接自衛隊の施設部隊が、今回のスーダンもそうですが、部隊が道路を直しましたが、イラ

クの場合は、最終的に約４９万人の現地のイラク人を雇い、雇用を創出しながら、いわゆ

るリフォーム会社を経営する。給水支援は、ユーフラテス川の水を浄化して困った人達に

配るという、大きく３つが陸上自衛隊の任務でありました。

我々が活動した地区は、ペルシャ湾及びイラク・クウェートであり、これが全体のイラ

クの地域でありますが、特に南東部と言われる地域、ムサンナ県のサマーワ地区において、

我々は主に活動しました。６００名以内ということで、大きく組織は、現在、第３師団長

をされている番匠陸将が初代群長をされたイラク復興支援群５００名。そして髭の隊長で

あります佐藤さんのイラク復興業務支援隊１００名。私はこの中の第３科科長として、１

が人事、２が情報、３が作戦、４が兵站というものなのですが、第３科長ということで、

作戦幕僚の立場で、約７カ月間勤務しました。５００名のこの部隊については３カ月交代

で、直接現地の人達あるいは多国籍軍と連携を取る。業務支援隊については、６カ月交代

が勤務サイクルであります。日本から８，４００ km 離れた地域にたくさんの人員、装備

を運ぶということで、海上自衛隊等の艦船で装備品を運び、人員については航空自衛隊が、

そして、現地では６００名の陸上自衛官、２００名の航空自衛官、そして、外務省の職員

も現地で勤務しました。２年半の間でイラクの戦争も終わって、戦闘終結した後に、まず

外務省、防衛省等の現地調査の結果等を踏まえ、イラクのどの地域で活動するかという地

域の選定、どんな活動をするかというところを法律で決めた後、復興支援群が第１次群か

ら第１０次群まで、業務支援隊は第１次から第５次、そして最後は物品等を日本に後送す

る後送業務隊等トータルで５，５００名の陸上自衛官が、うち１００名の女性自衛官もこ

の作戦の任務に就きました。

イラク共和国の概要であります。現地の小学校の子供達と撮った写真であります。イラ

クというのは、四大文明のうちのチグリス、ユーフラテスの２つの川に挟まれたメソポタ

ミア地域という文明の栄えた所であります。１９９０年８月にクウェートへ侵攻した後に

２つの戦争を経験しました。人口は３千万人、面積についてはここにあるとおり、日本の

１．２倍くらいの大きさであります。全体的には、地形的要素として平地ということで、

歴史的には周りの国から何度も攻められた紛争の絶えない地域で、ここに文明が栄えた。

中野課長からもありましたように、我々がいろんな国に行って、いろんな活動をする時
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に大切なのは、その国の民族、宗教、あるいは慣習、こういったことをしっかりと学ぶ、

「郷に入れば郷に入れ」ということであり、特にこの国はイスラム教ということでいろん

な制約があります。元々アラブ人の性格というのは、一般的にあまり細かいことには気を

遣わない、しかしながら礼儀を重んずる。あるいはタブーとして人の物を羨むこと、結婚

されている女性を褒めるということは厳禁です。状況によっては殺されても仕方がないと

いうくらいのそういったタブーがあります。食べることについては、禁酒、そして豚肉は

食べてはいけないということで、３カ月あるいは６カ月、派遣された隊員は、この間、飲

酒ゼロ、そして豚肉も食べないといった状況です。この地区で６カ月間酒を飲まなかった

ですが、その前から慣らしで、日本で３カ月前から飲むことを控えなければいけないとい

うことで、多くの方が「隊員さんは大変な所へ行って健康大丈夫ですか？」といった気遣

いを言われるのですが、人間９カ月間も酒を飲まないと、自然と身体も健康になるという

ことで、かえって体重が減って、健康になって帰国した隊員もたくさんいました。その他、

イスラム教徒においては五行六信という行為がありまして、巡礼、拝礼、断食等。大切な

のは喜捨といって、喜ぶという字に捨てると書いて「喜捨」、と言う行為があるのですが、

これは恵まれている人、お金持ちが恵まれない人に対して、自分の持ち物、お金を２０％

から４０％施しをするというそういう教えがあります。したがって、１９９１年の湾岸戦

争後に日本が１３０億ドルのお金を出しましたが、そんなのは金持ちがやるのは当然で、

最後はやはり汗を流して、直接現地に行って貢献しないとこの地域の方々は喜ばない、感

謝しない、そういう性格であります。

そういった中で、我々はムサンナ県という約６０万人の人が住む地域、非常に広い地域

ですね、この中心がサマーワ市です。ここは一言で言えば非常に田舎町で、シーア派が約

９割ということで、フセイン大統領がスンニ派と言うことで、あまり資源もないし、宗教

的にも違う宗派で、あまりフセインが手を入れなかった、力を入れなかった、逆に我々が

入ったときに反フセインになった時に、仕事がしやすかった、後々スンニ派とシーア派と

宗派争いがありましたが、ここは殆どがシーア派ということで我々としては非常に活動し

易かった、逆に言えば、活動し易い場所をしっかり選んでくれたということでもあるかと

思います。

派遣当時この写真は絶対外に出る写真でありませんでしたが、ついに公表されました。

このグニャグニャ曲がっているのが、チグリス・ユーフラテスのユーフラテス川です。こ

の地区は約２０万人、佐藤隊長が必死になって借り受けた我々の宿営地は、市街地から約

５ km 離れたユーフラテスの運河のすぐ南側にあります。水を確保するためには、最高の

場所だったような気がします。サマーワ市街はこのような町並みであります。今日ご来場

の大半の皆さんは、『アラビアのロ－レンス』という映画をご覧になったことがあると思

いますが、まさにそういった風景であります。戦争が起こる前は物も豊富でありましたし、

町並みもきれいでありました。

私は、平成１７年１月７日に日本を出国しました。これは、東京・市ヶ谷で最後に大臣

等に報告して出発する直前の状況です。大臣室です。報告後、上司・同僚達に見送られて

隊長以下、ここに私はいますが、約１００名が現地に出発しました。日本から距離にして

約８，４００ km、時間としては真っすぐ行っても１日半くらい掛かる地域でありますが、

当初、我々は、クウェートのキャンプバージニアという所、ここを目標としまして、バン
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コク経由でクウェートへ、この時私は２回目だったのですが、私と隊長を含めた隊員は家

族に「半年間がんばって来る！」という誓いの下に見送られました。実はこの時、全隊員

が、「もしかしたら自分は何らかの理由で帰って来られないのではないか？」、というこ

とで、全員が遺書、家族に対する手紙を書いて、心に固き決意をしながら出発しました。

復興支援群は、非常に人数が多いということで、殆どが政府専用機で行ったんですが、

我々は１００名ということでチャーター機、プーケット航空という航空会社で行きました。

当初クウェート空港に入って、キャンプバージニアへ、バスで５０分揺られました。クウ

ェートの分遣班というのが、約４０名います。日本から８，４００ km 離れた暑い地域に

行くということで、先ずこの前進基地に入る。行く前から事前訓練はするのですが、車両

の通行、通信訓練、何よりも気温が５０度くらいの所でありますので、ここで体を慣らし

て、イラクに入る。他の国の軍隊も必ずこのキャンプバージニアから入って、期間の長短

もありますが、そういった体の準備や物の準備をして、最終的にサマーワに向かうという

前進基地です。クウェートから航空自衛隊のＣ－１３０でイラク・タリルまで移動をし、

じ後、陸路を前進します。Ｃ－１３０です。飛行機がタリル上空に入った時に下からのロ

ケット攻撃等を受ける可能性があるということで、通常のゆるやかな着陸ではなく、螺旋

状・曲がって降りたり、急降下したりして、安全を確保しながら着陸。タリルからはＬＡ

Ｖという軽装甲車で前進をします。この写真は、当時よくテレビ等に出ましたが、この向

こう約１ km に我々のサマーワの宿営地がありますが。０ゲートから第１、第２、第３と

段階的に蛇のように蛇行しながら。爆弾を積んだ車両等が直接入って来ないように、速度

が出ないような形で。速度を落とさせながら３つのゲートでしっかりと車両のチェック、

あるいは武器のチェック、持ち物チェックをしながら入る。そういったゲートです。

これは、先ほど上空から見たサマーワの宿営地、ユーフラテスの運河、向こうにサマー

ワの市街地。そして１ km、１ km、ここが大体４００ m か５００ m くらいあるのですが、

何もなかった更地に約１年経った時の状況ですけれども、ゲートから入って直ぐの対外業

務支援地域。これは、イラクの人達が業務調整をする地域、この辺が主に本部業務をする

地域、宿営する地域、食堂、入浴施設、ヘリポート等。こういった中で、私は約７カ月、

短い者は３カ月。１日の業務ですけど、朝礼、食事、買物等。向こうに行っても隊員につ

いては、時間を見つけ走ったり、ウェートトレーニングなどで鍛錬をします。楽しみのお

風呂、こういった狭いところで居住している状況です。行った所行った所でどの国もいろ

んな環境があります。私がイラクに入った時は１月１２日だったので、まだ温度はその日

の最高が２７度とか２８度でしたが、最後出るときは最高温度５７度。５７度がどんな温

度かというと、ここでドライヤーをつけて感じる温度で、普通に考えたなら非常に高い温

度ですが、ただ湿度が若干低い、２０％以下ということで、日陰は比較的過ごしやすい気

候です。１日５７度の中にいるとペットボトル２リットルを最低でも４本飲まないと体が

脱水症状を起こします。酒を飲まない、かつ１日８リットルの水が循環、新陳代謝すると

逆に体が良くなるのですが、とにかく暑い所であります。１月あるいは１２月は、このよ

うに氷が張るような気温になったりします。雨が降るとクウェートは砂漠で水が抜けるん

ですが、サマーワの地質は粘土質、いわゆる土漠です。一度雨が降ると、このような形で

２週間くらい水が抜けなかったり。突然空が真っ黒になって砂嵐が現れ、ある時は３ cm
の雹が上空からボコボコ降って来て、車のドアが割れるは、手を折るまではいかなかった



- 13 -

ですが、打ち身等になりました。そしてこの暑さです。まさに「サマーワ７変化」という

環境の中で隊員は任務を遂行しました。

活動内容については先ほどお話したとおりです。日本にいる外務省と防衛省。当時防衛

庁と連携しながら、現地で復興支援群と我々業務支援隊、現地には外務省連絡事務所とい

うのがありまして、５名のチームが２個チーム、これが現地において活動しました。我々

は現地のムサンナ県、サマーワ市の行政機関と連携を取りながら、また、多国籍軍と。外

務省は現地と直接、これが全般的な業務をする上での構造です。特に、これからも非常に

重要になってきますが、海外において日本が国際貢献活動をすることにおいて大切なのは、

やはり連携プレイをするということで、その核となるのは外務省と防衛省です。あまりこ

れは知られておりませんが、現地に５名の２個チームは１カ月交代で日本あるいはクウェ

ート等を行き来しながら、この人達の大半はアラビア語を話せるということで、直接現地

の人達といろんな調整をしていました。我々自衛官は、現地の通訳を雇って英語で通訳と、

通訳が現地の人とアラビア語で話すというような形です。重要なのは我々防衛省が運用で

きる予算は大した額ではないのですが、政府開発援助については多額の予算が投入できた

ということで、トータル６，０００億円。最後、現地で必要だった電力を発電するための

ムサンナ発電所の建設については、１２７億の日本のお金を投じて、現地に非常に役立つ

発電所を作るというそういった支援です。各国との連携については、先ほど中野課長が言

われたとおり、いずれの地域においても、いわゆる国連の枠組みの中で実施をする場合、

あるいは多国籍軍がやる場合、それぞれ枠組みが違いますが、いずれにしても、世界各国

の軍人達が同じ目的で、活動の内容はそれぞれ違うとしても、協力しながら信頼感を持っ

て勤務しています。私についても３科長ということで、オーストラリアあるいはイギリス

の軍人達と、我々の活動についての警備等について日々調整しながら、医療支援について

は、日本のＯＤＡで購入しました超音波装置等、あるいは新生児の保育器、そういったも

のの器材の取扱いを教えながら、お互いに病院等において講義をしたり、あるいは現地に

おける健康管理要領等を直接指導する。実は、１９７０年代から１９９０年代、イラクに

多くのＯＤＡのお金が投入されて、サマーワ市内に４つの大きな病院があるのですが、こ

れらの幾つかは日本のお金で建てているということで、イラクのサマーワの人達は日本に

対して、精神的にも物的にも恩恵を受けている感謝の気持ちを持っておりました。

外務省がＯＤＡで購入した保育器、救急車、医療機器、こういった物を自衛隊が教える

というような、外務省と自衛隊が連携する体制を取りました。

これは、ビフォー、アフターの世界ですが、この中学校の補修をする人を現地で雇用。

道路補修もこの様に、最終的にはアスファルトを。向こうはサッカーが盛んですが、この

ようなオリンピックスタジアムもこのような形に。遺跡も含めて現地の雇用を得ながら整

備、補修するという任務であります。給水については、日本の誇る陸上自衛隊の浄水車を

使って、ユーフラテス川から水を汲み、浄化して、配水するという任務であります。私が

行った翌月の２月にはこの任務は終了しました。宿営地の裏の運河から水を引きました。

この様に取水、浄水、配水を。水を一番大切にしているイラクの人達に配水をします。

最終的に３つの任務の成果については、ここに赤い字でありますとおり、２７７回の医

療技術指導、あるいは学校３６ヵ所、道路３１ヵ所、その他の施設６６ヵ所を復旧・整備

をしました。水については、約１，２００万人分の水を給水し、また、現地で約４９万人
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の雇用を創出し、航空自衛隊については８２０回を超える現地の輸送支援を実施しました。

日本から遠く離れた地域で半年間生活をしましたが、これらがまさに心の支えでありま

す。ＰＫＯで初めて行ったカンボジア、停戦監視で行かれた方は、カンボジアの山の奥ま

で入りましたので、奥様、子供様から心を込めた手紙が日本に帰国するまでに着いてなく

て、当然奥さんは旦那さんに心を込めた手紙が届いているものだと、読んでもらっている

と思って感謝の気持ちを求められたところ、結局手紙がついてなかった。それがカンボジ

アの時代です。なんと今は、私が次の追送物品で「寒いのでセーターを送ってくれ」とメ

ールをすると、５分後に了解と言ってハートマーク？が付いて帰ってくる。これがやはり

僕はすごいことだなと。これは隊員が色んな心配、家族を心配する時、８，４００ km 離

れた所でも１０分間で意思の疎通ができる。「大丈夫か。」、「大丈夫。がんばってね。」こ

れができることが隊員にとっては大きな励みになります。その他、本来の手紙もあります

し、電話、最後はテレビ電話で直接自分の元気な顔を見せられる。日本のバックアップ態

勢、財政力は凄いなというのを実感しました。うちの母が一番気にしていたのは食事は大

丈夫かと、ひもじい思いをしていないかということなんですが、母に宛てたメールである

時の夕食です。穀物類は日本から送っていただいたもの、野菜はなぜかタイの野菜がクウ

ェート経由でサマーワに来ました。時折、イラク飯というイラクの料理が出るのですが、

この中は羊の頭が入っている。非常に美味しいんですけど、こういったものを食べました。

私は群馬で２回勤務したのですが、「一度はおいで」の草津の町長さんから温泉ハッ

プという、これ１本入れると野外風呂がそのまま草津の湯に変わるというもので、毎週金

曜日を「草津の湯」の日にしました。これを入れると本当にニオイも色も草津温泉がサマ

ーワで再現ということで、無償でいただき、私が撮った写真を向こうへ送ると、観光協会

がこれを使ってネット上でアピールすると言うことで、ギブアンドテイクではありません

けど、本当に隊員の心身共に大きな支えとなりました。

その他非常に大切なのは、我々が任務を遂行する中で、いかに現地の人達あるいは他国

の軍隊と連携を取って、結果として自分達が安全かつ効果的な活動ができるかということ

で、特に、日・イ作戦あるいは交流、ご近所プロジェクトと言って、近所の人達あるいは

学校と日本の文化あるいは音楽等を楽しみながら、子供達と触れ合いながら、また、他国

の軍隊とは、これは女性チームではありますけれども、日本の文化を教えて交流を深めま

した。特に向こうはサッカーが非常に盛んで、外務省の職員の方の発案で日本のアニメ『キ

ャプテン翼』のシールを送っていただき、配水車に貼っていました。

約７カ月の任務を達成、帰って来る時に色々なプログラムがある中で、私は比較的大丈

夫だったのですが、中には半年行って心身共に疲れた者を少しでも日本に帰って来る時に、

平和な日本に帰るのは精神的にギャップがあるということで、「クールダウンプログラム」

と言った癒し計画で、クウェート市内で２日間過ごさせていただき、イラクでやったこと

の苦労を全て吐き出して日本に帰って来るというプログラムでゆっくりと過ごし、大使館

では外務省の大使ご夫妻、職員の方々が慰労をしてくれました。この時唯一お酒が飲める

ということで、９ヶ月も飲んでいない者が、自分が飲めるものだと飲んだ瞬間に３０分も

しないうちにコテッと倒れる者が続出して非常に気遣いをしましたが、感謝をされました。

日本に帰って来た時は、家族が待ち受けていて「お父さん、お帰りなさい！」と。う

ちの娘も既に中学校３年生になりましたが、帰った日の思いというのは今でもしっかり覚
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えています。私が今お話をしたことをビデオでまとめてありますので、ご覧いただきたい

と思います。

【ビデオ】

約２年半の活動の中で直接的に現地の人達に復興支援を、米軍とイラク国内で連携を図

る、大切なのは日米同盟の深化。また、他の国から国際協調をすることによって信頼を得

る。こういったことが非常に重要なことであり、間接的ではありましたが、少なかったか

もしれませんが、中東の安定化に我々が貢献できた。これが活動の成果だと思います。

重要なのは、他国の人に比べて日本人は、現地の人達と話をする時は必ず相手の目線に

立って話をする。これを誰が教えることなくやった、これが我々が結果として安全に勤務、

活動できた大きな理由だった気がします。

国際交流では、「こんにちは、ありがとう、どういたしまして」で、笑顔が生まれ、会

話が始まる。「互いの文化、慣習、歴史、宗教等を学ぶこと」によって相互理解が始まり、

心が通じ合う。「共通の目的のために、知恵を出し、汗をかくこと、身を尽くすこと」、

これによって国境を越えた固き絆が結ばれ、信頼感が醸成される。まさに汗をかくことが

大切だと思います。

少し時間が過ぎて申し訳ありません。恐らくこれからいろんな形でＰＫＯ等海外に行く

機会が増えると思いますが、「日本人の良さ」は共通するものだと思います。

また、第２部でいろいろな話をできれば良いのかなと思います。以上で終わります。ど

うもありがとうございました。

司会：ありがとうございました。それではここで休憩を取りたいと思います。５分間休憩

を取らせていただきます。第２部のパネルディスカッションにつきましては、７時３

３分から行いますのでどうぞ休憩をされてください。よろしくお願いします。

【休憩】

【パネルディスカッション】

広島大学大学院 准教授 永山 博之

防衛省運用企画局情報通信・研究課長 中野 裕文

自衛隊高知地方協力本部長 １等陸佐 杉本 嘉章

海上自衛隊呉警備隊司令 １等海佐 桂 眞彦

コーディネーター

中国四国防衛局長 辰己 昌良

司会：ただ今から、第２部のパネルディスカッションを開始させていただきます。始めさ
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せていただく前に壇上の方々をご紹介いたします。皆様から向かいまして、右側から、

海上自衛隊呉地方隊呉警備隊司令 桂眞彦１等海佐です。桂司令は、第４１掃海隊司

令、掃海隊群幕僚などを歴任され、平成３年、掃海艇「あわしま」の艇長を務められ

た際には、ペルシャ湾掃海派遣部隊の指揮官の１人として従事され、我が国船舶の航

行の安全を確保するため、ペルシャ湾において機雷の除去等を行うという危険を伴う

任務を無事遂行された経験をお持ちです。現在は、呉警備隊司令として、指定区域の

警備、隊員の規律の統一、機雷等危険物の探知及び処分を担任されており、本日は、

自衛官として、まさに海上自衛隊の任務に精励されている立場から、ご意見をお聞か

せいただけるものと思っております。

続いて、広島大学大学院准教授 永山 博之様です。永山准教授は、政治学がご専門

であり、社会主義体制のあり方、特に北朝鮮の核問題についてご研究されていると伺

っております。また、広島大学法学部及び広島大学大学院社会科学研究科においては、

国際関係論、安全保障論を講義されており、戦後日本の自衛隊の歴史についても講義

されているとのことです。本日は学識者としての観点から、ご意見をお聞かせいただ

けるものと思っております。

続いて、防衛省運用企画局情報通信･研究課 中野裕文課長です。続いて、自衛隊高

知地方協力本部長 杉本嘉章１等陸佐です。お二方には、先ほど講演いただきました

のでご紹介は割愛させていただきます。

そして、コーディネイターにつきましては、中国四国防衛局長の辰己昌良が務めさ

せていただきます。それでは、局長よろしくお願いします。

局長：改めまして、辰己でございます。それでは、ただ今より、パネルディスカッション

を始めさせていただきたいと思います。先ほど２名の方々からは、大体お話を伺って

いますので、この２部におきましては、桂司令の方からペルシャ湾での当時の状況等

について、まずお話していただければと思います。桂司令よろしくお願いします。

桂司令：海上自衛隊呉警備隊司令の桂と申します。私は今、呉警備隊司令として呉にいる

のですが、先ほどご紹介いただきましたとおり、若い時に、２０年前ですけれども、

掃海艇「あわしま」の艇長としてペルシャ湾掃海部隊に参加いたしました。当時参加

した指揮官は既にもう皆さん退職しまして、今残っている指揮官は私１人だけです。

当時の概要ということですけれども、平成２年の８月にイラクが突然クウェートに侵

攻いたしまして、クウェートの全土を占領、そして、イラクにクウェートを併合する

という事態が生起いたしました。すぐ国連安保理決議でクウェート政府の復興とイラ

クの即時撤退ということを決議したわけですけれども、同時に多国籍軍が編成されま

して、アメリカを中心とする多国籍軍で反撃を開始するわけであります。実際に反撃

を開始しましたのは、翌年の平成３年の１月中旬頃だったですけれども、約１カ月か

けてクウェートを解放いたしまして、２月２８日に停戦合意ということでクウェート

の解放となりました。その当時なんですけれども、我が国政府としては、当然紛争中

は憲法９条の関係で自衛隊を派遣できないということで、先ほど高知地本長の講演に

もありましたように、１３０億ドルの金銭的、資金面での支援を実施したということ
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なんですが、感謝されるどころか、血と汗を流さないということで、クウェートその

他の関係諸国から批判を浴びまして、そういった関係で停戦後なんとか我が国につき

ましても人的貢献をしなければいけないのではないかという議論が持ち上がりまし

て、平成３年４月２６日に安全保障会議、閣議等で掃海艇の派遣が決定されたわけで

す。４月２６日に派遣が決定されまして、それまで水面下で準備されていたのですが、

４月２６日にペルシャ湾掃海派遣部隊ということで、掃海艇４隻と掃海母艦、補給艦

計６隻がそれぞれの母港を出航いたしました。掃海艇は非常に速力が遅いもので、大

体２０ km ということで、自転車と同じくらいの速力しか出せませんので、約１カ月

掛けてペルシャ湾に向かったわけですけれども、到着したのが５月２７日、ちょうど

１カ月掛けてペルシャ湾に到着しました。湾岸戦争の時にイラクは初めから多国籍軍

の反撃、上陸を予測しておりまして、ペルシャ湾に約１，２００個の機雷を敷設して

おりました。これが我が国だけでなくて航行船舶に非常に脅威となるという状況でし

たけれども、皆さんご承知のように我が国は石油のほとんどを中東に依存していると

いうことで、我が国にとっても深刻な問題だったと。ということで派遣されたわけで

すけれども、西欧諸国につきましては、停戦合意後の２月２８日から既に掃海作業を

始めておりまして、我が国が始めたのが３カ月くらい遅れたという状況です。着いた

時は１，２００個の内の既に１，０００個は欧米が処分しているという状況で、残り

は２００個あるかないかという状況でありました。６月５日に開始したんですけれど

も、欧米諸国の多国籍軍との調整で第７危険海域ＭＤＡ－７と呼んでおりましたけれ

ども、第７危険海域のボックス５という所を割り当てられまして、７月２０日まで掛

けて海上自衛隊として１７個の機雷を処分いたしました。その時点でペルシャ湾の機

雷はほとんど処分されたということで、ヨーロッパの各国についてはペルシャ湾の安

全は確保されたということで、その時点で一斉に帰国したんですけれども、クウェー

トのすぐ沖に第１０危険海域ＭＤＡ－１０というのが残っておりまして、これの機雷

を処分しなければ最終的にペルシャ湾の安全が確保できないということで、アメリカ

と日本だけが残ってその第１０危険海域を処分することとなりました。なぜヨーロッ

パが第１０危険海域を処分せずに帰ったかと申しますと、理由は２つあるのですが、

１つはクウェートに進入する航路よりも若干外れているということで、当時の国連安

保理決議以外の任務であったため必要ないだろうということが１つ。もう１つは、ち

ょうどクウェート沖でシャトルアラブ川の河口付近にありまして、非常に潮流が速い

ということ、水深が浅くて掃海艇が入っていけない、入っていくのに危険があると、

水中視界が悪いということでヨーロッパとしては掃海は困難というか、不能というこ

とと、先ほど言いましたその必要は無いだろうということで安全宣言を出して帰国し

ました。アメリカと日本が残ってその第１０危険海域をやったんですけれども、海上

自衛隊はそこでもやっぱり１７個処分しまして、最終的に３４個処分して、その後も

アラビア石油の沖の航路帯を確認した後に、９月１１日掃海終了宣言ということで掃

海を終了いたしまして、また約１カ月掛けて日本に帰ったという次第であります。ペ

ルシャ湾の場合は大体以上であります。

局長：それでは、永山先生の方から、この２０年、自衛隊の国際協力活動が色々変化をし
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てきたわけですが、２０年を振り返っていただいて、専門家の視点から総括していた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

永山准教授：私の考えでは、この２０年の自衛隊の国際協力活動の最も重大な成果は、ま

ずここまで実績を積み上げて、また、国民の皆様からある程度のご理解を、この問題

についていただけたことが非常に大きな成果と言えるのではないかと思います。と言

いますのは、今、桂司令がおっしゃったように湾岸戦争の時に日本が実際に人を出せ

なかったということで、この活動が始まっているわけなんですが、その前にイラン・

イラク戦争の時にペルシャ湾に掃海艇を出そうという話があった時には、当時の内閣

官房長官は、これは出すことには反対で署名できないと言ったお陰で、結局自衛隊は

出なかった。それが、湾岸戦争でやっと日本も人を出さなければいけないというふう

に変わり、その積み重ねの上でこの２０年があるわけです。私としては、その２０年

の活動の中で、先ほど、中野課長やあるいは杉本地本長の話でもあったとおり、日本

には色々と制約があり、できないことはいろいろあるんですけれども、その中で日本

にはここまでのことができるんですという実績の積み重ねということが、一番重大な

成果というふうに考えております。

局長：今、永山先生からお話があったわけですけれども、桂司令の方にもう一度、先ほど

状況についてだけご説明があったんですけれども、当時、最初の国際協力活動という

ことでいろいろご苦労もあったし、杉本本部長の方から他国との関係も踏まえていろ

いろ改善されたということで、先ほど、ご説明があったわけですが、当時の苦労話を

していただければと思います。桂司令よろしくお願いします。

桂司令：苦労といいますと、先ほどのイラク、サマーワの状況と環境的にはペルシャ湾で

すので大体同じなんですが、一番大きく違うところは、装備が非常に海上自衛隊は、

多国籍軍、ヨーロッパ、欧米に比べて悪かったという状況です。各国の掃海艇は、当

時、全てコンピューター化されておりまして、情報処理装置というものを搭載して、

それがいろいろとソナーで感知した機雷の位置とか、自分の船の位置とか、あるいは

機雷を処分する、機雷処分具と言っているんですが、そういった位置がコンピュータ

ーに表示される。このコンピューターの計算処理の支援を得て、機雷処分をコントロ

ールしていくのですが、海上自衛隊はそういった情報処理装置が搭載されておりませ

んで、対勢作図装置というものがあるのですが、そこに鉛筆と色鉛筆で探知した位置

を記入して、全てコンピューターは指揮官の頭の中で計算してやるということで、人

は一流と言われて嬉しかったのですが、装備は三流ということで、欧米から見て約２

０年装備が遅れていたと。ただし、そのお陰と言いますか、派遣されたお陰で、帰っ

て来てから掃海艇の装備の近代化というのが図られて、現在は欧米と同等という状況

になっております。以上です。

局長：今、装備面のお話があったんですが、特に、最初の派遣なんでいろいろ世間の風当

たりもあったと思いますが、その辺のご苦労とかは桂司令どうでしょうか。
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桂司令：風当たりを最も感じましたのは、出国の時にいろいろな団体の反対運動というの

があって、岸壁でシュプレヒコールということで出国して行ったんですけれども、帰

ってくる時は、逆に非常に歓迎されたということを記憶しております。

局長：永山先生に先ほど総括的にお話をしていただいたんですが、この国際協力活動につ

いて、まさに日本の国にとってどのような意義を持っているのか、もう少し詳しく話

していただければと思います。

永山准教授：まず、今のことについて２点についてお話したいと思います。１つは、日本

が国際社会の一員として、これからの国際社会の中で、ある程度の地位を占めていき

たいというふうに考えるならば、そこで果たさなければならない義務というものがあ

るわけで、それは何かと言えば、国際社会の平和と安全を維持し、建設するために協

力するということが、一番重要な義務の１つであるというふうに思います。日本はそ

こで、湾岸戦争以前においては、国際社会の秩序というものを既にできたものを受動

的に享受することしかあまりできていなかったわけですけれども、日本がこのような

国際平和協力活動に貢献することによって、日本も能動的な主体として、平和の安全

と維持に力を尽くせるんだということを、国内にも国際的にもアピールしていくこと

が非常に重要だと思います。そして、もう１つは、地域の平和と安定に貢献していく

ことだろうと思います。アメリカに対する９・１１テロで見られますように、地域紛

争やテロの温床になり得るよう不安定な状態を放置していくことは、結局はそのツケ

を我々が負わされることになるわけであり、我々はそのようなテロや国際紛争の温床

になり得る不安定を少しでも小さくしていくように努力していかなければならない。

そのためには、それぞれの地域で起こっている不安定な状態を解消するように努めて

いかざるを得ないわけであり。そのことが、２番目の重要な目的であるというふうに

考えています。

局長：それでは、今、永山先生から話があったわけですが、中野課長に、まさに、今、先

ほどもご説明があったわけですが、この国際平和協力活動の、防衛大綱でも定められ

ている必要性・意義についてもう一度お話をいただければと思います。

中野課長：永山先生の話と重複するんですけれども、世界の国の関係が非常にその昔と比

べてグローバル化と言いますか、関係が密接になっていまして、日本だけが世界から

取り残されている、日本は自分だけが良ければいいというので平和が保てるような国

際的な位置付けではなくて、どこかで不安定な状況が起きると波及して日本の平和に

も影響を及ぼすと、そういう世界の情勢というか、そういう傾向が最近強まりつつあ

りますので、国際社会の一員として、世界の平和とか安定とか、秩序の維持といった

ことに貢献することが、ひいては日本自身の平和と安定につながるというふうに考え

ております。
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局長：それでは、杉本本部長に先ほど非常に丁寧に分かりやすくご説明をいただいたわけ

ですが、陸上自衛隊にとって、イラク派遣は私の勤めてきた経験からいっても大きな

１つの節目となったというふうに思います。厳しい環境下であったわけですけれども、

特に現地で苦労された話も若干先ほどあったわけですけれども、気を遣っていた点、

それから、他国との関係において、カンボジアの頃から比べて進展していると思うの

ですが、どういう意味で歴史的な進展を遂げてきたのか、もう一度お話いただければ

と思います。

杉本本部長：現地で約７カ月間、特に私は多国籍軍の方と連携を取りましたが、やはり、

まずはしっかりと情報共有を図ることと共通認識を持つということで、語学が非常に

大切だと思いました。同じ多国籍軍同士だと英語で通じますので、業務支援隊の約８

０％はある程度自分で意思疎通を図りながら、通訳も５人ほどおりましたので、ある

程度の情報を共有したり、認識を統一したりする部分では問題なかったと思います。

問題は、現地のムサンナ県の職員、あるいはサマーワの職員、通訳の殆どはバクダッ

ド大学、日本の東大を卒業しているようなもので、大学から英語をやっているという

ことで流暢な英語なんです。それ以外の人達はアラビア語ということで、自衛官はア

ラビア語は判らないので、現地の人たちと英語を介しての意思の疎通、そこにアラビ

ア語が入るということで、そのことが一番苦労したところです。それが１つです。２

つ目は、私が行った時は、当初、現地サマーワと車で２０分ほどの所にキャンプ・ス

ミティという駐屯地がありましたが、行った時はオランダ軍が、途中からイギリス軍、

最後はオーストラリア軍ということで、７カ月の間に、３カ国の国が入れ代わり立ち

代り任務を交代しました。住んでいる地域もヨーロッパ、アジア、環太平洋の中で、

元々の気質とか、持っている物の考え方といったものが、英語という共通語はありま

したが、バックグラウンドが違うということで、そういった意思の疎通ということを

しっかりと図れるか図れないかということで、結果として運営に大きな影響を及ぼす

ということを一番現地で感じました。

局長：分かりました。ありがとうございます。それでは、桂司令に、この国際平和協力活

動というのは、日本の国民とは離れた所でやる。災害派遣活動と比べると、災害派遣

活動は非常に国民の間近であるので、今回の東日本大震災においても、国民の皆様に

も非常に感謝される。そういう環境が醸成されやすい。しかし、国際平和協力活動は

なかなか国民の生活に直結しないということで、国民の評価というのも、やっている

活動のわりには評価されていないのではないかという部分も私自身感じているところ

もあるのですが、当時行かれて、日本の国益から見て、非常に役立っているというこ

とをもう一度この今日のセミナーの点で強調していただければと思っております。

桂司令：日本の国益という観点に直接結びつくかどうかは分かりませんが、当時、ちょっ

とお話した１３０億ドルの支援を、日本は最初９０億ドルから五月雨式にやっていく

わけですけれども、これは全く評価されなかった。クウェートを解放した後、クウェ

ート政府が、解放に貢献した国に対しまして、ワシントンポストの全面を使って感謝
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の広告を出すんですけれども、その広告に、貢献した国の国旗を入れて感謝のメッセ

ージを出したんですけれども、日本はそれに含まれておりませんでした。掃海艇が派

遣された後、クウェート解放記念切手というものをクウェートが発行するんですけれ

ども、そこには掃海艇が行ったということで日本の国旗も入った、各国の貢献した国

の国旗が入った記念切手というのが発行されたと。また、当時、アメリカのＮＢＣ放

送だったと思うんですけれども、報道で言っていたことで印象に残ったことがあるん

ですが、コメンテーターが日本のように平和のためのことであっても戦争に参加しな

いといった、そういった一国平和主義は今後世界で孤立していくんではないかとのコ

メントがなされていました。私、個人的には憲法９条という、武力の行使を目的とす

る派遣はしないということは非常に良いことだというふうに考えているんですけれど

も、一方で限定的な協力になってしまうので、そういうことであれば、逆に平和的な

活動といった、例えば、施設とかそういった民生協力といった活動については、その

他の国以上にやっていかないと国際社会からはなかなか評価されないんじゃないか

と、それはひいては外交交渉とか、いろんな枠組みの中で、日本国内の国益につなが

っていくんじゃないかと当時考えました。以上です。

局長：ありがとうございます。杉本本部長もイラクの方で７カ月活動されて、まさに外か

ら日本を見られて、特に、中東という日本にとっても非常に重要な地域で活動された

わけですが、先ほども若干ご説明がありましたが、日本の国益との関係でイラクの活

動というのはどういう位置付けにあったか、お話いただければと思います。

杉本本部長：昔と比べて、２０年前と比べて、何が変わったかというと、情報通信の速さ、

そして、量、物の動く量というのが大きく変わる中で、昔から日本は資源がない国と

いうことで、イラクは石油埋蔵量３位。国の行政機能として、政治、経済、外交、安

全保障、教育とかありますが、そういった中で、経済というものをいかに活発にして、

繁栄するかというのが国益の１つでありますので、そういった意味では、結果として

すぐにイラクから石油は来ませんが、イラクの国と友好な関係を、派遣の前もそうで

すし、イラクへの派遣が終わった後も、今現在もそういった環境を持ち得たというこ

とは、これからの日本の経済にとっては非常に大きなメリットとなるという気がしま

す。イラクについては純粋に人道復興支援、日本という国を好きになってもらう、信

頼してもらうというメンタルの部分と、結果としてそういった日本の経済を発展させ

るための大きな資源となる石油を今後日本が確保できる、できないという大きな問題

に発展する中において、良き関係を持ち得たということは、非常に意義があることで

あったという気がします。

局長：ありがとうございました。永山先生にも学者の視点から自衛隊の平和協力活動と国

益との関係について、ご説明いただければと思います。

永山准教授：先ほどの中野課長のお話、また、ただ今の桂司令、杉本地本長のお話と若干

かぶるんですけれども、私は国益との関連ということについて言えば、国際協力活動
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を行うことでどういう得があるのかと考えるのではなくて、逆に日本が何もしないと

したら、どうなるのかという理屈で考えた方が良いと思うんです。皆さん、例えばマ

ンションの自治会ですとか、町内会にお入りだと思います。仮にそこでどこそこに何

人か出てきて皆で掃除をしましょうと分担が決まってたとします。ある家の人だけは

絶対に掃除の分担に出てこないとします。そうすると、もちろん他の人がしょうがな

いから、その分は掃除するわけですけれども、ですから、結果的に日本だけが何をし

ないとしても、他の国がおそらく日本の分は穴埋めしてくれると思いますから、結果

的に国際社会の秩序、平和は維持されるかもしれませんが、しかしその場合、日本は

口だけ出して何もやらない人というふうに他の国から思われるわけであり、我々が国

際平和協力活動をしないということは、日本が国際社会においてそのような扱いを受

けて生きて行かざるを得ないということになるわけです。ということが、逆説的な意

味でのこの問題の国益との関わりだと私は思います。

局長：ありがとうございました。この２０年を経て、自衛隊の国際平和協力活動も大きく

進展してきて、進歩してきたわけです。当時始まった頃は、やはり近いアジアを重視

すべきじゃないかという議論もありました。今や、先ほどご説明があったとおり、ア

フリカであれ、中南米であれ、グローバルに広がっております。そういう視点も含め

て、今後の在り方、あるいは課題について、中野課長の方から、まず、総括的な話を

していただければと思います。

中野課長：私が最初にご説明した中に自衛隊の本来任務は日本の国土の防衛ですという話

をさせていただいたのですが、そういう意味で、本当に持てる力の何割か何分の一か

しか国際貢献というものに使えないという、その海外に自衛隊を出している分だけ、

国内でやる任務については、非常に残っている人たちに負荷が掛かっているというの

が現状でして、日本の国益のために国際貢献をやるっていうのは、大きな目標として

あるんですけれども、自衛隊だけでやっていくというのも非常に、ある意味で一杯一

杯に近い状態になっているのではないのかなというふうに感じていまして、政府全体

で日本の国際貢献というものを考えていく必要があると思います。ですから、自衛隊

以外にも日本国政府として使える外務省のＯＤＡの話もありましたけれども、そうい

うものを使って、全体で国際貢献というものを考えていく必要があるんではないだろ

うか、というのが防衛省担当の立場として、そういうふうに１つ思います。それから、

これも私の説明の中にあったんですけれども、歴史的な経緯があって、ある種のやむ

を得ないところもありますが、自衛隊の海外派遣について、いろいろ制約と言います

か、これはやってはダメ、あれはやってはダメだという制限を設けて、今、海外に出

すようにしていますけれども、世界的な常識と言いますか、そういうのと比べると、

かなりいびつな状態になっているのも事実でありますし、本当に日本が国際貢献して

いく上で、今みたいに自衛隊というのはこれだけしかやってはいけません、というや

り方で２０年経ちますけれども、これからも続けて行くのが日本として損なのか、得

なのかということと、例えの仕方が良くないかもしれないですけれども、そこを議論

して、やっぱり第２次世界大戦を引き起こした旧日本軍の海外で活動したことの反省
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として、自衛隊の海外での活動は必要最小限というか、厳しく制限すべきだという結

論で、これからはこうやっていくんだという、そういうことも議論の結果、あり得る

と思うんですけれども、昔からこれでやっているから良いという、あまり検証せずに、

今でもそのままやっているというのはあまり良くないんじゃないかと思いますので、

そういう点については、私の説明でもご紹介しましたけれども、政府の中でも懇談会

を作って検討していますので、そういう場で今一度、自衛隊を使った国際貢献という

ものをどのような形でやるのが良いのかということを、まさに２０年という節目です

けれども、これから先のことを考える上でも１つの大きな課題であるというふうに思

います。

局長：ありがとうございました。桂司令が先ほど装備の面でも行ったことによって改善さ

れた部分もあるという話もございましたが、海上自衛隊として今後の在り方・課題に

ついてお話いただければと思います。

桂司令：海上自衛隊ということですので、私が率直に感じたことを申し上げますけれども、

ペルシャ湾に海上自衛隊、陸上自衛隊とも一緒だと思いますけれども、自衛隊が海外

に出る、あるいは行動するには必ず法的根拠がないと外に出られない。出てはいけな

いわけでありますけれども、ペルシャ湾に派遣された時には当時の自衛隊法９９条と

いう機雷等の除去、これは作った当初のイメージとしては日本国周辺の沿岸海域で機

雷等を除去する。この自衛隊法９９条の機雷等の除去を以て、ペルシャ湾に派遣され

たという状況であります。また、ソマリア沖・アデン湾の海賊対処、第１回目はまだ

海賊対処法というのが整備されておりませんで、海上警備行動という枠組みで派遣さ

れたと。今、テロ特措法、それに引き続く補給支援法を施行してきたわけですけれど

も、ＰＫＯ法等で出る分については、根拠がしっかりしていると思うのですが、そう

いったＰＫＯ法ではない、いわゆる有志連合的な派遣については、なかなか今の状況

ですと敷居が非常に高くなっているのではないかと考えております。一方で、その時

の情勢によっては、そういったＰＫＯ法ではなくても、日本の国益という観点からい

うと出した方が良いんじゃないかと判断される場合も今後あるんじゃないかと個人的

には予想されるんですけれども、そういった時にその都度その都度、特措法という感

じで時限立法でいくとなるとタイミングを逸したり、あるいは継続性という問題があ

りますので、２回とも海上自衛隊が出ていることについてＰＫＯ法じゃないというこ

ともありますので、今後はそういったＰＫＯ法だけでなく、国際協力の一般的な枠組

みの法律を検討する必要があるのではないかと個人的に感じてきております。以上で

す。

局長：どうもありがとうございました。杉本本部長、いろいろ意見があるかと思いますが、

一番重要だと思うポイントに絞って、今後の在り方、課題についてよろしくお願い致

します。

杉本本部長：１つだけということですので、基本的には、組織と人と装備というのが重要
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だと思います。組織のところは、いわゆる陸海空の統合、米軍等との共同ということ

で。一番大切なのは人作りだと思います。国際貢献の任務について、その任務を立派

に果たすためには、やはり人を育成することです。今まで教育訓練において、国内か

ら外国に展開することによって、国際法、語学を身に付けて来ましたが、更に大切な

のは他の国の軍人等とネットワークを作るということ。具体的には第１次群長の番匠

現３師団長がイラクに行った時にはアメリカの戦略大学に留学した時の同期生と出会

い、今回南スーダンに行く生田目１佐については、国連に３年間勤務して素晴らしい

人脈を作って、それがおそらくこれからの任務遂行上大きな利点となって来るので、

個人個人の対応能力、部隊の能力、そして人的ネットワークというところが、これか

らの国際貢献においては大切な要素かと思います。

局長：どうもありがとうございました。永山准教授に今後の在り方、課題についてまとめ

ていただきたいと思います。

永山准教授：大きく分けて２つあるんですけれども、１つは、先ほど中野課長のお話にも

あったＰＫＯ参加５原則の緩和というものです。これは緊急にやる必要があると思い

ます。今のＰＫＯ参加５原則は自衛隊に何をやらせるかというよりも、自衛隊に何を

やらせないかという規範になってしまっていて、これの下では、非常に活動に制約が

出ているということが現にあるわけですから、これを早急に改めなければいけない。

もう１つ、これは長期的な課題でありますけれども、やはり新しい法律をこの問題に

ついて制定する必要がある。新しい法律の中で何を書かなければいけないかというこ

とですが、主に重要な点、２つあると思いますけれども、１つは、自衛隊の活動の範

囲を今までのようにこれとこれとこれをやりますという形ではなくて、これとこれは

やってはいけませんけれども、あとの事はできるようにします、というポジティブリ

ストからネガティブリストのような方式に変えていく必要があるということが１つ。

もう１つは、自衛隊の任務の中に、これは是非含むべきだと思うんですけれども、文

民の保護、特に現地の住民の保護を含めるべきである。でき得れば、治安の維持とい

うことも任務の中に含めていくべきだというふうに思っております。

局長：ありがとうございました。それでは時間も限られておりますが、会場の皆様方から

ご質問を受けられればと思っております。

司会：皆様からいただいたご質問につきましては、その概要を中国四国防衛局のＨＰに掲

載させていただきますのでご了承いただきたいと思います。なお、質問者のお名前等

は掲載せず、ご質問の概要のみを掲載させていただきます。それでは、ご質問のある

方は挙手をしていただきまして、会場の係員がマイクをお持ちしますので、よろしく

お願いしたいと思います。

質問者：永山先生が良いことを言われまして、私は２１世紀を紛争とテロの世紀だと思っ

ております。このまま自衛隊ということで法律も何も変えないで国際貢献はできない
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と思っております。まず、早くやりたいのは、やはり自衛隊と言っても、海外から見

ればもう軍隊なんです。日本の中では自衛隊と言ってますけれども。アデン湾で活躍

している海上自衛隊はＪａｐａｎ Ｎａｖｙと呼ぶんです、国際的に。その印象があ

って、やはり今後、自衛隊の血を見ることに出くわすかもしれません。それでやっぱ

り評価されるわけです。国連でも分担金を世界で最大に出しても全く評価されない。

先ほど、桂様が言われましたように、イラクが、クウェートがですか、感謝の国に入

っていないというこの実態、見て分かるとおりです。私は、東日本大震災でアメリカ

のトモダチ作戦が非常にクローズアップされていますが、もう１つ皆さん忘れてはい

けないのはイスラエルが間髪入れず東日本大震災の援助に向かって来ました、そのイ

スラエルが何で来たか皆さんは理解してほしいと。これは、約８０年前に杉原千畝さ

んが６千人のユダヤ人を助けた、その恩義に報いるために日本の災害に対してイスラ

エルは全面的にということで、空軍機を使って間一髪入って来ましたでしょう。それ

が今後の国際貢献で必要になるんじゃないかと思います。早くＳｅｌｆ Ｄｅｆｅｎ

ｓｅ Ｆｏｒｃｅｓ を英語名から消して、やっぱり軍隊という位置付けで、官民一

体で国際貢献をするべきじゃないかと思うんですがどうでしょうか。

局長：官民一体の話もでましたが、中野課長お答えをお願いします。

中野課長：軍隊としてということですけれども、国際法上は自衛隊も海外では軍隊という

扱いになってます。多分ご存じだと思いますけれども。ただ、憲法の規定の問題とい

うか、過去の日本国内での議論で、私は防衛省に入ったのが約２０年前なのですが、

私が入った頃は自衛隊は憲法違反だという国会議員の方々が１００人以上いらっしゃ

って、そういう過去の経緯もありまして、なかなか一朝一夕には改まらないというか、

皆さんの間で議論がこういうふうにすべきだと盛り上がれば、そこは変わっていくこ

とがあろうかと思いますが、まだまだ自衛隊は厳しく監督すべきだとおっしゃる国会

議員の先生方もいらっしゃいまして、そこは、時間が掛かるというのも分かりにくい

かもしれませんけれども。これは質問されていて恐縮なんですけれども、今日おいで

いただいている皆さん方の間で、やっぱりこうすべきだという意見が盛り上がれば、

それが国会の方にも反映されることになろうかと思いますので。すみません、私の立

場ではこうすべきだというのはなかなか申し上げられないですが、おっしゃる事はよ

く分かりますので、そこは、国会議員の先生方にそういう話をしていただいて、そう

いう議論を盛り上げていただければというふうに思います。

局長：永山先生いかがでしょうか。

永山准教授：いろいろな問題を指摘して下さったと思うんですけれども、先ほど中野課長

のお話でも、第二次世界大戦、あるいはそれ以前の一連の戦歴での、はっきり言うと、

旧日本軍の無茶な行動が今日本の軍事的な活動に対して非常に強い枷となって、今に

至るまで働いているという話があったわけです。私は、それは確かに意義があること

だったとは思います。確かに１９５０年代や６０年代においては、昔の中央の意に沿
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わない現地部隊の行動もあったわけだから、抑制的な活動で行かなければいけないと

いう話には意味があったと思うんですけれども、ただ戦争が終わって６０年以上経っ

ているんですから、いつまでも、「羹（あつもの）に懲りて膾（なます）を吹く」の

ようなことをやっていても仕方がないわけであって、憲法との関係で言えば、私は憲

法の規定は、国際紛争解決の手段として武力による威嚇又は武力の行使をしないとい

うことを原則として言っているわけであり、その原則を守る範囲で、今、自衛隊がし

ている活動以外にいくらでもできることはあると思いますので、それは、現在の憲法

を守りながら法律を変えてその自衛隊の活動の範囲を拡大していくことは、全く可能

なことだと思っております。

局長：どうもありがとうございました。他にご質問はございますか。

質問者：だったらむしろ、自衛隊を分割するか何かして、国際貢献隊というのを作った方

が良いんじゃないでしょうか。

局長：永山先生どうぞ。

永山准教授：そういう意見があることは承知しております。そもそも国際貢献的な活動は、

その内容としては軍事組織がやっている活動と内容は同じなわけですから、国際貢献

のためだけに、今の自衛隊を分割して国際貢献だけをする組織を作るということには、

私は合理的な根拠は見い出せないと思います。他の国でもそうですけれども、軍隊が

自国の防衛もやり、国際貢献活動もやるということには、それなりの組織的な合理性

があると思いますので、私は、軍事組織がそういう活動を一括してやることの方が理

屈は通っていると思います。

局長：他にございますか。

そういった、大局的大きな話だけではなくて、先ほど杉本本部長からあった、イラ

クとの交流、あるいは住民との関係、あるいは残した家族との関係などいろいろなこ

とを含めて、ご関心事項があればよろしくお願いします。

質問者：今、永山先生が旧軍が大変なことをしたから、自衛隊は抑制されているというふ

うなことを言われました。私は遺族です。そのようなことがその場で言われる、世間

でもそういうふうに言われる。これは、海外に行くにしろ、国家を守るにしろ、隊員

の士気にとって非常に大きな問題を投げかけることだと思うんです。そういうところ

の海外派遣等も含めてですが、まず、そういうところの意識改革をやっていただきた

い。これはお願いしておきたいと思います。

局長：ご意見として承っておきます。

他にございますか。
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質問者：三軒屋駐屯地協力会の担当をさせていただいております。杉本さん、イラクでの

子供達とのコンタクトがございました。その時に、おそらく年齢的にその子供達が、

今、成人を迎えている、あるいはそれを超えたかですか、そういう方々がご苦労され

たことに対して、どのようにな反応であったか。今現在、最近の情報としてリサーチ

をされた経緯はございませんでしょうか。

局長：杉本さんお願いします。

杉本本部長：この１年位はないと思いますが、自衛隊が派遣される前に、確かアメリカの

行った調査で、イラクの人達がどの国に親近感を感じるか、今後どの国に助けてもら

いたいとか、支援してもらいたいとかというアンケートがありました。その断トツは

日本で、続いてフランス、中国、ロシア、中国、次いでアメリカ、最後がイギリスで

あったと思います。イラクの子供達がどのように思っているかは明確には判りません

が、子供達が大きくなってお世話になった日本へ留学したり、日本人と交流・係わり

を持ちたいと思う気持ちは芽生えたと思います。２０年前に自衛隊が活動したカンボ

ジアの子供達が大きくなって、日本が大好きで日本人と交流を深めているということ

は現実にあると思います。イラクの国からたくさんの人が日本に来て、医療関係とか、

経済とか、様々な分野で、一緒に国のために頑張った日本の人達としっかりと連携を

取りたいという風な気持ちを持ち続けることを信じております。

先ほどの質問に関係あるのですが、どうして日本がイラクであれだけ人気があった

か、これは単なる経済支援だけではなくて、まさに昨年の「坂の上の雲」、１９０４

年の日露戦争において、大国ロシアに日本の諸先輩が国を挙げて勝ったという日本の

素晴らしさ、また、第２次大戦でアメリカに負けてはしまいましたが、そこから僅か

の間に経済復興をしたという日本に対する「あこがれ」みたいなものをイラク国民が

持っていること、それが結果として、日本に対する信頼感が醸成され、我々がケガを

せずに任務を達成できた一つの要因になったのかなという気がしております。

局長：どうもありがとうございました。大変申し訳ありませんが時間となりましたので、

パネルディスカッションと質疑応答を終了させていただきたいと思います。本日は本

当にありがとうございました。今日は２時間強の時間でしたが、先ほど杉本本部長か

らイラクのお話がありましたが、私も忘れていた記憶がよみがえり、当時、イラクの

問題では広報課長をしていた時に、非常に扱いがデリケートで、今日画面で出しても

らったような情報は出せないという状況が当時あって、いわゆるマスコミへの公開性、

国民への説明責任と任務の安全確保、この狭間で非常に議論があって、苦悩したこと

を思い出しましたし、今日写真を映像で見てもらいましたが、イラクの子供達の笑顔

や活動する自衛隊員の活気あふれる表情とかいろいろ思い出して感慨深く思いまし

た。いつもこうやって国際社会の中で、今のこの瞬間も世界各地では約１，０００名

の自衛官が活動していると思い出していただければと思います。本当に今日はどうも

ありがとうございました。
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司会：以上をもちまして、本日の防衛問題セミナーを閉幕したいと思います。今一度本日

のパネリストの方に盛大な拍手をお願いしたいと思います。本日は誠にありがとうご

ざいました。

以 上


