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防衛セミナー

日時：平成２４年７月１１日（水）

１８：００～２０：００

場所：高松市 サンポートホール高松

主催：中国四国防衛局

後援：香川県、高松市、四国新聞社、

独立行政法人国際協力機構四国支部、

香川県防衛協会

司会：定刻となりましたので、ただ今から防衛セミナーを開催させていただきます。本日

は、皆様には大変お忙しい中、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次長の中谷と申します。本日の進行役を務めさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。まず、主催者を代表しまして、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】

中国四国防衛局長 辰己 昌良

中国四国防衛局長の辰己でございます。本日は、この夕方で天候が不安定にかかわらず、

多くの方々にお集まりいただきましてありがとうございます。高松では、防衛セミナーと

いうのは５年前、平成１９年に開催して以来ということになります。今回で中国四国防衛

局としては１９回目の防衛セミナーということで、防衛問題についてできる限り国民の方

々に知っていただくべく、セミナーを開催しているわけですけれども、高松では５年ぶり

というものであります。

本日のテーマは、国際平和協力活動というものでございます。このテーマを選定させて

いただいたのは、自衛隊が国際平和協力活動を行ってから２０年が経過して、これまで約

３０の活動、そして約４万人の自衛隊員が世界各地で活躍し、成果を上げてきているとい

う状況の中、昨年は平成２３年２月から半年余り、初めてこの四国の１４旅団をコアにし

た国際平和協力活動が行われ、ゴラン高原に志道隊長以下４３名で、ゴラン輸送派遣隊と

いうことで半年間立派に任務を果たされたということもございまして、本日、その国際平

和協力活動について、テーマとして決めさせていただきました。そして、この四国地域で

は、徳島教育航空群の首席幕僚・江藤１佐ですけれども、ジブチに行ってこられました。

ジブチで海賊対処の経験をされた方がおられます。また、高知には杉本高知地方協力本部

長、イラクで半年以上にわたって、非常に安全上注意しなくてはいけない状態であったイ
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ラクの人道支援、そして復興のために活躍された本部長がおられ、他ではなかなか得られ

ない人材が四国におられるということで、この度、その方々から実際の体験談を聞かせて

いただいて、自衛隊の国際平和協力活動の実態について、より知っていただきたいと思っ

ております。そして、今もなお全世界では１，２００名以上の自衛隊員が５ヵ所、昼夜を

分かたず国際平和協力活動を行っております。ゴラン高原では引き続きやっておりますし、

ジブチでもそうです。また、ハイチという中米の国ですけれども、そこでも陸上自衛隊３

００名ほどが活動していますし、またアフリカの南スーダンというところで活動を開始し

ております。このように世界各国で現在１，２００名余りの隊員が活動をしているという

ことも、本日は知っていただいて、そういった自衛隊員にある意味激励し、支援をいただ

ければというふうに思っております。

国際平和協力活動というのは、もちろんその地域の、たとえばイラクであればイラクの

国造り、そして安全安定のために貢献するということでありますけれども、それがひいて

は日本の安全にも繋がるし、また経済にも好影響をもたらします。日本のように資源があ

まりなく輸出入に頼っている国においては、世界の安定というのは非常に重要になります。

国際社会が安定すればするほど、日本にとっても有意義に、国益にも資するということで

あります。

本日は香川県、高松市、四国新聞社、独立行政法人国際協力機構四国支部、そして香川

県防衛協会に後援をいただきまして本当にありがとうございました。それでは２時間です

けれども、お時間をいただければ幸いだと思います。

本日はどうもありがとうございました。

司会：それでは、第１部を開始させていただきます。

まず、中国四国防衛局長・辰己昌良から、本日のテーマの基調となります「自衛隊

の国際協力活動」について講演いたします。

辰己局長、よろしくお願いいたします。

【講 演】

「自衛隊の国際協力活動について」

中国四国防衛局長 辰己 昌良

それでは、今日は私の方から３０分弱、国際平和協力活動の大綱というか、概括的なお

話をさせていただいて、その後、先ほど申したように江藤首席幕僚、杉本本部長の方から、

まさに現場の話をしていただこうと思っております。それでは、私の方から総括的な話を

させていただきたいと思います。

我が国の国際平和協力活動は、２０年前、１９９１年に始まったわけです。そして我が

国の活動というのは、世界で起こった国際的な主要な軍事活動と極めてリンクしていると

いうものであります。なぜ国際平和協力活動が始まったかというと、１９９０年から９１

年、平成でいいますと２年から３年、イラクがクウェートに侵攻して湾岸戦争が起こりま

した。
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その当時、多国籍軍が形成されてイラクをクウェートから押し戻す活動が軍事的に行わ

れたわけです。しかし、日本は当時、非常に多額のお金を出したわけですが、人的貢献が

ない、軍事的な貢献がないということで、日本に対する謝意、感謝というのが世界的にな

かったということで、金を出すだけではだめだと、やはり人的貢献をしなければいけない

ということで、ペルシャ湾の海上自衛隊の掃海部隊の派遣、１９９１年ですけれども、こ

れが我が国の国際平和協力活動の 初であります。このときは当然のことながら、国論が

二分された中で、自衛隊の掃海部隊がペルシャ湾に行って掃海をしたということでござい

まして、落合司令という方が中心に今年の防衛白書にもその当時の話が載っておりますけ

れども、非常に自衛隊の素晴らしい技術をもって多くの機雷を除去したということであり

ます。

その後、これをきっかけにＰＫＯ法（正式名：国際連合平和維持活動等に対する協力に

関する法律）というのができ上がりました。これも一度廃案になって、そしてでき上がっ

たということで、非常に当時国会で議論になり、しかも長い議論を経て、ＰＫＯ法ができ

上がり、これによって日本がＰＫＯに参加できるようになり、 初がカンボジアでありま

す。カンボジアで非常に多くの貢献をして、東南アジアが今のように安定して発展して、

非常にステーブルな地域に至っているわけです。その中では自衛隊は非常に大きな役割を

果たしたのではないかというふうに思っています。

それから、次の大きな節目は、９．１１の同時多発テロでありました。世界中を震かん

させたアルカイダのテロだったわけですが、この時、有志国によって、テロとの戦いとい

うことで、アフガニスタンに対しての軍事行動があったわけです。この時、自衛隊は洋上

給油ということで多国籍軍の軍艦に対して給油をする。旧テロ対策特措法（正式名：平成

十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して

行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及

び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法）という法律ができて、

湾岸戦争の時には、まだ多国籍軍に協力できなかったわけですが、この１０年後のテロの

時には協力ができた。後方支援ではあったわけですが、直接戦闘という形ではないのです

が、米国、あるいはＮＡＴＯのフランスや艦とかに給油をすることによって活動を支援し

たということであります。

そして次に大きな節目になりますのが、イラクであります。イラクに対して米軍が軍事

行動をしたという時、日本はどうするかということで、非常にこれも国会、国を挙げて議

論することになったわけですが、イラク人道復興支援特措法（正式名：イラクにおける人

道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法）というものを作りまし

て、まだ戦闘が行われているイラクに陸上自衛隊が中心になって宿営地を作って活動しま

した。これは自衛隊の歴史の中でも大きな節目になっておりますし、また、この活動を立

派にやり遂げたということが現在の自衛隊に対する世界の評価の高さにも繋がっていま

す。また、国際平和協力活動が安定した状態に入ったということが言えると思います。こ

の節目になった活動に実際に行かれたのが、今日この後に講演していただく杉本本部長で

あります。そういう意味でイラクにおける活動というのは、自衛隊の国際平和協力活動の

歴史の中で重要な節目となったことから、本日、講演者として選ばさせていただきました。

それからもう１つの大きな節目が、ソマリア沖・アデン湾の海賊事案であります。これ
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も世界各国が協力して対応していますし、そして、この海賊事案の特徴は、中国やロシア

などの国々も参加しているということです。これまでの活動はアメリカを中心とした自由

主義国がほとんどのプレイヤーだったわけですが、この海賊事案につきましては、中国や

ロシアといった国が参加して、まさに世界各国が活動しています。この活動に自衛隊の護

衛艦と哨戒機Ｐ－３Ｃが行って、今もなお日本の船舶、あるいは世界の船舶を護衛したり、

あるいは警戒監視情報を各国の軍艦や民間商船に提供しています。また海賊を捕まえると

いう活動をしています。このように自衛隊の国際平和協力活動は、皆様方のお手元にも資

料を配っておりますが、いかに世界の軍事情勢にリンクした形で発展してきたかというこ

とと、 初は自衛隊法第９９条という既存の法律でやったわけですが、その後はＰＫＯ法

を作り、そして旧テロ対策特措法を作り、そしてイラク人道復興支援法を作り、海賊対処

法（正式名：海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律）を作ったということで、

国会でまさに法律を作って議論をしてもらって、そして活動するという非常に民主主義、

成熟した形で自衛隊の活動を継続してきたというか行ってきたという、ある意味では民主

主義国家の世界的な規範となるような形で自衛隊の活動を決めてきた、こういう歴史があ

るということをみてもらえばと思います。このように、まさに立法府、そして行政府が一

体となって、自衛隊の活動を実施してきて、そしてサポートしてきたということ、そして

自衛隊がそれに応えた形で今までたくさんの任務を果たしてきたことが、 後にも説明し

ますが、世界的な評価、国民の評価として定着してきたということであります。今も、先

ほど申したように約１，２００名の隊員が世界各国で活動し、国民にも支持をされ、世界

各国からも支持をされてきた歴史の繋がりになっているというふうに思いますので、その

ことをまず今日はご理解いただければと思います。

ＰＫＯ参加に至る歴史の中で重要なことだけを申し上げますと、１９９５年頃には貢献

という形で始めました。大綱にはそのように書いてあります。それから２００４年のイラ

クの頃からは主体的・積極的な取り組みということで、よりポジティブに国際平和協力活

動をやろうと日本国の意思を示したものです。そして２０１０年の新大綱では、より積極

的に取り組むということで、国際平和協力活動にもっとポジティブにやっていこうという

ことで、その過程の中においては、自衛隊の任務として、２００７年からは本来任務とし

て格上げになったということです。それから陸上自衛隊は、待機態勢を組んで、いつでも

こういった活動に参加できる基盤を作っている。そして教育隊を新編したということ。そ

れから中央即応連隊が、直ぐにでも行く初動部隊としてできあがったことが、自衛隊の態

勢も取り組み・対応の位置づけとともに整ってきた。またＣＨ－４７のエンジン能力の向

上でありますとか、車両についても防弾ガラスを駆使した車両を整備してきている。それ

から足（飛行距離）の長い航空機、あるいは搭載能力の大きい護衛艦などができることに

よって、装備面での態勢が整っていくわけであります。先ほど申したように３０程度の活

動で延べ約４万人もの隊員がこのような活動をしています。ご案内のようにアフリカから

中米と非常にエリア的にも広がりがあります。特に国際緊急援助活動という災害活動を含

めて言いますと、日本から東南アジア、そして中東に至るこのラインは、日本にとって資

源の輸入、あるいは製品の輸出にとって重要で、これらの地域への活動が多くなっていま

す。

まず 初の活動が、ペルシャ湾での掃海部隊の派遣で、我が国 初の海外派遣。目的は
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我が国船舶の航行の安全を確保するということ。それから被災国クウェートの復興という

平和的、人道的な目的を有する人的な国際貢献。これは、当時自衛隊法第９９条を使って、

今は第８４条になっているわけですけれども、海上における機雷その他の爆発物、危険物

の除去という既存の法律を使っています。これは朝鮮戦争のあと、日本周辺の機雷を除去

するためなどに使われた法律なのですけれど、それを使って日本の船舶の安全を守ると、

あの地域には日本の船舶が行って、いろんな物資を輸入したりするわけですから、そうい

う枠組みを使って活動したわけです。

次はカンボジア。これは初のＰＫＯで停戦監視、それから施設部隊の２つの組み合わせ

です。停戦がきちっと守られているかどうかを監視する要員、それから道路等を補修する

施設部隊、この２つの活動がカンボジア和平の基礎を作って、現在のような安定したカン

ボジアになり、そして、そのことが東南アジアの安定に繋がっているというふうに考えて

います。そして、これが作られた法律でありまして、国際連合を中心とした平和のための

努力に寄与するということで、国連の活動の一端を担っている。そういう性格を持ってい

るわけです。この当時ＰＫＯ参加５原則という、これによって日本が武力行使をしないと

いう決まりというか、憲法第９条との関係で問題になりかねないということを５つの原則

を守ることによって担保するということでありまして、１つは紛争当事者間の停戦の合意。

それから日本が行く国、カンボジアであればカンボジアの同意があること。それからどの

勢力にも与しない中立性を守って活動する。そして、この原則が保たれなくなれば、場合

によっては派遣を終了するということ。そして、武器は隊員自らの生命・身体の防衛のた

めに必要 小限に限るという枠組み。５つの原則を守ることによって、この法律ができあ

がり、ＰＫＯ派遣に繋がったわけです。この武器使用が、自分と自分の管理下にいる者の

生命・身体の防衛ということで、これが必要 小限ということで決められています。なぜ

こうなるかというと日本国憲法第９条があるからで、特に重要なのが「武力の行使は、国

際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という規定で、これが制約的

な武器使用に繋がるわけです。「国際紛争を解決する手段として」というところが今も議

論になっているところですが、この「国際紛争を解決する手段として」ということであり

ますが、正に国と国との戦いを避ける、日本が第二次世界大戦の反省を含めて、国家間の

紛争を解決する手段として武力の行使を避けるということがあるため、憲法上の規定を担

保するため、武器使用についても抑制的に律しているというものであります。

次にモザンビークの国際平和協力活動ですが、これはアフリカにおいて初めて自衛隊の

活動、非常に遠いところで活動したわけであります。

これが国際緊急援助活動で、まさに災害時の派遣であります。ハリケーンにより被害を

被ったホンジュラスという中米の国ですが、ここで医療や防疫活動を実施したわけであり

ます。この活動にも法律があります。「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」によって自

衛隊が出て行ったわけですが、海外、特に開発途上国において大規模な災害が発生した場

合、あるいは、まさに発生しようとしている場合に、その国の制度、あるいは国際機関か

らの要請があって派遣をする、こういう枠組みになっています。自衛隊が参加できるよう

になったのが、平成４年に改正されて、こういった活動に参加すると、今となっては、諸

外国、例えばインドネシアで津波があれば自衛隊が行くのは非常に当たり前のように思わ

れていますが、自衛隊ができるようになったのは、そんなに遠い昔ではなくて、平成４年
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に初めてこういった活動に参加できるようになったわけです。当時としては基本的にはア

ジア、大洋州の開発途上地域を中心として遣りましょうということで、活動は医療、輸送、

給水、こういった危難を避け、人道的な生命を守るために必要 小限の活動をしようと決

まったわけであります。そして、この活動は、これまで２０年の間に多く出ておりまして、

先ほど申したホンジュラスはここでありますが、今もやっているハイチ、これは当初緊急

援助活動でやって、ＰＫＯに引き継いだ活動であります。インドネシアでの津波の時は、

私は防衛省の広報課長をしておりましたので、当時、香川県出身の大野大臣だったのです

が、緊急に「艦をいけ」と命令をされて、お正月だったのですが、隊員は直ぐに駆けつけ

て、津波被害にあった住民の支援をしたということで、こういった活動が、今回の東日本

大震災においても、日本が多くの国々から支援を受けたり、軍隊が来て助けてくれたりと

いうことにも繋がっているものと思いますので、こういう活動というのは、今後の日本国

における災害時において、諸外国からの支援を受けるためにも、日本はもっともっとこう

いう活動に貢献していかなければならないというふうに思われます。

それから、これが旧テロ対策特措法でございます。このような形で外国の艦に洋上給油

するのですが、非常に日本の技術が高い、そして安定的に油を供給するということで、諸

外国に非常に喜ばれた活動であります。米国だけではなく、このような国々、特にパキス

タンというアフガニスタンに近い国に対しての給油が、地域の安定にも貢献した活動でも

ありました。非常に長い名前の法律（正式名：平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国に

おいて発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のた

めの諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人

道的措置に関する特別措置法）ですが、この法律に基づき実施したわけです。そして、そ

の後、補給支援特措法（正式名：テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関

する特別措置法）で、両法で併せて１０年近くこの活動を実施してきたわけです。

次に東ティモールですが、この活動は６００名を超える、カンボジアを超える 大規模

の部隊を出して、初めてＰＫＯに女性が参加した、そういう意味で節目になった活動です。

この後、イラクの活動について本部長からお話がありますけれども、イラクでも女性の隊

員が非常に活躍しております。その道を開いたのがこの活動であります。イラクでも女性

隊員は非常にコアに役割を果たして、給水、医療、学校や道路の補修など、まさに人道復

興支援活動であります。そういう場面における女性隊員の役割というのが極めて重要であ

りますが、日本がこの時に示した活動、そして日本の自衛隊の規律の高さが世界的に評価

されたわけであります。人道復興支援活動ということで、イラク国家の再建を通じて日本

の国家の平和にも繋がるんだという目的の法律を作って対応したわけであります。

それから海賊対処、これが平成２１年、２００９年から３年続いている活動であります

けれども、護衛艦とＰ－３Ｃで商船や客船を護衛しているという活動であります。また、

活動拠点のジブチにおいて、陸上自衛隊の隊員を含めて、初めて本格的な海外での活動拠

点を作ったという意味でも非常に注目すべき活動であるというふうに考えています。海賊

対処につきましては、国連海洋法条約で、いずれの国も海賊を捕まえて、逮捕して、財産

を没収できる、裁判できるという国際法の中できちっとした規定がございます。これを日

本国として「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」というのを平成２１年、

今から３年前に作って、世界に例のない法律になったわけですけど、国際法を実際に法律
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の形に具現化して、国内法に具現化して、しかも海賊対処を行うという世界の先駆けにな

るような法律を作ってやっているのが、この海賊対処であります。

お手元に資料を配っておりますが、自衛隊の任務に関する概念図です。もちろん自衛隊

の一番の任務は「我が国の防衛」であります。日本を守ることが自衛隊の一番の任務であ

ります。そして、その次に、公共の秩序維持で、これは災害対応も含めてなのですが、我

が国の治安、国民の生命・財産の安全、災害に対応する、これが公共の秩序維持といって

いる活動であります。その次にあるのが周辺事態への対応です。これは主たる任務の遂行

に支障を生じない限度で、それから武力の行使にあたらない範囲で実施するというもので

あります。国の防衛の活動は武力の行使というのは状況によって当然あるわけで、それが

他国の侵略であれば、その国に向けて、あるいはテロリストのような、アルカイダのよう

なものであっても、それに向けて自衛隊は武力の行使ができます。この周辺事態への対応

と国際平和協力活動は、武力の行使にあたらない範囲で実施するという意味でも特徴があ

ります。それが先ほど申した日本国憲法第９条からきているわけでございます。国際平和

協力活動というのは、国際協力の推進を通じて、我が国を含めて国際社会の平和を守ると

いうことで、ＰＫＯ、イラク活動、旧テロ特措法活動などは、この分野になります。 初

に行ったペルシャ湾への掃海部隊の派遣、海賊対処は、この公共の秩序維持ということで、

ある意味日本の警察権の行使でやっているということで特徴的なものであります。

先ほど、１，２００名と申しあげましたが、今やっている国際的な活動は５つでありま

す。ゴラン高原、これは１９９６年から十数年続いている活動であります。初めて第１４

旅団が中心になって出て行ったと先ほども申しましたが、それが第３１次隊であります。

半年毎に部隊を替えながら継続的にやっておりまして、善通寺の部隊を中心とした要員も

立派に継承してきたというわけであります。次にハイチ、これは２０１０年にハイチで大

地震が起こり、この時にもすぐに国際緊急援助活動で駆けつけた後、１ヶ月後の２月から

ＰＫＯということで現在も３００名強の隊員が活動しています。それから東ティモール、

これは２０１０年からですが、情報収集がメインで、実際に東ティモールの平和が維持さ

れているかどうか地域を回って監視するということで２名の隊員が行っております。それ

からソマリア沖・アデン湾における活動で、６００名弱の隊員が昼夜分かたず活動を実施

しています。ソマリアの近く南スーダンには昨年の１２月から現在まで３００名を超える

隊員が活動しています。それぞれの活動状況を若干説明いたします。

ゴラン高原は、イスラエル、シリア、レバノンに囲まれた地域の高原にあります。ここ

で四十数名の隊員が、主に輸送活動の任務を実施しているわけです。その際、道路を整備

したり、ここは雪が降りますので、除雪したりとそういった活動を実施しています。

次にハイチですが、フロリダ半島から南東にあります。ここがキューバです。キューバ

の横にハイチがあって、同じ島にドミニカとハイチの２つの国に隣接している状態であり

ます。ここで３００名強の隊員が今も活動しているわけであります。内容は、 初は地震

による瓦礫の除去などでありました。その後は診療施設、学校などを作って、国の復興の

ための活動、診療所の整備をするなど、ハイチは世界の中でも貧しい国の方に属するわけ

で、そういうところのインフラ整備を実施しているということであります。

それから東ティモールというのは、オーストラリアとインドネシアの間ぐらいというこ

とで、東半分が独立している地域であります。ここで治安情勢などについて情報収集して
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いるところであります。

それから南スーダンですが、スーダンが２つに分かれて南スーダンが独立しました。首

都のジュバで３００名を超える隊員が施設整備をしています。この後、海賊対処について

は江藤首席幕僚からお話があると思いますが、海賊が発生しているのは、ソマリア沖・ア

デン湾という地域、今はインド洋全体に広がっているわけですが、件数はあまり変わりま

せん。日本の部隊はジブチという非常に要衝にあり、ここにスエズ運河があって、ここが

インド洋ですから、どうしてもヨーロッパとの間においては、日本の船はここを通らざる

得ないわけです。ジブチというのは、その後ろの場所にあって、極めて戦略上重要な位置

にあります。ここに自衛隊の部隊が滞在しているわけでございまして、これが活動拠点で

す。ここはフランスの植民地であったので、フランスが引き続き駐留しています。フラン

スと防衛協定を結んでいる。それから米軍も、２００１年の９．１１以降、この地域が極

めて重要だということで、ここに基地を作っています。従来、自衛隊は、この米軍基地の

中に滞在場所を借りておりましたが、今はここに活動拠点を造っております。私も活動拠

点を造るときに、日本政府として交渉のためジブチに行きました。この後、江藤首席幕僚

からの説明では、非常に綺麗な施設ができ上がっている説明があると思いますが、私が交

渉に行ったときには、荒れ地というか、何もない場所でありました。今は非常に良い自衛

隊の施設ができて活動しやすい状態になっています。

自衛隊の活動に対する評価ですけれども、平成６年度は５８％が、これまで以上に積極

的に、あるいはこれまで程度に参加を続けるべきとの意見でしたが、今では８５％が今の

レベル、あるいはそれ以上の対応をすべきだという世論調査の結果になっています。また、

国際的にも国連事務総長の方から「ハイチ安定化ミッションについて深く感謝している。

引き続き貢献を要請したい。」と評価を得ています。日本の活動というのは、通常どこに

行っても感謝され、そして引き続きやってほしいと常に継続的な要請が来るくらい、どの

活動においても、自衛隊の整合された活動、そして規律の高い活動、これによって評価が

高まっています。国際的に高まるとともに、国内においても世論調査における支持に繋が

っているものと思います。

今後の課題ですけれども、自衛隊はこれまで国造りのための包括的な役割を実際に担っ

てきたわけですが、今後は、文民部門との連携ということで、ＮＧＯや他の機関、オール

ジャパンとしての取り組みが必要になってくる。その際には、先ほども武器使用のところ

で申しましたけれども、今は自衛隊員自らとその管理下にいる隊員を守るという仕組みに

なっていますが、ＮＧＯの人たちと一緒に活動する場合、仮にＮＧＯの人たちが襲われた

りした場合に、それを救出したり、守りに行かなければならない。それが今の武器使用規

定ではできないということが問題点であり、こういった活動をやっていくには武器使用権

限も検討していく必要があると、こういうふうに今検討が行われているところであります。

今後、日本全体として、自衛隊とＮＧＯの連携など、そういった重要性が高まる中で、自

衛隊のこのような活動は、ますます重要になってくると考えております。

以上で私の説明を終わらせていただきます。この後、海賊対処それからイラクというこ

とで、先ほど申したように非常に節目な活動なので、この活動についてお二人からお話を

いただけるということは、感謝申し上げますとともに、国際平和協力活動についての理解

を深めていただくには、極めて有意義ではないかというふうに思います。どうもありがと
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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、海上自衛隊徳島教育航空群司令部首席幕僚・江藤裕之１等海佐に「ソ

マリア沖・アデン湾における海賊対処」について、講演をお願いいたします。

江藤首席幕僚は、昭和５８年に防衛大学校を卒業され、海上自衛隊に入隊、千葉県

に所在します第２０３教育飛行隊長、神奈川県に所在します第５１航空隊訓練指導隊

長などを歴任され、本年３月、徳島教育航空群司令部首席幕僚に就任されました。

本日は、平成２３年６月から約４か月間にわたり、第７次派遣海賊対処行動航空隊

司令として従事された「ソマリア沖・アデン湾における海賊対処」について、お話を

していただきます。

それでは、江藤首席幕僚、よろしくお願いします。

【講 演】

「ソマリア沖・アデン湾における海賊対処について」

海上自衛隊徳島教育航空群司令部首席幕僚 １等海佐 江藤 裕之

ただいまご紹介にあずかりました徳島に所在します海上自衛隊徳島教育航空群首席幕僚

の江藤でございます。ソマリア沖・アデン湾における海賊対処について、第７次の活動状

況を中心にご説明いたします。スクリーンには、航空部隊の付けているワッペンが表示さ

れていますが、サウジアラビア、アフリカの角があって、Ｐ－３Ｃがあって、ＪＡＭＢＩ

ＹＡ０９というのは、２００９年から活動を開始していますので「０９」と、「ＪＡＭＢ

ＩＹＡ」は現地語で「刀」ということを意味しています。侍が刀で守っているというイメ

ージであります。次第については、「情勢」、「海賊対処行動」、「派遣部隊の概要」につい

て申しあげます。

まず、自己紹介ですが、昭和５８年に防衛大学校を卒業した後は、Ｐ－３Ｃの戦術航空

士として勤務していました。昨年、第２航空隊、青森の八戸にありますが、ここから約４

ヶ月間、ジブチの方に行ってまいりました。

アデン湾ですけれども、スエズ運河を経由してアジアと欧州を結ぶ極めて重要な海上交

通路であります。ここに位置しますけれども、非常に広大で、長さは約１，０００ｋｍ、

幅は約４００ｋｍであります。日本からの距離ですと約１２，０００ｋｍあります。ここ

をどれくらい通航しているかといいますと、スエズ運河を経由してバベルマンデブ海峡を

経由、この海域には２万隻弱、約１万８千隻が航行しています。この内日本関連船舶は、

年間約２千隻が航行している状況です。

スクリーンは海賊の発生件数です。濃い青が東南アジア、えび茶色はソマリア沖・アデ

ン湾です。東南アジアは減っている一方で、ソマリア沖・アデン湾では２００６年から２

００９年まで急激に伸び、そして２０１０年からは高止まりの状態になっています。これ

については、ソマリアの貧困問題、治安機関の取締能力が不足していること、それからソ

マリアは中央政府が存在せず、国内での法執行・司法機関が機能していないということに
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起因しているものと思われます。

海賊の推移を少し詳しくみてみます。２００８年、０９年、１０年、１１年というのは

海賊発生件数は、概ね２００件の発生件数があるのですけれども、乗っ取られた件数は若

干減っている状況です。抑留された乗員数についても、８００名から１，０００名程度い

ましたが若干減っている状況です。今年については、４月現在を表示していますけれども、

６月末現在でも６０件程度、１３隻程度、１８０名程度と少ない数字で推移しています。

要するに海賊の発生件数は横ばいですけれども、乗っ取られた船舶は減少していると、こ

れは各国の活動が功を奏しているといえると思います。

スクリーンに表示されている船は漁船のように見えるのですが、これが俗に言う海賊で

す。我々は、これをＳＫＩＦＦと言っているのですけれども、どこが不審かと言いますと、

まず、梯子がある。船外機が２つある。船外機が２つあって高速で逃げることができます。

それと漁具を積んでいない。それから人員が５～６名程度と、こういうのを航空部隊は上

空から見て、写真を拡大して海賊かどうかを識別しています。

海賊がどういう状況かといいますと、機関銃、ロケットランチャー等を保有し重装備、

それから船舶の無線傍受、それからＧＰＳを登載している、衛星携帯電話で情報を共有し

ています。襲撃方法の一例としては、母船でスタートし、小型高速艇に乗り換え、襲撃は

約１０分程度です。身代金目的のため人質には危害を加えないということでしたけれども、

昨年あたりからは、拘束商船を利用したり、人質に危害を与えるようになってきます。乗

っ取った大きな船、これを利用して、ここから小型ボートで複数で梯子やロープを掛けて

登って制圧すると、時間にして約１０分程度です。こういうような襲撃方法であります。

海賊の発生状況は、２００５年から２００８年でありますけれども、黄色が襲撃事案、

赤色が乗っ取り、紫色は襲撃を受けた疑いの事案を示しています。０５年から０８年は徐

々に拡がっている程度です。次は我々が派遣された２００９年からですけれども、先ほど

申し上げました乗っ取った母船を利用して沖に出てくる。２０１０年からは、母船の活用

が定着してアラビア海で活動しています。我々はここで活動していますので、海賊はこう

南下している状況です。２０１１年になりますとアラビア海からバベルマンデブ海峡以北

で集中しています。それ以外は大きな変化はありません。

スクリーンは日本関連船舶の被害状況です。これは我々が派遣された２００９年以降な

のですが、９件程度日本関連船舶は襲撃されていますけれども、ピンクの２つは乗っ取ら

れている状況があります。これは海上自衛隊が護衛しているときではなくて、その海域の

外、もしくは海上自衛隊が護衛していない時の状況です。

次は各国の状況ですけれども、ソマリア沖海賊対策につきましては、４つの安保理決議

を受けています。欧州軍、それから米国軍、それから中国、ロシア等の枠組みで国際社会

が協力して実施しています。日本はここに入ります。独自に自衛隊を派遣して活動してい

ます。

自衛隊派遣の経緯でありますけれども、平成２１年に海上における警備行動が出て、ま

ず艦が出て、次にＰ－３Ｃが出ています。Ｐ－３Ｃの飛行任務を開始して、今日７月１１

日でちょうど３年と１ヶ月になります。任務はスクリーンに示されているとおりでありま

す。

先ほど、局長の方から法的根拠の説明がありましたけれども、いわゆる海上警備行動と
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海賊対処行動の違いですが、端的に言いますと、１つは海上における警備行動は日本に関

する船舶しか護衛の対象ではないということですので、現地に行っても日本しか守りませ

ん。ところが、海賊対処行動になりますと全世界、全部の船を対象としますので、現地に

いる我々においては非常にやりやすいと言いますか、同じ軍隊が集まっても日本が特異だ

ということがない。逆に大きく感謝されました。それから武器の使用のところでは、端的

に言いますと、どちらかというと「撃つな」でした。でもここに関しては「撃て」という

ふうに極端に言えば変わっています。

派遣部隊の編成です。現地のジブチには護衛艦部隊と航空部隊がありますけれども、水

上部隊は約４００名、護衛艦２隻、ヘリコプター３機です。それと海賊を捕まえたときに

は司法警察業務がありますので、海上保安官が８名乗っています。一方、航空部隊につき

ましては、グリーンで示しております陸上自衛隊が６０名、司令部、業務隊、警衛隊、警

務隊を含め１８０名で統合運用ということで編成しています。

次にアデン湾における警戒監視区域ですけれども、「ＩＲＴＣ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ

ｎａｌ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ Ｔｒａｆｆｉｃ Ｃｏｒｒｉｄｏｒ）」、国際推奨航

路というのがありまして、この国際推奨航路を護衛していくことになります。モンスーン

期以外には２００ｋｍ延伸して１，１００ｋｍとなります。日本地図にあてはめますと、

長崎から千葉あたりまでの海域をカバーしているという状況です。

護衛要領のイメージですけれども、２隻の護衛艦の間に船舶を挟んで護衛しています。

また護衛艦から上がったヘリが上空から偵察しているということです。護衛対象となる船

はいっぱいいますが、それぞれ速度などの違いがあり、大体遅い船にあわせています。速

い船は速く着きたがりますが、こういうところを調整しています。

一方、航空部隊はどうしているかというと、先ほどご説明したＩＲＴＣをジブチから上

がって、「ここに海賊がいるよ。進路を変えなさい。」という情報を、護衛艦、船舶など

全部に提供しています。中国やロシアなど他国の艦艇にも情報を提供しています。要する

に洋上から「くれ」といった情報を提供しています。

各国軍の活動状況をまとめますと、大きくＮＡＴＯのグループ、それから欧州軍のグル

ープ、米軍を中心とした有志連合のグループが、先ほどいったＩＲＴＣを３つに分割して

守っています。そこのところをナショナルタスキングという日本、中国、インド、そして

ロシアなど独自の国の法律に基づいて、商船を護衛して、ここを通っていきます。航空部

隊は、全部の艦船に対して海賊の情報を提供している状況です。日本については、全世界

の船を対象にしていますけれども、中国とロシアは自国の船だけを対象にしています。そ

れから航空部隊については、いっぱいありますけれども、実質的に行っているのは日本と

アメリカなどの一部だけです。ですので、先ほど申し上げましたＩＲＴＣというところを

日本が約７０％から７５％、後のところは、アメリカ、ドイツ、スペインが行っています

ので、アデン湾上空は海上自衛隊が情報提供していると言って間違いないです。

ちょうど１年ちょっとになりますけれども、海賊の無力化事例です。商船への襲撃未遂

がありました。これが海賊ですけれども、少し距離が離れておりましたので、Ｐ－３Ｃを

現場に急行させました。１０分後に海賊を発見し、近くに艦がいませんでしたので、米軍

艦艇に引継ぐまでに２時間ちょっとかかりました。この間、私は司令部にいたのですが、

ジブチの司令部ではあらゆる船にヘリコプター派出の調整をしておりました。また、漁船
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は小さく上空からですとピンポイントなので見失わないよう指示していました。結果、米

艦艇に引継ぎまして海賊を捕捉いたしました。本件は、欧州軍から 初の情報があり、目

標の発見、引き渡した海上自衛隊、米艦艇の措置等、各国軍の連携の成果として現地では

大きく報道されました。我々４ヶ月間いましたが、海賊を捕捉したのは４回程度ありまし

た。

ジブチ共和国の概要です。ここは、先ほど局長からも説明がありましたので、流します

が、公用語はアラビア語、フランス語で、宗教はイスラム教、首都はジブチです。面積は

約２万３千㎡で四国の約１．２倍くらいです。人口は約８５万人で、四国は４００万強い

ますので、約２０％程度となっています。イメージしてください。

国内事情ですが、全般的に汚いです。ゴミが散乱、夏は連日４０度を超えます。治安は

良好です。あっても引ったくり程度です。対日感情は、すこぶる良好です。中国やロシア

は悪いですけれども、日本人には良好です。交通のタクシーは運賃は交渉次第です。生活

基盤は、活動拠点での生活なので、食事は日本食、体育館もありますし、自腹ですがＷｉ

－Ｆｉ通信もできますので、家族との通信には苦労しませんでした。

水上部隊の活動状況写真を紹介します。ちょっと見えにくいのですが、先頭に護衛艦が

いて、こういう陣形でやっています。ここにいる艦を拡大しますとこうなります。やはり

日本の商船は操艦技術も上手くて、１列に並んで綺麗になります。この写真は洋上での挨

拶の状況です。

次は、航空部隊ですが、米軍施設を借用して生活している時には、ここで寝泊まりして、

食事などをし、ぐるっと回って整備等活動をしていました。今はここに施設を作り、昨年

の６月から運用しています。

活動拠点の状況です。約１２ヘクタールで東京ドーム２個分です。事務所があって、隊

舎があって、食堂、浴室、医務室があって、厚生棟があって、それから駐機場、格納庫、

補給倉庫、そしてプラスαでお酒を飲むところ、体育館があります。１８０名くらいが泊

まります。写真は昨年の７月７日に活動拠点の開所式が行われ、私が当時の防衛副大臣か

ら看板を渡されたところです。

駐機場、Ｐ－３Ｃが３機、日本の駐機場で、我々が自由に動かすことができます。そし

て格納庫があります。電動で自由に閉まります。これは医務室です。何もないように見え

ますけれども、パソコン等があり、遠隔医療なども可能です。これは隊員食堂です。写真

は、アフリカの大地を飛行するＰ－３Ｃ、機内ブリーフィング、それから護衛艦、船舶を

見ているところです。これは大きな護衛艦ですので、実際の海賊は点にしか見えません。

それをデジタルカメラを引き延ばして人間の目で判断しています。ジブチの活動拠点の正

門前で日本語、英語、フランス語で表記しています。気温はだいたい常時５０度前後で我

々が活動していた時は５６度が 高でした。また、現地の子供に日本語を教えたり、折り

紙を作って教えたりということもやっています。これは拠点での昼食の状況です。ジブチ

では毎日が平日ですので、土日がありません。毎日が任務の日ですので、今日は何曜日で

あったか分からなくなりますので、旧海軍に習って金曜日はカレーの日にしています。

これは活動拠点の状況です。体育館の中ですが、支援の謝意として拠点で初めてのさよ

ならパーティーをやりました。このあたりが軍隊関係者です。欧州軍、アメリカ軍関係者

です。このへんが大使館関係者です。ジブチにも寿司屋はあるのですが、これが本当の寿
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司だということで、寿司コーナーを作り盛況で各国関係者は寿司をたくさん食べていまし

た。この写真は喫茶店ですが、夜は飲酒可としております。ただしお酒は１日３本までで

す。現地のジブチの人を雇っています。黄色の服は海上自衛官、カーキ色は陸上自衛隊員

です。これは喫茶店での団らん状況です。

海賊対処行動を終えての所見といいますか感想ですけれども、海賊に対する識別につい

ては、海上自衛隊は巧みの技に達していると思います。アメリカとか他の国から下手だと

いう話は聞かなかったです。これは何故かと言いますと、私なりに考えたのですが、小型

船舶を識別する能力といいますのは、普段の我が国周辺海域における監視や訓練の集大成

だと思います。私自身は十数年前に能登半島沖での高速船対応をし、あの時は漁船だった

のですが、これを見つけたところで、識別能力は巧みの技にきているのだと思います。各

国についても、日本がこれは海賊だというと必ず対応してくれますし、識別能力は相当高

いと思います。現在でも現地ではノーヒットノーランを継続しております。

次に隊員のストレスコントロールですが、現地の気候、任務、さきほど申し上げました

が、毎日が平日なので、この辺は指揮官を含め、コントロールしていく必要があります。

国際貢献の実感ですけれども、私の出発時は東日本大震災の対応中で原発対応をしており

ました。当然、青森の八戸も被災しましたし、そういう中で派遣するのかという思いもあ

りましたけれども、行った結果、アデン湾を航行する全ての船舶の流通を守って、それが

日本の復興になっているのだと感じました。加えて、日本のみならず各国の船舶からの感

謝のメッセージ、関係者からの激励や評価をもって国際貢献を実感してきました。それと

ジブチ共和国との良好な関係の促進ということで、辰己局長が防衛省の課長時代に随分ご

苦労されたと思いますけれど、アメリカ軍が日本にいて地位協定というのがありますが、

それに似たような感じで日本人の地位というのが守られておりまして、車を運転するにし

ても免許証はいらないということでやっています。こういったジブチ国との良好な関係が

引き続き必要だと思っております。

簡単ではございますけれども、これでジブチでの現地活動状況の説明を終わらせていた

だきます。ご静聴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。それではただいまから１０分程度休憩とさせてい

ただきたいと思います。第２部は、１９時１５分から開始とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

【休憩】

司会：時間となりましたので、第２部を開始させていただきます。

第１部に続きまして、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」について講演をお願いいたします。

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月に自衛隊高知地方協力本部長として就任されました。
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本日は、平成１７年１月から約７か月間にわたり、イラク復興業務支援隊第３科長

（作戦幕僚）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、よろしくお願いします。

【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

皆さん、こんばんは。ただ今、紹介をいただきました、高知地方協力本部長の杉本と申

します。一昨年の８月に北海道から、１６回目の転勤で高知にまいりまして、既に高知に

来て２年近く勤務し、間もなく異動ということで、ウルトラマンのようにタイマーがピコ

ピコと光っている状況です。この写真は、イラクに入る前にクウェートで約１週間、慣熟

訓練と申しまして、暑さを含め現地の環境に体を慣らすという目的でキャンプを行います

が、その時８ドル払ってラクダに乗り撮った時のものです。クリスマスカードや年賀状な

どにも使いまして、十分元を取った気がします。今から、３５分間お時間をいただきまし

たので、私が約８ヶ月、トータルで２回行きましたので、その時のイラクにおける活動に

ついて、なるべく分かりやすくご説明をさせていただきたいと思います。細かい現地にお

ける活動状況については、入場された時に「サマーワにおける自衛隊の活動」というレジ

ュメを配布させていただきましたので、参考にしてください。本日は、主に６０枚近いス

ライドと、一番 後にビデオで、私たち陸上自衛官、トータル約２年と半年、約５，５０

０名、このうち女性は約１００名、また航空自衛隊はトータル５年間現地で活動しました

ので、その状況をご覧いただきたいと思います。

これはイラクの子供たちです。今ふと思うのですが、彼らの瞳、髪の色、肌の色が１人

１人違います。全員子供たちは瞳がキラキラ光っていて非常に良い子ばかりですが、ここ

にイラクという国の特色、まさに他の国に侵略された歴史がこの子供たちの姿に表れてい

るのかなと思います。私も息子と娘がおりますが、日本は単一民族であり、四海で守られ、

子供たちも黒い髪、同じ肌、同じ瞳の色をしているということで、歴史というもの、国家

というものがこのように民族そのものにも表れているということを、この写真から別の観

点で感じていただきたいと思います。

復興支援活動について、私たちが活動したサマーワという約２０万人の都市、そして活

動の概要、自分たちは現地で一生懸命活動をしましたけれど、私たちの国際貢献活動だけ

をお話しても大したことはありませんので、日本に残された家族を含めて心の支え、ある

いは１４ヶ国の他の国の軍人たちとの交流、そして 後にそういったことをまとめながら

総括させていただきます。ここにおられる方は、いろんな形で海外の方とお付き合いした

り、外国に行った方も多くおられると思います。私も１０ヶ国以上いろんな国に行き、私

なりに感じた国際交流、杉本流ステップ１・２・３を披露して、締めくくりたいと思いま

す。

先ほど局長からお話がありましたとおり、平成４年に初めてＰＫＯ法ができまして、今
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までに、３０を超えるＰＫＯ法に基づく活動、あるいは国際緊急援助隊等の活動をしてい

ます。現在約１，２００名が、今、この瞬間も海外、ゴラン高原、ハイチ等約１万２，０

００ｋｍ離れたところで活動しています。

国際平和協力活動において、「Ｐｅａｃｅ Ｋｅｅｐｉｎｇ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ」

というＰＫＯ法に基づく活動、そして、「Ｊａｐａｎ Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｒｅｌｉｅｆ」

という国際緊急援助隊の２つは、恒久法で動いているため、いつでも何があってもすぐに

動ける法律です。先ほどのテロ等については、いわゆる時限立法、特別措置法に基づいて

実施されたということで、私たちが行ったイラクについても、イラク人道復興支援特措法

という、平成１５年８月１日に制定された法律に基づいています。私たちは法治国家なの

で、この法律に基づいて人道復興支援活動をしてきたという状況であります。

イラクという国は、皆さん「アラビアのロ－レンス」という映画をご覧になったことが

ある方もいると思いますが、元々は非常に裕福な、歴史のある国でありましたが、イラク

・イラン戦争、湾岸戦争、イラク戦争等、大きな戦争を経る度に社会が荒廃し、子供たち

が苦しみ、そこに国際社会が手を差し伸べなければいけないという状況に陥ったのは、約

２０年前かと思います。

こういった国に対し、国際社会が手を差し伸べ、この国の復興を助ける、子供たちを助

けるということで、いろんな意義がありますが、まさに三度の戦争を経て、被災をした荒

廃をしたこの国を我々が支援する、そして国を再建することが大きな意義であり、第１の

目的であります。

２つ目の目的は、我々が、憲法にもあるとおり、国際社会において確固たる地位を築く

上で、国際社会の一員としての活動であり、また、そういった人道的な活動に加え、３つ

目の目的として、国の国益、人命及び財産を守るとともに、経済的な発展を遂げるうえに

おいては、中東というエリアは、我々が原油やガソリンを依存していますので、こういっ

た所としっかりと連携をとって、その地域の安定がまさに日本の経済安定につながるとい

うことで、他にもいくつか目的がありますが、この３つの目的に基づいて、我々はイラク

において活動を行いました。

日本から約８，４００ｋｍ離れたところ、ダイレクトに行くと大体２２時間、丸一日か

かります。私の２回目の派遣については、平成１７年１月７日に日本を出発し、タイを経

由し、イラクに入りました。

この地域は、実は陸海空の部隊が展開していまして、当初、装備品等については海上自

衛隊の艦船を使い、人員については民間航空機、政府専用機、そして航空自衛隊のＣ－１

３０が展開をしていました。

これがクウェートです、そして非常に大きいのがイラク、１９９０年８月２日にクウェ

ートを侵攻したところから全てが始まりますが、この地に陸上自衛官が約６００名、航空

自衛官が約２００名展開し、２年５ヶ月から５年間活動しました。

先ほど、海上自衛隊の海賊対処の編成表がありましたが、我々も３ヶ月交替で活動する

イラク復興支援群という約５００名、６ヶ月間行動するイラク復興業務支援隊約１００名、

こちらは初代の群長が現在第３師団長の番匠陸将、また、こちらの業務支援隊の初代隊長

は、現参議院議員のヒゲの隊長こと佐藤１佐が隊長で、私は第３代隊長のときの第３科長

という作戦幕僚として活動しました。
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平成１５年８月に法案が成立して、外務省と防衛省等が連携を取って、 終的にイラク

のサマーワにおいて活動することを決定して以降、３ヶ月毎で交代する復興支援群が第１

次から第１０次まで、業務支援隊については第１次から第５次まで、私は第３次というこ

とで、今日が７月１１日ですので、ちょうど７年前の今日、私は第４次の後輩に業務を申

し送りながら、日数を数え、あと１０日後にこのイラクから帰れる、帰れるかなあと心配

していたのが、ちょうど今から７年前の今日であります。

イラクという国は、皆さんご承知のとおり、四大文明の１つのメソポタミア文明が発達

した地域であり、イラクというアラビア語は「川と川の間」という意味でチグリス・ユー

フラテス川の間に発展した国であります。人口は日本の約４分の１、面積については約１．

２倍、アラビア語で国旗については「神は偉大なり」というのがここに書かれてあります。

元々、この地域のアラブの人たちは、イスラム教徒です。隊員が世界各国のＰＫＯに行

っておりますけれども、大切なのはその国を知ること、特に日本人がなかなか分かり得な

いのは宗教です。また、イラクの人たち、サマーワの人たちは部族社会の一員でありまし

て、いろんな決まりや約束事があります。一般的には、アラブの人たちは細かいことを気

にしません。しかしながら、非常に礼儀を重んじます。また、タブーがいくつかありまし

て、人の持ち物を羨んだり、行為を羨むことは厳禁であります。ましてや、旦那さんが横

にいるのに奥さんを褒めるようなことをすると殺されてもおかしくないといった、そうい

ったタブーがあります。その他に、先ほどジプチではお酒が飲めたということでしたけれ

ども、イスラム教徒の世界では酒を飲むことが禁じられています。現地でイラクの人たち

と生活をしますので、我々については３ヶ月若しくは６ヶ月間は禁酒ということでお酒が

飲めませんでした。現地で６ヶ月間、お酒を飲まないためには、日本で前もって２ヶ月間

は酒を飲まないということでトータル８ヶ月間お酒から遠ざかってしまいました。今、私

は高知に２年間住んでおり、ほぼ毎日飲んでいますけど、次の勤務地は東京というより、

もう１回イラクに行って、この酒を抜きたいくらいの気分でおります。また、豚肉も食べ

られない、豚肉も食事には出ません。また、向こうは休息日が金曜日ということで、我々

は金曜日に休日を設けて、まさに「郷に入れば郷に従え」というスタイルで現地で活動し

ていました。その他宗教上のいろんな規約がありました。イスラム教徒は五行六信という、

いろんな行為、信じ事があるのですが、その中で断食とか礼拝があると共に、喜捨という

行いがありますが、これは「喜んで捨てる」という字を書き、お金持ちの人は自分の財産、

お金を恵まれない人たちに２０％から４０％ただであげるという、そういう行為です。し

たがって、湾岸戦争があった後、日本が約１３０億ドルもの高額のお金をあげた、支援し

たにもかかわらず、日本の行為は何も喜ばれなかったわけです。まさにお金持ちの国が貧

乏な国、困っている国を助けるのは当然であって、やはり、人の支援、汗を流すことによ

ってしか感謝しないという根本的な慣習があります。

イラクという国は１９の県から成り立っております。我々は もクウェートに近い、こ

の南東部の４県、その中のムサンナ県に宿営地を設置しました。ムサンナ県そのものは約

６０万人、サマーワは約２０万人の都市です。

これが上空から見たサマーワ市内です。上に蛇のようにグニャグニャ曲がっているのが、

ユーフラテス川で、この南東部地域に約２０万人のサマーワの町があり、市街地から約５

ｋｍ離れた運河のほとりに、我々陸上自衛隊は宿営地を取りました。佐藤隊長が当時行っ
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た時には現地の部族からふっかけられて、２億だ、３億だと言ってもめましたけれども、

結果的にはおそらく２千万か、２千５百万くらいで土地を借用する形になったと思います。

この写真は、今だから出せますけど、当時は絶対に外には出ない写真でした。運河のほ

とりに１ｋｍ四方の宿営地です。ここに朝礼台、皆が集まる場所。ここに書いてあるとお

り、宿泊施設、食堂、入浴施設、ヘリポート、イラクの人たちと業務を調整するエリア、

ゲート、これが我々が２年半生活したエリアです。

私が行ったのは平成１７年１月です。現地に入った時が１月ですので、冬の時期です。

高温度は２０度から２５度ほどでしたが、 後７月には 高気温が５７度まで上がりま

して、毎日汗だくだくでありました。湿度が２０％以下ということで、比較的日陰に入る

と大丈夫でした。しかしながら、汗がよく出るということで、日本に居れば水分補給とし

てペットボトル１本、２リットル分、飲むか飲まないかですが、現地では１日４本から５

本、必ず水を飲まないといけないということで、宿営地のあちこちにペットボトルが山積

みにしてありまして、そこに行っては飲んで、あそこに行っては飲むという形で、飲みな

がら背中から蒸気が出るというようなところで活動しました。

その他、中東と言いますと、皆さん砂漠だと思いますが、実は宿営地は土漠といって粘

土質の場所にありまして、１回雨が降ると膝くらいまで水が上がり、２週間くらい水が引

かない。あるいは砂嵐が発生します。突然、向こうの空が真っ黒になって、テントの中に

急いで入るのですが、状況によっては砂嵐が吹き込み、パソコンの上に砂が１ｃｍくらい

溜まるような状況が発生したり、この前、関東で突然雹（ひょう）が降って来ましたけれ

ども、まさにイラクにおいても、突然直径３ｃｍの雹があちこちから落ちてきて、皆、テ

ントに逃げ込んだのですが、テントを破って入り込んで来たり、車のフロントガラスが割

れたり、まさに「サマーワ７変化」ということで、過酷な気象条件の中で隊員は一生懸命

がんばりました。

我々の行った医療支援は、ハイチのように直接自衛隊の医官、看護官が看護するのでは

なく、向こうの医師、看護師に対して、医療の仕方、管理あるいは政府開発援助により購

入した高価な保育器、あるいはエコー等の機材の使い方等を教えるという支援でした。ま

た、学校等の公共施設の復旧整備ということで、これはまさに我々がリフォーム会社を設

立して、毎日３千名から４千名の現地の人たちを雇用し、雇用を創出しながら学校等の公

共施設を復旧するということをしました。３つめは純粋に先ほどの宿営地の隣の運河から

水を引いて、これを浄化して地域に配るという給水活動です。この３つが、我々陸上自衛

隊に与えられた役割でありました。

１９８０年後半に、日本のＯＤＡ等によって現地に建設された総合病院、いわゆる市民

病院のようなものが３つ、４つあるのですが、その後の戦争によって荒廃して、中は非常

に衛生状態が悪い状態、そういったところを改善するため、また、このように超音波の装

置などの取扱要領を教えてあげ、彼らが今度は現地の人たちを治すという仕組みで、技術

の指導を行いました。

写真は、公共施設のビフォー、アフターです。日本のお金で雇用して、現地人を雇い、

現地人が直すということで、我々が工務店で、どの学校から優先的に直す、どの道路から

直すということを、県あるいは市の職員と調整をして、現地人と共に復旧を行いました。

水については、自衛隊の誇る浄水器、あるいはＲＯという大型浄化器によって水を浄化
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して、それをこの給水車によって、県民、市民に配るという活動をやっていました。

日本から約８，４００ｋｍ離れたところにいるということで、家族のことが常に頭にあ

りました。２０年前のカンボジアＰＫＯの時には、専ら、手紙を日本から書いて、特に現

地のカンボジアの山奥に届くまでに６ヶ月かかりました。奥さんや子どもが精一杯愛を込

めて書いた手紙も、届くか、届かないか。状況によったら届かなくて、隊員が帰って来た

あと、当然、奥さんが旦那さんから手紙に対してお礼があるものだと思っていたところ、

届いてなくて、結果的に夫婦喧嘩になったという話を聞きました。私たちが行ったときは、

私が「家族、皆、元気か？」とメールをして、５分後に日本に着いて、１０分後には向こ

うから、「元気ですよ。」ハートマークがあったかは覚えていませんが、１０分で家の状

況が分かるし、家族も約８，４００ｋｍ離れた地域でも、私のことが１０分で分かる。こ

れが一番、隊員たちが家族のことを頭におきながらも、整斉と活動できた文明の利器の成

すものだという思いがしました。

私の母が静岡の御殿場に１人でいるのですが、母は、「お前は、イラクでまともな物を

食べているのか」とちょっと心配していましたけれども、これはある日の夕食の写真です。

ご飯、穀物が日本から、野菜はなぜかタイから、牛乳、お茶、みそ汁、これがちゃんと出

るということで、私は単身生活が６年目ですが、間違いなく今の夕食よりも、よっぽど栄

養価が高い食事が出ていたという気がします。こちらはイラクの料理ということで、時折、

イラクの人たちが我々に食事をご馳走してくれます。実はここに羊の頭が１匹入っていま

すが、味は非常に美味しいものでありました。

私は群馬で２回勤務しましたが、一度はおいでの草津温泉から、温泉ハップという温泉

の素を送っていただき、これを浄化した水に入れました。これは今回の震災でも使ったお

風呂ですが、３分後には名湯草津温泉がサマーワにも再現ということで、この写真を草津

町に送ると、草津町の観光協会から、「草津からイラクの隊員に温泉ハップを送りました。」

という写真が全国に発信されました。

その他、現地の人たちと休養の日に交流を図り、日本の文化、音楽、こういったことを

しながら、日本のことを特に子供たちに少しでも知ってもらおうということで、ご近所作

戦と称して、近所の子供たちと触れ合いました。

現地ではサッカーが非常に人気があるということで、これは給水車にアニメの「キャプ

テン翼」のシールが貼られております。

ということで、約２年半で先ほどの医療支援、公共施設の復旧整備等、いろんな成果を

残して、危険だと言われておりましたけれども、１人の死亡者を出すこともなく、そして、

全員が元気に帰って任務を終了しました。

これが帰って来た時の状況です。

帰って来る時に４日間、クウェートで「クールダウン」というプログラムで、キャンプ

で２日、リゾートホテルで２日生活をしました。 後はクウェートの大使館で慰労会が行

われたのですが、８ヶ月間お酒を飲んでいないので、コップ半分のビールで結構酔いまし

て、その場でひっくり返る者もいました。

帰って来た時に、今、高校１年生になりましたけれども、当時小学校４年生の娘が「お

父さん、お帰りなさい」と、温かく迎えてくれました。

では、今、私がお話したところを、陸上自衛隊がまとめたビデオがありますので、頭の
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中でリピートしていただいて、皆さんもイラク・サマーワの地に行った気分になっていた

だければと思います。

【ビデオ上映】

ここに今回のイラクにおける人道支援の成果がありますけれども、純粋に人道復興支援

を、また日米同盟の強化、そして中東の安定化に我々が微力ながらも貢献できたのかなと

いう気がします。

我々が派遣される前、派遣間、危険だ、危険だと言われていた中で１名の死亡者も出さ

ずに任務を達成した大きな要因は、この写真にあると思います。他の国の軍隊、将校・兵

士は、この国の子供たちやお年寄りと話すときは、常に上から目線で、立って話をするの

ですが、日本人の隊員は誰が教えるでもなく、このように同じ目線で手を取りながら話を

する。元々イラクは西アジアの国で、日本が戦争に負けたこと、目覚ましい経済発展を遂

げたことなど良く知っており、そういった面で日本人に対する尊敬の念を持っておりまし

た。こういった姿は、子供たち、あるいはイラクの人たちに心と心の繋がり、そういった

ものをもたらしたような気がします。

後に、私がいろいろな活動を通じて、海外勤務に就いて感じた国際交流の秘訣をお話

します。名付けて杉本流「国際交流ステップアップ１、２、３！」

ステップワンは、その国に行ったら必ずその国の言葉で「こんにちは、ありがとう、ど

ういたしまして」の挨拶をすること。それぞれいろいろな国の言葉がありますが、この３

つだけは、その国の言葉で話すことによって笑顔が生まれて会話が始まります。

ステップツーは、互いの文化、慣習、歴史、宗教等を学ぶこと。これによって相互理解

が始まり心が通じ合う。我々は、延々とこの日本という国において、桜と富士を愛する心、

謙虚さ、人を思う心、そういったものを受け継いでおりますので、そういったものを誇り

に感じて、国際社会においても相手のことを理解しながら心が通じる合える、付き合える

と。

ステップスリー、３つ目に大切なのは、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、信頼感を醸成することがで

きると思います。

後は、日本人同士であろうと、他の国の人たちであろうと固い絆と信頼感を醸成する

ことが、人と人との係わりにおいて も重要なことではないかと考えます。

イラク・サマーワから帰って来たあとに読みました、元内閣総理大臣の安倍晋三さんが

著書「美しい国へ」という本の中で、「日本人であることを誇りに思い未来を切り開くた

めに汗を流すべきではないか」ということを言われておりましたが、まさに国際社会にお

いて共通の目的のために、汗をかく努力を惜しまないことが、日本人に対する尊厳、ある

いは、信頼を獲得するために必要な、極めて重要な要素ではないのかな、という気がしま

す。

これで私の体験談を終了させていただきます。

ご静聴どうもありがとうございました。
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司会：どうもありがとうございました。

ここで、本日の講演に関しまして、会場の皆様からの質問を受けたいと思いますが、

ステージの配置を変更させていただきますので、今暫くお待ちください。

ここで、予めお断りさせていただきます。本日、皆様からいただいたご質問につき

ましては、その概要を当局のホームページで公開させていただきます。

なお、質問者のお名前は掲載せずに、ご質問とその回答の概要のみを掲載させてい

ただきます。

それでは、会場の皆様からのご質問を受けたいと思います。ご質問のある方は挙手

をしていただき、会場の係員がマイクをお持ちしますので、マイクを通してご質問し

ていただきますようお願いします。

どなたかご質問ある方はいらっしゃいませんか。

質問者：今回、このセミナーに参加させていただきまして、ＰＫＯに関し自衛隊の方々が

大変ご努力されていることは、よく理解できたと思います。

近では、中国やロシアであったり、我が国周辺で、いろいろな問題が起きている

と思います。例えばロシアに対するスクランブルでありますとか、そういうふうな状

態において、結局は試されているなどの現状を自衛隊の中の方から国民に訴えること

は必要ではないでしょうか。北朝鮮との銃撃戦においても海上保安庁が外敵と戦って、

自衛隊は出動をさせてもらえないと、このような問題意識を持ったような講演を今後

お願いしたいと思います。我々には自衛隊の方々が国民を守る目で、どのようなこと

が必要かということをこのようなセミナーで講演していただければと思います。

局長：どうもありがとうございました。おっしゃるとおり自衛隊の第１の目的は、外敵か

ら日本の領土を、そして国民を守る。これが１番であります。そのために必要な訓練

を日夜、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊がやっているわけでありまして、そう

いう分野の内容についても、我々は、もっと広報に努めていく必要があると思います。

そして、日本を守るために必要な法整備については、有事法制ができたことでかなり

進んだと思っておりますが、常に世の中は変化しますので、変化に対応するために、

何が足りないのか、あるいはどいうことが必要なのか、それは日夜我々の中で努力し

なければならないと思いますし、国民の皆様方に訴え、理解していただく場を設けて

いくことが必要であると考えています。今日は国際協力というところで話題を絞って

お話をしましたけれども、また、そういった日本の国防そのものについても、こうい

う場を設けてやっていきたいと思っています。

司会：どうもありがとうございます。ほかに質問はございますか。

質問者：本日は中東でのＰＫＯの活動、それからソマリア沖での活動ということで、いろ

いろと素晴らしい活動をしているということを聞かせていただき、ありがとうござい

ました。中東には、ＰＫＯ活動ということで非常に日本に対して好意を持っている国

民が多いと思います。私も中東、シリア、ジブチに長期間において在勤した経験があ

りますので、その関係で少しシリアとの状況をお聞きしたいと思います。ＵＮＤＯＦ
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の活動は非常に受け入れられたということもあって、アナン国連事務総長もシリアの

ＰＫＯに是非日本から派遣してほしいとの話もありましたけれども、シリアの内政状

態も悪く手の打ちようがない状態になっていますけれども、何らかの国際的なサポー

トをしなければならないと思います。この大規模なＰＫＯ活動を国際社会が実施する

となった場合には日本も是非参加していただけないかということをお願いしたいと思

います。中東の日本人に対する好意というのは非常に深いものがございますので、他

の軍隊よりは日本の自衛隊の方が好意的であり、あるいはサマーワの話もありました

けれども、非常に受け入れられる点を勘案して対応していただければありがたいとい

うことで、お願いをしておきたいと思います。

局長：どうもありがとうございました。そういった気持ちがあるということは我々も受け

止めなければならないのだと思います。では日本がそういう場合に行くかどうかの判

断として、先ほどもご説明したとおりＰＫＯ参加５原則がありまして、これに基づい

て、状況がどうか判断しなければならないということだと思っています。そしてイラ

クの場合は、本部長からお話があったように戦争行為がある中で、サマーワという比

較的治安が安定している地域を選べて、しかも自衛隊に対するニーズがあって、ある

意味で選ばれた方々とかが先見性があって、先ほど本部長からも説明があったように

自衛隊員が傷つくことなく任務が完了できたということがあると思います。従って、

今後の展開で、そういった環境がきちっとキープできるかどうかも我々が参加するに

あたって重要な要素でありますし、また、陸上自衛隊の全体の任務が対応可能である

なら対応することになると思いますが、いずれにせよ、そのようなお話があったとい

うことは非常に重く受け止めたいと思います。

本部長：今の質問に関連して、現地サマーワでは、毎日ネットとかで日本の新聞を読むこ

とができましたが、私がサマーワに行って２ヶ月くらいの頃、平成１７年５月くらい

に、日本がスーダンに対してＰＫＯにとの記事が出ていました。７年前のことです。

今年の２月に初めて南スーダンに行って、この前、１週間くらい前に３３０名の態勢

になりました。この間、７年かかっておりますけれども、年々、そういった形で日本

の貢献は前に進んでいるという気がしますので、シリアも国内の情勢が安定すれば、

必ず自衛隊や外部の方を含めて活動する場が来るのではないかという確信はありま

す。

司会：ありがとうございます。

予定の時間もまいったのですが、是非ということがございましたら、もう１問お受

けしたいと思いますが、いらっしゃいますでしょうか。

質問者：本日は、誠に有意義なセミナーを開いていただき、ありがとうございました。こ

のセミナーの中で、疑問に思ったことが１つあります。今後の課題として挙げられた

１つに、文民との取り組みということがございましたが、実際に現地に行かれた軍人

の方が思われます文民の人との考え方のギャップとして、具体的にどのようなものが
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あるか伺いたいと思います。

本部長：サマーワの宿営地には約５５０名の自衛官とプラス５名の外務省の職員がいまし

た。彼らは全員がアラビア語を話せるので、我々も様々な場面で助けてもらいました。

しかしながら、自衛官と外務省の職員とは、バックグランド、受けた教育等異なりま

すので、業務に対する考え方、やり方が違ったり、安全管理に対する認識も違います

ので、多少なりと彼らとの間でギャップを感じました。

国際貢献は決して自衛官だけで、公務員だけで実施できるものではなくて、いろい

ろな技能を持った方が、今現在もボランティアやその他の形で海外に行かれています

が、同じ日本から行ったということで言葉が通じるというメリットを活かし、お互い

のギャップを克服して協力することが大切だと思います。

自衛官のできることと、できないこと。民間の人ができることと、できないこと。

その組み合わせをいかにするかは、お互いの能力を知って、お互いを理解して、自分

たちの役割をしっかり確立することと、日本政府が、違った組織の人たちと違った能

力を上手く組み合わせて、それをトータルとして、その国のために支援できる枠組み

を確立して運用することが一番大切かと思います。

司会：ありがとうございました。予定の時間も若干過ぎましたので、これで質疑応答を終

了させていただきたいと思います。

防衛省・自衛隊としましては、各種施策の円滑かつ効果的な実施のためには、国

民の皆様のご理解を得つつ、その期待と信頼に応えることができるよう、全力を尽く

してまいます。

今後とも皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

以上をもちまして、本日の防衛セミナーを閉幕させていただきます。

本日は誠にありがとうございました。


