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防衛セミナー

日時：平成２７年７月２９日（水）

１８：００～２０：００

場所：広島国際会議場

国際会議ホ－ル「ヒマワリ」

主催：中国四国防衛局

司 会： それでは、定刻となりましたので、ただ今より、防衛セミナーを開催させてい

ただきます。

本日は、皆様にはご多用中、多数ご来場いただきまして、誠にありがとうござ

います。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます中国四国防衛局企画部次長の坪

倉と申します。円滑な進行につき御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

それでは、まず、主催者であります中国四国防衛局長 芹澤 清から一言、御

挨拶を申し上げます。

【挨拶】

中国四国防衛局長 芹澤 清

皆様、こんばんは。中国四国防衛局長の芹澤と申します。本日はよろしくお願いいた

します。本日は大変お忙しい中、こんなに沢山の方々にこの防衛セミナーにお越しいた

だき、誠にありがとうございます。

中国四国防衛局といっても、皆様にはあまり馴染みがないのではないかと思いますの

で、少しだけ紹介させていただきます。私ども中国四国防衛局は、中国地方５県、それ

から四国地方４県を管轄する防衛省の地方支分部局でございまして、皆様方と自衛隊、

あるいは米軍とのパイプ役というような役割を担っております。例えば、基地や駐屯地

の安定的な使用を可能とするための環境整備を行ったり、今回のように地域の方々の防

衛問題、あるいは安全保障に関する御理解を深めていただけるようなセミナーの開催、

それから自衛隊や米軍施設の工事等、そういったことを行う組織です。

この防衛セミナーにつきましては、特に皆様方の防衛問題、安全保障についての御理

解を深めていただくことを目的に開催しておりまして、今回で２５回目になります。こ

の広島市では今回４回目の開催となります。本日は東京の防衛本省から講師を招いてお

りまして、山本地方協力局次長、加野日米防衛協力課長から「我が国の安全保障環境へ

の対応と沖縄基地負担低減に向けて」という題でお話させていただきます。まず、最初

に山本次長から、防衛省が米軍の抑止力を維持しながら如何に沖縄の基地負担を軽くし

ていくかという取り組み等について、それから加野日米課長からは、新しい日米防衛協

力の指針、いわゆるガイドラインについてのお話をさせていただきます。
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講演の後、会場の皆様からの御質問をいただく時間も取っておりますので、御質問だ

けでなく、忌憚のない御意見、ご感想等もいただければ、ありがたいと考えております。

最後に、本日のこの防衛セミナーを開催するに当たり、御後援を賜りました広島地方

協力本部、また、関係者の皆様方に感謝を申し上げ、御挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。

【第１部講演】

司 会： それでは、第１部を開始させていただきます。第１部は、山本達夫地方協力局

次長から「我が国の安全保障環境への対応と沖縄基地負担の軽減に向けて」の題

で講演をいたします。

山本次長は、昭和５８年に防衛庁に入庁し、経済産業省、官房審議官、防衛省

南関東防衛局長、装備施設本部副本部長等を歴任、平成２６年１月に現職である

地方協力局次長に就任しております。

本日は、防衛省が米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減に取り組んでい

ることについて、「我が国の安全保障環境への対応と沖縄基地負担の軽減に向け

て」と題してお話をさせていただきます。

それでは、山本次長、よろしくお願いします。

【講演】

「我が国の安全保障環境への対応と沖縄基地負担の軽減に向けて」

防衛省地方協力局次長 山本 達夫

ただ今御紹介いただきました、防衛省地方協力局次長の山本と申します。本日は大変お

忙しい中、たくさんの方々にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は

防衛省本省でいわゆる基地問題全般を担当しており、その中でもとりわけ沖縄の普天間飛

行場の移設問題に尽力しております。この間、いろいろなマスコミの報道等でこの問題が

取り上げられており、特に「辺野古埋め立て、是か非か」ということに焦点が当たってお

りますが、その前提としてどういう情勢認識、あるいは沖縄の基地負担軽減に向けてどう

いった取り組みを防衛省として行っているかということについて、簡単に御紹介させてい

ただきたいと考えております。

今日は大きく三点、我が国の安全保障環境、日米同盟、沖縄基地負担の軽減ということ

について御紹介をしていきたいと考えております。

まず、我が国の安全保障環境についてです。先週の７月２１日に平成２７年版の防衛白

書を公表させていただきました。その中で、グローバルな安全保障環境については、まさ

にイスラム国の問題やロシアのウクライナの問題、更にはサイバーの問題等を踏まえると、

一国のみでは解決できない問題というのが益々増えてきているという指摘をしております。

加えて我が国の周辺の情勢についてですが、特に北朝鮮の核、あるいは大量破壊兵器の問

題、それから中国の軍事力の増強、さらには活動の拡大、尖閣を中心とする東シナ海への

活動の問題、加えてロシアの活動というのがウクライナ問題も一つの契機として、更に活
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発化してきているという中で、非常にその厳しさを増していると、加えて東シナ海におけ

る昨今の日中中間線の中国側における海上プラットフォームの建設の動きですとか、ある

いは南シナ海における中国による埋め立ての動向等、懸念すべき動きが多々あるというこ

とを指摘しております。

そういった中で、とりわけ我々として注視していく必要があると考えていることは、中

国の国防費の一貫した増強です。過去１０年で見ましても３．６倍、過去２７年で考えて

みますと４１倍にも増大をしているということです。これは公表している数字ですが、他

方、様々な分析、米国防省ですとかスウェーデンのＳＩＰＲＩという研究機関等の分析に

よりますと、実際には中国が公表している国防費の１．２倍あるいは２、３倍の国防費が

使われているのではないかということです。さらにその問題として、中国の国防費の内訳

というものが全く明らかにされていないことが問題であるとの指摘がなされているところ

です。その内容面についても、特に海空軍の戦力として、近代的な水上艦艇、あるいは近

代化された潜水艦が一貫して増強されていること、加えて「遼寧」という空母の配備運用

がなされているということです。また、航空戦力についても、いわゆる第４世代の戦闘機

というものが一貫して増強してきており、加えて空中給油機や早期警戒管制機といった総

合的な戦闘力を高める動きが加速し、さらに、その運用面においても東シナ海の統合作戦

指揮センターといったものが作られてきているということです。先ほど、申しましたよう

に、周辺の諸国が懸念をしておりますのが、この中国による軍の近代化、増強が何を目指

しているのかが明らかでないということであろうかと思います。日本の場合ですと、国家

安全保障戦略、あるいは防衛計画の大綱、さらには中期防という形で日本として何を目指

すのか、そのためにはどういう能力が必要なのか、その能力を備えるためにどういうペー

スで防衛力を整備していくのかということをオープンにして、その考え方に従って防衛力

を整備しておりますが、中国の場合は一切そういったことがなされておりません。ただ単

に、自分たちの国防力は防御的なものであると言っているだけだということが問題であろ

うと考えております。

更に我が国周辺における活動についてですが、今回の防衛白書の中では中国の動向につ

いて「既存の国際法秩序とは相容れない独自の主張に基づき、力を背景とした現状変更の

試み等、高圧的とも言える対応を継続している。」と評価をしております。その一つの例と

して、尖閣周辺での公船の活動がありますが、非常にルーチン化してきており、ある意味、

その運用基準を定めて、恒常的に尖閣海域における公船の活動を実施している、更には、

一万トンを超える世界最大とも言われている公船、軍ではなく日本でいう海上保安庁に相

当するような機関の一万トンを超える巡視船の整備もなされているところです。それから、

東シナ海における活動の常態化ということで、これまでも様々な形で指摘をされておりま

すが、海上自衛隊の護衛艦に対する近接飛行、あるいは火器管制レーダーの照射、更には

中国の空軍による東シナ海防空識別区というものを一方的に設定する、更には海上自衛隊、

航空自衛隊の航空機に対する異常接近ということが行われています。また、太平洋への進

出というものが常態化、多様化をしているということでありまして、まさに沖縄本島と宮

古島との間が中国海軍の艦艇の太平洋進出へのチョークポイントとなっており、加えてそ

の進出の経路というのも多様化しています。それと同時に航空機もこの沖縄本島、宮古島

のラインを中心に太平洋に進出しているということで、中国機に対する自衛隊のスクラン
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ブルの回数はうなぎ登りに増えています。また先ほどもお話ししたように、新たなプラッ

トフォームを中国側の中間線で建設しているとか、あるいは南シナ海における新たな埋め

立て工事等を実施しているとの様々な懸念材料があると考えております。

一方、北朝鮮の動きですが、弾道ミサイルの発射事案というものが、昨年の１年間だけ

でも６回あったということです。これがそれぞれの発射したケースですが、様々な場所か

ら、また早朝、深夜に発射をしていることから、奇襲的な攻撃能力というものを有し、さ

らにそれを誇示しようとしているというふうに評価ができようと思います。また、北朝鮮

による核開発の動きですが、２００６年に核実験を行い、現在までの８年の間に３回核実

験をしております。この期間、あるいはプロセスについて、その他の核を開発した国の例

で考えますと、核兵器の小型化、軽量化について必ずしも不十分とは言えない状態にある

のではないかということです。我々として懸念すべきことは核兵器というものが小型化さ

れ、先ほど御紹介した弾道ミサイルに搭載されるということが極めて大きな脅威になるわ

けですが、そういった観点から核弾頭搭載弾道ミサイルというものの配備についてリスク

が高まっているという評価をしているところです。

そういった国際情勢の中、我が国としてどういう対応をしているのかということですが、

我が国の防衛の基本方針として、３点挙げています。一つは我が国自身の防衛力の強化と

いうことで、統合機動防衛力と呼んでおります。統合運用を徹底し、装備の運用水準を高

め、防衛力の質と量を十分整備することによって、抑止力、対処能力を高めていこうとい

う考え方です。二つ目は日米同盟の強化、三つ目は米国以外の関係各国との協力関係を強

化していこうというものです。そういった全体の流れの中で、今、とりわけ力を入れてい

るのは、まさに先ほど御紹介したような、東シナ海における中国の活動の常態化、太平洋

への進出の常態化という流れの中で、自衛隊の空白域とも言われている南西区域に防衛体

制を充実していく必要があるということです。従来、沖縄本島には航空自衛隊や陸上自衛

隊の部隊がおりましたが、その他の島嶼部には一部航空自衛隊のレーダーサイトがあるの

みでしたので、この地域を自衛隊の空白区域とも呼んでいるわけです。防衛体制の充実と

しては、例えば日本の最西端の与那国島に陸上自衛隊の監視部隊を新編すべく整備を進め

ております。また、初動警備部隊ということで、同じく陸上自衛隊の部隊を奄美大島に配

備すべく現在準備をしており、宮古島への配備について地元とご相談をさせていただいて

いるところであります。更には、沖縄本島におきましても、従来は航空自衛隊第８３航空

隊という一個飛行隊の部隊が駐留しておりますが、更に一個飛行隊を加えた形で、第９航

空団というものを今年度中に新編をする準備をしております。また、現在、九州の佐世保

市に、陸上自衛隊の西部方面普通科連隊という水陸両用機能を持つ部隊を有しております

が、それを発展させるような形で水陸機動団というものを新編すべく準備をしているとい

う状況です。まさにそのクリティカルな意味を持つ南西諸島のエリアに、自衛隊としての

防衛体制の充実をしていこうと、今、様々な準備をしているという状況です。

一方、我が国防衛のもう一つの柱である日米安保体制についてですが、この日米同盟の

基本は何かというと、まさにその民主主義、法の支配、あるいは基本的人権という価値観

を共有している国同士いうことで、共通な価値観の上に様々な国際社会のルールや秩序を

共に作っていくということであろうと思います。当然、国が違いますので国益が異なると

いうこともありますし、まさに現在進めておられるＴＰＰの問題であるとか、様々な形で
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意見対立をする部分は当然のことながらあるわけですが、基本となる価値観について共有

をしていることが大きな点であると考えております。

そういった中で、日米安保条約に基づき、在日米軍が駐留しているわけですが、この意

義としては、まさにその在日米軍の駐留が米国による日本防衛の明確な意思表示であると

考えております。仮に日本に侵略を企図する国があるとするならば、自衛隊の能力だけで

なく、在日米軍、更にはそのアメリカの本土をはじめとする世界各地の米軍、加えてアメ

リカの核戦力とも対峙をするということを覚悟しなければならないということです。それ

が結果として、力による現状変更ということを思いとどまらせることとなり、日本の防衛

のみならず、この地域全体の平和と安定に大きな寄与をしているというのが日米安保体制

であると考えております。

この日米安保の重要性を考える際、我々としてひとつ想起しておきたいと思いますのは、

先ほども御紹介したような南シナ海における中国による埋め立て、あるいはその既成事実

化の動きがあります。フィリピン単独では国力、あるいはその軍事力というのは非常に弱

いわけでありまして、中国は着々とこの既成事実を積み重ねているわけでありますが、中

国が何故そのような大胆な行動に出られるのかという原因の一端というのは、ある意味フ

ィリピンの側にもあったということです。かつて、フィリピンには極東最大と言われるス

ービック海軍基地というものがありましたし、あるいはクラーク空軍基地という米軍の極

東における非常に大きな基地があったわけですが、それが１９８６年のマルコス政権の崩

壊後、フィリピンの国内において反米運動が非常に高まって、憲法改正をしてまで米軍の

撤退を要求をしたということで、スービック、クラーク基地が撤去されました。その力の

空白が生じた中で、中国が着々と既成事実を積み重ねているということでありまして、あ

る意味その国民の感情というものを如何にマネージをして、安保体制というものを維持を

していくことが重要なのかということを考えさせられる事例であろうというふうに考えて

おります。

それから沖縄というものを考えた際、米軍の運用という観点から、ハワイ、あるいはグ

アムと比べて、朝鮮半島や台湾海峡といった緊張地域との距離が近接しており、近すぎな

いという利点を有しているということがあります。同時に日本の安全保障の観点から言い

ましても、日本のシーレーンに近接しており、先ほども御紹介した大陸から太平洋に進出

していく際の非常に重要なチョークポイントになっているということです。また中国の海

軍戦略から述べても、第一列島線、第二列島線というものを想定をしており、Ａ２ＡＤ戦

略とも言われている中国海軍の戦略上、重要な位置付けである第一列島線上に存在してい

ることから、戦略的な要衝にあるというように思います。

そういった中で、アメリカの海兵隊が沖縄に駐留しているわけですが、在日米軍の中で

陸上戦力を持っているのは海兵隊だけであり、唯一の地上戦力であるということです。い

わゆる安全保障の専門家と呼ばれる人たちの中でも、「在日米軍には空軍と海軍がいれば十

分で、海兵隊はいらない」と言われるような方もおられますが、それは必ずしも適切では

ないというふうに思っております。一点目としては、やはり歴史を翻ってみても、色々な

紛争の決着をつけるのは、最後は陸上戦力であり、また、その紛争後の安定化を考えた上

でも陸上戦力というのは極めて重要であるということです。二点目としては陸上戦力があ

るからこそ、侵攻を企図する国は様々な準備をしなくてはならないこと、様々な準備をす
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ることが難しいが故に、侵攻を諦めるという側面があるということです。三点目としては、

先程も申し上げたとおり、自衛隊自らがこの南西地域の防衛体制を強化していくという意

味で、水陸機動団を作ろうとしていく中で、まさにアメリカの海兵隊は水陸両用作戦の本

家大本ですので、そのような海兵隊との連携を重視していくことが必要であろうと思って

おります。加えて様々な災害の対処ですとか、あるいは民間人救出に対する支援といった

ことについても期待をすることができるということです。そういう役割を果たす中、沖縄

に海兵隊がいるわけであり、陸上部隊、それから航空部隊、後方支援部隊という各機能が

沖縄県の様々な基地の中に駐留をしていることによって、効率的な訓練や抑止力の維持が

可能となっているということです。

一方で、この沖縄に米軍が駐留することによって、沖縄県の皆様には様々なご負担を御

願いしているということも事実であり、その軽減に向けて、我々として取り組んでいかな

ければならないと考えております。まず、その歴史的な背景を考えましても、７０年前、

唯一の地上戦が沖縄県内で展開され、２０万人の日本側の死者、その内の１０万人は民間

人の方であったわけですが、そういう悲惨な戦争というものを経験しており、加えて戦後

２７年間、米国の施政下にあったという流れの中で、米軍の基地として民公有地が多く接

収されています。本土の場合の米軍基地、あるいは自衛隊基地というのは、もともと旧軍

が持っていたものをそのまま受け継いでいるという面がありますが、沖縄の場合は元来は

民公有地であったものを米軍が半ば強制的に収用していたということで、そのような歴史

的な経緯についても我々は常に念頭に置いておく必要があると考えております。

現在の米軍施設・区域の現状ですが、自衛隊を含む防衛施設という意味からすると、や

はり北海道が一番多いのですが、この３３パーセントという数字は自衛隊の演習場等が集

中していますので北海道の数字が高いということです。他方、米軍の専用施設という観点

からすると、７４パーセントが沖縄県に所在しているということで、後ほど御紹介します

が、これは海兵隊の演習場が特に沖縄県の北部にあるということで、非常に大きな面積を

占めているために、沖縄県の占有率というものが非常に高くなっているということです。

これは沖縄県の状況で、北部、中部、南部というふうに分けております。人口で言います

と、これがその人口分布図ですが、中南部に人口が集中しており、１３９万の人口の内の

１１５万、８２パーセントの方が中南部に居住されており、北部には９パーセントの方が

住んでおられます。一方、米軍基地で言いますと、北部に米軍基地全体の６９パーセント

が所在しております。それは北部訓練場、あるいはキャンプ・シュワブ、キャンプ・ハン

センという地上部隊が使用する演習場が所在しているということです。加えて中部には３

０パーセント、これは後ほど紹介する普天間飛行場、あるいは嘉手納飛行場をはじめとす

る多くの米軍施設・区域が沖縄県中部地区に所在しているということで、これが様々な形

での基地負担、地域振興にとっての障害になっているということであろうと思います。

こういう現状の中で防衛省といたしましても、様々な米軍施設・区域の整理縮小に向け

ての努力をしてきており、沖縄の本土復帰後、様々な基地返還に向けた動きをしておりま

す。現在ですと約２万ヘクタールの米軍施設・区域がありますが、今日米間で合意をして

いる返還の面積として、約５千ヘクタールあり、この返還の実現に向けて努力をしている

ということです。先ほど御紹介した在日米軍施設・区域全体のうち沖縄県に所在している

７４パーセントという数字が、仮にこの５千ヘクタールが返還されますと、６９パーセン
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トになる見込みです。その施設・区域の返還への取り組みの中で、大きな柱の一つは、い

わゆる統合計画と呼んでおります、普天間飛行場の返還も含む、特に中部に所在する米軍

施設・区域の６施設の約７割を返還するということで、現在１,４９１ヘクタールの７割、

１,０００ヘクタールを返還をするべく、様々な取り組みをしているところです。ただ、そ

の返還にあたっては県内に機能を移設するもの、あるいは国外に移設をするものという条

件がついていますので、その条件の実現に向けて、今、様々な努力をしているところです。

もうひとつの大きな取り組みとしては、先ほども御紹介した北部地区に所在する北部訓

練場の返還についてです。現在は７,５００ヘクタールですが、それの５割以上にあたる約

４,０００ヘクタールを返還する取り組みを進めています。ただ、その移設条件としてこの

訓練場にヘリの着陸帯であるヘリパット、それが残置される施設・区域の中に移設すると

いうことが返還条件になっていますので、今その実現に向けて努力をしているところです。

反対する方の妨害等があり、予定通りには進んではいないところではありますが、粘り強

く推進をしております。

その他にも沖縄の基地負担の軽減に向けて取り組んでいることがいくつかありますので、

御紹介させていただきます。一つは先ほど触れた統合計画の中で、海外に移転をするとい

うことがありますが、グアム等の海外に沖縄の海兵隊を移転するということで、今、沖縄

の海兵隊は１万９千人おりますが、そのうち９千人のグアム、ハワイ等への移駐を２０２

０年代前半から実現できるよう、今様々な取り組みをしているところです。もう一つ、こ

れは既に広島市の隣の山口県岩国市の御理解の下に実現したことですが、普天間基地に駐

留していたＫＣ－１３０という空中給油機１５機を岩国基地に移駐をするという事業であ

りまして、昨年の８月に完了しております。あと、沖縄に２４機駐留しているオスプレイ

を、本土等において訓練移転等をするという取り組みも進めております。それから、米軍

の戦闘機の訓練を移転するということで、嘉手納あるいは岩国もそうですが、米軍の戦闘

機の訓練を千歳、小松等の自衛隊の基地、さらにはグアム等に移転するということで、元

々の母基地における騒音等の軽減に寄与するという取り組みを行っております。また、海

兵隊の実弾射撃訓練、いわゆる「県道１０４号線越え訓練」というものがかつてありまし

て、先ほど御紹介したキャンプ・ハンセンの中で実弾射撃訓練をする際に、演習場地区内

を通っている県道１０４号線を閉鎖して訓練を行っていたということがありました。それ

はまさに基地問題のひとつの象徴でしたが、その訓練を本土の５つの演習場で移転訓練と

して実施することで、県道の閉鎖を解消したということも行っております。

そして、今、最大の課題として取り組んでいるのが、普天間飛行場の移設です。宜野湾

市の市域の真ん中にある高台部分を占めている４８１ヘクタールの地域ですが、市域の約

３分の１を米軍の施設・区域が占めており、まちづくりの障害になっていると同時に、住

民の安全にも大きな影響を与えているということで、一日も早い移設、返還が必要だとい

うことです。平成８年に日米間で合意をし、現在、１９年目に入っているわけですが、こ

の着実な実施に向けて取り組んでいるところです。その際、今は辺野古崎沖というところ

で移設を進めておりますが、何故、辺野古なのかという議論があります。日本政府と米側

の認識としては、国外への移設というものは、我が国の非常に厳しい安全保障環境の下で

は、抑止力の維持という観点からなかなかとりえない選択であろうと、また、県外への移

設ということについても、やはり、先ほども御紹介したとおり、海兵隊は陸上部隊、補給
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部隊、航空部隊を一体として運用し、訓練をするということによって能力を発揮すること

ができるということで、航空部隊のみの移転はなかなか困難であるということです。逆に

全体を移設するということを考えると、時間的、物理的、あるいは経費の面で非現実的で

あろうということで、地理的な様々な条件、運用上のニーズを考えると、やはりキャンプ

・シュワブ、辺野古崎地区に移設するというのが唯一の選択肢であろうと考えているとこ

ろです。

ただ、その辺野古への移設にあたっては、今、ある普天間基地のすべての機能を移設す

るものではありません。先ほども御紹介したように空中給油機の機能については、岩国市

の御理解をいただいて、既に岩国基地へ移転しておりますし、もう一つの機能である緊急

時に来援する米軍航空機の受け入れ機能ですが、そういう機能は築城基地、あるいは新田

原基地に担っていただくということで、辺野古崎沖に移設をするのはオスプレイをはじめ

とする回転翼機の機体だけということです。また、新基地というふうにも言われておりま

すが、基本的には既存のキャンプ・シュワブの陸上部であり、それから一部埋め立てをし

ますが、既存の基地、それから既存の提供水域を活用し、埋め立ての面積についても最小

限にしているところです。よく、名護市ということで、ひとくくりになりますが、名護市

の市街地は沖縄西側のこの図の部分に位置し、キャンプ・シュワブとこの辺野古エリアは

東側に位置しておりますので、辺野古における運用というものは市街地に直接的な影響を

及ぼすものではないということです。また、施設の規模についても現状より大幅に縮小す

るということで、滑走路についても現在は２８００メートルですが、それをオーバーラン

を含めて１８００メートルの滑走路２本を整備するということ、面積についても現在４８

１ヘクタールですが、この図の赤い部分、新たに埋め立てする面積は１６０ヘクタールに

なっているということです。それから飛行経路、これは移設後の辺野古崎沖のものですが、

海上に設定しますので、住宅への騒音という観点からしても、今の現状で図の色のついた

部分が住宅防音の対象地域、約１万数千世帯ありますが、それがゼロになりますので、騒

音、あるいは危険性というものが大きく改善されるということです。環境面への配慮とい

うことをよく指摘されるところですが、防衛省としましては、長い期間に亘り、平成１９

年からスタートし、平成２４年にかけて環境影響調査ということで報告書、さらには現地

調査準備書、最終的には評価書ということでプロセスを踏み、その間、沖縄県から６度、

１,５６１件の意見を頂戴し、それを補正し、反映をした形で今の計画を作っているという

ことです。また、埋め立て予定エリアにおける、サンゴの移植ですとか、あるいはジュゴ

ンについての監視システムを整備をしていくということを考えているところです。

最後に米軍は、マスコミ等でトラブルメーカーといいますか、悪い報道だけがなされる

ところではありますが、米軍は米軍の態度として、地域社会の一員として様々な取り組み

を行い、地域社会との交流もしているということを御紹介します。この写真はキャンプ･シ

ュワブの辺野古で、毎年、ハーリーというボートの大会があり、辺野古区という、町内会

のようなもので、班が１０個あるのですが、キャンプ・シュワブの隊員たちを１１班とい

うことで、辺野古区の人たちもキャンプ･シュワブの米軍を地域社会の一員として受け入れ、

米軍自身も地域社会の一員として活動するという意味で、このように様々な活動をしてい

るということも御理解いただきたいと思います。

最後になりますけども、この普天間移設事業につきましては、平成２５年１２月２７日
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に、当時の沖縄県知事から埋め立ての承認をいただきまして、昨年の８月から海上ボーリ

ング調査に着手をし、現在、その工事に向けての準備をしているところです。やはり、我

が国、地域における抑止力を維持しながら基地負担の軽減をしていくという観点からしま

すと、辺野古への移設が唯一の案だと考えているところであり、その一日も早い普天間基

地の移設、返還に向けて、関係法令に則り、安全に留意し、着実に事業を進めていきたい

と考えておりますので、皆様方の御理解を賜れば幸いでございます。時間を超過いたしま

したが、私からの説明は以上となります。

司 会： どうもありがとうございました。

それでは、ここで、御来場の皆様からの御質問等をお受けしたいと思います。

御質問等の内容につきましては、その概要を当局のホームページに掲載させてい

ただきますので、あらかじめ御了承下さい。その際、質問者のお名前等は掲載せ

ず、御質問等の概要のみを掲載させていただきます。また、本日、報道関係者等

の方の中には、記録、録音の他、カメラ撮りをされ、公表される方もおられるか

と思います。質疑応答時間の中で御質問をされる場合、そのような行為に支障を

感じる方がおられましたら、あらかじめその旨をはっきりと表明してください。

その場合、報道関係者等におかれましては、十分尊重していただきますようよろ

しくお願いいたします。

それでは、御質問等のある方は、係員がマイクをお持ちしますので、挙手を

お願いいたします。

【質疑応答】

質問者： 質問します。１６兆円という中国の防衛費というか、国防費があるんですが、

日本は５兆円ですけども、有事の場合、アメリカの後ろ盾があるとしても日本を

守れると思いますか。

次 長： まさに先ほど御紹介したように、自衛隊のみではなく米国と一体となって対応

するということであります。また、次、ガイドラインについての御説明があろう

かと思いますけれども、我々として進めるべき事はその日米同盟の信頼関係をさ

らに強化していくということです。また、様々な情勢の変化に対応して日米間で

情報の共有、それから認識の共有をはかり、適時、適切に対応するということに

よって、この不測の事態というのは基本的には抑止はできると考えております。

質問者： 三ヶ月間はアメリカの大統領命で日本の支援は出来ますが、三ヶ月を過ぎると

議会を通さないといけないという、向こうの都合があるんですが、有事の際、三

ヶ月以上経った場合にアメリカの国益で日本を見過ごす可能性があるかもしれま

せん。中国と密約を結んだ場合は日本は孤立すると思いますが、それでも守れる

と思いますか。

次 長： それはまさにその日米同盟の信頼性といいますか、日米関係を如何に強靱にし

ておくかということだと思います。日本という国が米国にとって欠くことの出来

ない同盟国であるということであれば、当然、日米安保条約に基づいて米国は日
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本の防衛の為に活動をするということだと思いますし、その信頼性というものを

揺るぎないものにすべく、日々努力をしていくということが、重要であると考え

ております。

質問者： ありがとうございました。日本の立場というものを中国、それから北朝鮮、そ

れからロシア、例えば韓国等も周りの情勢を防衛省としては発信していると思い

ますが、あまりにも中国を意識しすぎて控えている部分も多いのかと思います。

例えばあの油田のことでも、新聞報道で今年７月６日に油田を１２基増設という

ことが出たのですけども、政府が発表したのは７月２２日に１６基油田の開発を

していると、国会の質疑ではこの東シナ海の油田が軍事基地に転用できるという

答弁もありましたが、そういうふうなものをもう少し国民にＰＲすべきだと思い

ます。

それとホルムズ海峡について、南シナ海で７つの岩礁を埋め立てして、それを

軍事基地にして、７階建てのコンクリートの軍事基地とか３０００メートルの滑

走路を作ったと、今作っているという情報なんかをもっとＰＲすべきではないか

と思いますけども、これは外務省の仕事だと思いますが、防衛省の方でも、その

ような重要な情報の発信は国民の方にしたほうがよいと思いますが、いかがでし

ょうか。

次 長： 東シナ海の動きについては自衛隊は日々、警戒監視活動をやって様々な情報を

収集し、それを政府全体で共有をしているところです。それをどういった形で公

表するかということについては、様々な配慮をした上で実施をしているところで

ありますが、御指摘のように適時、適切に皆様に情報を提供することは必要であ

ろうと考えております。また、南シナ海の問題につきましては、先程少し紹介し

ましたが、力による現状変更の例かと思います。今後、南シナ海における埋め立

てがなされ、さらにそのインフラの整備がなされた施設がどういう形で運用され

るのかということについては、安全保障上の観点から引き続き注視をしていく必

要があると思いますし、また、防衛省としても適切な形でそういった問題につい

て情報発信をしていく必要があるということはまさにその御指摘の通りだろうと

考えております。

質問者： 教えていただきたいのですけれども、今、辺野古で沖縄の人たちは皆反対して

おられますけれども、元はといえば皆様の同意を得て進んだ話なのに、後の当時

の民主党の鳩山首相が県外と言っただけで、沖縄の人たちの気持ちが全部変わっ

てしまったのでしょうか。それとも何か他に原因があるのでしょうか。

次 長： 私の立場からは、なかなかお答えしにくいところがあるんですけれども、一連

の動きの中で沖縄の皆様の心が揺らいだというのは間違いないかと思いますが、

そこを具体的にどういう影響があったのかということは、私の立場からは申し上

げにくいということについて御理解いただきたいと思います。

【第２部講演】
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司 会： 皆様、お集まりのようなので、第２部に入らさせていただきます。

第２部は、防衛省防衛政策局 加野幸司 日米防衛協力課長から、新「日米防衛

協力のための指針」の策定について、講演をいたします。

【講演】「新『日米防衛協力のための指針』の策定について」

防衛省日米防衛協力課長 加野 幸司

皆様、こんばんは。御紹介いただきました、日米防衛協力課長というポストを務めてお

ります加野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この間の４月、ゴールデンウ

ィークの頃でございますけれども、アメリカのニューヨークで、日米両国は１８年ぶりに

ガイドラインの改定を行ったわけです。これがどういうものかということを、今日お話を

させていただきますが、日米の同盟協力にとってとても大切なものということです。今日

はそのガイドラインについて、貴重な機会ですので、そもそもガイドラインというのは何

であるのか。あるいは今回の見直しの背景であるとか、ねらいは何か、そして、何が書い

てあるのかということについて、できるだけ分かり易く御説明させていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、ガイドラインとは何かということでございます。年表のようなものをお示しして

おります。ここで申し上げたいのは、ここの図のところ、今の安保条約ができましたのが、

昭和３５年、１９６０年です。この条約の第５条という条文がありまして、その中でアメ

リカは日本を守ると、何かあったらアメリカが日本を助けてくれるということが決まった

わけです。ここは言うなれば、日米同盟の防衛協力の出発点です。ただ、さはさりながら、

助けてくれるとはいいながら、どういった時に、一体アメリカはどんな形で助けてくれる

のか、なんとなく米軍と自衛隊は一緒になって共同作戦をするんだろうなということは皆

思っているわけでありますが、ただ、どんな形でどんな戦いをするのかということについ

ては、ずっと整理がなされていなかったわけです。そういう状態の中で、１０年、１５年

という年月が流れてしまった。そのままではやはり具合が悪いと、何かあった時に大変困

るということで、１９７５年、昭和５０年ぐらいから相談が始まりまして、日本とアメリ

カの間で３年間真剣な議論をした結果、１９７８年、昭和５３年に初めて「日米防衛協力

の指針」というものができたわけです。これは先ほど、申し上げたような、実際に何かあ

った時に米軍と自衛隊がどういう形で協力をしていくのか、その大枠であるとか、その方

向性といったものを国民の皆様に御覧いただける形で、きちんと整理をしてまとめたとい

うことであります。

ガイドラインとは何かというと、今、申し上げたことにある意味尽きるわけですが、そ

れを整理した形で言葉にすると、このようなことになるわけです。要は日米両国の役割任

務、それから協力調整の在り方、それについての一般的な大枠と政策的な方向性を示すも

のです。このガイドラインは、日米がどういう時に、どのような協力をするのかというこ

とですから、国際情勢の推移に応じて、段々と内容が発展してくるわけです。こちらにガ

イドラインの発展の経緯をお示しさせていただいております。最初のガイドラインは、先

ほど、申し上げたとおり、昭和５３年、１９７８年にできました。冷戦の真っ只中です。

従いまして、最初のガイドラインの中心的なテーマというのは、日本がどこか外国に攻め
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られた時に、米軍と自衛隊とがどのような協力をするのかと、どういう戦い方をするのか

ということをまず整理しようというのが中心的なテーマで、そこがきちんと固まりました

ので、自衛隊と米軍との間で、一緒になって訓練をするということもできるようになった

わけです。

ところが１０年、１５年と時間が過ぎるに従いまして、国際情勢が大きく変化するわけ

です。一番大きな変化は１９８９年、昭和から平成になる頃で、冷戦が終わったというこ

とです。冷戦が終わって、我が国の周りでも、様々な危機が起きてくるわけで、冷戦の時

代には考えられなかったような状況が生じてまいります。例えばこちらの表にある１９９

３年から９４年にかけてですが、北朝鮮の核開発に関する最初の危機、そして９５年から

９６年にかけてですが、台湾海峡においても非常に緊張感が高まるという危機が起きまし

た。やはり時代は変わってきており、それに応じて日米の協力の在り方も変わらなければ

いけない。何かあった時の協力の仕方も変わってこなければいけない。そういう問題意識

がありまして、１９９７年、最初のガイドラインの改定といったものが行われたわけです。

この際の中心的なテーマは、我が国が攻められた時の協力に加えて、周辺事態に際して日

本とアメリカがどういう協力をするのかということでした。周辺事態とは何かと言います

と、日本自身が誰かに攻められているわけではないと、しかし、日本の周りのどこかで、

例えば武力紛争とか大変なことが起こっていて、それが我が国自身の平和と安定を脅かし

ている、そういう状況の中で、日本とアメリカ、あるいは自衛隊と米軍がどういう協力が

できるのかということを整理して示したのが、この９７年のガイドラインのひとつの大き

な特徴になっているということです。

９７年にはその時代にぴったりフィットする形で新しいものができたと思うわけですが、

またそれから長い年月が流れ、２１世紀に入って、やはり９７年の協力の在り方そのまま

ではいけないということで、今回見直しが始まったわけです。だいたい一昨年の秋くらい

から、１年半ぐらいかけて日本とアメリカで担当者が協議をしながら、新しい姿を見つけ

出そうということをしてきました。その際に、我々が意識していた国際環境の変化といっ

たものをざっくり４つお示しします。１点目は我が国を取り巻く安全保障環境、あるいは

国際情勢と言ってもよろしいかもしれませんが、それが大変厳しいものになっているとい

うことです。先ほど、山本次長からも説明がありましたが、特に我が国周辺も含めて、い

わゆるグレーゾーン、純然たる平和でもなければ、かといって戦争でもない、だけど放っ

ておけないような事態、そういったものが増えてきているということ、あるいは我が国の

周りの国で、さかんに軍事力の増強をしている、あるいは軍事の活動を活発に行っている、

そういう状況が増えてきているわけです。２点目としては、グローバルな課題への対応と

いうことです。海賊とかテロとかサイバーとか宇宙とか、一昔前までは安全保障の課題と

してはあまり意識されてこなかった、そういったものへの対応の必要性が、最近、非常に

重要となってきております。３点目は自衛隊の活動任務の拡大ということです。これは歴

代の隊員が、国民の皆様のお支えによりまして、自衛隊の海賊対処、ＰＫＯもそうです、

海外で活動していく幅が非常に広がってきているということが事実としてあります。それ

を同盟のコンテクストの中でどのように位置づけるのかということが一つの課題となって

いるわけです。そして、４点目、ある意味、一番インパクトが大きいかもしれませんが、

我が国の平和安全法制の整備ということが出てきています。憲法の解釈も一部変わり、自
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衛隊の任務も変わってくる、自衛隊として昨日できなかったことが、明日はできるように

なるかもしれない。その新しくできるようになったことを、やはり同盟の文脈の中でどの

ように位置づけていくのか。そういったことについても、きちんと整理することが必要に

なってきていたということです。

今回の改定時の、私どもの念頭にあったねらいです。これも大変ざっくりと、３つに整

理をさせていただきました。１点目としては、我が国の平和、安全を確保する、そのため

の協力を充実させ、強化していくということです。後から申し上げますように、今、日米

協力、海外の活動とか、グローバルな活動、協力とか、色々幅は増えてきますが、やはり

日米防衛協力、あるいはガイドラインそのものの中核は、あくまでも我が国の平和と安全

を守る、そのために時代にふさわしい協力の在り方を追求するというのが、１点目のねら

いです。２点目はこちらの図にありますが、同盟の協力の広がりへの対応ということです。

海外での自衛隊と米軍との協力、あるいはグローバルな課題における日米間の協力、こう

いったものがここ十数年の間に増えてきている。この実態をガイドラインの中できちんと

位置づけようということです。３点目は、協力の実効性を確保するための仕組みというこ

とです。我が国の平和と安全の確保であれ、あるいは海外での協力であれ、それをきちん

と行っていくためには、それを支えるための下支えとなるものなければならないため、例

えば、どういう形で日米間が相談するのか、調整をするのか、あるいは協力の在り方につ

いて平素から協力の計画を作っておくといった取り組みもきちんとガイドラインの中で、

位置づけていかなければなりません。それが３点目のねらいです。

以下、この３つのねらいに則って内容を説明させていただきますので、是非、この３つ

のねらいについて今一度、しっかりと確認していただければと思います。１点目が我が国

の平和と安全を確保するための協力、２点目が協力の拡大、広がりへの対応ということ、

３点目が実効性を確保するための取り組みということです。そうした背景とねらいの中で、

ガイドラインは４月の終わりにできたわけですが、そのでき上がった内容、概要としてお

示ししているのがこのチャートです。全部で８つの章からできております。第１章にはガ

イドラインの目的等を書いております。第２章においてはガイドラインを作るにあたって

の基本的な前提を書いています。第３章は同盟内の調整のやり方を書いております。次の

第４章、「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」ということですが、これが先ほど申し

上げました、最初のねらい、我が国の平和と安全をどうやって確保するか、そのために日

米がどう協力するかというものに直接対応するところです。第５章は５つの節から成って

います。Ａ節は「平時からの協力」。Ｂ節は「平和と安全に対して発生する脅威への対処」

と書いてありますが、ざっくり申し上げますと、周辺事態のようなものが起きた時に、日

米がどう協力するかということを書いております。Ｃ節は日本が攻められた時の協力の在

り方、Ｄ節については、これは、日本がいわゆる集団的自衛権を使える場合に、日米でど

ういう協力がありうるのかというものを整理したパートです。Ｅ節は他のものと若干毛色

が違いますが、日本で大きな災害が起きた時に、自衛隊と米軍はどういう協力をするのか

ということを整理したものです。以上が第４章です。第５章は地域の、そしてグローバル

な平和と安全のための協力ということで、自衛隊、米軍が海外で活動する時の協力の在り

方について整理をしております。その下の第６章におきましては、宇宙、それからサイバ

ー、こうした新しい課題への対応、日本とアメリカはどう協力していくのかということを
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書いておりまして、この第５章と第６章が先ほどの３つのねらいの２番目、同盟の協力の

広がりへの対応といったものに対応する部分です。その下の第７章、「日米共同の取組」と

いうことですが、装備協力とか、情報協力、これは同盟の下支えとなるような、常日頃か

ら、日米間でやっておかなければいけない、そういう協力について清書したものでして、

この章と先ほど出てまいりました第３章、調整の在り方、その二つが、先ほどの３つのね

らいの最後の実効性確保のための仕組みの確保というものに対応しているということです。

以上は、軽い前振りでして、ここからいよいよ中身ということです。「今後の方向性」と

いうふうに書いておりますが、あまり大袈裟なことを申し上げるつもりはなくて、ガイド

ラインの中身はどんなことが書いてあるのかということについて、なるべく簡単にお話し

させていただければということで、先ほどの３つのねらい、それに則ってお話をさせてい

ただきます。最初のねらいが、我が国の平和と安全の確保のための協力ということでした

が、そのねらいを具現化したものとして真っ先に出てくるのが、平時から日本とアメリカ、

あるいは自衛隊と米軍がどういう協力をするのかということです。今回の前のガイドライ

ン、９７年のガイドラインというのは、周辺事態みたいなことになったら自衛隊と米軍は

一緒に協力をしましょうと、その後、もちろん有事になっても協力をしましょうというこ

とになっていたのですが、今の安全保障環境の中で、周辺事態というものになった後では、

必ずしも上手くいかないのではないか、常日頃から自衛隊と米軍は何か平和と安全のため

にできることがあるのではないのか、そのような問題意識でこのような協力の在り方を整

理したということです。たとえば、ＢＭＤの分野における日米間の協力です。弾道ミサイ

ルというのは、戦争になっていなくても、ある日突然、どういう形で飛来して来るのかわ

からない。そういったものに備えて、やはり常日頃からアメリカとの間で協力ができるよ

うにならなければなりません。あるいはその日本とアメリカで常日頃から、平時から一緒

になって情報収集みたいなものもしていけるようにしようではないか、それが抑止という

ものに繋がり、あるいは何か起きかけている時に、事態が深刻化することを防ぐことにも

繋がるのではなかろうかと、そういう問題意識でこの平時の協力の在り方というものを整

理をしたということです。

次に、こちらの図にお示しをしておりますのが、いわゆる周辺事態、今、国会で御審議

をいただいております法制の言葉でいいますと、「重要影響事態」。そういう時に米軍と自

衛隊、自衛隊と米軍がどう協力するかということです。周辺事態、もう一回言いますが、

日本自身がやられているんじゃなくて、日本の周りか、あるいはどこかで大変なことが起

きていると、あるいは戦争みたいなものが起きているのかも知れません。それが我が国自

身の平和と安全を現に脅かしているけれども、自衛隊は戦うという状況ではないという事

態、放っておくと大変なことになるかも知れないということですが、その時点では、自衛

隊は前に出て戦えるわけではありませんので、日本が単独でできることは非常に限られて

いるわけです。それで、同盟でどういう対応ができるかということを考えなければなりま

せん。ひょっとしたらアメリカはもう既に前に出て、戦いを始めているかも知れない。そ

して、その戦いというのが、我が国自身の平和と安全を確保するのに役に立っているとい

うことであれば、我々として何ができるのか。特に自衛隊が米軍に対して何をしてあげら

れるのか。そういう問題意識で協力の在り方を整理したということです。色々な協力項目

がありますが、最も典型的なものとしては米軍に対する後方支援、あるいは例えば戦いを
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行っている過程の中で、アメリカの兵隊さんが海に落ちてしまったと、その人を探して救

難する、救助するといった活動をきちんと行っていけるようにしようというのが、この協

力の眼目です。

三つ目に出てまいりましたのが、日本がどこかの国に攻められたと、いよいよ昔の言葉

で言う「戦争」になってしまったという時に、日本とアメリカはどういう協力をするか、

自衛隊と米軍は一緒になってどういう戦いをするのかということを整理したものです。こ

の部分というのが、日米安保条約を基礎としております日米同盟のその一番大事なところ、

中核中の中核と言っても過言でない部分です。その際の協力をお示しするために、ガイド

ラインの中では「作戦構想」というもの、どういう戦い方をするのかというものを、５つ

のパターンで示しております。その５つのパターンを通じて、大きなデマケーション、役

割分担というものがあります。それは日本の平和と安全を守る、我が国に対する侵略を排

除するという第一義的な責任というものは、あくまでも日本側にある。そして、アメリカ

が日本ときちんと協力をしながら、調整をしながら、それに対して支援をしてくるという

ことです。これは９７年も、７８年のガイドラインでも、一貫して通じている大きな原則

です。時々、人によっては、安保条約があるのだから、自衛隊が何もしなくてもアメリカ

が何かしら助けてくれる、というふうに思っていらっしゃる方がおられるのですが、世の

中にそういう話はありません。世界中、色々な国が色々な形で同盟を結んでおりますが、

およそ一国の安全を全て同盟国に委ねるということは、その国が独立主権国家である以上、

そういう話にはなりません。やはり、自分の家族は自分で守ると、自分の大切なふるさと

というのは、守るのは自分達であると、そういう考え方に立ってこのガイドラインも整理

をされているということです。

作戦構想は５つあります。手早く見ていきます、最初に書いてあるのは空を守る、空域

を守るというための作戦ということです。戦闘機とか、ＡＷＡＣＳとか、色々な飛行機を

繰り出してですね、向こうがミサイルを撃ってきた時にはどういう対応をするのかと、作

戦構想みたいなものを整理した上で、航空自衛隊が先頭に立ってやって、アメリカが足ら

ざるところを補ってくれる、一緒に戦ってくれるという整理をしています。こちらにお示

ししておりますのが、作戦構想の２番目、弾道ミサイル攻撃があった時に、日米どういう

戦い方をするのか、どういう役割分担をするのかということを整理したイメージ図です。

３つ目の作戦構想は海域を防衛するための作戦ということです。海上自衛隊と米海軍が一

緒になって、これは海上自衛隊が主役ですけれども、一緒になって港湾防衛、あるいは海

域防衛、船舶の護衛、そういったものを一緒になって進めていくということです。４番目

が陸上攻撃に対処するための作戦ということで、例えば島を守るためにどういう作戦をす

るか、島を取られてしまった時に、それを取り戻すためにどういう戦い方をするかといっ

た、米軍と自衛隊の役割分担を整理したものということです。そして、作戦構想の５つ目、

これはちょっと抽象的な話も含まれているわけですが、「領域横断的な作戦」ということで

す。最初に申し上げた４つの作戦構想というのは、いわば陸海空、弾道ミサイルというこ

とで、縦割りに近いような形で整理をしてあるのですが、この「領域横断的な作戦」と申

しますのが、そういった他の領域、陸上攻撃とか海上防衛とかそういったものすべてに共

通して、言わば横串として、日米でどんなことをしなければいけないのか、それを整理し

たものがこちらの「領域横断的な作戦」ということです。例えば、宇宙、サイバーの攻撃
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に対してどう対応するかとか、情報収集というのはきちんとやらなければいけない、こう

いったものを整理したということです。

今、申し上げた５つの作戦構想というのが、我が国が攻められた時の対応なのですが、

今、お示ししている、先ほども少し申し上げた、日本がいわゆる集団的自衛権、それを限

定的な形であれ、行使できるという局面に立った時に、日本とアメリカはどういう形で協

力するのか。米軍と自衛隊はどういう協力を行うのかということを整理したものです。こ

の局面は自衛権の行使ができるわけですから、自衛隊も前に立って戦うということができ

ないわけではありません。しかしながら、こうした状況というのは、具体的にどういうシ

ナリオがありうるのかといったことについて、過不足無くお示しするのは非常に難しいと

いうことです。従って、先ほどと同じような形での作戦構想みたいなものをお示しするの

は非常に難しいということで、この状況における日米の協力の在りかたについては、協力

しうる作戦の例ということで、５つの分野を挙げているということです。例えば、弾道ミ

サイル攻撃への対処とか、後方支援、それに加えてアセットの防護、アセットというのは

日米それぞれの装備品、飛行機や船、そういったものをお互いに守り合うといったような

こともこの協力の例として挙げているということです。この部分については、まさに御覧

いただいているような形で、非常にまだ大まかな形での整理にしかなっていないというこ

とがありますので、この局面において実際にどういう協力をしていくのかということを、

引き続き、詰めていかなければなりません。特に今、国会で安保法制の議論をしていただ

いておりますので、そういったご議論等もですね、きちんと踏まえながら、さらに協力の

ありかたの具体化というふうなものもやっていかなければいけないというふうに考えてい

るところです。

次に出てまいりましたのが、日本で大きな災害があった時に、日本とアメリカ、自衛隊

と米軍がどういう協力をするのかということを整理したものです。この項目は、今までの

２代のガイドラインには入っていなかった部分です。先般の東日本大震災、その際の教訓

というのを踏まえ、あるいは大震災があった時に、米軍はオペレーション・トモダチ（ト

モダチ作戦）という事で、多大の人員、物量を投入して、我が国を助けてくださった。そ

の中で、自衛隊と米軍というのは、一緒になって仕事をした。そういったものを踏まえて、

この分野は必ずしも同盟の表芸というわけではないのかもしれませんけれども、国民の皆

様の御期待も高まっているということもあり、特に今回のガイドラインで整理をしたとい

うことです。震災が起こった時には、図表のここに囲ってありますような形で、米軍に助

けてもらうということを整理しているわけです。支援の内容としては、遭難者の捜索・救

難、輸送、補給、衛生といったことで助けてもらうということです。

以上、申し上げましたのが、先ほどの３つのねらいの１つ目の部分、我が国の平和と安

全の確保ということであります。そこが一番長いです。ここからは２番目のねらい、協力

の広がりへの対応ということで柱が二つございます。

一つ目の柱は、今、お示ししておりますような、自衛隊と米軍が外国で活動する時に、

どういう協力をするのかということについての規定です。こちらに一般的な協力分野を書

いてありますが、例えば自衛隊も米軍も同じところでＰＫＯに参加する、アメリカはＰＫ

Ｏそのものにはあまり参加しないのですが、同じような場所で同じような行動をしている、

あるいは日本とアメリカが、同じ場所で海外での災害救難のようなことをやっている、あ
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るいは海洋安全保障ということで、同じ海賊対処の作戦に参加をしている。そういった時

に、情報収集、警戒監視、偵察、後方支援、こういったもので日米間で協力をしていきま

しょうということを整理しております。ここで大事なポイントというのは、そういったＰ

ＫＯであるとか海賊対処であるとか、そういうものに参加するしないということは、あく

まで日米それぞれが決めるということです。言うならば、「俺、今度PKO行くから、おまえ

も付き合って一緒に来い」という話じゃありませんので、「私、今度PKOに行くのですけれ

ども、お宅様も行かれるんですか、ならば行った先で協力しましょうね」というようなこ

とをこの中で、比較的慎重な書き回しをした上で、確認をしているということです。

２番目の協力の広がりの二つ目の柱ですが、これは宇宙、サイバーといった新しい戦略

的な課題への対応として、日米でどういう協力をするかということです。宇宙についても

サイバーについても、日米の政府レベルでどういう協力がありうるのか、それと併せて自

衛隊と米軍でどういう協力がありうるのかというのを整理してお示ししております。まだ

新しい分野ですので、必ずしもこのガイドラインの記述というのが、即、具体的になって

いるわけではありません。宇宙については、例えばそれぞれの宇宙システムの抗たん性の

確保、抗たん性というのは何かあった時に直ぐ壊れてしまうとか、使えなくなるとか、そ

のようにならないようにしようということですが、そういう抗たん性の確保、あるいは宇

宙の状況監視、自分達の持っている衛星の周りで何が起きているのか、どういうことが起

きているのかきちんと把握できるようにしようといったことが中心になっています。サイ

バーにつきましては、情報の共有、何かあった時に、サイバー事案等があった時に、リア

ルタイムにきちんと情報を共有しなければいけません。それに加えて自衛隊、米軍が使っ

ているネットワークシステム、それを守るためにどういう協力ができるのか、更には、自

衛隊、米軍が使わせていただいている外部のネットワーク、そういったものを守るために、

これは政府レベルの話ですけれども、どういう協力ができるのかというものを引き続き考

えていきましょうというようなことをガイドラインの中で整理しているということです。

今、申し上げた二つの柱が、２つ目のねらいです。こちらは３つ目のねらい、同盟の協

力の実行を確保するための取り組みで、言うならば、小さい玉がいくつかあるのですが、

大事なポイントを二つだけ申し上げたいと思います。

一つは、今、お示ししております、同盟調整メカニズムというものです。こちらは日米

の両政府間で、何かあった時、あるいは何もなくても、どういう形で相談をするのか、調

整をするのか、即ち誰と誰とがカウンターパートとして相談するのか、どういう段取りで

やるのか、どの段階からやるのかといったことについて、きちんとした仕組みを作ってお

こうということです。実はある意味当然かも知れませんが、前の９７年のガイドラインで

も同じようなメカニズム、仕組みがありました。ただ、その際にそのメカニズムが対象に

しておりましたのが、先ほど申し上げた周辺事態、それと我が国が攻められた場合で、そ

の時になってはじめてこの仕組みを使おうということになっていたわけです。この時代、

そういうことでは上手くいかないということで、新しいガイドラインの下におけるメカニ

ズムでは、平素から緊急事態まで全ての局面で、切れ目のない形で調整できるように仕組

んでいこうということになっています。従いまして、我が国において大きな災害が起きた

時に、日本とアメリカがどういう協力をするか。事と次第においては、日本とアメリカが

海外で何かの活動をする、その時にどういう協力をするか、そういった調整もこの新しい
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メカニズムの下では有効に活用されるということです。

それからもう１点申し上げたいこと、大切なこととして、こちらの図の部分です。共同

計画の策定ということで、ガイドラインというものができて、何かあった時に日本とアメ

リカどんな協力をするのか、どういう戦いを一緒になってするのかということについての

大枠についてはイメージアップができるようになったわけですが、ただそれだけでは、な

かなか自衛隊なり米軍の動きというものをシンクロさせていくというのは難しいわけです。

例えば、物流の関係をおやりになった方は良くお解りになると思うのですけれども、例え

ば自衛隊の中の部隊、一個連隊で言えば１０００人くらいいますけれども、１０００人の

人がＡ地点からＢ地点まで動く、人も動けば、モノも動く、その後の補給もある、そうい

ったもののロジスティックは大変です。どの道を使って行くのか、車の手配はどうするの

か、どこで川を渡るのかということを、きちんと予め考えておかなければいけません。日

本だけでも大変なのですが、アメリカと一緒になって行おうとなると、難しさというのは

倍増するわけです。そういったものは何かあってから急に考えるということではとても上

手くいきませんから、平素からきちんと計画に従わなければいけません。計画の中で、自

衛隊のこの部隊は、アメリカのあの部隊と何かあった時には協力するといったカウンター

パート関係といったものも、きちんと決めておく。そうすることによって訓練等も非常に

やり易くなっていくということです。そういう共同計画といったもの、これをきちんと日

本とアメリカとの間で作っておきましょうと、何から何まで計画できるわけではありませ

んので、例えばＰＫＯの時の協力のようなものは、あまり計画を作ることは馴染まないだ

ろうと思いますが、少なくとも我が国が攻められるような状況、あるいはその少し前くら

いの段階から、どういう事態があり得て、その中ではお互いにどういう動きをするのかと

いうロジスティックも含めて、きちんと詰めておかなければいけないということをしっか

り行っていこうと今回のガイドラインの中でもきちんと謳っているということです。

ということで、非常に一部、抽象的な話を長々と申し上げてしまいまして、大変恐縮で

すが、最後までしっかり聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございます。今

後は、このガイドラインといったものを基にして、日米防衛協力、同盟の協力といったも

のを一層、具体化をしていく、その信頼性というものを向上させていかなければならない

と思っています。皆様の御理解とお支えをどうぞよろしくお願いいたします。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。

それでは、会場の、ご来場の皆様からの御質問をお受けしたいと思います。先

ほども申し上げましたが、第１部を含め、御質問等をお受けしたいと思いますの

で、御質問等のある方は、係員がマイクをお持ちしますので、挙手をお願いいた

します。

【質疑応答】

質問者： 二つ質問させてください。先の大戦で日本は負けたわけですが、その中で陸軍
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と海軍の両方のやり方であるとか、情報の収集力が少なかったとか、あるいは兵

站に対して、現地調達的な発想で軽視されたということが、戦争に負けた原因の

一つだというふうに聞いているのですが、現在の自衛隊ではそういったことを含

めてどういうふうに改善されておられるのですか。その性格上、秘密に属するも

のが多いでしょうから、こういうことをやっているというのは言いにくいのかも

しれませんが。

それともう一つ。もし国内で戦争が始まった時に、自衛隊の動きと国民の動き

が反対になる。例えば島根県の方に今、某国が侵略してきた時には、自衛隊は日

本海方面に出動していかなければいけません。その一方そこに居る人たちは危な

いからどんどん広島の方に逃げてくるでしょうから、人とかモノの流れが真逆に

なってしまう。すると現在の道路事情とかですと、どこかでぶつかって、ちょう

ど沖縄で結果的に必ずしも住民が十分保護されなかったような状態が、今日でも

起きうるのではないか。そうすると国土の道路網の計画とか、道路の幅員とか、

あるいは戦車が通ってもいいように丈夫な橋を架けておくとか、色々とあるのだ

と思うのですが、そのあたりはどんなお考えでしょうか。お話しできる範囲でお

願いします。

課 長： 御質問ありがとうございます。二点御質問をいただきました。まずは先の大戦

における日本の軍隊による行動に対する反省として、一つには陸海軍の間の仲の

悪さといいますか、かみ合わせの無さ、それを今の自衛隊ではどうしているか。

情報収集についてはどういう改善が図られているか、そして兵站軽視ということ

については自衛隊は大丈夫かという御質問だったかと思います。

まずは、戦前、陸軍と海軍、私も直接見たわけではありませんけども、先輩方、

特に自衛隊の古い方なんかで戦前のご経験がおありの方にお話を伺ったりします

と、まあ、それはもうなかなか普通にお話するのも難しかったというような状況

もあったというふうに聞いております。やはり陸軍であれ、海軍であれ、直接見

ている先というのは違うのですけれども、達成しなければいけない目標というの

は最終的には一緒なんだろうと思います。どうやって国を守り、あるいは自分の

家族、国民を守るかということが基本でございます。その為にはみんなで力を合

わせなければいけない。ただ、力を合わせましょうということを言っていてもな

かなか上手くいかない場合もございます。予算で同じパイを取り合うとか、ある

いは色んな局面においてそれぞれの組織の理屈みたいなものが先に出てしまうと

いうことは無きにしもあらずであり、そこは自戒をしなければいけない話だと思

います。その上で、ただ、出来る事もあります。戦後の自衛隊として一つには、

防衛大学校というものを作らせていただいております。戦前は、陸軍は士官学校、

海軍は兵学校ということでございまして、全く違う学校で全く違うカルチャーを

十代の多感な頃から叩き込まれます。それに対して今の自衛隊というのは神奈川

県横須賀市というところですが、そこで陸海空の区別なしに幹部になる人達をみ

んな一括して大学の中に入れまして、最初は、おまえは陸とか、おまえは海とか

そういう形に分けないで、一緒に教育をいたします。そこで陸も海も空もなく、

同じ釜の飯を食った仲間として、寝食を共にする中でお互いに対する信頼関係と
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いうものを養っていく、お互いに何かあったらいつでも話ができるような、そう

いう環境を作れるように努めさせていただいているものがあります。また、それ

に加えて、最近は統合運用というものを重視いたしております。一昔前までとい

うのは、陸上自衛隊は陸上自衛隊自身で作戦を考えます、海のことについては海

上自衛隊に任せてください、陸の人は自分たちの作戦に手を出さないでください

という事になっていたわけですけども、今はそういうことではなくて統合幕僚監

部という陸海空をオーバーラップするような、一つの組織がありまして、そこで

陸の作戦も海の作戦も、あるいはそれを組み合わせて統合作戦として一元的に指

導、立案していくという形になっております。

いずれにしても陸海空のお互いが本当に一体となってきちんと助け合っていけ

るかどうか、仕組みも大事ですけども皆の意識も大事です。御指摘をきちんと踏

まえながら、日々そのことについては考えていかなければならない問題なのだと

思います。

情報収集の関係ですが、戦前は情報収集について必ずしも十分な力を注いでい

なかったのではないかという御指摘があります。それと併せてある人が言ってい

た話として、戦前の反省としては作戦を行う人と情報を行う人とが同じ組織の元

にぶら下がっていたと、その点は大きな問題であったと言う方がいらっしゃいま

す。要は作戦の都合でもって情報を、本来１００であるところを、それでは作戦

は成り立たないから９０にしろと上司から言われてしまうと、鉛筆を舐めさせら

れてしまうというふうなこともあったように聞いています。そういう反省もあっ

て自衛隊におきましては、特に昨今、情報については非常に力を入れ、予算も人

もつぎ込む情報本部というものも作りました。また作戦と情報、あるいはある意

味、政策と情報という面もあろうかと思いますけども、そこについてはお互いに

侵し合わない、やはり情報が情報屋さんとしてきちんと見積もりを作って上げて

きているのであれば、それを第一義的に尊重して、それを元にしてその対処を考

えていく、そういったものに心がけて仕事を進められるような、そういう組織の

仕組みというものに心がけているということです。

それから兵站の話についても御指摘がありました。昭和１７年くらいから、特

にニューギニアのあたりですとか、ブーゲンビルやラバウルについても悲惨な状

況があったというふうに聞いております。やはり兵站というのはある意味作戦の

基本でございます。先程も申し上げましたが、Ａ地点からＢ地点に行けと言って

も羽が生えて飛んでいけるわけじゃございません。やはりきちんと道路を辿って

いかなければいけませんし、人間は飯を食わなければいけません。それなくして

やはり何か動けと言ってもなかなかそう上手くいくわけでもないということ、命

令を受けた人が困るということだけではなくて、結局、上手くいかないというこ

とです。その点について自衛隊というのは、戦後アメリカから非常に多くのこと

を学んでいます。アメリカの軍隊というものは兵站といったものに対しては特に

意を用いている軍事組織であろうと思います。そういったものの中で、今十分で

あるかどうかと言われると、私も言葉では直ぐに判りかねるところもありますが、

少なくともそれは大切なものであるというふうに位置づけて、例えば組織等でも
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作戦を行う人と同じレベルで兵站を行う人とが必ず一つの幕僚組織の中に居て、

全体として作戦を組み上げていく、そういう形になっているということで御理解

をいただければと思います。

それから二点目のお話、これも大変大切な御指摘をいただきました。我が国が

攻められたときに、国民の動きと自衛隊なり米軍の動きが真逆になるのだろうと、

それは道路のキャパシティの面なんかでも大丈夫なのかなという御指摘です。こ

れは非常に大きな問題であろうかと思います。こういった問題というのは、大き

な組織が動けば必ず出てくるという面がございます。それを解決するために、や

らなければいけないこと、いくつかポイントがあろうかと思います。一つはやは

りきちんと計画を作っておいて、例えばこの部隊がＡ地点からＢ地点に動くため

に、どれだけの車両が必要となるのか、道路のキャパシティというのはどれだけ

必要となるのか、その中で国民の皆様、避難していらっしゃる皆様の流れという

ものがどれくらいになるのかというものをきちんと見積もっておけるか、それを

平素から色んな事態を考えて作っておけるか、それに合わせた形で部隊を動かす

ような、例えば国道２４６号線がいつものキャパシティから半分になってしまう

のであれば、国道１号線も一部使うようにしようといったような形で、色々なリ

アルな見積もりをした上できちんとした対応をしていくというのが非常に大事な

のだと思います。

また、それに加えまして国民の保護をどうするのか。今から１０年近く前にな

るのでしょうか、いわゆる事態対処法制、昔のメディアの皆様の言葉ですと有事

法制、その整備をさせていただいた一環として国民保護法制というものを作りま

した。その中で何かあったときに国民の皆様の保護、避難というものは誰が第一

義的な責任を持って、どういう段取りでもってその避難みたいなものをスムーズ

にやっていくのか。そういう枠組みを作っております。法律というものはあくま

でもフレームワークですから、その法律を基にして中央省庁もそうですし、各自

治体様におかれても国民保護のための計画を作っていくというようなことがあり

ます。そういった計画というものをきちんと作る、作ったもの、情報というもの

をシェアして、それを自衛隊の行動の中にも予めきちんと織り込んでおく、そう

いった取り組みもまた一つ大事なのではなかろうかと思います。それに加えまし

て、さっきの話とも関わりますけれども、もう一つ大事なこと、それはある日、

突然、誰かが攻めてきて急に皆あたふた逃げる、あるいは自衛隊も米軍も押っ取

り刀で駆け付ける、そういうことになってしまいますと、どんな計画があっても、

どんな国民保護のスキームがあっても、なかなか上手くいかないという面があり

ます。申し上げたいのは、平素からきちんと情報の収集をして、何か起こりそう

だという事になった時には、一日も一刻も早くそういった兆候を確実に把握する、

それを基にして、後手にならないように早め早めに手を打っていく、措置をして

いくといったことを実現する為にもやはり情報収集、その為の努力は怠ってはい

けないのでないか、そんなふうに考える次第です。

質問者： 今回のガイドライン改定に際して、日本が言い出したのでしょうか、それとも

アメリカの方から話があったのでしょうか。
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課 長： 御質問ありがとうございます。どちらから言い出したかというのは、ＡですＢ

ですという形で割り切れるようなものでは必ずしもなくて、日本は日本としてこ

れを直さねばいけないということは思っていて、アメリカの方もやはり問題意識

を持っていてくれていると思います。日米の間というのは常日頃から色んな形で

色んなレベルで接触がありますから、そうした中で両者の思いというのがひとつ

の形になって今回の改定に至ったということであろうかと思います。

司 会： それでは予定の時間もまいりましたので、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、各施策の円滑かつ効果的な実施のためには、国

民の皆様の御理解を得つつ、その期待と信頼に応えることができるよう全力を尽

くしてまいる所存です。今後とも、皆様方の御理解と御協力をよろしくお願い申

し上げます。お手元のアンケートにつきましては、今後の業務の参考とさせてい

ただきたいと考えておりますので、出入り口付近に設置してあります、アンケー

ト回収箱に御投入くださいますよう、御協力のほど、重ねてお願い申し上げます。

それでは、以上をもちまして、防衛セミナーを閉会したいと思います。本日は

ご来場いただきまして誠にありがとうございました。


