
第２８回防衛セミナー

日時：平成２９年３月２日（木）

１８：００～２０：００

場所：大社文化プレイス うらら館

(だんだんホール)

主催：中国四国防衛局 後援：出雲市

司 会 ： それでは、お時間となりましたので、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、皆様には御多忙中のところ、御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

国四国防衛局地方調整課長の稲葉と申します。よろしくお願いいたします。

防衛セミナーの開催に当たりまして、主催者であります中国四国防衛局長

菅原 隆拓から一言、御挨拶を申し上げます。

【挨拶】

中国四国防衛局長 菅原 隆拓

皆様、こんばんは。中国四国防衛局長の菅原と申します。本日は大変お忙しい中、お

越しいただきありがとうございます。中国四国防衛局は、防衛施設周辺住民との環境整

備のため、多種多様な政策を実施するとともに、このようなセミナーと通じて防衛省と

自衛隊に対する国民の皆様との幅広い活動を行っているところでございます。

この防衛セミナーは平成１９年から開催され、中国四国防衛局管内ではこれまで２７

回開催させていただいておりまして、出雲市では初めての開催となります。本日は内閣

官房国家安全保障局から萬浪内閣参事官、また、防衛省防衛研究所から渡邊主任研究官

をお招きし、「平和安全法制について」及び「北朝鮮の政治、外交、軍事」について、

お話いただくこととしております。

当局といたしましては、本セミナーを開催することにより、皆様の防衛省、自衛隊の

活動へ理解していただければと願っております。なお、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、御

感想等もいただければ、大変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あたり、御後援を賜りました出雲市、

また御協力をいただきました島根地方協力本部、出雲駐屯地の方々をはじめ、全ての関

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部を始めさせていただきます。

第１部は、内閣官房国家安全保障局 萬浪 学 内閣参事官から講演をいた

だきます。萬浪参事官は、平成３年、東京大学法学部を卒業後、防衛庁（当時）



に入庁され、国際協力課長、企画評価課長などの要職を歴任された後、平成２

８年７月から、内閣官房国家安全保障局において、内閣参事官として活躍され

ております。本日は、「平和安全法制について」と題しまして、お話をしてい

ただきます。それでは、萬浪参事官、よろしくお願いいたします。

【講演】

「平和安全法制について」

内閣官房国家安全保障局 内閣参事官 萬浪 学

皆様こんばんは。ただいま紹介に与りました萬浪でございます。本日の第１部というこ

とですので今から１時間ぐらいお時間をいただいておりますので、最初４０～４５分ぐら

いはこのお手元にございます資料に基づきまして平和安全法制についてご説明をさせてい

ただきたいと思います。先程ご紹介いただきましたように私は内閣官房の国家安全保障局

から参っておりまして、最初に少しこの国家安全保障局の平和安全法制に関与してきた部

局ではありますけどそこの説明を簡単にさせていただいた後で平和安全法制について説明

させていただきたいと思います。お願いします。

まず最初スライドが何枚かございますけれど国家安全保障局、国家安全保障会議とは何

かということでございます。国家安全保障会議というのはほんの３年程前にできた部局で

ございまして、元々安保会議という国家が付かない安全保障会議というものが戦後といい

ますか、ここ数十年間内閣に置かれておりました。それを少し改編しましてやや機動的に

内閣が抱える国の安全保障の問題、それはこの後、渡邊先生から御説明がある北朝鮮の問

題であったりとか、あるいは私が御説明するような法制の問題、法律の制度の問題等につ

いて話し合っていこうという場であります。ただこれは国家安全保障会議と書いてあるよ

うに会議体でありますので会議に出ているのは各大臣が出ているのですけれど各大臣だけ

で全て物事が回るわけではありませんので、その事務局として国家安全保障局というのが

下に付くというものでございます。

国家安全保障会議の概要ですが、これも若干細かくなりますけれども簡単に御説明しま

すと会議体が２つありまして四大臣会合という少ない大臣、これは総理、副総理、官房長

官、外務大臣、防衛大臣なので四大臣と言って５人大臣がいるじゃないかということなん

ですけれども、副総理が今いますので若干１人加わっておりまして、４人、実質５人の大

臣で２週間に１回頻繁に集まって今起きている安全保障上の問題について話し合う場、も

う一つは九大臣会合といいましてもう少し多くの大臣が揃っていろいろ内閣として安全保

障上決定するものについて最終的にこれで行こうと決める場、という２つがあります。四

大臣（会合）の方はこの３年程の間に９９回ですので、２週間に１回以上実際もっと早い

ペースで開かれています。九大臣（会合）の方は年１０回、月に１回開かれているかいな

いかというこのいろいろな会議を組み合わせて機動的に活用しているというものです。

私の属する部局は今、申し上げたように国家安全保障会議で総理、官房長官等々を含め

まして会議体を運営するわけですけれども大臣だけで全てが資料を用意したりできるわけ

ではありませんのでその下に国家安全保障局長 谷内という局長が今いまして、その人の



下に私はおります。国家安全保障局というのは非常にわかりにくい組織だと思います。例

えば防衛省、外務省といろいろな省ごとに役割がありまして省以外の隙間をどのようにく

っつけるかということで、例えば情報の面だと内閣情報調査室というところがくっつけま

した。危機管理だと事態対処・危機管理の部屋がありますけれどもいろいろなものをくっ

つける中で国家安全保障というと私たちがおります国家安全保障局が接着剤となってくっ

つけていくという部局になっています。先程御紹介いただいたように私は防衛省に２０数

年勤めておりまして、今回国家安全保障局は３年目になりましたけれども、その時に出向

という形で１年か２年か３年か分かりませんけれど一定の期間この部署に派遣されてきて

いるということで防衛省でしたり、外務省でしたり、防衛省からは私は事務屋ですけれど

も、事務官、自衛官の人達も来ているわけです。そういった人達が寄り集まって、ある意

味で知恵を絞ってこの局を運営しています。その中のひとつが今から御説明する平和安保

法制です。

平和安保法制についてざっと説明しますと、1945年に第２次世界大戦、太平洋戦争が終
わってからアメリカとソ連とが東西で対峙しあう東西冷戦という構造がずっと長く続いて

いて 1990年代の初めに終わった後、日本の周辺は平和になったかというと、北朝鮮などを
はじめとするいろいろな国が勝手に動くようになって、そのうち中国が元気になってきて

いろいろな活動が増えてきたりしたので、必ずしも我々がいる東アジアは安定して平和に

なったというわけではないところがあるんですけれどもそれにあわせてもう一つは東西の

冷戦の構造が終わって、世界のことを先進国は特にみんなで助け合おうじゃないかという

ことで国際協力というものが始まったという局面があって自衛隊の役割は非常に増えてき

ていると。元々我が国の防衛もやってましたし、東日本大震災の時のように災害派遣に行

ったりしていたわけですけれども、その上に国際協力が加わって PKOや国際緊急援助隊、
よその国の災害支援に行ったりとか、さらにはいろいろな事態に合わせて、弾道ミサイル

破壊措置、弾道ミサイル対処がありますけれども北朝鮮のミサイルが飛んできた時に打ち

落とす術をもってどういう風に活動するかというような法律がどんどん積み上がってきた

と。こういう風に積み上げてきた結果、その場その場で 1990～ 2000年代に少しずつ整備
してくるわけですけれども、若干でこぼこが実はできていたところをどうするかというの

がひとつの今回の平和安全法制の課題だったと。あとはここまで出来たわけですけれども

我が国防衛のところも有事法制を 2003年ぐらいに作りまして、一通り我が国が危険になっ
た時どのように対応するかという法制を作ったつもりだったんですけれども、そこも穴が

ないかというのがもうひとつの考え方といいますか議論の発端でした。

平和安全法制の必要性ということで今申し上げたようにアジア太平洋地域というのはこ

の１０～２０年をとってみても平和な時ばかりというかどちらかというと不安定な時が続

いていて課題がたくさんあるでしょうと。もうひとつはグローバルな安全保障上の課題す

なわち地球の裏側でもいろいろな紛争が起きている、例えば南スーダンに自衛隊は PKOの
部隊を派遣しています。ジブチというところに海賊の対処ということで船と航空機が行っ

ています。何故行っているかというと１万数千 km離れたところの紛争が直接日本に飛び
火はしないんですけれども、そういう国の紛争を先進国である日本が放っておいていいの

かというとやはり、貢献できることをやった方がいいのではないかということで考えてき

たわけですけれども、それが法律の観点から見て十分なのかというのがもうひとつ。同じ



く日本が国際社会の平和安全に積極的に関与することについて諸外国、いろんな国からの

期待があるというのをどういう風に答えるかというのが課題であったと。具体的にいうと

北朝鮮の核ミサイルの話、中国のいろいろな動き、国際テロがありましたか。あるいはWMD
というのは大量破壊兵器、核とか生物化学兵器のことですけれどもそういったものがあち

らこちらに拡散したりとか、サイバーとか宇宙、海洋といろんなところでリスクが出てき

ていると。そうすると日本とするとそういった危険に切れ目なく対応する国内法制が必要

になるというのがひとつです。では、危ないことをすすんでするのかというとそうではな

く、安保法制を整備したことによる効果が何かというと紛争を予防、防止するために作る

んだということ、すなわち日本が平和安全法制を持っていていろんな危険に切れ目なくい

ろいろな国と連携して対応できるという準備ができているということを示すことによって

他のいろんな国からなめられない、あるいは日本は整然と対応しうる国だということにな

ると日本に対して安全保障上いろんなちょっかいをかけにくくなるという効果があるので

はないかと。例えば日米同盟による抑止力の向上があり、平和安全法制によってアメリカ

との協力は緊密にできるようになったと。去年の２月にアメリカの太平洋軍、アメリカは

非常に大きいので、地域ごとに太平洋軍、欧州軍、アフリカ軍とかに分かれているのです

が、日本をはじめとする東アジアの地域は太平洋軍に管轄されており、そのトップのハリ

スさんが日本に来た時に日本との連携が平和安全法制において非常にすすんだと本音の部

分だとは思いますが言っておられたという側面があります。また、国際社会の平和と安全

の貢献のより積極的な対応ができるようになったというのは、PKO等穴がなく対応できる
ようになったといえると思います。

我が国の周辺で何が起きているかというと、北朝鮮はこの後、渡邊先生がお話になるの

で、私があまり長く話すのも良くないと思いますので簡単にいいますと北朝鮮がミサイル

を撃ったり核実験をしたりと不穏な動きをしている対応をしなくていいのですかと。もう

ひとつは中国は当然日本にとって経済的に非常に助け合っている国、お互いに貿易、投資

などの面で関係が深い国ではありますけれども、安全保障の面に目を向けると東シナ海に

頻繁に船とか飛行機とかやってくる。尖閣諸島ですと中国公船、海軍ではなく海上保安庁

のような船が何回も尖閣の海の中に入ってきたりすると。日本は直接関係がない東シナ海

の隣の南シナ海、中国の隣でベトナム、フィリピン、インドネシアに囲まれた海ですが、

無人島、珊瑚礁がたくさんあって、ここの領有権は中国と他の国で領有権を争っていて、

どこの国のものかはまだ解決していません。ところが、ある珊瑚礁の所に中国がいきなり

空港を造って軍用機が下りるということをすると軍拡競争というか安全保障上の争いが起

こる危険が高まってきますので中国と仲良くするというのもあるのですが、中国の安全保

障上の軍事的活動をよく見ておかなければならないことが我が国の周辺の今の状況である

ということです。

あとは、地球の裏側でといいますと世界全体でテロ事件が大変頻繁に発生していると。

世界のテロ事件の発生数は１０年間で２倍になりました。日本人は襲われないんだという

わけではなく、去年の夏、バングラディシュのダッカであるレストランが襲われ日本人の

方が７人ぐらい亡くなられましたし、その前にはシリアで１人不明になって２人の方が亡

くなられましたし、2013年にアルジェリアの石油化学にテロリストの襲撃があって１０名
が亡くなられたというのがありました。地球の裏側でも日本人が活動していて日本人があ



まりテロには巻き込まれないと言っていても今や人ごとではなくなりつつあるということ

はこういった事件に対して対応するのはその国の警察だったりするのですけれど自衛隊や

外務省の大使館を使ってどういう活動をするのかよく考えなければいけないという状況で

す。

平和安全法制ですが、中身の話をする前に経緯だけ先にご説明いたしますと平和安全法

制は、平成２８年３月２９日に施行、すなわち効果が発生しました。これまで実際平和安

全法制を使って何かしたというのはありません。したがってそこまでの事態にならなくて

よかったと私は理解していますけれど、その前に平成２７年９月に国会で通っています。

その半年前に国会に出して、半年ぐらい国会に出る前も政府、与党（自民党、公明党）と

も相談をしていて２５年２月～２６年の５月に安倍政権ができてすぐぐらいに安全保障の

法的基盤の再構築に関する懇談会を有識者（大学の先生方）に来ていただいて相談したの

ですが、これだけ長く相談しながら国会でも半年ぐらいかけてと申し上げましたけど２７

年５月～９月までの４か月程国会の審議時間が衆議院、参議院あわせて約２１６時間です

ので、一時期平和安全法制の審議時間が短いと言われましたが、最近の日本の重要法案と

比べると短いというわけではない、足してみると社会保障と税の一体改革（消費税を上げ

る）法案と比べても１時間長いというところからするときちんと国会でご審議いただいて

いたのではないかと思っています。

平和安保法制について国民の皆様の間でマスコミもお騒がせし、いろんな御議論があっ

たのは事実です。今日の場も含めてきちんと御理解いただくのが我々の勤めのひとつでは

ないかと思っていますけれど、幸いいろいろ御説明してきた結果か我々の説明が下手であ

っても国民の皆様がよく理解していただけたのかはよく分かりませんが、平和安保法制が

２７年に通りまして、２８年３月に施行されたわけですけれど世論調査では施行から廃止

すべきか廃止すべきでないかという質問は「廃止すべきでない」が徐々に多くなりまして、

フジテレビ系の調査では各社に誤差はありますが５割を超えたことがある、また読売新聞

が２７年９月～２８年６月に調査したものではもともと「評価しない」も多かったのです

けれど「評価する」も増えてきてやや拮抗することになっています。最近は新聞もテレビ

も調査をしてくださらなくなってしまったのでこの１年どうなっているかはよく分からな

いのですが、いずれにしろ理解は進んできているのではないかと思っています。

もうひとつは少し古いのですが平成２７年１月に安保法制を出す前の調査ですので平和

安保法制とは直接関係ありません。ただ、自衛隊に対する印象を昭和４０年代から聞いて

いるその頃は半分ぐらいがよい印象を持っていますが、どんどん上がっていき、特に東日

本大震災の後の２４年度の調査では９０％を超えており、今も自衛隊に対する好印象は続

いています。国民の皆さんに自衛隊の活動は非常にご理解いただいているのではないかと

思っています。それを前提にして自衛隊は今後どういう活動をしていけばよいのかという

ことを同じ２７年１月に聞いたところ、一番は災害派遣をしっかりやってくださいという

ことで、東日本大震災、最近は鳥取地震で自衛隊が活動しているのを見ていただいている

のでこういった部分が多いのは当たり前ですけれども、次に多いのは国の安全といった活

動をやってくださいという風に国民の世論調査から出ていますので、そういった意味でも

平和と安全を守る活動に自衛隊が寄与しており、国民の皆さまの理解を得ているのではな

いかと思っています。



平和安全法制に対して諸外国はどのような理解をしていただいているのかということで

すけれども平和安全法制に対する各国の反応を並べてみました。去年の６月に伊勢志摩の

G7のサミットがありましたが、G7と呼ばれる国、アメリカ、イギリス、フランス、ドイ
ツ、イタリア、カナダ、そして日本でなるのですけれども、その国は全部、その当時アメ

リカはオバマ大統領で評価すると言ったのをはじめとして皆さん平和安全法制について評

価、またはいい言葉を寄せていただいています。それは先進国と呼ばれる国だけだろうと

言われるかもしれませんけど国連も評価している、EUというヨーロッパの国の集まりも
そうである、あと、近所であればフィリピン、インド、豪州は評価するメッセージを出し

ていただいてるところであります。

ここまでが前段で、平和安全法制の経緯なものでして、ここから中身に入っていくので

すけれども、平和安全法制の主な内容については１ cmぐらいの法律の資料になりますが、
これを全てこの時間内でお話することは無理がありますがざっと簡単にご説明しますと、

平和安全法制で定めているものは３つに分かれます。更にもう少し分けたものがあとで出

てきますけれども、ひとつはいわゆる集団的自衛権と言われていることですけど、平和安

全法制では日本が有事の時に武力の行使ができるわけですけど、それは平和安全法制がで

きるまでは自分たちの国が武力攻撃受けた時しか反撃してはいけませんということになっ

ていました。でも、そうするとこれだけミサイル、大量破壊兵器等を言われていて昔のよ

うに戦争をすると言った時に船が来て、人が上陸して戦いましょうというわけではなくて、

数分でミサイルが飛んで来るという世界になってくると日本１国だけで対応することがで

きないのではないかと、そうすると何をしなければならないかというとある国が攻撃を受

けると自分たちが自衛権といって生きるために反撃をして戦うことができるというのが自

衛権の考え方です。

この中には個別的自衛権と集団的自衛権があって個別的自衛権は自分が叩かれた時に自

分が反撃をしますということです。他方、集団的自衛権というのは自分が叩かれず自分の

友達が叩かれたという場合、例えばのび太とドラえもんがいてのび太がジャイアンに叩か

れました、のび太がジャイアンに反撃する能力がないのでドラえもんが四次元ポケットか

ら何を出すかは別としてドラえもんがジャイアンを押しのけてくれましたと言うのが集団

的自衛権であって、平和安保法制というのは何でもかんでもドラえもんがジャイアンをい

じめていいというわけではないんですけれども、のび太が本当に助けてくれと言う時には

それは集団的自衛権という形でドラえもんが助けていいのではないかというのが集団的自

衛権の行使の話です。

もう二つありますが、今度は場面が変わってさっき申し上げたように自衛隊による国際

社会にどのように協力していくかという側面があるという話をしましたが、こういったこ

とをやっていく時に国際社会が共同で対処する場合、ひとつは PKOであり、PKOが国連
の安全保障理事会が南スーダンが内戦が終わってガタガタになっているので部隊を送って

国際社会のみんなで助け合いましょうという場合には最初は軍隊ぐらいしか行けない所な

ので自衛隊には少しずつ穴があるため自衛隊が行って他の国の軍隊と一緒に PKOの活動を
している時に自衛隊だけが途中で止めたりするような法律で縛られているのではというこ

とを検証したところいくつか足しておいた方がいいだろうと足したのが駆け付け警護とか

任務遂行のための武器使用になります。



もうひとつあるのは国際社会が共同で対処する場合の後方地域支援は国際社会がいろん

な紛争に対応する場面があっていろいろな理由で例えば国連がお金が足りなくて PKOを送
りませんという場合もあるが、国連が動いてくれない場合がある、もっと言うと国連の安

保理は日本も今非常任理事国のメンバーになっていますが、日本は２年交代で２年たった

ら出て行かなくてはいけない、他方アメリカとロシアとイギリスとフランスと中国、P5と
いいます、この５カ国はずっと国連安保理にいることができてしかも拒否権を持っていま

す。そうすると残念ながらお互いの国が対立している案件には当然 PKOは成立しません。
その場合でも助けないといけない場合に、アメリカ等が前に出て行って日本が後方で支援

するということが排除されないのじゃないかとこれについても詳しくは述べませんが、穴

があるのじゃないかということで穴を埋めていろいろな国の軍隊と後方で、我々は正面で

戦うわけではなく支援するのがあってもいいのではないかというので足したのが黄色の部

分です。事例で出ているのは 2001年９月１１日の同時多発テロの後に原因はアルカイダと
タリバンだったと、タリバンはアフガンにいるのでアフガンにいるタリバンを除去しなけ

ればテロが終わらないということで米軍だけではなくヨーロッパの国も含めてタリバンと

戦ったわけですけれどもその時にアフガンは内陸国ですので海に面しているわけではない

のですが、海からも船を使ってアルカイダの仲間達がその船で脱出したりとか、船で稼い

で武器を密輸しているのを止めなければいけないということでいろいろな国が船を出して

活動しました。この時に自衛隊は正面で戦いませんと言ったので自衛隊自体が取り締まり

を行ったりはしてないわけですけれども、その時に給油、活動のためになる油を洋上であ

げて効率よく活動してくださいという活動はしていた写真を載せています。今回の法制に

よってこういった活動も円滑にすぐに行えるようにしたほうがいいのではないかというこ

とでありました。これらによって繰り返しになりますけれども我が国が戦争を始めるわけ

ではなくいろいろな備えがあり、切れ目のない備えをしているということを示して抑止力、

つまりこの国にいじわるをしたら手酷いしっぺ返しを受ける、懲罰を受ける、あるいはこ

の国に悪いことをしようとしても備えがしっかりしているので悪いことをしても全然効き

目がないことを思わせる構造によって止めておこうと思わせるのが抑止力ですが、これを

を強化するというのがあるのではないかと。国際社会の平和、ある国を安定させようとい

う活動に主体的に協力したほうがいいのではないかということです。

さらに私が申し上げた話であれば日本の自衛隊がいろいろ活動した中で上下で分かれて

いるのは上の方は日本の安全に関わるもの、下の方は国際社会全体の安全に関わるものと

いうふたつの分類ができ、左から右へ活動がどんどん難しくなってくる攻め手側の活動が

厳しく攻められてくる普段通りであれば PKOをやっていたりとかあるいは何か突発的に事
件が起きた時に外国にいる邦人を助けにいって返して来てあげると、どんどん厳しくなっ

ていくと実際に戦争状態になると、さっき申し上げたように自衛権を発動して自分だけが

やられているのではないのだけれど近しい国々がやられてしかも日本にも関わってくる時

には集団的自衛権を行使していくといいのではないかと限られた場面での集団的自衛権の

ことを存立危機事態という名前を付けていますけどこういった枠組みを新設しました。あ

とはその自衛権を発動する手前の場合でも重要影響事態、もともと周辺事態と言っていた

んですけれども我々の周りの国などで事件が起こってきて日本に波及しそうになった場合

に自衛隊が他の国と主として米軍と協力して活動するのがあるのではないかと。それがこ



の上の部分です。他方、下の部分というのは PKOではないのだけれど、多国籍でいろいろ
なことをやる時に日本が後方支援をしてやりましょうと。ただここに罰点が付いてるのは

日本は別に地球の裏側へ出かけて戦争するということは想定していないのでこの部分は罰

点を付けていますというのが平和安保法制の全体像になっていまして、非常にわかりにく

いのは平和安保法制の法令集を買ってきてみても最初に平和安保法制の第１条はなく、そ

れぞれこの部分というのはひとつの法律ですなわち国際平和支援法というのは新法と書い

ていて１本の法律です。それ以外１０本のこれまであった法律を少しずつ変えているので

法令集でどこが変わったのか分かりにくいですが、今までやってきた自衛隊の活動の穴を

埋めるところをうまく埋めていってなだらかに効果的な活動をやろうとしているので穴を

埋めた結果が１０本の法律をまとめて通したという形になっているのが全体像がつかみに

くくなっている原因のひとつだと思いますけれども、構造はこうなっていると言えると思

います。

では平和安保法制とは何なのかということですが、もう少し局面を整理して方向性を変

えて説明しますと、１４～１７ページまで平和安保法制に関してよく議論された論点につ

いての質問に対する回答のかたちで説明した資料を作ってみました。ひとつは平和安保法

は戦争法であるというご批判があるのですけれども、これはこういう法制を作ったら戦争

を始めるに違いないというご批判だと思いますけれども申し上げたように戦争がしたくっ

てやっているわけでなくて、我々が攻められた時に攻められなくても国際社会や日本の周

辺で紛争が起きていて今のうちに少しずつ自衛隊が出て行って手当をしているとこの紛争

は拡大しないのではないか、あるいは日本の方に降ってこないのではないかと。もっと言

うとそういうような法律的な手当をしていることによって自衛隊はいろいろ備えているか

ら攻めない方がいいという考えをもってもらおう、しかもそういった訓練を普段から自衛

隊がしておこうというのがこの法制であって戦闘を仕掛ける法律では当然ありません。こ

ういう法制ができると他の国に嫌がられるということは他の国に危険視されるだけで国際

関係、外交関係を害しているご批判もあったのですが、さっき申し上げたように多くの国

は歓迎してくれています。もちろん日本を攻めようという国があれば反対するに決まって

いますけれどそうではない限り違いますし、抑止のため、備えるためにやっているわけで

あって、我々は戦争するためにやっているわけでない以上ご批判には当たらないのではな

いかというのがふたつめの答えです。なぜ急いで法整備したのかというと国会で非常に長

時間かけて国会の前にも長期間政府と与党の間で相談をしながらやっていますので急にや

ったわけではない、急にやったというよりはここ２０数年かけて自衛隊がいろいろな活動

してきた中でやはり穴があるのだというのを自分で認識してやっていますので別に急にや

ったわけではない、ずっと考えてきたという意味で言うと自民党政権、今の安倍政権の前

は民主党政権でしたけれど民主党政権の時もいろいろな平和安保法制とは言いませんので、

先程自衛隊の関係の法制のここを動かした方がいいのではないかここを変えた方がいいの

ではないかという議論は実際あったので、そういったものの積み重ねの中でやっているの

だと。４番目の所は国会承認で自衛隊がいろいろな活動をする時には強さに応じて国会承

認をきちんとやりましょうということになっているのですが、それは大丈夫なのかという

ことですけれども衆参両院の承認がないとこういった活動はできなくなっていますのでこ

れは衆議院で多数を握っているからといって何でもかんでもできるわけではないと。事後



承認、急いでいる場合は事前承認ですけれど、事前承認、事後承認が入っていますので国

会のチェックは行き渡っていますよと。もうひとつちょっと違う質問がありまして、これ

は徴兵制につながるのではないかと、若干私にはよく分からなかったんですけれども、要

は自衛隊は平和安保法制に通ると自衛隊の人気が下がって自衛隊に入隊する人が減り、頭

数がそろえられないので徴兵制になるのではないかという２～４段論法になってるんです

けれども徴兵制は今の憲法の解釈上憲法の１８条の意に反する苦役の禁止というのがあり

まして当然に認められていません。したがってやろうと思ってやるものでありません。し

かも徴兵制と集団的自衛権は直接関係はありません。例えばスイスは永世中立国で同盟国

はいませんけど徴兵制です。逆にお隣の韓国は徴兵制ですけどアメリカと同盟を組んでい

て集団的自衛権を行使する立場にあります。したがってその集団的自衛権があって徴兵制

の国もあれば集団的自衛権もなくて同盟国もなく徴兵制の国もある、徴兵制もなく中立国

の国もあれば、徴兵制があり集団的自衛権を行使しうる国もあります。ここに直接的な関

係がない、徴兵制はどちらかというと世界的には減る傾向にあります。最近ですと台湾が

やめるという話がありますけれどもスウェーデンかどこかがやめるといって復活したんで

すけれどもちょっといろいろな動きがあるんですけれども日本の周辺で徴兵制をきちんと

引いているのは韓国とシンガポールぐらいだと思います。ベトナムは少しあるとかバリエ

ーションがあります。したがってそんなにあるわけではないです。

あとは、個別の話なので存立危機事態の対処のところも多くの憲法学者が違憲と言って

いらっしゃるけど私も大学で憲法をちょっと勉強したことがあるのですが私は違和感なく

論理を受け入れているんですけど私と憲法学者の皆さんでは論理的な学会的な重みが違う

ので萬浪が言っているから憲法上正しいとはいえないと思いますのですが、ただ、いろい

ろなご意見が憲法学者にあるんでしょうけどそもそも政府自体もなんでもかんでも集団的

自衛権を行使するといっているのではなくて日本に非常に影響がある場合、日本自体を放

っておくと危ないという、あるいは日本自体が既に相当危ないと言う時しか集団的自衛権

を認めないことにしていますのでここは何でもかんでも認めるというわけではないのです

よと。同じく海外の戦争に参加することになるんじゃないかという風に言っていますが。

さっき申し上げたように外国に空爆や地上軍を送り込んで戦争を行うのは憲法違反ですし、

別にそういうことは想定していないという風に言っていますのでこれも御懸念に当たるの

ではないかと。

歯止めがなくアメリカの戦争に付き合うと、今のアメリカは海外で戦争をあまりしよう

としていないといいますか、イラクとアメリカがあって、ちょっと引き気味になっていま

す。トランプ政権になってシリアにいる IS、イスラム過激派に対してどう対応するかとい
うのはまだ残っていますけど、少なくともアメリカが日本に付き合えと言ってきているわ

けではないんですけれども、それはさておき、政府がきちんと決定し、さらに国会で承認

を得ないとできないと、しかも法制上は国連の決議がないと出せない、海外に自衛隊が行

く場合のものには引っかかりがなされているんですけど、それだけではなくてきちんと個

別に判断するのでどこかの国に言われてそのまま何も言わずにくっついて行くというもの

ではないです。しかも我々が例えば後方支援の場合アメリカなり多国籍軍が武力の行使を

含む活動をしている時に後ろで支援をすると言った場合でもそこはきちんと分類をして我

々は戦闘行為、国際的な紛争が起きている所では活動しませんということを法律にきちん



と書いておりますのでここでも戦争に巻き込まれるということではないだろうと。

もうひとつは国連 PKOの場合ですけれどもこれも駆け付け警護はあとでもう少し詳しく
言いますけれどこういった新しい活動を自衛隊がやるとリスクが上がるんじゃないかとい

う話がありました。自衛隊の隊員さん達がかわいそうじゃないかという風に言われます。

もちろん隊員さんがかわいそうにならないように我々は万全を期するわけなんですけれど

も、ただ、PKOに自衛隊が行くというのは文民、一般市民のみなさんが、PKOで協力する
のとは少し違っていてそれは一定のリスクがあって、例えば紛争がまだ収まらないとある

いは紛争が一応は収まったと言うことであったけれども急に何か起きるのではないかとい

うことかもしれない中で、丸腰でない自衛官を送る必要があるので自衛隊が行っているの

であって、自衛隊の人たちはそれに対応できる訓練も積んで装備も積んで部隊をきちんと

組んで練度を上げて行っているのであって対応できる範囲のことしかやりません。したが

って、これは対応できるからやるんだと。もうひとつは自衛隊の活動には常にリスクを伴

いますけれどきちんとした任務と権限を、すなわち、こういった任務をして何かあった時

は武器を使って守りなさいと、こういう風に対応しなさいというような権限を付けて訓練

をした上で行きますので、これはリスクと言ってもきちんと対応していけば部隊全体のリ

スクの低減にもつながっていくんだという風に考えています。あとは、米軍の武器は今日

はあまり説明しないので飛ばしますけれどもこれも戦闘行為そのものには近づかないよう

にしていますのでご批判に当たらないだろうと。

最後になりますが、これだけ説明して終わりますけれども、一番最近皆様方に自衛隊の

活動でテレビとか新聞とかご覧いただいて出てきているのは南スーダン、ごく最近は日報

問題ということで自衛隊が部隊から東京の方に送っている日報をなくしちゃったと言って

いたら見つかったのはお騒がせしますけれど、見つけたものはきちんと国民の皆さんにお

見せしますのでそれはご容赦いただきたいんですけれども、他方でその前、去年の１１月

頃に話題になったのは駆け付け警護というのがありますけれど、自衛隊の PKOの活動の中
で今まで自衛隊は武器を使わないで守るというのは自分だけを守れなかったと、自分とい

うのは Aさんという隊員がいて、Aさんだけではなくて、隣に Bさんという隊員がいる、
また隣に Cさんという隊員ではない NGOの人たちあるいはその一般人の通訳の人々と守
っていかないと、萬浪の部隊と一緒で萬浪という人も武器を使って守ってもらえたと、と

ころがこれは一緒にいないと守れないもので、すなわち自分を守るためにしか武器使用が

できないという風に法律に書いていたのですが、駆け付け警護というのは A、B、C、Dさ
んという人がいて自分たちがこの地域にいてその場合はみんな守ってあげられるんですけ

ど、少し離れたところで活動をしている場合、南スーダンでいうとアフリカ大陸の少し左

側にあるんですけれども日本の 1.7倍ぐらいの面積があり、南側に面した首都のジュバと
いう街で活動します。日本の自衛隊の活動領域は南スーダンの南側だけです。そこで活動

していてジュバで活動しているジュバの向かい側で危険にあったので助けてくれと。今ま

では助けられませんと言わざるをえなかったのですけれども、国連のある考えでもある任

務をやるために武器を使って同じ活動をしている他の人たちを守れますと言っているので、

そこに駆け付けていいのではないかと。もちろんそれをやるには厳重に、駆け付けた結果、

戦争が始まってはいけませんので、戦争を始めるような人がいるかいないかというのをき

ちんと確認した上でしかできないという要件を法律上書いたのですけれどもそうしたもの



を厳重にやった上でこういった駆け付け警護を南スーダンですと日本だけでなく、中国、

韓国、インド、モンゴル、ネパールとか東アジアの我々のご近所さんもいて、日本と中国

がずっとけんかしているわけではないのですので南スーダンではとても仲良くしているの

ですのでそういった他の国々も持っているのと同じ権限ぐらいあげてもいいでしょうとい

うことで去年の１１月に PKOの計画が半年に１回変わるのですがその計画を変えて駆け付
け警護をできるようにしました。しかし、実際に駆け付け警護はまだやっていません。ま

だ、駆け付け警護をするような状況が南スーダンで起きていないのでやっていないのです

けれども何かあったらこういった活動ができるようにしました。この活動自体もやるとい

う話が出てきた時は９、１０、１１月の新聞、マスコミの世論調査では半数、50数％が南
スーダンで駆け付け警護をすることは反対で、賛成は 20数％が朝日新聞とか時事通信の世
論調査の結果でしたが、１２月の読売新聞が調査した時は南スーダンで駆け付け警護をす

ることを評価するか調査したところ、評価するが４８％、評価しないが４２％というのが

あって、さっき申しあげましたが、私たちがきちんと説明しているからなのか、国民の皆

様に自然と理解していただけたのか分かりませんが、だんだん国民の皆さんには理解をし

ていただいているのではないかと思いながら実はその統計もつい最近まで取っていただき

たかったのですけど、１２月より後の世論調査の結果は出ておりませんのでよく分かりま

せんけど、いずれにしてもこういったことを国民の皆さんに理解していただきながらやっ

ていくというのが防衛省、自衛隊、あるいは全体的に日本国の活動として必要じゃないか

と思っており、本日の場面も平和安保法制について皆様方に御理解いただくひとつの貴重

な場だということでつたないながら４０分以上ではありますけど御説明させていただいた

というものでございます。御清聴ありがとうございました。

司 会 ： 萬浪参事官どうもありがとうございました。

ここで、会場の皆様から御質問がございましたらお受けしたいと思います。

なお、御質問の内容につきましては、お名前は掲載しない形で当局のホームペ

ージに掲載させていただききますので、あらかじめご了承いただきたいと思い

ます。また、写真記録等をされる方がいらっしゃいましたら、あらかじめ、こ

ちらの方に言ってください。それでは、ご質問のある方がありましたら、挙手

をしたらマイクを持った係員がお伺いしますのでお願いしたいと思います。

【質疑応答】

質 問 者 ： 今北朝鮮に拉致被害者がたくさんおられるということになっておりますけど、

自衛隊が救出に向かうことができるのかどうか、日本人の方の自衛権という意

味で。それともう１点ですけれども朝鮮半島で韓国は大統領選挙になるか何が

起こるか分からないのですけれども、そういう例えば内政情勢とかそういうこ

とが起きた場合に自衛隊は島根県のというか日本国の領土の竹島の奪還という

ようなかたちで行動を起こすことができるものなのでしょうか。今日の話と関

連があったのかどうかは分かりませんが教えていただきたいと思います。

参 事 官 ： はい、ありがとうございます。ご質問いただきまして、どちらも非常に難し

いご質問をいただきました。



１点目は拉致問題、拉致の被害者の皆様を救出できるかという国会などでも

何度か議論されたお話でもあります。お話をふたつに分類しなければならない

のですが、自衛隊が自衛権を行使できるという戦争状態の場面になっていたと

すると戦争に対処する一環としていろいろなことができますので、三要件を満

たしている場合にこの中の活動としてできる可能性というのは排除されないと

思います。他方、非常に難しいのはまだ、戦争状態になっていない中で助けて

いいかというと邦人の輸送、保護についてはその邦人がいる国が入ってきてい

いと言わないと助けられないというシステムになっていまして、その北朝鮮が

入っていいと言うとは思えない国に入っていって戦争状態になる前から助ける

のはかなり無理があるのではないかと。裏を返しますと戦争状態でない状態で

日本が相手国に入ってきていいよという前に無理矢理入るといきなりその時点

で戦争になりますのでそこは難しいのではないかと。したがって場面場面によ

って違うと。

あとは韓国竹島の話ですが、竹島の奪還というのは非常に簡単な御説明だけ

させていただくと安保法制の場面では攻撃されれば自衛権を発動できるという

ことまでしか書いていません。そこから先は日本の領有権がある島に対してど

の程度のことをやるかは別の政治的な判断になろうかと思います。したがって、

いろんな国際環境がある中でどのような選択肢をとるかはその場面によってい

ろいろありますのでおっしゃったもの全て否定するのではないのですが、今で

いうと日本が友好国である韓国との間でそういう問題を抱えているわけですが、

今取り返しに行くというのは政治的判断ではなされていないということだと思

います。お答えになっているのかなっていないかは分からないのですけれども。

司 会 ： 時間も押しておりますので、また、第２部の後で第１部の質問も伺える時間

を設けさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは萬

浪参事官どうもありがとうございました。改めて拍手をお願いいたします。

参 事 官 ： 御静聴ありがとうございました。

司 会 ： ただ今から、約１０分間の休憩を取らさせていただきたいと思います。第２

部は１９時１０分から開始させていただきますのでよろしくお願いいたししま

す。

【第２部講演】

司 会： それでは、時間になりましたので第２部に入らさせていただきます。第２部

は、防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室 渡邊 武 主任研究官か

ら講演をいただきます。渡邊主任研究官は、平成９年、東京都立大学法学部を

卒業後、平成１２年、慶應義塾大学大学院で政治学専攻修士課程を修了された

のち、平成１４年から防衛省防衛研究所に勤務されまして、現在に至っておら

れます。ご専門は朝鮮半島の政治と安全保障と伺っております。本日は、「北朝

鮮の政治、外交、軍事」と題しまして、お話をしていただきます。それでは、

渡邊主任研究官、よろしくお願いいたします。



【講演】「北朝鮮の政治、外交、軍事」

防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室

主任研究官 渡邊 武

どうも、初めまして。渡邊と申します。本日は「北朝鮮の政治、外交、軍事」といたし

まして割と幅広い題名のかんじでお話させていただきたいと思います。新年からいろいろ

ありましたが、実は北朝鮮は動きに一貫性がないような国ではないです。けっこうやって

いることははっきりしています。

今年、金正恩が新年の挨拶といたしましてこんなことを挨拶しました。まず大陸間弾道

ミサイル発射実験の準備が最終段階に達したと。「金日成－金正日労働階級」による闘争。

これ意味分からない言葉ですね。要するに敵がいてそれと闘争するために我が国の労働階

級がということですけれども、日本語的に言うならばどれぐらい変に聞こえるというと例

えば「渡邊武労働階級」ということですね。意味分からないのですけれども合理性はあり

ます。

それぞれ一応北朝鮮が抱えてきた課題というものが反映されています。その課題という

のは割と一貫性がございます。ひとつは米韓軍による外部の脅威ということであります。

もうひとつの「金日成―金正日労働階級」ということですけれども、何でそんなことを言

うのかというと内部の脅威があるからです。それは実は韓国です。韓国自身は韓国の政策

決定している人は分かっている気がしますが一般の人は割と鈍感です。そういった話を今

日はしていきたいのです。

先に米韓による外部の脅威の話からさせていただきますがそれが反映しているのが韓国

が対応している韓国版の集団的自衛権問題のようなもの、それが THAAD（サード）問題
です。THAADつまり、高高度のミサイル防衛になるわけですが、北朝鮮の能力がどんど
ん変化していることが反映していて、彼ら自身も集団的自衛権の問題をいろいろ考えなけ

ればならなくなっているところはあります。

資料には在韓米軍の戦略的柔軟性という言葉を書かせてもらいましたが、これは元々

2000年代の半ばぐらいから出てきた課題でした。どういう課題かといいますと、これは
日米安保条約６条のようなものです。６条で「極東」の有事に米軍が行動することになっ

てますね。ネット等で調べてもらえば分かると思うのですが、米韓の条約にはこういう条

文がないです。米韓条約でも「太平洋地域」云々と書いてあるのですけれど結局、アメリ

カ韓国それぞれの国内で集団防衛を発揮することになっています。米韓同盟では「極東」

みたいな韓国領域外の東アジア地域というものは条約の適用範囲から外れてきすね。

具体的にはどういうことかというと韓国が公海上の米軍の艦艇を守る義務は、実はなか

ったということです。2000年代の初めぐらいから韓国は「韓国型ミサイル防衛」という
概念を進めてきました。新聞とかよく見ていらっしゃる方はよくご存じかもしれません。

韓国型ミサイル防衛に基づいてやるとどういうことかというとアメリカのミサイル防衛に

参加せず韓国領域だけ防衛します。韓国領域に飛んでくるミサイルだけ迎撃しますという

ことです。なので公海上とかアメリカ軍の艦艇に飛んでくるミサイルは私は知りませんと

いうことです。



韓国は２年ごとに国防白書を出しているのですが、前回の 2014年の国防白書で初めて
こういう図を出しました。この図を見てみますとイージス艦（Aegis radar）が出てきます
が、ミサイルが飛んできていくつかの装備で打ち落としたりしているらしいのですけれど、

イージス艦は何もやっていません。レーダーは働かせることになっているのですけれど要

撃のミサイルは飛ばさないのです。普通イージス艦持っていたら飛ばさないといけないの

ですが、何故飛ばさないかというと韓国領域だけ防衛するのを維持したかったからです。

そのような概念でずっとやってきたのですが問題はなんで 2000年代からそのような概
念でやってきたのに 2014年にこの図を出したかということです。この図を出したのはこ
れから違うことをやる必要があったからです。これから在韓米軍が THAADを入れるので、
それと総合して運営していかなければならないと。

THAADのもうひとつの特徴はリンクができるということです。いろいろなミサイル防
衛のアセットとリンクができるということは東アジア地域のいろいろなミサイル防衛のア

セットとリンクできます。つまり、韓国領域を越えた問題がいろいろ関わってきます。そ

れをやらなければいけない以上、どうやって今まで自分がやってきたこととの一貫性を説

明するかという問題があって改めて図を作らなければいけなくなったのです。

初めて公式の韓国型ミサイル防衛の図を出すことで、いままでと違うことをやる準備を

始めたのです。その証拠にその後、2016年の図は Early warning radarにあたるところが実
は変わっているのです。2016年の国防白書では妙に具体的になっています。最初、2014
年版はどこにでもある抽象的なパラボラアンテナのようなものが描いてあったのですが、

2016年版だと THAADのレーダーにとてもよく似ています。国防白書にははっきり書いて
いないですがこれは THAADの図です。さらに国防白書はアメリカ軍の総合運営を密接に
これから強化していくという風に書いてあります。つまり、やらなければいけなくなった

のです。

安全保障は好き嫌いではありません。やらざるを得なくなるとやらなければなりません。

何故やらざるを得ないかというと北朝鮮のミサイル防衛が拡大しているからです。どうい

う風に拡大したかというと北朝鮮は射程を伸ばしてきています。特徴的なのが大陸間弾道

ミサイルも含めて北朝鮮の基礎になっているのはソビエト連邦が持っていた潜水艦発射の

弾道ミサイルです。それが SSN6で、それを基礎にして作ったものが多く、北朝鮮の SLBM
やムスダンと言われるミサイルもそうで、だいたい液体燃料だったのです。それが固体燃

料になりつつあります。つまり、どんどん進歩してただコピーではなく、液体燃料を使う

ロケットを固体燃料のロケットに置き替えることができるのです。

昨年までに SLBMの固体燃料化というものが見えてきたわけです。と思ったら地上から
発射実験をしたのです。「新型」としか今は呼んでないのですが、そのうち名前が付くの

でしょう。北朝鮮は「北極星２号」というわけなのですが、つまりだんだん進歩していっ

ていると。

問題はそれだけではなく、北朝鮮は非常にお金も資源もないと言われつつも、射程が長

いものだけでなく短いのもそれはそれで発展させているのです。これが深刻な問題なので

す。これがあるから射程が長い方も非常に生きてきます。西側で KN02と呼ばれているも
のがあるのですが基礎になっているのがソビエト連邦の SS21です。私以上の年齢の方は
何となく憶えているかもしれませんが冷戦期のことを思い出してください。冷戦期にヨー



ロッパの方で騒いでいたものが SS21です。つまり非常に正確性があって射程は短いです。
でも固体燃料でどんどん飛ばすことができるのです。何で射程が短いかはわざとなんです。

KN09というものがあります。多連装ロケットといわれるものなのですけれどもトラック
みたいな車両の後ろにロケット発射する筒がたくさん付いている類いの兵器の最新版で

す。どうも中国の技術を使っているとも疑われています。そういう新しいものを出してい

ます。

金正恩になってからの一連のミサイル発射にそういう新しいものも混じってます。その

何が深刻かというとソ連の SS21の時も同じなのですが、Decouplingと呼ばれるものです。
couplingの逆です。couplingというのは男の人と女の人がカップルになる話ですね。この
人たちが一緒になったらまずいから別れさせるのが Decouplingです。NATOみたいな同盟
関係を分断させるということです。

同盟というのは先程の集団的自衛権の話と同じですが、我が国の安全保障に非常に密接

に関わっているから助けに行くとかそういうことになるわけで、つまり同じ脅威を抱えて

いるから助けに行くのです。しかし射程をバラバラにすることによってアメリカと同盟国

の直面する脅威を分けさせることができるのです。私がその気になったら戦争をアメリカ

から遠い戦域内で完結させることができるという風に見せるのです。でもアメリカさん、

君が介入したら、そっちまで届くミサイルがあるから報復するよ、ということなんです。

今、例を出したヨーロッパで言いますとソ連はアメリカに問いかけることができたので

す。アメリカさんあなたは最終的に勝てるのかもしれませんけれど、カリフォルニアかど

こだか知りませんけれどもどこか犠牲にしますからねと。あなた他人を助けるために犠牲

を払う気あります？でも、よく見てね？僕はこの中で戦争を終わらせるような能力もある

んだからあなたが手を出さなかったら全部ここで終わるのですよということです。そのこ

とによって長射程のミサイルの脅威というものをものすごく顕在化させることができるの

です。これが長射程だけだったらアメリカと韓国が団結して終わりかもしれません。だけ

どバラバラにしているのです。お前は手を出す必要もないし、出すこともできないのかも

しれないと。手を出すことによって犠牲を払うのかもしれない、韓国のために自国民を犠

牲にできますか？最後に戦争に勝つことが目的ですか？違いますよね？という風になりま

す。

アメリカ自身はそんな迷いはないかもしれませんがこういうこと自体が同盟関係の中に

不信感を生み出すことができるのです。レーガン政権の時でした。レーガン政権は不信感

を防ぐためにミサイル防衛をやろう、当時は SDIですが、そう言ったわけです。それがあ
れば米国は介入するときに本土に被害が及ぶ不安を弱めることができます。だからミサイ

ル防衛が必要だということになっていきます。韓国がだからやらざるを得ないんですね。

もうひとつ問題があるのですね。米韓の連合作戦というのは冷戦期のような環境を前提

としてずっとやってきました。かつてはどういう環境だったかというとアメリカが圧倒的

な海軍力なんです。ソビエト連邦が冷戦期にアメリカに追いつこうとして「ミンスク」と

か空母みたいなものを作ってみたりとかしてきたわけですが、その時は誰もアメリカに追

いつくことができなかったのです。そういう圧倒的な優位が変化すると米韓連合作戦のた

めの増援訓練が危うくなるんです。韓国の人たちもそこら辺に気を遣っていなくて真空地

帯、安全な外の地域があってそこを通じて自動的に増援部隊が来るのだという前提で考え



る傾向があったんです。

でも後方基地が結局守れなくなりつつあるじゃないですか。守るための手段を持たなけ

ればいけなくなるということなのです。具体的には日本のまわりの海を増援部隊が通って

いくわけですね。そのときにはロジステックスの基地である日本がすごく重要なのです。

どっちも放ったらかしにして守ってくれる時代じゃなくなったのです。

ミサイル防衛能力を伸ばさないという選択肢はありません。やらざるを得ないんです。

だとするならばそれが有効的に機能するためのリンクの中心となるべき THAADというも
のを韓国は導入するべきなのです。地球は丸いわけですから前方にレーダーを置けば置く

ほど有効になるのはもちろんのことです。

米韓連合作戦は何かというと北朝鮮が韓国を攻撃したときの北朝鮮への懲罰です。しか

し、それが実行されるためにはロジスティクスがしっかりしてないといけないです。物資

もどんどん供給されなければいけません。増援部隊がどんどん行かなければいけません。

それが妨げられ懲罰の実行がうまくいかないということは、北朝鮮側にしてみれば自分が

ちょっと悪さしただけでは懲罰は来ない、抑止されないということなんです。

韓国はやらざるを得ないのです。安全保障が好き嫌いではないと先程申しましたが、不

思議に思いませんか？いろいろ日本と歴史問題を抱えていて歴史問題が解決されないと韓

国は日本と協力できないのだと言ってきたのに今の韓国はそうでありながら THAADの導
入に関して割と進歩派の軍人の大統領候補がいますけれども曖昧なこと言うのですね。

THAADを絶対やらないと彼ですら言わないのです。なぜかというと選択肢がないからで
す。日米韓で協力しないと日米韓連合作戦がうまくいかないと。大統領選挙の結果が分か

らなければ何ともいえませんが、もし本気で THAADを潰そうという人がいるならばその
人は大変な努力を要するようになると思います。何かの代案を出さないといけなくなるの

です。国防は好き嫌いではありませんし、その国内政治上の合理性だけで決められるかと

いうとそうではないということになってまいります。

もうひとつ、中国の問題も出てくるのですね。今まで韓国は中国と経済上の関係が深い

から関わる米国との協力をやらないと言われてきました。そのうちのひとつがミサイル防

衛です。何が変わったかといいますと中国の行動が怪しくなってきたのです。米韓連合作

戦に対して中国は 2000年代の後半にアジア太平洋地域全体で米海軍と競合関係になって
いったわけです。米韓連合作戦をやるためアメリカ海軍が大規模に動員されていく時、つ

まり朝鮮半島の有事にだけ中国が中立的になって指くわえて見ているのでしょうか。そう

言える証拠がたぶんないのです。

韓国の研究者と話すことは機会があるのですけれど、昔から中国に対して話がずれてい

ました。しかし国防当局は気付いているように思われます。アメリカの「弾道ミサイル防

衛見直し報告」というものが 2010年にございました。その時に言われていたのとだいた
い合致するような行動を韓国の国防部がし始めました。報告で言っていたのは台湾に限定

されずに地域の海軍施設、米国軍の海軍、地域の盟邦の軍事施設が中国の弾道ミサイルに

脅かされつつあるということです。台湾も越えると、朝鮮半島と日本が標的ということに

なります。そしてこの報告は韓国は日本と同じようにミサイル防衛のパートナーとも言っ

ていたわけです。つまり、ようやく６年経って報告で求められていたような行動をし始め

たのが韓国ということになります。韓国は諦めてやらざるを得なくなったことになります。



さて、この後ちょっと違うこと言いたいと思います。北朝鮮にもうひとつ別の脅威にも

直面していると申しました。「金日成ー金正日労働階級」という訳のわからないことを言

っています。なぜ、「朝鮮」の労働階級というだけでは足りないのかと言うことです。こ

れは実は核とミサイルを何故熱心にやっているかということに関わります。

確かに核は抑止に役立ちます。米韓の抑止力の信頼性を低下させることができます。つ

まり報復の信頼性を低下させることができます。しかし核は必須なのでしょうか。トラン

プ政権になってから先制攻撃と言われていますが、北はたぶん心配していません。なぜか。

それは同じ議論がクリントン政権の時から言われていて実行されていないからです。なぜ

かというといざやろうとすると韓国が全力で止めるからです。

「ソウル火の海」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。ある方は結構いると思

いますが、北朝鮮は韓国との境界線のすぐ近くに多連装ロケットや長射程の火砲をずらり

と並べているのです。８０年代からその努力は始めました。つまり、だんだん自分たちが

不利になってきて戦車とかでやったら勝てないです。だから抑止力を維持しようとしてそ

ういうものを置いたのです。米韓も２撃目の前に火砲を破壊しようとしているのですが、

１撃目は抑えられません。ミサイルの方が止めるにはむしろ楽です。つまり、ソウルは有

事になったら火の海になるのです。核なんかなくても北朝鮮は米韓軍を抑止できるのです。

これを完成させた９０年代になってから北朝鮮は大胆な挑発行為を取るようになってき

ました。核外交もその後です。そのように考えてみると核は必須じゃない。なら違う目的

があるのではないかと考えてみると変なことを思い出します。

こんな写真を報道で見られましたでしょうか？ SLBMの実験をしていて敬愛する金正日
同志が指を指して「おー、飛んだ！」と言うわけです。これは抑止に役立つかということ

です。抑止というのは軍事のプロフェッショナルに対してお前が攻撃したら確実に反撃す

る、これは張りぼてではなく信頼性がある、ボタンを押したらちゃんとお前のところに飛

んでいくミサイルなんだからなと説得することなんです。技術の判断をするのにこれは役

に立ちません。将軍様が指を指してその瞬間に飛んだというのはディズニーランドで音楽

に合わせて花火が飛ぶのとあまり変わりません。つまりこれは軍事的な抑止を目的にして

いないから出した写真です。

どの写真もそうです。将軍様が見ているからといって兵器として信頼性があるのかとい

うと、そんなことはないです。軍事技術と関係ない見世物です。つまり政治競争の手段で

はないかということになるのです。

誰と競争しているのかを説明する不拡散の専門的な用語としては Norm、規範です。国
家のあるべき姿を示すというのも核の役割だとよく言われます。核に限りません。軍事力

全般にそうです。国家の姿は軍隊が示す、軍隊に限りませんが、ナショナルフラッグの航

空会社を作ろうとするんです。なぜならば航空会社があるのが国のあるべき姿だからです。

同様に核兵器がある、だいたい大国と呼ばれる国はみんな核兵器があるのではないかと。

なければならない、核があるということは立派な国になったということです。

という風に考えてみると、核の存在は北朝鮮が韓国とは違うという話になるのです。競

争相手たる韓国に、お前は核兵器開発したいと言っているけれどできないだろ、というわ

けです。なぜならば韓国はアメリカと同盟関係があるし、アメリカとの原子力協定でがっ

ちり固められているからです。南北朝鮮の政治競争です。



そう考えてみると北朝鮮の核実験の時に抑止と外敵に対する対処と全然関係ない言葉が

やたら出ていたことを思い出します。人権です。基本的人権と抑止はもちろん関係ありま

せん。ないんですけれども基本的人権はもちろん我々は普遍的な概念だと考えますが、そ

う考えない人たちがいるのです。基本的人権はつまり敵対体制そのものです。人権を掲げ

ている体制に比べて私たちはこれだけ偉大な国家を作ったという政治競争をしているので

す。だからこの核実験をする時にアメリカの腰巾着をやっていて人権の「陰謀」に荷担し

我が民族の自立性を否定している、我が民族を裏切っている南の体制に比べて我々（北朝

鮮）は我が民族の本当の誇りを示しているのだ。正しい体制はあれではなく実は北朝鮮だ

というと、これに応える人が韓国内にいるかもしれないということになります。

つまり政治勢力の対内競争ということになります。韓国と北朝鮮は違う国と思うかもし

れませんが、アイデンティティを共有してるのです。これは日本人には想像しにくく、台

湾人には想像しやすいかもしれません。

しかし世の中には体制の選択でいろいろな迷いがある国があります。迷いがあるとどの

ような事態が生じるかというとルーマニアのような事態になるわけです。見渡しますと私

以上の年齢の方が多いのでご記憶かと思いますが、市街地でルーマニア国軍が体制側の機

密警察に向けて銃を撃つのです。迷いが起きると何が起きるかというと国防が政治化する

のです。普通、軍隊は外と戦うわけですから、行政の中立と同じで軍隊も政治的に中立で

す。政治的な判断にも関わらず任務は決まってます。ところが体制の選択肢がもうひとつ

ある、実はこの体制ではないのではないかということになりますと国を守る場合どの命令

に従うのか、誰を守るのかという政治的な選択肢が生じるのです。そうするとこういう事

態になります。

つまり国を守るプロフェッショナルが目的を達成するために守る体制はどれかという判

断をしなければならないのです。南北朝鮮はそのような問題があるのです。分断国家とは

そういうことです。先程言った台湾もそういうことです。台湾の将軍がスパイになること

がよくあるのは、敵対する体制が正しいかもしれないと思うからです。日本の九州の人が

中華人民共和国が正しいと言うことはたぶんないです。でも台湾の人が中華人民共和国が

正しいと言うことはたぶんあり得るのです。同じような理由で韓国は民主主義国家であり

ながら思想統制のための法律が今もあるのです。つまり北朝鮮の生存とは、自由民主主義

体制たる韓国との内部闘争になります。

ややこしいこと言っていますが、何となくイメージ湧きましたでしょうか。つまり、ル

ーマニアで言うところの体制に敵対してくる自由民主主義を掲げる民衆の勢力にあたるも

のが、北朝鮮にしてみるならばすぐ隣にはじめからいるのです。韓国です。そういう競争

をずっとやってきたのが南北朝鮮と言うことになります。これは国内政治の説明する時に

使う図（シャットシュナイダー『半主権人民』の円系図に基づく）なんですけれども黄色

い線が政治勢力の境界線と思ってください。つまり、立場の違いがなかったら政治勢力は

生まれません。政党がまったく同じ立場だったら存在意義がなくなってしまうので、それ

ぞれ違う立場である必要があります。

体制をめぐってこうした政治的な勢力争い、選択肢があることが問題なので北朝鮮は唯

一思想体系というものを 1956年からずっとやってきたわけです。唯一というのは１人の
指導者しかいません。つまり、日本の首相にあたるような人が、違う人物になるというの



はあり得ないわけです。政権交代はなく、別の金さんではなくこの金さん１人しかいない

ということです。

最近の話題で関心があるのではと思いますので多少アップデートして説明しますと、先

頃の暗殺問題につながります。北朝鮮はよくロイヤルファミリーといいますが、イギリス

のロイヤルファミリーと全然違うところがあります。国民の前でこの人がダイアナ妃とか

言わないし、ずらりと王族を並べないのです。複数の王子を並べないというやり方を唯一

思想体系でやってきた理由は、国を守るのは誰に従うことなのか、迷わないようにするた

めです。軍隊のコントロール、それをシビリアンコントロール、文民統制と現代の言葉で

言うのですが、実はそれこそ前近代の時代までずっとあることです。

それは王政の時代からありました。王子様がたくさんいたならばそれこそオスマントル

コみたいに王子様同志が戦い合うことになるのです。それが起きないようにしているので

す。張成沢という No.2の人物が処刑されたというのは何が問題かというと金正日と並ん
だ写真を撮ったからだと指摘されています（アジアプレス『リムジンガン』第 7号）。並
んだ写真を撮ってもいいじゃないかと思うかもしれませんが北朝鮮ではそのような写真は

出てこないのです。あれが出てきた時に我が国は変わりつつあるのではないかと思った人

がたくさんいたそうです。ありえないからです。並んで撮ったら対等でこの人でもいいと

なるからです。

金正恩になる時には集団指導体制をとるかもしれないと広く議論されていましたが、そ

の根拠はほとんど彼が若いということだけでした。発言力のない朝鮮半島研究者の何人か

はそんな馬鹿なと言っていたのですけれども、なぜなら唯一指導体制だからいくつも指導

者がいてはいけなからです。集団指導はやってはいけないし、並んだ写真を撮ってもいけ

ないのに撮ったのです。張成沢が処刑された時に何が問題だったかという判決文で「改革」

等という米韓の側が言いそうな概念を使ってクーデターを起こそうとしたと説明していま

す。実際にクーデターを起こす力があったのかは私は疑いますが、問題は並んで撮ってい

て別の代替体制を作るかのようなことを考えうる立場になっていたと言うことなのです。

さて金正男も改革開放を公言していたわけです。新聞の解説等で彼は代替指導者たり得

ないのに誤解で殺された、かわいそうだと書いてありましたが、私は同意しません。ロイ

ヤル・ファミリーの一員たる立場で公の場でそれを言った、このこと自体が危険ですとい

うことになるわけです。

体制が競争をする相手が韓国なのに、韓国のようなことを言ってはいけないのです。い

ずれ経済のやり方変えるにしても韓国のいう「改革」を受け入れるような形にしてはいけ

ないのです。体制の競争が続いていて、いずれが国家を偉大にしたかという韓国との競争

です。冷戦終結の時に、経済で明らかに韓国が勝利したので「朝鮮で体制間の競争は終わ

った」とみんな言いました。これも研究者の間で意見のギャップがあるのですけれども終

わってないのです。終わっていたら北朝鮮は東ドイツみたいに吸収されなければいけない

のです。ルーマニアみたいに崩壊しなければいけないのです。なぜ崩壊していなければな

らないかというとまだ北朝鮮は挑戦し続けているからです。自分たちが韓国より偉大な国

家として競争力のある何かを持っているからです。

ということでさっきの話に戻っていきます。争点によって政治勢力の境界線は変わりま

すが、争点が経済だったら赤い線で示した南北の境界線を越えて北朝鮮領域の方に韓国の



勢力が入ってくるはずなのです。北朝鮮の中に韓国派がどんどん出てくるはずなのです。

それこそルーマニアの事態になります。つまり、例えば A党が B党に負けていくとする
ならば B党の支持者が A党に流れていくのと同じです。流れていくはずなのです。
それが起きないのはなぜか。金正恩は経済と違う争点を出しているからです。ドナルド

・トランプもですが有能な政治指導者というのは争点をどんどん出していき、自分に有利

な対立軸を作り出します。下手すると負けそうになるなかで金正恩も自分に優位な争点を

出しました。それがつまり民族の「自主」なんです。

核というのは民族の自主性を示します。南北朝鮮には屈辱の近代史を晴らせないという

共通した不満があります。大国にコントロールされた時代を払拭するためには大国に対抗

してこれだけ偉大な国になったと示さなければいけません。核開発をアメリカにコントロ

ールされているというのはものすごく耳の痛いことです。実際北朝鮮が「自主」を言いな

がら核開発をして以来、韓国内で何が起きたかというと抑止論では説明出来ないような核

開発の主張が山ほど出てきたのです。つまり北朝鮮が言っているこの争点というのは完全

にすっとぼけた議論でなくて実はポイント得た争点であるということになります。人権こ

そが自由民主主義を体現しているとそれがアメリカの腰巾着ぶりを象徴しているのだとい

う、代替体制の否定の仕方はとても歴史を踏まえているのですね。先程言ったルーマニア

の歴史を踏まえています。

私も含めた半島研究者の多くが知らなかったのですけれどもヘルシンキプロセスという

ヨーロッパ研究の言葉があります。私はいつこのことを知ったかというと北朝鮮がこの言

葉を使っていたから知ったのです。北朝鮮はヨーロッパのことをよく見ているのです。そ

してルーマニアのことをよく調べているのです。ヘルシンキプロセスは人権概念が東側で

否定できなくなって代替体制、自由民主主義が否定できなくて潰れていったという話です。

北朝鮮はそれを拒否すべく正統性を強化すべく核開発をした。それをする理由としては韓

国の行動があります。

朴槿恵さんは最近目立たなくなってしまいましたが、政策構想として「信頼プロセス」

と言っていました。信頼プロセス、ヘルシンキプロセスは名前が似ている、だけでなく人

権を普及させるという内容が同じなのです。さらに、複数主義体制による民主主義体制の

統一といっているわけですが、この統一国家はなんだと思います？北朝鮮は残るわけない

じゃないですか。

北朝鮮は前の政権も同じなのですが、そういうことを韓国が強調するときに首脳会談を

しませんでした。「信頼プロセス」の朴槿恵政権で北朝鮮が首脳会談をするわけがなかっ

たのです。北朝鮮が第７回党大会で目新しいこと出さなかったと言われていますけれど、

強調したのは実は自主統一です。自主が正当性の源泉だと申しましたが、1980年の前回
の党大会の言葉と同じなのです。前回の党大会と同じことやらなければいけないからです。

同じ脅威に一層強い形で直面しているからです。

つまり自主統一は、北朝鮮の体制を守るための言葉なのです。統一は我が民族が独立を

完成させる瞬間なのだから、アメリカという外部勢力の影響を受けた自由民主主義体制が

全てを支配することがあってはならないというのが自主統一です。かつ、平和的でなけれ

ばならないです。だから「連邦制」でいきましょうと。つまり、我々は無理やり統一しよ

うとしません。仲良くやりましょうと。つまり連邦制はどういうことかというと統一しな



いということなのです。アメリカみたいな連邦制をするのではないのです。バラバラで、

下手すると国連の議席もバラバラです。どこが統一なんだということなんですけど北朝鮮

の合理的選択は統一しないことなのです。統一すると飲み込まれてしまいますから。でも

「統一」自体は否定できないが故に「統一」の定義を分断と同じにして、それを正当化す

る言葉が「自主」になります。

北朝鮮は自分を守るために、自分の側の領域を「自主」をかかげる自分の勢力だけで埋

めなければいけません。ひとつの政治勢力で埋めるために、いろんな国の団体労働階級、

軍隊、国家とかそうですが、それを一つの勢力で埋めるためには「朝鮮」を名乗るだけで

は不十分なのです。「朝鮮」だけ言ったならば、いろいろな人が代表になり得ます。この

国の代表は金正日であり、金正日が代表だと言わなければいけないのです。だから「金日

成民族」なり「金日成・金正日労働階級」なのです。北朝鮮が課題として金正恩世襲後に

ひたすら言っているのは全軍を「金正日－金日成主義化」するということですが、それは

北朝鮮が長年ずっと繰り返してきたことの到達点です。決して金正恩は若気の至りで一貫

性のないことををやっているわけではないということです。

最後、中国なんですけれども中国も自分の体制についていろいろな危機を抱えていると

よく言われています。だとすると気にする理由ありますよね？ソビエト連邦はどうやって

滅びたでしょうか？自分の近くの国の社会主義が滅んだ時に滅んでいったわけです。つま

り地域内での体制間抗争は重要な問題なのです。さて、中国がそこに鈍感なのでしょうか？

よく中国と韓国は蜜月だったとよく言われますが、そんなはずはありません。江沢民っ

て随分懐かしいと思われるかもしれませんが金日成の頃ですね。９０年代半ばです。そこ

から今の習近平に至るまでずっと一貫しています。韓国の首脳会談で韓国の指導者に向か

って中国側が言ってきた言葉は、あなたの民族は統一した苦痛の歴史を越えて統一しなけ

ればいけません、安心してください、我々は「自主統一」を支持しておりますからという

ことです。意味が分かっている韓国の指導者はえー！っと思っていますよ。しかし、私は

確信犯だと思いますが国民にちゃんとこれを説明しないのです。「自主統一」は北朝鮮の

側の概念と同じです。

さて、2000年後半になってこの「自主統一」について中国の姿勢が強化されてきまし
た。北朝鮮はこの自主統一に絡めて、さらに「自主」でなければいけないのだから朝鮮半

島からは米軍が出て行かないといけないと言ってきたのです。中国も同じこと言い始めま

した。2000年代後半になってからです。
その後に韓国が THAAD等を受け入れるようになったのです。韓国国防部がだんだん本

気になって世論がいやがっていたことをやるようになっていたのはこの後なのです。2008
年 5月に中国外交部は米韓同盟は冷戦の「遺物」だと言ったのです。中国は江沢民の時か
ら同盟は冷戦の遺物と言っていましたが、米韓同盟が冷戦の遺物だとは言っていなかった

のですよ。冷戦期にもこういうことを言っていなかったのです。冷戦期に米韓同盟の批判

はほとんどしていません。

実は冷戦期に中朝は仲良くて冷戦後に仲悪くなったという説明も私は合意しません。そ

うではなくて冷戦期に中国と北朝鮮は脅威を共有していなかったのです。冷戦期の中国に

とって北朝鮮が直面している米軍というものは関係ないものでした。しかし、中国が台頭

につれて対米競争の舞台を台湾から東アジア全体、アジア太平洋地域全体に広げていくわ



けです。朝鮮半島がどうして例外なのですかということになります。

中国外交部の 2008年の議論によると米韓同盟の代わりになる「メカニズム」が六者会
合でできるそうです。第４回の六者会合の共同声明を見ていくとこの「メカニズム」は平

和体制とほぼ同じです。平和体制というのは朝鮮戦争の休戦協定を代替する平和協定に基

づいて生まれる平和的な体制です。

北朝鮮はそういうものになったならば朝鮮戦争のために来た米国軍は帰っていいじゃな

いですか、単なる「遺物」だと主張し続けています。論理通っているように見えて実は通

ってないのですよ。北朝鮮は相変わらず脅威なのですから。なのに出て行っていいはずな

いのですから。米韓同盟を平和体制で置き換える「遺物」とする中国の姿勢は北朝鮮が言

ってきたこととまったく同じなのです。冷戦期に中国はこういうことを言っていませんで

した。北朝鮮は冷戦期からずっと同じことを言っていました。つまり、冷戦後になって 2000
年代後半になってから中国と北朝鮮はだんだん同じ脅威を共有するようになっているので

す。

中国の楊潔チ外相がアメリカを訪問してトランプと会ったと言っていましたけれどもト

ランプに会うに当たって楊潔チ氏とティラーソン国務長官が電話で会談しています。それにつ

いてアメリカ側は朝鮮半島の解決について協力していくことで合意したことを発表しました。報道

もだいたいそうです。しかし、中国の外交部は違う説明をしています。朝鮮半島の非核化と平行

して平和体制を議論していく必要があるという議題を提起した、というのです。つまり、普通私た

ちが考えるのは核問題を考えることを先にやらなければいけないだろう、六者会合はまずそれを

やらないといけないだろうということなのですが、中国は優先順位を変えようとしているのです。

非核化は同時にすすまないかもしれないけれど平和体制をやろう、北の脅威の話ではなく、今平

和体制の話だからお分かりだとは思うのですけれども、北朝鮮は六者会合の場で在韓米軍の話

をしたいと言っているのです。

中国が仲介者と言われていた時代があったのですが、そこからどのくらい変わったかというこ

とです。実は平行協議という話は、THAADについて米韓が公式協議を始めた直後になってから

中国が言い始め、今に至るまで繰り返しているものです。どう見ても米韓同盟に対する否定なの

です。それが 2008 年と変わっていない立場であることは、米韓がTHAAD配備で合意した翌日（ 2

016 年 7 月 9 日）の中国外交副部長の言葉が示しています。米韓同盟が「特定時代の産物」で

あり、かつ平和協定への転換を非核化と平行して進めるべきだということはつまり、 8 年前と同じ

ことを言っているのです。

おそらく楊潔チもトランプと話をしている時に私もこの話をしていると思います。今、金正男が

殺されて、中朝の関係が悪くなるのではないか云々と言っていますけれども北朝鮮はあまり心配

していないのではないでしょうか。どういうことかというと前から随分論争してきましたが、中朝も

安全保障の提携関係は好き嫌いの問題ではないのです。同じ脅威を共有していたらやらざるを

得ないということになります。

北朝鮮の新年のあいさつに、最後の方を見ると「自主性を擁護する国々」と「国際正義」実現

のため関係を強化するとの言葉が入っています。金正恩は今年の課題としてこういう表現を言っ

てました。「自主性を擁護する国々」、たくさんあるわけはなく、「自主統一」と言っているのは北朝

鮮以外だったら中国です。つまり、中国と北朝鮮の関係は金正男が云々というのとあまり関係が

ないということだと私は思っています。このぐらいで終わりにしたいと思います。どうも失礼しま



す。

司 会 ： どうもありがとうございました。予定の時間も来てしまったのですけれども

おひとつぐらいご質問がある方がもしいらっしゃいましたら、はい、どうぞ。

【質疑応答】

質問者： 座ったまま失礼します。ご貴重な話ありがとうございました。冒頭の北朝鮮

のミサイル問題について質問なのですが、ミサイル発射設備に対する先制攻撃

について日本でも過去攻撃を受けた選択等にとって日本国として能力を持つと

いう意思は継続してあるのかということと、またあるとすれば、国民の目には

あまり見えてきませんけれどそういった努力を継続しているのかということ。

そして先生のお話では先程、北朝鮮は他の国のミサイル攻撃力を心配しないと

言っていましたが、日本はそういった攻撃能力を持つ必要があるかということ

を教えていただけたらと思います。

主任研究官： はい。まず、先程の話との関連をちょっとだけ整理させていただきますとさ

っき括弧付けで「先制」とレジュメに書いていますけれども正確には予防攻撃

と書いてあるのですが、ちょっと違う概念の話をしています。つまり予防攻撃

とは何かというと、たとえばこのポインタが私が改造していくと VXガスを噴
射するとんでもない武器になっていくことのだとしましょう。そしてあと、１

０分ぐらいでできるのですけど待っていてくださいねと皆さんに言ったとしま

す。そのときみなさんはじーっと見ていないですね。つまり予防攻撃というの

は合理性として相手に強力な能力を持つ前に攻撃してなくしてしまおうという

ことなんですね。

それは核開発を本当に脅威があってやる時には隠してやらなければいけない

ということです。私が VXガスを噴射する機械を作る前に皆様が飛びかかって
潰せばいいのです。過去に予防攻撃をやってきたのはイスラエルですが、これ

を米韓が北朝鮮にできるかというと反撃が来てしまうので難しいということに

なります。

さて、先制攻撃なんですけれども、先制攻撃は攻撃が差し迫ってきたという

ことになります。その時に撃ってしまう前に潰さなければいけないと、その方

が安全なわけなんですよ。そのための能力をするためにはつまりは敵基地能力

というものが出てくるわけなんですけれども日本が持つべきことに関して政策

立案をする立場ではありません。米韓がそういった能力に対して相当な努力を

してきているわけです。実際にできるかどうかに関しては分かりません。費用

対効果からすると先制よりは報復のほうがよいという議論が多いです。そうい

った能力を持つ国がそれをを確実に実行できるように支援することは合理的で

す。

質問者： ありがとうございます。

司 会 ： それでは、申し訳ありません。時間も過ぎておりますのでこれで質疑応答を



終了とさせていただきたいと思います。渡邊主任研究官どうもありがとうござ

いました。

主任研究官： どうも早口ですみませんでした。

司 会 ： 本日は防衛セミナーに御参加くださいまして誠にありがとうございました。

防衛省・自衛隊といたしましては、各種施策の円滑かつ効果的な実施のために

は、国民の皆様の御理解を得ながら、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ございます。今後とも皆様方の御理解と御協

力を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私どもの今後の

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、お帰りの際に出入り

口周辺にのアンケート回収箱を用意させていただいておりますので御協力いた

だきますよう重ねてお願いします。それでは、以上をもちまして、防衛セミナ

ーを閉会いたしたいと思います。本日は、誠にありがとうございました。


