


前書き

ワークショップについて

　２００５年９月１２日から１５日までの 4日間、南山大学にて、日豪両

国の国際関係を取り上げるワークショップが行われた。このワークショッ

プには学者と専門家を、オーストラリアから 6名、日本から 7名（日本在

住オーストラリア人 1名を含む）、そしてアジアから 2名招いて、日本と

オーストラリア両国の国際関係 ( 主に２００１年の９・１１事件以降の関

係 ) について議論を行った。テーマは「９・１１事件以降の世界における

公平と平和を求めて――日本とオーストラリアのためのオルタナティブを

構想して」であり、議論の前提となっていたのは、両国の置かれている状

況が、例えば米国との関係、対テロ戦争、アジアとの関わりなどの点で非

常に類似しているという理解であった。ワークショップの目的は、アジア

太平洋地域と世界の安全およびより公平な国際秩序形成に、日本とオース

トラリアがより効果的に貢献できる道を探ることであった。

本報告について

　このワークショップの議論の過程で、日本の憲法第九条が度々話題に上

り、憲法改正に関する問題が熱心に、また深く話し合われた。この条項を

変えようとする現在の動きは、アジア太平洋地域に、そして世界に、大変

大きな影響を与えることになるだろうというのが大まかな共通認識であっ

た。そこで、憲法第九条に関連する議論のみを取り出してまとめ、憲法改

正に関する政策決定の過程に直接関与する人々(国会議員および一般市民)

に発信することにした。また、現在提示されている日本国憲法の改正案の、

広くアジア太平洋地域全体にとっての重要性を鑑み、オーストラリアとア

ジア太平洋地域の他の国々にも本報告書を発信することとした。本報告

書は、あくまでも議論全体の要旨であり、必ずしも参加者個々人の意見を

i



反映するものではない。しかしながら、これはその場でなされた議論をま

とめたものであり、特に海外からのワークショップ参加者が憲法改正に関

して持っている強い関心と見解を伝えている。それゆえ、アジア太平洋地

域における懸念の大きさを示すものである。本報告書は可能な限り正確に

ワークショップでの議論の内容を伝えるため、参加者と協議しつつ策定し

た。
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憲法第九条に関する一考察

はじめに

　日本の平和憲法の改正は、アジア太平洋地域に多大な影響を与えるもの

である。それは、日本の軍事力が隣国に対して持つ意味を根本的に変え、

日本を更に米国の軍事戦略に組み込んでいくであろう。結果として、日本

はますますアジアから遠のくことになる。要約すると、これがワークショッ

プの結論であった。

　ワークショップは憲法改正の問題をテーマとしていたわけではないが、

アジア太平洋地域における憲法第九条の重要性から、ワークショップ全体

を通して重要な議題の一つとなった。ワークショップでの第九条に関連す

る議論は、三つの括りに分けることができる。一つは、第九条を変えるこ

とでアジア太平洋地域の安定に与える影響、第二は、日本の自衛隊が米国

の軍事戦略に統合されていくことで想定される影響、そして第三は、憲法

を改正することで平和構築の他の側面に与える影響の懸念である。
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⒈　憲法第九条とアジア太平洋地域

　日本の憲法改正がアジア太平洋地域の安定に与える影響の問題がしばし

ば議論に上った。アジア太平洋地域にはいくつもの深刻な問題が存在して

いる。中国の軍備増強、北朝鮮の核兵器に関する言説は、共に日本国内で

不安を生んでいる。中国は防衛費を増加させ（２００５年には１２．６％

増加し、２９０億ドルとなった）、近年は台湾、南沙諸島、西沙諸島等に

対する影響力誇示を強めている。同様に、あるワークショップ参加者の言

葉を借りれば、北朝鮮は、「核兵器放棄を拒否することによってアジア太

平洋地域における米国の覇権に執拗に反発し続けるであろう。ロシアの影

響力は低下し、中国さえも、この小さな隣国を完全に制御することはでき

なくなっている」。日本におけるこれらの脅威に対する不安は、一般の人々

の憲法改正への関心の重要な部分を占めている。

　これらの不安は、憲法改正への動きを促進している要因の中で、必ずし

も最も重要なものではない。それよりも、日本の軍事力を米国の軍事戦略

に統合するという目的が一番の要因のように見える。しかし、これらの不

安は、国民の間の議論の中で取り上げられる主要なトピックであリ、また

憲法改正の可能性を一般の人々が黙認することの主要な理由だと思われ

る。ともあれ、憲法第九条の変更については、その狙いがどこにあるかに

かかわらず、アジア太平洋地域に非常に深刻な影響を与えるであろう。し

たがって、日本に発生したこれらの不安に関してワークショップで沸き起

こった議論――特に、認識された脅威をどう捉えるか、そしてそれらに対

する最も相応しい対応はどうあるべきか――に焦点を当てることにする。

現状認識

　まずは、中国の経済成長と軍備増強がどの程度脅威と捉えられるべきな

のか、中国がどの程度紛争を起こす可能性があるのか、ということが問わ

れる。

　中国の当今の最優先目標は経済発展であり、その支障となるような軍事
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的冒険を遂行するようには思われない。それは「中国はテクノロジーへの

アクセスを獲得するために、また、今もし自分たちが米国と交戦するよう

なことになれば、第一目標である経済成長が後退することを知っているの

で、米国及び西側諸国と良い関係を保つことに注意を払っている」との理

由からである。従って、その力を誇示する行為は存在しつつも、日本や米

国との軍事衝突は避けようとするであろう。台湾問題は引き続き懸案事項

ではあるが、台湾のことを除いては経済に専心する、という決断を中国は

下している。

　それに対して、米国とその同盟国は中国がその経済発展によって米国の

利権を脅かす軍事的勢力になると確信しているように見受けられる。しか

し、ワークショップの見解は、こうした中国に対する米国や日本の懐疑的

見方とは一線を画するものであった。ワークショップの見解はむしろ他の

周辺国の見解に近い。アジア太平洋地域の多くの国々は、中国は押さえ込

まれるよりも現在の状態で維持されることが好ましい、と感じている。

　更に言えば、中国に関する問題が一つあるとするならば、それは米国が

中国を押さえ込みたがることである。その欲求は、中国が米国やその同盟

国に対して与える脅威からではなく、中国を軍事的脅威だと見なすことが、
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孕んでいる。そしてそれに

よって、中国に対する懸念

が中国の不安定の度合いを

高め、防衛や安全保障政策

面でいっそうの軍事増強を

奨励し、その増強が更に米

国からのいわゆる安全保障

のディレンマ的な反応を呼

び起こすことになる」と述

べた。

　国際関係において、「認

識」は自己成就的予言に陥

りやすい。従って、複雑な

状況をあるがままに正確に

捉えることは非常に重要で

ある。問題はその正確さを

どうやって得られるのか、

用語解説

「自己成就的予言」 とは未来における懸念

や不安があって、それに対して採った対策

がまったく逆効果で、まさに避けようとし

ていた問題を引き起してしまう場合のこと

を言う。国の安全保障のために採った対策

が逆に脅威を刺激してしまうことがその例

の一つである。

「安全保障のディレンマ」 とは国の安全保障

のために採った対策 ( 軍備、同盟等 ) が他の

国から脅威とみなされ、それらの国も軍備

増強で応えることで、軍拡競争が引き起こ

され、国の安全保障が逆に危うくなること

を意味する。国際関係や安全保障において

重要な概念である。

ということである。どうすれば脅威を正しく判断できるのだろうか。軍

備増強でさえも、必ずしも軍事的な意図を表わすものではない。軍備増

アジア太平洋地域における米国の軍事的支配を永続化させようする戦略の

一部である、という事実から発生している。

　オーストラリアと日本は、反中国という偏見を掲げる米国の同盟システ

ムに更に与することによって、両国が共に解消したいと思っている不安定

な状態を逆に作り出しており、同時に、地域の多国間安全保障を構築する

試みから自らを締め出してしまっている。アジア太平洋地域の他の国々が

様子見の戦略を採っている中、日豪はその戦略を拒否しているように見え

る。

　参加者の一人は「中国の台頭に対して軍事的に対抗することが、地域の

安定を保つ上で最良の方法なのかどうかということは、全く明らかでな

い。最も基本的なことで言えば、これは自己成就的予言を生み出す危険を
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強は経済や他の国内事情、軍事産業と政府の結託、軍隊の国内における地

位を強化する試みなどに起因することもある。もちろん軍備増強がある程

度の脅威となるという事実はこれで変わるものではない。とは言え、自ら

が晒されている脅威を正確に判断するのは難しいという事実があり、これ

を前提にすると、そうした脅威に対処する際には、軍拡競争、緊張、そし

て紛争へと導くような脅迫の応酬をエスカレートさせないようにすること

が最も重要である。エスカレートしていくこの種の脅迫の応酬がもたらす

危険こそが、憲法改正――特に第九条の変更――の問題を検討する際に顧

慮されなければならない事柄である。

脅威の認識とそれへの対応

　日本の平和憲法を改正することによる影響についての議論は、「安全保

障のディレンマ」という観点からなされた。「安全保障のディレンマ」とは、

我々の脅威に対する不安が自己成就的予言となることがあり、我々が自ら

の安全を推進するために採用する戦略そのものが、その安全を脅かす反応

を他の国々から呼び起こすことがある、ということである。

　アジア太平洋地域には、既に日本に対する相当な不信感が存在している。

その原因は、小泉首相の靖国神社参拝、歴史教科書の問題、日本が過去に

ついての謝罪をし損なっているように見られていること（「見られている

こと」と記載したのは、ワークショップの参加者の中には憲法第九条を持

つこと自体が謝罪を示しているという見解を持つ者もいたからである）、

歴史上の出来事、例えば南京大虐殺などについての解釈の相違のことで

あったり、また日本が自らを米国と一体であると強く認識していることで

あったりする。これらの問題についてどの立場に立ったとしても、このよ

うな不信感が存在していることと、日本が近隣諸国と多くの意見の相違を

抱えているということは、事実である。日本の再軍備化がどういう反応を

引き起こすかは想像しがたいものではない。ワークショップ参加者の一人

は「再軍備化した日本は中国の人々の背筋を寒くさせるだけだろう」と発

言したが、これはあらゆる隣国にも当てはまるものであることを認識すべ

きである。
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　このことは正に先制攻撃について論じるときに当を得たものである。議

論の中で、オーストラリアのハワード首相が、オーストラリアが周辺国の

テロリストに対して先制攻撃をしかける可能性があると示唆したことが、

非常に強い反発をアジアで引き起こしたことが引き合いに出された。この

ハワード首相の発言に対しては、米国と近い関係にある国、例えばフィリ

ピンなどからもかなり激しい反応があった（実際、フィリピンは最初に抗

議した国であった）。この例に見られるように、憲法改正が先制攻撃をし

かける可能性を含むものであれば（事実、憲法改正論議の中でこの件は言

及されている）、アジア地域の他の国々から、憲法の他のどの点について

の改正よりも深刻な反発を引き起こすことになる。

　数々の要因が、既に日中間に脅迫の応酬の環境を作り出している。例え

ば、２００5年の防衛白書において日本が中国を明らかに脅威として認識

していること、またその認識に基づいて戦略ミサイル防衛技術の開発にお

いて米国と協力する対策を採っていることが例として挙げられる。この中

で、日本の国益にとっての潜在的な脅威であるというレッテルを日本が中

国にはっきりと貼っている。このような姿勢は、日本の軍事的潜在能力が

中国に向けられているということを既に示しており、中国の国防という視

点から見ると、非常に挑発的なものとなっている。日本が中国と対峙する

立場に自らをいっそう立たせた例としては次のもの、すなわち、①台湾問

題は日米両国の共通の安全保障上の懸案事項であり、日米安保条約に非常

に密接な関係があるとした米国との共同声明、②２００５年２月に尖閣列

島が日本の海上保安庁の管理下におかれたこと、そして③天安門事件以来

の中国に対する武器禁輸政策を解くというＥＵの計画に対して米国から出

された異議に日本が示した強い外交上の賛同、がある。

　日本が率先して採ったこれらの行動は、日本のアジア太平洋地域におけ

る警備任務が強化され、将来米国の指揮下で紛争に参加する用意があるこ

とを示唆するものであり、そのために「いくつもの周辺諸国、特に中国と

韓国で、不快感がますます高まり広がっている。少なくともこの二国にとっ

て日本の行動は、歴史に由来する両国の懸念や現在の関心事に無頓着のま

ま、国際社会での日本の発言権をより高めようとしている態度を反映した
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ものだ」ということが指摘された。

　もう一つ、一方的で対立的な対応の仕方が逆効果になると認められたの

は、朝鮮半島の非核化という目標に関してである。その点については以下

のように論じられた。「安全保障の観点から言うと、そして特に日本が第

二次世界大戦にからむ問題で完全に周辺国と和解していないという背景を

考えると、日本が非核化合意に加わらなければ、北朝鮮と韓国も非核化に

同意しようとしないとしても、驚くに値しない。これは日本が非常に短い

時間で、恐らく数ヶ月で、核兵器の保有能力を築くことが可能な高度な技

術と大量のプルトニウムの貯蔵量、そしてミサイル保有能力を保持してい

るとなれば特にそうであろう。日本は、朝鮮半島の非核化を強く主張する

一方で、米国の核の傘を利用しつつ自らの核兵器を開発するという選択肢

を温存することで、あたかも「核のケーキ」を欲しがっており、また食べ

たがっているようにも見える。これらの選択肢の温存を主張している間に、

明らかに日本の核保有能力に対抗しようとして、北朝鮮や、あるいは、場

合によっては韓国により、北東アジアにおける核拡散に関して逆の効果が

生み出されようとしている」。

憲法第九条と安全保障のディレンマ

　前項で掲げたことは、日本と周辺国との間に既にかなりのレベルの緊張

が存在していること、そしてその緊張はある程度日本自身の行動によって

醸成されていることを示唆している。しかしながら、日本の平和憲法はこ

の緊張に小休止を与える作用を果たしてきた。日本がその平和憲法によっ

て隣国に対して軍事行動を実行することを抑制されていたため、隣国から

重大な脅威と捉えられることなく、世界で二番目に強力な軍隊を作り上げ

てくることができたのである。したがって、日本は、少なくともある程度

まで安全保障のディレンマから守られてきた。このような経緯から、日本

の人たちは安全保障のディレンマを問題点として捉えることに、どちらか

というと無頓着なのではないだろうか。

　しかし、これまで述べてきたことから明らかなように、日本国憲法の平

和条項を変えることは、日本の軍事力が周辺諸国に持つ意味に、即座の、
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そして重大な影響を与えることになるのである。日本の意向とは無関係に、

周辺国からはより大きな脅威として見られることになる。安全保障のディ

レンマのことで言うと、憲法改正は一夜にして膨大な規模の軍備増強が行

なわれたのと同等の意味を持つのである。これは間違いなく軍拡競争を突

如起こさせる（もっと正確に言えば、既に進行している競争を加速させる）

ことになり、それはアジア太平洋地域における軍事的な緊張を著しく高め

るであろう。

　実際のところ、憲法第九条は日本の防衛費や軍事力の開発を制限するも

のになっていないので、防衛能力を高めるために第九条を変えるべきだと

論ずるのは意味がないことである。防衛費と防衛能力の計り方にもよるが、

日本は世界で二番目の防衛力を持っていると言うこともできる。防衛費の

ことで言うと、日本は年間約５００億ドルを使っており、これは実質中国

の支出より多いのである。更に言うと、軍拡競争は既に進行している。ア

ジアの国々の防衛費が世界の防衛費全体に占める割合は、１９８０年代の

終わりに１５％だったものが、１９９７年頃には４０％に達している。こ

の内の８５％が北東アジア（日本、中国、韓国、台湾）で支出されている。

軍拡競争の本質的な要因が、ある国における軍事開発が別のある国の軍事

開発を追ったものであるという作用反作用の力学であるとすれば、北東ア

ジアにおいては既に非常に由々しい軍拡競争が進んでいる。このような要

因は憲法第九条にまつわる一般の議論の中で重要な部分を占めるものでな

ければならない。

　加えて、憲法第九条改正によって引き起こされる軍事的緊張の高まりは、

正に世界で一触即発の危険性が最も高い情勢の内の二件、つまり朝鮮半島

と台湾海峡を抱える地域において起きるのである。第九条の改正は、日本

の隣国との関係に影響を与えるだけでなく、緊張を悪化させ、紛争に至る

危険を高めるという形で、アジア太平洋地域の安定全体にも影響を及ぼす

ことになる。

　何人かの日本の政治家は、憲法改正は純粋な国内案件であるかのように

述べている。しかしながら、実際にはこれはもっと複雑な案件であると

いうことを明確にすべきである。憲法第九条の問題は安全保障のディレ



ンマの問題と関連

づけて考えられな

ければならず、そ

のディレンマは北

東アジアに現存す

る現実的かつ具体

的な関係に則って

考えられなければ

ならない。憲法改

正に関して、国際

的な観点を主権の

侵害だとして簡単
に退けてしまうことは、見当違いである。国内政治は、もはや国際的な文

脈の中で検討することなしに執り行うことはできないのである。あらゆる

国内問題、そして我々のアイデンティティの問題でさえも、国際関係の文

脈の中で考えなければならない。憲法改正を、あらゆる国際関係への影響

を包括的に検討することなく考えるのは、近視眼的で非現実的である。憲

法改正は国際的に大きな影響を与えるものであり、その影響は日本に跳ね

返ってくるものである。日本の政策決定者にはこの事実を考慮に入れる義

務があるのではないだろうか。

　更に、日本が憲法第九条を変えることで、まず確実に発生する中国との

間の緊張の高まりは、日本と友好関係にある周辺国にもディレンマを与え

ることになる。その周辺国の多くにとって、中国は重要な貿易相手国なの

である。中国を第一貿易相手国とするオーストラリアにもこのディレンマ

は当てはまる。確かにオーストラリアは日本と同様、あまりにも米国の体

制に組み込まれているため、対立という最悪の事態に臨んだ場合には、同

盟側に立つことは明らかである。しかしながら、他の周辺国はかえって中

国と日本のあいだで板ばさみになってしまうであろう。このディレンマが

日本の国際関係に及ぼす影響は、憲法改正に関する議論において重要な検

討事項でなければならない。
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安全保障のディレンマに関する更なる考察

　安全保障のディレンマに対処する方法はいくつも存在する。このワーク

ショップで提示されたのは、専守防衛である。これは、軍隊の体制を採っ

ていながら、その軍事力行使に関して様々な実質的な制限が加えられてい

るが、自国が攻撃を受けた時にはそれが非常に強固な守りとなるという考

えである。この戦略は特定の国を脅威として認識するものではないので、

誤った認識から自己成就的予言に陥る危険性から逃れることができる。こ

れはオーストラリアで１９７０年代に採用されていた方策で、日本もまた

同様の戦略を１０年ぐらい前までは踏襲していた。このような防衛体制は、

国境を陸上に持つ国より比較的守りやすい島国の日本にとって現実的なも

のである。そして、この防衛戦略は現在の第九条と矛盾しない。

　どのメンバーも脅威を引き起こすほど強くない、広範囲にわたる多国間

の安保ネットワークによる集団的安全保障も、安全保障のディレンマの影

響を受けにくい安全保障体制の一例である。これは大国との二国間の集団

的防衛体制とは、かなり異なった方法である。

　また、日本自身の経験も安全保障のディレンマを解消する方向を指し示

している。日本はその軍事力に比例する安全保障のディレンマを生み出す

ことなく、他を制すことができる規模の軍事力を築き上げることができた。

この事実は、安全保障のディレンマに対処するには、それぞれの国が日本

の憲法と同様の平和憲法を持つという方法もあることを示している。もし

日本が憲法を改正せず、他の国にも同様の平和条項をその国々の憲法に挿

入するよう推奨する外交努力を行ったならば、世界を平和により近づける

ことになろう。

　安全保障のディレンマに関して指摘された最後の点は、対テロ戦争その

ものが安全保障のディレンマを免れるものではないということであった。

安全保障のディレンマの従来の例と同様に、テロリズムを抑え込もうとし

ている努力そのものが、それを増加させてしまっているように見える。憲

法改正論議に、度々対テロ戦争への参加という論点が持ち出されることを

考えると、これもまた留意すべき点である。



⒉　憲法改正と米国軍事戦略への統合

　憲法第九条を変えることおよび日本が自らを守る能力を向上させること

は、米国からの「独立」を獲得する手段だと見る人もいる。この点につい

ては、このワークショップでは、第一に、日本における憲法改正への動き

の真の動機は日本が米国からより独立することではなく、むしろ、日本の

軍事力を米国の軍事戦略に統合することだという意見が出された。第二に、

動機が何であれ、日本の平和憲法が改正されたならば、米国から独立する

どころか、米国に更に依存することになるだろうという指摘がなされた。

軍拡競争と米国への依存

　この後者の意見は、憲法第九条の変更は軍拡競争を激しくすることにな

るわけだが、中国の人口、資源、現在の経済成長を鑑みると、それは日本

が争える競争ではない、という見解に基づいている。もし今の状況が続け

ば、中国が東アジアで支配的な影響力を持つ国となり、日本は明らかに日

本にとって好ましからざるアジアにおける力の均衡の変化に対峙すること

になろう。（この点に関しては、中国のＧＤＰは、２００５年に英国の、

２００９年にドイツの、２０１７年に日本の、そして２０４２年に米国の

ＧＤＰに追いつく、というＣＩＡが出した予測が参照された。）この状況

下での軍拡競争は、日本が勝てるものではない。日本は米国への依存を高

めるほか、選択肢がなくなるのである。

米国の戦略と日本の軍事力

　しかしながら、すでに言及したように、ワークショップ参加者の何人か

は、憲法改正の真の目標はこの更なる米国への依存に、言い換えれば、米

国の軍事戦略への日本の軍事力の統合にあると見ていた。もしそうでな

かったら、米国が日本の憲法改正を後押しするとはとても考えられないか

らである。ワークショップの中で指摘されたように、リチャード・アーミ
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テージは第九条が米国との関係を妨げていることと、日本がアジアの英国

になるべきだ ( つまり、ヨーロッパにおいて英国が米国の同盟国であるよ

うに、日本がアジアでの米国の同盟国であるべきだ ) という見解を示して

いる。これは明らかに米国の日本に対する意向の表明である。

　日米安全保障条約は単なる日本の安全保障の担保ではもはやなくなって

いる。むしろそれは、日本を米国の世界規模の軍事戦略に引きずり込むも

のと既になっている。日本は米国が要求すれば、自衛隊のインド洋とイラ

クへの派遣に見られたように、いつ、どこであれ、援助とロジスティック

スを提供することを期待されている。これらの方針は、最も主流の保守派

の指導者たちも日本が米国の軍事戦略により深く関与することを選択した

こと、またこの関与が憲法改正への動きの原動力であることを明示してい

る。

　疑いなく、日本人の多くは、日本の安全保障と日本の世界における地位

向上のため、このような米国への統合を歓迎することであろう。しかし、

ワークショップで指摘されたのは、これが賢明なことなのかどうかという

疑問であった。その疑問は、米国との同盟関係に付随している二重の問題、

すなわち、否応なしに紛争に引きずり込まれる（entrapment= 罠にはまる

こと）危険性と見捨てられる（abandonment）危険性という問題、および、

その同盟関係が日本のほかの国際関係にどのような影響を及ぼすかという

点に集約されていた。

　否応なしに紛争に引きずり込まれる危険性と見捨てられる危険性という

二つの問題は元々同盟自体に内包されている危険であり、特に同盟の当事

者同士の力にかなりの差がある場合はその危険度がいっそう増すものであ

る。「引きずり込まれる」というのは、通常であれば避けられた紛争に引

き入れられてしまうことである。「見捨てられる」というのは、助けが必

要な時に同盟による担保が必ずしも利かないということを意味している。

　同盟国間の力の差が大きくなればなるほど、力の弱い方の危険度は高ま

る。第二次世界大戦まで英国に頼っていたオーストラリアは、引きずり込

まれる経験と見捨てられる経験の両方を経験している。引きずり込まれる

経験とは、オーストラリアにとってはほとんど重要でない戦いに派兵し、
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多くの兵士の命を失っていることである。見捨てられる経験とは、太平洋

戦争が勃発する直前、オーストラリアの兵士が北アフリカで英国のために

ドイツ軍と戦っていたにもかかわらず、英国は、日本が戦争に踏み切った

場合、オーストラリアを守らないと決定したことである。オーストラリア

が英国のために多大な犠牲を払っている最中に、英国がオーストラリアを

見捨てる決断をしたのである。太平洋戦争では、オーストリラリアは同盟

関係からではなく、その戦略的な地理関係から米国に守られることになっ

たのである。

　日本の若者（おそらく女性も含む）が海外で戦うことができるようにす

る憲法改正は、必然的に引きずり込まれる危険と見捨てられる危険を日本

に負わせることになる。日本の兵隊は日本にとって実質的には意味のない

戦いに動員され、一方で将来日本が米国に期待する援助が受けられないと

いう事態が起こるという危険を抱えつつ任務を遂行することになるのであ

る。

他国との関係への影響

　このようにより強固になった米国との同盟関係が日本の近隣諸国にもた

らす影響を見逃してはならない。アジアとの関係は、既にいくらか疎遠な

状態になっており、その要因の一つは正に日本が米国と持っている関係な
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のである。（これは今日、日本がオーストラリアと共有している多くの特

徴の一つである。）日本とオーストラリア両国は、米国との関係が他の関

係に及ぼす影響というものを把握していない。ワークショップの参加者の

一人は「日本とオーストラリアは、両国別々だが、類似した米国との同盟

関係によって、自分たちはアジア太平洋地域においてユニークな存在であ

る、もっと言えば優越した立場にあるという誤ったイメージを抱いている。

オーストラリアのある元首相が米国を『偉大で力強い友人』とかつて呼ん

だが、その米国との安保同盟は、日豪両国が米国政府の寵愛を受けており、

それによって地域の中で、また全世界に関わる事柄の中で、特別な立場を

獲得しているのだという自負心を両国に抱かせるに至った。このアメリカ

寄りの尊大さがアジア太平洋地域の他の国々を向こう側へ回す事態を引き

起こすことになってしまった」と指摘した。

　日本とオーストラリアは、他の国々との関係を代償にして米国と同盟を

結ぶことで、それに全てをかける形になってしまっている。戦後６０年

経ったから、ということがしばしば改憲派の理由に挙げられる。ある参加

者は、それならば米国との同盟関係に関する問題点についても考えるべき
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なのではないかと主張した。「冷戦時代の早い段階に生まれたこの同盟関

係は、これまで続いてきたような形で今後も継続していくことはできない。

日米同盟が安定させようとしていた戦略的環境の根本的な部分はまったく

変化した。アジア太平洋地域の国々が他の選択肢と比べて米国の支配とい

う選択肢を好むかどうかについて、もはや誰も確信を持つことはできなく

なっている。・・・アジア太平洋地域は、隣国との関係正常化と結びついた、

中国の力と影響力が増していく変遷を目の当たりにしている。そうした状

況を受けて、多くの国、特にＡＳＥＡＮ各国は、以前のような米国が仲介

する現状維持体制を好む立場から少し距離を置くこととなった。米国の行

動が中国と対決するような姿勢であることが予想されるため、この微妙な

意志の変化はより明解になってきた。アジア太平洋地域は中国と米国の対

立関係が深まるのを望んでいない（これがＡＳＥＡＮ地域フォーラムを形

成するに至った主な動機の一つであった）。しかし、もし強要されたとし

ても、中国を敵に回し米国側に付くことはないであろう。更に言えば、最

近の中国の行動は、地域での信用度を損なうのではなく、むしろそれを高

めているのである。この傾向はまだ小さいもので、ほとんどの国々はまだ

中国に関する評価を下すに至ってはいないが、それでも、肯定的な兆候が

見えている。・・・地域の安定のため最も重要なことは、米国の軍事支配

を続けさせることではなく、大国間、特に中国と日本、米国と中国の間の

信用と友好を促進させることだ」。

　同時に、米国の超大国としての実力を疑問視する声も上がった。「リア

リストが意味するところのパワーは、他に強制する能力、即ち、自らの意

志を押し付けて、自らの明確な目的に従って歴史を方向付ける能力のこと

である。米国にとって、それは難しくなっている。このことは明らかにア

ジア太平洋地域に影響を与える。過去においてほとんど独力で日本、ヨー

ロッパの大部分および世界の他の地域を立て直した帝国は、現在イラクの

小規模な電力システムすら立て直せずにいる。それこそ米国が辿っている

道である」。この事実もまた、米国との二国間関係のために他の関係を犠

牲にするのが賢明なのかどうか、という問いを想起させる。
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⒊　持続可能な平和の現実的基盤

　より安定していてかつ確実な平和への取り組みは、対峙よりも協調に力

を入れること、多国間体制をより重視すること、そしてアジア太平洋地域

と世界で多極化を推進することに求められるように思われる。これらの目

標は、米国との協調に重きを置くことを避け、ミドル・パワーとして相互

性と公平性に基づいた多国間関係を築くことに力を注ぐことによって達成

されるのであろう。この点については、伝統的な国家安全保障の観念と「人

間の安全保障」という観念の両方に関連して議論が進められた。

多国間の関係構築

　アジア太平洋地域の安全と安定に関連しては、既に指摘されたように、

米国の軍事力の存在はもはや最良の採るべき道ではなく、地域での協調に

力が入れられるべきだと論じられた。ヨーロッパのＥＵとアフリカのＡＵ

は、どちらもそれぞれ関わる地域において平和協力の仕組みの役割を果た

しているが、アジア太平洋地域においては、それに比する平和協力を行う

ための仕組みが存在しない。この根本的な欠落が、アジア太平洋地域にお

いて日本が取れる対策を国際連合および米国との協力に限定してしまって

いる。その結果、日本政府や政策立案者の意向の如何にかかわらず、日本

が国連と行動すること、更に米国と行動することは、日本の隣国の間で不

安を引き起こしている。従って、何がしかの平和と安全に取り組む地域内

の仕組みが不可欠である。ＡＳＥＡＮ地域フォーラムは正にそのような仕

組みを構築するための重要な一歩である。

　日本もまた米国との同盟関係を現在進行形で定期的に見直す必要があろ

う。「どんな友好関係も同盟関係も常に徹底的なチェックがなされなけれ

ばならない。その適宜行なわれる徹底的なチェックは、隣国との協議を経

て行なわれる場合にのみ有益なものとなるのではないだろうか」という意

見も出された。国家間関係の正確な評価は、地元の利益、地域の利益、そ

してグローバルな利益、それぞれにバランスの取れた形でなされなければ
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ならない。どんな同盟関係も、それが同盟という名にふさわしいものなら

ば、これら全ての利益を考慮に入れる必要がある。このようなことから、

ここ数年の米国の一国主義的な態度を勘案すると「日本とオーストラリア

はワシントンから距離をおく必要がある。東京とキャンベラがアフガニス

タンとイラクにおける米国の軍事行動、もっと一般的に言えば「対テロ戦

争」に差し伸べた厚い支援は、具体的な紛争の脅威に対しても、日本とオー

ストラリアの安全にも、ほとんどプラスになる結果をもたらしていない。

これらの「冒険」によって、米国とその近しい同盟国の外交的孤立が否応

なく深まるであろう。テロの脅威に対応するにあたって、日本とオースト

ラリアの両国は、治療ではなく予防に、症状ではなく原因に重きをおく、

筋の通った方策を遂行するようにした方が良い」という議論がなされた。

　多くの国が安全保障の問題に関して、多国間主義を信用しておらず、二

国間の協調をより好ましい解決法だと考えているようである。二国間関係

はよりわかりやすく見えるだろうし、世界唯一の超大国との二国間関係の

魅力は否定しがたいことであろう。しかしこれまで述べてきたことから明

らかなように、安定と安全は、多国間の複合的な構造を構築することによっ

て、より確保されやすいのである。

　更に、もっと広く、人間の安全保障の分野、例えば貧困、福祉、環境、人権、

ガバナンスなどの分野について言えば、多国間での取り組みが不可欠であ

る。今日我々が直面している問題――ほんの一部例を挙げると、気候変動、

貧困、病（鳥インフルエンザ、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、ＢＳＥ、エボラ熱、大

腸菌による感染症、西ナイルウイルス）など――は、従来の領土紛争より

深刻な恐怖と不安の原因となっている。これらの問題に効果的に対応する

ためには、国家レベルでも非国家レベルでもこれまで先例のない規模の国

際的な協力が求められる。狭量な自己利益へ照準を合わせた対応の仕方、

あるいは二国間関係に軸足を置いた対応の仕方より、もっと総合的な対応

策が必要とされている。「米国との軍事プログラムに使われる資金は、安

全に関わるこれらの新しい問題への解決策に対しては使われない。そして

多くの場合その新しい問題に対して軍事的な対応は有効ではない」という

指摘がある参加者からなされた。もしこれらの問題のためにテロを増大さ
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せる傾向のある社会が形成されていくとするならば、これらの問題に対処

することも人間の安全保障および国家の安全を守る活動の重要な側面であ

るはずである。

憲法第九条と平和構築

　憲法改正の理由付けの一つに、日本は他の国々とともに平和維持活動や

人道的介入に参加することを可能にする必要があるということが挙げられ

ている。この点についてもワークショップで議論がなされたが、憲法改正

論議に付随して出てくるという程度で、これまでに述べてきた他の点ほど

の深さでは話し合われなかった。しかし平和維持活動と人道的介入は非常

に複雑な領域だということが指摘された。これらは必然的に外からの軍事

力行使を意味し、そのこと自体が問題を発生させる。この外から送り込ま

れる軍隊は、それが派遣される現地の複雑な状況下で正しい判断をするこ

とができるのか。味方と敵を見分けることすら難しいかもしれない。その

結果、米国がベトナムで経験し、今またイラクで経験している状況を作り

出すことになるのではないか。従って、軍事行動ではない別の選択肢がで

きる限り追求されなければならない。

　日本の自衛隊がイラクに派兵された頃、テレビでイラクの人たちへのイ

ンタビューが何回か流されたが、それによるとイラクの人々は、日本が平

和憲法を保持しているから自衛隊を歓迎したということがはっきり表われ

ていた。彼らは自衛隊が戦争をするために来るのではないということに確

信を持っていた。最終的には、日本があまりにも米国に追随していること

で、その歓迎ムードは下火になっている。しかしながら、当初の歓迎ぶり

は、このような状況で、日本が正に平和憲法を保持していることで、特別

な役割を担えることを示唆したものである。憲法の平和条項を変更するこ

とは、まだ充分にその価値が評価されていない駒を放棄するようなもので

ある。それは、日本から紛争状態にある国々に日本ができる最善の貢献を

する機会を奪うことにもなるであろう。日本と世界が失うものを充分に検

証することなしに平和憲法を放棄するのは、実に残念なことである。
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おわりに

　ワークショップの結論は、憲法改正の流れの中に包含されている軍事的

対峙や、米国の軍事戦略への統合という対応の仕方は、安全維持に効果的

な方法でないだけでなく、元々構築しようとしている安全にも脅威を与え

るというものであった。日本の安全は、東アジアにおいて持続的な秩序を

構築することによってのみ達成されるし、そのためには全くこれまでとは

異なった対応が求められる。この新たな対応の仕方には、歴史の問題を解

決すること（一人の参加者からは、この解決の中には、ただ単に日本がア

ジア近隣諸国に対して行なった負の行為のことだけでなく、元々太平洋戦

争を起こすに至った連合軍側の負の行為も含まれなければならないという

指摘があった）、そして、日本が二度と軍事国家にならないという日本自

身の確約があることが有効であろう。

　日本やオーストラリアのようなミドル・パワーは、全世界的な安全や、

延いては自国の安全を促進するために、主導的な役割を果たすことができ

る。両国は、人間の安全保障に重点を置くことで、絶望的な苦境に追いや

られた時に発生するような脅威から人々がはっきりと守られる世界を作る

ことができるのではないか。スリランカの和平交渉や、ミャンマーの軍事

政権が行った民主化指導者アウン・サン・スー・チーの投獄に関して国際

的な圧力を集中させた際のノルウェーが果たした役割はこの良い例であ

る。

　安全と安定は、また、文化交流プログラム、市民団体の共同活動など、

国家間の多様なレベルでの関係を構築することで促進することができる。

それによって、異なった国の人々が人間同士として知り合うことになり、

友好関係も促進されることであろう。国際的な問題に対して、軍事的な対

応だけに焦点を当てるのは、ある参加者が論じたように「世界に向かって、

日本とオーストラリアは、文化や芸術の交流、環境問題に関するプログラ

ム、健康と病気の予防に関するプログラム、あるいは科学技術の活用など
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に関わる協力活動をあまり気にかけていないということを宣言するような

ものである。これは、日本やオーストラリアの人々が他の人への思いやり

に乏しく、社会的正義にコミットしようとせず、生活の質を普遍的な概念

として認識していないということを示すことである。これがこの両国の実

態だろうか。これは我々が世界に対して示したい姿だろうか」。憲法第九

条の再主張と、他の国々の憲法に同様の条項の挿入を推奨することは、日

本が平和の意志を持っていることを力強く示すであろう。
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