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第２回　21世紀の紛争について、コソボ紛争をめぐって（続き）（11．9．20）

１　21世紀における紛争の主体

○紛争の主体

・紛争の主体に着目すると、国家間の対立、非国家主体（non-state actors）の増大、文明圏の

衝突、人種間抗争が考えられる。

○非国家主体

・特に、非国家主体は増大し、民族勢力、宗教勢力にとどまらず、マフィアや海賊のような私的

な利益を追求する集団も出てくる。

・主権国家の影響力が衰えて非国家主体の勢力が高まってくるという面もあるが、両者が対立す

るのではなく、国家が非国家主体をサポートしたり、非国家主体が国家を利用したりするとい

うこともある。独立運動などにこうした要素が入ってくると、手の打ちようがない。

・冷戦時代は、戦うのは国家と国家、非国家主体と非国家主体という単純な構造であったが、冷

戦後は、例えば米国がテロリストに対する報復としてスーダンの化学薬品工場やアフガニスタ

ンの訓練基地を巡航ミサイルで爆撃するというように、非国家主体と国家が戦うといった分か

りにくい状況になっている。
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・冷戦時代も国家は他国の中に非国家主体を作ることで競い合っていたが、今の米国は民主主義

や人権などを使って他国の中に非国家主体を作っている。例えば、国家の弱点を突くような法

輪功のような非国家主体を次々に国内に作られたら、中国は大変である。

・アジアの場合には、非国家主体の紛争より、国家同士の紛争のほうが多いように思われる。ア

ジアとそれ以外の地域との間に紛争の主体の点で違いがあると考えられないか。

・アジアでも、フィリピン、マレーシア、チモール、アチェなど、非国家主体による紛争が結構

多い。中国に言わせれば、台湾も非国家主体ということになる。

２ 21世紀における紛争の原因

○紛争の原因

・紛争の原因としては、価値観の違い、軍事政権やマフィアといった強権勢力の支配欲、領土問

題、経済力の格差、軍事力の格差、水や食糧やエネルギーといった資源の逼迫、グローバル化

が考えられる。

・発展途上国の人口や経済が急速に伸びていくと、エネルギー資源の配分をめぐって紛争が起こ

る可能性がある。水資源をめぐっては世界各地で緊張関係があり、水不足を原因とする難民の

数は、戦争による難民の数を上回っている。

・以上に挙がっている要因がいくつか複雑に重なったときに紛争が起こるのだと思う。また、国

家のガバナンスが弱体で不公正感があると紛争に繋がるという分析もある。

・経済力の格差に関し、ＯＤＡを紛争予防に活用しようという意見が日本国内にもある。

・ＯＤＡは予防外交にも大いに使うべきである。ただ、ごく間近に迫った問題への対処をも予防

外交に含めるのなら、そのような場合にはあまりＯＤＡは効果がない。

○ボーダーレス化・グローバル化

・グローバル化については、それによって恩恵を受けている先進国とそうでない途上国との間に

生じる技術、経済、情報の格差の拡大が不安定要因となる可能性がある。他方で、海賊がＧＰ

Ｓなどハイテク機器を用いたり、国境を越えたマネーローンダリングを行ったりするなど、マ

フィアのような非国家主体もグローバル化の恩恵を受けており、こうした新しい形態の活動に

伴う紛争も出てこよう。

・ボーダーレス時代になると、主権国家を守ることなど意味がないという議論が出てくる。米国

のコソボ問題への介入もボーダーレスの一つの現れという説もある。

○情報のボーダーレス化・グローバル化とＣＮＮ効果

・情報のグローバル化は必ずしも平和にはつながらない。コソボ問題に米国が介入したのも、ま

さにＣＮＮ効果によるものであって、米国人はニュースの映像を見せつけられると、自分たち

で何とかしなくてはいけないと考え、居ても立ってもいられなくなる。また、ハリウッドの映

画による情報発信は、それを見ている外国人に対して米国の技術やシステムの実際の脆さを知

らせないので、大変な誤解を生んでいる。例えば、米国でコンピュータがダウンしたりミスが

発生したりするのは日常茶飯事であるが、そのようなことが一切発生しないハリウッド映画で

しか米国を知らない中国人は、米国が大使館を「誤爆」するなど絶対あり得ないと信じてい

る。

・米国は、残虐な映像を見せつけられて、それを止めねばとソマリアに行ったが、米軍の兵隊が

引きずられる姿を見せつけられると、もうやめたと帰ってしまった。このように、メディアの

力はプラスにもマイナスにも作用するので、これをいかに使うかがこれからの重要な課題であ

る。つまり、マネーと情報がボーダーレス化するならば、それを使って逆に我々を有利にして

いくという発想が必要である。

・ＣＮＮ効果については、ＣＮＮが報道しなかったことはもともと存在しなかったということに

もなりかねず、どちらに理があるかではなく、どちらがよく見えるか、どちらの残虐行為が視

覚的に見えてしまったかということで決まってくる。

・これからは、情報の収集や分析だけでなく、情報を発信する力が必要である。さもないと、非

国家主体にも国家主体にも利用され、その場だけの判断で行動せざるを得なくなる。
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・特にボーダーレス社会においては、民主主義国家における治安や国防といった合法的暴力装置

の効果をいかに維持するのかという点が問題となる。民主主義や報道の自由に内在する欠点を

是正していくという努力をしないと、ＣＮＮ効果と言われるように情報というものは統制でき

ないため、混乱に収拾がつかなくなる。

３ 21世紀における紛争の発生地域と形態

○紛争が予想される地域

・紛争は主として発展途上地域において発生し、安定した民主主義国間では武力紛争の可能性は

小さい。

・他方、中近東、中央アジア、南アジア、東南アジア、ブラック・アフリカ、南東欧など、現状

変更を望む国や勢力のあるところでは紛争が多発する。

・コソボの例のように、西側諸国が非民主主義国に介入するという構図も考えられる。

・第２次産業革命においてはドイツや日本やロシアが挑戦者の立場にあったが、現在進行中の第

３次産業革命では、技術開発力と経済力に長けた先進工業国以外は競争のしようがなく、挑戦

者がいない。それが豊かな先進民主主義国同士の戦争はないということにつながるのかもしれ

ない。

○紛争の形態

・紛争の形態については、テロやゲリラなどの低強度紛争、通常兵器やハイテク兵器が使われる

通常戦争、そして戦術核兵器による戦争が考えられる。戦術核による戦争については、通常兵

器で太刀打ちできない場合は戦術核で対抗しようというもので、現にロシアではこのような考

え方が出ており、いくつかの国でも戦術核に対する見直しが行われよう。

・今回のコソボ問題への介入は、非常に大きな不可逆的な技術変化のプロセスの中で起きたもの

で、ほとんど戦死者を出すことなく選択的に相手に打撃を与えるという技術が開発された時代

において、どのような戦闘をするのかという問題がある。例えば、このような攻撃のしかたは

アフリカの国などには効果が小さく、このような攻撃が実施されるか否かは、それにより重大

な被害を受けやすい国か否かといった受け手の事情により左右されよう。

４ アチェ問題――21世紀型の紛争の例

・一部の米国人は、民主化という言葉を権力の分散と混同している。彼らの理解する民主化では

国家の能力が低下してしまい、非国家主体がトランスナショナルな活動をするようになり、低

強度紛争が発生する。例えばインドネシアのアチェの武装勢力は、マレーシアにサンクチュア

リ（聖域）を持ち、一部の精鋭部隊はリビアで訓練を受け、マリファナを栽培して資金にして

おり、半ばマフィア、半ばトランスナショナルな独立運動のような状況にある。

・他方、米国などには人権問題をめぐってインドネシア政府を批判するグループがあり、また、

米軍やオーストラリア軍は、この機会にインドネシア軍を国内治安用の軍隊から通常の軍隊へ

転換させようと考えている。それぞれの考えはもっともだが、この２つを組み合わせるとア

チェの事態は収拾がつかなくなる。さらに、米国の介入は、国内政治と密接に結びついて、発

作的、間歇的なものとなるであろう。こうした状況で低強度紛争に対処するにはどのような体

制が考えられるのだろうか。

・アチェは人道問題でも民族自決の問題でもないと思うが、その見極めが難しくなってきてい

る。その理由の一つとして、ボーダーレス時代となり、資金の移動や武器の取引も容易になっ

たことがあげられる。

５ 低強度紛争に対処するのは軍隊か警察か

・今後、ゲリラ的な低強度紛争が中心となるとすると、これに対処するのは軍隊なのか警察なの

か。両者の関係はどのようになるのか。

・軍と警察が一緒に対応する例として、フィリピンには昔コンスタビュラリーというものがあっ

た。地下鉄サリン事件のようなものを考えると、自衛隊と警察の協力はもっとあってよいし、
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両者の中間的なものを作っていくというのも一つの建設的な案である。

６ コソボ問題と人道的介入の合法性の問題

○人道的介入と内政不干渉の原則

・人権を理由に国家主権を侵す戦争を行うことが許されるのか否かという議論が、米国政府内で

十分になされなかったと思う。現在はまだ確立されていないが、人権や人道により国家主権を

侵す武力行使が正当化されるような国際環境や国際法が21世紀にできていくのか。さらに、武

力介入やむなしとする際に、誰が人権問題の実態を評価するのか、国連の役割はどうなるの

か、効果ある活動が実施できるのか。

・人道上の理由による介入が合法か否かという問題は、18～19世紀のトルコ支配下の東欧地域の

キリスト教徒を保護するための介入に関して古くから議論されてきた問題であるが、国連は、

内政不干渉の原則とその例外としての安保理の強制措置について、憲章第２条第７項で規定し

ている。この強制措置とは、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を安保理が認

めたら、暫定措置をはさんで経済制裁や軍事的制裁がとれるということである。ＮＡＴＯや米

州機構のような国連以外の地域的機関が制裁措置をとるには憲章上安保理の許可が必要である

が、この許可は常任理事国の拒否権のためなかなかとりにくく、事実上動けない。そこで、自

衛権の条件が満たされれば安保理の許可なしに行動できると憲章第51条で規定されている。

・北大西洋条約を見ると、ＮＡＴＯは自衛権発動のための機関と読め、ＮＡＴＯに脅威が及んで

いない今度のコソボのような事態でＮＡＴＯが行動できるとは、条約の規定からは素直には読

めない。しかし、この点については昔から解釈論争があって、それができるという解釈もあ

り、今回はできるという解釈に則ってＮＡＴＯは行動したのだと思われる。ただその場合でも

国連憲章上は安保理の許可が必要なのに、実際は許可を得なかった。これが国際法上違法な行

為なのか否かという評価については、安保理や国連総会の場でＮＡＴＯの行為が違法と宣言さ

れたり非難されたりするか否かによるが、安保理常任理事国の米英仏が今回の行動に加わって

いるのだから、違法と宣言されるはずがなく、結局黙認ということになるのだろう。

・内政不干渉の原則と言うが、「内政」の定義を緩めれば、もはや内政問題ではないと解釈する

こともできるのではないか。民族独立運動は内政なのか。また、「侵略」に定義があるのか。

・侵略の定義については長年国連の委員会で議論され、一応1974年にできたが、単に加盟国の参

考に供するというだけで、何ら拘束力はない。

○地域諸国や地域機関が国連に代替できないか

・安保理の承認はなかったが、周辺19カ国がＮＡＴＯの介入に賛成したという事実はある。将来

朝鮮半島で何かあった場合、安保理の承認がなければならないというのでは、中国が拒否権を

発動すれば何もできなくなるが、アジア太平洋地域諸国の多くが日米の介入を支持するという

ことになれば、安保理の承認がなくてもやっていけると思う。従って、そのような事態が起

こったときに地域の多くの国が支援してくれるような体制を作っておくことが必要である。

・国連は、５大国が重要でないという問題については決議を採択できても、これこそ重要だとい

う問題については拒否権が発動されてしまい、結局大した能力がない。すると、次は地域機関

の出番となるのではないか。

７ 人道的介入の国際政治学的検討

○人道的介入の妥当性

・ 単なる「問題」と安全保障の根幹にあるべき「脅威」とは区別すべきなのに、最近は安全保障

の概念が拡散しており、「問題」が生じたらとにかく何かやらなくてはならないという気持ち極

端に強くなっている。国際関係のルールは基本的には内政不干渉であり、コソボ問題などは、

伝統的な国際政治の観点からは内政で処理すべき問題で、国際社会が対応できなくて当然であ

る。それなのに、国連や地域組織やお節介な国が出てきて、問題を解決できないどころか、か

えって状況を悪くしているかもしれない。それぞれの国家の能力の限界を厳格に認識し、国際

関係のルールの中でもう少し具体的に、何ができるのか、どこまでやるかを決めなくてはなら
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ない。

・ある国の国内に民族問題がある場合、その国において「国民」ができて、きちんとした「国

家」にならなければならないが、外から国家や国民や民族を作ってやるというようなことは、

国際社会の能力を超えている。国際社会がやれることは非常に伝統的なことしかなく、国内勢

力が均衡して手詰まりになったときにある程度関わって助けを出すという程度のことで、基本

的には待つしかない。

・非人道的な行為を見かねて介入したが、介入したためかえって大量の難民が出てもっと大きな

災難となったというシニカルな議論もある。

○アジェンダ・セッティングの問題

・コソボ問題への武力介入前にその正当化をめぐる議論がなされているとき、欧州の人々は、外

交努力の手は全て尽くし、もう他に手段がないのだと異口同音に言っていた。つまり、介入は

許されるという圧倒的雰囲気があり、その背後には、欧米の判断に基づくアジェンダ・セッ

ティングが非常に優勢であったことがあろう。

・冷戦後、外交上の争点の局面から軍事力行使の局面までの連続性における移行の問題が出てき

ている。その敷居が低くなったという見方ができるかもしれないし、戦争の形態が変わってき

たという文脈の中での武力行使の正当化の問題もあるが、その局面の移行における米国による

アジェンダ・セッティングが非常に重要なファクターになってきているようにも思われる。こ

れが、米国はどこまで行くのか、どこかで必ず失敗するのではないかという懸念につながって

いる。

○米国の介入の理由

・米国を除いたグループの会合が開かれるなど米国離れの現象が起きて岐路に立っているＮＡＴ

Ｏにおいて、自らの存在感を示すため、米国は本格的な議論なしにコソボで行動してしまった

のではないかとキッシンジャーは言っている。別の米国の元高官は、米国はランブイエ交渉が

終わったときに手を引くべきだったがＮＡＴＯがやったので仕方なくついていったと言ってい

るが、この説明には納得できない。

・米国のような選択的介入は正当化できるのか。米国は「国益」に従って介入の是非を判断する

というが、米国は何が「国益」かを説明する義務がある。

・チェチェンは米国の国益に全く関係がなく、介入の必要はなかったが、コソボについては、Ｎ

ＡＴＯにおける米国の地位を保つという国益があったから介入したのではないか。

・米国が大変主導的であったというように聞こえるが、実際は、西欧諸国もかなり積極的であっ

たから介入したのではないか。米国の戦略でも、本当に死活的なところは単独でもやるが、そ

れに準ずるところは同盟国の緊密な協力があって初めてやるということではないか。

・国連安保理で決議できる可能性はなく、ＮＡＴＯの空爆しか最終的な手段がなく、そのため米

国の戦力が必要となったが、本当は欧州の問題に米国には必ずしも介入してほしくなかったと

いう意見も欧州にはある。また、米国は議会が賛成しない限り欧州の紛争に介入できないの

で、今後は欧州独自で紛争に介入できるように、ヘッドライン・ゴールを設定し、2003年には

欧州連合（ＥＵ）が緊急展開能力を持とうとしている。

８ コソボ紛争の米国と中露との関係への影響

○ロシア

・米国はロシアの顔を潰してしまった。この問題を通じて、ロシアは軍事力を強化しなければな

らないと感じたはずで、いずれ経済などが安定すれば通常戦力を強化するであろう。米国はこ

のような展開を事前に検討したのであろうか。しかし、ロシアは戦略核兵器を持っている世界

戦略国家であるから、米国は絶対手出しをしないし、ロシアもセルビアなどで米国が勝手なこ

とをすれば絶対許さない。

○中国

・米国は、中国の経済規模に鑑み、米中関係を維持させようとするはずだが、中国の戦力を恐れ

ていないし、戦略的には中国の核戦力も恐れていない。他方、中国は、米国との関係を決定的
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に悪化させることはない。中国は米国の軍事力にとても脅威を感じていて、米国が軍事力を背

景とした外交を行って台湾を引き離すのではないかと恐れている。結局、中国は、ロシアと同

様に強くなければいけないと感じているはずで、これまでより軍事力強化に力を入れるだろ

う。中国がいくら軍事力を近代化しても米国には追いつけないと思うが、それでも軍拡を推進

するだろう。

・米中関係については、両国とも十分に注意を払っていくだろうが、国際政治的には中国は次第

に孤立し、米国と対等に戦っているつもりでも、結局は敗退していくのではないか。中国国内

で権力闘争が激化し、中国自身が不安定化するという悪いシナリオもあり得る。

・これからは強くなければだめだという意識は、もともと中国にあったのだろうが、コソボ紛争

を契機としてさらに進路を固めたと思う。しかし、これからの軍事力強化は、並々ならぬ金と

労力と時間を必要としながら、なかなか米国の域に達することはできないし、もし中国が近づ

いてきたら、米国は必ず潰しにかかる。それは軍事力で潰すのではなく、中国が営々と投資し

て作りあげた兵器が一瞬にして役に立たなくなるような先進兵器を次々に出すことによって、

中国の努力を水の泡にし、中国を疲弊させていくというやり方であろう。

○その他

・両国が軍拡に走ることが心配であるが、ロシアも中国も米国の介入を阻止するだけの力を持っ

ており、実際チェチェンにもチベットにも米国は介入していない。我々は両国に対してあまり

無理をして軍拡をする必要はないということを伝えたほうがよいのではないか。

９ 米国に関する問題点

○米国のユニラテラリズムとそれへの反発

・ＮＡＴＯ軍には全く戦闘による死者が出なかったが、戦争で片方が全く犠牲者を出さずに勝つ

というのは、直感的に何かがおかしいと感じる。カーター元大統領も、ＮＡＴＯによる空爆を

非生産的で残忍な破壊行為だと批判している。戦争に勝っただけでは本当の勝利ではなく、外

交により政治的に勝利しなくてはならない。

・中国大使館に対する誤爆の後、米国の国防省や国務省の幹部などは、これは戦争中に起きたミ

ステイクであり中国の反米デモは過剰反応だ、中国は群衆を扇動している、と言っていたが、

このような米国の態度のほうがおかしく、不安を感じる。

・正義のためという形であっても、米国が圧倒的な武力を背景とした米国本位の力の外交をアジ

アで行おうとすると、中国に限らず日本でもかなりの反発を受けよう。その場合、日米安保へ

の影響は非常に大きい。

・唯一の超大国として一国で突っ走る米国は何か問題を起こす可能性があると懸念を感じる。そ

うならないよう、同盟国である日本や英国やドイツは、世界の安全保障の枠組みや戦略につい

て米国と積極的に意見交換をしなくてはならない。しかし、日本においては、そのための条件

整備が必要である。

・1998年12月に英国が欧州独自の防衛体制に初めて賛成したが、これは、米国が人権や民主主義

などを掲げて軍事介入し、ＮＡＴＯの域外行動をどんどん拡大していくことに、英国がかなり

危機感を持っているためではないか。

・日本も独自に対処できる能力、例えば北朝鮮の問題について米国、韓国と同一に軍事的に対応

できるような能力を持たないと、行動する米国に対して結局何も言えないという状況が次第に

はっきり出てくるのではないか。

・情報革命の時代になると、米国の情報収集力や情報発信力にチャレンジする国は出てこない

し、出てきてもすぐに潰されてしまう。

・そのような米国に対し日本が何か助言すべきだという議論は全くそのとおりであるが、助言し

たためにかえって日米関係がおかしくなるという危険性の問題もある。日本が助言しても日米

関係が健全に展開するための日本側の条件は何か。

○米国の民主主義の問題

・民主主義の制度にも欠点があり、その欠点を常に意識して克服する努力を継続する必要がある
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が、米国ではそのような議論があまりなされておらず、そうした米国が世界の唯一の超大国と

なっていることに不安を感じる。米国が主張する民主主義、選挙、言論の自由といった諸制度

は、世界の安全保障に関する期待と批判に応えうるものでなければならない。

・コソボ問題への介入の決定にＣＩＡやペンタゴンが実質的にはそれほど参画していなかったと

いう話があるが、そうだとすると安全保障戦略の決定プロセスに重大な瑕疵があったという深

刻な問題となる。キッシンジャーは、戦争開始の理由とは非常に厳粛なものであるはずなの

に、それを深刻に議論することもなく、また早期にどのような形で決着させるか、最悪の場合

どうするのかといった戦略をいろいろ考えることもなく、とにかくやってみようということで

始めたのではないかとクリントン政権を批判している。

・米国の言う民主主義とは権力分割であり、テューダー王朝時代の英国のシステムをそのまま入

れたもので、時代遅れも甚だしい。しかし一方で、大統領の周りにベスト・アンド・ブライテ

ストが集まり、大統領に権限が非常に集中している。

・米国はまだ若々しく荒々しいナショナリズムを持っている国であり、先進民主主義国の中では

特別な国である。人権とか民主主義は米国にとって神聖な「国体」であるので、米国にこれを

言うなといっても無理である。

・米国の決定にはいろいろ欠点や矛盾もあるが、それらは４年に一度国民の批判を浴びるのだか

ら、徐々に整合的なものになる可能性がある。

10　憲法問題と日米関係

・自衛権があると言いながら集団的自衛権の行使はできないという今の政府の憲法解釈は非論理

的だ。集団的自衛権の行使は憲法を改正しなくてもできるし、それだけで日米安保についての

心配はなくなる。

・３人の米兵がマケドニアで拘束されるという事件があったが、米国では、報道や地域社会が彼

らを英雄扱いしてその解放を願う騒ぎとなり、このような感情的反応には驚かされた。もし日

本の周辺で同様の事態が起こり、米兵が拘束されるどころか死者を出したとなれば、日本は憲

法に従い後方地域で後方支援だけを行うという議論は、米国のマスコミの取り上げ方によって

はとてももたないだろう。しかし、このような憲法がある以上、米国に対してその事情を事前

に説明して周知させておかねばならない。

・米国へ事情を説明しておくというのは短期的な対策であって、集団的自衛権の問題の根本を

すっきりさせれば、あるべき国家としての自衛力、武力の使い方を検討して、品格の高い国家

の政策運営ができるようになろう。ただ、この点を直しても、日本が米国と対等の世界戦略国

家になれるとは思わない。

・憲法問題のため日本では正常な安全保障論議がなされてこなかったが、それだけが問題ではな

く、そもそも安全保障に対する認識や意識が欠如しており、戦略についての議論がほとんどな

されていないことが問題である。

11　朝鮮半島有事

・これまで、朝鮮半島の有事については、巻き込まれるとか巻き込まれないとか議論する余地が

あった。つまり、ある程度の距離感があり、周辺事態であって日本有事ではないと考えられて

きたが、今回のテポドンの試射以後、半島の有事を、即、日本有事として捉え対処しなければ

ならないという発想の転換の必要性が認識されるようになったと思う。

・周辺事態とは我が国の国益に非常に重要な関わりがある事態のことであるが、我が国にとって

は非常に重要だが米国の国益にとってはどうでもよいというような事態が起こると、日本に

とって大変なことになる。逆に、米国の国益にとって大事な問題が我が国の周辺で起こり、そ

れを日本がどうでもいいと考えて知らない顔をすれば、それも大きな問題となろう。しかしそ

のようなことはあり得ず、コソボのようなことが日本の周辺事態として起こったら大変だとい

うのは心配のし過ぎではないか。コソボの問題は、日本にとって国益はあるけれども非常に薄

いという状況なのではないか。
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・朝鮮半島で何か起こった場合、日米は行動に先立って国連安保理の承認を受けることを望まし

いと考えるであろうが、拒否権が行使されて国連は動けない可能性が強い。そのような意味で

は、朝鮮半島有事においてコソボ問題と共通した事態が生じる可能性がある。




