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はじめに

　現在の国際軍事情勢の顕著な特徴は、世界的に軍事交流の盛行が見られることである。「軍事

交流」とは国防組織が主体となって諸外国の国防組織との間で行うさまざまな形態の交流を指

していう。この「軍事交流」という用語は、かつては同盟国や友好国の軍との交流・協力を指

して使われたが、近年になって、特に同盟国以外の国の軍との交流を指す意味合いにおいて使

用されることが多くなっている。国防組織がとりわけ同盟国でも友好国でもない国との間で交

流を開始するようになったのは冷戦末期のことである。さらに近年の軍事交流の特徴は、国防

白書などの文書に明示したり、さらには国防政策体系のなかに軍事交流を明確に位置付けたり

して、自覚的に交流を実施する国が多くなったことが挙げられる。

　このような軍事交流はまず冷戦期の欧州において見られた。1975年のヘルシンキ会議に始ま

る欧州安全保障協力会議（Conference on Security and Cooperation in Europe: CSCE）では、

東西軍事ブロックの間でさまざまな信頼醸成措置が合意された。その内容は、演習の事前通告

とその視察、軍隊の移動の事前通告を中心としたものであり、主に奇襲攻撃と軍事演習による

政治的威圧の防止を目的としていた。1986年に採択されたストックホルム会議最終合意書では

軍事情報の交換が取り決められ、各国の軍事力の透明性を高める信頼醸成措置が築かれた。そ

のなかには、演習のオブザーバーが師団級の主要戦闘部隊を訪問し、可能であれば指揮官や兵

員と接触・面談する機会が与えられるとする合意があった。そして、1990年に採択されたウィー

ン文書で、信頼醸成措置のカテゴリーの１つに軍事交流（military contacts）が加えられた。こ

れは航空基地の訪問とそこに勤務する軍人と接触することに加え、①上級軍人、防衛代表者間

の交流、②軍事関係施設間のコンタクト、③教育課程への軍事代表の参加、④旅団、連隊、あ

るいは同じレベルの指揮官の交流、⑤軍人研究者、専門家の交流、⑥軍隊間のスポーツ、文化

行事の促進などを含むものであった1•Bこのように冷戦期の欧州における軍事交流は信頼醸成措

1 植田隆子「第1章　安全保障（第1バスケット）」植田隆子・百瀬宏編『欧州安全保障協力会議（CSCE）

1975-92』（日本国際問題研究所、1992 年）34-35 頁。



置を中心に実施されたのである。このような信頼醸成措置に関する交渉はすぐれて軍事技術的

なものであるため軍人の参加が必要とされ、また、その実施にあたっても演習のオブザーバー

などの要員は軍人であった。

　冷戦末期には、米ソ間でも軍事交流が開始された。1987年12月、ソ連のアフロメーエフ参謀

総長が中距離核戦力（INF）条約調印のために訪米した際に、クロウ統合参謀本部議長と非公式

に会見し、軍事当局者間の対話プログラムの開始が合意された。さらに、1988年にアフロメー

エフが再度訪米し、その翌年６月にはクロウがソ連を訪問して軍事交流の拡大が合意された2•B

このような時期に米国がソ連との軍事交流を推進した理由として 1990年度の『年次国防報告』

は、①ソ連の政策、人員、能力に対する理解の向上、②ソ連の国防政策に対する西側の懸念に

ついての対話の実施、③米国の軍事力を示し、その国防政策への認識を高めることによるソ連

に対する影響力の拡大、④ソ連の国防に関する公開性の向上、⑤公式の交渉における米国とそ

の同盟国の立場の強化、の５つを挙げている3•B

　このような軍事交流がアジアにおいても何らかの意義を有していることは、欧米のみならず

アジア・太平洋諸国でも認識されていた。特に東南アジア諸国の間には公式の同盟関係は存在

しなかったが、それに代わって広く防衛協力（Defense Cooperation）が実施されてきた。これ

らの防衛協力はもともと、1960年代から70年代にかけて東南アジア諸国に広く存在した共産主

義勢力に対処することを目的とする軍事協力から始まったものである。冷戦期における、この

防衛協力は、アミタブ・アチャリャによれば、共産主義勢力という共通の脅威への対処協力と

透明性の向上という目的を有していた4•B各国内に存在する共産主義勢力に協力して対処するた

めに、例えば、装備の相互運用性（インターオペラビリティー）の確保や標準化、有事におけ

る軍事的支援の提供などの軍事協力がなされ、このような軍事協力と同時に、共同訓練、情報

の共有、ハイレベルの軍人の交流、教育と訓練施設の提供などの透明性向上のための措置がと

られたのである。このような形態の防衛協力が進展するに伴い、共産主義勢力に対処協力する

という目的とは別に、軍同士の交流は各国の軍事力・国防政策の相互理解と透明性向上に貢献

し、域内諸国間に存在していた相互の不信感を取り除くのに一定の役割を果たすものと認識さ

れるようになった。

　以上のように冷戦終結前から軍事交流は進展してきたが、アジア・太平洋地域では冷戦終結

2

2  Ronald H. Cole, et al., The Chairmanship of the Joint Chiefs of Staff  (Washington, D.C.: Joint History
Office, Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 1985), pp. 134-136, http://www.dtic.mil/
doctrine/jel/history/jcspart3.pdf.
3  Secretary of Defense Frank C. Carlucci, Annual Report to the Congress Fiscal Year 1990 (Washington,
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1990), pp. 45-46.
4  Amitav Acharya, “Defence Cooperation and Transparency in South-East Asia,” in Bates Gill and J.N.
Mak, eds., Arms Transparency and Security in South-East Asia (New York: Oxford University Press, 1997),
pp. 58-60.



後になって軍事交流の実施が本格的に検討されるようになった。アジア・太平洋地域は地理的、

歴史的に一様ではなく、各国の安全保障観も異なっている。冷戦期にこの地域には欧州のよう

な明確な東西対立の構造は存在しなかったが、国家間関係は必ずしも協調的とはいえなかった。

対立関係にあった国家間でも冷戦後になって関係改善の動きが見られ、明確な脅威と友敵関係

の不在が指摘される一方で、依然としてこの地域の安全保障環境の行方は不確実であると考え

られている。このような安全保障環境を改善するために、ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ASEAN
Regional Forum: ＡＲＦ）が創設されるなど、この地域における安全保障分野における交流は

活発化しており、それは国防組織間の交流も例外ではない。

　アジア・太平洋地域の安全保障に対して軍事交流が持つ意義について、日本国際フォーラム

の政策提言は次の３つを挙げている5•B第１に、最終的に国家防衛の責任を有する軍人同士を交

流させることで、その国家が真剣に信頼醸成に努めていることを象徴的に示す。第２に、実際

に軍事力の管理にあたる実務者として、軍人間の専門的な相互理解を増進し、軍事的合理性に

基づいた共通理解を持たせることは、偶発事故や誤解に起因する紛争の予防と協同の協力行動

の基盤を生み出す上で有益である。第３に、アジアにおいては軍人が国内政治に広く、かつ、深

く関わっていることが多いため、国際交流を通じて彼らが視野を広げることで政治の近代化へ

の好影響が期待できるということである。

　このような認識を裏付けるように、米国、英国、中国、オーストラリア、韓国などが、従来

の枠組みを利用したり、また、新しい枠組みを創出して積極的に軍事交流に関わるようになっ

た。なかでも、英国は「防衛外交（Defence Diplomacy）」、オーストラリアは「防衛協力（Defence
Cooperation）」と銘打ち、軍事交流を国防政策のなかで明確に位置付けて積極的に推進してい

る。こうした背景があって、我が国も安定した安全保障環境を構築するために「防衛交流」の

名のもとに米国以外の関係諸国との二国間・多国間の軍事交流に積極的に取り組むことになっ

たのである。

第１節　軍事交流の歴史

　軍事交流が現在のような世界的な盛行を見せるようになったのは冷戦後のことであるが、軍

事交流そのものは決して冷戦後になって新規に始められたわけではない。本節では、「軍事交流」

という言葉も概念も、また、その種の活動を行っているという自覚もなかった時代を振り返っ
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5  渡邉昭夫・菊池努・山内康英『政策提言　アジア・太平洋地域における安全保障体制の可能性と役割』

（日本国際フォーラム、1996 年 6 月）21-23 頁。
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てみたい。

　歴史を顧みて、平時に、同盟関係にない国の国防組織同士が友好的な交わりを持つケースを

考えてみた場合、すでに近代的な軍隊の建設を終えた国が、これから近代的な軍隊を建設しよ

うとしている国を支援するという形で行われる軍事交流があることに思い当たる。我が国にも

幕末から明治期、さらには大正期にかけて、オランダ、フランス、英国、ドイツから陸海軍の

教育・訓練にあたる教官や兵器製造を請け負う製鉄所・造船所の技術者を軍事使節団などとし

て招聘し（いわゆる「お雇い外人」）、西洋の軍事知識や先端技術の伝授を通じて、近代的な軍

隊の建設（「強兵」）に努めた歴史がある 6•B

　ペリー来航に衝撃を受けた江戸幕府は海軍の創設に向けて行動を起こし、1854年、長崎に海

軍伝習所を設けた。当時、たまたま長崎に寄港していたオランダ海軍ファビュス中佐らが同伝

習所の教官（幕府との雇用関係なし）となり、蒸気船の航法、蒸気機関、造船などに関する教

育を行った。臨時的な措置で、必ずしも公式なものではなったが、これが我が国が近代史上、最

初に経験した軍事交流である。翌年、再来日したファビュスに同伴したペルス・ライケン大尉

以下 21 名が長崎伝習所教官として江戸幕府と正式の雇用契約を結んだ（オランダ第一次派遣

隊）。ここに日蘭軍事交流が公式化された7•Bそれは「咸臨丸」の太平洋横断（1860年）という

快挙をもたらす。

　明治に入ると、海軍はオランダに代えて、当時、最強の海軍国であった英国から軍事使節団

を招くようになる（英国との関係はのちに日英同盟へ発展する。また、海軍が英国をモデルと

したことは、海軍の親英的な性格の形成にも影響している）。一方、陸軍を見ると、当初はフラ

ンス、のちにはドイツの軍人を士官学校、大学校等の教官として雇用した（日独関係ものちに

同盟へと発展する。また、陸軍がドイツをモデルとしたことは、陸軍の親独的な性格の形成に

も影響している）。また、航空兵力の導入に際しても、第一次世界大戦が終結した翌年の1919年
に、陸軍はフランスから軍事使節団を招聘して航空術の指導を受けた。海軍が当時まだ同盟国

であった英国から航空教育団を招聘したのは２年後の 1921年であった。

　留学生の派遣は1870年に海軍が兵学寮生徒２名を英艦に乗り組ませ、３年間の航海術実務に

従事させたことに始まる。今日的な意味での留学生としては、東郷平八郎ら16名が 1871年に

6  軍事分野の「お雇い外人」に関しては、高橋邦太郎『お雇い外国人　第６巻　軍事』（鹿島研究所出版
会、1968年）、富田仁・西堀昭『横須賀製鉄所の人々－花ひらくフランス文化－』（有隣堂、1983年）、篠
原宏『陸軍創設史－フランス軍事顧問団の影－』（リブロポート、1983 年）、同『海軍創設史－イギリス
軍事顧問団の影－』（リブロポート、1986年）、同『日本海軍お雇い外人』（中央公論社、1988年）、Philippe
Lasterle, “La Marine dans les relations franco-japonaises,” Service Etudes historiques, Service historique
de la Marine, France, 16 juin 2000 などを参照。
7  本件に関しては、藤井哲博『長崎海軍伝習所－十九世紀東西文化の接点－』（中央公論社、1991年）が
詳しい。江戸幕府は軍事技術面でもオランダ、フランス両海軍の支援を受け、長崎と横須賀に製鉄所（海
軍工廠）を設けた。さらに、横須賀にはフランス海軍技師を教官とした造船学校を設置している。
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英米に派遣されたのが最初である8•B

　軍事交流における重要な担い手としてその役割を位置付けている国もある在外公館付武官は、

欧州ではナポレオン時代に武官制度として定着した。我が国の場合は、1875年に桂太郎陸軍少

佐がドイツへ、福原和勝陸軍大佐が清国へ派遣されたのが最初である。駐在武官の派遣を建議

したのはほかならぬ桂自身であった。桂はその目的を「かれこれの状況程度を比較斟酌し、商

量研究、もって我が陸軍を改革すべき資料を採収9•vすることとしているように、欧州、とりわ

けドイツの軍事制度など、「強兵」のために活用できる軍事情報を収集することが所期の目的で

あった。他方、清国へ派遣された福原の任務も軍事情報の収集であったことに相違ない。しか

し、それは「強兵」のためではなく、当時の日本にとってロシアと並ぶ脅威であった清国の国

内情勢を掌握し、本国へ伝えるためであった。

　このように我が国は軍事交流の恩恵に浴しつつ近代的な軍隊を建設した。また、それは今日、

世界的な盛行を見せている軍事交流の先駆けでもあった。一方、これとは反対に、日本軍が他

国の軍隊の近代化を支援した例も見られる。

　日清戦争で敗れた清国は近代化の必要性に目覚めた。それは軍事に関しても同様であった。清

国は北洋陸軍や各地の軍学校に日本の軍人を教官として招聘した（「清国応聘将校」）。正式な雇

用契約を結んで彼らを受け入れた清国政府や地方政府（軍閥など）、特に後者は、軍隊の近代化

における役割だけでなく、日本陸軍とのパイプ役として支援窓口の役割をも彼らに期待したの

である。一方、日本側はこの機会を利用して大陸情報の収集や各軍閥との提携関係の構築に努

めたほか、日本軍をモデルに各地の軍隊を育成していくことと付随して、日本製の武器などの

売り込みを促したようである10•B辛亥革命後、日本陸軍は中華民国に対する武器輸出を通じて

同国への軍事的影響力の扶植を明確に意図したことがある。1914年、陸軍省兵器局は「帝国中

華民国兵器同盟策」を意見書として作成し、外務省に提出した。その内容は対華21ヵ条の要求

に盛り込まれた11•B

　日本陸軍は清国（のち中華民国）及び朝鮮から士官学校や大学校への留学生受け入れも実施

している。朝鮮からは 1896年から日韓併合（1910年）までの間に 41名、清国からは 1900年

から辛亥革命発生（1911年）までの間に 650名を陸軍士官学校に、1919年から支那事変勃発

（1937年）までの間に中華民国陸軍将校 35名を陸軍大学校に、それぞれ受け入れている12。

8  海軍有終會編『近世帝國海軍史要』（海軍有終會、1938年）147 頁。
9  鈴木健二『在外武官物語』（芙蓉書房、1979年）13 頁。
10 戸部良一『日本陸軍と中国－「支那通」にみる夢と蹉跌－』（講談社、1999 年）13-16、34-38頁。
11  横山久幸「日本陸軍の武器輸出と対中国政策について－『帝国中華民国兵器同盟策』を中心として－」
（『戦史研究年報』第 5号、防衛研究所、2002年３月）。

12  山崎正男編『陸軍士官学校』（秋元書房、1969 年）25頁、上法快男『陸軍大学校』（芙蓉書房、1973
年）附録第七　陸軍大学校卒業者名簿「外国陸軍将校学生卒業者名簿」。
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　軍事交流はこのような軍事分野での先進国と後進国という非対称な関係におけるもののほか、

近代的な軍隊の建設を終え、軍事力の面ではほぼ対等な立場にある国同士でも行われていた。そ

の典型的な例が、両大戦間期のドイツとソ連の間に見られる。

　第一次世界大戦で敗れたドイツと世界初の社会主義国ソ連は、ベルサイユ体制下の欧州では

疎外された存在であった。この両国が相互に戦時賠償の放棄と外交関係の再開を約したのが

1922年のラパロ条約である。同条約によって独ソ両国が同盟関係に入ったわけではないが、こ

れを機に、「ラパロ精神」と称される緊密な雰囲気が両国間に醸成され、その関係は軍事分野に

も波及する13。

　ベルサイユ条約によって、ドイツは海空軍力を失った上に陸軍力も大幅に縮小されて軍事小

国の地位に転落させられようとしていただけでなく、軍用機、戦車などの兵器製造を禁じられ

たため、ドイツ軍需産業界の将来が閉ざされようとしていた。ソ連への接近はドイツにとって

唯一見出された活路であった。すなわち、ベルサイユ条約によってドイツ国内での実施を禁じ

られた新兵器の開発と運用訓練をソ連領内で行うのである。一方、ソ連にとってもドイツとの

接近は軍事、経済の両面で利益をもたらすと期待された。

　独ソ両国は1923年８月、軍事面で合意に達し、ソ連領内のリペツク飛行場に独ソ共同の航空

訓練センター、サラトフに毒ガス戦学校、カザンに戦車訓練センターをそれぞれ設置した。こ

の３ヵ所のなかでも、リペツクは独ソ両国にとって最も価値のある施設となった。

　ドイツはリペツクで新型軍用機の開発実験と操縦士及び航空士の最終段階の訓練を実施した。

少なくとも戦闘機操縦士 120名、偵察機並びに爆撃機操縦士 450名がそこで訓練を受けた。ま

た、同訓練センターには技術者や整備士も派遣されていた。リペツクがなければドイツ空軍は

大幅に他国の後塵を拝することになったであろう。

　ソ連にとってもリペツクは最も価値ある共同訓練センターであった。ソ連空軍将兵はいつで

も同訓練センターを訪れることができ、ドイツ人から航空技術などの面で指導を受けられた。ま

た、ソ連空軍の地上勤務員もドイツ人技術者などが教官を務める授業に出席できた。リペツク

はドイツ人に協力していたソ連の技術者に対し最新の航空技術に接し、それを試し、模倣する

機会を提供した。

　この時期の独ソ軍事交流では次のような例も見られる。ソ連陸空軍将校はドイツ軍がベルリ

ンで実施していた秘密の訓練プログラムに参加を許された。訓練プログラムの内容は指揮、戦

術、作戦、新兵募集と訓練の方法、さらには禁止されていた再軍備の組織立った計画などであっ

た。参加したソ連軍将校のなかには、ミハイル・トハチェフスキーやゲオルギ・ジューコフが

いたとされる。また、ソ連軍将校はドイツ軍の図上演習、大演習、武器の展示などに招待され

13 Ｅ・Ｈ・カー（富永幸生訳）『独ソ関係史』（サイマル出版会、1972 年）第 3 章。
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た。ドイツ軍将校もソ連軍が実施する同種の行事に招待されている。このほか、ドイツ軍将校

がソ連軍将校を対象に、戦史や戦略論を講じたこともある14。こうしたドイツ軍との交流はソ

連軍の戦略と戦術の発展に大きな影響を及ぼした15。

　ヒトラーが1933年に政権を握るまで続いた独ソの軍事交流は、軍隊と軍需産業界に大きな利

益をもたらしたのは確かであり、両軍将校間の個人的な友好関係も築かれた 16。そうした点で

は成功であったといえよう。しかし、同時に、結果として不利益をももたらしたことを忘れて

はなるまい。ドイツ軍は 1941年夏、ソ連に向けて進攻する（バルバロッサ作戦）。その時、ド

イツ軍の中核を成していたのは、ラパロ条約時代に軍事交流を経験した世代であったし、独ソ

戦で活躍した兵器、とりわけ軍用機の開発も元をたどればラパロ時代に行き着く。それだけに

とどまらない。軍事交流の結果、ドイツとソ連は航空戦術や兵器開発の思想がほぼ同一となっ

た。同じ戦術、同じ兵器体系を持った軍隊同士の戦闘は決定打に欠けるため、決着が容易につ

かず、戦闘は長引き、それだけ双方に多大な犠牲を強いた。また、独ソ戦では緒戦においてド

イツ軍が優勢であったが、それはドイツ軍がソ連軍との交流を通じて重要な情報を得ていたか

らであるという指摘がある17。このように軍事交流はその成功、すなわち目的の達成が、場合

によっては必ずしも利益のみをもたらすわけではないことを歴史は物語っている。ロシアが比

較的最近まで軍事交流に消極的であったのは、旧ソ連時代のこうした苦い経験を教訓としてい

たからでもある18。

　近代的な軍隊の建設を終え、軍事力の面ではほぼ対等な立場にある国同士の軍事交流のもう

１つの例として、第二次世界大戦期のフランス領インドシナ（仏印）における日本軍とフラン

ス軍（仏印軍）との間での軍事交流に触れたい。両国の軍事交流は戦時下に実施されたという

点と、フランスは対独休戦後、戦争の局外に立ったが、一方の日本は仏印に陸海軍部隊を駐屯

させ、かつ、仏印を対米英蘭戦開戦当初は発進基地として、その後は後方の兵站基地として活

用しつつ戦争を遂行していた戦争当事国であったという点で、今日の軍事交流とは異なる状況

下で実施されてはいるが、軍事交流の名のもとに行われている諸活動のうちのいくつかをその

なかに見出すことができるのである。

14  Gerald Freund, Unholy Alliance: Russian-German Relations from the Treaty of Brest-Litovsk to the Treaty
of Berlin (London: Chatto and Windus, 1957), Chap. 9.
15  Kimberly Marten Zisk, “Contact Lenses: Explaining U.S.-Russian Military-to-Military Ties,” Armed
Forces and Society, Vol. 25, No. 4 (Summer 1999), p. 599.
16  Zisk, “Contact Lenses: Explaining U.S.-Russian Military-to-Military Ties,” p. 598. ソ連側ではス
ターリンがトハチェフスキーら独ソ軍事交流に関係した将校に疑念を抱き、その多くを粛清してしまっ
た。そのため軍人同士の間で築かれた個人的な友好関係が紛争を防止する要因として機能するか否かに
関しては、少なくとも両大戦間期の独ソ軍事交流からは、その結論を導き得ない。
17  Zisk, “Contact Lenses: Explaining U.S.-Russian Military-to-Military Ties,” p. 597.
18  Kurt M. Campbell, “The Soldiers’ Summit,” Foreign Policy (Summer 1989), p. 83.
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　仏印現地の日・仏印両軍首脳部は定期的に会合を持ち、連合国軍の行動や仏印領内の防空、気

象、衛生などに関して双方が収集した情報を交換した。また、両軍の首脳が出席する会食など

の交歓の機会も、ある程度、定期的に設けられていた。さらに、仏印軍が日本軍現地指導者一

行を兵営や要塞に招き、内部を見学させることも何度かあった。こうした行為を通して仏印側

は日本軍に反旗を翻す意志のないことを示そうとしたのである。しかし、仏印における日仏軍

事交流によって両軍間に信頼関係が築かれたとはいえず、海軍軍人間で個人的な交友関係が生

じた例が見られる程度にとどまった。反対に、日本軍が仏印軍の兵営や要塞の内部構造に通じ

ていたことは、1945年３月９日に日本軍が仏印軍を武装解除するための武力行使に踏み切った

際、日本軍に有利に働くという皮肉な結果を招いたのである19。

　このように、現在、軍事交流の一環として実施されている諸活動のいくつかは、すでに過去

において実践されていたのである。近年、高官の相互訪問やハイレベル、もしくは実務者レベ

ルでの戦略対話、多国間共同訓練など新しい種類の活動が加わり、その内容がますます多様化

しているのは確かであるが、軍事交流それ自体を冷戦末期に生起したまったく新しい国防組織

の対外行動と捉えるのは正しくない。むしろ、軍事交流は国防組織の伝統的な活動と位置付け

るべきであり、明確な脅威が存在しないという安全保障環境、軍事交流という包括的な概念そ

のもの、その盛行ぶり、それを実践しているという自覚の存在などが、冷戦末期以降に見られ

るようになった新たな現象と理解すべきである。

　本節で取り上げたのはわずかな事例にすぎないが、それでもこうした歴史から過去の軍事交

流の特徴を以下のように指摘できる。

　第１に、軍事交流を実施するに際して、各国はそれぞれの国益にかなった明確な目的を有し

ている。例えば、それが自国の軍隊の育成や強化であったり、相手国との関係強化（影響力の

扶植を含む）であったり、少なくとも敵性化の防止であったり、最新軍事技術の導入であった

りしたわけである。支援や協力といった友好・親善的な行為の裏で、各国はしたたかに国益を

追求していたのである。ただし、信頼関係の構築についてのみ見た場合、少なくとも過去にお

いては、軍事交流によって一時的、あるいは短期的に信頼関係が醸成されたとしても、それが

長期的に維持されるという保証はない。

　第２に、多くの場合、軍事交流の背後に軍需産業界の影が見え隠れする。武器製造能力がな

い、もしくはあっても低い国は軍隊の教育・訓練を支援してくれた国に武器類を依存するよう

になるのは自然であり、教える方も使い慣れた武器類を用いて教えるのが普通である。日本も

国内の軍需産業が成長するまでは、軍事使節団の派遣国であったオランダ、英国、フランスな

19  立川京一『第二次世界大戦とフランス領インドシナ－｢日仏協力｣の研究－』（彩流社、2000年）176-177、
181-183、307-308頁。
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どから艦艇、砲をはじめとする武器、装備品を調達していた。また、独ソの軍事交流にしても、

ベルサイユ条約によって成長の機会を失ったドイツ軍需産業界、とりわけ航空機産業界がそれ

を裏から支え、かつ、その恩恵に浴したのは確かである。

　こうした過去の軍事交流の特徴に照らすと、現在、我が国が進めている防衛交流の特徴が明

らかになる。

　第１に、我が国は日本国憲法の理念である平和国家としての立場を踏まえて、政府の方針と

して武器輸出三原則を定めたことから、軍事技術協力や武器移転には極めて慎重に対処してき

た。そのため我が国の防衛交流には、軍事交流の重要な構成要素である軍事技術協力や武器移

転がもとから含まれていない。また、我が国の防衛産業の基盤を強化するのための市場開拓も、

当然ながら、防衛交流の目的に含まれていない。

　第２に、我が国は米国と同盟関係にあり、最先端の兵器を米国から導入できる特権的な地位

にあることから、明治期の日本のように、防衛交流に先端兵器や関連技術の導入を期待する必

要がないのである。

第２節　諸外国の実施している軍事交流

　冷戦終結後、世界的に活発になった軍事交流であるが、その特徴は従前から行われている軍

事交流を自覚的にその国の国防政策のなかに位置付けて実施するようになったことである。本

節では、紙幅の制約を考慮し、米国、中国、韓国、オーストラリア、英国を取り上げ、それぞ

れの軍事交流を概観することにしたい。米国、中国、韓国、オーストラリアはアジア・太平洋

地域の安全保障に深い関わりを有する国であり、本節で取り上げることにする。また、英国を

取り上げることによって、冷戦期から軍事交流が行われていた欧州における軍事交流の現状の

一端を見ることができる。

1　米国

　米国は、国防当局間の交流を一般的に軍事交流（military contacts）と呼んでおり、冷戦期か

ら積極的に軍事交流を行ってきたが、その性格は冷戦後に大きく変化しつつある。冷戦期には

同盟国との安全保障協力が中心であったが、冷戦後はクリントン政権下の「関与

（engagement）」政策に基づいて軍事交流の対象国が拡大し、多様な措置が実施されている。
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 （１）　米国の国防戦略における軍事交流の位置付け

　冷戦期における米国の軍事交流は主に同盟国との間で行われてきたものであり、その主眼は

西側全体の防衛力強化という観点から同盟国の防衛力を向上させることであった。そのため、兵

器・技術移転、合同演習、留学生の交換などによって米軍との共同作戦能力を向上させること

がその目標の１つとなった。その一方、冷戦末期の1980年代後半から対立関係にあった国家と

の軍事交流も行われるようになった。旧ソ連との間では1988年に軍のトップ同士のハイレベル

交流が行われて以来、軍事交流が拡大した。この背景として、先述したように、軍備管理など

の交渉において軍人同士が専門家として交渉の席につき、相互に交流する機会が増加していた

ことがあげられる。そして、東側の軍事力に関する情報の秘匿性が高いなか、このような軍人

同士の交流を通じて軍事力の透明性を向上させることに米国が利益を見出すようになったと考

えられる。アジア・太平洋地域でも、冷戦期には米国の軍事交流は、日本をはじめ、韓国、タ

イ、フィリピン、オーストラリアなどの同盟国への兵器移転や合同演習などが主要なものであっ

たが、冷戦の終結に伴って戦略環境が変化すると米国の軍事交流の目的や形態にも変化が生じ

てきた。このような軍事交流の目的や形態の変化を政策的に主導したのは、冷戦終結後にはじ

めて成立したクリントン政権であった。

　クリントン政権の国防長官であったウィリアム・ペリーは、冷戦後の世界における紛争に対

処する米国の戦略としてもっとも重要なのは、紛争の顕在化を防ぐ「予防防衛（preventive
defense）」であると指摘した20。予防防衛の概念においては、大量破壊兵器拡散の低減、民主主

義と市場経済の拡大による紛争の予防、国防当局による各国の民主主義や信頼醸成の推進の３

つを基本的な目標としている。そして、各国の民主化の過程において軍が与える影響が大きい

ことを指摘し、国防省が民主化を推進する上で中心的な役割を果たすことができると主張した。

具体的には、以下の４つの手段が挙げられている。第１に、国際軍事教育・訓練プログラム

（International Military Education and Training: ＩＭＥＴ）などによって旧ソ連や東欧の軍人

を教育し、民主主義社会における政軍関係と軍隊のあり方を教育する、第２に、米国の軍人が

文民統制に従うプロフェッショナルな軍を建設することを援助する、第３に平和維持活動、災

害救援、捜索救難などの多国間演習を行って信頼醸成や緊張緩和を促進し、多国間の協力を円

滑にする、第４に国防予算や計画、政策についての公開性を高める、というものである。

　このように、予防防衛の概念によって軍事交流の目的は拡大され、その後の米国の国防政策

に反映されたとみられる。例えば、1997年に国防省が発表した『４年ごとの国防見直し（ＱＤ

Ｒ）』では冷戦後の米国の国防戦略として、米国にとって好ましい戦略環境を「形成 (shape)」し、

20  William Perry, “Defense in an Age of Hope,” Foreign Affairs, Vol. 75, No. 6 (November/December
1996), pp. 64-79; Ashton Carter and William Perry, Preventive Defense: A New Security Strategy for America
(Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1999).
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危機のあらゆる局面に「対応 (respond)」し、不確実な将来に向けて「準備 (prepare)」するこ

とであるとした21。そして、好ましい戦略環境を形成する手段として、海外駐留米軍をはじめ、

演習、共同訓練、防衛協力、安全保障支援、ＩＭＥＴプログラムなどが挙げられている。この

ような措置は、同盟国に対する安全保障への米国の関与を示し、相互の防衛力を向上させるこ

とによって侵略を抑止することを第 1の目的としている。しかし、その一方で、友好国でも敵

対国でもない国家が将来の敵となることを防ぐために、建設的な安全保障関係を構築すること

が新たな目的として加えられたのである。

　また、2001年の『年次国防報告』においても、地域の安定を促進する国防戦略として、米国

の同盟国や友好国に対して米国の関与を保障することに加え、地域協力の推進、民主化の支援、

透明性の向上が挙げられている22。そこでは、米軍が潜在的な地域的脅威となり得る国家と多

国間や二国間の枠組みにおいて協力を推進することによって地域の安定に貢献し得ることが指

摘されている。さらに、軍事交流についても、教育・訓練における交流や、文民統制の下で活

動する米軍の姿を示すことによって民主化を推進し、国防組織や政策決定過程についての透明

性を高め、相互理解を進めることで安定した安全保障環境の形成に貢献することが期待されて

いる。

　アジア・太平洋地域でも米国はＱＤＲ97で示された国防戦略を踏襲している。1998年に発表

された『米国の東アジア・太平洋地域における安全保障戦略（ＥＡＳＲ）』では、この地域に駐

留する米軍が東アジアの戦略環境を形成する役割についての言及が見られる。さらに、米軍の

プレゼンスは単に軍事行動に備えるのみではなく、より包括的な関与、つまり「プレゼンス・プ

ラス」の機能を果たすとしている23。このような包括的な関与政策に含まれるものとして、Ｅ

ＡＳＲでは共同演習や共同訓練などが挙げられている。共同演習は主に同盟国や友好国との間

で行われ、安全保障への米国の関与を明確にし、各国の軍との相互運用性や即応性を高め、共

同作戦を行う能力を培うことがその目的とされているが、さらに共同演習によって地理に習熟

することや、他の社会の文化、価値、習慣を理解することもその役割と考えられている。さら

に、米軍はこの地域におけるさまざまな共同訓練を実施しており、その１つであるＩＭＥＴプ

ログラムは、各国の軍人に責任ある軍の重要性を認識させ、民主主義を尊重させるとともに、米

国と地域の軍事的指導者との関係を深めることを目的としている 24。

21  Secretary of Defense William Cohen, Report of the Quadrennial Defense Review, May 1997, http://
www.defenselink.mil/pubs/qdr/.
22 Secretary of Defense William Cohen, Annual Report to the President and the Congress 2001, p. 6, http://
www.defenselink.mil/execsec/adr2001/adr2001.pdf.
23  Department of Defense, The United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region, November
1998, p. 9, http://www.defenselink.mil/pubs/easr98/easr.pdf.
24  国防省はＩＭＥＴを最も費用対効果の高い対外的軍事支援のプログラムであり、最も重要な国際的活
動の１つとしている(Secretary of Defense William Cohen, Annual Report to the President and the Con-
gress 2001, Appendix M, p. 3)。
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　このように、米国の軍事交流は冷戦後、同盟国との関係強化や防衛力の向上に加えて、各国

の軍事に関する透明性の向上、民主化の支援、地域協力の促進がその目的とされるようになっ

ている。このような軍事交流はクリントン政権において重視されてきたといえるが、ブッシュ

政権が同様の政策を継続するかどうかは明らかになっていない。例えば、ブッシュ政権の国防

戦略の「青写真」といえる2001年９月30日に発表されたＱＤＲ2001では「関与」という用語

は使用されず、軍事交流についても同盟国や友好国との安全保障協力についてのみ言及されて

いる。さらに、そのような安全保障協力の主要な目的は、重要な地域において侵略や威嚇を抑

止するために同盟国や友好国が好ましい軍事バランスを形成することであり、また、米国とこ

れら諸国の戦略を連係させる上で重要な手段になるとしている25。

 （２)　中国との軍事交流

　中国との軍事交流は1970年代末から米国のイニシアティブで開始された。特にレーガン政権

においては、国防長官であったワインバーガーが1983年９月に訪中し、中国側と①上級レベル

の対話、②軍事交流、③軍事技術交流の３つの分野で交流を進めていくことで合意した。合意

後は、国防長官や統合参謀本部議長レベルの対話や、ミサイルや防空システムの供与、航空機

の近代化などの分野における軍事技術協力が進展した。また、1986年には米国艦艇が中国に寄

港し、1989年には中国の練習艦がパールハーバーに寄港するなど、冷戦末期において米中の軍

事交流は拡大した26。しかし、1989年の天安門事件で一時中断し、90年代に入って再開される

ことになった。

　米国にとって冷戦後のアジア・太平洋地域における安定した国際環境を形成する上で中国と

の関係は非常に重要と考えられる。1995年に発表された最初のEASRは、中国が安定的に発展

し、周辺諸国との良好な関係を持つことがこの地域の平和と繁栄に不可欠であるとした。その

一方で、中国は経済発展に伴って国防費を増額し、軍の近代化を続けているが、その意図につ

いて周辺諸国は確信を持つことができず、その将来的な動向についても不透明である。そのた

め、米国は中国との相互理解を深め、透明性や信頼を高めるためにもハイレベル交流や機能的

交流などを推進するとしている27。

　また、ＥＡＳＲ98でも中国に対する包括的関与の必要性が指摘されており、その一環として

国防当局間の対話や交流が重視されている28。具体的には、誤認や誤算による軍事的衝突を防

25  Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, September 30, 2001, p. 11, 20, http://
www.defenselink.mil/pubs/qdr2001.pdf.
26  冷戦期の米中の軍事交流については、高木誠一郎「米中関係の基本構造」岡部達味編『中国をめぐる
国際環境』（岩波書店、2001年）113-157頁を参照。
27  Department of Defense, The United States Security Strategy for the East Asia Pacific Region, February 1995.
28  Department of Defense, The United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region,
November 1998, pp. 30-34.
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ぐ意味で信頼醸成措置が推進され、戦略核兵器の照準を相互に解除することが1998年の米中首

脳会談で取り決められた。その他の措置として、軍事海事協議協定（ＭＭＣＡ）が米中軍当局

の対話プロセスの確立を目的として締結され、1997年12月から開始された年次防衛対話を通じ

て、高官レベルの定期的な戦略対話も開催されている。さらに米中は艦艇の相互訪問を行って

おり、人道支援と災害救難に関わる交流や、国防大学間の学術交流も続けている。

　このような中国との軍事交流は、国防政策担当者の交流、軍のハイレベル交流、職種間交流、

信頼醸成措置、多国間協議の５つのカテゴリーで行われており29、クリントン政権の関与政策

の下で積極的に推進されてきた。しかし、その一方で、米中軍事交流は米中の政治・外交的な

関係に大きく影響されてきた。例えば、1999年５月の米軍によるユーゴスラビアの中国大使館

誤爆とそれをめぐる対立によって、軍事交流は一時延期された。しかし、2000年１月に熊光楷

人民解放軍副総参謀長が訪米し、同年 7月にはコーエン前国防長官が訪中して両国間の交流を

促進することで合意された30。

　ところが、2001年４月の南シナ海における米中軍用機衝突事件をめぐる対立を契機に、ラム

ズフェルド国防長官が中国との軍事交流を個別に見極めて判断すると発表した31。また、ブッ

シュ大統領も中国との全ての接触の機会について見直しを行い、両国の関係を強化するもので

あれば継続し、そうでなければ取り止めると発言した 32。その後、軍用機衝突事件の関連で、

2001年９月にグアムにおいて軍事海事協議協定（ＭＭＣＡ）に基づく米中の特別会合が開催さ

れ、今後もＭＭＣＡのプロセスを継続させることが合意された33。引き続き、翌10月にアジア

太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）出席のため上海を訪れたブッシュ大統領は江沢民中国国家主

席と会談し、この会談の場でハイレベルの戦略的対話メカニズムの構築や反テロ協力メカニズ

ムの構築への言及がなされた34。ブッシュ政権発足後、この初めての米中首脳会談によって４

月の米中両軍機衝突事故以来の悪化した米中関係が修復されたといえよう。そして、2001年12
月13日には、弾道弾迎撃ミサイル（ＡＢＭ）制限条約からの脱退を表明するためブッシュ大統

29  Department of Defense, “Military-to-Military Exchanges with the People’s   Liberation Army,” June
8, 2001, http://www.defenselink.mil/news/jun2001/d20010626m2m.pdf.
30  “Press Conference with Secretary of Defense Cohen at St. Regis Hotel, Beijing, China,” Department of
Defense News Briefings, July 13, 2000, http://www.defenselink.mil/news/Jul2000/t07132000_t713beij.html.
31  Department of Defense, “Statement Regarding Military Contacts with China,”  May 2, 2001, http://
www.defenselink.mil/news/May2001/b05022001_bt193-01.html.
32  Office of the Press Secretary, “Remarks by the President, Secretary of Energy Abraham and Deputy
Secretary of Defense Wolfowitz After Energy Advisors Meeting,” May 3, 2001, http://www.whitehouse.gov/
news/releases/2001/05/20010503-4.html.
33  Department of Defense, “U.S. Concludes Military Talks with China,” Department of Defense News
Release, September 15, 2001, http://www.defenselink.mil/news/Sep2001/b09152001_bt432-01.html.
34  “Remarks by President Bush and President Jiang Zemin in Press Availability Western Suburb,”
October 19, 2001, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011019-4.html.
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領が江沢民主席と電話会談を行った際、同大統領は米中間で新たな「ハイレベル戦略対話」を

開始することを提唱し、江主席も同意したと伝えられる35。12月17日には、ボーレン国務次官

補を団長とする米代表団が北京を訪れ、米国のミサイル防衛構想について中国側と協議したこ

とが明らかにされた36。以上のような経緯で、米中間の全般的な関係は正常化され、これに伴

い、今後、軍事交流も正常化されていくであろうが、以前に比較すれば慎重に実施されるよう

になるものと見られる。

　米国内において関与政策としての軍事交流に対する支持も存在する一方で、それへの批判も

根強い。2000年度の国防授権法では中国との軍事交流が米国の国益に沿ったものであることを

確認し、議会に報告することが義務付けられた。この背景には、中国が米国との軍事交流を軍

の近代化の推進に役立てているとの批判がある。例えば、米国の軍事技術の中国への漏洩疑惑

に関する下院特別委員会の報告書である「コックス報告書」では、中国が台湾の併合や、アジ

アにおける影響力拡大という長期的目標のために米国の先進的な軍事技術をあらゆる手段を使っ

て獲得しようとしていると指摘されている37。そして、そのような軍事技術を得る手段として

米中軍事交流が利用されているため、米中の軍事交流を見直すべきという意見も存在する38。ま

た、米軍内においても米国側よりも中国側の方が公開している情報が少なく、交流における相

互性に欠けるという批判も根強い39。

　現ブッシュ政権は政権発足前において中国を「戦略的競争者」と呼んだことがあるが、概し

てクリントン前政権に比べると中国に対して強硬な外交姿勢を示しており、米中軍事交流の見

直しはこのような対中姿勢が反映されていると考えられる。

 （３)　太平洋軍の軍事交流

　米国の軍事交流の全体像を理解するには、中央レベルの交流のほか、地域統合軍レベルの交

流を見る必要がある。米国は地域の実情に応じた軍事交流を地域別の統合軍のもとで実施して

おり、アジア・太平洋地域については太平洋軍（the U.S. Pacific Command）、欧州地域につい

35  “Bush Offers Arms Talks to China As U.S. Pulls Out of ABM Treaty,”     The New York Times, December
14, 2001, Late Edition - Final, Section A, Page 1, Column 2; Office of the Press Secretary, “Press
Briefing by Ari Fleischer,” December 13, 2001, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/
20011213-7.html.
36  Department of States, “Daily Press Briefing by Richard Boucher”, Spokesman, December 17, 2001,
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2001/6879.htm.
37  U.S. Congress, House, Select Committee on U.S. National Security and Military/Commercial Con-
cerns with the People’s Republic of China, Report of the Select Committee on U.S. National Security and
Military/Commercial Concerns with the People’s Republic of China, Overview, p. xxxiii, http://
www.house.gov/coxreport/pdf/overv.pdf.
38  Larry Wortzel, “Why Caution is Needed in Military Contacts with China,” The Heritage Foundation
Backgrounder, No. 1340 (December 2, 1999).
39  Allen and McVadon, China’s Foreign Military Relations, pp. 40-43.
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ては欧州軍（the U.S. European Command）、中南米については南方軍（the U.S. Southern
Command）が実施している。また、各々の地域には地域統合軍のもとに地域的なセンターが設

けられ、アジア・太平洋地域にアジア・太平洋安全保障研究センター（Asia-Pacific Center for
Security Studies）、欧州地域にマーシャル・センター（George C. Marshall European Center
for Security Studies）が設置されている。また、中南米地域を担当する教育交流機関としてワ

シントンＤＣに西半球防衛研究センター（Center for Hemispheric Defense Studies）が設置さ

れている。そして、これらの地域的なセンターは域内諸国の軍関係者に対する教育の機会を提

供したり、安全保障対話の場を設定する活動を積極的に行ったりすることによって、米国軍事

交流の一端を担っている40。

　各地域の地域統合軍司令官（ＣＩＮＣ）は、「地域関与計画（Theater Engagement Plan）」を

策定し、統合参謀本部議長と国防長官の承認を得て、国防省全体の戦略に統合されて各地域に

おける軍事交流が実施される41。1999年から太平洋軍の司令官に就任したブレア提督は、軍事

的対話や捜索・救難訓練などは各国の相互理解と信頼醸成を促進すると指摘し42、これらを積

極的に推進している。

　具体例を挙げると、2000年10月にシンガポールとの共催でアジア・太平洋地域における初め

ての多国間潜水艦救難演習である「パシフィック・リーチ 2000」が行われた。この演習は、偵

察や情報収集などの目的で潜水艦が比較的浅い海で活動することが多くなり、海中での事故の

可能性が高まったこと、また、バレンツ海におけるロシアの原子力潜水艦の沈没事故に見られ

るように、潜水艦事故の救難における国際協力の必要性が認識されたことが背景となって実施

された。日本もこの演習に潜水艦と潜水艦救難母艦を派遣したが43、比較的秘匿性の高い潜水

艦の分野での交流に各国が参加すれば軍事力の透明性向上や信頼醸成に貢献すると考えられる。

2001年６月には、日、韓、豪、ＡＳＥＡＮ諸国など16ヶ国、15隻の艦艇が参加する第１回「西

太平洋掃海訓練」がシンガポール沖で開催された。シンガポールが主催するこの掃海訓練は、国

際航路における安全の確保を目的にして、米国が他の参加国と共催している西太平洋海軍シン

ポジウム（ＷＰＮＳ）のメンバー国の参加を得て実現されたものである44。

40  アジア・太平洋安全保障研究センター、マーシャル･センター、西半球防衛研究センターの活動は、そ
れぞれのウェッブサイトにおいて、詳細に紹介されている。アジア･太平洋安全保障研究センターについ
ては、http://www.apcss.org/、 マーシャル･センターについては、http://www.marshallcenter.org/、西半
球防衛研究センターについては、http://www3.ndu.edu/chds/ を参照。ただし、西半球防衛研究センター
は米国国防大学内に設置されている。その他、アフリカにはアフリカ戦略研究センターが設置されている。
41  Secretary of Defense William Cohen, Annual Report to the President and the Congress 2001, p. 22.
42  Dennis Blair and John Hanley Jr., “From Wheels to Webs: Reconstructing Asia-Pacific Security
Arrangements, The Washington Quarterly, Vol. 24, No. 1(Winter 2001), p. 13.
43  パシフィック・リーチ 2000 への自衛隊の参加については、防衛庁『平成 13 年版 防衛白書』（財務省
印刷局、2002 年）222-223 頁を参照。
44  U.S. Department of State’s Office of International Information Programs, “Singapore Hosts Navy
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　また、米国が冷戦期から実施してきた同盟国との二国間共同演習に変化が見られる。タイと

米国の二国間合同演習であった「コブラ・ゴールド」は2000年よりシンガポールが参加し、か

つて米豪の二国間演習であった「タンデム・スラスト」も 1999年からカナダが参加するなど、

多国間演習へと姿を変えつつある。また、米国は2001年より「コブラ・ゴールド」と「タンデ

ム・スラスト」に加え、フィリピンとの二国間演習である「バリカタン」を統合して「チーム・

チャレンジ」とし、人道支援・災害救難などにおける協力を推進することを目的とした演習を

実施している。また、「チーム・チャレンジ」にはマレーシアが将来の参加を希望しており、中

国をはじめ、日本、韓国、モンゴルなどがオブザーバーを派遣している45。

　こうした多国間演習は、平和維持活動、人道的救援活動や捜索救難活動における多国間協力

に主眼を置いている。例えば、東ティモールにおける平和維持活動ではオーストラリアが中心

となった平和維持軍が派遣され、米軍はその支援にあたっているが、ブレア提督はこのような

多国間協力を将来の米軍参加のモデルケースとしている 46。なぜなら、米国はこの種の活動に

対して中心となって参加するか、全く傍観するかのオプションしかなかったが、東ティモール

によって米軍が支援にまわるという参加の新たな形態を示すことができたからである。しかし、

その一方で、東ティモールにおいて各国の相互運用性の欠如や多国間協力における経験の不足

によって効果的な協力ができなかった面もあり、このようなケースでの協力を円滑に進めるた

めに多国間演習は大きな役割を果たすと考えられる。

 （４）　米国の軍事交流の特徴

　米国の軍事交流は、冷戦終結後の最初の政権であるクリントン政権時代に大きく変化した。冷

戦期の軍事交流においては同盟国との防衛力強化が目標とされたが、冷戦終結後、この同盟強

化の目標は変わらず残しつつ、同政権が推進した関与政策の一環としての軍事交流が実施され

るようになった。クリントン政権の国防長官であったペリーによって提唱された予防防衛とい

う概念に示されているように、敵でも味方でもない国家が将来の脅威となることを予防すると

いうことが新たな目標として追加され、従来の同盟国との交流に加え、これらの国家の軍との

間でも軍事交流が行われるようになったのである。アジア・太平洋地域に関して、クリントン

政権下の安全保障担当大統領補佐官のレイクが、この地域の安定を促進する手段として、同盟

Mine-Sweeping Exercise,” June 13, 2001, http://usinfo.state.gov/topical/pol/arms/stories/
01061303.htm.
45  Blair and Hanley, “From Wheels to Webs,” p. 14.
46  U.S. Congress, Senate, Armed Services Committee, Statement of Admiral Dennis C. Blair, U.S. Navy
Commander in Chief U.S. Pacific Command, Before the Senate Armed Services Committee on Fiscal Year
2001 Posture Statement, March 27, 2001, http://www.house.gov/hasc/testimony/106thcongress/00-03-
15blair.htm.
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の強化、中国への関与の深化、そして地域における民主主義の拡大の３つを挙げたことがある

が47、この地域の軍事交流も、同盟の強化のほか、各国の軍事に関する透明性の向上、民主化

の支援、地域協力の促進がその目標とされ、特に地域の安定に大きな影響を及ぼすと考えられ

る中国との軍事交流は積極的に進められてきた。

　このように米国が行う軍事交流は広範なものとなっている。同盟の強化、透明性の向上や民

主主義の拡大といった目的のほかに、例えば、太平洋軍が行っている多国間共同演習に見られ

るように、人道支援や平和維持活動における多国間協力を円滑にするために域内諸国の軍との

相互運用性を高めるといったことも軍事交流の目標とされているのである。このことは、米国

の軍事交流が単一の目的や方針ではなく、その多様な利益を反映した形で実施されていること

を示している。

　このような米国の軍事交流の方向性がブッシュ政権においてどのような変更が加えられるか

については現時点では明確ではない。一方において、例えば、対中軍事交流については米中軍

用機衝突事件以降、慎重に行われるようになるなど、クリントン政権との姿勢の違いも指摘す

ることはできようが、しかし、他方において、米国の国益が世界各地に存在し、軍事交流がそ

の国益に貢献すると認識される限り、今後とも軍事交流は続けられると考えられ、その重要性

に対する認識はブッシュ政権においても基本的な変化はないと考えられる。

２　中国

　中国はその建国以来、軍が政治に深く関与しており、それは人民解放軍が行う軍事交流にお

いても例外ではない。中国が「軍事往来」と呼称する軍事交流の特徴は、「完全に現実政治

（realpolitik）に従って実施するもの48」であると指摘されているように、各国との外交上の関

係を反映した形で進められ、全般的な国家間関係の改善なしには交流は進展しないと考えられ

ている。つまり、中国の軍事交流は中国外交の全体的な目的に奉仕するように企図され、実施

されている。このような中国の軍事交流は二国間交流、信頼醸成措置、地域的安全保障協力か

らなる。

  （１）   二国間交流

　中国側の説明によると、二国間の軍事交流は、その担い手と目的によって、駐在武官による

47  Anthony Lake, Assistant to the President for National Security Affairs, “The Enduring Importance
of American Engagement in the Asia-Pacific Region,” U.S. Department of State Dispatch, Vol. 7, No. 45
(November 4, 1996), pp. 545-547.
48  Kenneth W. Allen and Eric A. McVadon, China’s Foreign Military Relations, (Washington, D.C.: The
Henry L. Stimson Center, 1999), p. 4.
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交流、ハイレベル交流、機能的交流の３つに分けられる。中国は90ヵ国以上の大使館に駐在武

官を派遣し、60カ国以上の駐在武官を受け入れている49。中国から派遣される駐在武官はほと

んどが情報分野での経歴を積んでおり、国防政策のブリーフィングや本国からの訪問団の接遇

などの業務のほか、軍事情報の収集にあたっていると考えられる。武官は駐在国の基地訪問や

軍関係者との接触を日常的に行っており、中国の軍事交流の最も重要な主体の１つと考えられ

る。

　ハイレベル交流は武器移転を除けば中国の軍事交流のなかで最も活発な分野である。中国側

の派遣団は国防相や総参謀長といった人民解放軍の最高指導者を中心に構成される。通常、こ

のような交流は高官による演説・対話、部隊や防衛産業の訪問に観光などを加えた行程となる

のが、その目的は訪問先の国や地域によって異なる。アフリカや南米諸国といった発展途上国

に対しては、国威を示すことを狙う一方で、アジア、北米、欧州諸国などの先進国との交流に

おいては、地域安保、技術協力、軍事力の近代化などについて実質的な対話を行っている。と

りわけ欧米諸国との交流では軍事技術や兵器システムの獲得を目的としている。また、欧米諸

国やオーストラリアからは技術移転や武器購入にとどまらず、予備役の管理、軍人の再就職、軍

の福利厚生などの後方分野についても情報収集を行っている。

　ハイレベル交流が以上のような機能を有する一方で、軍のトップである国防相の訪問では特

定の軍事問題の対話よりもいわゆる「情報宣伝活動」が重視されている。まず演説・講演がス

ケジュールに組み込まれ、それは中国が発行する国防白書の説明や中国脅威論を払拭するため

の演説・講演が中心であり、訪問先政府要人との対話においても人民解放軍の近代化以外の話

題には触れず、敏感な問題はほとんど避けているといわれている 50。

　ハイレベル交流以外の機能的交流として、兵站・補給分野における交流、教育分野における

交流、艦艇訪問などが挙げられる。兵站・補給分野の交流は中国の軍事交流のなかで最も成功

している分野といわれており、各国に専門家を派遣して情報収集にあたらせ、特に現在、米国

が進めている兵站・補給分野における改革の成果を採り入れるべく努めている。また、人民解

放軍は近代化とともにダウンサイジングを進めており、軍の魅力を高めるために福利厚生の改

善、再就職支援に関する知識を必要としている。そのため米国などの先進国に加え、同様の問

題を抱えるチェコ、オーストリア、ルーマニアなどとの交流も行っている。

　教育分野においては、中国国防大学が米国、日本、英国、オーストラリア、パキスタンなど

の教育関係機関と交流しており、軍事科学院がロシア、スペイン、ポルトガルなどに代表団を

派遣している。また、オーストラリア、ドイツ、イタリアなどが実施している教育プログラム

49  中華人民共和国国務院新聞弁公室「中国の国防」『北京週報』第 36巻第 32号（1998年 8月 11日）33
頁。
50  Allen and McVadon, China’s Foreign Military Relations, p. 35.
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に若手将校を派遣して近代的な軍隊の教育を受けさせるとともに、各国の将校との個人的友好

関係の構築を図っている。このほかにも中国は医療・衛生分野における交流も行っており、今

後、人民解放軍の近代化が進むに従って交流分野も拡大するものと考えられる。

　艦艇訪問について、長く中国には見るものがなかったが、1985年に軍艦の派遣が開始され、

1990年代には90ヵ国以上に艦艇を派遣するなどその規模は拡大した。特に1997年には、最新

鋭艦である旅海型ミサイル駆逐艦が中国の軍艦として初めて太平洋を横断し、米国、メキシコ、

チリ、ペルーを訪問した。また、同時期に他の同型駆逐艦がタイ、フィリピン、マレーシアを

訪問しており、台湾問題で緊張が高まった時期にも最新型の艦艇を派遣しており、中国が艦艇

訪問を重視する姿勢がうかがえる。このような艦艇訪問は、海外に住む中国人や他国に対して

中国が近代的な海軍を有していることを誇示することがその目的と考えられており、機能的と

いうより象徴的な意味合いを持っている51。

　中国の軍事交流の相手国は、近隣諸国、発展途上国、欧米諸国の３つのカテゴリーに分類さ

れ、とりわけ近隣諸国との軍事交流に重点がおかれている52。そのことを示すように、1996年

と翌97年の２年間だけで100以上の訪問団を近隣諸国に派遣し、130以上の訪問団を受け入れ

ている53。近隣諸国のなかでも、中国は近年、ロシア、日本、韓国との交流に力を注いでいる。

　ロシアとの軍事交流はロシアからの武器売却を中心にした交流となっており、ハイレベル交

流についても兵器・技術移転に関する実質的な対話が行われている。また、機能的交流につい

ても、地方軍区の指揮官、軍の研究機関、中堅レベルの軍人の派遣などを積極的に行っている。

　中国は日本との軍事交流においては、もっぱら戦略対話を中心とした交流を目ざしている。一

説によれば中国は自衛隊との交流を行うと自衛隊を正式な軍隊と認めることになるため、対話

以外の軍事交流には消極的であるといわれている54。現在、日中間の防衛交流では、艦艇の相

互訪問につき1998年に合意がなされたが、まだ実施されておらず、その実現が課題となってい

る。しかし、2000年６月の朱鎔基首相の来日時に艦艇の相互訪問の実施が確認され55、同年11
月には2002年の海上自衛隊艦艇の中国訪問が合意されるなど、その実現へ向けて進展を見せて

いる。

　韓国との交流は1992年の国交正常化以来、ハイレベル・機能的交流の両方の分野で進められ

51  Huang Caihong, “Moving Toward the World and Peace: Roundup on Five Decades of PLA Foreign
Military Interaction,” World News Connection, September 14, 1999.
52  Allen and McVadon, China’s Foreign Military Relations, p. 5.
53 中華人民共和国国務院新聞弁公室「中国の国防」33-34 頁。
54  Jianwei Wang, “Confidence-Building Measures and China-Japan relations,” in Benjamin L. Self and
Yuki Tatsumi, eds., Confidence-Building Measures and Security Issues in Northeast Asia (Washington, D.C.:
The Henry L. Stimson Center, 2000), p. 81.
55  外務省ウェブページ「朱鎔基総理訪日の概要と評価」（2000 年 10 月 17 日）、http://www.mofa.go.jp/
mofaj/kaidan/yojin/arc_00/c_shu_gh.html.
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ている。しかし、北朝鮮の存在と、朝鮮戦争で戦ったという歴史的経緯、さらに、韓国軍は欧

米諸国のように独自の軍事技術を有していないことなどから、中国にとって交流のメリットが

それほど大きくないため、韓国との軍事交流に積極的な姿勢を示していない。

　このような近隣諸国のほかに中国は米国との軍事交流を重視しており、米国もクリントン政

権時代には関与政策の一貫として軍事交流を進めた。米国は現在、世界で最も先進的な軍事技

術を有しており、中国は米国との軍事交流を通して情報を収集し、軍の近代化に役立ててきた。

米中間の軍事交流ではハイレベル交流に加えて機能的交流も実施されており、中国は多くの軍

人を米国の軍・民の教育機関に留学させている。とりわけ中国はハーバード大学、コロンビア

大学などに人材を派遣しており、これが米国の実力と行動様式を知る上で役立っていると考え

られる。

　また、中国はアジア、アフリカやラテン・アメリカなどの発展途上国との軍事交流も行って

おり、70ヵ国以上に対して人員の教育、装備、保健医療について支援を提供してきた。1973年

以来、発展途上国の１万人近い将校と技術者を訓練し、中国から８千人以上の専門家を派遣し

ている。中国が発展途上国との軍事交流を重視する要因として次の３つが考えられる。まず、中

国は1950年代から60年代にかけて各国の共産主義勢力を支援し、70年代に入ると中ソ対立に

伴ってソ連と第三世界諸国における影響力をめぐって争った経緯があり、発展途上国とのつな

がりが深くなった。さらに、貿易の相手として依然として無視できない存在であるため、その

関係を重視している。第２に、中国は自国を発展途上国と認識しており、他の発展途上国との

紐帯を維持する必要がある。最後に、国家承認などの問題をめぐって台湾と国際的影響力を競っ

ており、軍事交流をその影響力行使の手段の１つと認識している。こうして中国は発展途上諸

国との間で現在も軍事交流を実施し、その関係を維持しているのである。

  （２）   信頼醸成措置

　1990年代に入って中国は近隣諸国と信頼醸成措置の実施について合意してきた。具体的には、

冷戦期に国境をめぐって軍事的に対立していた諸国との間で信頼醸成措置が採用されている。ま

ず、1994年にロシアとの間で「危険な軍事活動防止協定」の締結と核の先制不使用が合意され

た。その際、中露はお互いを戦略核兵器の標的から外すことも宣言している。1996年４月には

中国、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタンの間で国境地帯における軍事活動

に関する信頼醸成措置が合意された。これにより、国境から片側 100キロ以内に配備された兵

力を削減し、兵力の移動や演習規模を制限することなどが義務付けられた56。また、1996年11

56   Roger Kangus, “Key Developments in the CBM Process in Central Asia,” in Michael Krepon et al.
eds., Global Confidence Building: New Tools for Troubled Regions (New York: St. Martin’s Press, 1999), pp.
319-320.

20



月に中印国境の実効支配地域における軍事活動に関する信頼醸成措置が合意され、国境部隊の

兵力削減、実効支配地域に展開する戦車、火砲、ミサイルなどの兵器の削減と演習の禁止など

が取り決められた57。

　このほかにも、1999年 11月にはモンゴルとの間で国境警備に関する協力が取り決められた

が、これは麻薬売買や密輸、不法入国などへの対応を主な目的としている。また、カザフスタ

ン、キルギス、タジキスタンといった中央アジア諸国やロシアとも同様の協定が締結されたが、

それにはイスラム過激派のゲリラやテロに対する協力も含まれている。

　さらに、ロシアとの間では、1998年１月に海上の安全確保を目的とした協議メカニズムが設

置されたほか、ホットラインの設置も合意されている。中国の一連の信頼醸成措置は、陸上国

境で接している国家、すなわち国境紛争の相手であった国家や問題を抱える国家との間に設け

られたものが中心であり、象徴的な意味もさることながら、極めて実践的な内容を有する措置

といえよう。

  （３）   地域的多国間安保協力

　中国は、米国、ロシア、日本、フランス、カナダ、そしてオーストラリアと安全保障上の共

通利益に関わる問題についてさまざまな形態の協議を行ってきた。さらに、ＡＳＥＡＮ地域

フォーラム（ＡＲＦ）やアジア・太平洋安全保障協力会議（ＣＳＣＡＰ）などの多国間の安全

保障枠組にも参加している。

　1998年版の中国国防白書には、「中国国防部とその他の関係部門の責任者および学者は、アジ

ア太平洋地域の安全についてのさまざまな討議と関連活動にますます広く深く参与し、中国と

関係諸国との間の理解と信頼を増進し、アジア太平洋地域の恒久平和を擁護するという中国の

積極的な願望と努力を具体的に示した58」と記されており、中国が地域安保に積極的に取り組

んでいる姿勢を対外的に示し、国際社会における自国の立場を強化することを狙っている。そ

の一方で、このような多国間枠組に参加することで中国は自らの行動を規制され、また、国防

政策における透明性の向上などを加盟国から要求されることになる。しかし、中国はＡＲＦの

ような地域的多国間安保枠組を米国の覇権を抑制し、日米の中国に対する封じ込めに対抗する

ための枠組と見なしているという指摘もある59。

57  “Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of The People’s
Republic of China on Confidence-Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual
Control in the India-China Border Areas,” in Michael Krepon, et al. eds., A Handbook of
Confidence-Building Measures for Regional Security, 3rd ed. (Washington, D.C.: The Henry L.
Stimson Center, 1998), pp. 207-210.
58  中華人民共和国国務院新聞弁公室「中国の国防」36 頁。
59  David Shambaugh, “China’s Military Views the World,” International Security, Vol. 24, No. 3 (Winter
1999/2000), p. 75.
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　また、ＡＲＦにおいて軍事医学、軍事法学、軍民転換についての多国間協力を提唱する一方、

熱帯地域衛生及び熱帯病軍事医学シンポジウムを北京において主催するなど機能的な分野の多

国間交流も推進している。

 （４）   中国の軍事交流の特徴

　2000年版の中国国防白書において、対外的な軍事交流が「国の総体的外交に奉仕し、国防と

軍隊の現代化建設に奉仕するものである60」と記されている。中国の軍事交流を評価するにあ

たっては、それがどの程度、中国外交の目的に奉仕し、国防近代化に貢献しているかが問題と

なってくる。

　まず、兵器の近代化という側面からいえば、新型兵器の導入は主にロシアからなされており、

米国からは天安門事件以降、実質的な兵器移転はなされていない。それゆえ中国にとって米国

との軍事交流にはその軍事技術にアクセスする窓口機能が期待され、交流は情報収集のための

手段となっているといえる。このような軍事交流に基づく情報収集が中国の軍事力向上にどの

程度、寄与しているかは明確でない。しかし、中国は1980年代に米国の軍事ドクトリンである

「空地戦闘構想（Air-Land Battle）」の導入に成功しており、それは米国との軍事交流によって

得られた成果であるといわれている61。また、直接的な軍事力向上のみならず、中国は医療、軍

民転換、軍人に対する福利厚生などの分野において他国との軍事交流によって近代的な軍隊へ

の転換を図るためのノウハウを獲得していると考えられる。

　国防近代化への貢献という目的に加え、中国は軍事交流の政治的影響も重視している。艦艇

訪問が象徴的な意義を有していることは先述したが、中国は軍事交流によって人民解放軍が文

明的で平和的な軍隊であることを示すことに成功したという認識を持っている。また、軍事交

流によって中国の周辺諸国に根強いいわゆる「中国脅威論」を打ち消すことをも狙っていると

考えられる62。

　冷戦終結後に実現した国境地帯における信頼醸成措置については、中国がかつてないほど平

和的な環境に置かれて初めて成立し得たのであり、中国の軍事交流が全体的な国家間関係の改

善にあわせて実施されていることは明らかであろう。また、地域安保協力においても、特定分

野の強化という機能的交流とともに中国の国際的立場を強化し、米国とその同盟国の支配的地

位を弱めるという狙いを有しており、それらは中国外交全体の目的に奉仕していると考えられ

る。

　このように中国の軍事交流は、ハードとソフトの両面において国防近代化に貢献し、中国の

60 中華人民共和国国務院新聞弁公室『2000 年中国の国防』（新星出版社、2000 年）48 頁。
61   Allen and McVadon, China’s Foreign Military Relations, p. 39.
62 “Review of  PRC 1999 Military Diplomacy,” Xinhua, January 5, 2000.
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外交目的を達成するためのツールとしての一定の役割を果たしているといえよう。

３　韓国

　韓国は近年、諸外国との間で軍事交流を積極的に進めている。韓国の軍事交流は、二国間と

多国間の交流に分けられ、二国間交流については近隣諸国との交流が重視されている。

　近隣諸国との軍事交流は韓国国防白書において「軍事外交（military diplomacy）」と呼ばれ、

1999年の同白書ではその目的を、「北朝鮮の脅威と国際環境の変化に効果的に対応し、朝鮮半島

における戦争の再発防止と南北平和共存に向けた好ましい環境を生み出す63」ためとしている。

そして、その意義として、「朝鮮半島問題がどのように解決され得るかについて国際社会の理解

を高める」ことが挙げられており 64、これは韓国が対外的な軍事交流を朝鮮半島問題解決のた

めの有効な手段と見なしていることを示している。その一方で、2000年の国防白書では、朝鮮

半島のみならず地域における戦争を抑止し、平和と安定に貢献することがその目的とされるな

ど、その目的は拡大しつつあると考えられる65。

 （１）  日・中・露との軍事交流

　近隣諸国との軍事交流の主要な相手国として日本、中国、ロシアが挙げられる。これら近隣

諸国との軍事交流は1990年以来、その分野を拡大し、発展を続けてきた。まず、日本との関係

については、1965年の日韓基本条約の締結以来、防衛駐在官の受入れ、駐在武官の派遣や留学

生の交換など人的交流を中心としたものであった。しかし、1994年の韓国国防部長官の訪日以

来、両国間の交流は人的交流から、防衛庁と韓国国防部のコミュニケーションの緊密化や捜索

救難の共同訓練といった機能的交流を含むものへと広がりつつある。その一方で、韓国は歴史

教科書の記述をめぐって日韓が対立していた2001年７月に、ハイレベル交流と艦艇訪問につい

て日韓の防衛交流を一時中止することを発表した。韓国は2001年５月にも捜索救難の共同訓練

を延期しており、日本との防衛交流の一部の中止決定を歴史教科書問題に対する抗議活動の一

環としている。また、韓国国防省高官は、日韓の防衛交流は正しい歴史認識と相互信頼、世論

の支持に基づいて行われなければならないという認識を示している 66。中断していた防衛交流

は歴史教科書問題の沈静化に伴って再開されたが、韓国の一連の決定は日韓の防衛交流が両国

関係の全般的な状況に左右されやすいことを示している。

63   The Ministry of National Defense (MND),  Republic of Korea, Defense White Paper 1999, p. 110.
64   MND, Defense White Paper 1999, p. 110.
65   MND, Defense White Paper 2000, Ch. 4,
http://www.mnd.go.kr/mnden/sub_menu/w_book/2000/2/421.htm.
66   “Seoul drops military exchanges with Japan,” Korea Herald, July 13, 2001.
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　中国との関係については、1992年の国交正常化以来、漸進的に発展しており、1993年には韓

国が、1994年には中国がそれぞれ駐在武官を派遣している。そして、1992年から両国間の軍ス

ポーツ交流が、1996年からは韓国国防研究院（ＫＩＤＡ）と中国国際戦略研究所（ＣＩＩＳＳ）

の交流が実施されている。また、1995年からは安全保障上の懸念について話し合う実務者レベ

ルの交流が開始され、1998年には韓国海軍の訓練艦艇が香港に入港するなど、交流分野は広が

りつつある。ハイレベルの交流については、韓国国防部長官が1999年に初訪中し、この訪中の

際になされた合意に従い 2000年１月に中国の国防大臣が訪韓した67。また、軍人レベルでも、

2000年４月に韓国の海軍参謀総長、８月に統合参謀会議議長が訪中するなどの交流が実施され

ている68。しかし、先述したように中国側は韓国との軍事交流にあまり積極的ではないとの見

方もあり、今後の交流の行方に注目する必要がある。

　ロシアとの交流については、国交正常化後の駐在武官の交換から始まったが、比較的短期間

でハイレベルの交流へと進んだ。例えば、海軍間の交流では1998年に韓国海軍参謀総長がロシ

アを訪問し、1999年にはロシア海軍司令官が韓国を訪問した。また、ロシア太平洋艦隊司令官

が韓国の国際観艦式に出席し、1998年には韓国の練習艦隊がウラジオストックに寄港している。

信頼醸成措置などの軍事的取決めについては、1994年に領海外における海上事故防止協定を締

結し、危険な軍事活動防止協定も締結を目指して交渉が続けられている。また、1999年の韓露

首脳会談において、人的交流の促進と、兵站・補給と軍事科学に関する協力が合意され、その

協力を活性化させる方法について国防大臣間の協議が行われた。韓国はロシアからＴ -80戦車、

ＢＭＰ -３歩兵戦闘車をロシアの対韓債務履行の一部として受領する一方69、ＳＡ -16地対空ミ

サイルやＡＴ-７対戦車ミサイルの導入も図りつつあるといわれており70、ロシアからの兵器移

転を通した軍事交流も行われている。

  （２）　その他の近隣諸国との軍事交流

　日中露以外の近隣諸国との間でも軍事交流が進められている。その具体的な措置として、武

官の相互派遣、人的交流、軍事協力についてのセミナーや会合、軍事教育と学術的協力、艦艇

の相互訪問、防衛産業・兵站・補給分野における協力、軍事的な取決めの締結などが挙げられ

る71。韓国の実施している兵站・補給の分野での交流は基本的に兵器移転を中心とした交流で

67  MND, News Release, January 1,2000, http://www.mnd.go.kr/mnden/emainindex.html.
68   MND, Defense White Paper 2000, Ch. 4,
http://www.mnd.go.kr/mnden/sub_menu/w_book/2000/2/421.htm.
69    防衛研究所編『東アジア戦略概観 2000』（大蔵省印刷局、2000 年）201 頁。
70   The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001-2002 (Oxford: Oxford
University Press, 2001), p. 182.
71    MND, Defense White Paper 1999, p. 115.
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ある。なかでも韓国の安全保障にとって比較的重要なつながりを持つ地域諸国との間では、兵

站・補給分野と防衛産業分野における協力を重視している。

　まず、東南アジア諸国との交流においては、兵站・補給、防衛産業の分野における協力の促

進を目指して、タイ及びフィリピンとの間で対話が行われている。また、1998年にシンガポー

ルで開催された国際エア・ショーに韓国が参加する代わりに、ソウルの国際エア・ショーと国

際観艦式に東南アジア諸国を参加させるなどの措置もとられている。また、オセアニア地域と

の軍事交流については、朝鮮戦争の参戦国であるオーストラリアとニュージーランドを中心に

交流関係を深めている。1996年以来、オーストラリアは韓国と毎年、安保対話を開催しており、

1997年から国防当局間の協議（MM協議）を持っている。また、ニュージーランドとは1996年
に国防副長官が訪韓してから軍事交流の拡大が図られている。1999年にニュージーランド軍総

参謀長訪韓時に、韓国とニュージーランドの間で安保対話が開催された。また、これら両国の

間でも防衛産業と兵站・補給の了解覚書が締結されている。

  （３）　地域的多国間安保協力への取り組み

　韓国は上記のような二国間の軍事交流のほかに、地域的な多国間安保協力枠組にも積極的に

参加している。韓国は多国間の安全保障対話を地域の軍備管理を実現するための重要な基盤と

見なしている。このような地域全体の軍備管理は朝鮮半島における軍備管理を可能とする状況

を生み出し、朝鮮半島の統一に向けた環境整備に貢献すると考えている。

　韓国は、ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）やアジア・太平洋安全保障会議（ＣＳＣＡＰ）

などのアジア・太平洋地域の多国間枠組に積極的に参加する一方で、北朝鮮を含んだ北東アジ

アにおける多国間の安全保障枠組の構築を目指している。例えば、韓国は1994年５月にＡＲＦ

の高級事務レベル会合（ＳＯＭ）において、北東アジア安全保障ダイアログ（Northeast Asia
Security Dialogue: ＮＥＡＳＥＤ）を提唱したが、北朝鮮の反対などによって実現していない。

その一方で、非政府レベルにおいては、北東アジア協力ダイアログ（ＮＥＡＣＤ）が存在し、こ

れには韓国をはじめ、日本、米国、中国、ロシアも参加している。韓国は当初参加していた北

朝鮮のＮＥＡＣＤへの再参加を促すなど、北東アジアの安全保障枠組に北朝鮮を参加させるこ

とに努力を傾けている。

 （４)　韓国の軍事交流の特徴

　以上見てきたように、韓国の軍事交流は朝鮮半島問題の解決に貢献することを最重要の目的

としている。そのため、二国間交流においては、近隣諸国、とりわけ日中露３ヶ国との交流を

重視している。その他の国々との交流については、防衛産業と兵站・補給の分野における協力

を重視しており、兵器輸出の拡大を視野に入れて軍事交流を進めているようである。多国間安
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保対話への参加についても、地域の軍備管理、ひいては朝鮮半島における軍備管理を目指す上

での基盤としてとらえており、統一問題を解決する糸口になると考えている。また、多国間安

保対話への積極的な参加については、「韓国の国際的地位の向上や、平和志向の国家としての立

場を強めることが期待される72」としており、そのことが朝鮮半島問題解決のために好ましい

環境を生み出すことに貢献すると考えている。つまり、韓国の軍事交流は全体として朝鮮半島

の統一に向けた環境の形成を狙ったものであり、機能的なレベルにおける交流についてもその

目的に奉仕することが求められているといえよう。

４　オーストラリア

　オーストラリアは南太平洋における地域大国といってもよい存在である。オーストラリアに

は「脅威は常に北方から訪れる」というある種の固定観念があるが、その一方、軍事的に脅威

となり得る国々からは地理的に隔絶しており、特に冷戦後の現在では、同国の安全を危機に陥

れるような直接的な脅威は存在しない。今後、国際情勢が変化を見せたとしても、こうしたオー

ストラリア周辺の安全保障環境が大きく変わるとは考えにくい。オーストラリアが 30 年にわ

たって継続している「防衛協力（Defence Cooperation）」は、長期的な観点から可能な範囲で

漸進的に推進するという考えのもとに実施されている73。

 （１）   東南アジア諸国との「防衛協力」

　「防衛協力」という名のもとに、オーストラリアが東南アジア諸国との間で実施している活動

には、ハイレベル対話、実務者レベルでの対話、艦艇訪問、共同訓練、訓練実施のための財政

援助、オーストラリア国内の訓練施設の提供、兵站・装備面での技術協力、留学生の受入れ、人

材派遣、研究交流などがある。なかでも、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポー

ル、そしてタイとの共同訓練が重視され、さらにインドネシア、マレーシア、タイの各国が優

先順位の高い訓練や人的交流を継続できるように財政援助が行われている。東南アジア諸国と

の「防衛協力」は、財政事情の厳しい国々への財政援助に見られように、オーストラリアが東

南アジア諸国に援助を行うという片務的な形で行われてきた。近年は、こうした伝統的なパター

72   MND, Defense White Paper 1999, p. 121.
73  Department of Defence, Australia, Defence 2000: Our Future Defence Force (2000); idem., Defending
Australia: Defence White Paper (1994); idem., Defence: Annual Report 1998-99 (1999); Department of For-
eign Affairs and Trade, Australia, ARF, http://www.dfat.gov.au/arf/aus_regional_security.html; Ramesh
Thakur, “Australia’s Regional Engagement,” Contemporary Southeast Asia, Vol. 20, No. 1 (April 1998), pp.
1-21; Jeffrey Grey, A Military History of Australia (Revised ed.) (New York: Cambridge University Press,
1999), pp. 244-266.
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ンに少しずつ変化が見られ、対等な立場に立っての人的交流に重きを置く方向へ移行しつつあ

る。

　東南アジア諸国のなかで、オーストラリアにとって最も重要なのは北方の隣国、インドネシ

アである。1960 年代以前に見られたようにインドネシアの政情が極端に不安定化することを

オーストラリアは恐れている。仮にインドネシアが極めて不安定になれば、そこにオーストラ

リアに敵対的な第三国が攻撃を仕掛け、さらにインドネシアを構成する列島づたいにオースト

ラリアへ接近してくることが考えられ、そのような事態を防ぐことがインドネシアと「防衛協

力」を実施する最大の理由である。換言すれば、インドネシアの防衛力を適度に向上させるこ

とがオーストラリアにとっての戦略的利益と考えられているのである。従って、インドネシア

との防衛協力プログラムは、共同訓練、インドネシア海軍機整備や各軍種の語学研修所に対す

る人材派遣、兵站支援、留学生の交換、オーストラリア国内での語学研修、機雷掃海での協力

など多岐にわたっている。また、科学技術分野での協力はオーストラリアが積極的に推進した

化学兵器禁止条約をインドネシアが批准するという成果をもたらしているし、東ティモール問

題が原因でインドネシア国民の反豪感情が高まり、オーストラリアとの相互安全保障協定が破

棄されるに至っても、両国の国防組織間の関係は良好に保たれている。共同訓練や技術面での

協力を通じて相互運用性の向上を図ることが平和維持活動や将来あり得るかもしれない共同作

戦で結実することが期待されている。

　英連邦のメンバーであるマレーシア、シンガポールとの「防衛協力」も重要である。両国と

の「防衛協力」は、英国、ニュージーランドを加えた５ヵ国の間で1971年以来、結ばれている

「５ヵ国防衛取極（Five Power Defence Arrangements）」が基礎になっている74。マレーシア

との「防衛協力」では共同訓練や人的交流など通常の活動に加え、マレーシア国内のバタワー

ス空軍基地にオーストラリアがＰ -３Ｃを展開させて東南アジア周辺海域の哨戒を実施したり、

オーストラリア陸軍ライフル中隊を駐屯させたりするなど特別な交流関係が見られる。国土が

狭く、訓練のスペースが不足しているシンガポールは、広大な国土を有するオーストラリアに

部隊を派遣し、そこで訓練を実施している。オーストラリアとシンガポールとの強固な信頼関

係を反映しているこうした活動は、シンガポールの防衛力向上に役立つのみならず、オースト

ラリアにとっても、シンガポール側の投資による訓練施設の整備によってオーストラリアの企

業に恩恵が施されるというメリットがある。さらに、オーストラリアはベトナム、ラオス、ミャ

ンマーが地域の安全保障対話に参加するよう促しているほか、カンボジア軍の改革と近代化、東

ティモールの国軍建設への支援を実施する考えである。

74 ５ヵ国防衛取極に関しては、佐島直子「五ヵ国防衛取極の今日的意義」『外交時報』第 1322号（1995
年 10 月）を参照。同論文はオーストラリアの防衛協力についても詳しく論じている。
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　東南アジア諸国との「防衛協力」の目的は、各国軍隊の適度な質的向上を図り、それによっ

て地域の安定を維持することであるが、同時に、共同訓練などを通じてオーストラリア軍がそ

の軍事的プロフェッショナリズムを示すことによって、ますます各国軍からの信頼と尊敬を得

ることをも狙っている。また、安全保障上の認識の共有を図り、地域安全保障問題に関する相

互理解を深め、相互に価値ある戦略上のパートナーとなることも目的とされている。さらに、将

来、東南アジアに地域軍事協力や集団安全保障協定などへと向かう機運が生じた場合、そうし

た動きからオーストラリアが排除されず、自然な参加国として関与できるようにするという長

期的な視野を有している。これはオーストラリアが東南アジアに対する地域安全保障政策の長

期的目標として掲げている「包括的関与（Comprehensive Engagement）」という概念に表れ

ている。「包括的」とは多くの要素という意味で、「関与」は対等な立場での相互関与という意

味である。すなわち、多種多様な「防衛協力」を対等な立場で実施していくということであり、

交流を通じて、オーストラリアが地域における重要なパートナーとして認知され、将来、この

地域に安全保障分野での地域共同体が形成されるような場合、そのプロセスに参加できる存在

になることを目指しているのである。

 （２）　南太平洋島嶼国との「防衛協力」

　オーストラリアはその裏庭ともいえる南西太平洋に点在する島嶼国との関係も重視している。

東南アジア諸国に対するのと同じように、あくまで自国が地域安全保障における価値ある戦略

上のパートナーであるという認識を周辺島嶼国に広めることを意図している。オーストラリア

にとっての最重要国は、ここでも北方の隣国、パプア・ニューギニアである。同国とは1987年
に発した「諸原則の共同宣言（Joint Declaration of Principles）」や 1991年に調印した「安全

保障協力合意声明（Agreed Statement on Security Cooperation）」などに基づいて「防衛協

力」を実施している。オーストラリアとパプア・ニューギニアは「新防衛パートナーシップ（New
Defence Partnership）」というスローガンを掲げ、訓練支援のほか、防衛白書の作成、諸活動

計画の立案、戦略計画策定、軍隊の育成支援、訓練顧問の派遣、周辺海域の安全保障に関する

協力などを実施しているほか、「防衛協力」実施のための財政援助を行っている。インドネシア

同様、パプア・ニューギニアに関しても、同国の政情が不安定になった場合にオーストラリア

に敵対的な第三国が同国の国土をつたって接近することのないよう防衛力の適度な向上を意図

しているのである。ソロモン諸島とバヌアツに関しては、近年、これら諸国において実施され

ている国防戦略の再検討に協力している。その結果、ソロモン諸島との間では「ホニアラ平和

協定（Honiara Peace Accord）」が調印された。将来、この種の活動を他の島嶼国へ拡大する

ことが計画されている。このほか、ソロモン諸島に関しては、同国の警察部隊に顧問を派遣し

ている。一方、バヌアツに関しては、通信面での支援を拡大し、さらにはオーストラリアとの
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統合軍司令部を新設して、より統合された相互運用可能な部隊の創設に向けた動きを推進して

いる。

　南太平洋地域に固有の多国間防衛協力として、「太平洋巡視艇計画（Pacific Patrol Boat
Project）」がある。同計画は 1995年から 8年間の予定で実施されており、オーストラリアを中

心に南太平洋11ヵ国が参加している。これはサモア、キリバス、クック諸島、マーシャル諸島、

ミクロネシア連邦、ツバル、パラウにとって唯一の防衛活動である。同計画のもと22隻の巡視

艇が哨戒活動に従事し、オーストラリアは参加国に顧問44人を派遣している。また、同計画と

抱き合わせるような形で、巡視艇の修繕、港湾施設の整備などが「防衛協力」の名のもとで実

施されている。同計画はオーストラリアが参加国と対話を行い、各国の姿勢や意図を理解する

機会となっている。いうまでもなく、同計画の目的は島嶼国の防衛力を向上させ、オーストラ

リア軍との相互運用性を高めることにある。このようにして、将来、オーストラリアに敵対的

な域外の第三国が南太平洋に影響力を浸透させるのを阻止しようとしているのである。

　東南アジア諸国に対する「包括的関与」同様、南太平洋に対しては「建設的関与（Constructive
Commitment）」という地域安全保障政策の長期的目標を掲げている。今後、南太平洋では脱植

民地化、人口増、都市化、新指導者層の台頭、新たな思想の浸透などを背景に、これまで経験

したことのない現象が生起し、否応なく急激な変化に見舞われるものと予想されている。オー

ストラリアはそうした変化が平和裡に、民主的なプロセスでなされ、かつ、域外の第三国が介

入することなく、破壊的でなく建設的に行われることに利益を見出している。その際の適切な

政治的枠組を「建設的関与」という概念でいい表そうとしているようである。

 （３）  日本、中国、韓国との「防衛協力」

　オーストラリアが日本、中国、韓国との間で実施している「防衛協力」は、高官の相互訪問、

ハイレベル・実務者レベルの戦略対話、留学生の交換などである。東南アジアや南太平洋の国々

との間で実施している「防衛協力」のようなオーストラリア独自の色彩は薄く、我が国が現在、

実施している防衛交流と大差ない。しかし、目的は対象国によって異なる。日本との間で実施

している交流は、アジア・太平洋地域の安全保障問題などに関する認識の相互理解の促進、防

衛計画についての対話、機能レベルでの協力の拡大を目指している。一方、中国との交流は中

国の戦略的認識と意図の理解、オーストラリアの安全保障認識と対中認識に関する中国側の理

解促進、地域の多国間安全保障協力への中国の参加助長を目的としている。なお、韓国に関し

ては、半島情勢の推移を注視している状況で、とりわけ防衛産業分野など機能レベルでの協力

には慎重である。
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 （４）　オーストラリアの軍事交流の特徴

　以上見てきたように、「防衛協力」の名のもとに進められているオーストラリアの軍事交流は

対象地域によってその目的と活動内容が大きく異なっている。オーストラリアは意識的にそう

した差別化を図っている。「防衛協力」の相手国はそれぞれ軍事的な能力に差があれば、必要と

される協力の内容も違う。また、オーストラリアが交流対象国に期待することも国ごとに異な

る。従って、オーストラリアは東南アジア、南太平洋、東アジアに対する自国の戦略的意図と、

各国の能力や必要性の双方に照らして、協力の有効なアプローチを採用しているのである。こ

れがオーストラリアの軍事交流に見られる第１の特徴である。

　オーストラリアの軍事交流は東南アジアや南太平洋の発展途上国を主たる対象としている。国

力において非対称な関係にある国が相手であることから、オーストラリアは「防衛協力」その

ものを実施するための財政援助や技術提供（装備、港湾施設など）を行っている。これが第２

の特徴である。こうした行動は地域大国であるオーストラリアが公共財を提供しているといえ

るし、元来、オーストラリアの軍事交流には旧植民地（マレーシア、シンガポールなど）への

コミットメントを縮小した英国の肩代わりという側面があることを考慮すると、英連邦に伝統

的な行動ともいえよう。

　オーストラリアには「防衛協力」の輪を世界中の国々に広げるつもりはない。アジア・太平

洋地域に限定していく考えである。そして、活動内容は多種多様であるが、あくまでオースト

ラリアに可能な範囲で実施するとしている。また、目標達成に関しても、長い時間をかけて漸

進的に達成すれば良いという哲学を有している。無理をせず、必ずしも短期間に成果が上がる

ことを期待しないというのが、第３の特徴である。

５　英国

　欧州では特色のある軍事交流の盛行が見られる。いうまでもなく冷戦終結に伴う欧州におけ

る地政学的条件の激変がその背景にある。東側陣営の解体に伴い、多くの中・東欧諸国が旧西

側諸国へ急接近しており、これが安全保障面ではＮＡＴＯの拡大となって現れている。中・東

欧諸国はＮＡＴＯ新規加盟にあたって、ＮＡＴＯとの相互運用性の確保、政軍関係の民主化（シ

ビリアン・コントロールの確立）などの適格条件を満たすことが求められている。そして、米

国とドイツによってマーシャル・センターが設立され、旧東側諸国の軍改革の努力に支援を与

えるなど、ＮＡＴＯとしての軍事交流プログラムが推進されている。さらに、ロシアの抱くＮ

ＡＴＯ拡大への強い警戒心を緩め、信頼関係を生み出すための交流が積極的に進められている。

このような軍事交流は世界の他の地域には見られない欧州独自の特徴ある交流である。英国も

当然ながら、ＮＡＴＯ加盟国として中・東欧諸国の軍改革を支援しつつ、ロシアやウクライナ
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との信頼関係を構築するための軍事交流を積極的に推進している。さらに英国の場合には、旧

英領植民地との伝統的な結び付きに基づく軍事交流が見られることに特色がある。

 （１）　防衛外交

　英国はその国防政策の主要な柱の１つに「防衛外交（Defence Diplomacy）」を掲げて、軍事交

流を積極的に推進している。英国は1998年に現ブレアー政権下で、「戦略防衛見直し（Strategic
Defence Review）」を行い、英国の軍事力は国際情勢の安定のために存在するものと位置付け、

そのために 8つの中心的任務を定義した。その１つがここで見る「防衛外交」である75。「戦略

防衛見直し」によって「防衛外交」の任務が定められたわけであるが、それは新たに軍事交流

任務を創設したわけではなく、従来から英国軍が行っている外国との軍事交流を自覚してとら

え直し、「防衛外交」の概念のもとで整理したのである。英国の軍事力の最も中心的な任務はい

うまでもなく、危機や武力紛争が生起したときにこれに対処することであるが、一方、これに

劣らず重要な任務として「防衛外交」が位置付けられた。英国軍は従来からサブ・サハラ諸国

に国内治安維持の任にあたる軍隊建設を支援したり、軍備管理の実効性を確保するための査察

任務に協力したりしてきた。さらに、冷戦終結後は中・東欧諸国やロシアとの軍事交流が本格

化した。これらの交流はこれまで英国軍の本来任務ではなく、スピンオフの活動、すなわち、本

来任務を遂行する過程で派生的に行われるに過ぎないものと位置付けられてきたが、1998年の

「戦略防衛見直し」によって本来任務に格上げされた。

  （２）　具体的な活動のカテゴリー

 　「防衛外交」の概念に含まれる具体的な活動としては３つのカテゴリーの活動が挙げられる76。

第１に軍備管理活動が挙げられる。その主たる内容は、核兵器、生物・化学兵器などの大量破

壊兵器拡散防止のための活動であり、信頼醸成措置の構築である。また、1992年に調印された

オープン・スカイズ条約に基づく査察飛行は、締約国の軍事活動の公開性と透明性を増進させ

ることを主たる目的としており、このカテゴリーに含まれる。第２にアウトリーチ・プログラ

ム（Outreach Programme）がある。これは英国流の関与政策ともいうべきものであり、ロシ

アを含む中・東欧諸国への関与が中心であり、このほか、コーカサス地方と中央アジア諸国で

の平和と安定を促進するための諸活動も含まれる。

　第３にサブ・サハラ地域、カリブ海地域、中東地域のかつて英領植民地であった国々に対す

る軍事支援が挙げられる。この支援対象となる国々は発展途上にあり、軍は国内治安の任にあ

75  Ministry of Defence (MOD), Britain, Strategic Defence Review: Modern Forces For The Modern World
(July 1998), Chap. 3, http://www.army.mod.uk/servingsoldier/policy/strategy/sdr/chap03.htm.
76  MOD, What Do you know about…? Defence Diplomacy, http://www.mod.uk/index.php3?page=885.
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たっていることが多いため、主に治安部門の改革（security sector reform）という観点から支

援が施されることになる。具体的には、短期間の軍事訓練を実施するため、英国訓練チームを

交流相手国に派遣する、専門的な分野における支援のため英国軍事要員を交流相手国の軍組織

に長期出向させる、交流相手国の軍人を英国の軍学校に留学生として受け入れる、交流相手国

の軍と平和維持活動などを想定した共同演習を実施する、紛争予防に関する研究を奨励するた

めの防衛外交奨学金を設置し、交流相手国の軍組織関係者に研究資金援助を行うなど多彩な活

動が行われている。

　これら３つのカテゴリーの活動のなかで、冷戦終結後になって開始されたという意味におい

て新しさがあるのは第２のアウトリーチ・プログラムである。その主たる対象国は旧東側陣営

諸国であり、特にその多くがＮＡＴＯ加盟を希望している中・東欧諸国が、政軍関係の民主化、

相互運用性の確立など加盟のための適格条件を満たすことができるようにすることを目的にし

ている点や、これら諸国自身の内発的な動機に支えられて、このプログラムが実施されている

点に特色がある。

　アウトリーチ・プログラムそれ自体は、英国軍組織と交流相手国の軍組織との間の二国間交

流であり、ＮＡＴＯの多国間交流事業と補完関係にあり、ＮＡＴＯの事業とあいまって効果を

あげることが期待されている77。具体的な活動としては、英語訓練の実施、英国防省と交流相

手国国防組織間のハイレベル相互訪問、軍事組織のマネージメントに関する専門的助言、共同

演習の実施、軍学校への留学生の受入れが挙げられる。このような内容を含むアウトリーチ・プ

ログラムを英国は、中・東欧諸国、さらにはウクライナ、ロシアと実施しているが、1999年の

１年間で 20カ国と 1300件の交流があったという78。

　「防衛外交」に関する英国政府の説明で注目に値するのは、英国が外国に派遣している駐在武

官と、諸外国との間で交換し合っている交換ポストの要員を交流の重要な担い手として明確に

位置付けていることである。これらの要員は交流相手国の国防組織の人員と強固な人間関係を

築き、相手国がいかなる関心事項と懸念事項を有しているかについての情報収集を行うことが

求められているのである。

   （３）　英国の軍事交流の特徴

　以上のように英国は「防衛外交」を国防政策の１つの柱として掲げて、軍事交流を活発に行っ

ているが、これらの交流も英国の国益に従って実施されていることは明らかである。交流の地

77  MOD, What Do you know about…?, Defence Diplomacy, http://www.mod.uk/index.php3?page=885.
78  MOD, What Do you know about…? Defence Diplomacy; Economic and Social Research Council, UK
Ministry of Defence Outreach Activity in Central and Eastern Europe, http://civil-military.dsd.kcl.ac.jp/
mod_outreach/mod-outreach.htm.
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理的範囲は欧州地域と旧英領植民地に焦点があてられている。軍備管理活動はオープン・スカ

イズ条約に基づく査察活動に見られるように英国の安全保障上の利益と深く結びついている上

に、旧英領植民地への軍事支援は旧宗主国としての地位を利用して英国の影響力保持につながっ

ていることは確かであろう。アウトリーチ・プログラムは中・東欧諸国の軍との相互運用性の

確立、国防組織の効率化と近代化、政軍関係の民主化などを目指すものであり、欧州の歴史的

及び地政学的状況に見合った特徴のある軍事交流であり、広くはＮＡＴＯの東方拡大の戦略と

密接に結びついた交流活動となっている。

第３節　防衛交流と日米同盟

１　日本の防衛交流の概要

　我が国は軍事交流を「安全保障対話・防衛交流」と呼び、冷戦終結後になって軍事交流に積

極的に取り組むようになった。我が国の防衛力の在り方に関する政府レベルで決定される基本

文書として「防衛計画の大綱」があるが、冷戦終結後の最初の大綱である、1995年（平成７年）

に定められた現大綱には、「安全保障対話・防衛交流」（以下、「防衛交流」と略称）が防衛力の

役割の１つとして明記され、防衛交流を通じて安定した安全保障環境の構築に貢献すべきもの

とされた。現大綱には次のように記されている。

　　自衛隊の主たる任務が我が国の防衛であることを基本としつつ、内外諸情勢の変化や国際

　社会において我が国の置かれている立場を考慮すれば、自衛隊もまた、社会の高度化や多様

　化の中で大きな影響をもたらし得る大規模な災害等の各種の事態に対して十分に備えておく

　とともに、より安定した安全保障環境の構築に向けた我が国の積極的な取組において、適時

　適切にその役割を担っていくべきである79。

　すなわち、現大綱において、自衛隊の役割として伝統的な防衛任務に追加して、大規模な災

害等への対応とより安定した安全保障環境の構築への貢献という新たな２つの役割が明示され

たのであり、後者の「より安定した安全保障環境の構築」のための具体的な活動として、国際

平和協力業務などの実施、安全保障対話・防衛交流の推進、軍備管理・軍縮への協力が示され

79 「平成 8年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成 7年 11月 28 日安全保障会議決定、平成 7年

11 月 28 日閣議決定）（防衛庁『平成 13 年版 防衛白書』[財務省印刷局、2001 年] 271 頁）。
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た。いずれにせよ、軍事交流を国防政策体系のなかに自覚的に位置付けて実施することが、近

年の軍事交流の１つの特徴であるが、英国の場合、前節で見たようにそれがなされたのが1998
年のことであり、1995年に政府レベルの基本文書で防衛交流を謳った我が国の軍事交流への取

組みは比較的早く、冷戦終結後の国際環境の変化に応じて時宜に適った反応を示したものとい

えよう。

　ところで、防衛交流が自衛隊の役割として明示されたのは1995年のことであるが、実際には、

その２、３年前から積極的に実施されていた。ここで、我が国の防衛交流について、その発展

と実績、政策的な位置付けの変遷を『防衛白書』の記述を手がかりに概観する。

　従来、防衛庁・自衛隊が行ってきた対外的な活動のなかで、最も古くから実施され、現在も

防衛交流の根底となっている部分を占めていると考えられるのは、外国軍人の受託教育である。

防衛大学校は1958年からタイ、シンガポール、インドネシアなどから留学生を受け入れており、

その後、受入れ国は次第に増加している。また、防衛大学校以外にも、防衛研究所や自衛隊の

諸学校が外国から研修生を受け入れ、人的交流の拡大・深化と諸外国への我が国の防衛政策の

理解・浸透の機会としている。

　ハイレベルの交流が注目されるようになったのは 1980年代後半、すなわち冷戦末期である。

『昭和 62年版　防衛白書』に初めて防衛交流に関する記事が登場し、そこでは栗原防衛庁長官

（当時）の訪中について触れられている。現職の防衛庁長官が初めて訪中した意義について、「わ

が国の基本的防衛政策に対する中国側の理解を含め、日中両国の相互理解に一定の役割を果た」

したと記述されたのである80。また『昭和63年版　防衛白書』にも、瓦防衛庁長官（当時）の

インドネシア・シンガポール訪問についての記述が見られ、現職の防衛庁長官の東南アジア訪

問は初めてであり、我が国の防衛政策に対する理解を増進する上で役割を果たしたとの指摘が

なされた81。

　防衛白書における防衛交流についての記述が大幅に増えるのが 1993年である。『平成５年版

防衛白書』において「新たな安全保障環境構築のための努力」の一環として、「近隣諸国との対

話の拡充」の項が設けられた。ここでは、相互理解の増進のために安全保障面での対話・交流

の重要性が指摘されており、防衛当局者間の対話は相互理解増進の一手段であるとの認識が示

されている。続く『平成６年版　防衛白書』において、「安全保障対話・防衛交流」という用語

が初めて登場した。そこでは、安定的な安全保障環境をもたらすためには、「各国がその保有す

る軍事力及び国防政策の透明性を高め、防衛当局者間の対話・交流などを通じて相互の信頼関

係を深めることにより、無用な軍備増強や不測の事態における危機の拡大を抑えていくことが

80 防衛庁『昭和 62 年版　防衛白書』（大蔵省印刷局、1987年）72 頁。
81 防衛庁『昭和 63 年版　防衛白書』（大蔵省印刷局、1988 年）74 頁。
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重要82」との認識が示された。このなかで初めて示された「軍事力及び国防政策の透明性の向

上」と「相互の信頼関係の増進」という２つの目的については、その後の『防衛白書』も表現

は多少変わるものの基本的にはこれを踏襲しており、ここにおいて防衛交流が安定した安全保

障環境構築のための主要な手段として認められたといえよう。そして、翌年の1995年に定めら

れた現大綱において、防衛交流が防衛力の重要な役割の１つとして明示されたのである。この

間、防衛交流の交流対象国、ハイレベルから実務者レベルなどの交流のレベル、また交流対象

となる分野のいずれにおいても急速な拡大が見られた。また二国間交流のみならず、多国間の

交流にも積極的に取り組んでいる。

　1980年代後半に至るまで、防衛庁長官が同盟国である米国以外の外国国防組織を訪問するこ

とは少なく、既に見たように、中国や東南アジア諸国を訪問すること自体が防衛白書で特記さ

れるほどのものであった。現在まで防衛庁長官はロシア、中国、韓国、東南アジア諸国、ヴェ

トナム、イスラエル、シリア、豪州、英国など多くの国を訪問し、また多くの諸外国からも国

防相が訪日するようになっている。特に我が国の安全保障にとって重要な近隣諸国との間では、

国防相、次官級や幕僚長級の防衛首脳クラスのハイレベル会合の定期化の努力がなされ、例え

ば、韓国とは1994年以降、ロシアとは1996年以降、中国とは1998年以降、毎年、防衛首脳ク

ラスのハイレベル会合を開催するようになっている。このようなハイレベル会合と並行し、防

衛当局者間の定期協議も定着しつつある。韓国とは1994年以降、審議官級の日韓防衛実務者協

議が毎年開催され、ロシアとは日露間の防衛交流の進め方について実務的に協議する共同作業

グループや日露海上事故防止協定に基づく年次会合が継続的に開催されている。中国とも1993
年の外相間の合意を受けて外交・防衛当局間の日中安全保障対話が継続的に行われている。そ

の他、ヴェトナムを含めた東南アジア諸国、インド、オーストラリア、カナダなどとも継続的

に当局者間の協議が行われるようになった。また、交流の対象分野も拡大し、韓国やロシアと

の間で艦艇の相互訪問や捜索・救難活動の共同訓練といった部隊間交流、日中間の医療分野の

交流、防衛研究所を日本側のカウンターパートとして行う国際情勢などに関する研究交流など

が実施され、交流の裾野は広がりつつある。多国間交流においても、防衛庁はASEAN 地域

フォーラム（ＡＲＦ）において我が国の防衛当局として1996年以降、積極的に協力しているほ

か、防衛庁主催による安保対話の機会を設けている。例えば、1996年以降、アジア・太平洋地

域諸国の局長・局次長クラスの政策担当者が集まるアジア・太平洋地域防衛当局者フォーラム

を、また1994年以降、佐官クラスの将校を招いて、アジア・太平洋諸国安全保障セミナーを毎

年、開催している。また、軍種別・専門分野ごとの多国間交流にも陸海空の各自衛隊が参加し

ている。さらに人道支援活動、災害救難や非戦闘員退避活動などにかかわる多国間共同演習に

82  防衛庁『平成 6年版　防衛白書』（大蔵省印刷局、1994 年）194 頁。
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も参加するようになった。例えば、1999年10月のシンガポール海軍主催の西太平洋潜水艦救難

訓練、2000年６月の同じくシンガポール海軍主催の西太平洋掃海訓練に海上自衛隊の艦艇が参

加した。このように多国間の防衛交流においても交流分野の拡大が見られる。

　このように防衛交流が急速に拡大するなか、これに対応すべく、1997年（平成９年）には長

官官房国際室に加えて防衛局に国際企画課が設置され、組織定員上の対応が図られた。予算も

防衛費自体が抑制傾向にあるなかで平成12年度の「安全保障対話の充実等」関連予算額はその

５年前の平成７年度予算と比べると約５倍に増加したのである。

　『平成12年版　防衛白書』では、「日本の安全を確保するためには、適切な防衛力の保持と日

米安全保障体制の堅持とともに、より安定した安全保障環境を国際社会、特に、アジア・太平

洋地域において構築していくことが重要」との認識が示されている。そして、安定した安全保

障環境を構築する上で防衛交流が貢献するとし、「この地域における関係諸国との信頼関係の増

進を図り不安定要因を取り除く上で、関係諸国との二国間交流やＡＲＦなどの多国間安全保障

対話などを重視し積極的に取り組んでいる」としている83。今や防衛交流は我が国の防衛政策

の対外的な側面において日米同盟と並ぶ両輪として重要な位置付けが与えられたのである。

　我が国の防衛交流は、第２節で見た他国のそれと比較すると一定の特徴がある。第１に他国

に対する政治的・軍事的な影響力の確立を目指すものにはなっていないことである。英国は旧

英領植民地に軍事支援を行い、オーストラリアはインドネシアなど南太平洋の近隣島嶼諸国と

の防衛協力を行っているが、いずれも自国の政治的・軍事的影響力の確立・維持を図ろうとす

る動機に基づくものであることは既に見た。これらに比較すると、我が国の防衛交流にはその

ような動機が薄いといえる。第２に第１節で既にふれたことであるが、我が国の防衛交流には、

他国の軍事交流において重要な構成要素である軍事技術協力や武器移転がもとから含まれてい

ないことである。また、防衛産業基盤を強化するのための市場開拓も、当然ながら、防衛交流

の目的には含まれていない。これらの特徴はいずれも否定形において表現されるものに過ぎな

いが、それは我が国が防衛交流を本格的に開始して未だ 10年も経ていないからである。今後、

防衛交流の実践の積み重ねのなかから、我が国の防衛交流の特徴が一層明確になっていくと考

えられるが、反面、それだけ我が国の防衛交流には今後の可能性が大きいということである。

２　防衛交流と日米同盟との連携

　我が国の防衛政策の基礎に日米同盟がある。この日米同盟と我が国の進める防衛交流をどの

ように関連付け、連携させるべきか。現在、防衛庁・自衛隊は中・露をはじめとして多くのア

83  防衛庁『平成 12 年版　防衛白書』（大蔵省印刷局、1994 年）183頁。
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ジア・太平洋諸国と防衛交流を実施しているが、そのことと日米同盟との関係はどのようになっ

ているのであろうか。防衛交流は防衛庁・自衛隊の事業として定着したが、今後とも多方面に

拡大していくことが予想されるなか、日米同盟との関係を改めて考察する必要があろう。防衛

交流と日米同盟の関係を考察するにあたって参考になる議論が、多国間安保協力と日米同盟と

の関係に関する議論である。

　冷戦終結直後の一時期、多国間安保協力と日米同盟とは相互に代替する関係にあるのか、補

完する関係にあるのかという議論が論者の間でなされたが、現在では、代替関係にはないとの

考え方が有力である。補完関係にあるとするこれまでの議論は、いわば単純な補完論とでも呼

ぶべきものであったが、最近、一層精巧な補完論というべき興味深い議論がなされた。その議

論によれば、ＡＲＦに代表されるような多国間安保協力と日米同盟とは「足りない点を補って

完全にする」といった意味での単純な補完関係にあると考えることは不適切とされる 84。仮に

武力紛争（地域紛争）が発生し、軍事的対処が必要となった場合、もっぱら日米同盟のような

軍事同盟が軍事的対処の機能を果たすのであり、米国は同盟国の支援を得て紛争終結のために

軍事介入を行うであろう。しかし、武力紛争が継続している間、多国間安保協力がまったく不

要というわけではない。武力紛争の間にあっても紛争終結のための外交交渉はなされるのであ

り、そこに多国間協力の果たすべき役割がある。このように紛争発生から終結までの時間の経

緯で考えると、軍事同盟と多国間安保協力の役割は裁然と峻別できるものではない。すなわち、

平時から有事への時間軸で見た場合、平時においてはもっぱら多国間安保協力が、有事におい

ては軍事同盟が役割を果たすものと相互排他的に考えることは不適切である。実際には軍事同

盟は平時においては抑止力を、武力紛争勃発後には軍事的対処力を提供するものであり、多国

間安保協力は平時においては信頼醸成と紛争予防のための対話の場を、そして、武力紛争継続

中においては紛争終結に向けての交渉の場と外交的圧力を提供するのである。このような議論

の角度からすると、日米同盟と多国間安保協力は単純な補完関係にあるのではなく、重なり合

うような形で並存して、それぞれの役割を果たしていると考えた方が適切であろう。

　多国間安保協力と日米同盟との関係――特に平時における両者の関係――に関するこのような

認識は、防衛交流と日米同盟との関係にも該当する。すなわち、防衛交流と日米同盟とは並存

しつつ、それぞれ安全保障のための役割を果たしていると考えられる。平時においては日米同

盟によって地域安定のための抑止力が提供され、同時に防衛交流によって我が国を含めた関係

諸国間の信頼関係の強化を図ることができる。

　両者の関係についてさらに考察を進めると、日米同盟の存在が前提となって防衛交流を実現

84   山口剛「ＡＳＥＡＮ地域フォーラム再考―アジア太平洋地域における多国間安全保障枠組みの可能性―」
『新防衛論集』第27巻第3号（1999年12月）12-13頁。
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し得ると考えることができる。パワーの観点から見ると、日米同盟は地域の安定した力関係を

支える基盤であり、その基盤に支えられて防衛交流の推進が可能となっている。極端な仮想例

であるが、仮に日米同盟が突如、解消されたならば、地域の力関係は一気に崩れ、力の真空の

発生とともに地域は極度の不安定さに襲われ、防衛交流そのものが成り立たなくなる。次節で

詳細にふれるが、現在の国際関係は敵でもなく味方でもない国家間関係が支配的な、いわば中

間的な状況にあり、だからこそ信頼関係の強化が追求に値するとされ、防衛交流が実践されて

いる85。そして、この中間的な状況のなかにあっても国家間に一定の力の均衡が存在する。現

在のアジア・太平洋地域においては、一定の不安定要因を含みつつも、比較的安定した力の均

衡が見られるが、それを支える重要な基盤が日米同盟なのである。従って、現在、盛んに行わ

れている防衛交流を支えているものは、実は、日米同盟の存在であると考えるべきなのである。

　

３　防衛交流と日米同盟の相互強化

　依然として不安定さが残るアジア・太平洋地域における米軍のプレゼンスの維持は我が国に

とっては死活的な利益であり、そのことは朝鮮半島情勢などを考えると自明の公理とでも呼べ

る。米軍のプレゼンスは朝鮮半島有事などの勃発を抑える抑止力となる。さらに、見逃すこと

ができない我が国の利益として海洋の自由があり、自由交易によって繁栄を得ている我が国に

とって公海自由の原則は譲ることのできない利益である。この利益は米海軍のプレゼンスによっ

て支えられているため、我が国は米海軍のプレゼンスを維持すべきであり、これを阻害するよ

うな行動をとってはならないことになる。

　米軍のプレゼンスに関する、このような我が国のスタンスを共有する国として、韓国、シン

ガポールなどのＡＳＥＡＮ諸国やオーストラリアがあげられる。ところで、ＡＳＥＡＮ諸国は

米軍のプレゼンスを支える基盤としての日米同盟に対しては微妙な立場に置かれている。ＡＳ

ＥＡＮ諸国はＡＲＦの中心的メンバーであり、多国間安保協力を追求しているが、それと同時

に米軍のプレゼンスの維持をも求めているものと考えられる。しかし、米軍のプレゼンスの支

持を公然と表明しない国が多いのも事実である。中国は近年になってＡＲＦの活動に積極的に

参画するようになったが、長期的には米軍のプレゼンスを減少させる形の地域多国間安保協力

を追求していると見られ、そのことが１つの背景となって、ＡＳＥＡＮ諸国が米軍のプレゼン

スを前提とする多国間安保協力を公然と追求することは政治的に微妙なものがあろう。ここで

85  山本吉宣「東アジアの将来に関する一つの考察―ネオ・ウェストファリア・システムへ向けて」 ( (財)
平和・安全保障研究所、パシフィック・フォーラムＣＳＩＳ、中国国際戦略学会共催国際会議『日本・米
国・中国―安定した三カ国関係をめざして』〔2000年５月31日国際文化会館〕における発表の日本語ペー

パー）56、67 頁。
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広くアジア・太平洋全域を見渡した場合、米軍のプレゼンスを前提として、多国間安保協力を

含む広い意味での防衛交流を追求し得る国は、オーストラリアのほか、日米同盟の当事国であ

る日本をおいてほかにないといって過言ではない。そして、シンガポールなどのＡＳＥＡＮ諸

国も日本にそのことを期待していると考えられ、我が国は米軍のプレゼンスを前提とする地域

安保協力を推進する責務があると考えるべきなのである。

　ここで米国の同盟国である我が国の防衛交流には独特の特徴が生じていることに注意を払い

たい。軍事交流は国防組織のトップレベル要人の相互訪問、陸海空各軍種のトップレベルにあ

る軍人の相互訪問、兵站、通信、医療など専門的な分野での協力、国連などの国際的な場にお

ける軍備管理・軍縮への協力、信頼醸成措置の構築、軍事技術協力や武器共同開発、武器の移

転、さらには共同軍事演習、ＰＫＯや国際救難活動における協力といったものを包含する広範

な概念である。ところで、第２節で既に見たように、中国人民解放軍は軍事交流を通じて近代

化を進めているが、我が国は日米同盟のもとで航空機などの先端兵器を米国から得ることので

きる立場にあるため、米国以外の国々との防衛交流を通じて自衛隊の近代化を図る必要性は低

い。さらに、武器輸出三原則のもとで、同盟国である米国に対する武器技術供与を除いて、外

国への軍事技術協力や武器移転には極めて慎重に対処してきた。すなわち、我が国は軍近代化

に関係する事項についてはもっぱら米国との関係を通じて処理し得る立場にある。そのため、我

が国の防衛交流には軍事技術協力や武器共同開発、武器の移転は含まれていない。スティムソ

ン・センターの研究者によって、日本の防衛交流においては部隊交流や施設訪問などよりも、政

策対話（安保対話）を重視している点に特色があるとの指摘がなされているが、この指摘には

一定の根拠があったのである86。我が国は国防組織間の人的交流、人道支援活動などのための

共同演習といった防衛交流のほかに、この政策対話において特色を打ち出すべきなのである。以

上の考察を受けて、日米同盟との関係を考慮すると、我が国は防衛交流を次のように進めるべ

きである。

①　海軍間の防衛交流

　防衛庁・自衛隊の進める防衛交流のなかから、将来、具体的な軍事的取決め（特に信頼醸成

措置）が関係国間で締結されるであろうが、特に海軍に関する具体的措置が米海軍のプレゼン

スに支障をきたすことがあってはならない。この場合、もっとも注意を必要とするのが、海軍

の任務のハード・コアとでも呼ぶべき対敵オペレーションに関わる規制措置や、公海における

通航自由の原則に抵触する内容を含むような具体的措置である。このような措置は避けるべき

である。我が国がロシアとの間で締結した海上事故防止協定や1998年から海上自衛隊がロシア

86  Allen and McVadon, China’s Foreign Military Relations, p. 41.
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海軍と毎年実施している捜索・救難共同訓練は、いわゆる非軍事的任務に関わるものであり、米

海軍の対敵オペレーションや通航自由の原則を阻害する含意はまったくなく、むしろ、海軍間

の一般的な信頼醸成を促すもので、積極的に推進すべきものであろう。

　現在、多国間の海軍協力に関して意見交換を行う場として、西太平洋海軍シンポジウム（Ｗ

ＰＮＳ）が注目される。中国、ロシアもこれに参加しており、これまで捜索救難、自然災害救

難、海賊対処パトロール、機雷除去といった分野における海軍間協力の可能性についての調査

とともに意見交換が行われた。このような場における意見交換によって多国間海軍協力につい

ての認識を深めつつ、ロシアや韓国との二国間の捜索・救難共同訓練の経験を積み重ね、これ

らをベースにして多国間、すなわち米国、韓国、ロシア、中国が参加する多国間の海上共同訓

練に広げていくべきであろう。

②　政策対話

　我が国の防衛交流は政策対話に大きく傾斜している点において特色があるが、この政策対話

という交流分野には、日米同盟を強化するような形で交流を実施し得るポテンシャリティがあ

る。すなわち、要人の相互訪問に伴って実施される対話において、中露両国の国防当局に日米

同盟の意義を繰り返し訴えるべきである。この種の対話において、日本の防衛政策のみを語っ

ても、中・露には意味がないと受け取られる。専守防衛、非核三原則、武器輸出三原則、集団

的自衛権の不行使、戦略爆撃機のような攻撃的兵器の不保持といった日本の防衛政策の特徴を

説明しても、それ自体は日本に攻撃的意図がないことの説明にはなっても、中露両国を納得さ

せ得るものではない。狭く日本防衛だけをとっても、中・露の認識においては、日本の防衛力

は米軍との共同行動によって初めて意味をなすと受け止められているはずである。さらに言え

ば、中露両国は日本と米国とをワンセットで認識しているはずである。そのようななか、専守

防衛や戦略爆撃機不保持などを強調して、日本の防衛力があたかも自己完結的に存在している

かのごとく語ることは、誠実さに欠けるとして、かえって中露両国の不信感を招くだけであろ

う。むしろ、中露両国は日本の防衛力それ自体ではなく、日米同盟に強い関心を抱いていると

想像できる。従って、日本は日米同盟について十分な説明を行うべきである。その場合、日米

同盟は決して仮想敵を想定したものでなく、地域の安定を目的とする国際公共財的な性格を有

していることについて理解を得ることを目指すべきであろう。とはいえ、これは言うはやすく、

実践するのは困難であるのも事実である。特に台湾問題を抱える中国からこの点で理解を得る

のは容易でないが、「１つの中国」の原則を堅持しつつ、日米同盟の意義を倦むことなく説きつ

づけるよりほかに道はない87。現在、民間レベルにおいて中・露の参加する対話の場が存在す

87  中国の日米同盟に対する認識と反応については、高木誠一郎「冷戦後の日米同盟と北東アジア―安全保
障ジレンマ論の視点から―」『国際問題』（No. 474、1999 年９月）2-15 頁。
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るが（北太平洋安全保障三極フォーラム、北東アジア協力ダイアログ）、このような場を活用し

て日米同盟に関する議論を深めるべきであろう。そして、将来的には中・露が参加する公的な

対話の場を創設し、欧州におけるＮＡＴＯとロシアとの「平和のためのパートナーシップ（Ｐ

ＦＰ）」とのアナロジーを念頭に置き、地域安定に関する緩やかなパートナーシップ関係を中・

露と構築するだけの創造的な発想があってもよいのではなかろうか88。

③　実務的分野での協力

　米国は関与政策のもとで、民主政体にふさわしい軍の建設、民主的な政軍関係の確立を目指

して、中・東欧諸国や発展途上諸国の軍との交流を実施しているが、リベラル・デモクラシー

について米国と価値観を共有する我が国にとってもこのような民主化の進展は利益に適うはず

である。

　ＡＳＥＡＮ諸国のなかには、インドネシアに典型的に見られるように民主化の動きのなかで

軍の役割の見直しが行われている国がある。この見直しのなかで、国内政治に深くかかわる軍

から、軍事的プロフェッショナリズムを備えた軍への転換が求められるようになっている。我

が国としては専門分野の交流を通じて軍のプロフェッショナル化を支援することができるであ

ろう。例えば、防衛計画策定や国防予算策定といった軍の経営において必要な実務的分野にお

ける協力や専門分野の教育支援を実施することが考えられる。このような分野であれば、武器

輸出三原則に抵触せず、防衛庁・自衛隊としても支援可能な分野である。

　我が国の国情に照らして、米国のように公然とリベラル・デモクラシーの旗を掲げて民主化

を要求したり、外国に軍の改革を求めたりすることは難しいが、実務的分野における地道な支

援を通じて、軍のプロフェッショナル化を支援することは可能であり、間接的に米国の追求す

る民主化に関する政策との協調を図ることができよう。

④　米国との調整・協議

　防衛庁・自衛隊の進める防衛交流は、予算面から見ても過去５年間で交流関係予算が５倍に

増大したことにうかがわれるように、近年、急速に活発になった。現在では、交流の相手国は

大きく広がり、交流の対象分野も多岐にわたり、さらに、交流形態のバラエティにおいても二

国間、多国間で多様な交流が行われるようになった。そのようななかで、日米間において何ら

かの形で防衛交流について調整・協議を行うメカニズムを設置すべきであろう。それは、日米

が共同で交流の成果を高めるために有意義なのである。

88   高木誠一郎「多様性の管理：東アジア安全保障の課題」岡部達味、高木誠一郎、国分良成『日米中安
全保障協力を目指して』（勁草書房、1999 年）189-190 頁。
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　また、先述したように、米国は地域統合軍がかなりの程度、自己裁量で、各々の地域の実情

に見合った特色のある軍事交流を実施している。そのため、我が国の防衛交流の基本政策につ

いてはワシントンと協議するほかに、太平洋軍司令部と調整・協議を行うことが有意義である

と考えられる。

第４節　アジア・太平洋地域と我が国の防衛交流の目指すもの

１　冷戦期の欧州における信頼醸成措置

　信頼醸成、さらにはその中心にあると考えられる狭義の信頼醸成措置という場合、典型的な

ものとして多くの論者の念頭に想起されるのは、ヘルシンキ最終合意書において規定された信

頼醸成措置である。ヘルシンキ最終合意書はよく知られているように、冷戦最中の1975年8月
1日に欧州安全保障協力会議（ＣＳＣＥ）本会議で採択されたものであるが、この合意書におけ

る第１バスケットにおいて信頼醸成措置が定められた。その内容として、参加兵員25,000名以

上の大規模軍事演習の事前通告、より小規模な軍事演習の事前通告、通告される軍事演習への

オブザーバーの参加、主要な軍隊移動の事前通告などが含まれていた。その後、ストックホル

ム（1986年）、ウィーン（1990年）における最終文書の合意を経て、欧州における信頼醸成措

置は、現地査察制度、軍事情報の交換といった裏付けの備わるものとなった。

　そもそも信頼醸成措置（confidence-building measure）とは敵対関係にある国（陣営）同士

の間で構築されるのが典型的である。信頼醸成措置でいう「信頼」に当たる英語は confidence
であって、決して trust ではない。敵対関係にある当事国の双方が自らは安全であることにつ

いて確信を与えるような措置が、当初、考えられていた信頼醸成措置の意味である。

　冷戦期の欧州においては、米ソ対立という単純な二極対立構造のもとで、陸上戦力を中心に

緊張した軍事的対峙があった。欧州は世界的に見て価値の集積している地域であり、地上戦、と

りわけ陸上戦力による奇襲には極めて脆弱であった。地続きの欧州において直接向かいあった

ＮＡＴＯ及びＷＰＯのいずれも、相手側領土に陸上進攻し得るパワー・プロジェクション能力

を備えていた。特に膨大なソ連陸上戦力を前にして、その奇襲を恐れた西側は核の先行使用態

勢をとったのであり、また軍事オペレーションとして空地戦闘構想（Air-Land Battle）を開発

したのであった。このように欧州においては隙間のない軍事対峙が成立し、これを背景にして、

東西両陣営とも真剣に何らかの措置を欲したのであり、両者の長い交渉の積み重ねのなかで現

在のような信頼醸成措置が構築された。例えば、単なる軍事演習であっても、疑心暗鬼の状態

にある相手陣営はそれを奇襲の準備と誤認して先制攻撃を仕掛けることがあり得、その結果、欲
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しない戦争が勃発する可能性があった。そのような事態を避けるために演習の事前通告を行い、

さらに、オブザーバーを受け入れることにした。このような措置を取り決めるにあたって、軍

事能力、例えば、戦車の進行速度等を計算考慮し、綿密な軍事的検討を行った上で、演習の事

前通告制度が築かれていったのである。

　ここで注目すべき点がある。1975年のヘルシンキ最終合意書でもって信頼醸成措置が公式に

取り決められたが、それが冷戦秩序の変化をもたらすことはなかったことである。これらの措

置は相手側からの奇襲の可能性を大きく軽減し、東西両陣営ともに自らが安全であることを確

信すること（信頼醸成）に役立ったが、欧州における東西対立の基本構造は依然として継続し

たのである。それどころか、欲せざる戦争の蓋然性が大きく軽減された分、米ソ二極構造の安

定性を高めたと見なすことができる。信頼醸成措置そのものは新たな国際秩序の形成を促した

わけではない。

　

２　アジア・太平洋地域の地政学的条件と信頼醸成措置の必要性

　以上のような冷戦期の欧州と比較して、現在のアジア・太平洋地域は前者と大きく異なる地

政学的条件のもとにある。

　第１にアジア・太平洋地域において主要国の間に鋭い緊張を伴う国家間対立が見られないこ

とである。よくいわれているようにアジア・太平洋地域は依然として不確実な要素をはらんで

いる。朝鮮半島問題や台湾問題といった、いわゆる分断国家の問題、東ティモールなどに見ら

れる分離独立運動の問題がそれである。このうち、当事者同士の武力衝突が起こると大国の介

入を招き、メジャー・ウォーに発展しかねないのが台湾問題（米国の介入に伴う米中間の武力

衝突の可能性）であるが、その一方、台湾問題は公式には中国の内政問題であり、現在、この

公式は米国をはじめとする関係諸国の間で遵守されている。関係諸国は台湾問題には慎重に対

処しており、この問題をめぐって武力対立を招く可能性は極めて低い。また、南沙群島などを

めぐる領土問題も地域の不安定要因ではあるが、その一方、この地域の領土問題は世界の他の

地域におけるそれと異なる特色を有している。すなわち、この地域で係争の対象となっている

領土は南沙群島などに見られるように無人の領土が多く、そのため住民による分離独立運動や

リソルジメント（Risorgimento）による問題の複雑化に悩まされることはない。いずれにせよ、

アジア・太平洋地域においては主要国間で国家間の永続的、かつ、強い対立による分断が見ら

れないことは確かである。

　第２に、この地域において米国が圧倒的な軍事力を備えており、これに対抗し得る国家は存

在しないことである。現在、ロシアは疲弊しており、中国は発展途上にあり、この両国とも軍

事的に米国に対抗し得ないことは明らかである。将来、ロシアが経済的苦境から脱し、軍事的
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にも回復する可能性はあるが、この可能性を考慮するにしても、冷戦期、ソ連軍の能力が全盛

期にあった時ですら、アジア・太平洋地域においては米軍の能力の方が強大であったことを想

起すべきであろう。この地域における米国の軍事力の中心的部分は海軍力であり、それに付随

する海兵隊の能力によって、米国の海上からのパワー・プロジェクション能力は比類ないもの

となっている。

　とはいえ、この地域においては間隙のない軍事的対峙構造が存在しているわけではない。こ

れが第３に指摘すべき条件である。この地域は海洋環境のもとにあり、鋭い緊張状態にある朝

鮮半島を除けば、冷戦期の欧州におけるような陸上戦力による奇襲の蓋然性はもとより低く、こ

の意味における脆弱性の懸念を地域の関係諸国は持っていない。先にこの地域の領土問題の特

色は無人の土地をめぐる係争が多いことを指摘したが、そのことからもうかがわれるように、諸

国の勢力は隙間のない形で密に接触しあっているわけではない。そもそも歴史的に見て、アジ

ア・太平洋地域においては、バランス・オブ・パワー論が成立するような隙間のない国家間の

力関係が成立していたか否かすら不明確なのである 89。

　以上のようなアジア・太平洋地域の地政学的条件――国家間の厳しい対立の不在、海洋環境、

隙間のない軍事的対峙の構造の不在――のもとでは、誤解に基づく軍事的衝突を避けるための信

頼醸成措置の必要性が内発的に創造されにくかったとしても不思議ではない90。

　冷戦終結後、ＡＲＦをはじめとして、アジア・太平洋地域において諸国の国軍間の交流が活

発になったが、これらの交流は信頼醸成措置の構築を目指すべきであるとする論調が一部の研

究者から唱えられたことがある。この観点からＡＲＦは批判の対象となった。すなわち、1994
年における発足から現在に至るまで、法的拘束力を備えた信頼醸成措置を構築したことがない

とされ、ＡＲＦは「トークショップ」に過ぎないと批判された。この批判に対して、アジアの

文化的特殊性を強調することでもって応える論調も見られた。しかし、文化的特殊性であれ、何

らかのものが信頼醸成措置の構築を阻害したというよりも、上述のように地域の地政学的条件

が信頼醸成措置構築への差し迫った必要性をもたらさなかったと考えるべきなのである。

　冷戦期の欧州の例で見たように、信頼醸成措置自体は新たな国際秩序をもたらすものではな

い。アジア・太平洋地域における今後の安全保障上の課題が、次代の国際秩序の構築にあるの

であれば、信頼醸成措置の構築が持つ安全保障上の意義は一定のものにとどまるであろう。

89  納家政嗣「アジア・太平洋における予防外交の課題」森本敏・横田洋三編著『予防外交』（国際書院、
1996年）160頁。
90  この議論は海洋アジアを焦点をあてた議論である。中国はロシア、カザフスタン、キルギス、タジキ
スタンと 1996年以降、国境地区における軍事分野の信頼強化や軍事力相互削減などの信頼醸成措置を講
じている。諸国が陸続きで接しあっている内陸アジアにおいては、信頼醸成措置の必要性は高いと解すべ
きであろう。
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　ところで、冷戦終結後になって、この地域においては、我が国のみならず、中国、韓国など

関係諸国が軍事交流を活発に実施していることは事実である。それは何故なのか。

３　軍事交流の意義

　軍事交流の意義を考察するには、２つの次元において考察することが必要である。１つはい

うまでもなく、国家間関係の次元における考察であり、もう１つが国際社会の次元における考

察である。

 （１)　国家間関係の次元　

　我が国をはじめ、中国、韓国、さらに東南アジア諸国、オーストラリアなど、いずれの国も

軍事交流を活発化させている。これらの国々は何を目的に軍事交流を実施しているのであろう

か。冷戦終結後になって世界的に盛行が見られるようになった軍事交流は、信頼関係の構築と

いった新たな目的を掲げていることに特徴がある。その反面、既に見たように、諸国は自国軍

事力の近代化、兵器市場の開拓、自国影響力の扶植といった伝統的な目的をも追求している。

　いま、改めて我が国の安全保障にとって重要な隣国である中国と韓国を見ると、両国ともに

各々の国防白書において軍事交流を取り上げ、相当の紙幅を割いている。2000年10月に発表さ

れた中国の国防白書には「国際安全保障協力」として、軍事交流に関して相当量の記述が見ら

れ、人民解放軍が軍事交流を重視していることがうかがわれる 91。この白書には信頼醸成措置

に関する記述が見られるが、その記述においては中国、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、

タジキスタンの上海機構加盟国間の陸上での信頼醸成措置、モンゴルとの国境管理に関する協

力など、もっぱらユーラシア大陸において講じられた措置にほとんどの紙幅が割かれている。こ

のような中国なりの特色を持つ信頼醸成措置のほか、ＡＲＦへの協力など地域安全保障協力や

国連平和維持活動への参加に関する言及が見られ、また、「国防と軍隊の近代化建設に奉仕する」

ための交流という記述も見られる。この後者の点を重視して、米国の民間シンクタンクである

スティムソン・センターの報告書は中国の軍事交流の主たる目的は人民解放軍の近代化である

と指摘し、透明性の推進の結果、軍事技術が中国に流出し、米国に跳ね返るブーメラン効果に

ついて警告を発している92。いずれにせよ、中国人民解放軍にとって軍事交流の重要な目的の

１つが「強兵」に役立てることにあるのは確かであろう。

　韓国の場合には、その国防白書において朝鮮半島情勢の安定化に役立てることが軍事交流の

91  中華人民共和国国務院新聞弁公室『2000 年中国の国防』48-59頁。
92   Allen and McVadon, China’s Foreign Military Relations, pp. 61-68.
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主な目的として掲げられており、これは特定の問題解決のための軍事交流であると類型化する

ことができよう。その他、韓国の白書には国防産業強化のための基盤作りも軍事交流の目的の

１つとして言及されており、具体的には先端軍事技術の導入と兵器市場の開拓を狙いにしてい

るものと思われる。

　およそ一国の対外交流はその国の抱く国益の概念に照らして行われるものであり、現在、活

発に行われている軍同士の軍事交流の目的として、軍の近代化（「強兵」）のための軍事技術の

導入、国防産業の強化と兵器市場の開拓といった、いわばリアリスト的目的が挙げられていた

としても不思議ではない。その一方、中国、韓国、いずれの国防白書も、世界各国の軍と軍と

の相互信頼の確立、地域安定化のための協力を促進するために軍事交流の意義があると強調し

ているのも事実である。

　ここで、「強兵」などを軍事交流の目的と見なす伝統的な観点と国防組織間（軍と軍の間）の

交流の制度化を通じて信頼関係の強化を図ろうとする、冷戦後になって掲げられるようになっ

た観点のいずれが、現在の軍事交流の真の姿を描いているのかを問うことは意味がない。

　リアリスト的な観点、とりわけ国際政治の本質は中央権力の欠如という意味でのアナーキー

性にあるとして、国家間の力の分布を重視する構造的リアリズム論の観点から見ると、軍事交

流はつまるところ自国軍事力の優位確立のために行われるものと考えられることになり、軍事

技術の流出とその結果としてのブーメラン効果が警戒すべきものとなる。この立場からは、1920
年代のラパロ条約に基づく独ソ間の軍事交流がブーメラン効果の好例として引き合いに出され

ることになる93。この交流によって、1920年代当時、「欧州のパリア（賎民）」と呼ばれ、欧州

政治から排除された独ソ両国の国防組織が緊密な関係を築き、ともに多大な軍事的利益を得た

ものの、第二次世界大戦では似たような軍事思想、戦車に典型的に見られるごとく似たような

軍事技術・兵器でもって、いわば「兄弟殺し」とでも呼べるような激戦を経験することになっ

た。他方、冷戦後の新たな観点から見ると、国家間の利害対立を緩和し、協力を拡大させるよ

うな関係の構築が重視され、軍事交流の目的は交流の制度化を通じて国防組織間の信頼関係を

築くことであると考えられるようになり、とりわけ透明性を高める措置を国際的に制度化する

ことが重視された。

　現在、活発に行われている軍事交流について、この２つの視点のいずれとも誤りではない。す

なわち、今日の軍事交流はこれらの両方を包含するものとなっている。

　現在のアジア・太平洋地域における支配的な国際関係は、地域に大きな亀裂をもたらすほど

の国家間の対立もなければ、全ての国が味方と呼べるほどの密接な友好関係にあるわけでもな

いという中間的な状況にある。そのような国際関係にあるからこそ、「協調的安全保障」がよく

93  Campbell, “The Soldier’s Summit,” pp. 76-91.
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いわれるのであり、そこでは信頼関係の強化なり、信頼醸成なりが追求されるべきものとされ、

域内諸国は潜在的な緊張の種を宿している国とも――というよりもそうであるからこそ――軍事

交流を行っているのである94。

　仮に「万人が万人に対して狼である」というホッブス的なイメージが成立するほど敵対的な

国家間関係が支配的であれば、軍事交流は同盟関係にある国同士――仮想敵に対抗すべく結成さ

れた同盟の当事国同士――の間で軍事力強化のために行われることになり、今日見られるような

多くの国との多方面にわたる軍事交流は行われない。逆に国家間の紛争がなく、諸国の間です

でに信頼関係が成立しているのであれば、そもそも信頼関係の強化や信頼醸成は追求すべき価

値とはならない。

　現在、諸国は一方において自らの軍事力を強化するため、外国の軍事技術の導入や兵器市場

の開拓を図るべく軍事交流を行っているが、それは決して具体的な、現存の仮想敵を想定して

のことではなく、一般的に軍事力の維持・強化が望ましいため、これを行っているに過ぎない

と思われる。すなわち、科学技術の発展に見合った軍事能力を獲得し、抑止力・対処力を維持

培養することは、我が国を含めて、各国も一般的に必要と考えていることなのである。その一

方で、諸国は周辺諸国と信頼関係を構築すべく軍事交流を活発に行っているが、それも一般的

にそういうことが好ましいから信頼関係の構築に努力しているのである。信頼関係の構築それ

自体は何人も反対を唱えられない目標であるし、中国を含めた発展途上諸国は経済発展を成し

遂げて先進諸国に追いつくために、平和な国際環境を必要としている。協調的安全保障がいわ

れ、敵でもなく味方でもない国際関係が支配的な世界は、カオス論で言われる分岐点に譬えら

れ、諸国の今後の対応次第では競争的な世界にも転化し得、逆に信頼関係の確立した世界にも

なり得るのである。

　このような考察を進めると、我が国は諸国の軍事交流の目的に「強兵」、兵器市場の開拓と

いった目的が含まれているとしても、いたずらに警戒心を持つことなく当然のこととして受け

止め、協調的安全保障が成立し得る現下の国際関係に内包されるポジティブな可能性を一層強

く引き出すような軍事交流を推進すべきであろう。しかし、その一方、軍事交流の意義は国家

間関係の次元だけにとどまらなくなりつつある。国際社会の変化を受け、軍事交流には現在の

同時代人が自覚していない新たな意義が生まれつつあるように思われる。

  （２）   国際社会の次元

　2001年９月11日の米国同時多発テロ（9・11テロ事件）は世界を震撼させた。この事件を契
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機に「新しい戦争」、「非対称戦争」といった語が一時期、広く人口に膾炙した。この事件によっ

て安全保障概念に深い変容がもたらされた可能性がある。そのような変容の１つとして、国家

を基本単位とする国際秩序に対する、武装した非国家主体からの挑戦にどう対応するかが、21
世紀の世界における新たな安全保障上のイシューとして各国に強く認識されるようになったこ

とが挙げられる。もともと現在の国際秩序は、国家を基本単位とする国際秩序であり、国家は、

マックス・ウェーバーの定義に従えば、正当な物理的暴力行使の独占を要求する人間共同体で

あるから、国家以外の非国家主体が物理的暴力の行使を行い、国境を越える大きな否定的影響

力を及ぼすならば、それは国家主体の国際秩序に対する重大な挑戦となる。非国家主体が武力

を備えてこれを行使するとき、この主体は私的武装集団と呼ばれる。国際的なテロ集団だけで

なく、いわゆる「破綻国家」内における武装したエスニック集団や現地武装勢力、近年、問題

になっている東南アジア海域に現れる武装海賊、南米で勢力を持つ麻薬密輸組織なども、この

ような私的武装集団である。また、軍備管理・軍縮の分野において、冷戦後になってクローズ

アップされている問題に大量破壊兵器の拡散問題があるが、この拡散の担い手として非国家主

体が関与していることは確かであろう。すなわち、国際的な責任を果たしえない国家、いわゆ

る「ローグ・ステート」に代表されるような国家に大量破壊兵器が流通・拡散することが強く

警戒されているが、この流通・拡散のプロセスにおいて、何らかの私的な密輸組織（これは非

国家主体）が介在していることは十分考えられ、さらに国家ではなく、非国家主体自体が大量

破壊兵器を入手する可能性も考えられる。

　近年、国家の軍隊、すなわち国軍が上で述べた非国家主体を対象として活動することが多く

なった。例えば、「破綻国家」内の紛争を沈静するための平和強制において、諸国の国軍が武装

集団と交戦せざるを得なくなるケースが見られるようになった。1993年のソマリアにおける国

連平和維持活動（ＵＮＯＳＯＭⅡ）において、米軍などが現地武装勢力と交戦したが、この現

地武装勢力は国軍ではなく、武装した非国家主体にほかならない。

　近年、警察力だけでは対応できない、国境を越える大きな影響力を持つ武装した非国家集団

が目立つようになったが、その背景には国家間関係の次元だけではなく、国家間関係の基層に

ある国際社会の次元の変化、すなわちグローバリゼーションの進展があるものと考えられる。グ

ローバリゼーションと安全保障問題との関係は十分に明らかではなく、別途の検討が必要であ

るが、さしあたり次のことがいえよう。第１に、グローバリゼーションの進展に伴い、いわゆ

る「破綻国家」の問題が多くなった。先進地域と異なリ、発展途上地域には、歴史が浅いため

ネーション・ビルディングが十分になされていない国家が多く、モノ、マネー、情報のみなら

ず、ヒトの流動性をも著しく高めるグローバリゼーションの波に洗われると、国家統合が崩れ

やすくなると考えられる。このような状況のなかでエスニック紛争が発火すると、いわゆる「破

綻国家」の問題として表面化することになる。この「破綻国家」に対する国際的な取組みとし
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て、平和強制活動が展開されたり、紛争収拾後の国づくりを支援するための国連平和維持活動

が行われるようになったのである。第２に、グローバリゼーションによって、非国家主体の力

が増大したことが新たな安全保障問題を引き起こすことになったと考えられる。グローバリゼー

ションの進展に伴って、国境を越えた通信や取引が容易になり、そのため、私的なグループが

武器を購入することが容易になり、また世界各地に散在している非合法グループのネットワー

クが構築しやすくなった。そのような具体例として、我が国が経験した時代先行的なケースが

オウム真理教の事件であった。オウム真理教は外国にも進出し、布教先の国から武器を購入し

ようとしたことが知られている。グローバリゼーションによって私的なグループの手元に破壊

力のある武器が集まりやすくなり、私的武装集団が登場しやすくなったといえよう。そのため、

このような集団に対しては、警察力だけでは十分な対応が難しくなり、軍の出動が求められる

ようになったのである。

　9・11テロ事件直後の展開、すなわち、ロシアや中国を含む主要国の一致した支持のもとで、

米軍を中心とする諸国の軍がタリバンを攻略し、アルカイダの掃討を行ったという展開は注目

に値する。このことが端的に予示していることは、今後、武装した非国家主体からの挑戦に対

しては、現存の国際秩序を防衛すべく、諸国の軍が協力しあってこれに対抗するという図式が

強まるであろうということである95。

　アジア・太平洋地域にとどまらず、現在の世界における軍事情勢の一大特徴が軍事交流の盛

行にあることはまぎれもない事実である。元来、国防組織は極めて閉鎖性の強い組織であり、現

在のような規模の大きさで、同盟関係にもない軍同士が交流を行い、国防政策について透明性

を高め、軍人同士が議論を行い、共同演習まで行うことはかつてなかったことである。これは

現在の国際社会にそのような交流を必要とするだけの現実的基盤が存在すると考えるのが妥当

であろう。そして、この現実的基盤の存在については、未だ今日の同世代人の間で十分な自覚

と認識がなされていないように思われる。現在、軍事の国際化（Internationalization in Mili-
tary Affairs）とでも呼ぶべき現象が起こっており、国軍の役割に大きな変化が見られる。その

端的な例が先にふれた 9・11テロ事件直後の米軍を中心とする諸国の連合作戦であり、その他

にも、平和強制、ＰＫＯや人道支援のための国軍の国際的な協力もその例に挙げられる。これ

らの国際的に協力しあう国軍が武力行使に訴える場合、その行使の対象となるのは他国の国軍

ではなく、私的な武装集団であることが多くなっている。国家間関係にとどまらず、国際社会

の次元にまで及ぶ現実の変化が世界各国の国軍の協力を求めているのであり、そのようななか

で、今後、軍事交流に対しては、国家間関係の次元での意義（国家間の信頼関係の構築など）の

95 詳細な議論は、長尾雄一郎｢軍事力の担い手の過去と将来｣道下徳成ほか『現代戦略論』（勁草書房、2000
年）64-70 頁を参照。
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ほかに、国際社会の変化を踏まえた新たな意義付けがなされていくであろう。武装した非国家

主体による国際秩序への挑戦に対して、諸国家が連合してこれに対処していくという図式にお

いて、国軍間の連携を強化するために軍事交流を行うとする意義なのである。

４　我が国の防衛交流の方向性

　協調的安全保障が成立し得る、現今の国際関係に含まれるポジティブな可能性を引き出しつ

つ、さらに非国家主体が問題となりつつある国際社会の課題に応えるべく、我が国はいかなる

軍事交流――我が国の用語でいう防衛交流――を行うべきなのであろうか。この問題を検討する

ためには、我が国の目指す戦略目標から考える必要がある。

①　我が国にとって有利な国際秩序の形成

　中国をはじめとするアジア・太平洋地域諸国の今後の発展のポテンシャリティに照らし、我

が国は長期的に見れば、相対的地位の低下を甘受せざるを得ないであろう。2020年頃には我が

国は米国に継ぐ経済大国の地位を中国に譲る可能性があるし、この中国は軍事的にも現在より

は強大になっているであろう。また、ロシアも現在の経済的苦境がいつまでも続くことはあり

得ず、将来、一定の回復を成し遂げるであろう。諸国の相対的な力関係の変動は既存の国家間

秩序の変革を要求するものであり、これが平和裡に行われることが平和の維持の観点から重要

である96。 とりわけ日本にとっては平和裡の現状変更は死活的に重要な戦略目標となる。かつ

てＥ・Ｈ・カーが説いたように、諸国の力の変動が見られる国際関係においては、頑な「現状

維持」は長期的に見ると政策目標にはなり得ない97。

　ここで日本の国益に照らして、望ましいアジア・太平洋地域の国際秩序が最低限含むべき要

素としては、日米安保体制の維持とそれによって支えられる米軍のプレゼンス、海洋の自由（公

海における自由通航権の保証）、地域の多国間空間の形成が挙げられる。多国間空間とは具体的

には多国間の交渉・対話が１つの習慣として定着し、特定の問題解決にあたって、いかなる国

も――特に大国が――単独行動を控えるようになる世界を意味するが、これは安全保障上、大き

な意義を持つ。特に現在、アジア・太平洋地域全域にわたる多国間空間が存在していないため、

その形成は新たな課題となる。これらのほか、新たな国際秩序はグローバリゼーションに伴っ

て生起するグローバル・イシューに対応し得る枠組を備える必要がある。このようなイシュー

96  小川伸一・長尾雄一郎・兵頭慎治・村井友秀「東アジア戦略環境の展望―主要国安保対話の可能性―」
『防衛研究所紀要』第２巻第１号（1996 年６月）48-51 頁。

97  Ｅ・Ｈ・カー（井上茂訳）『危機の 20 年』（岩波書店、1952 年）274、289-290 頁。
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のうち、軍事的に関係が深いイシューとして、「破綻国家」の問題（平和強制、ＰＫＯ、人道的

介入などを含む）、国際テロ対策を含めた私的な武装集団による武力行使の予防・鎮圧、大量破

壊兵器拡散問題などが挙げられる。こういった要素を最低限備え、日・米・中・露などの地域

主要国の相対的な力の変動に見合った国際秩序を平和裡に形成していくことが我が国の戦略目

標になるはずである。このような意味での国際秩序の形成は一義的には外交が担うべきもので

あるが、防衛交流も外交を支援することができるはずである。その場合、全般的な国家間関係

の推移にあわせて、国防組織間で軍事的な観点から国際秩序の形成や平和裡の現状変更に関連

するイシューについて対話を行うことになる。

②　特定のイシューへの対応

　国際秩序の形成といい、平和裡の現状変更といい、それ自体をテーマとして交渉ないし対話

を行うことは少なく、実際には具体的なイシューをめぐって諸国のとる対応の交錯のなかから、

結果として秩序形成が進む。そのようなイシューとして現在、重要なものとして朝鮮半島問題、

国際テロ対策、大量破壊兵器拡散防止問題などが挙げられる。近未来においては台湾問題、海

洋の自由（公海における自由通航権）に関する問題も重要なイシューとなる可能性がある。こ

れらのイシューの多くは軍事的側面が大きく関係しており、外交当局の行う交渉とは別に、国

防組織（防衛庁・自衛隊）が担う防衛交流（特に安保対話）が極めて大きな意義を持つことは

確かであろう。

③　国防組織間の一般的な信頼関係の構築

　国際秩序形成や特定のイシューのために安保対話を行うに際しては、それに先立って、防衛

庁・自衛隊と相手国の国防組織との間に一般的な信頼関係が築かれていれば大きな意義を持つ

であろう。また、既述のように国際秩序維持のために、今後、各国の国軍が連携して行動する

事態が多くなると考えられるが、それだけに国防組織間の信頼関係の向上は一層重要なものに

なる。このような観点から、防衛交流（国防組織トップレベルの相互交流、共同訓練、部隊間

交流など）を通じて一般的な信頼関係の構築を図るべきである。国防白書の刊行、部隊訪問と

いった透明性向上のための措置もこの文脈のもとで大きな意義を持つ。先に冷戦期の欧州にお

ける信頼醸成措置は強い対立関係を背景に意図せざる戦争を回避するという差し迫った必要に

促されて発達したのであり、現在のアジア・太平洋地域にはそのような差し迫った必要性が低

いことを論じたが、ここで国防組織間の一般的な信頼関係を構築するための措置として信頼醸

成措置をとらえ直すことは十分可能であろう。防衛交流の目的として、信頼醸成措置の構築だ

けを追求することは不適切であるが、その一方、依然として信頼醸成措置構築が交流の目的の

１つに含まれることは確かなのである。
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④　情報収集

　防衛交流の１つの目的が交流相手国の国防政策や軍事能力などに関する情報収集にあること

は自明である。従来、国防政策・国防行政分野は閉鎖性の極めて高い政策・行政分野であった。

かつては相手国の国防政策・軍事能力などを知るためには一方的な情報収集活動が必要とされ

た。この活動は場合によっては非合法な活動を伴うケースもあった。現在、見られるのは透明

性を高める措置を国際的に制度化しようとする試みである。この試みは「セキュリティ・ジレ

ンマ」の緩和といったそれ独自の意義があるが、見方によっては相互の了解のもとで、いわば

公認の情報収集活動を行おうとするものであるといえよう。透明性に関する措置の典型例が国

防白書の刊行であるが、部隊訪問や共同演習も一定のレベルにおいて相手国の軍事能力を知る

機会を与える。また、ハイレベルや実務レベルの安保対話も貴重な情報収集の機会を提供する。

これらの安保対話はあくまで対話であり、外交交渉とは異なる。しかし、それでもこれらの対

話を積み重ねることによって相手側の政策意図、その背後にある世界情勢認識や思考方法、さ

らには戦略文化などについて相互に情報を収集し学習し合うことができ、決して無意味なもの

ではないのである。
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