安全保障と経済が絡まる今︑日本が取るべき選択は？

米国のトランプ大統領
での要求水準が高まることは確

のために︑日本に対する軍事面

です︒その時︑日米同盟の強化

ために︑軍事費増強を図るはず

た米国の国際的威信を回復する

日米安全保障条約第5条の適用

し︑日本では尖閤諸島に対する

ム︶の計画通りの配備を確認

選びました ︒韓国ではTHAA
D ︵高高度ミサイル防衛システ

ての外国訪問に︑韓国と日本を

ます︒

ためではないかと考えられてい

ケア﹂廃止も︑軍事予算捻出の

大統領の社会保障政策﹁オパ マ

防予算に相当します︒オパマ 前

な影響を与えるような状況に

ど︑日米同盟のあり方にも大き
膨張を促し︑北朝鮮には挑発的

な対外政策は︑中国に軍事的な

オパマ時代の協調的︑融和的
でしょ︑っか︒

ンプ政権の姿勢の表れではない

を明言して帰国しました ︒トラ
かと見通し︑その政策には不透

しで何の変化もないのではない

ン氏では︑オパマ政権の繰り返

米国民は︑ヒラリl ・
クリント

米国の国際的威信の

は︑選挙中︑日本に対して米軍
実です︒

なっており︑改めて日本の安全
れども︑現状を変革してくれそ
ことだと思います︒

明で予測不能なところはあるけ

費の増額を提案していますね︒
らしてきた分を元に戻す形です
大統領の登場と︑その考え方は

lz 米国は予算案でも国防

行動を強めさせるという帰結と
なりました︒トランプ政権の対
うなトランプ氏を選んだという

になると私は見ています︒
が
︑ m%の増額で約6兆円です
から︑増分だけで日本の年間国

嚇︑または武力の行使は︑国際

ー

保障はどうあるべきかが問われ
ています︒今の日本の課題をど
渡辺オパマ政権時代に減

実際︑国防長官のジェ 1 ム
ズ ・マティス氏は︑就任後初め

意思でNATO並みの水準に
持っていかなくてはならないで

紛争を解決する手段としては永

国防費はG D P ︵国内総生産︶
北
の1 %未満です︒NATO ︵

渡 辺 そ う で す︒今︑日本の

ンド洋を経て︑中近東に至るま

はありません︒西太平洋からイ

ためだけに存在しているわけで

日本の米軍基地は日本を守る

項であり︑国際法の基本精神で

すが︑これは侵略戦争の禁止要

久にこれを放棄する﹂とありま

の発動たる戦争と武力による威

ーーその意味で︑ トラン プ

います︒
しょうね︒

自分の頭で考え︑自ら

漉 辺 き っかけだとは思い

大西洋条約機構︶諸国の平均が

行動するチャンスだと ︒

できちんと自分の安全保障のこ

ら︑ここに手を付ける必要はあ

す︒パリ不戦条約︑国連憲章 に
も書いてある国際的常識ですか

での広大な地域での展開の基地

りません︒
問題は 2項 で す︒﹁陸 海空軍
その他の戦力は︑これを保持し

ことになれば︑自衛隊の存在は

ない ︒国 の交戦権は︑これを認
めない﹂とあります︒−項と2
項は完全に矛盾しています︒戦

考えると︑必ず憲法9条の議論
一 般論として
に行き着きます︒

本来︑違憲です︒国防のための
手段を 一切持たない﹁無防備国

ますが︑これを﹁戦力﹂と認め

ん︒国益の根幹にあるのは︑主

能力は世界有数と言われており

ました︒
渡 辺 え え ︒日本の自衛隊の

ー

l

存在でそれを否定しているとい
う矛盾がありますが︑議論は深
まっていない印象があります︒

るか否かで長く議論が続いてき

権を守るための防備体制です︒

で︑状況は何も変わっていませ

憲法9条は 1項と 2項 で 成 り
立っています︒ 1項には﹁国権

ます︒常識的に見れば︑自衛隊
は明らかに高度の戦力です︒と

渡辺

議論が極めて抑制的

家﹂となって しまいます︒
日本には自衛隊があり

力不保持︑交戦権不行使という

は主権国は自分の国は自分で守
るのが基本です︒日本は9条の

日本で安全保障問題を

自衛隊は﹁戦力に
至らない防御力﹂

いきません︒

2 %以上ですから︑日本自らの
わたなべ・としお
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とを考える好機ではないかと思
です︒日本の国防費がGDPの
1 %未満でいいというわけには

ます︒しかし米国に言われて何
かをするというのでなく︑自分

なっていますね︒

言葉を変えて 言えば︑日本のあ
り方を考えさせるき っかけに

大統領の時代に喪失してしまっ

保障の観点から言えば︑オパマ

渡辺トランプ政権は︑安全

東アジア政策はより強硬なもの
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う捉えていますか︒

回復図るトランプ氏
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の駐留費の負担増に言及するな
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ころがこれを戦力と言って し
まっては︑憲法第9条第2項の
戦力不保持に抵触します︒それ
ゆえ世界でもトップクラスの能
力を持ちながら︑自衛隊は﹁戦
力に至らない防衛力﹂とされて
います
戦力に至らない防衛力とは何
かというと︑﹁自衛のための必
要最小限のもの﹂だというのが
政府解釈です︒さらに必要最小

す︒逆に言えば︑集団的自衛権
の行使を容認し ているために︑
敵国は容易に攻撃ができないの
です︒

一国 家 が 個 別 的 自 衛

l 集団的自衛権が決定的
イ
な抑止力になっていると︒
渡辺
権を持たないということはあり
えません ︒﹁殴られたら殴り返
す﹂というのは通常の人間関係
でもあります︒
もっとも︑吉田茂内閣の時代
は﹁砂川判決﹂に至るまでは自
衛権の 一切がないと 言われてい
ました︒それが砂川判決で個別
であるとされ︑鳩山 一郎政権は

的自衛権は主権国家固有の権利
他国からのミサイル攻撃に対し
﹁座して死を待つことはできな
い﹂という政府見解を示しまし
た︒個別的自衛権についてはこ

または集団的自衛権を有してい

です︒つまり︑自衛隊が違憲で

ない程度だというのが政府解釈

いられる攻撃的な兵器とはなら

手国の壊滅的な破壊のために用

利が根底から覆される明白な危

生命︑自由および幸福追求の権

日本の存立が脅かされ︑国民の

る他国への武力攻撃が発生し︑

目が変更され﹁密接な関係にあ

平和安全法制成立後は第1番

本ではそう考えられていませ
ん︒実は剖年5月に 重要な政府

いと思われるのですが︑当の日

れているとお考えになる方が多

では集団的自衛権行使が容認さ

こうなると当然ながら︑日本

れが3要件でした︒

はなく合憲であることを主張す
険がある﹂という﹁存立危機事
見解が出されました ︒

限とはどの程度かというと︑相

るために無理に無理を重ねた解
釈です︒
態﹂を盛り込んだ﹁武力行使の

ることが確認されています︒

現実には対応できない
の新3要件によって︑集団的自

新3要件﹂に変わりました︒こ
ことは当然だが︑その行使は自

が集団的自衛権を保有している

国際法の観点からすれば日本

事例も多くなってきますね︒
そうです︒今の解釈で
衛権の行使が容認されることに
衛のための実用最小限度を超え

渡辺
は敵国に届く地上配備型の長距
なったのです︒

こうして集団的自衛権行使は

いう︑実に奇妙な解釈なのです︒

はするけれども行使できないと

いという解釈です︒つまり保有

るため︑憲法上行使は許されな

離ミサイル︑巡航ミサイルを発
射する潜水艦︑敵基地に届く距
離を持つ戦闘爆撃機︑敵基地を

﹁保有すれども
行使できず﹂
それでも日本の防衛政

攻撃する精密誘導弾を搭載した
海上自衛艦船︑いずれも﹁専守
策が極めて抑制的だということ

の侵害があること︑第2に︑排

1に︑我が国に対する急迫不正

まで長らく続いてきました︒第

一昨年9月の平和安全法制成立

使の3要件﹂を発表し︑これが

ジア情勢に照らして︑もう 一

国が国際憲章で定める個別的︑

が︑この条約の前文では日米両

安全保障条約を結んでいます

も同様です︒
加えて︑日本は日米

国連加盟国である日本にとって

盟国固有の権利とされています︒

は個別的自衛権と並んで国連加

憲章第日条では︑集団的自衛権

その通りですね︒国連

する国際標準からすればあまり

新3要件は︑集団的自衛権に関

しかし︑正直に 言 って︑この

る攻撃だとみなして反撃しま

れば︑それは加盟国全体に対す

加盟国の1国が武力攻撃を受け

ワルシャワ条約機構を見ても︑

例えばNATOを見ても︑旧

のです︒

方と比べて︑明らかに異質のも

で一般的な集団的自衛権の考え

止されました︒これは国際社会

日本では極めて断定的な形で禁

除のために他に適当な手段がな

度︑集団的自衛権が行使可能に

にも限定的に過ぎます︒あまり

に変わりはありません ︒

防衛﹂の原則で保有できません ︒
政府はこうした議論を整理し

いこと︑第3に︑必要最小限度
の実力行使にとどまること︑こ

なるような解釈︑集団的自衛権

に限定的であるがゆえに︑行使
合︑その判断が容易にはできな

渡辺

巻く現実があります︒

行使可能な論理を組み立てるこ

の可否に関する議論が起きた場

て
︑ 1985年9月に﹁武力行

団的自衛権行使の手を縛ってお
と を 決 意 し た の で す︒中 心 と

中国が尖閤諸島を中心に挑発
民の平和的生存権﹂︑憲法日条

いことが十分想像されます︒

そうですね︒とても集

くことができるような状況では
なったのは憲法前文にある﹁国

的行動に出ていますし︑南シナ
にある﹁生命︑自由及び幸福追

渡辺

ありません︒

海では人工島の建設を次々に

なぜ︑このような限定的な要

アカデミズムはほぼ全面的に反

求権に対する国民の権利は最大

｜｜先ほどの﹁武力行使の

対︑そして連立与党の公明党が

行っています︒北朝鮮も挑発的

新3要件﹂が平和安全法制の肝

ります︒ですから安倍政権とし

抑制的であったという事 情があ

件が付されたかというと︑野党

でしたね︒
渡 辺 え え ︒ただ︑我が固と

ては︑これ以上は踏み込めな

限に尊重しなければならない﹂

密接な関係にある国に対する武

行動を続けています︒

かつ国民投票にかけてマジョリ

力攻撃が発生し︑これにより我

かったということなのですよ ︒

はもとより︑ジャーナリズム︑

テイを取らねばならないという

が国の存立が脅かされ︑国民の

｜｜国会での議論では︑ど

という条文です︒

手続きが必要ですから︑ 3分の
2の議席を維持する安倍政権と

自由︑生命及び幸福追求の権利

うい った場合が存立危機事態に

集団的自衛権行使容認に極めて

いえども︑そこまでいけるかな

が根底から崩される明白な危険

該当するかについて︑様々な議

しかし︑憲法9条に手を付け
ることは日本ではタブl視され
てきま した︒衆参両院の3分の
2以上の議決を必要とし︑なお

という懸念があります︒

とは何なのかが暖昧です︒

はありませんし︑連立を組む公

で日本の法律にはない用語で

機事態﹂という概念は︑これま

存立危
ここで使われている ﹁

の米艦の防護︑米国に向かう可

活動︑公海上でミサイル監視中

ホルムズ海峡における魚雷掃海

渡辺例えば︑ペルシャ湾の

与党である自民党が 一枚岩で
明党も﹁平和﹂を看板にしてい

す︒それはともかく存立危機事

能性のある弾道ミサイルの迎

論がされました︒

議論が移り︑実に長い議論が始

態が発生した場合には集団的自

れで方が付き︑集団的泊衛権民
まったというのが事の経緯です︒

ます︒野党はほとんど全てが反
対︒今後の総選挙でこれだけの

衛権行使が容認されることに

﹁
存立危機事態﹂とは？

限定的行使容認の

議席が維持できるかどうかもわ
かりません︒

撃︑米本土が武力攻撃を受けた

その背景には日本を取り

そこで安倍政権は現下の東ア

なったわけです︒

トランプ大統領登場で日本の安全保障のあり方が関われている

中国が覇権色を強める中、 日本の選択は？①

おける邦人輸送中の米艦防護・

間船舶の共同防護︑周辺有事に

際︑米国で自衛隊が戦うか︑民
ます︒

いでください﹂と申し上げてい

いものですよ ︒そこを誤解し−な

．
．

戦争につながる

政治学者のグレアム・アリソン
氏の造語ですが︑新たな覇権国

﹁存立 危機事態﹂という厄介な
界にあるわけですか︒

るいはできない固というのは世

団的自衛権の行使が限定的︑あ

日本と同じように︑集

のインパクトで︑憲法解釈をい

渡辺 ええ︒トランプ政権

る可能性があります︒

そうした日本のあり方を揺さぶ

に︑米トランプ政権の登場は︑

冒頭の話にあったよう

興し︑米英と対抗したのが第2

大戦が起き︑ドイツ︑日本が勃

イギリスを刺激して第1次世界

回世紀のドイツ帝国の膨張が

るという意味です︒

が大きく変わる時に戦争が起き

するという意味です︒国際秩序

し︑その恐怖が戦争を不可避に

の台頭を︑既存の覇権国は恐怖

概念を使ったがために︑ケース

くらやってもどうにもならない

﹁トゥキディデスの震﹂

が複雑になりすぎて︑政府・与

渡 辺 世 界 に 3 つある そう
です︒永世中立国であるスイス
状況がいずれやってくる可能性

・・・様々な例が挙がりました︒

党の中でも議論が一致できてい
とオーストリアは︑個別的自衛
次世界大戦︑そして旧ソ連の膨

微に入り細を穿つ議論です︒

た時︑誰が︑どのようなメカニ

ません ︒ですから︑事態が起き
があります︒
張が冷戦につながりました︒

権は︑当然行使可能ですが集団
的自衛権はありません ︒もう1
オパマ政権の時の外交政策は
ーーー冷戦は実際の戦争には至

ズムで決定を下していくのかが
﹁ピボット﹂︵旋回軸︶と 言っ て
りませんでしたが︑﹁キューバ

つはアフリカのボツワナだそ︑つ
いました︒つまり中東に展開し
危機﹂など 一歩間違えれば地球

不透明にならざるを得ません ︒
日本は日米同盟を結びなが
ている軍事力を東アジアに旋回

です︒
ら︑自ら集団的自衛権行使の手
が絶滅するくらいの状況にな っ
渡辺 そうです︒アリソン氏

させるということです︒しかし︑
どんどん削減し︑中国や北朝鮮

を縛っている世界でも極めて特

﹁限定的行使容認﹂と言われて
いますが︑あまりに限定的な概
念です︒
これについては︑例えば台湾
日本の防衛政策にかかわる法
の支配勢力と新興勢力が措抗し

た可能性がありますね︒

的枠組みの最大の制約は︑憲法

に融和的政策をとってきまし
た︒中国に対しては特に融和的
た事例日件のうち︑ロ件で戦争

オパマ政権は現実には軍事費を

人達までが﹁日本が集団的自衛

9条を前提とし︑これを改正す
で︑その問中国の軍事費は年率

異な国家なのです︒

権行使を認めた︑台湾海峡で何
ることなく︑憲法解釈によって

のような日本をよく知っている

かがあれば︑日本の自衛隊が米
現実に対応してきたという点に
自国に敵対する次の覇権国家は

台頭が米中覇権争奪戦に転換す

が起きていたそうです︒中国の

の分析によると︑過去500年

てくれる﹂といった気分でいる

軍と一緒に活動して台湾を守っ

2桁で伸びてきました︒米国は︑

そのため存立危機事態という

以下次号
︵
︶

えです︒私も同感です︒

いかというのがアリソン氏の訴

あります︒
限定的︑それゆえに判断が容易

んです︒
しかし私は︑﹁そんなに 立派
ではない条件を付さざるを得な

キデイデスの毘﹂という言葉が
よく使われています︒これは米

る蓋然性はかなり高いのではな

な集団的自衛権ではありませ
ん︒極めて限定的な行使容認で
かったのです︒

中国だと見ているはずです︒
トゥ
最近の国際政治学では ﹁

あって︑実際の発動は実は難し

