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米国の「国防予算」削減の動き
→同盟国への要請拡大



2015.4.27 日米新ガイドライン共同発表
変化する安全保障環境のための力強い同盟

日本が国際協調主義に基づく「積極的平和主義」
の政策を継続する中で、米国は、日本の最近の重
要な成果を歓迎し、支持する。これらの成果の中
には、
●切れ目のない安全保障法制の整備のための
2014年7月1日の日本政府の閣議決定
●国家安全保障会議の設置
●防衛装備移転三原則
●特定秘密保護法
●サイバーセキュリティ基本法
●新「宇宙基本計画」
●開発協力大綱
が含まれる。



安倍政権の「三本の矢」

（１）集団的自衛権の行使容認

（２）武器輸出の解禁

（３）ＯＤＡ大綱の改定、軍隊への援助を解禁

日本平和学会「安保法制１００の論点」

24．防衛装備移転３原則、安保法制、ＯＤＡの軍事化－－いわゆる３本
の矢－－について説明してください

　www.psaj.org/安保法制100の論点/24/



「平和国家としての６０年の歩み」
外務省ファクトシート　2005.7

「我が国は、過去の一時期国策を誤り、植民地支
配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸
国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた。こ
うした歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切なる反
省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつ
つ、我が国は戦後60年一貫して、強固な民主主義
に支えられた「平和国家」として、専守防衛に徹し、
国際紛争を助長せず、国際の平和と安定のために
持てる国力を最大限に投入してきた。」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/ayumi.html



「平和国家としての６０年の歩み」
外務省ファクトシート　2005.7

専守防衛
 自衛のための必要最小限度の防衛力しか保持せず、攻撃的
兵器を保有しない（戦後一度たりとも武力を行使したことがな
い。防衛費の対ＧＮＰ比は１％程度。非核三原則）

 日米安全保障体制の堅持（地域の安定にとり不可欠）

国際紛争助長の回避
 武器の供給源とならず、武器の売買で利益を得ない（武器輸

出三原則等）
 被爆国としての核兵器廃絶に向けた取り組み

国際の平和・安定への積極的貢献
 国連への貢献
 ＯＤＡ
 平和の維持・構築、人道復興に対する協力



武器輸出三原則等

1967 佐藤首相の国会答弁
①　共産圏
②　国連決議で武器輸出が禁じられている国
③　国際紛争を助長しない

1976 三木首相の統一見解
　　　武器輸出を全般的に慎む

1983 中曽政権　対米技術供与認める
2004 小泉政権　ミサイル防衛　例外化
2011 野田政権　「国際平和協力」「武器共同開発」　解禁
2014 安倍政権　三原則の撤廃→「防衛装備移転三原則」



緩和の流れと背景
ー国際環境、経済界、宇宙ー

1995 防衛大綱　冷戦後の安全保障環境
1990年代～　軍事における革命
　　　　　　　　　世界的防衛産業再編
1998 日米ミサイル防衛共同研究開始
2004 防衛大綱 多機能弾力的防衛力
2005 経団連 基本問題提言
2008 宇宙基本法
2009 経団連「防衛産業政策の確立」提言
2010 防衛大綱　動的防衛力
2013 国家安保戦略、防衛大綱 積極的平和主義



経済界における主要な議論

 諸外国の防衛産業と共同開発・生産できるように
しないと国際的な技術革新の流れから取り残され
る。

市場が国内に限定されていると単価増を招く。

 民生部門に頼らないでの防衛産業の発展が必
要。そのためには政府の育成策が必要



防衛装備移転三原則
2014.3

「国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場」
「国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念及びこれま
での平和国家としての歩みを引き続き堅持・・」

第一原則：移転を禁止する場合の明確化
　①当該移転が国際約束の義務に違反する場合
　②当該移転が国連安保理決議に違反する場合
　③紛争当事国への移転となる場合は、認めない
第二原則：移転を認める場合の限定、厳格審査と情報公開
　①平和貢献・国際協力の推進に資する場合、
　②我が国の安全保障に資する場合に限定し、
　透明性を確保し、厳格審査を行う。
　特に慎重な検討を要する案件は国家安全保障会議で審査
第三原則：目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保
　原則として我が国の事前同意を相手国に義務づけ

「武器貿易条約の早期発効及び国際輸出管理レジームの強化」



「国際レジームで管理」

法的拘束力を持たない申し合わせ
 核兵器＝原子力供給国グループ
 化学・生物兵器＝オーストラリア・グループ
 ミサイル技術管理レジーム（３４カ国）
 （通常兵器）ワッセナー・アレンジメント（４１カ国）
懸念国や紛争地域に武器が移転しないことを担保す

る制度ではない

武器貿易条約（2013）
武器移転の初の国際共通基準
深刻な人権侵害や人道に対する罪への移転は禁止



「平和構築や人道目的に限定」
「“死の商人”にはならない」

 効果的なエンドユーザー規制は存在しない

 ＰＫＯ参加５原則　→改正ＰＫＯ法
　停戦、同意、中立、撤退、武器使用は最小限

 「対テロ戦」へのアプローチ
↑国際平和支援法

 近隣諸国への政治的メッセージ
2015.12南スーダンの韓国軍に銃弾無償提供



「共同開発は日本の安全保障のため」

ミサイル防衛と集団的自衛権
 米国を守るのか、日本を守るのか
 米国からの要求
 完全な迎撃ができるのか

軍縮への悪影響

F35戦闘機　イスラエルが購入を決定





また、米国に向かう弾道ミサイルを日本が撃ち落とすことは、そもそも技
術的に無理であることを、日本政府は認めてきた。現在日本がイージス艦
に搭載して配備しているスタンダード・ミサイル（ＳＭ３）は、大気圏外を飛
行中の敵ミサイルに体当たりして迎撃するというものであるが、短・中距離
ミサイルに対応する段階のものである。北朝鮮から米本土に向けて発射
された長距離大陸間弾道ミサイルを撃ち落とす場合には、後ろから追い
かける形になり、速度的にまったく追いつけない。第一次安保法制懇の報
告書においても「技術的な問題は別として」との表記がされており、その時
点で日本が迎撃能力を持つわけではないことが含意されていた。

日米は現在、ＳＭ３の次段階のものを共同開発している。しかし米国では
、現在のＳＭ３の改良型でさえ実験の失敗をくり返しており、開発コストが
さらに膨らみ計画が遅延するとの見通しを会計検査院が最近発表してい
る。米政府は２００２年以来これまでミサイル防衛に９８０億ドル（約９兆８
千億円）を投じてきたが、今後２０１８年までにさらに３８０億ドル（約３兆８
千億円）を要するとされる。

論点１１「米国へのミサイル」事例は適切か。防衛産業の動きをどう見るか
岩波書店『世界』２０１５．８月号　集団的自衛権　事実と論点







開発協力大綱

2014.3～ＯＤＡ大綱の見直し

有識者懇談会

見直しの背景：

●国家安全保障戦略　積極的平和主義に基づき、
ＯＤＡを積極的・戦略的に活用

●日本再興戦略　途上国の開発に貢献すると同
時に日本経済の活性化につなげる

●国際平和協力における要請　ＯＤＡの戦略的活
用と非ＯＤＡの協力（ＰＫＯ等）との連携



開発協力大綱　２０１５．２

これまで禁じられてきた他国軍への支援について、「非
軍事的な目的」に限って援助可能とする。

●フィリピンに対してＯＤＡによる巡視船１０隻の供与
●ベトナムに対して新造巡視船の供与を表明

読売新聞社説　2015.11.21
日米首脳会談　中国の海洋進出に連携対処を
「中国の一方的な現状変更を既成事実化させないた
め、米軍の作戦は重要だ。日本も、作戦に参加しない
までも、側面支援はしたい。・・・ＯＤＡも活用し、フィリピ
ンなど周辺国の海軍や海上保安機関の能力構築支援
にも力を入れねばなるまい」





借金１０００兆円、防衛費は増？

自衛隊活動、安保法案成立なら拡大

朝日新聞　2015年9月10日

　安倍政権が最優先課題に掲げる安全保障関連
法案が成立すると、自衛隊の活動範囲が広がる
分、防衛費も膨らむとの見方が広がっている。国
の借金が１千兆円を超えるなか、防衛のために
どれだけの税金を使うのかという国会での議論
は、深まっていない。

　来年度予算の概算要求で、防衛省は過去最大
の５兆９１１億円を要求した。離島奪還やゲリラ戦
に対処する機動戦闘車（３６両）の購入費を初め
て計上。安倍晋三首相が「２７年間で４１倍に軍
事費を増やした」と言う中国を念頭に置く。

　２００２年度をピークに減っていた防衛費は、第
２次安倍政権のもとで３年連続で増えた。来年度
は初めて５兆円台に届くとみられる。文教・科学
振興費（１５年度予算は５・４兆円）に匹敵する規
模だ。





「平和国家・日本」のイメージ

 中東地域における中立的地位

 国際協力活動における効果性と安全性の確保

 ニューヨークタイムズ社説 2013.12.30
A Troubling Move on Arms Exports
日本や他のアジア諸国が地域における諸問題を軍事
力の強化によって解決できるというのは疑問であり、
それは無益な軍備競争を増大させるだけであろう。米
国がアフガニスタンやイラクで学んだように、そして中
国がいずれ学ぶように、軍事力の利用はそれ自体と
しては安定や平和をもたらさない。



ニューヨークタイムズ社説 2013.12.30
「日本は兵器ではなく厳格な外交を通じた憲法上の

平和原則を輸出すべきである。そしてその精神に
則り、軍備管理の熱心な提唱者になるべきである」

 日本は、戦後の平和原則を手放して、生煮えの国
際的低水準に自らを合わせるのではなく、むしろ国
際的武器管理体制の強化を牽引すべき。

 ＰＫＯや人道支援は、「人間の安全保障」を理念に
非軍事・中立・民生重視で。

 宇宙開発・情報通信分野は平和利用原則の下で
国際競争力を。



2016年
軍事費に関する
グローバル・キャンペーン

●国際平和ビューロー(IPB)など
●1.31 明治学院大学シンポジウム
●9.30～10.3 ベルリン会議





国連「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
目標１６：
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべて
の人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにお
いて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する



国連憲章２６条
軍事費の最小化　コスタリカの取り組み　

●国連安保理の議論
●コスタリカ・コンセンサス



集団的自衛権問題研究会
http://www.sjmk.org/

News & Review

2015.12.8（火）19:00-
明治大学和泉図書館ホール（明大前）
公開研究会「検証・南スーダンＰＫＯ

ー安保法制でどうなるー」

川崎哲
kawasaki@peaceboat.gr.jp
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