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ヴェトナム戦争後のアジアと日本外交
——カーター政権発足時の外務省アジア局の政策指針——
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　日本外交にとり、1970年代は激動の時であった。ニクソン大統領率いる米国はヴェトナ

ム戦争の終結を目指して米中ソ三大国間外交の構造転換を図り、71年７月には大統領の訪

中計画を発表する。米中の和解に向けた歩み寄りは、翌年２月のニクソン訪中において大

団円を迎えた。

　その過程での、中国「封じ込め」からの脱却を軸とする米国のアジア戦略の転換は、イ

ンドシナ半島においてはパリ和平協定の締結（73年１月）と後のサイゴン陥落（75年４月）

に帰結し、朝鮮半島においては「平和統一」を謳った共同声明の発表（72年７月）に象徴

される暫しの対話気運を南北間にもたらすなど、アジアにおける秩序変動の契機となった。

日本のアジア外交にとり70年代とは、米国のアジア戦略の転換とそれに伴う地域秩序の変

動を前に、自らの姿勢を定めようとした模索の過程であった。

　以下に引用するのは、77年１月20日に迫るカーター米新政権の発足を控えて日本側のア

ジア外交方針の統一を図るべく、中江要介アジア局長が省内各方面に意見を求めつつ取り

まとめた政策文書である（１）。出典は外務省外交史料館で公開された「本邦外交政策／対

アジア」（2012−1485）である。原文は縦書き14頁で、タイプ打ちされている。

残念ながら、台湾関連の項目は大部分が黒塗りされている。また、中国についての記述

は淡白である。注目されるのは、朝鮮半島と東南アジアにまつわる記述の充実である。そ

こからは、米中和解を受け中国との国交正常化を成し遂げた上で、戦後復興の局面を迎え

た東南アジアに自らの積極的な役割を見出し、さらには朝鮮半島における南北対話の再興

に望みを繋いでいた日本の姿が見てとれる。朝鮮半島については、予てよりカーターが在

韓米軍の撤退に強い意欲を示していたことが背景として重要であろう（２）。東南アジアに

ついての記述には、後の「福田ドクトリン」（３）に結実する政策志向が顕著である。

　翻刻に際して、行頭の字下げなど形式については手を加えたが、促音や拗音、字体など

は原文通りとした。黒塗りの箇所は【○行不開示】のように記した。
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極秘

わが国の対アジア外交

─対カーター政権説明用資料作成の前提として─

昭和五二、一、七

アジア局長

一、総論（三原則）

（１）日米友好協力関係を基調とする。

─日米安保体制の堅持。アジア政策についての間断なき日米対話。

（２）すべての国と善隣友好関係を保持し、応分の寄与を行う。

�─特に域内非共産主義諸国の政治的安定と経済発展を図るため、その自助努力への

協力に重点を置く。

（３）中ソ対立に巻き込まれないようにする。

─中ソのいずれとも友好関係を維持。

二、各論

（１）朝鮮半島

（イ）建前としては南北の平和的統一を支持するも、共産主義の「北」と、反共の「南」

との話合いによる統一は当面実現不可能なことである。

（ロ）かといつて「力」による統一は、わが国にとつては好ましくない。何よりも、地

理的に近く、歴史的にも極めて密接な関係にあり、朝鮮半島の安定は、日本人の安

全保障感覚の中で大きな要素を占めていること、「北」が南下すれば日米安保条約に

基づく米軍の出動が予想され、その結果、日本が軍事的にインヴォルヴされる危険

があり、「南」が北上すれば中・ソの介入が予想され、いずれにせよ米対中ソの対決

に発展する可能性がなお存すること、在日朝鮮人の間の抗争が日本の国内治安上厄

介な問題となること、更に、それらが日本の国内政治上極めて大きな不安定要因と

なること、がその理由である。従つて、朝鮮半島の安定、朝鮮半島において動乱が

起らぬことは、わが国の安定にとつて極めて重要である。

（ハ）従つて、当面の目標は、南北鮮の平和的共存関係の確立である。そのため、

（i） 十年来の日韓友好関係は、これを維持、発展させる努力をつづける。そのため

には貿易、経済協力の促進、文化・人物交流等を通ずる相互理解の促進等なすべ

きことは少なくない。
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（ii）それとともに、右を阻害しない範囲内で、日朝関係改善の試みを忍耐強く継続

する。すなわち、日本政府は北鮮を敵視するものでないことを理解させる努力、

人的交流の促進、貿易の発展、文化・スポーツの交流の促進、漁業、海運など実

務関係の「事実上の」調整、などを慎重に進める。

（iii）米国とも協力して、南北の緊張緩和、南北の対話の促進のための国際環境づく

りに努める。このために中ソへの働きかけ、非同盟諸国への働きかけを今後とも

積極的に検討してゆく。

（ニ）南北両朝鮮が「反日」的な国家となり、極東、ひいてはアジアにおける不安定要

因となることなきよう十分配慮する。すなわち、

（i） 韓国に対しては、内政干渉や主権侵害とみなされるような言動はしない。

（ii）北鮮に対しては、韓国政府が北鮮に対して執つている如き反共、対決の姿勢は

とらない。

（ホ）特にアジアにおいて日本の平和と安定が果す役割に鑑みれば「南」が「北」によ

つて征服されるような（例えばヴィエトナムのような）「力」による統一は好ましく

ないので、これを避ける必要がある。そのため、

（i）「北」の誤算又は一か八かの武力攻撃により（現在の北鮮の行動には予測不可能

なところが極めて大きいようにみうけられる）「南」が混乱から崩壊へと進むこと

なきよう、軍事的抑止力が保たれていることが必要である。（この見地から、米軍

の撤退は、「南」の独自の軍事力の整備、「南」の心理的な安定感、南北の緊張緩

和の進展等と十分見合つた形で行われることが望ましい。）

（ii）特に「北」が核戦力に訴えることなきよう、ソ連が「北」の核を管理しつづけ

ることが望ましい。また、「南」の核が「南」のみの判断で使用されるかもしれな

いという危険を「北」に感じさせない配慮も必要である。（この見地からは、米国

の果すべき役割は大きい。）

（iii）「北」による直接の軍事行動、又は、間接的なゲリラ、スパイなどの活動に誘発

されて、「南」の体制が大きく揺らぐことなきよう、「南」の政権が十分民意を反

映した強い政治社会基盤の上に立つていることが必要である。（この見地から、現

政権の人権問題は憂慮されるが、日本政府としては日韓間の不幸な過去の歴史に

由来する韓国側の屈折した衝動的な国民感情もあり、行動が大きく制約されるの

で、米国の賢明なる対処に期待するところが大きい。）

（ヘ）他方、「北」に対して圧倒的に強大な軍事力を「南」がもつにいたることも、また、

望ましいこととはいえない。南北の緊張緩和の促進になるどころか阻害要因となる

おそれがあるし、また、朝鮮民族の民族性からみても、中ソが「北」と国境を接し
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ていることからみても、「南」の冒険的北進には警戒を要するからである。（この見

地からも、米国の対韓国軍事援助と、米軍撤退は慎重に検討されることが望しい。）

（注）朝鮮半島が現在のように緊張の状態に立ち到つたについては、第二次大戦後、同

半島を二分するにいたらしめた米ソ両大国、更には朝鮮動乱にかかわつた米中ソ三

大国に政治的・道義的責任がある。

　�もしカーター政権が「外交におけるモラリティ」をいうならば、朝鮮半島の現状

について、米国も、中ソ両国と共に道義的責任を感ずべき立場にあるといわねばな

らない。

（２）中国

（イ）アジアの平和と安定を考えるとき、日中両国が敵対しないことが不可欠の要件と

いわねばならない。

（ロ）よつて、日本としては一九七二年九月二十九日の日中共同声明の線に沿つて日中

友好関係の維持発展につとめる。

（ハ）米中関係については、万一、米中対立というような事態が発生すれば、わが国内

において世論が分裂する可能性（「親米か親中か」というように）�があるため、米中

関係が基本的に良好に保たれることが、わが国にとつては望ましい。

　（３）台湾

　【10行程不開示】

（ハ）台湾の経済的、社会的安定が一挙に損われることにより、台湾において人々が心

理的恐慌状態を来たすことは望ましくない。（特に、【１行不開示】）

（４）ASEAN諸国（及びビルマ）

（イ）わが国と東南アジア諸国（インドシナ諸国を含む）との関係においては、とくに

ASEAN諸国との関係が重視さるべきである（貿易、資源、マラッカ海峡）。また、

最近のビルマの開かれた経済体制移行への模索については、積極的にこれを支援す

べきである。

（ロ）ASEAN地域の不安定化、紛争の存在は、わが国に大きな影響を与えるが、この

地域の最大の不安定要因は域内各国の政治的不安定と経済的困難である。これに対

処すべくこれら諸国は、域内地域協力を含め自助努力を通じて先ず経済開発を推進

し所謂ナショナル・レジリエンスの強化を図ろうとしている。

�従つて、わが国としてはこのようなASEAN諸国の自助努力に協力し可能な限り積

5



極的な姿勢をもつて臨むべきである（援助、一次産品を中心とする貿易問題）。

�　また、彼我の人的交流（とくに首脳を含めハイレベルでの間断なき対話）の増進

を大いに図るべきであろう。

（ハ）また、この地域の不安定化が好ましくないとの観点から

（i） ASEAN（及びビルマ）とインドシナ諸国が対立する形になることは好ましくな

く、また、

（ii）この地域における中ソの影響力の増大も好ましくない。

（iii）他方、米国がこの地域への関心を持続することが望ましく、ひき続き米国のプ

レゼンスをつなぎとめておくことが必要である。

同様の観点から、この地域に対する政策について米国及び同じくこの地域の平

和と安全の維持に大きな関心を有しているオーストラリア、ニュージーランド、

更にはカナダ等太平洋先進国間での対話の継続が必要である。

（ニ）特にインドシナ諸国との関係については、「米軍の残した近代兵器を入手した共産

主義インドシナが、南下するかもしれない」という脅威を叫んでみても、ASEAN諸

国には現在のところ自らを軍事的に守る力はない。この観点から就中タイの地位は

重要である。

インドシナ諸国に他国における「民族解放」を援助する意図があるとしても、イ

ンドシナ諸国としてはそれ以前に、戦災復興と経済建設という国内固めの仕事があ

る。その間、ASEAN諸国としては、自助努力により自国の、およびASEAN全体と

しての抵抗力をつけておく必要がある。

　 もし、日米両国をはじめ自由主義先進国が、このようなASEAN諸国の自助努力に

援助、協力を惜しむときは、いつの日か東南アジアは「インドシナ対ASEAN」の対

立抗争の時代に入りインドシナ共産国の影響力が優越して自由主義諸国にとつて好

ましからざる状態にならないとも限らない。このようなことにならぬよう努力すべ

きである。

（５）インドシナ諸国

（イ）総論（２）においてのべた通り、インドシナ諸国との間に善隣友好関係を維持し、

これに必要な限度において援助を与える。

（ロ）日米両国をはじめ自由主義先進国がこれらの諸国を援助することは、ナショナリ

ズムに立脚した自主独立を望むインドシナ諸国をして自由諸国に対し、より開放的

且つ、友好的な態度をとらしめる上に貢献し、特にソ連及びソ連圏（場合によつて

は中国）に過度に依存することを防ぎ、かつこの地域への中ソ対立の導入を防ぐこ
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とになり、東南アジアの平和に有益である。

（ハ）インドシナ諸国の現下の最大課題は戦災からの復興であるが、その過程において

前記（ロ）の如く自由主義先進諸国が協力しインドシナ諸国とASEAN諸国とが平和

的に共存する環境をつくることが望ましい。特に米国とヴィエトナムの関係正常化

はこの意味で重要な意義を有している。それが東南アジアの安定と繁栄に不可欠で

あることを、インドシナ諸国にも（ASEAN諸国にも）理解させるよう外交的努力を

行う。

　（６）南西アジア

（イ）インド、パキスタン、バングラデシュの三国間の関係は、歴史的に見ても、また、

中ソの思惑（特に、この地域に影響力を及ぼさんとするソ連の伝統的南下政策）が

からむので、複雑である。しかし、この中では、何といつてもインドは大国である

ので、インドの動きを注意し、インドとの関係には留意する。

（ロ）他方、この地域のインド以外の諸国は、インドの大国主義を快く思つていない事

情があるので、この地域の安定の為には、インド以外の諸国に対しても十分な配慮

をする必要がある。

　特に、インドの核保有に対するパキスタンの警戒心は強いので、パキスタンの安

全保障のための対米信頼感確保には適当な配慮が望ましい。

（ハ）インド洋は米ソのグローバルな軍事的戦略からみて重要な海域であるが、日本に

とつては海上輸送路として、その経済上の意味は極めて大きく、スリ・ランカ等が

国連で提案しているインド洋を平和地帯とするとの考え方には賛成である。

注

�（１�）作成過程において、アジア関係各国駐在大使が草案にコメントを寄せている。なお、本文
書の省内配布先は以下の通り。大臣、事務次官、外務審議官、儀典長、官房長、調査部長、
領移部長、アメリカ局長、中南米審議官、欧亜局長、近ア局長、経済局長、経協局長、条約
局長、国連局長、情文局長、文化事業部長。以上、周辺文書参照。

�（２�）カーター政権の在韓米軍撤退政策とその日本にとっての含意については、村田晃嗣『大統
領の挫折─カーター政権の在韓米軍撤退政策』（有斐閣、1998年）、石田智範「日米関係に
おける対韓国支援問題、1977─1981年」『国際政治』第176号（2014年３月）がある。

�（３�）福田赳夫首相が77年８月の東南アジア歴訪の際に表明した、ヴェトナム戦争後の東南アジ
アに対する日本の外交指針。その核心は、ASEAN諸国とインドシナ諸国を包摂する東南ア
ジア全体の地域秩序の安定に寄与する意欲を謳った点にあった。
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１．はじめに

　07年の世界金融危機以降、米国の衰退と中国をはじめとした新興国の台頭が議論されて

いる。近年では、中国の海洋進出によって周辺諸国との摩擦や米国との航行の自由をめぐ

る対立が懸念されるようになってきている。こうした動きは米国と中国との間の既存秩序

をめぐる争いへとつながるのだろうか。国際政治ではパワー分布の変化が国際秩序の変更

につながるとする議論がリアリズムを中心に存在する。他方で、既存秩序の中で台頭国の

地位を認めることで、秩序の中に取り込むことが可能であるという議論がなされている。

本稿では、この国際政治における地位についての議論を紹介するとともに、中国の台頭に

ついて検討するものである。

２．覇権国の衰退と戦争

（１）パワー分布の変化と戦争
圧倒的なパワーを持つ国（覇権国）は、その他の国との間で公共財を提供する代わりに

他の国から服従を受けるという階層的な関係を構築している。しかし、覇権国はいつまで

もパワーの優位を維持できるわけではない。覇権国は自国のパワーを公共財の提供によっ

て徐々に失っていく。また、覇権国によって維持される秩序の下で、服従国（Subordinate）

は経済発展を遂げることになる。このような覇権国の衰退と服従国の台頭は必然的にパ

ワーの再配分をもたらすことになる。パワーの分布の変化は、それまでの秩序の構成原理

と現実のパワー分布との間の不均衡をもたらす。こうしたパワー分布の変化について、リ

アリストには二つの見方が存在する。一つは、覇権国は台頭国による挑戦を恐れて、自国

が有利なうちに戦争をして台頭国を排除しようとする「予防的動機による戦争（１）」が起

こるという主張である。他方で、台頭国が現状に不満を募らせた結果、覇権を交代させる

ために戦争を引き起こすという主張がある（２）。これらはいずれも覇権国と服従国との間

のパワー分布の変化が戦争を引き起こすことで、新たな秩序が構成されるとする点で共通

している。

　しかし、単にパワーの分布の変化がそのまま戦争へと至るというわけではない。覇権国

と服従国との間で平和的な秩序の移行が実現できる可能性も存在すると論じる議論もあ

る。一つは、秩序維持を巡る覇権国と台頭国との間の取引によって秩序移行が実現すると

いう議論である。覇権国と服従国の間の「再交渉」によって新たな取引を行うことで、戦

争を回避できるのではないか。ゴウ（Goh）は冷戦後の東アジアの国際関係について、米
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国は日中との間で公共財の負担に対する「再交渉（Renegotiation）」を行いながら維持さ

れてきたと主張する。ゴウは、冷戦後の東アジアにおける戦略的変化をパワー分布の変化

ではなく、米国とその他国々との間の「価値、権利及び義務のコンセンサスについての複

雑な再交渉過程（３）」と捉えている。また、近年の中国の台頭を受けて、米国の単極優位

の終焉という議論（４）だけでなく、中国やロシアなどの大国は既存の国際関係における地

位（Status）を追求しているという議論も盛んになってきている（５）。こうした議論は中

露などが必ずしも米国を中心とした秩序への挑戦を意図しているわけではないと主張す

る。そして、中露など新興国は米国など西側諸国との協力が名声を高めるのであれば、グ

ローバルガバナンスに貢献しようとするという（６）。つまり、新興国を既存の秩序に「取

り込む」ことで、覇権国は自らの秩序を維持できる可能性がある。

　以下では、この覇権国による新たに台頭してきた国との取り込みのプロセスについて、

「国際政治における地位」に着目して議論していく。

３．国際政治における「地位」

　国家は国際政治における地位の獲得を目標として行動するとする視点からのアプローチ

の研究は一九六〇年代にガルトゥング（Galtung）ら（７）によって行われていたが、近年、

中国の台頭などによって再び注目されるようになった。こうした研究の特徴は、パワーの

変化によって秩序が変更されるという点ではなく、秩序の維持に焦点を当てている点であ

る（８）。既存の秩序の中で、新たに台頭してきた国との関係をどのように運営していくか

という点を重視しているのである。こうした台頭国と地位に関する研究には英国学派によ

る研究と社会的アイデンティティー理論（SIT）を用いたアイデンティティーに着目した

研究が挙げられる。

（１）大国の地位と責任
国際政治における地位の研究においては、英国学派の大国の「特別な責任（Special

Responsibility）」が有名である（９）。ブル（Bull）は国際秩序における大国の基準として、

地位の同等性、軍事力、そして他者からの承認の3つを挙げている（10）。このうち地位に関

する研究が注目するのが、他者からの承認である。クラーク（Clark）はパワーを持つ国

が覇権国としての地位を得るためには、他国からの承認が必要であると論じている（11）。

覇権国以外の国の地位においても覇権国及びその他の秩序構成国の承認が必要となる。先

にあげたゴウの米国と日中間の再交渉は、米国が秩序維持の責任を両国と分け合う一方で、
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米国を中心とした秩序のルールについて修正を認めるということである。こうした再交渉

によって覇権国は台頭国の秩序内における地位の向上や利益分配の修正を認めることで、

台頭国に対する責任の負担を求めることで秩序を維持することができるようになる。

（２）台頭国と大国アイデンティティーの追求
他方、アイデンティティーと地位に関する研究としてまず挙げられるのが、マーレー

（Murray）による第一次大戦期のドイツの防衛政策に関する研究である。ここでマーレー

は大陸国であるドイツがなぜ英海軍への挑戦という安全保障上の利益に逆行する政策を

採ったのかという問題に対して、ドイツが世界的パワーとして認知されたいという願望が

影響していたと論じた。大国というアイデンティティーを満たすためには海軍を持つこと

が重要であると考えられた結果、現実の安全保障上の利益に逆行する政策がとられたとい

う。この大国アイデンティティーに着目して、現代の中国海軍を分析したのが、シュウェ

ラー（Randall�Schweller）とプ（Xiaoyu�Pu）である（12）。彼らは、台頭国は自らが大国の

地位を得るにふさわしい国であることを示すために大国とされる国だけが保有できる兵器

を獲得しようとすると指摘した。こうした行動は、自らが豊かであることを示すためにブ

ランド品を購入するのと同じような顕示的消費と言われる行動である。シュウェラーらは、

中国海軍が進める外洋艦隊の建設、特に空母建造について豊かさを示す顕示的消費として

論じている。

アイデンティティーに注目したもう一つのアプローチとして社会的アイデンティティー

理論（SIT）を用いたラーソン（Larson）ら（13）の研究が挙げられる。ラーソンらは社会

集団がどのようにアイデンティティーを実現しようとするのかに着目したSITを国際政治

理論に応用した。ラーソンらは社会集団が自らのアイデンティティーが好ましいものでな

いと感じた時にとる戦略として3つに類型化している。一つは社会移動（Social�mobility）

である。これはより高い地位にある集団からその集団への加盟を認めてもらうためにその

集団の価値や慣行を模倣する戦略である。地位の模倣が行われるには上位の社会集団が他

者に対して開かれていることが重要である。しかし、上位の集団が開かれていない場合は、

第二の社会競争（Social�competition）が選択される。この戦略は上位集団に対して同等

の地位や優越を認めるように軍事や経済等の分野で競争を仕掛けるというものである。第

三の戦略は、社会的創造である。これは上位集団の優位が固定化されまた集団が開かれて

いない場合に選択されるもので、既存の集団が優位を持つ領域とは異なる領域での名声を

追求する戦略である。この他領域での成功が既存の上位集団から承認されることでこの戦

略は成功したことになる。

　中国の地位要求について、ラーソンらは冷戦の終結に伴って中国が新しいアイデンティ
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ティーを追求するようになったと指摘する。70年代以降の改革開放路線という西側の経済

政策の模倣による経済成長で国力が増大した。そして、中国は国力に見合う地位を求める

ようになったという。しかし、中国は西側の先進諸国から受け入れられていないと理解し

たため、96年の台湾海峡危機に代表される社会競争戦略をとったという。2000年代以降は

こうした社会競争戦略の限界から新安全保障観や平和的台頭などの新しい領域での地位追

求という社会的創造に移行したと論じた（14）。

　このようにアイデンティティーに着目した研究では、大国のアイデンティティーが目的

として追求され、それらの追求の手段が研究されてきたと言える。次節ではこうした研究

を踏まえて中国の台頭と米国の対応について検討していく。

４．中国の地位要求に対する米国の対応

（１）米国の関与政策による取り込み
オバマ政権初期までの米国の中国への政策は「責任ある大国」として中国を既存の秩序

に取り込むという関与政策であったといえよう（15）。「責任ある大国」という場合、ブッシュ

政 権 の ゼ ー リ ッ ク（Zoellick） 国 務 副 長 官 の「 責 任 あ る 利 害 関 係 者（Responsible�

Stakeholder）（16）」が代表例として取り上げられる。しかし、クリントン政権時代にもペリー

（William�H.�Perry）国防長官が米国の対中政策は「中国が責任ある世界大国になりたい

と言った時にはそれを受け入れるというのが我々の政策であるが、しかしまた、中国に対

して責任ある大国として行動するよう求めるものである（17）」と演説している。

　冷戦後の米国の対中政策はこのように中国を既存の米国主導の国際秩序に引き込もうと

いうものであった。これは米国の視点から見れば、中国の地位追求は既存の秩序内で中国

の地位向上を認めることで、中国を「社会化（Socialization）」するという側面を持ってい

る（18）。地位追求における社会移動戦略を中国がとり、米国が中国を責任ある大国として

受け入れる政策を採った場合、双方の要求が合致して秩序への取り込みが成功していく可

能性がある。しかし、こうした政策は近年の中国の南シナ海における行動に代表されるよ

うに不透明になりつつある。

（３）取り込みの難しさ
取り込み政策の難しさは、台頭国が増大した国力にある影響力を求める一方で、西側由

来のルールに抵抗し、重要な問題での責任を回避しようとする傾向を持っていることにあ

る（19）。特に、07年以降の世界金融危機以降、米国の影響力が低下する一方で、台頭国の
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地位要求が強まるようになった。すなわち、米国の求める「大国の責任」という問題と台

頭国のアイデンティティーに基づく地位要求との間の摩擦が激しくなったのである。また、

取り込みにおいてもパワーの分布が変化するにしたがって、既存の価値に対する異議申し

立ても見られるようになる。すなわち、単に一方的に社会化されるだけでなく、既存のルー

ルや価値に対する修正を求めるという双方向の社会化（Reciprocal�Socialization）が求め

られるようになる（20）。今後は米国と中国をはじめとした台頭国との間で既存のルールを

どれだけ修正するかという競争が激しくなっていくだろう。

　パワーの変化が直接、戦争につながるわけではないが、パワーの差が縮小するほど台頭

国の要求は強まることになる。また、既存の秩序に取り込みが成功しても成長につれて再

交渉を求められまた摩擦が生じることになるかもしれない。これまで米国は中国の台頭を

関与政策によって取り込む政策を採ってきたが、近年の中国の対外政策は南シナ海問題の

ように戦後米国が国際秩序維持に重要な役割を担ってきた公海上の航行の自由などに挑戦

する傾向もみられるようになってきた（21）。しかし、中国を既存秩序に取り込まず戦争や

封じ込めといった政策を採ることが難しい中で、米国と日本などの同盟国は困難な舵取り

を迫られているといえるだろう。

５．おわりに

　本稿では、パワー分布の変化はリアリズムが議論しているような戦争につながるわけで

はなく、国際政治上の地位を与えることで、取り込むことが可能だという点から議論して

きた。一方で、パワー分布の変化が進むほどこうした取り込みは難しくなる点も指摘した。

　この点は日本にとっても重要な問題を抱えている。日本は中国とは異なり経済成長に

よって国力が増大した後も、米国とともに既存の秩序を維持する政策を採ってきた。近年

では、領土を巡り中国との対立が深まった結果、米国との同盟関係を強化することによっ

て中国に対する勢力均衡政策を採っている。しかし、より重要な点は既存の秩序の中に中

国を取り込もうとした場合、どのような地位を認めるのかという点である。この問題は日

本にとってはより深刻である。米国は自国の優位を前提として既存の秩序に取り込むこと

になるが、日本は必ずしも中国より優位な立場を維持できるわけではないだろう。アジア

インフラ投資銀行（AIIB）や人民元の国際化といった問題は日本にとって、国際政治上

の地位に対する修正を求める動きともいえる。すなわち、日中間の国際政治における地位

をめぐるアイデンティティーという面での摩擦という面も含んでいるといえるのではない

か。
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１．はじめに

　2015年10月安部首相が中央アジア５カ国及びモンゴルを歴訪した（22日〜 28日）。日本

の首相による中央アジア訪問は、2006年の小泉首相（当時）のウズベキスタンとカザフス

タンの二カ国訪問以来であり、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンを含む中央ア

ジア全5カ国の訪問は、先進国政府首脳としては初となるものであった。そしてその直後

となる10月31日〜 11月２日、ジョン・ケリー（John�Kerry）米国務長官が中央アジア五

カ国を歴訪した。

ケリーは11月１日にはウズベキスタンの古都サマルカンドで中央アジア五カ国の外相と

会談、同会合を「Ｃ５＋１」として定期協議の枠組み化することで合意した。同様の枠組

みは、2004年に日本が中央アジアの地域協力推進を目的に発足した「中央アジア＋日本」

対話がある。「Ｃ５＋１」はこの日本の取り組みが、国際的にも一定の評価を受けている

証左と言えるとともに（１）、外相会談の定例化は米国が中央アジアに対して積極的に関与

する姿勢を一見示したとも言える。

　他方で、習近平・中国国家主席は2013年９月に「新シルクロード経済ベルト」構想をナ

ザルバーエフ大学（カザフスタン）にて発表し、欧州やアフリカを結ぶ経済圏創出を目指

す上で、中央アジアを重要な回廊とみなしていることを示した。なお、中国政府が同構想

とその一ヶ月後に発表した「21世紀海上ベルト」構想と合わせて「一帯一路」構想として

外交政策の軸としているのは周知のとおりであるが、ロシアは中央アジアを勢力圏と捉え

ており、このような中国の中央アジアへの伸張に警戒感を持っていると考えられる。だが、

「ウクライナ危機」以降、欧米による経済制裁の影響もありロシアは東方シフトを強めて

いる。その為、現在のロシアはとくに経済面での中国の中央アジアにおける影響力拡大に

ついては受けいれざるを得ないというのが実情であろう（２）。

　そもそも、露中は2001年に中央アジア諸国と「上海協力機構（Shanghai�Cooperation�

Organization）」を形成し、中央アジアの秩序形成において共同で一定の役割を担ってきた。

現在、その上海協力機構を巡っては、インド及びパキスタンが正式加盟手続きを進めてお

り拡大傾向にある。覇権安定論の観点から中央アジアの国際関係を捉えれば、深化する露

中のパートナーシップが中央アジアの国際秩序形成に影響を及ぼす「地域覇権」であるこ

とはもはや否定できない事実といえよう。

　以上のような背景を持つ中央アジアの国際関係の中で、C ５＋１に表象される米国の中央

アジア戦略について歴史的経緯も振り返りながら整理する。その上で、ウクライナ危機やイ

スラーム国（IS）問題などを巡り国際的な影響力低下が指摘される米国が一見して積極的な

中央アジア外交政策をとり始めたことの理由とその展望を探ることを本稿の目的とする。
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２．ソ連崩壊直後から「9.11事件」までの米国の対中央アジア政策

　2001年の「9.11事件」の際、米軍はアフガニスタン攻撃の拠点としてウズベキスタン（ハ

ナバード空軍基地）とキルギス（マナス空軍基地［2009年６月以降は「マナス中継輸送セ

ンター」］）に駐留した。米軍の中央アジア駐留、とくにウズベキスタンへの駐留は以下の

三点において注目すべき事象であった。まずは、「対テロ」という共通目的こそあれ、ロ

シアの裏庭である中央アジアに米軍が拠点を形成したこと。次に、ハナバード空軍基地が

ソ連のアフガニスタン侵攻の際の前線基地の一つであったこと。そして、1990年代を通じ

て、米国とウズベキスタンの関係は必ずしも良好ではなく、むしろ人権問題を巡り対立的

関係にあったということである。

アカーエフ（Askar�Akayev）初代大統領の下で「IMFの優等生」などと評される改革

を進めたキルギスは、市場化および民主化を巡り欧米諸国との間で対立が少なく、ウズベ

キスタンと比較して米国の基地を受け入れやすかったともいえる。だが、キルギスの民主

化は他の中央アジア諸国と比較して相対的に進展しているということであり、キルギスが

体制移行を順当に経て民主主義が定着した状態にあるということではない。他方で、「マ

ナス空軍基地」から約30kmの距離にロシア空軍の駐留基地である「カント空軍基地」が

ある。つまり、キルギスへの米軍駐留は米露が共存するという稀有な事例である。これは、

露政府が対テロの文脈から自身の裏庭である中央アジアに米国が一定のプレゼンスを置く

ことを容認した証左といえる。

　さて、ソ連崩壊直後の米国の対中央アジア政策は、1992年の『自由支援法（Freedom�

Support�Act�of�1992）』に基づき始まった。但し、民主化と市場経済化を支援することを

目的とした同法は、中央アジアだけではなく旧ソ連全体を対象としたものであり、さらに

は核兵器を含む大量破壊兵器の処理と不拡散も重要な目標であった。中央アジアの核兵器

保有国はカザフスタンだけであったことを鑑みれば、さらにはエネルギー資源開発の観点

から米国の対中央アジア政策の主な対象がカザフスタンであったといっても過言ではな

い。さらに外交政策として「封じ込め」よりも「関与と拡大戦略」を掲げるクリントン政

権は、ウズベキスタンを始め中央アジア諸国に対しても人権問題解消のために積極的な関

与を進めた。だが、独立直後より地域閥間の対立を基軸とした内戦状態に陥っていたタジ

キスタンの反政府派はイスラーム色が強かったこともあり、ウズベキスタンをはじめ各国

政府はイスラーム過激派を強く警戒していた。人権問題は、このようなイスラーム過激派

の扱いや定義を巡り米国と中央アジア政府の間での摩擦の一因となった（３）。

　以上の流れを大きく変えたのが「対テロ」の文脈である。アル・カーイダ（Al�

Qaeda）による在ケニアおよび在タンザニア米国大使館の爆破事件（1998年８月７日）が
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起きると、米国はアフガニスタンとスーダンに巡航ミサイルによる報復攻撃を行った（1998

年 ８ 月20日 ）。 さ ら に は、 ア ル・ カ ー イ ダ を「 外 国 テ ロ 組 織（Foreign�Terrorist�

Organization）」に指定し、米国は「対テロ戦争」「対イスラーム過激派」を打ち出すよう

になった（1999年）。

　なお、ソ連軍撤退後のアフガニスタンを巡っては、1995年に米石油会社「ユノカル

（UNOCAL）」 が、 国 際 コ ン ソ ー シ ア ム「 セ ン ト ガ ス（CentGas:�Central�Asian�Gas�

Pipeline）」の中心企業として、トルクメニスタンからアフガニスタンとパキスタンを経由

しインドまで天然ガスを供給するプロジェクト「トランス・アフガニスタン・パイプライ

ン（Trans�Afghanistan�Pipeline：TAP）」を進めていた。TAPを支持する米政府もタリバー

ンとの交渉を後押ししたが、（中立国でありTAPの供給国であるトルクメニスタンを除く）

中央アジア各国政府は、1994年頃よりアフガニスタンで台頭してきたタリバーン（Taliban）

とアル・カーイダを危険視していた。

　だが、上述の在外公館爆破事件を契機に、米国はタリバーン及びアル・カーイダとの対

立するようになり、更に「9.11」事件が起きたことで中央アジア諸国と脅威認識が一致、

中央アジアへの米軍駐留へと繋がった。さらには、タリバーンのアフガニスタンにおける

伸長を脅威とみなしていたロシアも米国のアフガニスタンへの攻撃を支持したこともあ

り、「対テロ」という共通脅威認識により中央アジア諸国と米国の間にあった人権問題を

巡る対立が緩和された。だが、その実態は一時的な棚上げでしかなく、とくにウズベキス

タンとの間で対立は再度激化することとなった。

３．中央アジアからの撤退と「新シルクロード戦略」

　米国は、イスラーム過激派の拡大の背景には、改革の遅れによる経済格差の拡大に伴う

不満があるとの考えから、対テロで共同歩調をとりつつも中央アジア諸国に対し民主化・

市場経済化を要求した。ハナバード空軍基地に米軍を受け入れたウズベキスタンは、この

米国の民主化要求に不満をため、2003年11月にジョージアにて起きた民主化を求める民衆

運動（「バラ革命」）を、カリモフ（Islam�Karimov）大統領は米国の内政干渉として批判

した。その後、ウクライナ（「オレンジ革命：2004年」）とキルギス（「チューリップ革命：

2005年」）でも同様の民衆運動が起き時の大統領がその座を追われた上に、2005年３月に

ウズベキスタンの東部アンディジャンにて、カリモフ大統領の退陣を求める５万人規模の

デモが起きた。カリモフ政権は、治安部隊を用いて同デモを鎮圧したが（アンディジャン

事件）、それを米国は人権問題として批判した。ウズベキスタンのカリモフ政権はこのア
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ンディジャン事件を契機に米国と決別、米軍のハナバード空軍基地からの撤退を要求した。

米国は、このウズベキスタン側の要求を受けいれ同年11月にハナバード空軍基地から撤退

した。

　他方で、キルギスのマナス空港基地についても、基地使用料を巡る対立が起きていた。

「9.11事件」直後には、米軍の駐留を受け入れていたロシアも、徐々にキルギスへの駐留

に対し否定的になったこともあり、マナス空軍基地は2009年３月に閉鎖寸前になった。だ

が、米国が基地使用料値上げと、基地ではなくアフガニスタンへの物資輸送の中継センター

化することに合意したため、「マナス中継センター」として米軍の利用は継続された。だが、

その後も基地使用料を巡る米国とキルギス間の対立は続き、アフガニスタンからの「国際

治安支援部隊（International�Security�Assistance�Force、以下ISAF）」撤退が決定したこ

ともあり、キルギス政府は2013年６月に2014年以降の基地契約延長を拒否することを決定

した。キルギス側の決定を受けて米国は2014年７月までに同基地を閉鎖、同機能をルーマ

ニアに移すことを2013年10月発表した。

「9.11事件」を契機に始まった米軍の中央アジア駐留は、旧ソ連領内への駐留というこ

ともあり、冷戦時代の完全なる終焉と中央アジアと米国の蜜月をもたらしたかに見えた。

だが、2014年までに米国は中央アジアにおけるその軍事的プレゼンスを失い、中央アジア

は露中のパートナーシップの下で秩序形成へと動き始めたともいえる。

　その一方で、2011年７月10日に訪印中のクリントン（Hilary�Clinton）米国務長官は、「新

シルクロード戦略（New�Silk�Road�Strategy）」を発表した。同戦略は、アフガニスタン

を含む南アジアと中央アジアを連動させるものであり、アフガニスタン復興を「援助から

貿易」へとシフトさせることが軸となっていた。そして、新シルクロード戦略の中心的な

政策が「TAPIパイプライン」と「CASA1000」プロジェクトである。TAPIパイプライン

はトルクメニスタンから、アフガニスタン、パキスタンを経由してインドを結ぶ天然ガス・

パイプライン計画でありその名称は各国の頭文字を取っている。言うまでもなく、1995年

にユノカルが進めたTAPプロジェクトそのものである。なお、ユノカルはTAPIに積極的

に投資を行っているといわれる米「シェブロン（Shevron）」に2005年に買収されている。

　もう一つの「CASA1000（４）」は、中央アジア（キルギスとタジキスタン）の水力発電

所で生産した電力1,000MWを南アジア（アフガニスタンとパキスタン）に供給すること

を目的とした計画であり、2007年に世界銀行とアジア開発銀行（ADB）の支援で策定さ

れた。だが、ADBは、主にウズベキスタンとタジキスタン間の中央アジアにおける水資

源を介した国家間対立の激化を理由に、2011年にCASA1000から撤退した。米国は、その

ADBに代わり新シルクロード戦略の一部としてCASA1000に関与を開始したのである。

　そもそも、米国国際開発庁（USAID）は2000年以来、南アジアにおけるエネルギー貿易、
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エネルギー市場の創設、地域レベルでのクリーンエネルギー開発を主な目的とした「エネ

ルギーのための南アジア地域イニシアチブ（South�Asia�Regional�Initiative�for�Energy、

以下SARI/Energy）」を進め、中央アジアと南アジアを一体化した電力供給網整備による

エネルギー問題の解決に取組んでおり、CASA1000への参加は順当であったともいえる（５）。

４．ケリーの歴訪の意味

　以上のように、米国と中央アジアの関係はソ連崩壊直後から1998年頃までは、人権問題

（民主化）を巡り対立的であったが、アル・カーイダとタリバーンを共通の脅威とみなし

たことで「対テロ」で両者は共闘関係に入った。だが、米国は「関与と拡大」政策を維持

するとともに、イスラーム過激派が支持を増やす背景に改革の遅れがあると考え、民主化

を完全に棚上げすることはなかった。ジョージア、ウクライナ、キルギスにおける「カラー

革命」に危機感を覚えたウズベキスタン政府は、カラー革命を米国による陰謀と捉え再度

対米関係は対立へと転じ、2005年のアンディジャン事件で完全に両者の関係は決裂し、ウ

ズベキスタンとは再度対立状態に入った。また、「ユーラシア経済同盟」などロシアが旧

ソ連を統一経済圏として再統合を強める中、アフガニスタンからのISAF撤退によりキル

ギスからも米軍は完全に撤退した。つまり、「9.11事件」を契機として中央アジアにおけ

る米国の軍事的プレゼンスは一時的に増大したが、「マナス中継センター」を閉鎖した

2014年でそのプレゼンスは完全に失われたと言える。だが、ヒラリー・クリントンが打ち

出した「新シルクロード戦略」が示す通り、アフガニスタンとの連関で米国は中央アジア

を捉え続けており、それは軍事的プレゼンスからTAPIパイプラインやCASA1000など経

済的プレゼンスに移行しているとも言える。

　繰り返しになるが中央アジアはロシアと伝統的に経済インフラを共有しており、文化的

な面からも一つの「経済空間」を形成している（６）。とくにタジキスタンは最大でGDPの

５割、キルギスは３割をロシアへの出稼ぎ労働者からの送金が占めるなど中央アジアの中

でも石油・天然ガスを産出しない国家の経済的な面での対露依存度は高い。また、安全保

障面においても、カザフスタン、キルギス、タジキスタンの三カ国はロシア（及びベラルー

シとアルメニア）と「集団安全保障条約機構（Collective�Security�Treaty�Organization:

CSTO）」を形成しており対露依存が高い。他方、「一帯一路」構想を掲げる中国と中央ア

ジア諸国間経済的な結びつきは貿易量の増大が示す通りより強固になっている。

　このような経済的な結びつきが強化される中、米国はＣ５＋１を立ち上げた。ケリーの

前任者であるヒラリー・クリントンがアフガニスタン安定化の文脈から「新シルクロード
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戦略」を発表し、南アジアと中央アジアの連関を表明したことに対し、アフガニスタンを

含めないＣ５＋１は一見して中央アジアをアフガニスタンと切り離して独立した空間とし

て扱うとい意志表示にも見える。例えば、Ｃ５＋１の会合において、ケリーは「中央アジ

ア各国の主権、領土的一体性、相互の独立」を強く支持する姿勢を示した上で、米国が中

央アジア各国と２カ国間関係を強化する意向を持っており、国家間の友好関係は「ゼロサ

ムゲーム」ではないと主張した。さらに、その翌日のナザルバーエフ大学での講演で、ケ

リーは外交政策とは経済政策であり、経済統合はゼロサムゲームであってはならないと主

張した上で、ユーラシアの市場を欧州、ロシア、中国と結びつけることが可能であり、米

国は中央アジア各国が広範囲なパートナーとの関係を発展させることを支援すると発言し

ている（７）。同講演では「我々が見たいものは、米露中間のゼロサム的な角逐ではなく、

アジアの成長のエンジンとしての中央アジアであると」いった発言も行っている。とくに

中国については聴衆の質問に回答する形で、中国とはインフラ開発などで協力することが

可能といった発言をしている（８）。

　「中央アジア各国の主権、領土的一体性、相互の独立」は、クリミア半島や尖閣諸島を

巡る力による領土変更を批判・牽制するものであり、ゼロサムゲームを否定する発言は、

露中が排他的に扱うことを牽制するものと考えるのが妥当であろう。だが、それとともに

とくに中国との協力の可能性を仄めかしたことからも、中央アジアにおいて米国が排他的

に振舞う意図はないことも示していると考えられる。

　また、C ５＋１の共同声明では「テロ、武器・大量破壊兵器や不法薬物の密輸と人身売

買など越境的な脅威や挑戦を予防・対抗するための協力関係の強化」や「アフガニスタン

情勢は依然として地域全体の安全保障や安定における重大な要因であり続けているとの認

識に立ち、アフガニスタンが独立した平和な繁栄国家へと発展するための支援を行う」こ

とが謳われており（９）、やはりC ５＋１がアフガニスタン問題の文脈から重視されている

ことを示している。周知の通り、オバマ政権は悪化するアフガニスタン情勢を考慮して、

2015年11月にアフガニスタンからの撤退を正式に断念している。2015年９月28日に、タジ

ク系が多数を占める北部の都市クンドゥズがタリバーンに占拠されるなど、ISAFの撤退

以後アフガニスタン情勢は再度不安定化している。さらには、イスラーム国（IS）の影響

拡大も懸念されており、米軍のアフガニスタンからの撤退は中央アジア諸国にとっても安

全保障上の懸念であった。つまり、対タリバーン、対アル・カーイダで思惑が一致した

1998年以降の良好な関係の再現されているのがC ５＋１に表象される中央アジアと米国の

関係といえよう。

　但し、米国と対中央アジアの関係は、人権問題を原因として対立的な関係を内包してい

る。ISの伸張で米国と中央アジアの利害が再度一致したが、アフガニスタンが安定化しIS
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の影響力が衰退した際には、再度、人権問題を巡り対立に転じる可能性は否定できない。

C ５＋１の共同声明では、人道分野における協力関係の緊密化や人権保護、民主的制度や

実践の発展、国際法の規範と理念に基づく市民社会の強化などもうたわれている。さらに、

C ５＋１は、かつて米軍を受け入れ蜜月関係にあるとまで評されながらも、人権問題を原

因として米国と対立関係に陥ったウズベキスタンの古都サマルカンドで開催された。ウズ

ベキスタンで開催されたC ５＋１で、人権の保護が共同声明で出されたことはウズベキス

タンが再度米国との関係改善に取り組む強い意向を持っていることを示しているのは疑い

ない。ケリー訪問後の11月12日にウズベク政府は、1994年に「体制転覆罪」で投獄された

野党「エルク（Erk）」のメンバーであるムラド・ジュラーエフ（Murod�Juraev）を釈放

した。ジュラーエフの刑期は12年であったが、数度延長されて21年間の投獄生活を送って

いた。ジュラーエフの釈放は、ウズベキスタンがケリーの訪問とC ５＋１の開催を受けて

人権に配慮する姿勢を見せた動きであることは疑いがない。これは、アフガニスタンと国

境を接するウズエベキスタンがアフガニスタンの不安定化とISの伸張に危機感を持ってい

ることの表れと考えられよう。だが、アフガニスタンと国境を接する他の中央アジア諸国

であるトルクメニスタンとタジキスタンが、それぞれTAPIパイプラインとCASA1000と

いう「新シルクロード戦略」の主要なプロジェクトに深く関わっているのに対し、同戦略

の文脈において、ウズベキスタンのプレゼンスは小さい。このことは、ウズベキスタンと

米国の間に再度人権問題を巡り齟齬が起きると再度、激しい対立に転じる可能性を示して

いる。ウズベキスタンが、米国が要求する民主化を進めれば対立は避けられるであろうが、

ウズベキスタンで民主化を遅滞すれば、米国とウズベキスタン関係は再度対立的な関係に

転じC ５＋１も機能不全に陥る可能性が十分に高い。以上から、米国の中央アジアへのプ

レゼンスはこれまで以上に強化されることはないと考えられる。

注

（１�）同様の枠組みは、その他、EUが「EUと中央アジア─行動の為の新パートナーシップ─」、
韓国が「韓国・中央アジア協力フォーラム」をそれぞれ2007年に立ち上げている。

（２�）袴田茂樹「ロシア、プーチン大統領の中央アジア戦略」『国際問題』No.647,�pp.28-38．また、
ロシアは石油価格の下落と経済制裁による経済情勢の悪化によりキルギスの水力発電建設へ
の 支 援 計 画 を 撤 回 し た（�“Kyrgyz�Leader�Says�Russia�Can't�Finance�Two�Big�Power
Projects,” RFE/RL,�December�25,�2015,�http://www.rferl.org/content/kyrgyz-leader-says-
russia-cant-finance-two-big-power-projects/27448434.html　閲覧日：2015年12月26日）。

（３�）稲垣文昭「アメリカの対ウズベキスタン政策─新生国家ウズベキスタンの主権とアメリカ
の覇権─」『国際政治』138号、pp.27-42。

（４�）正式名称は「中央アジア・南アジア電力貿易送電計画（Central�Asia�South�Asia�Regional�
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Electricity�and�Trade�Project）」。�CASA1000についての詳細は、稲垣文昭「中央アジアとア
フガニスタン─電力供給プロジェクト『CASA1000』について」『国際情勢� 紀要』No.84,
pp.263-272.を参照。

（５�）“Who�We�Are?”�South�Asia�Regional� Initiative� for�Energy,�USAID（http://www.sari-
energy.org/PageFiles/Who_We_Are/ProgramDescription.asp�閲覧日：2011年11月21日）。�

（６�）清水学「習近平政権の中央アジア戦略─『一帯一路』との関係で─」『国際問題』No.647,�
pp.38-50．

（７�）“Remarks� at� the�Opening� of� the�C5+1�Ministerial�Meeting,”�Remarks,� John�Kerry,�
Secretary� of� State,� Samarkand,�Uzbekistan,�November� 1,� 2015,� http://www.state.gov/
secretary/remarks/2015/11/249046.htm� 閲 覧 日：2015年12月1日;�“The�United�States�and�
Central�Asia:�Partners� for� the�21st�Century,”�Remarks,� John�Kerry・Secretary�of�State,�
Nazarbayev�University�Astana,�Kazakhstan�November�2,� 2015,� �http://www.state.gov/
secretary/remarks/2015/11/249107.htm�閲覧日：2015年12月1日

（８）同上。
（９�）“Joint�Declaration�of�Partnership�and�Cooperation�by�the�five�Countries�of�Central�Asia

and�The�United�States�of�America,�Samarkand,�Uzbekistan,”�Office�of� the�Spokesperson,�
Washington,�DC,�November�1,�2015.�http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249050.htm�
閲覧日：2015年12月26日.　�
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１．はじめに

　「アラブの春」が2011年３月にシリアに波及し、５年が経つ。同国の武力紛争におけるもっ

とも主要な当事者であるシリア政府、具体的にはシリア軍をめぐっては、将兵の離反、人

的・物的被害に伴う弱体化、そしてこれを補填するための民兵、外国人戦闘員の動員、ロ

シア、イランなどの支援が常に指摘されてきた。

近代国家において、国家による暴力装置の一元的管理は、その安定を担保するために不

可欠だとされる。シリアにおいても、紛争以前は、暴力装置は、軍、治安機関であれ、与

党バアス党や政権支持者が擁する民兵であれ、パレスチナ諸派の民兵であれ、おおむね国

家の管理下に置かれてきた。しかし、紛争勃発後は一元的管理とはほど遠い状況が生じ、

国家が本来管理すべき暴力装置のありようにも影響が及ぶことになった。

　本稿では、現下のシリアにおいて国家の権威に服するかたちで活動しているとされる暴

力装置の構成主体に着目し、紛争下でのその変容がいかなる政治的含意を持つのかを考察

する。

２．暴力装置の主な構成主体

　筆者は既発表論文（青山・末近［2009］、Aoyama［2001］など）で、シリアの政治構

造が「権力の二層構造」（two-tier�power�structure）を特徴としており、そこでは「真の

権力装置」が決定的な役割を担っていると述べてきた。シリアの暴力装置はこの「真の権

力装置」を構成する軍とムハーバラートによって主に担われてきた。

２－１．軍
シリア軍は正式名を「シリア・アラブ軍」と言い、陸軍を中心に構成され、海軍（正式

名は「シリア・アラブ海軍」）、空軍（正式名「シリア・アラブ空軍」）は、その傘下に置

かれている。

　総司令官＝大統領

　総司令官（正式名「軍武装部隊総司令官」）は、シリア軍における唯一の大将（１）である

大統領が務め、2000年以降はバッシャール・アサド（Bashshār�al-Asad）大統領がこの地

位に就いている。また、副司令官は国防大臣が務め、階級は一等中将で、この階級も国防

大臣のみに与えられる。アサド政権成立以降、ムスタファー・トゥラース（Must
4 4

afā�
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T
4

ulās、1972年～ 2014年10月）、ハサン・トゥルクマーニー（H
4

asan�Turkmānī、2014年10

月～ 2009年６月）、アリー・ハビーブ（‘Alī�H
4

abīb、2009年６月～ 2011年８月）、ダウード・

ラージハ（Dāwūd�Rājih
4

a、2011年８月～ 2012年７月）、ファフド・ジャースィム・フライ

ジュ（Fahd�Jāsim�Furayj、2012年７月～）が副司令官を務める。なお参謀長は、アリー・

ハビーブ（2004年５月～ 2009年６月）、ダウード・ラージハ（2009年６月～ 2011年８月）、

ファフド・ジャースィム・フライジュ（2011年８月～ 2012年７月）、アリー・アブドゥッ

ラー・アイユーブ（‘Alī�‘Abd�Allāh�Ayyūb）中将（2012年７月～）が歴任している。

　兵力、部隊編制

　兵力と部隊編制については、他の多くの国と同様、国家安全保障にかかわる問題である

ために不明な点が多い。だが、IISS［2011］、AFP,�October�18,�2014、Holliday［2013］、

The Daily Star,�August�28,�2013、Khaleej Times,�August�1,�2011などによると、兵力は

2011年の紛争以前の時点で、常備軍32万5,000人（陸軍約28万人（防空隊約６万人を含む）、

海軍約5,000人、空軍約４万人）、予備役約35万人（陸軍が33万4,000人（防空隊約２万人を

含む）、海軍が4,000人、空軍が１万人）と推計されていた。またこのほかに、内務省が治

安部隊8,000人を、またバアス党が民兵10万人を擁していたという。

シリア軍は、軍団（faylaq）、師団（firqa）、旅団（liwāʼ）、大隊（katība）、連隊（fawj）、

中隊（sarīya）という階層構造を持ち、その主力をなす地上部隊（陸軍）は1980年代以降、

15個師団からなり、うち８個師団が３個軍団を構成し、残る５個師団は軍団編制から独立

している。

シリア軍におけるもっとも基本的な作戦・戦略単位は師団で、約15,000人の兵力を擁す

る。師団は４個旅団から構成され、機甲師団は、３個機甲旅団と１個機械化旅団、機械化

師団は、３個機械化旅団と１個機甲師団から構成される。また各師団には４個旅団のほか

にも、砲兵連隊、防空連隊、工兵連隊、そしてそのほかの支援部隊が配属されている。

　師団の主力を構成する旅団は、2,500 ～ 3,000人の兵力を有し、４個大隊から構成される。

機甲旅団は、３個機甲大隊と１個機械化大隊、機械化大隊は、３個機械化大隊と１個機甲

大隊から構成される。また各旅団は主力となる４個大隊のほかにも、砲兵中隊、防空中隊、

工兵中隊、そしてそのほかの支援部隊が配属されている。

　なお、連隊は1,500人、大隊は300 ～ 500人、中隊は80 ～ 150人の兵力をそれぞれ擁する。

シリア軍は、戦車4,950輌（２）、地対地ミサイル多種、哨戒艦２隻。戦闘機555機（３）といっ

た装備を保有し、その多くがロシア製である。この装備は2015年９月のロシア軍による空

爆と前後して、大幅に増強されたとされる。
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　軍団

　上述の通り、シリア軍を構成する15個師団のうち８個師団は第１軍団、第２軍団、第３

軍団という３個軍団を構成している。

　第１軍団は、イスラエル軍の侵攻への対応を主要な任務とし、第61独立歩兵旅団、第90

独立歩兵旅団、第５機械化師団、第７機械化師団、第９機甲師団などからなる。ゴラン高

原からヨルダン国境地帯にいたる第１防衛線上には、第61独立歩兵旅団、第90独立歩兵旅

団が展開している。第２防衛線は、南北に分けられ、第５機械化師団が南部（ゴラン高原

南部からヨルダン国境にいたる地域）を、第７機械化師団が北部（ゴラン高原から首都ダ

マスカスにいたる地域およびヘルモン山一帯）を担当している。なお第５機械化師団の東

方には、第15特殊師団（後述）が展開している。また機械化師団の後方には、第９機甲師

団が配置されている。

　第２軍団は、レバノン内戦への軍事介入やレバノンの実効支配を担当した第１機甲師団、

第10機械化師団、第14特殊師団などから構成され、レバノンからの撤退後はレバノン国境

地帯からのイスラエルの侵攻に備えるための防衛を任務にしている。このうち、第10機械

化師団は、ベイルート・ダマスカス街道沿いの要衝を防衛し、第14特殊師団所属の歩兵連

隊は東レバノン山地の高地に展開している。また第１機甲師団は、ダマスカスからダマス

カス郊外県キスワ市郊外の軍事施設一帯の防衛を任務とする。

第３軍団は、シリア国内の防衛と、対イスラエル前線に展開する部隊の増援を目的とし、

第11機甲師団、第17予備師団、第18機甲師団などからなる。第11機甲師団は、ヒムス市近

郊に本営があり、シリア中部の防衛を担当し、第３機甲師団は、クナイトラ市近郊の軍事

施設を拠点とし、ダマスカス県南部からの侵攻に備える。第17予備師団、第18機甲師団は、

シリア北部および東部の防衛を担う。

　独立師団

　３個軍団を構成しない独立した５個師団とは、第４師団、共和国護衛隊、２個特殊師団、

予備師団である（４）。

　第４師団はダマスカス県マッザ地区一帯を本拠地とする機甲師団である。その編制は他

の機甲師団と同じだが、装備の面で他の師団に勝っているほか、特殊任務連隊を擁してい

る。司令官はムハンマド・アリー・ディルガーム（Muh
4

ammad� ‘Alī�Dirghām）少将が務

めるが、実質的には、アサド大統領の実弟で第42大隊司令官を務めるマーヒル・アサド

（Māhir�al-Asad）准将が指揮権を握っているとされる。隊員のほとんどが職業軍人で、

80％がイスラーム教アラウィー派宗徒だとされる。

　共和国護衛隊は、1976年にハーフィズ・アサド（H
4

āfiz�al-Asad）前大統領が設置した独
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立機械化師団である。参謀本部の指揮下にあるのか、大統領府直轄なのかなど、組織の位

置づけや内情については不明な点が多い。初代司令官はアドナーン・マフルーフ（‘Adnān�

Makhlūf）少将（1976 ～ 1995年）で、その後アリー・ハサン（‘Alī�al-H
4

asan）少将（1995

年～不明）、アブドゥルファッターフ・クドスィーヤ（‘Abd�al-Fattāh
4

�al-Qudsīya）少将（不

明～ 2006年４月）が司令官を歴任しているが、現在の司令官は不明である。共和国護衛

隊は、ダマスカス県、ダマスカス郊外県のカシオン山一帯、人民宮殿一帯を本拠地とし、

３個機械化大隊と二つの治安部隊（連隊）から構成され、第４師団同様、最新の装備を支

給されている。隊員の多くはアラウィー派宗徒で、司令官の多くは、マナーフ・トゥラー

ス（Manāf�T
4

ulās）准将（第105旅団司令官、2012年７月に離反、宗派はイスラーム教ス

ンナ派）などアサド家、ないしはアサド大統領に近い人物によって占められているという。

特殊師団は、アリー・ハイダル（‘Alī�H
4

aydar）少将が司令官を務めた歩兵エリート将

兵からなる特殊部隊（al-Qūwāt�al-Khāss
4 4

a）を母体とする。1990年代半ばの彼の失脚を受

けて、ハーフィズ・アサド前大統領がこの特殊部隊を解体して第14特殊師団と第15特殊師

団に再編し、現在にいたっている。両師団とも３個連隊からなる。なお、指揮系統上、第

15特殊師団は第１軍団の指揮下に置かれ、ヨルダン国境のスワイダー県ドゥルーズ山に拠

点を置いている。一方、第14特殊師団は第２軍団の指揮下にあり、レバノン国境に近いダ

マスカス郊外県ドゥライジュ村近郊の軍事施設を本拠地とする。両師団ともアラウィー派

宗徒が多いとされているが、実際には、第４師団や共和国護衛隊に比して、それ以外の宗

徒（スンナ派）が多いことが「アラブの春」以降の紛争のなかで確認されている。

２－２．ムハーバラート
ムハーバラート（Mukhābarāt）とはアラビア語で「諜報」を意味し、諜報機関、治安

維持警察、武装治安組織を指す。ムハーバラートという言葉は広くアラブ世界において用

いられているが、シリアでは「ジハーズ・アル=アムン」（Jihāz�al-Amn、治安機関）と呼

ばれることもある（Aoyama［2001］、青山編［2007］、現代東アラブ地域情勢研究ネットワー

クなどを参照）。

シリアにおいて、ムハーバラートに含まれる組織は10余りあり、その任務によって二つ

のカテゴリーに分類できる。第１に体制内外の反対分子の監視、尋問、拘束、逮捕、投獄、

拷問などを任務とする諜報機関・治安維持警察であり、軍事情報局、総合情報部、空軍情

報部、政治治安部、国民安全保障会議などからなる。第２に武力行使などを通じた政権の

防衛を任務とする武装治安組織であり、共和国護衛隊や1985年に解体された革命防衛隊が

これに含まれる。これらの組織・機関は、シリア軍（参謀本部）、内務省のいずれかの所

轄下にあり、制度上は大統領と直結していない。だがその幹部は、地縁・血縁関係、信頼
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関係、さらには「恐畏」の念（「恐れ」と「畏れ」が相半ばした念）によって大統領と個

人的に結びついており、彼の命に従って（ないしは彼の意向に沿うように）自らが統括す

るムハーバラートを動員し、体制の維持・強化に努めている。

　軍所轄のムハーバラート

　軍事情報局（Shu‘ba�al-Mukhābarāt�al-‘Askarīya）はシリア軍参謀本部所轄のムハーバ

ラートで、地域課（Far‘�Mint
4

aqa、別称ダマスカス課（Far‘�Dimashq）、ダマスカス市内

の警備を担当）、尋問課（Far‘�al-Tah
4

qīq）、特攻課（Far‘�al-Mudāhama）、パレスチナ課（Far

‘�Filast
4

īn、パレスチナ人とユダヤ教徒の監視が主な任務）、レバノン駐留シリア軍治安偵

察機構課（Far‘�Jihāz�al-Amn�wa�al-Istit
4

lā‘、2005年４月までレバノン実効支配を統括）と

いった課から構成されている。これらの課は、いずれも軍人だけでなく一般市民、さらに

はパレスチナ人の監視、逮捕、拘束、尋問、そして拷問などで知られている。アサド政権

下では、ハサン・ハリール（H
4

asan�Khalīl）少将（2000年２月～ 2005年２月）、アースィフ・

シャウカト（Ās
4

if�Shawkat）中将（2005年６月～ 2012年７月）、アリー・ユーヌス（‘Alī�

Yūnus）少将（2012年７月～不明）、ラフィーク・シハーダ（Rafīq�Shih
4

āda）少将（不明

～ 2015年３月）、ムハンマド・マハッラー（Muh
4

ammad�Mah
4

allā）少将（2015年３月～）

が局長を務めている。

　空軍情報部（Idāra�Mukhābarāt�al-Qūwa�al-Jawwīya）は空軍所轄のムハーバラートで、

ハーフィズ・アサド前政権のもと、1980年代まで国内で治安維持活動、国外で諜報活動を

行っていた。1990年代以降、その地位を低下させたと考えられているが、2010年には、ヒ

ムス県の空軍情報部がマーヒル・アサド准将の統括のもと、麻薬密輸に関与するビジネス

マンなどの摘発を行ったとされている。アサド政権下では、イッズッディーン・イスマー

イール（‘Izz�al-Dīn�Ismā‘īl）（不明～ 2006年４月）、アブドゥルファッターフ・クドスィー

ヤ（‘Abd�al-Fattāh
4

�al-Qudsīya）少将（2006年４月～ 2009年７月）、ジャミール・ハサン（Jamīl

H
4

asan）少将（2009年７月～）が部長を務めている。

　内務省所轄のムハーバラート

　総合情報部（Idāra�al-Mukhābarāt�al-‘Āmma）は内務省所轄のムハーバラートで、外務

課（al-Far‘�al-Khārijī）、管理課（al-Far‘�al-Idārī）、拘置課（Far‘�al-Sijn）、情報課（Far‘�

al-Ma‘lūmāt）、尋問課（Far‘�al-Tah
4

qīq）、諜報課（Far‘�Mukhābarāt�al-Tajassus）、特攻課

（Far‘�al-Mudāhama）、内務課（al-Far‘�al-Dākhilī、別称第251課（Far‘�251））といった課

から構成されている。総合情報部もまた、軍事情報局と同様、市民の監視、逮捕、拘束、

尋問、拷問で知られている。アサド政権においては、アリー・フーリー（‘Alī�al-H
4

ūrī）少
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将（1998年～ 2001年9月）、アリー・ハンムード（‘Alī�H
4

ammūd）少将（2001年９月～ 12月）、

ヒシャーム・ビフティヤール（Hishām�Bikhtiyār）少将（2001年12月～ 2005年１月）、アリー・

マムルーク（‘Alī�Mamlūk）少将（2005年６月～ 2012年７月）、ディーブ・ザイトゥーン（Dīb

Zaytūn）少将（2012年７月～）が部長を務めている。

　政治治安部（Idāra�al-Amn�al-Siyāsī）は内務省所轄のムハーバラートで、国内の政治勢

力（政党・政治組織、活動家）の活動監視を主な任務とする。学生・学生運動課（Shu‘ba�

al-T
4

ullāb�wa�al-Anshit
4

a�al-T
4

ullābīya）、指名手配者観察処分追跡対象者課（Shu‘ba�al-

Mat
4

lūbīn�wa�al-Murāqabīn�wa�al-Mulāh
4

aqīn）、政党課（Shu‘ba�al-Ah
4

zāb�al-Siyāsīya）、政

府機関治安課（Shu‘ba�Amn�al-Muʼassasāt�al-H
4

ukūmīya）、都市課（Shu‘ba�al-Madīna）といっ

た課からなる。アサド政権下では、アドナーン・ハサン（‘Adnān�H
4

asan）少将（1987年

～ 2002年10月）、ガーズィー・カナアーン（Ghāzī�Kana‘ān）少将（2002年10月～ 2004年

10月）、ムハンマド・マンスーラ（Muh
4

ammad�Mans
4

ūra）少将（2005年1月～ 2009年２月）、

ディーブ・ザイトゥーン（Dīb�Zaytūn）（2009年2月～ 2012年7月）、ルストゥム・ガザー

ラ（Rustum�Ghazāla）（2012年７月～ 2015年３月）、ナズィーフ・ハッスーン少将（2015

年３月～）が部長を務めている。

　国民安全保障会議（Majlis�al-Amn�al-Wat
4

anī）は2009年７月の法令第36号に基づき、バ

アス党シリア地域民族治安局を解体して新設された組織である。ヒシャーム・ビフティヤー

ル（Hishām�Bikhtiyār、2009年７月～ 2012年７月）、アリー・マムルーク（‘Alī�Mamlūk）

少将（2012年７月～）が議長を歴任している。また事務局には、ファールーク・シャルア

（Fārūq�al-Shar‘）外務情報政策担当副大統領（2006年２月～ 2014年７月）、ハサン・トゥ

ルクマーニー（H
4

asan�al-Turkmānī）参謀総長（当時）、ムハンマド･サイード・バヒーター

ン（Muh
4

ammad�Sa‘īd�Bakhītān）バアス党シリア地域指導部副書記長兼財務局長（当時）

が参画していたが、このうち、ビフティヤール、トゥルクマーニーは、2012年７月にシャ

ウカトとともにダマスカスで爆殺され、シャルアは2014年７月に副大統領を解任されてい

る。

メンバーにはムハーバラートの高官・工作員だけでなく、文民を含まれるとされる。軍

事情報局、総合情報部、政治治安部、空軍情報部を統括することを主たる任務としている

と言われるが、活動実績など不明点が多いほか、大統領との関係も明確でない。だが発足

の背景には、イラン、ヒズブッラー、ハマース、対欧、対イスラエル、レバノン国際法廷

といった問題で人的資源を増強するという意図があったと考えられている。
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３．「アラブの春」波及以降の変化

　「アラブの春」波及に端を発する紛争は、シリア軍そしてムハーバラートの組織や編制

にも大きな影響を与えた。紛争は一方でシリア軍の弱体化を招き、人員補強に向けた硬軟

織り交ぜた対策を講じる必要を高め、他方で「第三層」と呼ばれる社会階層の動員を促し

ていった。

３－１．シリア軍の弱体化
　「アラブの春」の波及は、シリア軍将兵の離反（脱走）、兵役忌避を誘引するだけでなく、

反体制武装集団との戦闘によって戦死者が増すことで兵力は大幅に減少し、シリア政府は

その対応に腐心することになった。

　離反、兵役忌避、戦死

シリア軍の衰退に関する具体的なデータを入手することは当然不可能だが、米シンクタ

ンクの戦略国際問題研究所（Centre� for�Strategic�and�International�Studies）のアラム・

ネルグイズィアン（Aram�Nerguizian）によると、シリア軍の兵力は2012年には29万5,000

人、2013年以降には17万8,000人に減少したという（AFP,�October�18,�2014）。またThe

Daily Star,�September�19,�2014、IISS［2015］も、その数が紛争前の30 ～ 50％にまで減

少していると推計している。

　このうち、離反兵の数は、al-Sharq al-Awsat
4

,�October�1,�2011によると、2011年９月時

点で１万人に達していたという。また、Peker�and�Abu-Nasr［2012］は、トルコの匿名

治安筋の情報として、離反兵が６万人（うち４万人が2012年２月までの離反、２万人が

2012年３月に離反）に達していると推計している。一方、シリア軍将兵・治安部隊隊員の

死者数は、シリア人権監視団の発表によると、2015年10月15日時点で５万2,077人（死者

総数は25万1243人）を記録している。

　兵力減少に関して、The Daily Star,�August�28,�2013は、英シンクタンクの国際戦略研

究所（International�Institute�for�Strategic�Studies、IISS）の専門家の話として、「ほとん

どの部隊が現在人員不足に陥っている」と指摘するとともに、「一部の部隊は、政治的に

信頼できないため、あるいは甚大な犠牲を被ったために解体されたとの報告もなされてい

る」と述べている。しかし、米ワシントンDCにある戦争研究所（Institute� for�the�Study�

of�War）のイザベル・ナースィーフ（Isabel�Nassief）は「政権は、自らが保有するマン

パワーを100％使うことは決してない」と述べ、クーデタを抑止するため「主にアラウィー

派宗徒からなる部隊ないしはアラウィー派が司令官を務める部隊」を温存している」（The 
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Daily Star,�September�19,�2014）と主張する。また、シリア政府に近いレバノン人記者の

サーリム・ザフラーン（Salīm�Zahrān）によると、「シリア軍は古典的な意味において力

を失っているが、反体制武装集団と戦うためのより高い能力を持つ小規模な部隊を結成す

ることでゲリラ戦を展開し、戦果をあげようとしている」（The Daily Star,�September

19,�2014）という。

　このように専門家の評価は分かれてはいるが、いずれにせよ、こうした事態がシリア政

府に対策の必要を喚起していった。

シリア政府による対策

シリア軍の兵力不足を解消するため、シリア政府は硬軟織り交ぜた対策を講じていった。

アサド大統領は2011年３月20日、立法令第35号を施行し、兵役期間を同年６月１日以降、

21 ヶ月から18 ヶ月に短縮すると決定した（SANA,�March�20,�2011）（５）。また2015年６月

８日には、ワーイル・ハルキー首相が、前線の兵士に１万シリア・ポンド（約37米ドル相

当）を給与として支払うと発表し、兵士の処遇改善に務めた（SANA,�June�8,�2015、al-

Safīr,�June�9,�2015）。

　その一方、2012年３月には、18歳から42歳までの男性を対象としてシリア国外への渡航

を規制し（The Christian Science Monitor,�March�27,�2012）、2014年10月には、予備役数

万人を召集するとともに、兵役忌避者の摘発などを活発化させた（South China Morning 

Post,�December�29,�2014）。

　しかし、これらの対策が奏功し、シリア軍が再建されたとみなすことはできない。2015

年９月末にロシア軍がシリア領内各所でダーイシュ（イスラーム国）、シャームの民のヌ

スラ戦線といった組織に対する空爆を開始したのを受けるかたちで、アリー・アブドゥッ

ラー参謀長は、各地で大規模テロ掃討作戦を実施すると発表し、「第４突撃軍団」（al-Faylaq

al-Rābi‘–Iqtih
4

ām、SANA,�October�8,�2015）がその中核を担うことを明らかにした。しかし、

シリア軍の編制において存在していない「第４」の軍団については不明な点が多く、シリ

ア軍再建の結果と見ることはできない。

　al-H
4

ayāt,�October�11,�2015は、大規模テロ掃討作戦開始の直後にラタキア県フマイミー

ム軍事飛行場に駐留するロシア軍が、国防隊（後述）の解体に関する計画を発表したこと

と関連づけて、この第４突撃軍団が国防隊を再編して組織されるとの見方を示した。それ

によると、第４突撃軍団は、さまざまな宗派の宗徒からなり、その兵力は約５万人に達す

る見込みだという。また別の専門家は、第４突撃軍団が３個師団からなり、兵力は１万か

ら１万5,000人に達していると推計する。

ロシア軍の空爆開始を受けて、シリア軍は各地でイスラーム過激派が主導する反体制派
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への反転攻勢を開始し、失地を回復し始めているが、各地での戦闘において第４突撃軍団

を名乗る部隊が戦果とあげたとの報告はない。紛争に伴うシリア軍の弱体化は、第４突撃

軍団に象徴されるような軍の改編や新規部隊の育成によって補填されたというよりは、む

しろ軍外部、すなわち「第三層」における暴力装置の生成・活性化によって支えられてい

ると見るべきである。

３－２．「第三層」の活性化
　筆者は既発表論文（青山［2014］）で、「アラブの春」波及以降の混乱のなかで、「権力

の二層構造」が若干の再編を経験したと指摘した。具体的にはアサド政権発足以降台頭を

始めた「第三層」（青山［2012:�43-45］）と呼び得るような政治主体が、真の権力装置に参

画することで、国家と社会（の一部）の結びつきが実質的に強まっていったと結論づけた。

　第三層は、体制内のいかなる権力装置にも身を置いていないにもかかわらず、大統領や

政権との「特別な関係」に基づいて政策決定に大きな影響力を行使し得る非公的な主体を

指す。それは、国家機関を構成するムハーバラートや軍とは異なるが、制度や通常法の枠

組みの外で活動するという点で真の権力装置の一翼を担うと考えることができる。第三層

を構成する主体としては、ビジネスマン（Rajul�al-A‘māl）、シャッビーハ（Shabbīh
4

a）の

二つの政治主体が存在していたが、紛争が長期化するなか、国防隊、人民諸委員会、バア

ス大隊といった民兵組織が新たに登場・台頭した。これらは「人民防衛諸組織」（Majmū‘āt

al-Difā‘�al-Sha‘bī）と総称され、国内各所で暴力装置を担っていった。

　国防隊

　国防隊（Qūwāt�al-Difā‘�al-Wat
4

anī）は、兵士の脱走（離反）、兵役忌避、さらには反体

制武装集団との戦闘での死傷者の増大による人員不足に対応するために結成された非正規

の武装組織である。しかし、組織編成、活動内容、予算、法的地位などを定めた法律は存

在しておらず、その実態には不明な点が多い。

　設立については、アサド大統領の甥のハラール・アサド（Halāl�al-Asad）（６）が主導した

との報道も散見されるが（DP-News,�March�25,�2014）、真偽は定かでない。活動資金の出

所も明らかではないが、アサド大統領のいとこでNGOブスターン協会を運営する元ビジ

ネスマンのラーミー・マフルーフ（Rāmī�Makhlūf）、ハラール・アサドの息子でビジネス

マンのスライマーン・アサド（Sulaymān�al-Asad）らが資金供与を行っていると言われる

（al-Akhbār,�October�7,�2013、Kull-nā�Shurakāʼ,�August�9,�2013、al-‘Arabī�al-Jadīd,�March�5,

2014）。

　さらに設立時期についても諸説ある。RT,�January�18,�2013は、シリア当局が軍の予備
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兵力として、約1万人の若者から構成される国防隊の設置を進めていると報じ、この組織

が2013年になって設立されたとしている。しかし、「シリア・アラブの春顛末期」のデー

タにおいて、この組織の存在や活動が初めて確認されたのは2012年12月末で、ザマーン・

ワスル（Zamān�al-Was
4

l,�December�27,�2012）によると、軍事教練を受けた若いボランティ

ア女性数百人が「国防隊」の名で、軍・治安部隊とともに、ヒムス市の検問所、企業、大

学などで警備活動を行っている。

　国防隊は、各県に本部を構え、入隊志願者に対して対ゲリラ・市街地戦の教練（３週間）

を施し、隊員に制服、武器弾薬、車輌などを支給し、出身地の部隊に配属している。al-

H
4

ayāt,�January�19,�2013、RT,�January�18,�2013によると、結成当初の兵力は約1万人であっ

たがThe Daily Star,�Decemer�13,�2013は、2013年半ばの段階でその数が10万人に達した

と推計している。また隊員は性別を問わず募集され、al-H
4

ayāt,�September�25,�2015による

と、階級に応じて１ヶ月で150米ドルから300米ドルの給与が支給されるという。

　英国の記者ロファート・フィスク（Robert�Fisk）が2013年４月にラタキア市でインタ

ビューした国防隊司令官の少将（匿名）によると、隊員は、月100英ポンド（155米ドル相

当）を支給されるとともに、AK47、小銃、小型のロケット弾、ロシア製の重機関銃を支

給されるという（The Independent,�April�29,�2013）。隊員はすべて志願者で、部隊はすべ

て歩兵から構成されているという。

　GlobalSecurity.orgによると、国防隊はシリア軍の監督下にあり、前線での戦闘、都市・

町・村の政府関連施設の防衛などを行うための訓練を施されているが、教練には、ヒズブッ

ラーやイラン（革命防衛隊）の技術者もあたっているとされている。

国防隊の幹部司令官は、ラタキア県司令官のハラール・アサド、ヒムス県司令官のサク

ル・ルストゥム（S
4

aqr�Rustum）、スワイダー県司令官のハムザ・アリー（Hamza� ‘Alī）

准将（７）、ダマスカス郊外県タッル・クルディー町を拠点とする部隊（ワファー軍）司令

官のハーリド・ダイリー（Khālid�al-Dayrī）（８）、ダマスカス県およびダマスカス郊外県司

令官のファーディー・サクル（Fādī�S
4

aqr）などで、そのほとんどがシリア軍の現役・退

役士官である。こうした司令官の経歴、そして資金源ゆえに、国防隊は「アラブの春」波

及直後に発生した反体制抗議デモの弾圧に動員されたシャッビーハの「ダミー団体」とみ

なされることもある。また、国防隊の曖昧な法的地位に関しては、シリア政府が親政権の

民兵の暴力への責任を回避するためだとの批判も散見される。

　人民諸委員会

　人民諸委員会（al-Lijān�al-Sha‘bīya）は、若者など一般市民が各街区、学校、職場など

で自発的に組織・運営する互助団体を指す総称で、アラブ諸国において広く見られる。シ
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リアにおいて、人民諸委員会は「公的な資格を持たない「傭兵のような」民間人の一団で、

政権の軍・治安機関による野蛮な弾圧の支援を任務とし…、そのメンバーはアサド（政権）

から絶対的な権限を与えられ…、警察、さらには軍の権威の外に身を置き、彼らを処罰す

るものはおらず、シャッビーハに従う悪党」（Orient.net［2003］）と批判的に紹介される

ことが多い。

　事実、人民諸委員会には、「アラブの春」の波及直後に発生した反体制抗議デモに対抗

する政権支持者が加わり、デモ弾圧、治安維持、官制デモに参加してきた。そして、「自

由シリア軍」を名乗る武装集団が活動を本格化させるようになった2009年９月以降、人民

諸委員会は小火器によって武装するようになり（政権から武器を配給されるようになり）、

政権支持者が多く住む住宅地で自警活動を行うようになった。こうして、彼らの活動は、

前述した国防隊とともに、兵員不足に苛まれたシリア軍を支えることを主要な任務とする

ようになった。

　バアス大隊

　バアス大隊（Kat
4

āʼib�al-Ba‘th）は、シリア軍の支援を目的として、国内の大学生を動員

して結成したとされる民兵である。動員の呼びかけはバアス党が行ったという。結成時期

は定かではないが、Damas�Post,�November�9,�2012によると、バアス党アレッポ支部指導

部のハラール・ハラール（Halāl�Halāl）書記長が、バアス党員の志願者約5,000人から編

成されるバアス大隊を、軍・治安部隊とともに反体制武装勢力との戦闘に参加させたと表

明していることから、2012年末には設立されていたと思われる。

　バアス大隊への最初の動員が実施されたのはアレッポ大学で、その後ダマスカス大学、

アレッポ大学、ティシュリーン大学などすべての国立大学で勧誘が行われるようになった

という。国防隊と同様、性別を問わず隊員となることができ、軍事教練を受けたのちに任

務に就くという。アレッポ大学で動員されたバアス大隊は、市内各所に配備され、実際に

戦闘に参加しているが、それ以外の大学で動員されたバアス大隊は検問、指名手配者の追

跡、大学内での活動家の監視、摘発などに任務が限定されているという（al-H
4

ayāt,�June�7,

2015、Aljazeera.net,�March�13,�2014）。

　颶風（ぐふう）の鷲

　「颶風（ぐふう）の鷲」（Nusūr�al-Zawba‘a）とはシリア民族社会党イサーム・マハーイ

リー（‘Is
4

ām�al-Mah
4

āyirī）派および同党インティファーダ派の幹部党員が地元で結成した

民兵組織の「愛称」である。

　この民兵組織は各地でシリア民族社会党の支持者によって結成され、アレッポ県、ダマ
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スカス郊外県、ラタキア県北部、ヒムス県中部（シャーイル・ガス田地帯）、ハマー県な

どで戦闘に参加しているとされる。このうち、ハマー県スカイラビーヤ市でワーイル・ア

ブドゥッラー（Wāʼil� ‘Abd�Allāh）が2015年１月に結成した民兵は、Wikāla�Khat
4

wa�al-

Ikhbārīya,�January�31,�2015によると、ヒムス市内での教練（武器使用訓練はなかったと

いう）を受け、同市内に配備、「国防隊の予備兵力」としての役割を担っているという。

一方、アレッポ市の民兵を統括していたアブドゥッラー・イブラーヒーム・シャッラーシュ

（‘Abd�Allāh�Ibrāhīm�al-Shallāsh）人民議会議員（シリア民族社会党マハーイリー派）は

2015年３月15日に戦死した。ダマスカス県での戦闘に参加している部隊にはキリスト教徒

が多いとされる。

　Kull-nā�Shurakāʼ,�December�29,�2013は、シリア国内でアサド政権を支援している民兵

組織のなかにレバノンのシリア民族社会党を挙げているが、颶風の鷲の活動が顕著に報じ

られるようになったのは2014年１月以降である。

　東部地域人民抵抗

　東部地域人民抵抗（al-Muqāwama�al-Sha‘bīya� fī�al-Mint
4

aqa�al-Sharqīya）は、ダイル・

ザウル県の複数の部族の子息が2014年12月27日にダーイシュの掃討を目的として結成を発

表した組織である（Bawwāba�al-H
4

arakāt�al-Islāmīya,�January�11,�2015）。活動地域は、ダ

イル・ザウル県内で、2015年１月以降、ブーライル村、マヤーディーン市などでダーイシュ

の部隊を要撃、狙撃、襲撃した。作戦の多くは単独で行われていると言われているが、

2015年７月半ばにはシリア軍によるマヤーディーン市のダーイシュ拠点に対する特殊作戦

に参加し、アブー・フザイファ・サウーディー（Abu�H
4

udhayfa�al-Sa‘ūdī）を名乗るサウ

ジ人司令官（アミール）ら16人を殲滅している。なお、Facebook上にページ（https://

www.facebook.com/G.m.sh.sy）を持っているが、そこでの呼称は東部地域反ダーイシュ

人民抵抗戦線（al-Muqāwama�al-Sha‘bīya�fī�al-Mint
4

aqa�al-Sharqīya�d
4

idda�Dā‘ish）とある。

アレキサンドレッタ地方解放人民戦線

　ア レ キ サ ン ド レ ッ タ 地 方 解 放 人 民 戦 線（al-Jabha�al-Sha‘bīya� li-Tah
4

rīr�Liwāʼ�

Iskandarūn）は、ラタキア県北部やイドリブ県北東部の対トルコ国境地帯で活動する民兵

組織で、正式名称は「シリア抵抗・アレキサンドレッタ地方解放人民戦線」（al-Muqāwama�

al-Sūrīyah–al-Jabha�al-Sha‘bīya�li-Tah
4

rīr�Liwāʼ�Iskandarūn）という。アレキサンドレッタ

地方とは、トルコのハタイ県を指す。同地は1930年代、シリアを委任統治していたフラン

スによってトルコに割譲されたが、シリアはこの割譲を認めていない。

代表を務めるのはハタイ県出身のアリー・カヤーリー（‘Alī�Kayālī、別名ミフラチュ・
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ウラル（Mihraç�Ural））である。彼はDam�Press,�December�3,�2013のインタビューに応じ、

アレキサンドレッタ地方解放人民戦線が、1930年代にザキー・アルスーズィー（Zakī�al-

Arsūzī）（バアス党創始者）がアレキサンドレッタ地方で指導した対トルコ・対フランス

抵抗運動に起源を持ち、1975年以降、トルコ領内で政治的・軍事的活動を開始したと述べ

ている。また「アラブの春」波及以降の混乱を受け、アサド大統領の指導のもとで祖国防

衛のために反体制武装集団との戦闘に参加することを決定し、「シリア抵抗」を名乗るこ

とで住民に参加を呼びかけたという。

　なお、カヤーリーはハタイ県レイハンル市の対シリア国境で2013年5月に発生した連続

爆破事件の容疑者の一人と目されている。

４．おわりにかえて

シリア政府の支配を支える暴力装置の担い手は、真の権力装置をなすシリア軍、ムハー

バラート、「第三層」に含まれる国防隊、人民防衛諸委員会といった組織ではなく、外国

人からなる武装集団も、最前線での戦闘、そして市街地などでの警察・治安活動において

少なからぬ役割を果たしているとされる。表は反体制系のサイトをもとに、シリア国内で

活動するとされる親政権の外国人武装集団を一覧したものである。このなかには実態を伴

わない組織もおそらく含まれており、またその規模や具体的な活動内容、指揮系統も定か

でない。Barnard,�Saad�and�Schmitt［2015］によると、イランが教練したイラク人民兵、

パキスタン人、ハザラ人の数だけでも12万5,000人に及び、彼らはヒズブッラーとともに

イラン革命防衛隊と密接な関係を持っているとされるが、その真偽を実証する術はない。

一方、ダーイシュ、ヌスラ戦線といったジハード主義武装集団との戦闘においては、西

クルディスタン移行期民政局人民防衛部隊（YPG、Yekîneyên�Parastina�Gel）、女性防衛

部隊（YPJ、Yekîneyên�Parastina�Jin）、そしてYPGが主導するユーフラテスの火山作戦

司令室やシリア民主軍などの武装連合組織の存在も忘れることはできない。しかし、これ

らの組織はシリア政府（シリア軍）と事実上共闘しているにもかかわらず、その権威を認

めておらず、従ってシリア政府の管理下にある暴力装置に含めることはできない。

　本稿において着目してきた暴力装置の担い手の変容は、弱体化したシリア軍そのものの

再編を通じてではなく、むしろ「第三層」の活性化が図られることで進行した。暴力の一

元的管理という観点から見ると、こうした変容は、国家としての機能低下を招くという点

で逆効果にも思える。

　しかし、この変容のなかに、国家と社会の関係を維持するしくみを見出すことも不可能
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ではない。「弱い国家」へと転落したシリアにおいては、国家への忠誠や信頼が低下し、

既存の暴力装置（軍、ムハーバラート）を含む国家機関に所属することで自己防衛を実現

しようとするインセンティブはこれまでにも増して働きにくい。こうした状況下で、日常

生活の場である地元社会への帰属意識や政党・政治組織への帰属意識に整合するような「参

加型の暴力装置」を用意することが、シリア政府の支配下にとどまった市民を国防や治安

活動に自発的に参加させるうえで有効となる。それによって、シリア政府の非民主的なイ

メージを薄めるとともに、国防や治安活動への国家の負担を軽減しようとしている、そう

した解釈も可能なのである。

表　シリア政府の支配を支える主な外国人武装集団とその送出国

送出国 組織名

イラン イラン革命防衛隊（クドス軍団、バスィージュ）、ホラーサーニー前衛
連隊（イラン）

レバノン ヒズブッラー、シリア民族社会党、バアス党レバノン地域指導部、ド
ルゥーズ派民兵、アマル運動、アラブ民主党、レバノン・タウヒード潮
流

イラク アブー・ファドル・アッバース旅団、ズー・フィカール旅団、イマーム・
マフディー軍、アンマール・ブン・ヤースィル旅団、ハマド旅団、アフ
ル・ハック団、アサドゥッラー・ガーリブ旅団、イマーム・ジュムタバー
旅団、ヒズブッラー大隊、サイイド・シュハダー大隊、イマーム・フサ
イン大隊

パレスチナ人 パレスチナ人民解放戦線・総司令部派（PFLP-GC）、クドス旅団、パレ
スチナ解放軍、ファタハ・インティファーダ

そのほか フースィー派民兵（イエメン）、シリア中隊欧州戦線（在欧シリア人）、
スラヴ軍団（ロシアの民間治安警備会社）、アフガン・シーア派民兵（ア
フガニスタン、ハザラ人）、ファーティミーユーン大隊（アフガニスタン）、
ザイナビーユーン大隊（パキスタン）、ロシア人、ウクライナ人、コロ
ンビア人、アゼルバイジャン人、アルメニア人の傭兵

（出所�）Kull-nā�Shurakāʼ,�December�29�2013、Archicivilians,�October�25,�2015をもとに筆
者作成。
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注

�（１�）シリア軍の士官の階級は以下の通り―大将（farīq）、一等中将（‘imād�awwal）、中将（‘imād）、
少将（liwāʼ）、准将（‘amīd）、大佐（‘aqīd）、中佐（muqaddim）、少佐（rāʼid）、大尉（naqīb）、
中尉（mulāzim�awwal）、少尉（mulāzim）、一等准尉（murashshah

4

�awwal）、准尉（murashshah
4

）。
�（２�）IISS［2015］、GlobalSecurity.orgによると、T-55約2,000輌、T-62約1,000輌、T-72約1,500輌

といったロシア製戦車を保有している。
�（３�）IISS［2015］、GlobalSecurity.orgによると、MiG-21約210機、MiG-23約150機、MiG25約40機、

MiG-29約60機、MiG31約10機、Su-22約50機、Su-24約20機 と い っ た 戦 闘 機、Mi-2約20機、
Mi-8約80機、Mi-25約30機、SA-342約30機 と い っ た ヘ リ コ プ タ ー、SA-2、SA-3、SA-5、
SA-6、SA-7といった地対空ミサイルを保有している。

�（４�）特殊部隊、共和国護衛隊、第３師団、第４師団にはアサド政権に忠誠を誓う約５万人のエリー
ト将兵が配属され、その多くがアラウィー派宗徒だという（The Daily Star,�August�28,
2013）。

�（５�）なお兵役期間は、2005年に30 ヶ月から24 ヶ月に、2008年に24 ヶ月から21 ヶ月に短縮され
ていた。

�（６�）ハラール・アサドは国防隊を指揮する前は、第４師団憲兵隊長やラタキア県軍住宅機構総
裁を歴任していた。2014年８月にラタキア県カサブ町での戦闘で殺害された。

�（７�）アリー准将は2014年７月半ばにスワイダー県カスル村近郊の街道で暗殺された。
�（８�）ダイリーは2014年６月にイスラーム軍によって拘束され、その後処刑された。
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１．はじめに

エジプトでは2011年に起こった革命以降、治安が悪化した。シナイ半島ではテロが頻発

している。さらに2015年11月13日にはフランスで同時多発テロが起き、「イスラーム過激

派組織」によるテロは国際社会の多くの国に影響を与えるようになってきた。

　こうしたテロ組織が「イスラーム」を名乗る以上、宗教的権威であるアズハル機構も無

関係ではいられないだろうと思われる。そこで本稿では、これまでのエジプトにおけるテ

ロ対策を整理するとともにイスラーム教の権威であるアズハル機構の発言を通して、アズ

ハルがどのようにテロに立ち向かっていこうと考えているのか明らかにしたい。

２．「１月25日革命」以降のエジプトの対テロ対策

（１）革命後の治安の悪化
エジプトの治安は2011年に起きた「１月25日革命」を境に急速に悪化したと言われてい

る。さらにこの革命を受けて、2011年２月にホスニー・ムバーラク政権が崩壊すると、シ

ナイ半島ではテロ活動が活発化した。シナイ半島は「イスラーム国」組織と「シナイ州」（i）

の活動拠点となり、政府軍との戦闘が激化している。

エジプト国内ではシナイ半島での爆発事件や都市部での犯罪増加などが報道され、国民

の治安に対する不安が高まっていった。さらに、2013年にムハンマド・ムルシー政権が追

放されても治安状況は改善されず、悪化の一途を辿った（ii）。

（２）アブドルファッターフ・スィースィー政権下のエジプト
ムルシー政権追放後に発足したアブドルファッターフ・スィースィー政権は、シナイ半

島で大規模な軍事作戦を行ってきた。しかし「シナイ州」を一掃させるまでには至らず、

それどころか、シナイ半島北部を中心に軍、治安組織への組織的な攻撃が繰り返されてい

る。

　一方で、同政権はシナイ半島を拠点とするイスラーム過激派組織だけでなく、ムスリム

同胞団もテロ組織として非合法化し、徹底的に弾圧した。ムスリム同胞団員は、幹部に限

らず、末端メンバーに至るまで数千人が逮捕されたとされる。
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（３）「イスラーム国」と「シナイ州」
　「イスラーム国」組織は2015年２月15日にリビアで21人のエジプト人を殺害した。これ

を受けてスィースィー大統領は国民防衛議会を招集した。さらに翌16日エジプト空軍は「イ

スラーム国」組織の主要拠点であるダルア（東部）を標的とした空爆を開始した。エジプ

ト政府はこの空爆は報復ではなくエジプト国家の安全保障と正当な自衛権の枠組みの中で

行なわれ、テロリストを追い詰めるための軍事行動であったことを明らかにしている（iii）。

　その後も治安状況は改善されることなく、2015年４月に北シナイ都市における非常事態

宣言が更に３ヶ月延長された。同宣言は2014年10月24日に出されており、今回が２回目の

延長であった。今回の延長の決定によって軍と警察は、テロ行為やその資金を断つこと、

さらに周辺地域の治安維持や公的・私的財産の保護のために必要とされる活動を引き継ぐ

ことになったのである（iv）。

　その後、2015年７月１日に上述した「シナイ州」が、北シナイ県シャイフ・ズワイド、

アリーシュの軍検問所などを同時に攻撃し、兵士・警官多数が死亡するという事件が起き

た。この事件を受けて、スィースィー大統領は「テロ部隊に対する勝利、エジプト人を脅

かす者への報復」を誓い、エジプト軍は「シナイ州」に対する攻撃を開始した。両者の戦

闘の結果、民間メディアと軍発表では兵士、武装勢力の死者数に違いはあるものの、双方

に100人以上の死傷者を出す軍事的衝突となった。

　この戦闘のあと、スィースィー大統領は、今回のテロ攻撃は外国の計画であったとし、

軍がその大きな計画を潰すことに成功したことを強調した。さらにこのテロとの戦いに

よってエジプトこそが地域の安定と安全の頼みの綱であり、柱であると世界に示すことが

できたと述べている（v）。

スィースィー政権の対テロ対策は、これまでにムスリム同胞団とその支持者による組織

的な抗議活動を鎮圧することには成功してきた（vi）。

　しかし一方でシナイ半島を含む各地で発生するテロ活動に関しては、シナイ半島の過激

派掃討作戦において毎日のように戦果を発表し、北シナイ県シャイフ・ズワイド事件の後

には「シナイ半島の情勢を100％コントロールしている」と述べるなど、テロとの戦いに

一定の成果を挙げているような発言をしている。しかし、「このような事件の発生を許し

ている以上、明らかに掃討作戦は失敗していると言わざるをえない。掃討作戦ではルー

ティーンのパトロール活動（集落見回り、家屋破壊）が行われるばかりで、過激派の居場

所や戦術などの情報が圧倒的に不足している」（vii）との指摘もある。
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３．アズハルのテロに関する見解（viii）

　2015年11月13日にパリ同時多発テロ事件が起こった。事件から３日後の16日、アズハル

は同事件でのテロ行為を非難する発言をした。さらに今回の事件が起こったことに対して、

アズハルは西洋諸国がアズハルの呼びかけを無視してきた結果であることを示唆する発言

をしている。アズハルは、テロに立ち向かうには武力行使ではなく、思想の変革を求める

ことで行うべきだとしていた。2001年9月11日にアメリカで起きた同時多発テロ事件の後、

アメリカは武力でテロに対抗したがテロを根絶できずさらなる破壊をもたらしたことを例

に挙げ、武力行使ではテロと立ち向かうことができないことを示した。さらに、アズハル

はテロやテロリストという言葉が一般的に何を意味し、誰を指し示すのかを明確にする必

要があることを主張した。また、今後テロと武力で戦うことを選べば、「イスラーム国」

との戦争となり、結果として「イスラーム国」の力を増すことに繋がると述べた。

「イスラーム国」に関してアズハルは、彼らはテロリスト組織であり、西洋諸国が同組

織を「イスラーム国家」組織と報道することに対して反対し、この表現が間違いであるこ

とを強調した。さらに、「イスラーム国家」はイスラームやイスラーム教徒を代表するも

のではないことを強調し、各国の報道が「イスラーム国家」とイスラームを関連付けるこ

とがないよう求めている。

　さらにアズハルは、「イスラーム国家」とイスラームが混合されることに対して、それ

自体がイスラームに対する知識が人々に足りないことを示していると主張している。イス

ラームとは暴力もテロ行為も否定しており、これらの行為はイスラーム法によって罰され

ることが決まっていると説明している。

　また、パリのテロ事件のあと、西洋諸国でモスクが燃やされ、過激な思想をもつ右派政

党によってイスラームやイスラーム教徒を敵視するスローガンを叫ぶデモが行われた。こ

れに対して、アズハルは、これらの人種差別的な行いは神の教えや様々な国際条約に反し

ていると批判した。国際条約では他者の信仰を尊重すること、他宗教の神聖な場所や崇拝

物、財産を脅かさないことなどが決められていることに言及し、これらが守られるよう要

求した。さらに西洋諸国の政府に、各国のイスラーム教徒を保護するような政策を行うよ

う求め、「イスラーム国」のようなイスラームに対して歪んだ解釈をするような人々とイ

スラーム及びイスラーム教徒を混同することがないよう努めるべきであるとした。

さらにエジプト国内では2015年11月24日に北シナイ半島でテロ事件が起きたが、これに

対してもアズハルはテロによって選挙が中止されることも、民主主義が妨害されることも

ないとし、テロを非難する態度を示した。

　このようにアズハルはいかなる理由のテロ行為も否定し、イスラームと「イスラーム国」
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およびテロ行為を行う人々が混合されることを拒否する姿勢を示している。さらに各国の

イスラーム教徒が誤解され、攻撃されることがないよう求めている。そしてイスラームに

対する正しい知識を持つよう促す発言を繰り返している。

　またこれらのテロ行為への対応を間違えれば、今後さらにテロ行為が増えることを、ア

メリカの同時多発テロの後の例を挙げて度々主張している。しかし具体的な方法は提示さ

れていない。武力行使以外の方法でテロと対抗する具体的な方法を見つけられるのかアズ

ハルの今後の発言にも注目したい。

４．おわりに

　本稿では、2011年１月25日にエジプトで起きた革命以後、エジプトの治安状況の悪化と

対テロ対策の状況を、スィースィー政権の前後に分け、整理した。また2015年11月13日に

起きたパリ同時多発テロ事件後に出されたアズハルの見解を通して、アズハルがイスラー

ムを名乗るテロ組織に対しどうのような態度を示しているのかを明らかにした。

スィースィー大統領のもと、エジプトはテロ掃討作戦を行い、テロ組織に対して強固な

姿勢を見せているものの、治安はそれほど改善されていないようである。上述したように

依然として、シナイ半島では選挙を目前にしてテロ事件が起こるなどテロが度々起こって

いる。

　「イスラーム国家」はイスラームを名乗り、各国でイスラームと関連付けられて報道さ

れる傾向にある。こうした現状に対し、アズハルはイスラームと「イスラーム国家」やイ

スラームから逸脱した思想を持つテロリストたちを混同することを止めるよう呼びかけ、

イスラームはいかなる理由であっても暴力やテロ行為を否定し、イスラーム法で罰される

ものであることを強調している。そして武力行使以外の方法でテロとの戦いが行われるよ

う呼びかけている。一方でエジプト政府はロシアと軍事協力の強化を約束する（ix）など今

後もさらに武力によってテロに立ち向かっていくようである。

　このような状況の中で宗教的権威であるアズハルが、武力行使以外の方法でどのように

テロと立ち向かってけるのか、またその影響力に今後も注目したい。

注

�（ⅰ�）元の名は「アンサール・アルマクディス」。2014年に「イスラーム国」に忠誠を表明し、
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はじめに

　2014年4月28日、オバマ大統領（Barack�Obama）のフィリピン訪問に合わせて、ゴー

ルドバーグ駐比米大使（Philip�Goldberg）とフィリピンのガズミン国防相（Voltaire

Gazmin）は、米軍のフィリピンでの活動を拡大するための協定である米比防衛協力強化

協定（Enhanced�Defense�Cooperation�Agreement:�EDCA　以下、EDCA）に署名した。

この協定によって、米軍はフィリピンに駐留し、かつて米軍基地であったフィリピン軍の

軍事施設の利用を拡大させている。アメリカとフィリピンの同盟を強化し、米軍のフィリ

ピン派遣を拡大することによって、南シナ海への進出を強める中国を牽制するが目的であ

る。EDCAは新たに策定された協定ではなく、これまでアメリカとフィリピン間で締結さ

れてきた軍事協定が根底にある。

　本稿では、EDCAの根底にある在比米軍基地協定と米比相互防衛条約の成立過程を整理

し、1950年代末までにアメリカとフィリピンの同盟関係の形成期について考察する。

１．フィリピンの独立と在比米軍基地の必要性

　かつてフィリピンにはアジア最大級の面積を誇る米軍基地が存在し、朝鮮戦争、ベトナ

ム戦争といった冷戦期におけるアジアでの戦時には重要な役割を果たしたことは言うまで

もなく、1992年に完全撤退するまで沖縄以南唯一の米軍基地としてアジア太平洋地域の安

定に貢献してきた。

　在比米軍基地の法的根拠となっていたのは在比米軍基地協定であり、1947年に締結され

た。フィリピンは1946年にアメリカから独立するが、独立後の米軍基地に関しては、第二

次世界大戦が終わる前からすでに動き出していた。1944年６月、フィリピンの米軍基地に

関する米比共同法案第93号がアメリカ連邦議会を通過し、アメリカ、フィリピン両政府が

正式に在比米軍基地について交渉に入ることが承認された。第二次世界大戦中、在比米軍

基地は、日本軍からの攻撃に対応するために必要とされていた。しかし、この頃になると

戦況は変化し、米軍基地は日本軍からの攻撃のためではなく太平洋地域における攻撃に備

えるため在比米軍基地は必要であるとアメリカは考えていた。

　1944年８月、ワシントンを訪れていたフィリピンのセルヒヨ・オスメーニャ大統領は

（Sergio�Osmeña）は在比米軍基地に関する記者会見を行い、フィリピンは無条件で米軍

基地を受け入れるつもりがあると述べている（１）。独立後、自国の安全に不安を抱えてい

たフィリピンは米軍基地の存続を望んでいた。一方、トルーマン（Harry�S.�Truman）政
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権下で国務長官を務めていたステッチニウス（Edward�Stettinius）は、フィリピンの独

立問題と米軍基地問題とは切り離して考えるべきであると強く主張した。その理由は、基

地の維持と独立問題を同時に扱えば、フィリピンの独立と同時に基地を維持することが困

難になる可能性があると考えたからであった（２）。ステッチニウスは、オスメーニャの基

地に対する考え、つまりフィリピンの安全を確保するために米軍の駐留は必要であるとい

う考えを今後大きく変えることはないだろうと見込んでいた。

　1945年４月21日、ステッチニウスはオスメーニャと会談し、基地について協議した。こ

のなかで、ステッチニウスはオスメーニャに対して、アメリカが戦後もフィリピンで基地

を維持することを受け入れる準備があることを発表するように促したとされている（３）。�

５月14日、トルーマンとオスメーニャとの間で最初の公式な基地交渉がワシントンで開催

された。アメリカ側の出席者はスティムソン陸軍補佐官、フォレスタル海軍補佐官（James�

Forrestal）、ティディングス上院議員、リー海軍司令官（William�D.�Leahy）統合参謀本

部補佐官であるグリュー（Joseph�C.�Grew）であった（４）。会談に先立ち、アメリカ側が

米軍基地に関する計画書を事前に用意し、トルーマンもそれに同意していた。会談ではア

メリカの計画書にオスメーニャは目を通し、計画案に同意し、トルーマンとオスメーニャ

は文書に署名した。文書には、米比間の緊密な軍事協力の確認、フィリピン領域における

陸海空での米軍の自由往来を認めること、米軍基地から周辺領域への米陸海軍機の自由飛

行を認めること、米軍基地への物資の供給に関する免税、米軍基地と施設の運営・防衛の

ための人員確保の権利を米国が有すること、詳細が確定されていない全ての土地に関して、

1941年12月に締結された軍事条項に基づいて米陸軍と米海軍が保有し、その位置に関して

は付属文書に明示すること、アメリカは基地の土地、施設を保有する権利を有し、変更す

ることが可能であり、必要に応じて土地や施設を要求、保有、管理することができること、

アメリカはフィリピンで共同墓地を保有すること、軍事状況によってはフィリピン人が米

軍に参加することが考えられると記されていた。また、付属文書には24の陸軍基地、14の

海軍基地を維持することが明記されていた。この文書によってアメリカがカビテを除く

フィリピン全土で米軍基地と基地に伴う施設を建設する権利を与えられていた。

このトルーマンとオスメーニャの会談によって、両国はフィリピン独立後も緊密な軍事協

力を継続し、基地を存続させることで合意し、暫定基地協定が結ばれた（５）。暫定基地協

定では、米軍の基地の自由使用、米軍機の自由往来、米軍物資の免税扱い、米軍人の自由

往来、第三国による基地使用の禁止について合意され、米軍の全ての局面における行動の

自由を認めていた。アメリカの駐留を強く望んだフィリピンは、アメリカの植民地主義的

特権がそのまま反映された暫定協定を受け入れざるを得なかったのである。

　1945年７月28日に行われたフィリピン議会は共同決議第４号としてこれを承認した。共

50



同決議第４号は、1944年６月にアメリカ上院議会を通過した共同決議第93号とほぼ同様の

内容であった（６）。これによってアメリカとフィリピンの相互防衛と太平洋地域地の平和

の回復のための基地協定締結に向けた交渉が行われることが正式に承認されたのである。

　1946年に入るとフィリピンでは大統領選挙が行われ、オスメーニャに挑戦したマヌエル・

ロハス（Manuel�A.�Roxas）が勝利した。アメリカとロハス政権との基地に関する交渉が

始まったのは４月になってからである。アメリカは在フィリピン大使であったポール・マ

クナット（Paul�McNutt）が、フィリピン政府は副大統領で外務大臣であったエルピディオ・

キリノ（Elpidio�Quirino）が交渉にあたった。アメリカ側は事前に協定案を用意しており、

その内容はフィリピンの米兵の犯罪に対する刑事裁判権を認めず、基地の使用については

無制限というものであった。翌月にはフィリピンも協定案を作成したが、刑事裁判権につ

いては、1941年にアメリカがイギリスとの間で締結した米英地位協定によく似たもので、

基地の外では限定的に刑事裁判権が認められ、イギリスはアメリカ人、アメリカ軍事を基

地の内外で限定的に訴追することができた。このフィリピンが作成した協定案に対してア

メリカ陸軍と海軍が強く反発した（７）。

当初、アメリカ国務省は基地問題がフィリピンの独立までに解決することを望んでいた。

しかし、交渉は進まず、独立までには解決しないことが決定的となった。ロハスは基地協

定の締結が独立までに実現しないことがわかると、国務次官であったディーン・アチソン

（Dean�G.�Acheson）に対して、フィリピンの独立に伴って、基地に関する暫定協定の締

結を提案する書簡を送った。トルーマンとアチソンはこれを受託し、1946年７月４日、フィ

リピンはアメリカから独立を果たし、同時に米比基地基本条約が締結された。

２．1947年在比米軍基地協定の成立　

フィリピン独立直後の初代大統領となったロハスは、アメリカに従属的であったオス

メーニャと異なり、米軍の駐留を強く要求しつつも独立国としての尊厳を示すことに執着

した。ロハスはアメリカの植民地主義的な特権を廃止してアメリカとフィリピンが対等な

関係を構築することと、米軍の駐留を認めることによってフィリピンが西太平洋の安全を

担うことを主張した。ロハスはあくまでも米軍基地は米比相互防衛の下にあることを主張

したのである。そのためロハスはフィリピン国民に対して、米軍の駐留は世界が戦後の混

乱から収束するまでの一時的なものであると説明した（８）。アメリカ統合参謀本部は日本

を仮想敵国と想定した第二次世界大戦の戦略からフィリピンの基地は維持する方針であっ

た。終戦直後は日本軍と米軍の激戦地となったフィリピンの米軍基地は統合参謀本部の戦
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後基地建設計画において主要基地として重視されていた。　

ロハスは、オスメーニャとは異なる考えを持っていたとは言え、米軍基地からフィリピ

ンが得ることができる利益を主張した点については、オスメーニャと同じであった。フィ

リピンが米軍基地から得る利益とは、第一に、フィリピンの安全が確保されることである。

第二次大戦直後は、フィリピンに対する外部からの脅威の心配はなかったが、大戦でおび

ただしい数の人々が命を奪われ、貧困が続いていた。フィリピンは自国を防衛しうる手段

がなかったため、アメリカによる防衛が最善策であった。第二に、アメリカは国際的に最

も責任ある地位にいたため、基地を存続させることによって、フィリピン国内のアメリカ

兵と米軍施設はアメリカの関心を引き寄せることができると考えた。

　1946年６月から開始されていたアメリカとフィリピン政府との間の基地交渉で焦点と

なったのは、刑事裁判権、米軍の植民地特権の廃止、首都マニラからの基地撤去であっ

た（９）。フィリピン側がこれらの問題について強く主張してアメリカと対立すると、交渉

は停滞し、ついには米軍内でフィリピン基地の放棄論が浮上した（10）。1946年11月、ドワ

イト・アイゼンハワー（Dwight�David�Eisenhower）陸軍参謀総長がフィリピンからの陸

軍全面撤収を提言したことによってアメリカ政府はフィリピンの米軍基地を撤収させる方

向に動き始めていた。第二次世界大戦の英雄であり、また、マッカーサーの副官としてフィ

リピンでの経験もあったアイゼンハワーの提言には重みがあった。さらに、海軍は沖縄と

グアムに基地建設を希望しており、スービック海軍基地における一部の機能の維持を主張

したもののフィリピンでの基地の維持には基本的には消極的姿勢を示していた。国務省陸

海軍三省調整委員会（SWNCC:�State,�War,�Navy�Coordinating�Committee）は1946年12

月12日にフィリピンからの米陸軍の全面撤収と空海軍の実質的撤収に合意した。

　米軍撤収の動きに不安を抱いたロハス大統領は米軍の駐留と基地の維持を要求し、ロハ

スの意向はマクナット駐比大使を通じてアメリカ政府に伝えられた。1947年１月、ロハス

はフィリピンの米軍基地とアメリカとの基地交渉について演説を行い、アメリカは柔軟に

そしてフィリピン側に配慮を示していると述べた。さらにアメリカ政府が米軍をフィリピ

ンから撤収する動きがあるが、フィリピン側の要望に応じてフィリピンの安全を保障して

くれることに理解を示していると述べている（11）。ロハスはフィリピンの国防のためにア

メリカの軍事援助が不可欠であることをアメリカ政府とフィリピン国民に対して強く訴え

た。こうしてフィリピン政府の強い要望に応じて1947年３月14日、ロハスとマクナットの

間で基地協定が調印された（12）。しかし、調印後、ヨーロッパでの緊張に伴ってフィリピ

ンの基地に駐留していた米兵の数は大幅に減った。トルーマン政権の厳しい財政事情も影

響していた。アメリカ政府は戦略的にも地政学的にもフィリピンの基地よりもグアムや沖

縄の基地が重要視していた。ロハスは基地協定が調印されたのちの演説で、基地協定がフィ
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リピンの安全、アメリカとフィリピン二国間の相互防衛のみならず、アジア太平洋地域の

平和と世界的安定に貢献していることを強調した（13）。しかし、ロハスの思いに反して、

アメリカにとってフィリピンの基地は戦略的にも地政学的にもそれほど重要な基地とはみ

なされていなかった（14）。翌年３月にはロイヤル陸軍長官（Kenneth�Royall）がフィリピ

ン基地撤収論を主張したことによって再びフィリピン基地の維持か撤収かアメリカ軍部で

議論されることになった。

　前述のとおり、在比米軍基地協定は、フィリピンが独立当時、政情不安から米軍の駐留

と基地の設置を米政府に強く求め、フィリピンの要求に米国が応じる形で締結されたもの

であった。米軍の撤収をフィリピンが引き止めたという経緯からフィリピンは多くの妥協

を強いられ、極めて不平等な協定であったことは言うまでもない。米軍の基地使用につい

ては、有事、平時の区別なくほぼ無条件で自由使用が認められ、司法管轄権はアメリカ側

にあったことからフィリピン人に対する米兵による犯罪をフィリピン側が訴追できない状

況にあった。さらに基地の期限を無期限とする99年に設定された（15）。

　在比米軍基地協定は29の項目から成っている。フィリピンが提供している土地をフィリ

ピンと共同で軍事基地の境界を画定、建設、統制され、米軍によって使用されることを定

めた協定である。基地協定の前文では権利と責任がこの協定によって刑事裁判権において

特に重視されていることが強調されている（16）。刑事裁判権条項についてアメリカが他の

国との交渉における地位協定のいくつかと比較されている。まず１項では基地の境界線に

ついて定められている。基地は、クラーク空軍基地やスービック海軍基地のようにアメリ

カの自由使用が認められているものとフィリピンの許可によって緊急時に使用できる基地

とに分類された。

３．同盟関係の成立─米比防衛相互条約成立と基地協定の改定

　1947年に基地協定が締結されて以来、フィリピンの米軍は人員削減され、縮小傾向にあっ

た。しかし、1949年10月に中華人民共和国が成立し、1950年６月に朝鮮戦争が勃発すると

アジアにおける米軍基地の重要性は高まり、駐留米軍の規模も回復していった（17）。

1951年８月30日、サンフランシスコ講和条約に先立って米比相互防衛条約がワシントン

で調印され、アメリカとフィリピンのいわゆる同盟関係が成立した。しかし、アメリカ政

府は米比相互防衛条約の締結を強く望んでいたわけではなかった。すでに基地協定が締結

されており、両国間の安全保障に関しては、基地協定を補足する形で整備されるべきであ

ると考えられていたからである。しかし、日米安全保障条約の締結に向けて準備が進めら
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れていくなかで、日米安全保障条約の締結にはアジア諸国の協力が不可欠であるとトルー

マンは考えるようになっていった。そのためにはフィリピン、オーストラリア、ニュージー

ランドとの安全保障上の協力関係を構築する必要があった。アジア諸国との交渉を担当し

たのはダレス（John�Foster�Dulles）であった。ダレスはアメリカと日本が安全保障条約

を締結することで生じる近隣諸国の安全保障上の懸念を払拭しなければならないと考えて

いた。地域の安全保障のために、日米安全保障条約、太平洋安全保障条約（ANZUS）、そ

して米比相互防衛条約によって地固めをすることにしたのである（18）。

　基地協定はフィリピン国内におけるアメリカの優遇を保障するものであった。1950年代

に入ると、フィリピン国内ではナショナリズムが高まり、米軍基地に駐留する米兵の犯罪

や不平等な基地協定にフィリピン国民の不満が向けられた。アメリカが他国と締結した基

地に関する協定と、フィリピンとの基地協定には大きな隔たりがあることにフィリピンは

注目し、米軍基地そのものに対してではなく基地協定の内容、つまり個々の問題点を引き

合いに出し、怒りをぶつけるようになった。とりわけフィリピンの不満を募らせたのは米

兵の犯罪に対する刑事裁判権の条項であった。1947年基地協定に関する基地交渉の時から

争点となっていた点である。例えば1953年当時、NATO地位協定において、アメリカ兵

がNATO地域で犯罪を起こした場合、アメリカの財産が脅かされる犯罪である場合や、

被害者がアメリカ人の場合、米軍の任務遂行中に発生した犯罪の場合に限りアメリカがア

メリカ兵を訴追することが可能であり、こうした状況でない場合は、基地の受入国に訴追

する権利が与えられていた（19）。NATOの地位協定では、刑事裁判権を含めてアメリカと

受入国との協力関係の必要性を直視していたと言える。NATOの地位協定では受入国に

刑事裁判権があり、これは独立国家であることが認められていることを意味していた（20）。

しかし、フィリピンとの間に締結された1947年基地協定ではアメリカが刑事裁判権を持っ

ていたのである。在比米軍基地協定は、日米地位協定と比較しても不平等な協定であった。

　こうした在比米軍基地協定とNATOの地位協定との明白な違いは、フィリピンの政治

家や国民を刺激したのは言うまでもなく、高まるナショナリズムに火をつけた。アメリカ

がフィリピンを他国と同等に扱っていないことを攻撃するようになった。フィリピン国民

はアメリカに対し、基地協定の不平等性を是正し、独立国としてのフィリピンに対する正

当な扱いを受けることを求めた。

　1953年11月に行われたフィリピンの大統領選挙で、ラモン・マグサイサイ（Ramon�

Magsaysay）が現職のエルピディオ・キリノ大統領に圧倒的な強さで大差をつけて当選し

た。マグサイサイは国民から絶大なる人気を誇る政治家で、大統領選挙ではアメリカが提

供したヘリコプターで農村を遊説して回った。アメリカ政府は下院議員であったマグサイ

サイを国防相に任命するよう説得するなど、マグサイサイの親米的な忠実さを評価してい
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た。アメリカの期待に応え、国防省での活躍はアメリカ政府だけでなくフィリピン国内か

らも評価されていたのである（21）。アメリカ政府は政治家としての実力を持ち合わせ、親

米的な大統領であるマグサイサイとの対立は避けなければならなかった。そうしたなか、

フィリピン国内でナショナリズムに高揚に伴って米軍基地に対する国民の不安が高まるに

つれ不平等な基地協定の改定が不可欠な状況になっていった。

　1956年７月、フィリピン共和国独立10周年記念式典にはリチャード・ニクソン（Richard�

Nixon）副大統領が出席した。1954年に行われた米比会談で基地協定の改定が提起されて

おり、アメリカは1947年基地協定に基づき、不要な用地をフィリピン側に返還する必要に

迫られていたため、ニクソンのフィリピン訪問によって両国は基地協定の改定交渉を行う

ことで合意した。

フィリピンはこの機会に不平等な基地協定の是正をアメリカに求めることに必死であっ

た。フィリピン議会は、フィリピン国旗の掲揚、刑事裁判権の基地内における適用、戦時

における合同司令部の設置、戦時の基地使用における議会承認の必要性、基地使用期限を

ほぼ無期限を示す99年から25年間へ短縮、基地をフィリピン中心部から遠ざけることを改

定協定に盛り込む決議を採択した。親米派であるマグサイサイは、過度な要求を掲げる議

会に対して批判的であった（22）。ニクソンとマグサイサイの合意によって８月に基地交渉

は開始された。交渉の焦点となったのは、米比相互防衛条約やSEATO以外の目的のため

の基地作戦使用および長距離ミサイルの持込には事前協議を制度化することや、米比合意

諸事項の発効を条件として基地協定の期限を99年から25年に短縮すること、さらにNATO

と同様の自動的な攻守同盟的関係を協定ではなく共同声明として確認する、というもので

あった（23）。フィリピンはこの改定交渉によって不平等である基地協定を是正し、国民の

不満を解消しようとしたのであった。しかし、アメリカとフィリピンの間で意見は対立し、

交渉は早々に決裂してしまった。アメリカ政府から中止の申し出がなされると、12月には

交渉は中断してしまった。その背景にあったのはアイゼンハワー大統領のフィリピンの基

地に対する消極姿勢である。前述のとおり、アイゼンハワーは戦後直後からフィリピンの

基地については否定的な立場をとっており、そうしたアイゼンハワーにとって基地改定に

おいてアメリカとフィリピンの同等性を主張するフィリピン議会の過大な要求は容易に飲

み込めるものではなかった（24）。

　1957年３月、マグサイサイ大統領が不慮の飛行機事故死を遂げ、副大統領であったカル

ロス・ガルシア（Carlos�Garcia）が大統領に昇格した。1958年、フィリピン議会の圧力に

よってガルシアは改定交渉が再開され、交渉ではアメリカ側も一定の譲歩を示したことに

よって、1959年10月、アメリカのチャールズ・ボーレン（Charles�Bohlen）大使とフィリ

ピンのフェリクスベルト・セラノ（Felixberto�Serrano）外務長官の間で調印され、基地
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協定の改定が実現した。1947年基地協定の最初の改定であり、ボーレン・セラノ協定と言

われる改定である。この協定によって同盟におけるフィリピンの立場が多少明確となった。

しかしフィリピンの反米感情を高める原因となっていた司法管轄問題は解決されなかっ

た。アメリカ兵によって犯罪が起きるたびに基地協定の不平等性が浮き彫りとなり、ナショ

ナリズム感情を刺激した。さらに1960年に日米安全保障条約の改定にともなって締結され

た日米地位協定においては、NATOとほぼ同一内容の刑事裁判権に関する規定が結ばれ、

司法管轄権においては、日本の方がフィリピンよりも一歩進んだ待遇を受けることになっ

たが、それがフィリピン国民の不満を一層高めることになったのである（25）。

おわりに

　以上、本稿では、1947年に成立した在比米軍基地協定の成立過程と1950年代に基地交渉

を通して形成されたアメリカ・フィリピンの同盟関係をみてきた。ここで明らかになった

ことは、第一に、アメリカはフィリピンの独立とは切り離してフィリピンの基地問題を捉

えていたことである。自国の安全に不安を抱いていたことから米軍の駐留を強く望んだ

フィリピンに対して、アメリカは、フィリピンの独立問題やフィリピン国内の安全とは別

にアメリカにおける戦略的観点から在比米軍基地を維持しようとしたために在比米軍基地

協定を締結した。第二に、在比米軍基地協定が米比相互防衛条約よりも先に結ばれたこと

によって、1947年在比米軍基地協定がアメリカ・フィリピンの安全保障関係の形成期にお

いて重要な役割を担ってきたことである。

　1947年在比米軍基地協定は、1959年、1965年、1979年に改定を行い、冷戦期のアメリカ・

フィリピンの同盟関係を支え続けてきた。1992年までに米軍が完全に撤退したことによっ

て基地協定は破棄されたが、基地交渉によって築かれたアメリカとフィリピンの安全保障

観はEDCAにも反映されているように思われる。
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１．ヘイズとは

　Haze（以下、ヘイズ）とは、日本語では煙霧と訳される。しかし、東南アジアでは、

ヘイズというものは煙霧だけではなく、煙霧によって引き起こされる煙害も含めて使われ

ている言葉である（１）。ヘイズとは、広く霞や塵といった微粒子により視界が悪くなる気

象現象である。しかし、気象学以外には明確な定義は無く、霞や靄と混同される。航空や

惑星科学分野においては、煙霧・スモッグ・霞・靄などをひっくるめ、視程を悪化させる

物全般をヘイズと呼ぶ。気象観測上では、視程が10km未満の場合、「ヘイズが発生してい

る」と言われる。乾季の際、また湿度が75％未満の場合に発生しやすいものである。

ヘイズ発生の原因は、自然要因と人為的要因の２つに分けられる。自然要因は、乾燥し

強風が吹く場合のヘイズである。この場合、泥炭に自然発火を生じさせる。泥炭とは、草

炭ともいわれており、樹木などの植物の残骸が、湿地に覆われ腐食せずに炭化し、堆積し

たものである。泥炭は、繊維質、保水性、通気性に優れている土壌である。泥炭は、気温

が50 〜 60℃、湿度が40％以下であると自然発火する。このような条件が揃えば、泥炭は

乾季でも雨期でもくすぶり続ける。一度泥炭に引火すると、泥炭層の空隙で長期にわたり

くすぶり、乾季に火種として火災に至る。

　人為的要因は、焼畑や森林火災でヘイズが発生する場合である。これは、人が農地開拓

のために起こす火災と言って良い。一度森林に燃え広がると、消すことは難しい。昨今問

題になっている甚大な被害を及ぼしているヘイズは、この人為的問題によって引き起こさ

れたものが多い。

　東南アジアにおいて最も古く確認できるヘイズは、1972年に発生したものである（２）。

その時のヘイズは、シンガポールを１〜２km程度の厚さで覆っており、10月の最初の２

週間だけ漂っていた。風向きの変更と雨期に入ったため、短期間で容易に収束した。この

時の原因は、インドネシア南カリマンタン州パレンバンで農地開発のために起こした森林

火災であった。

２．泥炭と泥炭地

　原口（2014）より、泥炭についての説明を取り上げる。未分解な植物遺体からなる有機

質土壌である泥炭は、有機炭素含有率が高く、古くから燃料や土壌改良材として利用され

てきた。泥炭地は排水の悪い低湿地において、植物遺体が完全な酸化分解を受けること無

く堆積を続けることで形成される。泥炭とは、現在地表面に存在する有機質土壌を指し、
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そのほとんどは最終氷河期後に形成されたものである。従って、泥炭は最も若い石炭とい

える。泥炭の定義は国によって、また学問によって多少異なっているが、おおよそ15％以

上の有機質炭素を含有する土壌と定義されることが多い。また、泥炭地の定義も様々で、

国や学問領域によって異なるが、おおまか20 〜 50cmの泥炭堆積が見られる場所を泥炭地

と呼ぶ。泥炭地が形成される条件は、土壌中での有機物分解速度のバランスによって決ま

るが、有機物分解速度が著しく低くなるような条件になると泥炭の堆積が進み、泥炭地が

形成される。多湿であること、すなわち地下水位が高く、ほとんど常に冠水状態である湿

地であることが最も重要な条件である。このため湿地以外では泥炭の堆積は起こらない。

　昨今、泥炭が世界の注目を集めているのは、炭素蓄積量が膨大で、排水・開発すると放

出される炭酸ガスは膨大な量となると推定されているからである。

３．地球環境問題の中のヘイズ

　1997年に続き、2015年も深刻なヘイズの被害がもたらされると言われていた。10月18日

に米国航空宇宙局（NASA）が、「20世紀最強のエルニーニョ現象と言われた1997年よりも、

2015年は脅威的である」と発表した。エルニーニョ現象を簡単に説明すると、海水温が上

昇する現象である。1997 〜 1998年のエルニーニョ現象では最高5度海水温が上昇したと言

われている（３）。

　NASAの気象学者であるレズリー・オット（Lesley�Ott）は、地球上の気象が複雑に関

連しあっていることはインドネシアの森林火災がアメリカの雨量に影響することからもわ

かっていることで、エルニーニョ現象であれば尚更であると述べた（４）。エルニーニョ現

象は、アメリカ西部やアマゾン、インドネシアのヘイズシーズンに大きな影響を与える。

また、これらが人の健康に被害を与えることや、オゾン汚染物質の変動にも影響すること

も明らかになっている。

インドネシアは2015年、ヘイズにより6 〜 10月の5 ヶ月間で国内総生産（Gross

Domestic�Product:�GDP）の1.9％相当の221兆ルピア（約161億ドル）の経済的損失があっ

た と、12月15日 に 世 界 銀 行 が 出 し た�Indonesia Economic Quarterly December 2015 

Reforming amid uncertainty の中で発表された。主な損失は、農業生産の減少、環境破壊、

工場生産の停止、観光産業への打撃、輸出減少によるものであり、また健康面、教育面で

は子どもに大きな被害を与えた。これらの経済損失の規模は、2004年に起きたスマトラ沖

地震で津波被害を受けたアチェ州再建費用の２倍に相当する。リアウ州、ジャンビ州、南

スマトラ州、西カリマンタン州、中央カリマンタン州、南カリマンタン州、東カリマンタ
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ン州、パプア州の8州では10万ha以上の森林が消失した。全国合計では、バリ島の4.5倍の

261万haが消失したとされる。

　世界銀行は、森林火災の多くがパームオイルプランテーション農園造成の目的であり、

人為的に火災が引き起こされていると発表した。この背景には、インドネシア政府が推進

しているパームオイルプランテーション大規模化推進政策があると認め、環境に優しい開

発政策になるように転換を求めている。

４．農地転換

　世界的にパームオイルは需要増大を受け、また、先に述べたとおりインドネシア政府の

政策推進によりパームオイルプランテーション農園は急速に増加している。
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2,000,000
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3,000,000
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トン

(出所)FAOSTATより、筆者作成。

図1：インドネシアのパームオイル生産量

　図１より、1991年、1998年と生産量は減っているが、その他は上昇傾向にあるというこ

とが分かる。1997年は「ヘイズがひどい年」だと言われており、この影響でプランテーショ

ンにする農地が増えたとされるが、特別に増えているわけでは無い。しかし、1973年と

2013年を比較すると、約430倍も増えている事がわかる。
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　2007年 イ ン ド ネ シ ア 政 府 は「 農 園 活 性 化 プ ロ グ ラ ム（Progtam�Revitalisasi�

Perkebunan）」を始めた（５）。パームオイル、ゴム、カカオを2010年までに合計200万haの

農園の拡大・更新・修復を行う計画である。内訳はパームオイルが150万haと4分の3も占

めていることより、パームオイルに重点を置いているということがわかる。なぜならば、

年間売上は200億ドルを超え、数百万人の国民の雇用を生み出すからである（６）。

　上記で述べたヘイズが起きる裏には問題が隠れている。昨今よく言われているのは、プ

ランテーションを行うために、故意に森林火災・泥炭火災を引き起こしている業者がいる

ということである。パームオイルプランテーション開発は森林減少の原因の１つであり、

生物多様性保全に脅威を与えている。開発の初期段階である土地の取得では、地元住民と

企業で利害が一致しておらず、土地を巡る問題も発生している。しかし、何度も言うよう

にパームオイルプランテーション開発は、雇用を創出している。ジャカルタなどの都市に

集中している人口は、都市に住む若者に雇用機会を与えることができず、ホームレスが溢

れている。カリマンタン島などの遠く離れた地に雇用場所を設置することで、人口集中と

いった問題解決にも効果があり、またパームオイルが高い収益を得ることが評価されてい

る。浦野（2013）（７）でも言われているように、パームオイルプランテーションで働くとい

う事は、雇用創出と貧困問題の解決に繋がっていることが分かる。

　表１の説明を見る際、注意していただきたいのは、プランテーション会社の数と、プラ

ンテーション労働者数を表に示しているが、パームオイルプランテーションの会社や労働

者数だけではないということである。インドネシアでは、勿論パームオイルプランテーショ

ンが多数だが、パームオイルプランテーション以外にもバナナやコーヒーのプランテー

ション会社が含まれる。

表１より、先に述べた10万ha以上の森林が消失した州ではやはりプランテーション会

社も労働者数も多いということが分かる。しかし、森林面積が広いからと言って、プラン

テーション会社が多いとは限らない。やはり、先に述べた8つの州は、森林面積が広く、

また多くの場所プランテーション会社もプランテーションで働く人数も、都市よりも多い

ということがはっきりと分かる。北カリマンタン州は、2013年４月22日に作られたもので

あるため、森林面積の統計は無い。また、北カリマンタン州は、新しい州であるためにプ

ランテーション会社の数も少なく、労働者数も他の４つの州と比べると２桁違う。

パプア州は、森林面積は最大であるが、プランテーション会社も労働者数も少ないとい

うことが表１より分かる。
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表１：各地域別のプランテーション会社数、労働者人数、森林面積

場所（州） プランテーション会社の数（社） プランテーション労働者数（人） 森林面積（ha)

スマトラ
島

アチェ 90 22,744 3,599,289
北スマトラ 359 115,436 3,742,120
西スマトラ 44 16,254 2,380,058
リアウ 194 88,699 7,121,344
リアウ諸島 5 1,817 ―
ジャンビ 91 14,432 2,107,779
南スマトラ 151 37,134 3,482,668
バンカ・ブリ卜ゥン諸島 44 16,375 654,562
ブンクル 66 11,466 924,631
ランプン 55 17,127 1,004,735
島合計 1,099 341,484 25,017,185

ジャワ島

ジャカルタ ― ― 108,475
西ジャワ 154 33,463 816,603
バンテン 18 2,864 253,254
中部ジャワ 73 16,414 757,250
ジョグジャカルタ 1 438 16,820
東ジャワ 141 20,612 1,361,146
島合計 387 73,791 3,313,548

バリ・
ヌサトゥ
ンガラ
諸島

バリ 8 342 130,686
西ヌサ・トゥンガラ諸島 3 115 1,046,959
東ヌサ・トゥンガラ諸島 10 332 1,808,990
島合計 21 789 2,986,635

カリマン
タン島

西カリマンタン 180 47,982 8,355,597
中部カリマンタン 146 91,044 12,719,707
南カリマンタン 91 31,235 1,779,982
東カリマンタン 116 39,414 13,952,513
北カリマンタン 19 853 ―
島合計 552 210,528 36,807,799

スラウェ
シ島

北スラウェシ 37 465 765,061
ゴロンタロ 22 990 824,668
中部スラウェシ 27 7,466 4,304,959
南スラウェシ 13 3,397 2,725,796
西スラウェシ 15 2,879 1,107,058
南東スラウェシ 11 4,178 3,830,579
島合計 125 19,375 13,558,121

マルク・
パプア
諸島

マルク 10 1,239 3,923,560
北マルク ― ― 2,515,220
パプア 10 1,949 30,387,499
西パプア 9 6,843 10,312,521
島合計 29 10,031 47,138,800

総合計 2,213 655,998 128,822,089

（出�所）プランテーションの会社の数及び労働者数は、Badan�Pusat�Statistikの、Jumlah Tenaga Kerja 
Perusahaan Perkebunan Menurut Provinsi Tahun 2013

　�　森林面積は、Kementerian�Lingkungan�Hidup�dan�KehutananのStatistik 2013、pp.26-27より筆者作成。
（注�）Statistik 2013での森林面積総合計は、124,022,848となっているが、計算結果では128,822,089となって

いるため、こちらを使用する。
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５．インドネシアの対応

　ジョコ・ウィドド大統領は「ヘイズ問題を解決するには３年程度かかる」と述べた（８）。

なぜ、３年なのか、解決策も具体案も何も明らかになっていない。10月のある時点では、

3700人の軍人、8000人以上の警察官、４機の水撒き飛行機による鎮火活動を行っており、

十分成果が出ているとインタビューで答えているが、全く足りていない。大統領は、視察

に行く前にこのようなインタビューに答えたことが、インドネシア国内では少なからず問

題となった。

　上にも記述したとおり、1997年のヘイズはきわめて深刻であった。ASEAN各国の農業

生産、森林破壊、健康、交通、観光等に及ぼした経済的損失は９億ドルに相当すると言わ

れている（９）。2015年は約161億ドルであるので、約18倍の規模である。

　1997年12月、ASEAN環境大臣会合で、地域ヘイズ行動計画（Regional�Haze�Action�

Plan:�RHAP）が承認された。５年後の2002年、ASEAN加盟国により越境ヘイズ汚染に関

するASEAN協定（ASEAN�Agreement�on�Transboundary�Haze�Pollution:�AATHP）が

署名及び施行となった。ここでは、汚染の原因となる行動に対する罰金を取り決めた。こ

の時、特にシンガポールやマレーシアをはじめ各国から早期の改善実行が求められていた。

2002年６月10日のマレーシアに始まり、2015年１月20日のインドネシアで、ASEANに加

盟している10 ヵ国全てが署名した。

インドネシアはヘイズの被害国であるが、最大の加害国でもある。そのインドネシアが

最後の署名国となったのは勿論加害国でもあるゆえの消極性の現れである。それでも署名

にこぎつけたのは、2015年末にできるASEAN共同体を見据えてのことであろう。起草か

ら13年を経て署名したインドネシアの行動には疑問を感じざるを得ない。

６．結論

　特にヘイズの影響を受けているのは、マレーシアとシンガポールとインドネシアである。

インドネシアは最大の加害国でも有り、最大の被害国でもある。ASEANでは特にインド

ネシア一国に責任追及を行っており、ASEAN社会文化共同体の目標であるゴールへ向か

えていない。ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint D.2.1.ii（10）より、「ASEAN加

盟国内で助け合い予防活動を行うこと」とある。加盟国内でヘイズ発生前から会議が開か

れていたのは確かである。それは、7月28日にジャカルタで開かれた越境ヘイズ汚染に関

する準地域閣僚運営委員会の第17回会合と、8月20日にミャンマーのネーピードーで開か
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れた、メコン地域の越境ヘイズ汚染に関する準地域閣僚の運営委員会である。どちらの会

議でも、早期警戒呼びかけ実施や、モニタリングプログラムについての検討が行われただ

けと言える。いずれにせよ、早期解決が求められる。森林火災を起こしたものに対しての

法的措置がとられるようになったが、逮捕に至ったのはまだ数名である。警戒措置、モニ

タリングのガイダンス改良以外の、行動が起こせないものだろうか。

11月22日、マレーシアのクアラルンプールで開かれていたASEAN首脳会議で、

ASEAN共同体（ASEAN�Community:�AC）が12月31日に発足すると宣言された。ACとは、

ASEAN政治・安全保障共同体（ASEAN�Political-Security�Community:�APSC）、ASEAN

経済共同体（ASEAN�Economic�Community:�AEC）、そしてASEAN社会・文化共同体

（ASEAN�Socio-Cultural�Community:�ASCC）が集まり形成されるものである。前々から

AECは成果もあり注目されている。また、APSCも南シナ海の問題があり注目されている。

ASCCは見落とされがちであるが、ACは環境問題からの地域統合を行えるのではないだ

ろうか。３つを合わせてこそのACである。ヘイズ問題を解決することは、経済成長にも

繋がる。ASEANには、ASCCの「環境持続性の確保」を忘れずに、ACを目指し進化して

もらいたい。
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