
あるという事を他国の在外公館に示して
くれたと聞いている。
評価は分かれるかも知れないが、陸上
自衛隊の大型ヘリによる原子炉への放水
は、その冷却効果はともかく、状況によっ
ては自己犠牲も認識する中、決死の覚悟
でメルトダウンを止めようとする日本の
姿勢を米側も理解したものと思われる。
事実、それまでフラストレーションが溜
まるばかりの日米間の意思疎通が、放水
をきっかけに進み始めたと述懐する者も

いる。
自分の国を命を懸けて守ろうとしない
国民を助ける国はどこにもないであろ
う。自国の防衛を真剣かつ確実なものと
するため、最大限の努力をする国であっ
て初めて同盟国も助けてくれることを忘
れてはいけない。
安倍首相の言われる「希望の同盟、そ
の希望の光を、もっと輝かせる」ために
も、我が国が一歩前に踏み出すことが重
要である。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

トランプ大統領の衝撃発言
昨年 6月 24日、ブルームバーグ通信
は、ドナルド・トランプ米国大統領が私
的な会話ではあるが日米安全保障条約破
棄について語ったと伝えた。

5日後の 29日、トランプ米大統領は
記者会見で、日米安全保障条約について
「不公平な合意だ。もし日本が攻撃され
れば、私たちは日本のために戦う。米国
が攻撃されても日本は戦う必要がない」
と述べた。更に「変えないといけないと
伝えた」と日本に見直しを求めているこ
とを明らかにした。ただ、条約破棄につ
いては「全く考えていない」と否定した
という。また、このことは「この 6カ月

間、安倍晋三首相に言ってきた」と条約
への不満を首相に伝えてきたと説明し
「もし私たちが日本を助けるのなら、日
本も私たちを助けないといけない。首相
はそれを分かっているし、異論はないだ
ろう」と語った。
今年の 1月 19日、日米安保条約が改
定されて 60年を迎えた。日米同盟は歴
史上最も成功した同盟といわれている。
だがトランプというこれまでとは一風変
わったポピュリズムの権化のような大統
領が登場するに及んで、同条約の根本的
な問題が、潜伏期を過ぎた病原菌が発症
するように、炙り出されてきた感がある。
近年の中国の急激な台頭、北朝鮮の核

これからの日米同盟の課題
―キーワードは「双務性」と「自主防衛」―

政策提言委員・元空自航空支援集団司令官（元空将）　織田邦男
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ミサイル開発、そして中東地域の不安定
化が顕著になるにつけ、日米同盟の緊密
化がこれまでにも増して重要になる時、
トランプ大統領の問題提起が日米安保条
約の「終わりの始まり」にならぬように
しなければならない。

宿痾としての「片務性」？
大統領が指摘する日米同盟の最大の問
題は、条約の「片務性」である。日本が
米軍に「基地の提供」をする代わりに、
米国が日本の「安全を保障する」という
役割分担は、「非対称」ではあるが、実
は「片務的」ではない。米軍にとって日
本の基地は欠かせない。日米両国の国益
にとってウイン・ウインであり、両国に
とってなくてはならない条約である限
り、論理的には「双務的」である。
米国が主導する世界秩序、つまり「パッ
クス・アメリカーナ」を維持することは、
米国の繁栄を維持するだけでなく、安全
保障上も欠かせない。「パックス・アメ
リカーナ」の維持は米国の国益そのもの
である。その「パックス・アメリカーナ」
を維持するためには、米本土から遠く離
れた日本が提供する「基地」は必要不可
欠である。
もし日本の基地がなければ、米軍の艦
艇や戦闘機等はハワイやグアムから出撃
しなければならず、また米空母はサン
ディエゴからの出撃を余儀なくされる。
これではインド太平洋地域での軍事作戦
は困難である。この地域の平和と安定に
必要な軍事プレゼンスを維持するにも、
今よりはるかに膨大な経費がかかる。つ
まり日本の提供する基地がなければ、
「パックス・アメリカーナ」を維持する
経費は莫大なものに膨れ上がるのだ。
米海軍は 11個ある空母打撃群部隊の

内、一個群部隊の母港を、横須賀に置い
ている。米海軍にとって虎の子である空
母の母港を海外に置くのは日本だけであ
る。また米海兵隊は、3つ保有する海兵
遠征軍の内、1つの司令部と海兵隊部隊
を沖縄に置いている。海兵遠征軍を外国
に置くのも日本だけある。
日本の基地は大規模な燃料、弾薬の貯
蔵庫を備え、艦艇、航空機の修理能力も
高い。また基地を維持するための殆どの
経費は日本が負担しており、極めて安価
に米軍戦力の維持・整備ができる。まさ
に米国にとって願ったり叶ったりであ
る。虎の子の空母打撃群部隊の母港を日
本に置き、海兵遠征軍を日本に駐留させ
る大きな理由の 1つでもある。

理解されない日米安保の「双務性」
日本に駐留する海兵隊を含む米海空軍
部隊は、即応部隊として中国、北朝鮮に
睨みを効かせ、南シナ海からホルムズ海
峡、そしてインド・太平洋にわたる海上
交通の安全を担っている。インド太平洋
地域での平和と安定を支える米軍のプレ
ゼンスは「日本の提供する基地」によっ
て支えられていると言っても過言ではな
い。「バクス・アメリカーナ」の維持は
米国の国益そのものであるが故に、「日
本の提供する基地」と「日本に提供する
安全保障」はほぼ同等の重みがあり、日
米安保条約は「非対称」ではあるが既に
「双務的」なのである。
このことは米国の国家戦略策定に係わ
るベスト・アンド・ブライテスト（有識
者）の間では概ね理解されている。だが、
一般の米国民にまで、十分に理解が及ん
でいるとは言い難い。米兵の「命」は何
事にも代えがたいものであり、とても基
地という「物」と等価に扱われるべきで
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はないと一般市民が表層的に捉えるのも
やむを得ないところもある。感情的には
やはり「片務的」に映るのが現実であろう。
在日米軍基地が米国の国益に如何に直
結しているかを、日本政府は折に触れ、
もっと米国の一般市民に訴える努力は必
要である。だが厄介なことは、米国の一
般市民に対し、日米安保が「非対称」で
あるが「双務的」あることを日本人が道
理を尽くして説明しても説得力を持たな
いことだ。寧ろ日本人が声高に主張すれ
ばするほど、米国の一般市民にとっては
「不公平さ」を言い訳しているように聞
こえ、逆効果の面があるのも否めない。
これまでは、政権中枢のキーパーソン
が折にふれ、日米安保の重要性を主張し
て政権を牽引してきた。ジェームズ・マ
ティス前国防長官はコストや負担の分担
という面では「日本は模範的」と発言し
た。だが、彼も日米同盟の「双務性」を
主張したわけではない。トランプ政権か
らマティス氏が去った後、政権の構図は
一変した。大統領自らが「片務性」「不
公平性」について声高に述べるように
なったのだ。

NATOのような「自動参戦」ではな
い日米同盟の危うさ
トランプ大統領の支持層は、白人の低
所得者層、低学歴層が多いと言われる。
トランプ大統領が本心では日米安保条約
をどう評価しているか知らない。だが彼
が声高に「不公平、不平等」と叫べば、
安全保障に通じていない彼の支持層が、
日米同盟は不公平と信じたとしても不思
議ではない。これは日米同盟にとって、
きわめて危険なことである。
トランプの支持率は現在 50%前後あ
り、その所謂、岩盤層は 40%あると言

われる。米国人のほぼ半分の人たちが、
日米安保条約が不公平と信じれば、今後
の日米同盟は危うい。日米同盟は北大西
洋条約機構（NATO）とは違って「自動
参戦」ではない。仮に日本に対する武力
攻撃があったとしても、米国は「自国の
憲法上の規定及び手続に従って共通の危
険に対処するように行動する」（日米安
保条約第五条）のであり、米国の日本へ
の軍事コミットメントは議会、つまり米
国民の影響力を受ける。米国民の大多数
が反対すれば、日本が侵略されても米軍
は助けに来ない可能性があるということだ。
米国における「不公平」論の台頭は、今
後の日米同盟存続上も問題であり、我々
はもっと危機感を持たねばならない。ト
ランプ発言を脇に置いたとしても、中国
の台頭で米国の力が相対的に低下してき
た昨今、感情的な「片務性」の認識が「不
公平」感を増大させ、日本の防衛努力不
足が「片務性」「不公平性」を拡大再生
産する可能性がある。脅威認識のずれや
不公平感のある同盟は長続きしない。こ
の危険性を日本国民は共有しておかねば
ならない。

日米同盟なくして日本の安全保障は成
り立たない
是非善悪は別にして、日本の存立に
とって日米同盟は不可欠であるのは事実
である。日本は事実上、米国の「5つの傘」
の下にある。核、情報、攻撃力、軍事技
術、エネルギーである。いずれが欠けて
も国家の安全保障にとっては致命的なも
のばかりである。しかし、残念ではある
がこれが現実であり、我々はこの現実か
ら目を背けてはならない。日本の安全保
障は残念ながら日米同盟なくして成り立
たないのだ。
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「核」は破壊力が大き過ぎて、もはや
使用されることはないかも知れない。だ
が、「核は使用されない限り有効である」
というルトワックのパラドクスがあるよ
うに、威嚇や恫喝には、未だに極めて有
効な兵器である。威嚇、恫喝を無効化さ
せるには、ミサイル防衛やシェルター整
備といった拒否的抑止能力を持つと同時
に、核による報復という懲罰的抑止能力
の保有は欠かせない。拒否的抑止能力は
自主的に整備するとしても、日本が非核
三原則を基本とする政策を続ける限り、
懲罰的抑止能力については米国の拡大抑
止、つまり「核の傘」に依存せざるを得
ない。
「情報」については、日本は情報収集
衛星の 8基体制（1月 9日に 1基打ち上
げ、現在は 7基）を目指すものの、北朝
鮮のミサイル発射を探知する早期警戒衛
星さえ保有せず、米国に依存するところ
大である。その他、ロシアや中国の情報、
或いは中東の情勢など、機微にわたる情
報の大部分は米国に全面的に依存してい
るのが現実である。
「攻撃能力」も然りである。日本は憲
法上、保有が許されている敵基地反撃能
力さえ保有せず、「矛と盾」という「御
題目」に逃げ込んでいる。これついては
後述する。
「軍事技術」についても、最新の軍事
技術は米国に負うところは大きい。近年、
最新兵器の導入に当たっては、対外有償
軍事援助（FMS）による調達が大幅に増
加傾向にあるのが何よりの証左である。
「エネルギー」についても、日本は原油
の 88%を中東地域に依存している。日
本から中東までの 6,000マイルのシー
レーンは事実上、米海軍第 7艦隊によっ
て守られているのは紛れもない事実である。

このように日本の安全保障は、米国に
よる「5つの傘」によって守られている。
米国の力の裏付けなしに世界の秩序が維
持でき、日本の安全保障が成り立つと考
えるならばそれは空論である。我々は先
ずこの現実を受け入れた上で日本の国家
戦略を組み立てなければならない。では、
今後日本はどうすればいいのか。

米国の役割を軽減し「パクス・アメリ
カーナ」維持に専念させよ
簡単に言えば、日本は核を除き、「自
らは自らで守る」という自主防衛が可能
な防衛力を構築し、米国に対して日本防
衛の役割、負担を軽減させる。米軍には
よりグローバルな役割、つまり米国の主
導する国際秩序、「パクス・アメリカーナ」
の維持に専念できるよう、日本が全面協
力することだ。
米国は 2017年に国家安全保障戦略
を、2018年には国家防衛戦略を策定し
た。その中で中国、ロシアを現状変更勢
力として位置付け、これに対抗する戦略、
つまり「パクス・アメリカーナ」維持を
強調した。これまでのテロ対処から中国、
ロシアへの対応へと舵を切ったのだ。こ
れに協力することは日本の国益に合致する。
冷戦終了後の 1996年、日米両国は日
米同盟を再定義し、国際社会の公共財と
して位置付けた。今後はまさに日米同盟
が公共財として、インド太平洋地域、ひ
いては世界の平和と安定の基盤としての
役割を日米が共同して果たさねばならな
い。その際、米軍の負担を軽減し、自衛
隊も自ら公共財として汗をかき、誰が見
ても日米同盟が「双務的」と映るよう、
役割分担を適切にすることが重要である。
冷戦が終了し安全保障のルールは「団
体戦」から、国益追求の「個人戦」に移
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行したと言われる。本来、同盟は「血の
契り」である。自らの国益のために、対
等な国家同士が互いの将兵の生命と国運
をかけて、結ぶ約束である。日米同盟も
「死活的」「運命共同体」という同盟本
来の姿を追求していかない限り、同盟の
空洞化が始まることを予期しておかねば
ならない。

「同盟の空洞化」「同盟の市場化」に
どう対応するか
米国はトランプ大統領が「米国第一主
義」を唱え、ペイレオコン（Paleo-con-
servative）といわれる伝統的保守主義が
台頭しつつある。オバマ前大統領が「世
界の警察官」を辞める発言をしたが、ト
ランプ大統領はこれを否定していない。
トランプ氏が「米兵士を国内に戻す」と
語るように、世界各地に駐留する米軍は
撤退傾向にある。米国世論調査でも「米
国は自国のことに専念し、他国のことは
他国に任せるべき」と主張する国民が 6
割を超えるようになってきた。
現在、同盟は明らかに「利益共同体化」、
「同盟の市場化」現象が進んでいる。ト
ランプ氏は NATOの防衛努力不足をな
じり、韓国には法外な米軍駐留経費負担
増を要求している。日本にも早晩、理不
尽な経費負担増が求められることだろう。
この 2月、フィリピンは米軍に関する
地位協定を破棄する旨、米側に通知した。
これに対し、トランプ大統領は「気にし
ない。多額の金が浮いて有難い」と言い
放った。トランプ、ドゥテルテ両大統領
には南シナ海に侵出する中国という共通
の脅威認識など微塵も感じられない。
こういう趨勢にあって、日米同盟なく
して日本の安全保障が成り立たないなら
ば、我が国が米国の同盟国としての「市

場価値」を高めていく他ない。「同盟は
紙にあらず、連帯感だ」とキッシンジャー
が言うように、米国との「連帯感」を高
める施策を、あらゆる分野、あらゆるレ
ベルで実施し、同盟を「血の契り」に近
付けていく不断の努力が求められる。
キーワードは「自主防衛」と「双務性」
である。国防省高官が「日本は自衛隊に
対する投資が過小で、米国との同盟に対
する依存が過大だ」と不快感を示した。
ここにポイントがある。日本政府はトラ
ンプ政権による駐留経費負担増要求に
戦々恐々としているが、これに対する対
応は、経費増を受け入れることではなく、
日本の任務、役割分担を増やし、同盟の
「公共財」化に貢献することである。先
ずは、日本の国土及びその周辺の安全に
ついては、日本独力で確保できるよう自
主防衛体制を整備し、在日米軍の役割を
軽減する。と同時に、インド太平洋地域
における軍事作戦においては、日米が共
同で、或いは自衛隊が米軍作戦の支援を
することで応じるべきである。つまり
「金」ではなく「汗」を提供するのである。
かつては「瓶の蓋」論があったように、
日本の自主防衛努力は、必ずしも米国の
「ウイーク・ジャパン派」（日本が強く
なることを望まないグループ）の賛同は
得られなかった。だが、国際情勢は大き
く変わり、今や日本の防衛努力に反対す
る米国人は殆どいない。中国の急激な軍
備増強により、米国は米軍の相対的能力
低下を懸念しており、寧ろ日本の防衛力
強化は日米同盟を緊密化するのに必須に
なっている。自主防衛努力は、最早かつ
てのように日米同盟と二律背反ではない
のだ。

Japan Forum for Strategic Studies　68

【特集】「日米安保条約改定60年」―これからの「日米安保」のあり方―



米軍防護の「まやかし」を解消せよ
同盟は「連帯感」だと言われるように、
誰が見ても「双務的」と思われるように
法律や体制、施策等を変えていかねばな
らない。安倍政権になって、安全保障関
連法案が改正され、きわめて限定的では
あるが集団的自衛権行使が可能になっ
た。2月の防衛省発表によると、昨年、
安保関連法に基づき、日本周辺で米軍な
どを守る「武器等防護」措置を実施した
のは、14件（「米艦艇 5件、米航空機 9
件」だったという。
これはこれで一歩前進ではあるが、あ
る意味「双務性」演出の為の「まやかし」
であることは否めない。実際に事が起き、
任務遂行が必要になった場合、この法律
には致命的な欠陥があり、米軍を守るこ
とはできない。現状では「武器等防護」
事態が現実に生じた場合、武器使用の権
限規定は、警察官職務執行法を準用する
こととなっており、軍事行動としての武
力行使はできない。自衛隊法の権限規定
には、当該武器使用について「自衛官
は・・・ができる」と規定され、「自衛
隊の部隊は・・・ができる」でないこと
はその証左である。
軍事行動において警職法の準用では、
任務の遂行は実際上、難しい。重要なこ
とは、改訂された安保法制が決して日米
同盟の最終的な姿ではないことを認識
し、「羊頭を懸けて狗肉を売る」状態に
ついては、今後とも地道に改善していく
ことだ。
究極の同盟の姿、つまり完全な「双務
性」を確保するには、憲法改正が必要と
なるだろう。将来に亘って日米同盟を存
続させるには、この方向性の追求は欠か
せない。ルクセンブルクは、人口が 50
万に満たず、軍隊も約 1000名弱の小国

であるが、NATOに加盟する 29ヵ国の
うちの 1つである。こんな小国であって
も、NATO加盟国として完全な「双務性」
を保持している。加盟国が一国でも攻撃
された場合、自国が攻撃されたと見做し、
ルクセンブルクも自動的に集団的自衛権
を行使するのだ。我々はルクセンブルク
の気概を学ぶべきだろう。

「矛と盾」のお題目に逃げ込むな
憲法改正をしなくても、やらねばなら
ぬことは多くある。これまでの日米同盟
の役割分担は「矛と盾」という概念で表
現されてきた。攻撃力は米国に期待し、
日本は守りに専念するという考えであ
る。だが、軍事技術は長足の進歩を果た
し、戦い方も任務も変わってきた。日本
は、そういう情勢の変化から目を背け、
自分勝手に従来の「矛と盾」に逃げ込ん
で思考停止に陥っているところが見受け
られる。米国とすり合わせもせず、唯我
独尊の解釈を振りかざしていては日米同
盟の将来は危うい。例えば弾道ミサイル
防衛がそうである。重要な問題であるの
で少し詳しく書く。
日本は専守防衛の下、日本に飛来する
ミサイルは日本が弾道ミサイル防衛で対
応し、第二撃以降のミサイル攻撃に対し
ては、弾道ミサイル防衛と共に米軍の打
撃力によって対処するのが日本の防衛構
想である。政治家もメディアも無条件に
そう信じて疑わない。
だが、「日米防衛協力のための指針（日
米ガイドライン）」に基づく役割分担は、
そう単純な話ではない。長年、「矛と盾」
に胡坐をかいて思考停止に陥った結果、
実は日米で認識の相違があることが見過
ごされている。
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「弾道ミサイル防衛」とは、どこまで
を含むのか
自衛隊法の第 82条の 3には「弾道ミ
サイル等に対する破壊措置」が定められ
ており、これに基づいて自衛隊は弾道ミ
サイル防衛を実施する。この規定には「防
衛大臣は、弾道ミサイル等が我が国に飛
来する恐れがあり、その落下による我が
国領域における人命又は財産に対する被
害を防止するため必要があると認めると
き」にこれを破壊する措置をとることが
定められている。
他方、2015年 4月に定められた「日
米ガイドライン」では、「自衛隊及び米
軍は、日本に対する弾道ミサイル攻撃に
対処するため、共同作戦を実施する」と
あり、「自衛隊は、日本を防衛するため、
弾道ミサイル防衛作戦を主体的に実施す
る。米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び
補完するための作戦を実施する」と役割
分担が定められている。つまり、日本の
「弾道ミサイル防衛」は自衛隊が主体的
に実施しなければならず、米軍は自衛隊
の作戦を支援し、補完するだけである。
では、この「弾道ミサイル防衛」とは
どこまでの軍事行動を含むのか。
米国は 2017年 12月に公表された米
国国家安全保障戦略で「弾道ミサイル防
衛システム」を定義している。これによ
ると「弾道ミサイル防衛システム」とは、
飛来する弾道ミサイルを迎撃する能力は
勿論のこと「発射前のミサイル脅威を破
壊する能力を含む」とある。（“This sys-
tem will include the ability to defeat 
missile threats prior to launch.”）。この
定義は ICBM（大陸間弾道弾）だけでな
く、勿論、日本に対する弾道ミサイル攻
撃に対する防衛システムも含まれる。

「敵基地反撃能力」は自衛隊の任務で
ある

2018年 5月、自民党の安全保障調査
会で「敵基地反撃能力」の議論が行われ、
自民党は「敵基地反撃能力」保有を政府
に提言した。だが、政府は「矛と盾」を
持ち出して、これを採用していない。こ
の議論においても、「敵基地反撃能力」は、
米国の定義では「弾道ミサイル防衛シス
テム」に含まれる事実に向き合おうとは
しなかった。
日米ガイドラインで決められた役割分
担では、「敵基地反撃能力」、つまり「発
射前にミサイル脅威を破壊する能力」も
含め自衛隊が主体的に実施し、米軍がこ
れを支援、補完することになっている。
本来ならこのガイドラインを策定した
2015年以降、日本は速やかに「敵基地
反撃能力」を含め、弾道ミサイル防衛シ
ステムを整備し、いざ有事の際には主体
的に実施できる能力を保有しておかねば
ならなかったのだ。
これまで日米同盟と言えば「矛と盾」
と、深く考えもせずパブロフの犬のよう
に条件反射的に反応し、国内での徹底し
た議論を避け、対米協議でも深く踏み込
まず、従来の「矛と盾」に逃げ込んで思
考停止してきた。その結果、日米で認識
のずれが生じてきている。代表例として
弾道ミサイル防衛を挙げたが、その他、
「サイバー、宇宙、電磁波」といった新
たな領域についても然りである。紙幅の
関係上、これらについてはここでは述べ
ない。
同盟にとって、こういった認識の違い
は「終わりの始まり」になりかねない。
平時には、認識の食い違いは顕在化しな
いかも知れない。だが、有事の際には、
作戦調整の段階で直ちに問題は顕在化す
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るに違いない。
現在、弾道ミサイル技術の進展により、
変則軌道の新型ミサイルが登場しつつあ
る。これに対しては、現状の弾道ミサイ
ル防衛システムでは迎撃が困難と言われ
ている。この場合、発射準備の段階か、
ブースターが燃焼しているブースト・
フェーズしか対応できない。ブースト・
フェーズで弾道サイルを撃破する能力
は、現在米国でも試験段階であり、実用
化には至っていない。
逆に発射前のミサイルを撃破する長射
程ミサイル等は既に実用化されている。
航空自衛隊も使用目的は異なるが導入す
ることが決まった。要は「発射前ミサイ
ル撃破」を弾道ミサイル防衛システムに
組み込むかどうかの日本の政策判断次第
なのである。
日米同盟と言った途端、「矛と盾」と
条件反射的に思考停止に陥っている時代
ではない。自らできること、やるべきこ
とは日本が主体的に実施しなければなら
ない。現行憲法下でもやらねばならぬこ
とはまだまだある。

今後日本の進むべき道は日米同盟の更
なる強化である
冷戦が終焉した年の 1989年、米国防
省は「ペンタゴン・ペーパー2025」を公
表した。この文書によると、2015年に
は在韓米軍は撤退し、2025年には在日
米軍は撤退すると予測する。その際、日
本が生き延びる道は 3つあると主張す
る。①日米同盟を更に強固なものにする
　②日本が核武装する　③中国の属国に
なる――この 3つである。
当時、この文章を見たとき、荒唐無稽
だと鼻で笑った記憶がある。だが、トラ
ンプ大統領が登場して「米国第一主義」

を唱え、在韓米軍撤退に言及し、日米同
盟の不満を漏らすようになって、あなが
ち荒唐無稽だとも思えなくなった。
米中貿易戦争が現在進行中だが、この
本質は米中の覇権争いである。新しく台
頭した中国が、米国が主導する現在の国
際秩序、つまり「パクス・アメリカーナ」
に挑戦し、中国にとってより好都合の世
界秩序、「パクス・シニカ」に上書きし
ようしている。この動きに対し、そうは
させじと米国がこれを叩き潰そうとして
いる。まさにハーバード大学のアリソン
教授が唱えた「ツキディデスの罠」なの
である。
我々日本にとって、「パクス・アメリ
カーナ」か「パクス・シニカ」か、とい
う選択の余地はない。自由と民主主義、
人道、人権、そして法の支配を重視する
という価値観を同じくする「パクス・ア
メリカーナ」を選択するしか日本の生存
と繁栄の道はない。
だとすれば「ペンタゴン・ペーパー

2025」が言うように「①日米同盟を更に
強固なものにする」か「②核武装する」
しか選択肢はない。「②核武装する」に
ついては、議論することは必要であるが、
原発さえ再稼働できない現在の日本に
あっては非現実的であろう。であれば「①
日米同盟を更に強化する」しか選択肢は
ない。この為のキーワードはこれまで述
べてきたように「双務性」と「自主防衛」
なのである。繰り返すが、日米同盟と自
主防衛は二律背反ではない。

終わりに
同盟は所与の条件でもなければ、相手
が善意で救いの手を差し出すといったも
のでもない。「永遠の敵も永遠の味方も
存在しない。永遠にあるのは国益であり
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これを追求するのが我々の責務である」
とパーマストン卿の箴言にあるように、
二国間の国益に合致するかどうかである。
戦後、冷戦の勃発を受けて米国は対日
方針を変えた。日本を自由陣営にとどめ
るため、言わば手厚い経済支援を実施し、
安全保障も提供してくれた。我が国は「吉
田ドクトリン」の下、安全保障はワシン
トンに丸投げし、金儲けに専念し、一早
く戦後復興を成し遂げた。
「吉田ドクトリン」の成功が大きかっ
た分、日本国民は未だに後遺症から抜け
出せないでいる。つまり安全はタダであ
り、米国が与えてくれるものであり、自
ら努力しなくても得られるという幻想、
甘えから未だに抜け出せない。何より安
全保障に対する当事者意識を失った後遺
症は深刻である。
時代は我々に覚醒を求めている。最も
利己的な関係である国家間にあって甘え
は許されない。中国が急速に台頭し、相
対的に米国の力は低下した。だが、今後
暫くの間は、国際社会の平和と安定のた
めには米国の力は欠かせない。他方、米
国は「もはや世界の警察官ではない」「米
国第一主義」の言葉に代表されるように、
国際的なコミットメントから尻込みする
傾向にある。

日米同盟は引きこもり症候群にかかり
そうな米国を国際社会に引きずり出し、
米国の力を公共財として活用する役目を
担っている。日米同盟と言えば従来、反
射的に「米国に巻き込まれる」との反応
が多かった。だが現代では、如何に「米
国を巻き込むか」が求められている。こ
の為に日本は何を為すべきかを真剣に考
えるべきなのだ。
残念ながら日本の安全保障は日米同盟
なくして成り立たない。現在、幸いにも
日米同盟は歴史上最も成功した同盟と評
価されている。だが、同盟関係は築き上
げるのは難しいが壊すのは早い。今後の
国際環境の動向を洞察しながら、日米同
盟の緊密化を図りつつ、同盟の「公共財」
化に向け、あらゆる努力を傾注していか
ねばならない。繰り返すが、そのキーワー
ドは「双務性」確保、と「自主防衛」努
力なのである。
かつてアマコスト駐日大使は次のよう
に言った。「同盟関係はガーデニングと
同じである。常に手を入れてなければす
ぐに荒廃してしまう」と。けだし名言で
ある。日本はキーワード実現に向け、地
道な「手入れ」を怠りなく実施していか
ねばならない。
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