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海洋警察庁の装備組織上の変化
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結論

序論一問題の所在

近年、海洋警察庁が何とも「慌しい動き」を見せている。装備拡張と組

織改編。さらにその公的理由として、「日本（海上保安庁）への対抗」が挙

げられているのである。具体的に指摘すれば2005年と2006年の事

態が指摘されよう。2005年、日本人を乗せた船舶が竹島への接近を試

みた。2006年、海上保安庁の測量船が竹島近海調査を試みている。こ

れらを契機に、海洋警察庁は竹島警備を名目とした装備拡張、組織改編に

力を入れたのであった。

さて、ここでそろそろ本稿の課題を提示しよう。海洋警察庁の行動－す

なわち装備拡張、組織改編作業－を受けて、筆者は素朴な問いかけを行い

たいのである。彼等は果たして対日抑止だけを念頭に置いて、行動してい

るのだろうか。後述するように、少なくとも彼等の公式見解では、そのよ

うな印象を受ける。しかし筆者はそれに対し、やや懐疑的である。誤解の

無いよう強調しておきたいが、彼等の行動は対日抑止の側面を極めて色濃
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く有している。この点を決して過小評価すべきでない。しかし、それが主

たる行動要因であるとも思えないのである。彼等はむしろ竹島問題を契機

に、国連海洋法条約を批准した頃、あるいは海洋水産部傘下の組織として

生まれ変わった頃－すなわち1996年頃－から長年の目標でありながら

実行が遅れてきた装備拡張、組織改編作業に拍車をかけているのではない

か。そのような視点で彼等の行動を分析した時、海洋警察庁の行動に対し

首尾一貫した説明ができるようになる。一方対日抑止の観点から彼等の行

動を分析した場合、一部説明困難な点が発生するのである。

もう少し具体的に説明しよう。韓国は1996年、国連海洋法条約批准

を通して200海里分の排他的経済水域を主張するようになる。しかしそ

れまで同国のコーストガード（すなわち海洋警察庁）は沿岸警備を主任務

としていたため、広域警備（本土から遠方にある海域の警備活動）を実施

するための装備に難点を有していた。以後、海洋警察庁は広域警備を実施

するため、大型艦艇の整備等を進めるが、それに対し「追い風」となった

のが2005年以後の竹島問題ではないか。あるいは組織改編作業も同様

である。海洋水産部傘下の組織として海洋警察庁が生まれ変わったのが1

996年。そして当時から、「地方海洋警察庁（海上保安庁における「管区」

に相当）」の設立を強く求めていた。これが具体化する上で大きな契機とな

ったのが竹島問題である。すなわち彼等は2005年以後、急に装備拡張、

組織改編を推し進めたのではなく、以前から検討されてきた事項に過ぎな

かった作業の名目を「国連海洋法条約対策」から「竹島警備対策」に変え

ただけではないだろうか。本稿の目的はこの点を証明することにある。

ここでその証明作業のための手続きを指摘しておこう。既述したように

筆者は2005年以後、海洋警察庁が強調している竹島警備対策は対日抑

止だけでは説明困難と考える。この点を説明するため、先ずは第一章で先

行研究の紹介を行いたい。オーソドックスな論文執筆法に従い、本稿の独

自性を明らかにしておく必要がある。かかる作業を終えた後、第二章にお

いてそもそも抑止とは何かを簡単に振り返る事としよう。そして第三章、

第四章において、海洋警察庁の具体的行動を説明する。また第五章では、
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彼等の行動が対日抑止だけでは説明困難である点を論じたい。そして同時

に、1996年以後、彼等が長年検討してきた広域警備のための大型艦艇

購入や組織改編作業の「追い風」として竹島問題を使用している状況を説

明するとしよう。

最後に、本論に入る前に重要な「断り書き」をしておきたい。本稿の議

論はどこまでも筆者個人の見解である。筆者が所属する組織－すなわち海

上保安庁－の見解とは一切関係ない事を強調しておく。それでは以下、議

論に入る事としよう。

一　先行研究の紹介

既述したように、論文執筆にはオーソドックスな手法がある。先ずは先

行研究を紹介し、本稿が研究領域の中で占める位置を明らかにして置くの

である。以下、この手法に則って本稿の独自性を明らかにして置こう。

海洋警察庁に関する研究を便宜上、三つの形態に分類したい。第－に海

洋警察庁の課題を研究対象としたものである（1）。例えばイ＝サンジプ

（01せ召）とペ＝ドンヒョン（嘲舌包）は海洋警察庁を米国沿岸警備隊と

対比しつつ、その課題を論じた。一方ユン＝ジョンフイ（鼻音司）とイ＝

サンジプ（01せ召）は海洋警察庁を米国のみならず、日本、カナダのコー

スト・ガードと比較しつつ、今後検討すべき課題を論じている。一方、チ

ョ＝ホデ（王立瑚）は海洋警察庁が実施している教育・訓練の問題点とそ

の改善方法について明らかにした。またユン＝ジョンフイ（喜子司）、クク

＝スンギ（号音71）、イ＝ウンバン（01♀せ）、イム＝ジェドン（望瑚舌）、

コ＝ソンジョン（五月瑠）は海洋警察庁の人材育成方法を日米両コースト・

ガードのそれと比較することにより分析している。またチェ＝ソンドゥ

（司増子）は海洋警察庁職員が自らの職場の問題点をどのように認識して

いるのかを明らかにした。以上の研究は海洋警察庁をやや批判的に分析し

ており、政策提言を意図したものが多い。

さて、上記とやや異なる色彩を有する研究も取り上げておこう。第二に、
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海洋警察庁の業務そのものを研究対象としたものがある（2）。例えばリュ＝

ジェヒョン（青瑚召）は韓国海軍と海洋警察庁の関係性について議論して

いる。またソ＝マンソク（月中彗）とキム＝イルピョン（召望瑠）は朝鮮

半島黄海沿岸海域における不法漁業取締りの実態を研究した。アン＝ヨン

フア（せ増強）、チェ＝チャンムン（司杏昔）、キム＝ドングン（召古き）

は済州島近海における海難発生原因について調査している。これらは上記

の第一分類と異なり、海洋警察庁の課題を明らかにするとの色彩が薄く、

むしろ業務内容そのものを分析対象とした。

ところで、上記のように「研究」とは言い難いかも知れないが、概説書

の類も存在するので紹介して置きたい（3）。これが第三分類である。イ＝サ

ンジプ（01せ召）、ククニスンギ（号音71）、チェ＝ソンドゥ（司月号）、イ

＝ウンバン（01♀せ）、キム＝ギルス（召妻子）、ユン＝ジョンフイ（宣告司）、

バク＝サンヒ（申せ司）、チェ＝ソクヨン（司彗阜）は共著で海洋警察学に

関する概説書を提示している。

上記のように先行研究を概観した時、本稿が占める位置は説明しやすく

なる。筆者の研究は第二分類、すなわち海洋警察庁の業務そのものに関心

が向いている。決して同庁の課題を論じたわけでもなく、政策提言を志向

しているわけでもない。さらに分析対象は密漁、海難、軍警関係等ではな

く、警備問題である。これら諸点こそ、本稿が研究領域の中で占めている

位置であり、独自性である。

「抑止理論」の知的蓄積

本稿の独自性を明らかにしたところで、議論を本論に移したい。海洋警

察庁が対日抑止を名目に装備拡張、組織改編作業を進めている。筆者はこ

の主張に対し、「実態の一部しか説明できない論理である」と考える。ただ、

疑問を抱く理由を指摘しておかねばなるまい。その為、先ずは本章にて抑

止に関する諸議論を紹介しよう。ただし、ここでバーナード＝プロディ

（BernardBrodie）以後、数多く発表されてきた抑止に関する研究を詳細

に検討するつもりはない。本稿の目的は海洋警察庁理解であって、むしろ
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かかる作業は最低限度のレベルに留めておきたいのである。以下、抑止に

関する議論の一部を概観しておくに留めておこう。

そもそも抑止とは何か。パトリック＝モルガン（PatrickM．Morgan）

の説明によると以下の通りである（4）。集団Aが集団Bに対し、好ましく

ない行動をとって欲しくないとする。かかる目的のため、集団Aが『好ま

しくない行動を取った場合、尋常でない被害を与える』と集団Bを脅すと

する。これにより集団Bが集団Aの好まない行動をとらないようにしむけ

る。この現象を抑止と称する。

ここで読者は落胆されるかも知れない。上記は恐らく抑止に関する「常

識的理解」とあまり変わらないためである。「学術」と大げさに称する程の

事でも無いとの指摘もあるだろう。そのような指摘はある意味当然である。

何故かと言えば、モルガン自身が指摘しているように、抑止という現象は

いかなる社会でも見受けられる極めてありふれたものであるためだ（5）。た

だし、国際政治学で論じられてきた抑止とは、我々の発想と少々異なる点

がある事も事実である。それは後ほど指摘するとして、今は抑止のイメー

ジをつかむ事に専念したい。そして、ジョセフ＝ナイ（JosephS．NyeJn）

がそれに合う例え話をしてくれているのだ。以下、彼が考え出した想像上

の対話である。

「あなたが私を攻撃する場合、私はあなたの攻撃を防ぐことはできない

でしょう。しかしその攻撃を受けた後でも、私はあなたに対し激烈な反撃

をすることが可能です。それはあまりにも強力な反撃となるものであり、

あなたが蒙る損失を考えたら、あなたは最初から私を攻撃する意思を喪失

するでしょう」（6）

イメージを獲得する上で、上記の例え話は分かりやすいものと言えるの

ではないだろうか。それでは、上記の対話を念頭に置きつつ、どのような

条件が存在すれば抑止は成功するのか、検討してみよう。実は、抑止が成

功するためには、敵対者に対し、以下三点を理解させる必要があるとされ
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る（7）。

一、当方は軍事力を発揮できる状況にある。

二、当方は軍事力により、敵対者が耐えられない程の被害を与える事が

できる。

三、敵対者が当方を攻撃した場合、当方は軍事力により反撃する。

以上の議論より、抑止に関する「ある程度」のイメージはつかめたかも

知れない。しかし、それでは「国際政治における抑止」と、「抑止に関する

常識的イメージ」とは何が異なるのだろうか。この点を説明しよう（8）。

既述したように、今まで紹介してきた抑止の「常識的理解」と国際政治

学において発達してきた「抑止理論」には少々異なる点がある。それは刑

事政策と国際政治学の違いとも称し得るかもしれない。

容易に想像できるように、「抑止」に関する研究は国際政治学の専売特許

でない。特定の行動をさせないように、罰をちらつかせる態度はありふれ

た現象であり、刑事政策において多くの研究蓄積を有する。特定の逸脱行

為を抑止するため、罰則規定を準備する態度はまさにありふれた現象と言

って良いだろう。しかし国際政治学における抑止理論は刑事政策と前提が

二点異なるのである。この点を説明しよう。

刑事政策で使用される「抑止」にせよ、国際政治学で使用される「抑止」

にせよ、その根は功利主義に突き当たるとされる。人間は自己の利益、不

利益に敏感であり、かつそれらを計算できるとされた。そうであればこそ、

特定の罪を犯すことによって得られる利益を上回る罰則規定を事前に準備、

公表することにより、人々が逸脱行為（罪とされる行為）をさせないよう

にしたのである。

しかし国際政治は刑事政策と前提条件を共有していない。第一に、国際

社会においては、逸脱行為を取り締まるための共通権威が存在しない。そ

れゆえ逸脱行為抑止のため法整備をしたとしても、万国がその権威を認め

る法執行機関が存在しないのである。第二に、仮に行為主体Aが行為主体
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Bの「逸脱行為」に対し罰則を加えようとした場合、Aが反対にBより報

復（抵抗）される事を想定しておく必要がある。ここで問題となるのはそ

の報復（抵抗）力である。確かに刑事事件でも「警察官に簡単に捕まるわ

けにはいかない」との考えの下、犯人が警察官に抵抗する場合が多々見受

けられる。しかし国家が有する暴力は一個人、一集団が有する報復力と格

段に異なる。その報復力たるや懲罰実施国に対し尋常ならざる被害を与え

ることが可能であり、それ故そもそも懲罰を加える行為主体が現れるか否

か、という問題さえ生じてしまう（一例として、「小国」が「大国」の逸脱

行為に対し、軍事的懲罰を加えるだろうか。仮に加えた場合、「大国」から

報復される可能性を想定しておく必要がある）。そして「逸脱行為をしたと

しても、懲罰する行為主体が現れないかも知れない」との期待が存在する

場合、抑止そのものが機能しない可能性があるのである。

以上の点は、国際政治における「抑止」の歴史を見れば、もう少し分か

りやすくなるかも知れない。ローレンス＝フリードマン（Lawrence

Freedman）によれば、そもそも国際政治の世界で「極めて初歩的な形」

とは言え「抑止」が論じられるようになったのは1920～30年代、具

体的には欧州諸国の空軍戦略においてであったとされる（9）。当時、戦略爆

撃に対する有効な対策は無かったのだが、その被害にあわないためには、

自国もまた戦略爆撃能力を強化し、敵対国を脅迫することが効果的とされ

たのであった。

ただし上記は「極めて初歩的な」抑止に関する議論であり、抑止理論が

決定的に発達するのは戦後である。それは核兵器への対応を検討する中で

議論されたのだった。核兵器を完全に防ぐ手段は当時も現在もない。それ

でいて、一度攻撃を受けた場合、許容不可能な被害を蒙ることとなる。す

なわち、相手国の好ましからざる行動（すなわち、自国への核攻撃）をい

かにして抑止するかが問題となるのだ。相手国の行動を取り締まる共通権

威が存在せず、また特定国家が取り締まった場合、耐え難い報復（抵抗）

が実施される可能性がある。かかる条件下（すなわち国内の犯罪抑止とは

異なる文脈で）戦後、プロディ等により抑止理論の研究が始まったのであ
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る。

それでは、その膨大な抑止理論研究から何が分かったのか。ここでモル

ガンの議論を紹介することとしよう（10）。モルガンによ頼ば抑止理論と称

する研究には大きく分けて六点の特徴があった。第一に「激しい対立を所

与としている点」、第二に「敵対国が合理性を発揮するという仮定」、第三

に「報復力の存在」、第四に「許容不可能な打撃力の前提」、第五に「信用

性問題」、そして第六に「安定性問題」である。第一から第四の特徴は既に

理解できるだろう。敵対国と極めて強い緊張状態にあるからこそ、相手国

の「好ましくない行動」を押さえ込みたいのである。そのためには「報復

力（第二撃能力）」の存在が重要となる。仮に相手国が当方に「先制核攻撃

（第一撃）」をしたとする。しかし当方は温存されている報復力により相手

国に対し耐えがたい被害を与える事を事前に脅迫しておくのである。ここ

で重要な点として、相手国は利益（先制核攻撃実施により得られる利益）

と不利益（自国が蒙る被害）を合理的に計算できるとの前提がある。それ

ゆえ、相手国は先制攻撃する能力を有するものの、それを実施できないと

されるのだ。

さて、むしろ説明が必要なのは第五（信用性問題）、第六（安定性問題）

の特徴であろう。信用性問題とは何か。それは当方の「脅迫」を敵対国が

信用してくれる必然性を問題視するものである。我々は必ず報復する、と

敵対国に事前に発表したとしても、それを敵対国が信用しない場合、抑止

とはならない。当方の「脅迫」が、敵対国より「はったり」と思われた瞬

間、抑止機能は大幅低下するのである（ただし、反対に当方の「はったり」

を敵対国が「脅迫」と本気で受け止める場合もあるだろう）。

これは主に同盟国防衛（特にアメリカによる西欧諸国防衛）の点で論じ

られてきた。すなわち仮に旧東側諸国が西欧を軍事攻撃した場合、アメリ

カは本当にソ連を攻撃するだろうか、との問いである。建前上、アメリカ

はソ連を含め、ワルシャワ条約機構軍を攻撃すると主張するだろう。しか

し攻撃対象地は西欧でありアメリカでない。それでいてアメリカがソ連を

核攻撃した場合、ほぼ間違いなくソ連はアメリカに報復するだろう。アメ
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リカが自国における尋常ならざる被害を甘受してまで同盟国を防衛するだ

ろうか、との問いがあったのだ。かかる状況下、平時にアメリカが西欧防

衛のため東側諸国に対する抑止を論じた所で、「有事の際、本当にアメリカ

は軍事力を行使するだろうか」、「平時における、はったりの可能性は無い

か」と敵対国よりみなさる可能性があったのだ。敵対国に信用してもらう

のも大変な作業なのである。

次に安定性問題を説明しよう。抑止は相手国の報復力を前提とした議論

である。それゆえ、常に相手国の力量を把握し、自国が少しでも有利な状

況を築いておくことが重要となる。指摘するまでもなく、これは軍拡競争

を招来しやすい。抑止を目指すものの、それがむしろより強力な武器を導

入させる契機となり、結果として両国の緊張感がむしろ高まるとの指摘が

あったのだ。確かにこれでは何のための抑止なのか、との批判もでてこよ

う。

さて、以上は抑止理論そのものの特徴を説明したものである。最後に抑

止理論を取り巻く問題を二点指摘しておきたい。第一に「偽の因果関係」

の問題、第二に「抑止概念の普及」の問題である。

実は、そもそも抑止が効いているのか否かを証明することは困難であり、

「偽の因果関係」に騙される可能性があるのだ（抑止理論は因果関係があ

る事を前提に議論が展開されている）。ナイはここでも例え話を出す（11）。

仮にある大学教授が、「自分の講義のおかげで、教室に象が入って来なかっ

た」と論じたとする。事実、教室に象は入って来なかったとしても、それ

は講義のおかげで象が入って来なかったのか、あるいは、そもそも教室に

象が入ってくることは有り得ないのかを検討している（私見ではあるが、

常識的に検討すれば「教授の講義」と「象の入室」の間に因果関係を認め

るのは困難であろう）。

さて上記を敷術して論じたい。「Bの特定の行動が、Aに圧力として働い

たからAは『抑制的』に行動したのか」、それとも「Bの特定の行動に関

係なく、最初からAは『抑制的に』行動するつもりだったのか」、あるい

は「Bの特定の行動とは関係なく、Aは全く別の理由で『抑制的に』行動

－　69　－



70－海洋警察庁の装備拡張と組織改編

したのか」。実は、これらを証明することは容易でない。仮に極めて詳細な

政策決定過程研究を実施できたとしても、一部不明点が生じる可能性さえ

ある。いわんや、表面に現れる外交現象だけを観察して、特定国家がその

ように行動した「本当の理由」を言い当てる事は極めて困難である。抑止

は失敗した時にのみ証明可能であり（敵対国を脅迫したにもかかわらず、

当該国が「好ましくない行動」をした場合、それは抑止失敗であったと言

えよう）、「本当に成功したか」は証明しづらいのだ。

このように問題点を有する「抑止」だが、それゆえその意義が無となる

わけでない（12）。これが第二の「抑止概念の普及」と関わってくる。戦後

アメリカが自らの核戦略を説明する際、抑止概念を多用し、その後、代表

的なアクター（NATO等）もこれに同調した。冷戦期、「抑止」は世界中

の政策立案者の間で議論され、自らの政策の正当性確保として使用されて

きたのである。同概念は言わば、世界中の人々の思考形態に多大なる影響

を与えてしまったのだ。

確かに一部の事例では「特定の行動（物理的強制力の増強等）」が圧力と

して働き、抑止効果を発揮したこともあっただろう。しかし、それが「本

当に抑止効果を発揮した」のか否か、大きな問題ではないのかも知れない。

あくまで「抑止効果を発拝したように見えた」事例が人々の記憶に刻み込

まれているのである。それが冷戦期に拡散、強化されてきた。人類は抑止

効果に期待し各種行動を取ってきたのである。

さて、ここで疑問を感じる読者もいるだろう。海洋警察庁の行動を理解

する時、核戦略の抑止理論を持ち出すのは、「あまりにも大げさ」ではない

か。確かに、彼等の特定行動と核戦略の抑止理論には帝離がある。それは

当然である。しかし、筆者は具体的な核戦略を問題にしているのではない。

冷戦の最中、アメリカ政府が検討してきた核戦略（具体的には大量報復戦

略や柔軟反応戦略等）を論じているのではないのである。あくまで国際舞

台において「抑止」概念がいかに発展してきたかを検討したのであり、そ

こから重要な示唆が得られると考える。敵対国の特定行動を脅しによって

防ぐとの発想。敵対国が当方の脅しを真剣に受け止めない場合、抑止効果
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が発揮されづらいとの考え。そして何よりも、抑止は因果関係が曖昧であ

るにもかかわらず、国際社会においては思考の枠組として大きな存在感を

発揮している点、等々。核戦略によって大いに発展した抑止理論ではある

が、それは国家の対外活動を理解する上でも、大いに示唆を与えてくれる

のである。

三　海洋警察庁と竹島マニュアル

第二章では抑止に関する知的蓄積を簡単に振り返った。それでは以下で

海洋警察庁の具体的行動を見てみよう。

海洋警察庁は2005年以後、竹島対策を本格化させている。それ以前

は、竹島問題は（少なくとも公的には）決して優先順位が高い問題でなか

ったようである。2004年版『海洋警察白書』第二章第一節で「海洋主

権守護のための警備活動」が説明されている（13）。しかし、その中で竹島

問題に対する記述量は3段落（13行）しかなく、政策優先順位も決して

高いとは言えない。むしろこの段階では「排他的経済水域における不法操

業外国漁船の取り締まり」や「南北朝鮮間に横たわる北方限界線近辺の漁

船保護」などが竹島問題より先に議論されている位だ。

ただ誤解が無い様に、指摘しておきたい。彼らが竹島問題に対し無関心

であったわけでない点だ。一一例として2004年5月の件を挙げておこう。

同年5月10日、海洋警察庁長が極めて抽象的な指示を出している（14）。

指示内容を直訳すると「日本右翼団体独島接近関連、日本側協助背景把握」

とある（なお、「独島」とは竹島の韓国語名称）。

あまりにも抽象的すぎて、この一文から具体的指示内容を解釈すること

は困難である。「竹島接近を試みている右翼団体に関し、日本政府が右翼団

体と協力している実態を把握せよ」という指示なのか。あるいは「日本国

内における右翼団体間の協力関係を把握せよ」という指示なのか。もしか

したら、それ以外かも知れない。いずれにせよ同年5月17日、海洋警察

庁国際課が庁長の指示を受けて「資料報告」を行っている。ただ、当段階

において海洋警察庁の竹島対策は後述する本格的対応という水準には達し
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ていない。事態は翌年、動き出すのである。

さて、それでは2005年に何が生じたのか（15）。確かに2005年3

月16日、島根県議会が「竹島の日」を制定している。考だ海洋警察庁と

して、より具体的衝撃だったのは同年5月5日の事態だったようだ。同日、

日本の団体が竹島上陸を試みたのである。この現象を踏まえて5月17日、

竹島近海における「偶発事態」に備え韓国は「軍警合同現場対応模擬訓練」

を行っている。その際、海洋警察庁からは艦艇6隻、ヘリ・コブター4機、

特殊部隊22名、RIB（高速ボートのこと－筆者註）9隻が出動し、海軍

からは艦艇1隻、哨戒機1隻、そして独島警備隊からは12名の隊員が参

加した。

同年10月7日、海洋警察庁は第256回国会・農林海洋水産委員会に

『主要業務報告』を提出している（16）。その際、海洋警察庁は外国人によ

る竹島への上陸に備えて「三段階対応体制」を構築したと論じた。なお、

三段階とは「探索」一→「遮断・阻止」→「舎捕」を指す。これらを踏まえ

て翌月11月には「独島偶発事態危機対応マニュアル」が作成されたのだ

った。

ここで重要な点は最終目標を「舎捕」としている点にある。国際法上、

公船（当然ながら、海上保安庁の船舶はこれに含まれる）を舎捕する事は

できないとされている。海洋警察庁は当段階において、民間人の竹島上陸

を想定していたようだ。事実、2005年8月に出された『海洋警察白書』

でも竹島問題に関しては、日本の団体による竹島上陸企図を写真入りで説

明しており、同船舶は「日本の海上保安庁の懐柔」により本国に引き返し

た旨、論じられている（17）。海洋警察庁として対応すべきは「民間団体」

であり「日本政府」ではない。

なお、かかる事態が生じても、『海洋警察白書（2005年）』の竹島関

連記述に大きな動きは無い。竹島に関する説明は第二章第三節にあり、決

して大きな扱いではない。むしろ同章第二節で不法操業問題を竹島問題に

先んじて論じている程である。この図式が崩れたのが2006年の事態で

あった。

－　72　－



海保大研究報告　第53巻　第2号－73

2006年4月、公船たる海上保安庁所属の船舶が竹島近海調査の実施

を試みた。これに対し海洋警察庁は「独島偶発事態危機対応マニュアル」

で応じる。事実、彼らは7箇所の海洋警察署（海上保安庁の「海上保安部」

に相当）から艦艇18隻、航空機5機、高速ボート10隻、特殊部隊員1

4名を派遣している（18）。結局事態は日韓間で外交決着したわけだが、彼

らは反省材料を抽出した。それは民間人相手ならば舎揃も可能だが、公船

が相手の場合、積極的対応が出来ない点にある。

確かに当時、海洋警察庁の情報媒体である『e－Focus』（海上保安庁にお

ける『海上保安新聞』に比類）では「勇ましい見解」も述べられている。

ある大学教授（イ＝ジャンヒ／01有司／韓国外国語大学校副総長。国際法

で博士学位取得）の個人的見解としつつも、「領土主権は国際法規範に優先」

とまくし立てたのであった。以下、参考までにその主張の一部を紹介して

おくが、当該学説を海洋警察庁が正式に採用したか否か、不明である。

「国連海洋法第246条第2項によれば、EEZ内の海洋科学調査は沿岸

国の同意を受けなくてはならず、韓国国内法も同一の趣旨を規定している。

ただ、沿岸国は第三国が平和目的や人類利益のため、海洋環境に対する科

学調査を目的にする探査には同意するようになっている。ところで、この

度の日本の無断海洋探査の目的は純粋な海洋科学調査というよりは、韓国

の竹島領有権を毀損しようとする目的が明白な場合であり、沿岸国である

我々が同意する事はない。

特に海洋法第246条第8項は、海洋科学調査活動も沿岸国の主権的権

利や管轄権行使であり、沿岸国の活動を不当に妨害できないと規定してい

る。そうであれば、日本の無断探査船に対する退去や撤回要求は、韓国政

府が竹島領土主権を守るための、沿岸国の正当な主権的権利であると同時

に管轄権行使だ。

一説には無断探査船舶が海上保安庁所属の船舶であり、私船ではなく公

船であるため軍艦に準じる特権を持つため、捜索、舎捕が難しいと言う。

しかし一般的に領土主権はその他の国際法的規範に優先する。従って、韓
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国の海洋警察は国際法と国内法に従い、無断探査船を捜索し、舎捕できる

と見ている」（19）

さて問題は「公船対策」だけでない。実際に「有事」に直面した際、想

定していなかった問題が生じたのである。地方本部（海上保安庁の「管区

海上保安本部」に相当していた組織。海洋警察庁は当時、韓国周辺海域を

4つのブロックに分け、各海域を担当する地方本部を設置していた）と海

洋警察署の間の指揮体系の問題が露呈してしまったのである。

地方本部長は本部所在地の海洋警察署長が兼任していた。これは「管区

海上保安本部長」を「海上保安部長」が兼任するようなものである。一例

として「第六管区（瀬戸内海の大部分を担当）」全体で対応すべき大型事案

に対し、六管区内の一海上保安部の部長が対応せざるを得ない状況をイメ

ージされたい。大型事案であれば他の海上保安部からの応援も必要となる。

しかし、自らとほぼ同等の階級を有する他の保安部長にどれほど円滑に指

示を出せるか等、いくらでも問題は出てくるだろう。結果として海洋警察

庁は大型事案が発生する度に本庁から警備救難局長を派遣し、陣頭指揮さ

せていたのである（20）。

以上のように「公船対策」、「指揮命令系統対策」の諸問題を受けて韓国

政府は続けざまに指示を出す。先ず「公船対策」を説明しよう（21）。5月

22日（一部資料では23日と説明）、海洋警察庁長は日韓紛争に対応する

法律を検討するよう命令を出した。これを受けて6月23日、海洋警察庁・

国際危機担当官は「韓国の排他的経済水域に侵入した日本の公船が、韓国

の持続的な警告、退去要求に応じない最悪のシナリオを仮定した法律を検

討する必要がある」との見解を表明している。そして6月30日、海洋警

察庁は国家安全保障会議、外交通商部、国防部等と会議を開催し、現行の

「竹島マニュアル」には修正が必要であると論じた。これら動きを受けて

9月21日、現行の竹島対応マニュアルが改定され「非軍事的海上紛争マ

ニュアル」が樹立されたのである（なお、一部資料では11月に完成した

との記述もある）。ただ、同マニュアルの内容は非公開指定されており、彼
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らが公船対策としていかなる結論を提示したのかは不明となる。

さて、「指揮命令系統対策」に関する説明も付け加えておこう（22）。6

月8日、大統領は地方本部の指揮体系強化を指示する。6月21日には海

洋警察庁の組織改編が公的に主張され、現状の4個「地方本部」を「地方

海洋警察庁」に拡大改編する要求がなされた。その公的理由は「竹島問題

対応過程で、地方本部の指揮体系強化の必要性が台頭したため」とされて

いる。6月22日から7月13日、同問題は行政自治部で検討され、結局

「4個地方本部」は「3個地方海洋警察庁」に改編されることとなった。

目玉の一つとして、地方海洋警察庁長の地位が挙げられる。地方本部長は

「総警クラス」の人材が宛がわれていたが、地方海洋警察庁長は「警務官

クラス」の人材である。階級が一段階あがったのだ（23）。海洋警察署長は

総警クラスのままであるから、本庁から警備救難局長を呼ばずとも指揮が

出来るようになるかも知れない。いずれにせよ、かかる作業を通して12

月1日および4日、東海地方海洋警察庁、西海地方海洋警察庁、南海地方

海洋警察庁が開庁する事となった。

歴史的経緯を検討するに、既存の「独島偶発事態危機対応マニュアル（2

005年11月制定）は「民間団体の竹島上陸対策」を想定していたのに

対し、新しく出来た「非軍事的海上紛争マニュアル」（2006年9月ない

し11月制定）は「公船（海上保安庁船舶）への対応」を想定しているも

のと思われる。すなわち、対処すべき相手が「民間人」から「日本政府」

になったのだ。なお、2006年版『海洋警察白書』は同年8月に出版さ

れている為か（すなわち非軍事的海上紛争マニュアル成立前）、竹島関連記

述に大きな変化が無い。しかし、2007年版『海洋警察白書』では第二

章「海洋主権守護および安保活動強化」の第一節で竹島が論じられるよう

になってしまった。

韓国政府は（具体的決定事項は公表していないものの）マニュアルを作

成し、海洋警察庁と軍を含めた形で合同訓練を実施している（24）。例えば

『主要業務現況報告』によると、「日本の不法海洋調査が再会される時、政

府方針により断固として対応」し、さらに「我が海洋調査船に対する日本
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の巡視船の妨害行為を強力に速断。日本の巡視船が出現した時、護衛艦隊、

航空機を動員することにより、我が海洋調査船の調査業務を支援し、安全

に護送」するとある。

また2007年2月13日に発表された『業務報告』によると「周辺国

家別に、特性に合う紛争可能性別の法的対応措置を検討」と指摘しつつ「対

日本対応戦略」として「日本海上で日本が独自の海洋調査を実施した時に

韓国側がいかに対応するかを講究」し、「境界未画定の共有大陸棚内におけ

る資源開発に関連する国際法理論、先例を研究」するとある（25）。いずれ

にせよ、海洋警察庁は海上保安庁の船舶への対策を積極的に検討している

ようだ。

四　日本政府に対する抑止努力

彼らは具体的にいかなる竹島警備対策を立てているのだろうか。容易に

想像できる事だが、彼らの情報公開基準においてそれは非公開指定とされ

ている。ただ大枠は彼ら自身も発表しているので、それを検討してみよう。

諸々の対策が論じられているものの、特に「大型艦艇の確保」、と「三線警

備体系（体制）」などが目玉として挙げられている。一つずつ見てみていき

たい。

大型艦艇の確保として、海洋警察庁は日本（海上保安庁）を強く意識し

ている（26）。そもそも2’006年6月8日、大統領は青瓦台（大統領府）

において、2010年までに、「任務交代を保障できる艦艇隻数を確保し、

速度と武装は適切な状況対処が可能な水準に強化せよ」との命令を出して

いる。実は、元々彼らは2010年まで大型艦艇を30隻保有する建造計

画を有していた。この大統領命令により2010年まで大型艦艇を33隻

保有することが決まる。なお増加した三隻は3000トン級2隻と訓練艦

1隻である。

海洋警察庁内では、いよいよ海上保安庁との装備比較に関心を抱く雰囲

気が強まったのだろうか、『e－Focus』は日韓コースト・ガード・装備比較

を論じている（27）。これによると、海洋警察庁が保有する1000トン級
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以上の巡視船隻数は海上保安庁の38％水準に過ぎず、航空勢力も日本の

19％水準だと論じているのだ。さらに、2007年には海洋警察庁自身、

公的報告書の中で、「最近、日本は中型・大型の巡視船を高速、重武装させ、

それを朝鮮半島周辺海域に前進配置している」との認識を示した（28）。そ

の上で、「竹島・離於島およびEEZなど主権海域において、隣国と海洋管

轄権に関する非軍事的・低強度紛争が発生した時、それを抑制できる海洋

警察戦力の増強が最近、必要となった」と言うのだ。さらに彼らは

（『e－Focus』が行った非公式見解というレベルを通り越し）公的分析とし

て日韓コースト・ガード装備比較も展開する。彼らの分析によると海洋警

察庁の1000～2000トンクラスの巡視船の速力は20～22ノット

であるのに対し、海上保安庁のそれは30～35ノットだと言う。また3

000トンクラスのそれは海洋警察庁が27ノットであるのに対し、海上

保安庁は35ノットだそうだ。また艦艇隻数の比較では韓国が大型22隻、

中型39隻（合計61隻）であるのに対し、日本は大型52隻、中型67

隻（合計119隻）となる。また武装を比較した場合、韓国は20ミリバ

ルカン砲が1門しか無いのに対し、日本は40（あるいは35）ミリバル

カン砲を1門、そして20ミリ機関砲をも1門備えていると論じた。その

上で「韓国・中国・日本間において鋭い葛藤が憂慮される海域に先端艦艇

を追加配置する必要がある」のであり「周辺国と海上紛争が発生した時、

海洋警察力で最小限の緊急・初動対応ができる適正な勢力の確保が急がれ

る」としたのだった。

さて次に「三線警備体系（体制）」に説明を移そう（29）。彼らは日常的

には最低限、竹島近海警備に1隻、鬱陵島一竹島間の旅客船警備のために

1隻を配置している。しかし竹島警備に緊張が走ったと判断された場合、

異なるシフトをとる事となっている。先ず日韓間で3つの防御ラインを敷

くらしい。すなわち「韓国政府が想定している」EEZの線を「一線」、接

続水域を「二線」、そして領海を「三線」とし、その上で「一線」・「二線」

には中型・大型巡視船およびヘリコプターを、そして「三線」には中型・

大型巡視船、ヘリコプター、そして高速ボートをそれぞれ配置するように
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しているのだ。なお、鳥取県境港付近から点線（矢印）が引かれているが、

日本船舶はそこから出港するものと想定しているようである。

（三線警備体系。海洋警察庁、『2007年度主要業務計画』、26頁）

この配置で念頭に置かれている点が二点ある。第一に「竹島海域に対す

る早期警報、遮断体制の強化により緊張要因を事前に解消する」点、第二

に「（日本船舶の－引用者註）予想浸透路および警戒水域の最も外側まで警

備艦、航空機による哨戒探索活動を強化する」点だ（30）。ただ「最も外側」

で対応する考えを持ちつつも、あくまで3つの防御線を引き、警備を検討

しているようである。

五　竹島マニュアル作成までの前史

今まで「抑止」に関する知的蓄積を概観し、海洋警察庁の具体的行動を

紹介した。それでは、海洋警察庁の行動様式は「抑止」の論理によってど

こまで説明可能なのだろうか。確かに「ある程度」は可能である（逆に、

一部説明困難、とも言いうる）。先ずはモルガンが提示した抑止理論の6つ

の特徴を再確認しておこう。

一、「激しい対立を所与としている点」

二、「敵対国が合理性を発揮するという仮定」
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三、「報復力の存在」

四、「許容不可能な打撃力の前提」

五、「信用性問題」

六、「安定性問題」

海洋警察庁の公式文書から、韓国は日本と極めて激しい海洋権益争いを

していると想定している。少なくとも彼等は公的見解としてそのような判

断をしていることに注目したい。また、物理的強制力の前で日本政府も抑

制的行動をすると期待している点を見れば、「敵対国が合理性を発揮すると

いう仮定」をも受け入れているようである。また何より海上保安庁の巡視

船に対抗して、海洋警察庁もまた重武装、高速化した巡視船の導入を図る

点を勘案するに、「報復力の存在」をも検討しているようだ。

ただ一方で説明困難な箇所もある。先ず海洋警察庁自身、「安定性問題」

をどこまで検討しているのか不明である。少なくとも、海洋警察庁の白書

などでは、積極的に検討しているような跡が見られない。「自らの装備増強

が海上保安庁の装備増強に繋がらないための具体的方法」等を積極的に論

じていないのである。

しかし、それ以上に検討すべきは、「許容不可能な打撃力」、「信用性問題」

である。2006年の竹島近海調査事案が終蔦を迎えた後、慮武鉱大統領

の指示に基づいて戦力増強を実施した。それが本文で指摘した大型巡視船

の3隻追加発注に繋がる。しかし、これは決して「許容不可能な打撃力」

とは言えない。

ただし何より根本的な問題がある。それが「信用性問題」だ。彼等はそ

もそも日本国政府所有の海上保安庁船舶に対し武器を使用する事を決断し

ているのだろうか、あるいは何かしらの強制力を行使するのだろうか、と

の問いだ。

視点を変えて説明したい。1999年3月23日～24日、海上保安庁

は石川県能登半島沖で不審船を追尾するものの、捕獲に失敗した。その反

省として同庁はRFS20ミリ機関砲を開発し、一部の巡視船に搭載したの

である。2001年12月22日、九州南西海域で再び海上保安庁は不審

－　79　－



80－海洋警察庁の装備拡張と組織改編

船（後に「工作船」と呼称変更）を追尾し、その際、RFS20ミリ機関砲

を搭載した巡視船が実際に同砲を使用している。海上保安庁は実際に武器

を開発、装備し、そして使用した。それ故、同庁の警告は「はったり」で

ない事を確認できる。海上保安庁のRFS20ミリ機関砲は不審船に向けら

れているわけだが、一方で海洋警察庁の搭載武器は名目上、海上保安庁船

舶に向けられている事となっている。しかし海洋警察庁は海上保安庁に対

し本当に武器使用をする意思があるのだろうか。当然ながら、この点を海

洋警察庁は公的な場で明確にしていない（そして仮に明らかにした場合、

日韓関係の根底を崩す恐れがある）。

一さて、以上のように海洋警察庁の行動は「抑止」のみで説明する事は困

難であるように思われる。筆者はむしろ彼等の対応は「予算獲得の手法」、

「組織改編のための手法」という観点からこそ、より首尾一貫した説明が

可能であると捉える。

ここで竹島マニュアル作成の前史を論じておきたい。第四章において、

海洋警察庁が「対日抑止」の目玉として「大型艦艇の建造（すなわち広域

警備重視路線。沿岸警備重視であれば大型艦艇の増強は不自然）」、「竹島マ

ニュアルの存在」、「地方海洋警察庁の設立」等、議論した点を再確認した

い。しかし海洋警察庁は2005年以後の事態ゆえに広域警備に乗り出し

たわけでもなく、また地方海洋警察庁の設立を図ったわけでもないのであ

る。

事実関係を確認したい。海洋警察庁自身、2005年以前から広域警備

に関心を抱いていた。2004年版『海洋警察白書』でも広域警備の重要

性を論じている。そしてそこで論じられているように、彼らが広域警備に

関心を抱いた最大の契機は何より国連海洋法条約の存在である。これによ

り200海里の排他的経済水域が認められることとなり、結果として遠海

における警備が課題となったのだ。事実彼らは同白書で「海洋警察庁は現

在保有中である警備勢力によって、拡張された管轄海域を専門的に担当す

るのは困難である。しかし、『21世紀の新海洋主権確保』を最優先の政策

目標に掲げて、領海線警備からEEZ警備体制に転換し、海上警備任務を
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遂行している」（31）と論じている。最後の文章にあるように、あくまで「領

海線警備からEEZ警備」への転換が存在したのだ。そうであればこそ、

大型艦艇が必要となるのである。

さて、それでは彼等にとり竹島問題は、どれほど「切迫した問題」だっ

たのだろうか。国連海洋法条約に韓国が調印した翌年、非常に象徴的なや

り取りが国会でなされている。1997年10月8日、海洋警察庁に対す

る国政監査がなされているのだが、そこで以下の対話が交わされた（32）。

曹聖淋・海洋警察庁長

「先ず、竹島警備を簡単に申し上げれば、竹島自体の警備は慶北警察庁

傘下の警備隊が担っております。そして周辺を取り囲んでいる我々の領海

や公海近隣の海域を私ども海洋警察庁と海軍が合同で防御しております。

従って、象徴的に、一般警察所属の独島警備隊が（島の防御を－筆者註）

担っております。日本の極右団体や民間団体が非組織的に、非正規的に上

陸し、侵犯する等の万一の場合は、独島警備隊と海洋警察庁の艦艇で充分

に防御できると判断しております。ただし武力による正規的侵犯（日本政

府による武力行使の事か？一筆者註）の憂慮がある時は、統合防衛作戦に

よる、1線、2線、3線防衛概念があります。その時は軍警合同で対処す

る準備が全て出来ております」

芦漢道・委員

「日本は時々、そのような（竹島に対する正規的侵犯、すなわち公的意

思としての武力行使をする一筆者註）事例がありますか？」

曹聖淋・海洋警察庁長

「最近、全く事例が無いのですが、竹島に近い公海上に日本の海上保安

庁の巡視船、大型艦艇が常時配置されております。私どもは日本海におい

てそれに対置し、継続監視中です」
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ダ漢道・委員

「現在は、大きな問題は無いでしょう？」

曹聖淋・海洋警察庁長

「大きい問題は無いと判断されます」

海洋警察庁長の指摘にあるように、竹島警備とは民間団体の上陸対策と

して存在したとしても、海上保安庁（公船）対策としてはさほど懸案され

ていなかったのだ。ただ少なくとも日本政府による「正規的な侵犯」に対

しては「1線、2線、3線」の防御概念で対処しようとしていたらしい（「三

線警備体系」を想起させる説明だが、両者が同じものか否か、不明である）。

さて、ここでもう一点、事例を紹介しよう。以下も同日なされた国政監

査に合わせて海洋警察庁が提示した説明である。

「排他的経済水域までの管轄海域を現保有装備で担当するには、問題が

多い。今より少なくとも大型艦艇20隻、航空機26機（ヘリコプター1

5、固定翼1、水陸両用機5）が必要となる。従って、長期計画を樹立し、

確保目標として（掲げつつ－筆者註）推進中である。（中略）しかし現実的

には、予算確保の上で難点が多いのが実情である」（33）

海洋警察庁は元々200海里を担当するだけの装備を有さなかった。1

996年に国連海洋法条約を調印し、200海里宣布に合わせて急遽、体

制整備を進めたのである。事実200海里宣布に合わせて、大型艦艇を大

量に導入している。それまでの沿岸警備から広域警備に乗り出したのだっ

た。ただし、その為の予算確保の見通しが立たなかったのである。しかし、

竹島警備が海洋警察庁の主要懸案となった時、これら諸問題は大幅に緩和

されたと見て良いだろう（すなわち、竹島警備のためであれば大統領から

直接指示をも得られる状況となった）。

また地方海洋警察庁設立の問題も指摘しおこう。地方海洋警察庁設立の
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機運は2006年に急速浮上したものでない。実は極めて早い段階から海

洋警察庁は、特定海域を担当する「管区」のようなものを望んでいた。1

996年10月7日になされた国政監査で海洋警察庁は以下のような説明

を行っている。

「海洋警察の管轄は全国海域に及んでおるのは勿論、政府の排他的経済

水域宣布により、領海を含む200海里経済水域内での国益を守護するた

め、海上警察業務を遂行しておりますが、各海域別の業務対象に多くの差

があり、（中略）海域別の業務対象の特性が相違し、圏域別の特性を勘案し

た現場行政中心の監督および共助体制を強化するため、東海、西海、南海

地方海洋警察庁の三箇所の新設を推進中である」（34）

1996年と言えば、海洋警察庁が内務省警察庁傘下の組織から、海洋

水産部傘下の組織になった年である。その時点で既に地方海洋警察庁創設

を公的に論じていたのである。2006年（地方海洋警察庁程には権限を

有さない）地方本部が創設されたのだが、それも年内に地方海洋警察庁に

格上げされた。そのための契機が竹島問題であったのだ。

ここで本稿が掲げた問題意識を再確認したい。海洋警察庁は対日抑止だ

けを念頭に置いて、大型艦艇の整備、組織改編作業等を行っているのだろ

うか。確かにそのような側面を色濃く有している。しかしそれが唯一の行

動要因でも無いようだ。むしろ彼等は竹島問題を追い風として利用しつつ、

長年の懸案に対応しているのである。

結論

海洋警察庁の行動は、対日抑止という側面からだと一貫した説明が困難

である。一方、広域警備のための大型艦艇獲得の欲求、組織改編の欲求と

いう側面から同庁を分析した時、より一貫した説明ができるのではないか。

これが本稿における根本的主張である。この点をもう少し具体的に確認し

ておこう。
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2005年以後、海洋警察庁は装備拡張、組織改編作業で慌しい動きを

見せている。これは事実である。大型艦艇を既存の計画より3隻多く建造

することとなり、搭載武器の性能も上げて来た。また既存の地方本部を地

方海洋警察庁に改編し、指揮命令系統の強化に動き出している。いずれも

竹島警備を主眼に置いたものだ。また「三線警備体系」の存在も無視でき

まい。彼等は三つの防御線を竹島近海に引くことにより、日本からの船舶

を食い止めると公的に発表している。

さて、これらは一見すると対日抑止活動のように見える。そしてその側

面を極めて濃厚に有していることを軽視してはならない。この点は、いく

ら強調したとしてもし過ぎることは無い。その点を踏まえた上で、あえて

抑止理論の知的蓄積と対比しつつ、海洋警察庁の動向を分析してみた。そ

の時、彼等の行動が「抑止」だけでは一部説明困難であることが分かる。

彼等は「信用性問題」、「許容不可能な打撃力」、「安定性問題」等の点で、

部分的に説明困難な行動をとっているのだ。

それでは首尾一貫した説明のために、いかなる視点が要求されるのだろ

うか。筆者はむしろ、彼らが1996年以後、内部で検討を繰り返してき

た事項に着目すべきであると考える。海洋警察庁は「国連海洋法条約批准」、

「海洋水産部傘下への移管」等の時期から公的な場で広域警備や組織改編

作業の重要性を論じてきた。2005年以後の事態は、かかる主張に追い

風を送る結果となったのである。
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