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日本の安全保障とパキスタンの政情の関係

原理

パキスタンの政情が不安定化している。もしパキスタンにアフガニスタンのタリバンのようなイス

ラム教原理主義的な政権が誕生すると、日本にとって第 2次世界大戦以降最大の危機的状況が生まれ

る可能性がある。本論文では、その理由の分析と日本の対応策を考察する。

パキスタンは日本から約6000km離れた場所にあり、歴史的にも文化的にも経済的にも日本と大きな

関係があるわけではない。しかし、パキスタンにイスラム教原理主義的政権が生まれると、日本と米

国が北朝鮮の核兵器から受ける脅威に事離が生じ、日本に対する北朝鮮の核兵器による脅威に対して

米国の核抑止力は効果を失ってしまうのである。これは、日本にとって第 2次世界大戦以降最大の危

機を意味する。

なぜ、パキスタンにイスラム教原理主義的政権が誕生すると、日米の国防に関する国益に軍離が生

じるのか。日本にとっても米国にとっても北朝鮮が核兵器を保有するのは望ましいことではない。し

かし、米国が恐れているのは北朝鮮の核兵器が直接米国に脅威を与えることよりも、核兵器あるいは

単なる核爆弾がテロリストの手に渡ることである。米国は強力な核抑止力を保持しており、いかなる

国であろうと米国に核攻撃を加えた場合には、その国は徹底的に破壊されることになる。だからこそ、

冷戦時のソ連でさえ、米国に核攻撃を加えることはできなかったのである。ところが、 9. 11同時多

発テロ以降、米国に対する脅威に大きな変化が生まれた。オサマ・ピン・ラディン等のイスラム教原

理主義を信奉するテロリストは国を持たないにも関わらず、ある程度の資金を有し、賛同者が世界中

に存在し、特に厳格な組織やネットワークや指揮命令系統があるわけでもないのに、強力な実行力を

持っている。そして西欧、特に米国に激しい敵意を抱き、自分自身の命を犠牲にしてでも米国等を攻

撃することに価値を見出しているのであるに一方、米国は核兵器による報復を抑止の基盤にしている

ので、国を持たないテロリストに対しては抑止力を有さないのである。もしこれらのテロリストが核

兵器を手に入れた場合、米国は彼らを抑止するのではなく防衛によって国民の命と財産を守らなけれ

ばならなくなるのである。

米国にとっての抑止と防衛の違いは、抑止は敵に対し、もし米国を攻撃したらその数倍の報復攻撃

をかけるという脅しによって敵が米国に攻撃をかけることを思いとどまらせるというものである。防

衛は敵が米国に攻撃を加えてくるのに対し、軍事力を持って米国を守ることである。例えば、米国の

ICBM (大陸間弾道弾)は米国を防衛することはできないが、敵に壊滅的なダメージを与えることが

できる抑止兵器である。これに対しMD(敵の核ミサイルを空中で撃ち落すミサイノレ)は防衛用兵器

である。核ミサイノレにしろ手荷物に入れた核爆弾にせよ、防衛用兵器や手段によって米国を守るのは

技術的に非常に困難である。しかし、報復のターゲットになる「国」がなければ抑止は成り立たない。

そこで、米国は核兵器がテロリストの手に渡らないようにすることによって自国の安全を保障しよう

としているのである。

パキスタンは核兵器の保有国である。もし、パキスタン政府がイスラム教原理主義者の手に落ちた

場合、パキスタンの核兵器はテロリストの手に入ったも同然の状態になる。これはパキスタンが直接

米国に核攻撃を加えるということではない。ある日突然パキスタン政府が「いくつかの核兵器が盗難

の被害に会いましたJと発表するだけで、米国・米国の海外の施設・米国の同盟国は、いつどのよう
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な核攻撃を受けるのか分からなくなってしまうことを意味する。仮にパキスタンに責任を取らせよう

としたとしても、既に核兵器がテロリストの手に渡ってしまっているのであれば、パキスタンの政府

を転覆させるとか、パキスタンに懲罰的な核攻撃を加えるなどと脅しても、テロリストに攻撃を思い

とどまらせることは出来ない。

パキスタンにイスラム教原理主義者の政権が樹立された場合、米国は北朝鮮に核兵器を放棄させる

理由を失う。北朝鮮の核兵器がテロリストの手に渡るのを防ぐ理由がなくなってしまうからである。

勿論、北朝鮮が核武装したり、核兵器をテロリストに売ったりするのは問題であるが、イスラム教原

理主義者たちがパキスタンの政権を握った場合、パキスタンの核兵器がテロリストの手に渡るのを防

ぐのはほぼ不可能になる。そして北朝鮮がテロリストに核兵器を売る可能性は非常に小さくなる。北

朝鮮が核兵器を売るのであれば、その値段は製造コストおよび輸出に伴うリスクにみあった値段とい

うことになる。リスクとは、北朝鮮が核兵器をテロリストに販売しているという事実を米国が知った

場合のリスクのことであり、非常に大きなリスクであり、そうであれば核兵器の値段は巨額なものと

なる。イスラム教原理主義者の政府はビジネスとしてテロリストに核兵器を販売するのではなく、同

じ価値観を持っているという理由で渡すのであるから、北朝鮮の核兵器の値段とは比較にならないほ

ど廉価(あるいは無料)であるということになる。そうであれば北朝鮮は核兵器をテロリストに販売

し、利益を得るということは恐らく不可能であり、北朝鮮が核兵器をテロリストに売る可能性は小さ

いということになる。もし、北朝鮮が世界で唯一核兵器を販売している国であれば、核兵器の値段は

北朝鮮が決めることができるのであり、そうであれば製造コストおよびその他の費用を加算し、北朝

鮮にとって大きな利益を生み出すことも理論上は可能である。しかし、パキスタンにイスラム教原理

主義的政権が誕生した場合、そのビジネスは崩壊するのである。つまり、米国にとって、北朝鮮の核

兵器開発を阻止することと、自国の安全とは直接の関係はなくなってしまうのである。

ところが日本の安全にとってはテロリストの手中にある核兵器より金正日の手中にある核兵器の方

がはるかに危険である。テロリストが日本をターゲットにする可能性がない訳ではない。しかし、日

本に対しイスラム教原理主義者が激しい敵意を持っているという情報は今のところはない。日本はキ

リスト教国でもなく、イスラエルを強く支援しているわけでもなく、中東諸国を植民地支配した過去

もない。これに対し、北朝鮮は現在の日本にとって最大の脅威である。北朝鮮の経済はほぼ崩壊状態

にあり、中国や韓国からの援助で、やっと生き延びている状態である。経済の改革・開放を行なえば、

経済を発展させる可能性はあるのであろうが、北朝鮮が経済の改革・開放に真剣に取り組んでいる兆

候はない。北朝鮮が経済改革に取り組んでいると分析する専門家もいるが、実際には配給能力の崩壊

等に基づく異変とか、韓国との関係における化粧的行為である可能性が大きい。世界各国の経済の自

由度を研究しているヘリテージ財団によると、北朝鮮の経済体制は現在でも世界で最も閉鎖的であ

り、調査した157ヶ国157位であるにつまり、北朝鮮の経済体制には意味のある変化は起きていないの

である。しかも、韓国に保守政権が誕生し、今後も韓国から経済援助が継続するとは考えにくい。と

なると、北朝鮮は政治的にも経済的にも中国一国に頼らざるを得なくなり、そうなると中国の意向に

逆らえなくなってしまう。それは中国がその気になれば金正日でさえ排除されるということを意味す

る。これは金正日という独裁者にとっては非常に危険な状態である。

金正日が現体制を維持し、自己の生き残りを確実なものにしたければ、経済を改革するか、それ以

外の収入の道を確保するしかない。現時点で北朝鮮が経済の改革・開放を行なっていないのであれば、

北朝鮮は別の収入源を考えているとしか考えられない。北朝鮮は1990年代には国民の約 1割が餓死す

るほどの経済崩壊に見舞われていた。日本の人口は第 2次世界大戦開戦時に約7000万人であり、戦争

による軍人と民間人の死者総数は300万人弱で、あった。つまり、人口比でみると、約 4%が死亡したこ
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とになる o 北朝鮮の経済状態はちょっとした天候不順により、日本が対戦で、失った人の 2倍の数の人

が餓死してしまうほどの惨状であるということになる。しかも、その時点でも北朝鮮は巨費を投じて

核兵器の開発を継続していたのである。その予算を国民のための食糧買い付けに回せば何十万人もの

命が救われたであろうに、彼はそれを選択しなかったのである。経済が完全に崩壊すれば、金正日が

生き残れる可能性は非常に少なくなる。国民の約 1割(約200万人)が餓死しているときでさえ、巨額

の投資を核兵器の開発につぎ込んでいたということは、核兵器の開発は200万人の命より、自分の生き

残りにとって重要であると金正日が判断したということになる。北朝鮮は米国の攻撃から自国を防衛

するために核兵器が必要だと主張しているが、それは理解しがたい。米国は確かに北朝鮮に脅威を与

えうる国である。しかし、米国が北朝鮮に攻撃を加える可能性があるとしたら、それは北朝鮮が核兵

器を開発していると信じ、それを阻止する必要を感じた場合であり、そうであるのなら北朝鮮の論理

は破綻していることになる。つまり、核兵器を保有することで自国の安全を保障するのではなく、保

有しようとすることで米国を挑発していることになるのである。つまり、北朝鮮が核兵器を開発して

いるのは、米国から自国を守るためではなく、核兵器に別の用途があるということになる。

では、なぜ金正日は 1割もの国民が餓死するのを放置してまで、中国・韓国を難しい立場に追いや

り国際的に孤立してまで、また米国の逆鱗に触れる危険を冒してまで核兵器の開発という政策を選択

したのか。それは北朝鮮の政治体制(つまり、金正日)が核兵器の開発によって生き残れるという判

断を下したからであると考えられる。

金正日は200万人の自国民を見殺しにする残虐な独裁者である。自分の生き残りのためなら日本の

大都市に核攻撃を加えることさえ鷹跨しないであろう。勿論、日本に核攻撃を加えれば、それを口実

に米国は軍事力を行使してでも北朝鮮の体制変換(民主化)を行なう可能性がある。ところが、現実

にはこの可能性は必ずしも北朝鮮に対する抑止力とはなりえないのである。まず第 1に、米国は北朝

鮮が日本に核攻撃を加えた後で、軍事行動に出るのであって、北朝鮮が日本に対し↑同喝を行なってい

る時点においては、その桐喝自体を理由に北朝鮮に攻撃を加える可能性はほぼない。もし、北朝鮮が

単に情喝外交を行なっているだけであり、実際にはまだ一人の人間も殺していない状況で米国がいき

なり軍事力を行使した場合には、恐らく米国の大統領は国民の非難を浴び、いくら彼が開戦しなけれ

ば北朝鮮の核攻撃により何万・何十万の日本人が殺される可能性があると議論したところで、米国が

地上軍を送り込む前に米国の世論は戦争を中止させてしまう可能性まである。米国の国民にしてみれ

ば、日朝が国交を正常化すること自体はそれほど不思議なことではないし、日本が北朝鮮に賠償金の

ようなものを支払うことに特に抵抗を感じることのないのである。そうであれば、米国の大統領にし

てみれば、北朝鮮の桐喝外交が本物かどうかが確認できるまでは軍事力は行使できないということに

なる。しかし、その状況は日本にとっては非常に危険な状況である。日本は北朝鮮の脅威を無視して

攻撃を受けるか、脅威を信じて国交を正常化するという選択を迫られるのである。

第 2に、仮に北朝鮮が日本に核攻撃を加えた場合、米国はそれを理由に北朝鮮に対し体制の転換を

目的とした攻撃を加えるかどうかである。もし北朝鮮が米国からの攻撃に対しソウルに核攻撃を加え

ると宣言した場合、米国は北朝鮮の全ての核ミサイルを発見して破壊するという自信がない限り北朝

鮮に攻撃を加えることはできなくなる。たった 1発見逃しただけでも、ソウルで大きな被害が発生す

る可能性があり、その場合韓国が米国に対し、損害賠償を要求する可能性もある。つまり、米国が北

朝鮮を攻撃したら北朝鮮がソウルに核兵器による攻撃を行うと北朝鮮が宣言しているにもかかわら

ず、米国が北朝鮮に攻撃をかけたのであれば、そこに米国による攻撃を原因としてソウルの被害を結

果とする因果関係が生じるのである。しかも、既に東京に核攻撃を加えた北朝鮮の↑同喝には信濃性が

ある。つまり、北朝鮮が日本に核攻撃を加えた場合でさえ、米国が北朝鮮に懲罰的な攻撃を加える可
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能性は小さいのである。実際、核兵器の保有国が外国の侵略を受けたことは世界の歴史で一度もない

し、論理的にもほぼありえないと言えるのである。結局、北朝鮮が日本に対して核兵器による桐喝外

交を行った場合、日本は米国の抑止力に頼ることはできないのである。

では、北朝鮮が核弾頭を搭載したミサイルを東京に落下させる能力を開発した場合、金正日はそれ

をどのように使い、現体制の維持と自己の生き残りを達成しようとするのであろうか。金正日の目的

は現体制の維持に必要な現金を日本から脅し取ることである。しかも、北朝鮮の政治経済体制に本質

的な改革がなされないのであれば、北朝鮮の貧困が解消することは考えられず、そうであれば北朝鮮

は日本から永久に現金を脅し取り続ける必要があり、それを可能にするメカニズムを作り上げなけれ

ばならない。これらの目的を達成するために、北朝鮮は以下の 4つのことを日本に要求してくること

が考えられる。

① 国交正常化の後、日本は過去の清算と歴史の産物である経済を均衡させるため、両国から得られ

る税金を折半にすることとする。(つまり、日本の政府予算の半額を北朝鮮に上納)

② 両国は未来永劫敵対行為を取らないことを誓い、外国の軍隊を国内に駐留させないこととする。

(つまり日米安保の破棄)

③ 過去の歴史を繰り返さないため、北朝鮮は日本のすべての軍事施設および核兵器の開発が可能な

施設に対し査察を行なう権利を有し、日本はそれに全力を上げて協力する義務を負う。

④ 日本は次の世代の日本人が正しい歴史認識を持つため、北朝鮮の監修する歴史教科書を忠実に教

えなければならない。また、北朝鮮の指導員は日本のすべての学校において監督する権利と責任

を負う。

勿論、これらは実に馬鹿げた要求であり、日本が喜んで同意するはずもないのであるが、日本に核

抑止力がなく、 MD(ミサイル防衛)も期待することができず、米国の核抑止力が頼れない状況で日

本は北朝鮮の桐喝に抵抗することはできない。

現在、日本と米国は同盟関係にあり、日米安全保障条約を結んでいる。この条約では米国が日本の

安全を保障し、日本はその見返りに基地の提供と財政的負担を負う。そして日米安全保障条約は非常

に信濃性があるものであり、だからこそ冷戦中のソ連でさえ日本に桐喝を加えることができなかっ

た。冷戦中、世界第 2の経済大国であった日本が米側につくかソ連側につくかは米ソの力関係に大き

な影響を与えると考えられていた。だから米国は日本がソ連の桐喝外交により米国を裏切ってソ連の

側につくことは絶対に防がなければならなかった。ただ、ソ連と違い米国は民主主義国家であり、日

本を自国の側につけておくために軍事力で強制するということはできなかった。ソ連はワルシャワ条

約機構の加盟国に同盟関係を強制していたが、民主主義体制の米国にはその選択肢はなかったのであ

る。しかし、実際にはもしソ連が日本に同盟関係を強制しようとした場合、米国はソ連との核戦争を

覚悟してでも日本を守るであろうと解釈される政策を維持した。いわゆる核の傘である。米国は日本

がソ連の同盟国になり、日本の経済力がソ連の軍事力増強に使われれば、軍拡に負ける可能性があり、

そうであればソ連が日本を桐喝しソ連の同盟国になるように強要した場合には米国はニューヨークを

危険に晒してでも東京を守るという姿勢を持つしかなかったのである。誤解してはいけないが、これ

は東京を守るためにニューヨークを犠牲にするのではなく、ニューヨークを守るために東京を守る必

要があったということである。いずれにせよ、日本の安全は日本の政策や世論とは無関係に米国に

よって保障されていたのである。ソ連の脅威から日本を守るという目的では、日米の国防上の国益が

完全に一致していたのである。
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ところが、冷戦が終了すると、日米同盟の位置づけに変化が生まれた。仮に日本が北朝鮮の核兵器

の脅威に屈して属国同様の立場になったとしても米国の国益に大きな影響を与えることはないのであ

る。旧ソ連と違い、北朝鮮は世界征服を計画している訳ではないのである。

ここまで述べてきたように、もしパキスタンがイスラム教原理主義者の手に落ちた場合、日本と米

国は北朝鮮の核兵器に対し、安全保障上の国益がまったく帯離してしまう。そして、日本は北朝鮮の

属国にならざるを得なくなる可能性がある。では、日本はそれを防ぐためには何をなすべきなのか。

勿論、目的は日本の独立を維持し、国民の命と自由と財産を守ることである。まず、米国が北朝鮮の

核兵器保有を絶対に許したくないという状況を作ることである。それは、パキスタンがイスラム教原

理主義者の手に落ちないようにすることを意味する。パキスタンがイスラム教原理主義者に乗っ取ら

れていない限り、米国にとって最大の脅威は北朝鮮の核兵器がテロリストに手に渡ることであり、そ

うであれば日本と米国の北朝鮮の核兵器開発に対する政策は一致するのである。

パキスタンの現状はどのようになっているのであろうか。世界各国の政治体制を比較研究している

Freedom Houseという研究所によると、パキスタンは政治的自由も市民生活における自由も軍事政権

によって厳しく制限されており、非民主的な政治体制である。といっても、パキスタンは中国よりは

自由があるし、中国は北朝鮮よりは自由がある。パキスタンが民主的ではないといった場合、「比較的

に」と考える必要はある。

政治的権利
市民生活に

国 名
おける自由

由
米 国 l 1 

日 本 1 2 

パキスタン 6 5 

中 国 7 6 
独 裁

1ヒ 朝 鮮 7 7 

出典:Freedom HouseのFreedomin the World 2008 Subscoresから作成

URL: ht甲://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2008

現在のパキスタンは政治的に非常に不安定であり、イスラム教原理主義者が徐々に影響力を強めて

いる。しかし、イスラム教原理主義の影響は一人ひとりの軍人の心の中においてどの程度の影響を

持っているのかは必ずしも分からない。いつ何時、イスラム教原理主義者による政権奪取があったり、

核兵器を護衛している軍人がテロリストまたはその親派になるか分からないのである。実際、パキス

タンはアルカイーダの影響が非常に強く、特にアフガニスタンとの国境地帯には政府や軍の影響力も

ほとんどないといわれている。

では、パキスタンがイスラム教原理主義者の手に落ちないようにするために日本に何ができるの

か。パキスタンの国民がイスラム教原理主義者に親近感を抱いた場合、テロリストが自由に活動でき

る場所が得られてしまい、テロが起きやすくなり、政治が不安定化し、結果として、イスラム教原理

主義が台頭しやすい状況になる。日本の国益はパキスタンにイスラム教原理主義者政権が誕生しない

ことであり、そのために現在の日本が有効にできることはインド洋における補給活動とODAである。
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テロ特別対策措置法による自衛隊のインド洋派遣

平成13年12月2日から同18年12月7日までの補給実績

補 給 本目 手 艦艇用燃料
艦艇搭載へリコ

プター用燃料

米国補給艦及び駆逐艦(平成13年 2月2日初補給) 339回 30回

パキスタン駆逐艦 110回 11回

フランス駆逐艦(平成15年 3月9日初補給) 79回

カナダ駆逐艦(平成15年 4月6日初補給) 42回

イタリア駆逐艦(平成15年 3月20日初補給) 39回 3回

イギリス補給艦及び後方揚陸艦等(平成14年 1月29日初補給) 27回 2回

ニュージーランド駆逐艦(平成15年 3月11日初補給) 15回

ドイツ駆逐艦(平成15年 6月4日初補給) 23回 6回

ギリシア駆逐艦(平成15年 4月5日初補給) 10回

オランダ駆逐艦(平成15年 3月28日初補給) 11回

スペイン駆逐艦(平成15年 4月8日初補給) 10回

出典:フリー百科事典 fウィキベディア (W生ipe也a)j自衛隊インド洋派遣

水

88回

ht甲://ja.w生ip吋ia.org/wikν%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%82%A4 %E3%83%B3%E3%83%89%E6%B4 

%8B%E6%B4%BE%E9%81 %A3 官

上記の表に見るように、パキスタンはイスラム教徒が大多数を占める国としてはインド洋でOEF

cr不朽の自由作戦JOperation Enduring Freedom)に参加している唯一の国である。パキスタンの参加

はこの戦争がキリスト教とイスラム教の宗教戦争ではないという証拠になっており、非常に重要な要

素となっている。特に米国にとっては重要である。しかし、パキスタンの艦船に水と燃料を補給でき

る国は数少ない上、日本以外の国は白人のキリスト教国であり、もしパキスタンがそのような国のみ

によって構成されている連合でそのような国から補給を受け、イスラム教徒と戦っているという構図

ができた場合、パキスタンの政府は非常に厳しい立場に追い込まれる。日本がいるから、この連合は

白人キリスト教国連合ではないし、パキスタンはキリスト教徒による補給でイスラム教徒と戦うとう

図式から逃れられているのである。日本の目的がパキスタンの政権を原理主義者から守るということ

であり、そのためにはインド洋における補給活動が日本の独立のためにどれほど重要なのかはいくら

強調しでも強調しきれない。

次にODAであるが、パキスタンでイスラム教原理主義者の影響を少なくしたり、現体制を維持した

りするためには経済の安定と発展は必要条件である。日本のODAが活躍できる場である。パキスタン

は一人当たり国民総生産が2600ドル(日本は33，100ドル)で、貧しい国である。また国民の教育レベ

ルも、満足のいくものではない。日本はパキスタンの経済の安定と発展と教育の向上にODAを使うこと

ができる。

経済に関して言えば、パキスタンにはまだまだインフラの整備が必要な部分が多くある。橋、道路、

鉄道、港湾、通信等である。これは日本の得意分野であり、豊富な経験がある。このような援助は少

なくとも建設過程に於いては乗数効果が期待でき、波及効果が大きい。

教育もまだ不十分である。識字率がまだ 5割程度であり、これが経済の発展を妨げ、またイスラム

教原理主義が国民に受け入れられやすい原因になっている。識字率を上げる教育と親の負担を減らす

ためにも朝食と昼食と授業料を無料にした学校を建設し、運営費を負担することも大きな価値がある。

パキスタンの政情の安定化の日本にとっての重要さを考えると、何兆円支出しでも経済の発展と教
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育の向上に向けた援助を行なう価値がある。

注

1 Rights in the Real World by Thomas L. Friedman December 2，2001 New York Times 

2 The Heritage Foundation， Index of Economic Freedom 2008， R紅1king

http://www.heritage.org/researchlfeatures/index/counむies.cfm
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日本の安全保障とパキスタンの政情の関係

もし、パキスタンの政権がイスラム教原理主義者の手に落ちた場合、日本の安全保障は第 2次世界

大戦以降最悪のものとなる。本論文においてはその理由を分析し、日本の対応策を考察する。

Japan's National Security and Pakistan's Political Stability 

If the Pakistani government fell into the hand of Islamic fundamentalists， ]apan's security will be白血e

worst shape since the end of the WWll. How can由atbe? This paper analyzes the relationship between 

Pakistani politics and ]apan's security. 




