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はじめに

本成果報告書は､｢在日米軍の削減可能性を探る研究｣(科学研究費補助金､基

盤研究C､平成 10年度から12年度)のまとめとして刊行する｡

本研究の目的は､沖縄に配備されている米軍を含めて在日米軍の削減がいかな

る条件の下､どの程度の規模で可能なのか探ることにあった｡この目的へのア

プローチは､次の三つの構成される｡ 第-に､東アジアにおける紛争の可能性

である｡ 朝鮮半島情勢のゆくえに大きく依存した変化である｡第二は､日本国

内の政治環境の変化である｡ポスト冷戦の日本の安全保障政策がどのように形

成 ･展開されるのかである｡第三は､米国の対束アジア政策および軍事戦略の

変化である｡これら三つの点に関し､まず戦後秩序形成における歴史的評価を

行い､そして現時点において直面するそれぞれの争点を分析を加え､さらに現

状への対応して展開する日米のそれぞれの政策を分析し､日本に配備されてい

る米軍の兵力構成の変化とその可能性を展望することにした｡

後述の報告を読んでいただければ､本研究広膚特徴が十分に生かされているこ

とを理解いただけると思う｡この特徴とは､現実政治の課題でポスト冷戦期に

おける日本の安全保障政策をありようを提示することにあった｡在日米軍の削

減自体が､米軍の駐留を前提とした日本の安全保障政策の基本的性格の変更を

伴う｡それは､在日米軍の削減規模と時期を条件とする日本の安全保障の基本

的な構造を提示することによって明らかにできる｡その結果として､日本を含

む21世紀の東アジアの国際秩序のありようを検討できるのである｡

研究組織

我部政明 (琉球大学法文学部教授)

研究経費

平成 10年度 1,800千円
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平成 11年度 900千円

平成 12年度 500千円

計 3,200千円

研究成果発表

我部政明 カTheChangingJapan-USAllianceSystem:TheReturnofFutenma

MarineAirStationandtheNewJapan-DefenseGuidelinesカ 『政策

科学 ･国際関係論集』(琉球大学法文学部)第3号 (2000年 3月)､23

頁～49頁｡

我部政明 ｢北東アジアにおける米軍占領の現在的意味｣､『情況』(情況出

版)2000年 8･9月合併号､13頁～21頁｡

我部政明 ･小牧輝夫 ･朱建栄 (座談会)｢南北首脳会談の衝撃と沖縄サミッ

ト｣『世界』(岩波書店)第678号 (2000年 8月号)71頁～84頁｡

我部政明 ｢安保改定への条件 :1957年 2月から5月｣『政策科学 ･国際関

係論集』(琉球大学法文学部)第4号 (2001年 3月刊行予定)0
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報 告 :21世紀における日米同盟と沖縄

20世紀後半の全世界を包みこんだ冷戦が終蔦して､顕著な形で登場したグロ

ーバリゼーションは､21世紀の人類に混沌と変化と希望を与えようとしてい

る｡ 国家の安全保障だけでなく人間の安全保障の視点からも力の真空による混

乱を回避することの重要性が確認されつつも､同時に経済､社会､文化を含む

さまざまなレベルにおける国内政治の動きのなかで着実な手段を講じない限り､

平和が創出できなくなっている｡そして､国境を越え易い環境や人権に関わる

問題を無視しての安全保障はあり得ない｡

先進工業国間の同盟である日米安保ですら､その非対称的構造によりますます

それぞれの経済､社会の変化､そして国内政治の枠組みへと取り込まれている｡

たとえば､沖縄において以前なら見過ごされたかもしれない米軍 ･米兵による

事件 ･事故､環境汚染などを看過できなくなっている｡今年 1月19日に沖縄

県議会が初めてかつ全員一致で米兵の事件 ･事故の再発防止と海兵隊の削減を

要求した決議は､沖縄社会が人権や環境に対する感受性を強めて ｢成熟｣へ向

かっていることの象徴であろう｡

21世紀の始まり

20世紀の ｢終蔦｣は､東欧社会主義国の崩壊とソ連の消滅によりヨーロッパ

での冷戦の終結として動き出した｡その ｢終わり｣の仕上げは､朝鮮半島で行

なわれた｡提案されつつも困難祝されてきた南北首脳会談が実現し､対話の始

まりが50年に及ぶアジアにおける冷戦構造を溶かし始めている｡軍事力によ

る対立から平和共存へと朝鮮半島が動き出した｡だが､冷戦崩壊後にやってき

たのは､国家基盤の脆弱地域における人種､民族や宗教対立による紛争である｡

冷戦後の現状を見る限り､軍事力による問題解決の限界は明らかであり､大規

模な海外基地の保有を正当化することは安全保障上も困難である｡

21世紀の ｢始まり｣は､今､米国で現れ始めている｡それは､ブッシュ新政

権の誕生である｡そのシグナルは､すでに存在する｡たとえば､新政権で国務
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副長官に指名されたリチャー ド･L･ア-ミテ-ジ氏 (レーガン政権下の国防次

官補 ･国際安全保障担当)を中心にした超党派による対日政策提言 『日米関係

｢成熟したパー トナーシップの前進に向けて』 1は､日本が集団的自衛権の使用

禁止を解除すべきだと主張する｡それによって日米の安全保障関係は ｢成熟化｣

できるとし､将来の日米のモデルとして米英の特別な同盟関係を挙げている｡

対日基本戦略

同報告の特徴をまとめると､1)軍事面はすべて米国に任せるという日本の｢無

責任な｣態度に対する批判｡こうした態度は沖縄返還交渉でも､普天間返還合意

の過程でも見られた｡軍事面を米国に任せている限り､米軍駐留への日本の国

民からの理解は得られない｡2)集団的自衛権の行使｡米英関係をモデルとし

た同盟関係の ｢成熟化｣である｡その中には日米双方の防衛分担に関する協議

などが含まれる｡3)この日米安保関係の ｢再 ･再検討 (定義)｣は､最近の朝

鮮半島の新たな展開をにらんだものであり､したがって長期的な戦略をなして

いる｡ 4)沖縄についての負担の軽減｡しかしそれは米軍基地に対する沖縄県

民の支持を取り付けるためであって､不可欠の基地の恒久化､基地との共生を

前提としている.これらは､カー ト･M･キャンベル氏 (前国防次官補代理)が

論文2で指摘する有事立法を含む新ガイ ドラインの着実な実施､自衛隊との施設

の共同使用､自衛隊との役割と任務に関する合意の再検討､訓練の整理などの

点で共通している｡

冷戦における一方の主役であった米国は､ 10年を経て､冷戦後の新しい外

交 ･軍事戦略に着手する｡湾岸戦争後も従来の冷戦思考の中にあったブッシュ

政権を打ち破って登場したクリントン政権は､冷戦後のビジョンを新たな国際

政治経済の枠組みに求めた｡グローバリゼーションを推し進め､米国経済を引

き立てたクリントン政権であったが､その外交政策は一貫性を欠き､優柔不断

ですらあった｡象徴は､経済と安全保障を分離したこと､そして行動の条件を

明示したことであった｡前者は､国内政治優先の枠組みを可能としたが､米国

の国益の統合に失敗した｡後者は､米国の外交行動の指針を内外に明確にした
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が､同時に柔軟な対応を困難にした｡

プッシュ新政権の登場

ブッシュ新政権の外交政策の姿は､大統領特別補佐官 (安全保障担当)に指名

されたコンドリーザ ･ライス氏の論文3､国防長官に指名にされたラムズフェル

ド氏の上院軍事委員会での発言4や国務長官に指名されたパウエル氏の上院外交

委員会での発言5に現れている｡ 第-の特徴は､現実主義路線への復帰であり､

国益の追求に基づく外交政策目標の明確化である｡第二の特徴は､分業体制に

支えられる同盟外交である｡

いわば ｢普通の超大国｣への回帰である｡伝統的にみると､共和党の外交政策

は､変化より安定､関与より慎重､つまりウイルソン主義 (国際協調)に見ら

れる倫理や原則より競実的な対応と自国の利益の追求に力点をおく｡冷戦期に

ひとつの極として超大国の役割を担ってきた米国が､ブッシュ新政権の下で

｢力｣を機軸にした現実主義外交へと転じようとしている｡その意味で､国益

を見定め､しっかりとした優先層位を持つことが緊急の課題となる｡ 自らの損

益計算を見つめ､その上で ｢取引｣を行なうことだ｡

｢力｣と ｢取引｣は､極めてわかりやすい行動として理解されるが､厳しい競

争を展開することになる｡ 沖縄返還交渉の際にニクソン政権は日本に対し経済

的貢献 (ニクソン･ドクトリン)を求めたが､新政権はより実質的な安全保障

上の貢献 (たとえば集団的自衛権の行使など)を求めてくるだろう｡ 現実主義

外交への復帰によって､新政権の対日政策は変化する｡ 多国間から二国間の同

盟関係を重視し､アメリカ的価値の共有と平和､繁栄､自由を維持するため同

盟国の負担を要求する｡

それに対して､米国から見て ｢未成熟｣な同盟国である日本では､こうした要

求を正面から受け止めて自国の利益を主張できる議論､そして国民に対しても

納得してもらえる議論が生み出されているとは言いがたい｡それは､安全保障

に関する ｢無責任な｣日本外交の ｢温床｣を冷戦が提供し続けたためである｡

だが､新政権の現実主義外交は､こうした日本の状態を放置出来まい｡日本は､
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否応なく外交の再検討に向かわざるを得ない｡今こそ､安保論議の呪縛から自

らを解き放ち､さまざまなレベルでの柔軟で自由な思考を先行させるべきだ｡

沖縄からみると､日米安保の名の下で維持されている沖縄の米軍基地が変わっ

ていくための基本的環境は､日本の戦後外交が50年にもわたる惰性から抜け

出せるか否かにかかっている｡ 経済重視､対米追随を基本とする吉田 ドクトリ

ンの抱えてきた負の遺産を､21世紀のわれわれが解消し､新たな価値づけを

していけるかどうかにある｡

｢黒船｣として沖縄問患

ナイ ･イニシアチブ6から米兵によるレイプ事件を経てSACO (日米特別行

動委員会)合意に至るまでを日米間の ｢沖縄｣｢安保｣問題の一つのサイクルと

して捉えるならば､超党派提言､米国の新政権の発足後､女子高校生への強制

わいせつ事件､在沖米四軍調整官アール･B･ヘイルストン中将(海兵隊)がe-mail

で稲嶺恵一沖縄県知事､県議会議員､国会議員ら｢頭の悪い弱虫｣(allnutsand

abunchofwimps)と中傷した問題､そして沖縄県議会の ｢米海兵隊削減｣決

議など現在の沖縄をめくる状況は､新たなサイクルの開始を物語っているoこ

の沖縄問題の ｢爆発｣の兆候そのものが､日本政府に日米の安全保障関係の ｢成

熟化｣を迫る ｢黒船｣である｡

海兵隊普天間飛行場の県内移設を含むSACO合意は､沖縄の基地問題の解決

策にはならない｡その日米政府の合意は､近い将来､確実に訪れるであろう危

機をとりあえず回避する効果しか持ち得なかった｡また､日米関係に仕掛けら

れた時限爆弾の爆発時間を先に設定し直した役割をもったに過ぎない0

1995年9月のような不幸な事件の再発は､前回以上に米軍駐留体制に被壕

的な打撃を与えるばかりか､日米関係を危機に陥れるだろう｡ それを回避する

ために､戦後半世紀余､惰性で続いた米軍駐留の在り方を根本から洗い直す作

業が必要だ｡

沖縄をめ(･る日米安全保障関係の ｢ねじれ｣
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日本占領の頂点に立ったダグラス･マッカーサーは､かつて､沖縄基地さえ確

保されれば日本の非軍事化も可能だと述べた｡対日講和条約で米国統治下の沖

縄が維持されることを前提にして､占領に終止符を打った日本は戦後国際社会

へ復帰した｡一九五〇年代後半の日本本土から米軍の大幅削減が実施されたが､

その移駐先の一つが沖縄であった｡沖縄の復帰要求は､基地の自由使用の確保

と引き換えに返還へと結実した｡普天間基地の返還合意の条件として､軍事機

能を穴埋めとして民間の港湾 ･空港の使用が米軍に認められた (日米防衛協力

の指針の見直し-新ガイドラインの成立)｡こうした沖縄と日本本土との関係は､

米軍の基地が介在することで ｢ねじれ｣として､歴史的､構造的に拡大再生産

されてきた｡

そもそも主権国家内において､個性や特性としての地域差がありえても､特定

の地域への過大な負担の下でしか安全保障という重大な政策課題が達成されな

いのなら､その国家としての質が問われて当然だ｡沖縄を日米関係の ｢負の資

産｣にし続けている現状から ｢正の資産｣へと転換しなければならない｡同時

に､この転換をもとめる沖縄からの声を ｢逆手に｣取って米国が､戦後一貫し

て日本政府に対しさまざまな要求を突きつけてきたことをも認識しなければな

らない｡

安全保障をめくる認識においても､沖縄と ｢本土｣とでは､基地形成の経緯､

駐留部隊の性格､規模など決定的な違いがある｡ それが現場感覚の有無につな

がり､｢安保｣｢沖縄問題｣をめくる本土と沖縄側の ｢知的なねじれ｣現象を引

き起こしている｡

沖縄と本土の米軍基地は基本的に性格が違う｡本土の米軍基地は､三沢 (青森

県)の空軍戦闘機部隊､岩国 (山口県)の海兵隊攻撃機部隊などを別にすれば､

在日米軍司令部の置かれている横田 (東京都)や第7艦隊の空母､旗艦等の母

港である横須賀 (神奈川県)､海兵隊強襲上陸用艦の係留地である佐世保 (長崎

県)などデスク業務､通信､輸送､兵端､補修､休養などの目的で使われてい

る｡

これと比較すると､縦に細長い小さな島である沖縄には米太平洋空軍のキース
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トーン (要石)である嘉手納基地に加えて海兵隊､陸軍特殊部隊 (グリーンベ

レー)などの地上戦闘部隊が130万人余の住民と隣り合わせに駐留している｡

軍隊と住民の接点が多い分だけ､衝突も多い｡米国側も沖縄の米軍基地につい

て ｢小さなかごに､あまりに多くの卵を入れている｣(キャンベル前国防次官補

代理)との認識を持っている｡

しかし､米側の危機意識と比較して日本の政治､行政は ｢鈍感｣である｡安保

で自らの意思を持たず､米国の決定にしたがっていけば､外交も安全保障政策

も安全であるとの意識から脱却できていない｡日米交渉で ｢従属変数｣として

の日本政府の意識､姿勢は変わっていない｡米国には思いやり予算､沖縄には

経済振興策という名のばらまき行政が ｢安全保障｣政策の名目で惰性として続

けられている｡新しい米政権の下で米国側から日本政府に対して ｢成熟化｣へ

の圧力が強まるとともに､それと引き替えにした海兵隊基地の縮小､マンネリ

化した訓練の見直し､基本的な基地機能の強化､すなわち米軍基地の ｢合理化｣

が提案される可能性が大きい｡もし､それが米側主導で行われるなら､交渉の

過程で日本側は経費負担だけが多く､実質的に駐留部隊の削減幅は小さく､し

たがって米兵犯罪や米軍の作戦､演習活動にともなう住民の被害の大幅な改善

にはつながらず､形式だけの沖縄問鹿対策に終わってしまうおそれがある｡

米海兵隊のジェームズ ･ジョーンズ総司令官 (大将)は ｢在沖海兵隊の訓練の

一部をグアムに移す｣(2000年 8月31日付『スターズ･エンド･ス トライプス』)

と発言しているが､これは沖縄の負担軽減を理由にしながら､部隊の輸送費用

などを日本政府が負担させられる可能性もある｡(沖縄北部の県道越え実弾演

習を日本本土の複数の演習場で分散実施する際に沖縄からの部隊等の移動費は

日本政府負担となった)｡グアムなど海外基地､演習場の整備費用を日本側に負

担するよう要求してくることも考えられる｡ 沖縄側の要求を汲み上げ日本側主

導で対米交渉のテーブルにつくべきだ｡

在沖米海兵隊の撤退を

沖縄の基地問蓮の最も効果的な解決策は､在沖米海兵隊を沖縄の外に撤収させ
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ることである｡海兵隊は兵員数にして在沖米軍の63%､施設面積にして75.

5%を占めている｡米兵犯罪､演習被害は海兵隊絡みが多いので､海兵隊撤収

は､住民に沖縄の基地問題が改善されたと実感させるのに最も効果的な対策で

ある｡

軍事偵察衛星などによる探知能力の向上や 1個師団の部隊が米本土などから

軽装備で移動し､作戦展開できるように紛争の予想される地域の海上にミサイ

ル､大砲､弾薬､燃料､水などを事前配備する戦略展開などもある｡ 海兵隊を

沖縄からグアム以東に再配置したにしても､部隊運用の工夫によって､紛争の

兆しがみられた時点で紛争地周辺に移動させることは可能である｡復帰時の核

抜きをめぐる日米交渉は参考になるだろうo 米軍部は最後まで核兵器を沖縄に

貯蔵することに固執したが､当時の沖縄配備の核兵器が旧式化していいたこと

もあり､結局ニクソン大統領は軍事的な理由からではなく､将来の日米関係の

強化を優先して政治的に核抜きを決断したのである｡

米海兵隊は伝統的にロビー活動を通じて米国議会への影響力が強く､沖縄から

撤収させることには強い抵抗が予想される｡確かに､軍事配備の惰性から朝鮮

半島の統一後も､軍事的な空白を補完するとの理由で海兵隊がこの地域に最後

まで残る米地上戦闘部隊になる可能性もある｡ しかし､日本側から米国政府に

対してグアム以東に海兵隊を後退させるという ｢政治的な選択｣が将来の日米

関係の強化につながることを十分に説明することによって､米海兵隊の撤収に

向けてのシナリオづくりへの道は開かれる｡

行き詰まる普天間飛行場移設計画

1995年 9月､沖縄で米兵によるレイプ事件が起きた｡そのころ､沖縄では､

未契約米軍用地の強制使用問題が県内政治の争点として浮上していた｡少女暴

行事件と軍用地強制使用問題が結びつき､それまでだれも想像していなかった

事態が起きる｡過重な基地負担の解消を訴える声が党派を超えて急速に広がり､

1995年 10月21日､復帰後最大規模の集会 (8万5000人が参加)と

なったのである｡日に日に高まる沖縄住民の抗議行動に接して､米政府は強い
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危機感を抱いた｡この危機を適切に処理しなければ､日米同盟関係の維持も危

うくなりかねない｡日米両政府にとって､日米安保の再定義と沖縄基地問塵へ

の対処が ｢車の両輪｣として浮上することになった｡

日米両政府は1996年､｢県内移設｣と ｢機能維持｣を前提に､普天間飛行

場を全面返還することに合意した｡普天間の返還合意は､いわば ｢危機への緊

急対処措置｣であった｡そのことは､移設先も正式に決まらない段階で返還を

公表したことに端的に示されている｡移設先を巡って二転三転したあと､沖縄

県の稲嶺恵一知事と名護市の岸本建男市長は1999年末､いくつかの条件を

付して名護市への代替施設建設に同意した｡｢軍民共用｣｢15年の使用期限設

定｣｢環境への配慮｣｢地域振興策｣などが基地受け入れの条件である｡昨年来､

移設に向けた実務レベルの準備作業は着々と進んでL.1るが､県や名護市が求め

ている15年の使用期限設定には米軍が強く反対し､解決のめどは全く立って

いない｡

そもそも新設する米軍基地にあらかじめ15年の使用期間を設定することは

安全保障の観点からいえば､およそ非現実的な発想である｡それを承知で日本

政府が15年問題を日米協議の場に乗せることを閣議決定したのは､問題を先

送りして当面の危機を乗り切るという手法に他ならない｡これは､保守県政誕

生後も日本政府が依然として ｢危機への緊急対処措置｣の連続線上に位置して

いることを意味する｡

このような ｢危機への緊急対処措置｣は､問題をこじらせ､もつれた糸をいっ

そう複雑にからませもことになった｡地元名護市の民意は､基地建設を巡って

真っ二つに割れている｡賛成派の中でも工法を巡る利害対立が表面化している｡

そのうえ､ 15年問題は仮想現実と化して､全く見通しがたっていない｡これ

が普天間返還を巡る沖縄の状況である｡

95年の米兵によるレイプ事件以降も､沖縄では海兵隊員による事件 ･事故が

絶えない｡このため､県議会は1月､海兵隊の削減を初めて全会一致で決議し

た｡こうした状況の変化を踏まえ､普天間飛行場の県内移設の見直しを提案す

る｡名護市への移設を強行すれば､事態は極めて予測不能な流動的なものとな
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り､危機への緊急対処が新たな政治危機を生むという危機の連鎖を招くことに

なるだろう｡ 沖縄の立場からしても､海兵隊削減が議論されているこの時期に

県内移設を推進することは､将来に重大な禍根を残す可能性が高い｡

信頼にたる日本外交に向けて

沖縄問題は､すそれて日本外交の問題である｡安全保障の責任を回避してきた

日本外交に変化を求めるには､乗り越えるべき障害がある｡ 変化を呼び起こす

担い手の必要性だ｡外交 ･安保問題は ｢票｣にならないと考える政治家に期待

できるだろうか｡前例踏襲に身を委ねる官僚にも期待できるはずもない｡基地

の存在を感じない東京や研究室での評論家や学者たちが陥りやすい机上の安全

保障論議にも期待できない｡

日本外交の変化とは無関係に､今､危機的な沖縄問題がいつ ｢爆発｣してもお

かしくはない｡それを誘引する事件 ･事故､問題は起き続けている｡たとえば､

多数の沖縄の生命 ･財産が一挙に脅かされる事態､あるいはこれまでは加害者

とされた米兵が被害者となるような事態などが起きたとき､それぞれの国内政

治がどう動くのかを想像してみるだけで十分だろう｡ 事態への反動は強力で､

それぞれの政府のコント-ルを越えて波及する可能性がある｡ これらは沖縄社

会を混乱させるばかりでなく､日米関係に致命的なダメージを与えかねない｡沖

縄には21世紀に直面せざるを得ない安全保障政策の課題のほとんどが存在す

る｡臨場感をもつ沖縄からの問題提起は､現在の日本に不可欠である0

日本政府は､再定義された日米安保に実効性をもたせるべく､新ガイドライン

による関係法を成立させた｡また､95年の米兵によるレイプ事件以降に高揚

した沖縄問題に対応すべく､日米両政府は普天間飛行場の県内移設を目玉にし

た基地統合計画を立てた｡しかし､こうした ｢危機的決定｣がその後の展開に

適応できず､これらの作業が進む見通しは暗い｡

今年は､1951年に調印された旧安保条約から数えて50年目を迎える｡こ

の間､ 1960年安保改定期を除けば､日本の多くの国民の関心は安全保障に

注がれてこなかった｡冷戦後の ｢現実外交｣を展開する米政権が誕生したにも
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関わらず､日本において､国益への冷静な計算はあるのか｡日米同盟のみが日

本の安全を確保する手段として有効なのか､他の選択肢はあるのか､これらの

比較検討は深められているのか｡

今こそ､日本の自主外交が必要とされている｡ここでは､二つの点を指摘する｡

まず､国際的信頼性の確立にある｡ 冷戦後の外交を見つけ出せないばかりか､

その ｢行き詰まり｣の存在すらも理解できない ｢眠り続ける｣日本に目を覚ま

してもらうことである｡つまり､現在の対米追随外交から脱却しなければ､諸

外国からの信頼を得ることはできないということだ｡アジアとの ｢歴史問題｣

を忘却したために孤立した日本がやるべきなのは､この問題に正面から向き合

い､そして周辺に友人を作る努力を最大限に払うことだOそもそも､｢甘え｣て

いる日本は現実主義外交に転じようとする同盟国の米国からの信頼すら得られ

ない｡自らの主張が自ら納得できる論理に支えられることだ｡

さらに進めて､アジアにおいて ｢重層的国際システム｣を創造するための実験

へと乗り出すことだ｡実験なのだから､試行錯誤はつきものだ｡このアジアで

誰もが望まない結果を生み出さないためにも､恐れてはいけない｡ここでの試

みは､国際環境を無理に変更することではなく､国際システムの変化をうまく

利用することにある｡たとえば､朝鮮半島における変化を北東アジアの安定的､

長期わな平和創造に向ける努力へと結びつけることだ｡何よりも求められるの

は､思考の柔軟性である｡日米安保を将来においても所与のものと見なさずに､

この地域での新たな秩序に何が必要なのかを検討することだ｡日米同盟の絶対

視は､日本外交のイニシャテイブを不可能にするばかりでなく､地域の安定 ･

平和に向けての障害となり得る｡今こそ､日米同盟の ｢相対化｣が必要ではな

いだろうか｡

(がべ ･まきあき､琉球大学教授 ･国際政治)
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