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はじめに―海洋の価値と海洋力の定義

　現在まで輸送・貯蔵・生産・居住・観光などの空間利用は主として陸上空間

に限られ、海洋空間には至ってはいなかったが、公害・土地取得の困難性や海

洋開発技術の進歩などにより、海上発電所、海上コンビナート、海中貯蔵施設、

海洋牧場（小規模な養魚施設はすでに実現している）など、海洋空間そのもの

の利用へと生活空間は大きく拡大されつつある（１）。また、現在の技術力で開発

可能な水深は400メートルとも言われているが、その面積はアフリカ大陸とほぼ

同面積で、そこには石油86兆キログラム、天然ガス40兆立法メートル、マンガ

ンの埋蔵量は陸上の4000倍、コバルトは5000倍、ニッケルは1500倍と見積もら

れている（２）。

　この他に海水中には金・銀・ウラン・マグネシウムなど60種の元素が含まれ

ているが、その量はマグネシウムが200兆トン、臭素が100兆トン、ヨウ素が750

億トン、銀が4億5000万トン、アルミニュームが150億トン、金が600万トンに

達するという（３）。また、海洋を計画的に開発し管理するならば、多量の食料が

確保可能であり、さらに海洋の持つ潮力・波力エネルギー、熱エネルギーなど

の海洋エネルギーを潮力発電、波力発電、温度差発電などにより利用するなら

ば、多量のエネルギーが利用可能となると言われている。このように、海上・

海中・海底と3次元の立体空間を持つ海洋は、原子力に次ぐ大きな未来を持つ未

開のフロンテアであり、海洋国家は内陸国家に比べ無限の可能性に恵まれてい

ると言えよう。

　しかし、海洋開発技術の進歩発展は海洋資源に対する新たな収奪欲を生み、
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海底鉱物資源・漁業資源などに対する果てしない領海の拡張、管轄権の拡大を

もたらし、グロチュウス（Hugo Grotius）以来海洋を支配して来た「海は共有物

（La Mer Commune）」との理念も各種の制約を受け、海洋利用に対する制約が増

加しつつある。すなわち、1958年の第一次国連海洋法会議では「漁業資源保護

条約」「大陸棚条約」「領海および接続水域に関する条約」が採択され、1973年

からの第三次国連海洋法会議の審議を経て「海洋法に関する国際連合条約」（以

後、国連海洋法条約）が採択され、1996年にはわが国も批准した。しかし、こ

の新国連海洋法は海底資源の開発、軍艦や大型タンカーの国際海峡の通峡制限、

領海拡大を意図した群島理論や直線基線の主張など、発展途上国の主張に押さ

れ海洋を先進国が占有していた時代は去り、海洋が国益を賭けた国家の盛衰を

左右する権益戦を演じる空間に変わってしまったのである。

　諸外国では1994年に国連海洋法条約が発効し、排他的経済水域（EEZ: Exclu-

sive Economic Zone）制度が導入されると、海洋権益を確保しようと海洋政策を

強化し、専門の組織を新設し法体系を整備してきた。しかし、日本ではEEZ制

度の導入以後13年間、海洋に関する諸問題を総合的に処理すべき統一的組織

も、海洋権益を確保する法律も何ら整備することなく、各省庁がバラバラに対

処してきたため大きく遅れてしまった。さらに、戦後の平和主義から事勿れ主

義となり、海上保安庁や海上自衛隊の艦船の運用に種々の制約を加え、海洋権

益の確保に大きな価値を発揮する実働部隊の適切な運用を拒み続け多くの海洋

権益を失ってきた。

　確かにコロム（Sir Philip Colomb）少将や、マハン（Alfred Thayer Mahan）少

将によって開花した海洋戦略は、強大な海軍力を背景とした力による攻勢的な

色彩が強く、専守防衛しか許されないわが国では、本来の意味で海洋戦略を論

ずることは困難であった。しかし、海洋力や海軍力は海洋国家日本の繁栄や安

全を考える場合に、不可欠な最も本質的な国家の保有すべき機能であり、国家

の盛衰を左右する力である。そこで本論では海洋権益と制海権、すなわち海洋

力（シーパワー）の盛衰と国家の盛衰との相関関係を検証し、海洋力と海洋権

益をめぐる問題点を考えてみたい。

　なお、論を進める前に用語を明確にしておきたい。制海権（Command of the

Sea）、海洋力（Sea Power）とは、マハン少将が1890年に出版した『海上権力史

論（４）』で初めて導入した言葉であるが、マハン少将がこの言葉を明確に規定し
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なかったため解釈に混乱がある。しかし、本論では「海洋をめぐる政治力・技

術力・軍事力などが適切に組み合わされた力で、自国の権益の増進、国家目標

の達成、国家政策の遂行などに必要な海洋の利用や支配を可能とする国家の力

の一部」と幅広く捉えて論を進めたい。

Ⅰ　大陸地政学と海洋地政学の論争

　地政学の正確な起源や創始者には諸説があるが、地理的位置と国際政治との

関係を最初に論じたのはドイツ人のカント（Immanuel Kant）で、カントはケー

ニヒスベルク大学の哲学の教授であったが、その講義で「政治地理学」という

言葉を使い、統治形態とか統治行為、国家や社会集団、さらに宗教、風俗習慣

などを講じたため、西欧では一般にカントを近代地政学の先駆者としている。

しかし、最初に地政学を体系的に構築したのは同じドイツの地理学者ラッツェル

（Friedrich Ratzel）で（５）、ラッツェルは1897年に出版した『政治地理学（Politische

Geographie）』において生存圏思想を唱えたが、この理論をさらに体系化した

のがスエーデンのウプラサ大学地理学教授のチェーレン（Rudolf Kjellen）で

あった（６）。チェーレンは1916年に発行した『生存の形態としての国家（Staten

Somlifsform）』で、初めて「地理と国家の関係」に地政学という言葉を導入し、

国際交通の主要ルートとの関連で大陸の中心と周辺を区分し、強国と小国の関

係からパワーバランス、緩衝国家としての小国の役割、大国の膨張主義的政策

の地理的方向の変遷などを論じ、ラッツェルの理論をさらに体系化し地政学の

基礎を確立した。そして、チェーレンの理論が普墺、普仏戦争に勝ち大国となっ

た当時のドイツで歓迎され4版を重ね、この理論が植民地拡大政策を強行してい

たビスマルク（Otto E. L. F. von Bismarch）の政策の根拠として利用された。

　次いで、チェーレンの地政学とラッツェルの生存圏思想を取り入れ、当時流

行していた弱肉強食の社会ダーウニズムで地政学を論じたのが、駐日武官の経

歴を持つミュンヘン大学地理学の教授で、軍事科学部長のハウスホーファー

（Karl Haushofer）退役少将であった。ハウスホーファーはチェーレンやラッツェ

ルの「国家間の生存競争は地球上の生活空間を求める競争であり、国家が発展

生存を維持するためにはエネルギーが必要であるとの主張を容れ、エネルギー

を獲得するのに必要な領域を総合地域（Panregion）と規定し、世界はやがてド

イツの支配する汎ユーラフリカ総合地域、米国の支配する汎アメリカ総合地域、
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ロシアの支配する汎ロシア総合地域、日本の支配する汎アジア総合地域に分割

される運命にある」と予言した（７）。そして、このハウスホーファーの「生存圏

（レーベンスラウムーLebensraum）」思想がドイツのポーランドやソ連への侵攻

となり、汎アジア総合地域の概念が日本の満州や中国への侵略となり、大東亜

共栄圏へと連なっていったとも批判されている。

　一方、海洋戦略家のマハン少将は1890年に『海上権力史論』や、その後に書

いた多数の論説で、生産量の増大が海外市場（植民地）を必要とし、製品と市

場を結ぶために商船隊が育ち、この海外市場と商船隊を保護するために海軍が

必要であると海軍を位置づけ、制海権の確保が「国家に繁栄と冨をもたらし、

世界の歴史をコントロールする」と主張した（８）。しかし、この制海権論はギリ

シャの歴史家トゥキュディデス（Thucydidis）や、アテナの政治家で軍人でも

あったテミストクレス（Themistocles）が「波濤を制するものは世界を制す」と

喝破していたし（９）、近代ではエリザベス女王の寵児ローリー（Sir  Wal te r

Raleigh）卿が「海を支配する者は世界の通商を支配し、さらに世界の冨を、そ

して遂には世界そのものを支配する」と言っていた。また、哲学者のベイコン

（Francis Bacon）も「海を支配する者は、大きな自由を以て自分が望むだけ多く

の戦争をすることをもできれば、戦争を望むだけ少なくすることもできる」と

述べておりマハンの着想ではない。しかし、歴史を検証しこの格言を理論的に

確立したところにマハンの功績があった（10）。

　マハンはシーパワーを隆盛させる条件として、①国家の地理的位置、②地形

的特徴（港湾適地の有無）、③領土の広さ、④人口の多寡、⑤国民の性質、⑥政

府の性格と政策を上げたが、この項目は現在も大きくは変わっていない（11）。こ

のマハンの6つの条件をチェーレンの「国家が強国となるための条件」と比べ

ると、チェーレンの第1条件の「領域が広いこと」は、マハンの第1条件の「国

家の地理的位置、地形的要素」、第2条件の「領土の広さ」、第3条件の「人口の

多寡」に含まれるであろう。チェーレンの第2条件の「移動の自由を有するこ

と」は、マハンの5つの条件の中にはない。しかし、マハンの第1条件の「国家

の地理的位置」がこれに該当するであろう。海洋国家として発展するには長い

海岸線を持ち、多くの海上交通路が集束することが基本的な要件だからである。

チェーレンの第3条件の「内部の結束が堅いこと」は、マハンの第4条件「国民

の性質」、第5条件「政府の性格」に相当するのではないか。
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　このマハンの海洋重視の地政学に対し、オックスフォード大学地理学部の創

設者マッキンダー（Halford Mackinder）教授は、1904年に「歴史の地理的な展開

軸（The Geographic Pivot of History）」との講演で、シーパワーを保有した国家

の繁栄が永久的であるとの保障はない。逆にランドパワーを保有する大陸国家

が発展し、シーパワーとランドパワーを統合して強力な支配権を全世界に拡げ

るであろうと、シーパワーとランドパワーとの関係で世界政治を捉え、マハン

のシーパワー論では陸地に関する要素が不充分である。地球は大陸と海洋から

成り立ち、大陸の3分の2を占め、人口の8分の7が住んでいるユーラシア大陸を

「世界島（World Island）」と名付けた。そして、この世界島の中央部でシーパワー

の力が及ばないユーラシア北部を「ハートランド（Heartland）」と名付け、さら

にハートランドの外側に2組の三日月型地帯（Crescent）を設定し、ハートラン

ドの外側にあり海上権力の及ぶ大陸周辺の地域、すなわち西ヨーロッパ、イン

ド、中国などを内側三日月型地帯（Inner Marginal Crescent）、その外方に海を隔

てて点在する英国、日本、インドネシア、フィリピンなどを外側三日月型地帯

（Outer or Insular Crescent）と名付けた。そして、産業が発達すれば鉄道などの

交通網が発展し、ハートランドに蓄積されたランドパワーがシーパワーを駆逐

し、やがてはシーパワーを圧倒するであろう。「東欧を制する者はハーランドを

制し、ハーランドを制する者は世界島を制し、世界島を制する者は世界を制す

る」と、第一次世界大戦終戦後の1918年に出版した『デモクラシーの理想と現

実（Democratic Ideals and Reality）』で、ドイツが再び強国となることができな

いように措置すべきであると警告した（12）。

　この理論に対して米国の地政学者エール大学教授のスパイクマン（Nicholas J.

Spykman）は、「リムランド（Rimland）」理論を唱えて登場した。スパイクスマ

ンは世界がランドパーとシーパワーとが対立するという単純なものではなく、

ハートランドの周辺地帯でシーパワーの影響が及んでいる地域、すなわちラン

ドパワーとシーパワーの接触している地域をリムランドと呼称し、ヨーロッパ

大陸が一大強国に支配されるのを防止するには、リムランド地帯の国々が共同

してハートランドの勢力拡張を防ぐべきであると、マッキンダーの警句を修正

し「世界を制する者はハートランドを制するもの」でなく、「リムランドを制す

る者がユーラシアを制し、ユーラシアを制する者が世界を制す」と主張し、こ

の理論がトルーマン・ドクトリン、マーシャル・プランとなり、冷戦時代には
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「ソ連封じ込め政策」の理論的な根拠となった（13）。

Ⅱ　海洋支配力の盛衰と国家の盛衰（14）

　紀元前480年のサラミス海戦の勝利がギリシャに、紀元前264年から260年の

ポエニの海戦の勝利がローマに覇権を確立させ、1571年のレパントの海戦が

ヨーロッパをイスラム（トルコ）の「くびき」から開放するなど、古来、国際

政治の変動は海洋力の盛衰で大きく変化してきた。これをアジアについて見る

と、ヨーロッパのシーパワーが最初にアジアに達したのは1498年で、ポルトガ

ルのバスコ・ダ・ガマ（Vasco da Gama）がインドのカリカット港（現在のコジ

コーテ）に入港したことに始まる。その後ポルトガルは1509年にディウ沖でア

ラブ艦隊を破り、インド洋の制海権を確立すると、1510年にゴア、1511年にマ

ラッカ、1518年にはセイロン（現在のスリランカ）を占領した。しかし、1655

年にセイロンをオランダに奪われ、1661年にはボンベイを英国に割譲し、20世

紀にはマカオしか残らなかった。

　ポルトガルに次いでアジアに覇権を確立したのはスペインで、1565年にフィ

リピンの征服に乗り出し1571年に完了した。しかし、1588年にスペイン艦隊が

英国艦隊に敗れると、オランダがアジアへの進出を加速し、1624年に台湾、1908

年にバリ島、1910年にセレベス島を奪った。

　一方、英国は1637年にマドラスをポルトガルから、1762年にはマニラをスペ

インから奪い（七年戦争の講和会議で1764年にスペインに返還）、1788年には

オーストラリアを囚人の植民地とし、1795年にはナポレオン戦争の一環として

セイロン、マラッカとパンダ諸島をオランダから奪った。さらに、1805年のト

ラファルガー海戦の勝利が世界の歴史を変えた。以後、1827年のナヴァリノ海

戦（1827年）、クリミア戦争（1854-56年）や植民地をめぐる小競り合いはあっ

たが、海洋の覇権を獲得した英国は西インド諸島、南アフリカ、インド、セイ

ロン、東インド諸島などを支配下に収めた。さらに、1840年には阿片戦争を中

国に仕掛けて5港を開港させたが、1842年には香港を割譲させ、1898年には威海

衛を租借し、ここに「ユニオンジャックのはためくところ陽の没することなし」

と言われた大帝国が誕生した。

　フランスは1862年にコーチシナ（ベトナム南部）を獲得、1893年にカンボジャ

とラオスを保護国とし、1853年にタヒチ、1880年にニューカレドニアを奪取
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し、1899年に広州湾一帯を租借した。米国は米西戦争に勝利すると1898年に

フィリピンとグアムを、1898年にハワイを併合し、1899年に東サモアをドイツ

と分割支配した。また、ドイツは1884年にニューギニアを占領、1886年にマー

シャル群島をスペインから購入、1899年にカロリン、マリアナ群島を占領、1899

年に米国と争ってサモアの西半分を領有し、1898には宣教師殺害を理由に膠州

湾を租借し青島に海軍基地を建設した。

　一方、北方から陸路アジアに進出したロシアは、アムール河を南下して1860

年にはウラジボストクに海軍基地を建設し、1898年には大連・旅順を租借して

念願の不凍港をアジアに獲得した。このようにアジア諸国はいずれも西欧帝国

主義の支配下に置かれたが、日本が西欧列強の植民地にならなかったのは、ヨー

ロッパ諸国から最も離れた位置にあったこと、アジア諸国と異なり国内が統一

され精強な武士団が各地に存在し、征服するには多額の戦費や多数の犠牲を覚

悟しなければならないことなどにあった（15）。

　その後、米国はモンロードクトリンや門戸開放宣言を旗印に、マハンの理論

に従い大海軍を建造し、第一次世界大戦でドイツ海軍、第二次世界大戦で日本

とドイツ海軍を破り、世界第一の海軍国に成長し世界に君臨した。しかし、第

二次世界大戦が終わると大陸国家のソ連が台頭し、マッキンダーのハートラン

ド理論はドイツの代わりにソ連が主人公となった他は予言どおりに実現された

かと思われた。ソ連は巨大な外向力をもって着々と内側三日月地帯を勢力下に

収め、その勢力はアフリカなどの外側三日月地帯にも及んだ。ソ連は東欧を制

してマッキンダーの警句の第1段を達成し、第2段の世界島の支配に乗り出し、

リムランドにある中国やアフガニスタンを影響下に収め、海洋超大国の米国は

力を失い海洋一国支配の歴史が閉じられたかに見えた。　

　しかし、大陸国家ソ連は安価大量の物資を運び得る海洋国家、経済的には有

無相通ずる国際分業と国際的自由貿易による相互依存関係で結び付く海洋国家

群に対し、その地理的制約や専制的な国家体制が災いして経済的に破綻してし

まった。ソ連や東欧圏の崩壊は政治的にはデモクラシー国家の勝利であり、経

済的には自由経済制度の勝利であったが、地政学的には海洋国家の大陸国家に

対する勝利であった。現在、マハンの海上交通路（Sea Line of Communication）

は、シーレイン（Sea Lane）と呼称は変わったが、海洋を制した国家が世界を制

するというマハンの理論に代わる理論は未だ生まれていない。しかし、採掘や
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輸送技術の進歩などにより、凍土帯からの石油やガスの掘削が可能となったロ

シアが、豊富なエネルギー資源を武器として強硬な資源外交を展開している。

マッキンダーの「ハートランドを制する者が世界を制する」との予言は再び甦

るのであろうか。

Ⅲ　海洋国家と大陸国家の海洋戦略

１　米国の「モンロー海軍主義」

　次に大陸国家と海洋国家の国家体制や世界観、戦争観などの差異を海洋国家

の米国と大陸国家の中国とで比較してみよう。第5代モンロー大統領は1823年に

中南米諸国に対するヨーロッパ諸国の干渉は、米国に対する非友好な行為とみ

なすとの宣言を発したが、このモンロー宣言は一方的な宣言であり、何ら国家

間の取り決めではなかった。しかし、以後このモンロー宣言が米国外交の聖典

となり、米国の中南米諸国への干渉権と拡大解釈され、中南米諸国への干渉の

正当性を主張する根拠となった。モンロー主義は時を経るに従いハワイ、フィ

リピン、さらには中国へと適用地域を拡大したが、モンロー主義と海軍を結び

付け米国を海洋国家に変えたのがマハン少将であり（16）、第26大統領のローズヴ

エルト（Theodore Roosevelt）であり、上院議員（のちの上院外交委員長）のロッ

ジ（Henry C.Rodge）であった（17）。マハンの『海上権力史論』を読んだ若き日の

ローズヴェルト議員は、直ちに「米国が必要とするのは巡洋艦の寄せ集めでは

ない。いかなる国の海軍にも負けない強力な戦艦群の大海軍である。米国のシー

パワーの強化が通商の拡大と米国の繁栄を導く」との書評を『アトランティッ

ク・マンスリー』誌に投稿したが（18）、さらに1879年には海軍大学校の講演で、

米国は防勢的海軍でなく攻勢的海軍を建設すべきである。海軍力を増強しなけ

ればモンロー主義宣言と米国の名誉を放棄することになると演説した（19）。

『海上権力史論』で名声を得たマハンが最初に書いた論説は「合衆国海外に

目を転ず」であったが、この論説で米国西岸の安全のためには「サンフランシ

スコから3000マイル以内にある港湾、すなわちハワイやガラパゴス、中南米な

どに外国の給炭所を獲得させないという不退転の決意を持たなければならな

い（20）」と、モンロー主義を西海岸に適用することを主張した。さらに5年後の

1889年8月にハワイを併合し日米の対立が高まると、米国海軍は最初の対日戦争

計画を立案した。しかし、当時は艦隊主力を大西洋に配備していたため、艦隊
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を太平洋に回航する前に日本軍にハワイ諸島やアリュシャン列島、状況によっ

てはピュジェット・サンド湾（シアトル南部）を占領されると見積もらざるを

得なかった（21）。この解決策はパナマ運河の建設であった。レセップス（Ferdinand

de Lesseps）のパナマ運河会社が資金難となると、マッキンレー（William

Makinley）大統領は1897年に元海軍軍務局長ウォーカー（JohnG.Walker）をニカ

ラグア運河諮問委員会議長に指定し、1902年6月には諮問委員会の答申を受けた

議会がパナマ運河建設法案を可決した。さらに、1903年11月にコロンビア上院

が運河地帯の租借を拒否すると、米国はパナマ地方の住民にコロンビアからの

分離運動を起こさせ、砲艦ナッシュビル（Nashville）など4隻を送って武器など

を与えて分離独立派を支援し、パナマをコロンビアから分離独立させ、新政府

樹立2週間後には運河地帯を永久に租借する運河条約を新生パナマ政府と締結し

た（22）。

　しかし、フィリピン、ハワイ、グアムを併合し、米国が中国への進出を企て

た時には中国はすでにヨーロッパ列強や日本による分割がほぼ完了していた。

遅れて参入した米国に許される方法は平和的商業的進出しかなかった。ジョン・

ヘイ（John Hay）国務長官は1899年9月から11月に、領土保全・門戸開放・機

会均等などの門戸開放宣言を列国に発した。これもモンロー宣言と同様に単な

る一方的な宣言であったし、当時はロシアが満州を占領中であり、ロシアの南

下を阻止するためにマハンは日英米の3海軍国が同盟してロシアの南下を阻止す

べきであると、1900年に書いた「アジアの諸問題」では主張していた（23）。しか

し、日本海軍が日本海海戦で米国の予想を上回る大勝をおさめ、太平洋の制海

権を確立し、戦後の不景気から西岸への移民が急速に増加すると日米関係は一

転し、マハンの主張も一転した。

　1909年にヘイ国務長官が再び門戸開放宣言を発すると、マハンは直ちに「門

戸開放政策」との論説を発表し、「ヨーロッパで緊張が続き英国やドイツが太平

洋に兵力を割くことができず、太平洋における勢力均衡を担う海軍兵力は日米

しかない。しかも最近の日本はノックス（Philander Knox）国務長官の満州鉄道

中立化構想を拒否し、日露協商条約を締結するなど満州の独占欲に侵されてい

る。米国の三大海岸―大西洋岸、メキシコ湾岸、大西洋岸の中で太平洋岸が最

大の危機にさらされている」と海軍力増強の必要性を訴えた（24）。

　このようにロシアの脅威が消えると米国では排日論は恐日論に変わり、日本
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海軍が太平洋における唯一の仮想敵とされ、日本の脅威が過大に扇動され軍備

増強が訴えられた。1906年にはサンフランシスコ市議会が日本人学童の隔離教

育法案を、1912年にはカリフォルニヤ州議会が日本人の土地所有禁止法案を通

過させた。このような日米の人種問題の対立から、米国では対日ウォー・スケ

アの嵐が吹き荒れ（25）、日本の脅威が過大に報じられるようになった。1912年4

月1日には「サンフランシスコ・エキザミナー紙」が、日本がメキシコのマグダ

レナ湾に2万人の大規模な入植地を建設する計画を進めていると報じると、ロッ

ジ上院議員は日本が米国西岸やパナマ運河に重大な脅威を与える土地を購入し

ようとしており、これはモンロー主義への挑戦であると扇動し、モンロー主義

の太平洋岸への最初の適用ともいわれた「米国の交通に脅威を与える位置にあ

る土地を、諸外国が購入し所有することを重大視せざるを得ない」との決議を

通過させた（26）。　

　このようにして、米国外交の基軸となったモンロー主義と門戸開放宣言は、

1930年代には中国大陸にまで拡大された。そして、1932年1月に上海事変が起こ

ると、米海軍はマニラからアジア艦隊を上海に急派し、司令官ヤーネル（Harry

Yarnell）大将は政府の米国人は直ちに引き揚げるようにとの指示を無視し、残

留を希望する限り保護せよと指示するなど外交官より強硬であった（27）。続いて

米国は1934年には第1次ビンソン建艦法案を承認、海軍力の増強を開始した。し

かし、陸軍にとり対日戦争は乗り気でなく、1937年には陸軍戦争計画部長エン

ビック（Stanley Embick）准将が「対日戦争は戦争によって得られる成果が費用

に見合わない。オレンジ計画は戦略的には愚かな「狂気の計画」であり、防衛

線をアラスカ―ハワイ―パナマの線に後退すべきである」と主張した（28）。しか

し、米国海軍は、「フィリピンは極東の自由主義の窓であり、中国市場へのス

テップ・ストンとして保持すべきである。フィリピン放棄は中国市場からの撤

退に連なる」と強く主張した（29）。

　このようにモンロー主義と門戸開放政策が「国家の政策と通商を支援し、本

国ならびに海外領土の防衛に当たり、いかなる地域にも米国の意志を示し、米

国外交を支える力を示す」という攻勢的な海軍を生んだのであった。視点を変

えれば米国海軍のアジア進出史は、自国の都合で猫の目の如く変わる覇権主義

的な「モンロードクトリン」の東洋への適用であり、それは「門戸開放」とい

う「ヘイ・ドクトリン」の錦の御旗を掲げた「西へ・西へ」と市場を求めた海



国際安全保障　第35巻第１号

－ 11 －

上開拓史でもあった。また、言葉を変えればインデアンを征服し、西岸に到着

した米国が太平洋を西進し、遭遇したのがアパッチならぬ日本海軍であり、こ

の「西へ・西へ」の潮流が激突したのが太平洋戦争でもあった。太平洋のアパッ

チを破ると米海軍は朝鮮戦争では日本海や黄海に、ベトナム戦争では南支那海、

パキスタン戦争ではインド洋に、湾岸戦争やイラク戦争では紅海やペルシャ湾

へと進み、世界の海の制海権を確立し世界最強の帝国へと成長した。

　東西の冷戦構造が崩壊し地域紛争が多発すると、米海軍は1994年11月には

“Forward From the Sea”（30）、2003年には“Sea Power 21”などの新戦略に転換

し（31）、「海上から陸上への戦力の投射」、「海上からの打撃」などを重視し、洋

上前進基地（AFSB: Afloat Forward Staging Bases）構想の基に、兵力整備を転換

し2003年には戦略核ミサイル（SLBM）搭載の原子力潜水艦SSBNオハイオ級4

隻からSLBMを撤去し、代わりに陸上目標攻撃可能な巡航ミサイル（SLCM）ト

マホーク27基と66名の特殊部隊（SEAL）を収容するSSNに改造した一番艦を竣

工した。さらに沿岸海域での作戦を重視した沿岸用戦闘艦艇LCS（Littral Com-

bat Ships）を整備するなど、海上から陸上への打撃力の投入を重視する武器体系

を構築中である（32）。しかし、イラク戦争などで国際連合が機能せず、また軍事

予算の削減が続くと、2005年にはミューレン（Michael Mullen）作戦部長が有志

国海軍との連携を重視する1000隻構想を提案するなど、米国の海洋支配にはか

げりも見受けられる（33）。しかし、制海権を確保し国家の意思を追求するという

マハンが主張してきたシーパワー、海洋力の本質は変わっていない。

２　中国の中華海洋生存権思想

　大陸国家にとって国土の広さや資源の有無などは、国土防衛上のみならず、

国家の生存発展のためにも不可欠であり、第二次世界大戦前のドイツやソ連は

自給自足体制を確立しようと、他国を侵略し領土を拡大したが、現在の中国も

この大陸国家特有の領土欲から新彊ウィグル自治区、寧夏回教自治区、内蒙古

自治区やチベット自治区などを併合し、海洋では西沙や東沙諸島を武力で占領

しただけでなく、現在も台湾解放や尖閣列島の領有を主張している。さらに、

科学技術の発展により海洋資源の開発の可能性が高まると、「必要なエネルギー

を与え続けなければ国家は死滅する。国家が生存発展に必要な資源を支配下に

入れるのは成長する国家の正当な権利である」というハウスフォハーの生存圏
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思想に極めて類似した理論を海洋に適用し、アジアの現状維持に挑戦しアジア

諸国の警戒心を高めている。

　中国は1980年代半から沿岸地方の経済的発展が顕著になると、経済的発展に

必要な資源、特に海洋資源の確保に着目し、共産党や海軍の指導者から海洋の

重要性を強調する論文が多数発表された。 小平（Deng Xiao Ping）に海軍総

参謀長（兼中央軍事委員会副主席）に抜擢された劉華清（Liu Huaqing）は、1984

年8月13日には『瞭望』の記者との対談「海洋・海軍・新技術革命」や、11月

24日付『人民日報』に論文「強大な海軍を建設してわが海洋事業を発展させよ

う」を発表したが（34）、これらの対談や論文で次のように主張している。

「わが国は6000余の島嶼と数百万平方キロメートルの海洋国土を持っており、

資源は極めて豊富である。海洋資源の開発は、わが国で重要な地位を占めてい

る。現在世界では海洋の開発利用は新しい段階に入っており、海洋は次第に戦

略的意義を持つ領域となりつつある。（略）海洋事業は国民経済の重要な構成部

分であり、海洋事業の発展には強大な海軍の支援が必要である」。

　次いで防化学院元院長で三略管理科学研究院高級顧問の徐光裕（Xu Guang-

yu）が、1987年1月2日の『解放軍報』に「合理的な三元的戦略的国境を追求す

る（35）」との論文を発表したが、この論文は従来の国境の概念を否定するもので

あった。すなわち論文では地理的境界（国境）が国際的に承認され、相対的に

安定を保っている現状に対し、「戦略的辺彊」というフランスの地政学者が主張

する「政治等圧線（Isobare Politique）（36）」、あるいはドイツ語の「Rum（圏）」、

英語の「Zone（圏）」という新概念を導入し、「戦略的辺彊」は従来の国境、領

海、領空と異なり軍事力などを伴う「総合的国力の増減で伸縮する」と論じた。

すなわち除光裕は「国境を地理的国境と戦略的国境との二つの概念で分類し、

地理的国境とは領土、領海、領空で規定される。しかし、戦略的国境とは国家

が実際に支配している地理的範囲の限界で、両国境の相違は地理的国境とは国

際的に公認された国境であるが、戦略的国境は国力によって変化し地理的国境

を出て「戦略的辺彊」を長期間有効に支配すれば「地理的境界」を拡大するこ

とができる。「戦略的国境は国家と民族の生存空間を決する」と論じている。ま

た、蔡小洪（Cai Xiao-hong）など4名の研究者の「戦略競争はすでに大気圏外・
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海洋に向かっている（37）」との論文でも次のように主張している。

「海洋は豊富な生物資源・鉱物資源・科学資源・動力資源の宝庫であり、西暦

2000年までに世界の海洋開発総生産は、世界総生産量の15から17パーセントに

達するであろう」。「20世紀末期から21世紀初頭にかけて世界は海洋経済の時代

に入り、海洋は世界の主要な軍事競争の対象になる」。「中国は人口が多く、1人

当たりでは資源の少ない国であり、新しい戦略資源を開発し国力や軍事力を強

化できるか否かが、中国が21世紀に挑戦できるか否かを決する」。「資源は国家

経済の血液であり国防発展の基礎である」。「新たな戦略資源は宇宙空間と海洋

にある」。「われわれは強固な意志と軍事力を含むパワーを備え、国際資源の共

同開発に加わり、われわれの国益を擁護するとともにわが国の現代化建設を促

進しなければならない」。

　続いて1992年4月の海軍創設43年記念日には、海軍司令員の張連忠（Zhang

Lianghong）中将が「改革開放　シーレーン防衛の先頭に立て（38）」との談話で、

「海洋は既に改革・開放政策の前進基地、貿易の主要ルート」であり、「海軍は

沿岸地域の改革・開放と経済特区の建設を支えてきた。海軍は海洋権益と海上

の良好な環境を守り、シーレーンの防衛を任務とすべきである」と外洋海軍へ

の転換の必要性を語った。

　このように海洋資源への着目が、中国海軍に海洋権益、海洋国境の防衛、海

洋辺彊の拡大という新しい使命を与え、今まで内陸や沿岸防備を主任務とし、

陸軍作戦を支援してきた沿岸海軍（Brown Water Navy）を、外洋海軍（Ocean

Navy）へと転換させ、「海上多層縦深防御戦略」を生んだ。この戦略は対馬海

峡、沖縄列島から南沙群島の内側の第1層防衛線は対艦ミサイル搭載の潜水艦や

駆逐艦、航空機で守り、その外側の硫黄島、サイパン、フィリピンなどの太平

洋西部や南シナ海の第2防衛線は航空機や対艦ミサイル搭載潜水艦、深海に敷設

する自動浮上追尾機雷などで、米空母機動部隊や核ミサイル搭載潜水艦から守

るとしている（39）。さらに中国は多額の経済援助を与えて太平洋の島嶼国家に接

近し（40）、12カ国中6カ国と国交を結び、バヌアツ、パプア・ニューギニアとは

軍事協力協定を締結し、ミャンマー海軍とは共同使用を条件にシットゥエ港を

建設し、パキスタンとはホルムズ海峡に近いグワダル港の使用を多額の経済援
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助を与えて確保するなど、太平洋やインド洋の制海権を確保しようと橋頭堡を

築きつつある。

おわりに―海洋政治力の確保

　日本人は島国のため国境に対する観念が希薄で、領海や排他的経済水域で日々

国益が侵されているだけなく、テロあるいは海賊という国家に帰属しない組織

による武力行使、資源の乱獲（特に魚類）、環境汚染、難民や密出入国などが生

起し、「海洋の安定（41）」を求めるPKOの海上版ともいえるOPK（Ocean Peace

Keeping）の動きさえ生じつつあるのも知らない。また、自国の海洋権益が北で

はロシアに北方領土を、日本海では韓国に竹島を奪われ、中国にはガス油田開

発の既成事実化、尖閣諸島の領有宣言、さらに太平洋では鳥島を「岩」と主張

されるなど、海洋権益、国益が日々侵されていることにも危機感は薄いし、政

府の対応も甘く完全に出遅れてしまった。何故であろうか、それは日本に海洋

国家にふさわしい海洋戦略を構築する一元的組織がないからである。

　諸外国では1994年に国連海洋法条約が発効しEEZ制度が始まるのを契機に、

海洋政策を強化した。韓国は1996年に13省庁にまたがっていた海洋担当部局を

統合して海洋水産省を新設し、2002年に海洋水産発展基本法を制定した。中国

も1984年には国務院に国家海洋局を新設し、1992年には「領海および接続法」

を、2002年には「海域使用管理法」を、2005年には「無人島法」を制定するな

ど海洋に関する各種の法体系を整備した。しかし、日本では航行の安全は国土

交通省、漁業は農林水産省、海洋環境保全は環境省、海底鉱物資源の開発は経

済産業省、EEZなどの警備は海上保安庁と防衛省と各省が案件ごとにバラバラに

対応し、議題が多岐にわる海洋政策サミツトなどの世界会議には主幹すべき省

庁がないことから欠席してしまった（42）。1996年に海洋条約を批准すると外務省

は海洋本部を廃止し、竹島問題ではペーパー・プロテクトを半世紀も続け、東

シナ海問題では「大局的な視点に立って未来志向の協力関係を強く呼び掛け

て（43）」きたが効果なく半世紀が過ぎた。このように東シナ海で一方的なガス田

開発を中国に許しているのも、竹島を韓国に奪取され続けているのも、日本の

繁栄が海洋の輸送力や安全保障、豊富な海洋資源などの数々の海洋の恩恵に支

えられている事実や、国土は38平方キロメートルで世界第60位であるが、領海

と排他的経済水域は世界第6位の海洋大国である事実を理解せず、政府も国民も
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海洋に対する知識も意識にも欠けていたからであった。

　海洋行政不在が続く中、昨年春に与野党議員有志が国会に「海洋基本法案」

など3件の関連法案を提出したが、与野党の政治的駆け引きから時間切れとな

り、今次国会（2007年春）に再度提出された。しかし、国会は政争に明け暮れ

本論の提出期限であった3月初旬の時点では、通過させるべき重要法案から外さ

れていたが、最後の校正期限の4月20日には安倍晋三首相の強い指示で参議院を

通過し成立した。しかし、各省庁の縄張りをめぐる抵抗を廃し施策を実行すべ

き総合海洋政策本部の組織化や個別の法案の整備など今後の課題も多い（44）。科

学的データがあれば可能な大陸棚の延伸の閉めきり期限は残すところ2年余に

迫っている。来年からは東南アジア各国と日中韓など15カ国が海洋政策を協議

する「東アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）（45）」が恒久的な機

関になるが、日本の対応は危機感に欠け省庁間の縄張り争いに明け暮れ、大き

く水を空けられたままである。海洋は21世紀の日本の盛衰を決する生存空間で

ある。日本は海洋法条約批准後に失われた13年の海洋権益を取り戻すことがで

きるであろうか。
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