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はじめに

　2011 年 3 月 11 日、日本は突然、東日本大震災に襲われ、それまでとは
別の社会に移行した。第一次世界大戦によって、欧州社会は 19 世紀的価
値観の近代から、20 世紀の現代へと変貌した。戦場にならなかった日本は、
1923 年の関東大震災によって同様な変貌を強いられた。東日本大震災に
よって、日本の何をどう変わったのか。それはこんご、明らかにされてい
くであろう。しかし、もし、今回の大震災が、過去 60 年以上、先進社会
が襲われることのなかった戦争による巨大破壊と重ねうる――巨大津波に
襲われた後にビルだけが残ったあの光景――とすれば、これを境に変った
ことの一つは、戦後日本が抱いてきた安全保障に関する感覚ではないだろ
うか。
　17 年前、私は『地球環境問題とは何か』（岩波新書 1994）を書いて、地
球温暖化問題が国際政治の課題として躍り出たのは、冷戦終焉による緊張
緩和の代替物としてである、と論じた。だが、この本が出たのは、温暖化
条約の第 1回締約国会議が開かれる 1年も前である。本書はこれに続くも
のとして、温暖化交渉を、より広い国際政治の文脈で読み解くことを試み
た。具体的には、温暖化問題が、冷戦直後の多幸症的な雰囲気のただ中で
議論され、温暖化条約や京都議定書は、理想主義性格が強いものとなった
こと、また EUの温暖化対策は、欧州統合という政治的潮流の中の一分枝
と見るべきものであること、などを論じている。広義の国際政治の文脈で
読むことは、その主流にある安全保障問題と、直接間接に重なる局面に焦
点をあて、その意味を評価することでもある。そんな作業の先に見えてき
た温暖化問題の姿は、およそこれまでとは異なるものとなった。
　本書には、軍事指向的（military-taste）な素材が少なからず盛り込まれて
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いる。そしてこれが、ポスト 3.11 の社会が共有するようになった感覚の一
つではないかと、私は思う。それは、戦後日本が共有した、軍事的事項に
対する無条件の拒否感覚からの脱却である。それは、いわゆる保守感情や
軍国主義と言われるものとはおよそ無縁のものであり、憲法 9条を当然視
した上で、現代社会における安全保障問題の具体像に予断なくアクセスし、
これを咀嚼した上で、考えぬこうとする態度である。もっと一般的に言え
ば、眼前の社会的現実を見つめ、地味だが知的に生きようとする、成熟し
た境地が、いま、うまれようとしているのだと思う。機能不全に陥ってい
る日本の統治機構を前にして、官僚が悪い、政治家が悪い、マスコミが悪い、
などという言い方そのものが間違っているのではないか、こう感じ始めて
いる人たち、とくに若い人たちに、本書を手にとっていただければと願っ
ている。
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その視程に入ってくるカタストロフィーであるとしている。その上で、
これに対する対策として、①何もしない、②技術的対応をとる、③知識
の拡張を図る、④制度的対応を整える、⑤宗教的反応、を挙げている。
数百年～千年単位で人間が採る構えを文明論的対応だと仮定すると、
3.11 東日本大震災を経たわれわれ日本人にとって、巨大地震・巨大津
波・大規模原発事故が欠落した千年紀的課題は、何とも迫力がない。

　　　ポスト3.11の日本と安全保障概念の再定位

　2011 年 3 月 11 日を境に、われわれ日本人は、それまでとは異な
る時代を生きることになった。ポスト 3.11 の世界の価値観によって、
あらゆる事柄が解釈され直されている。それはなぜか。それは、死者
が歴史を動かすから、である。日本は 1945 年を境にまったく別の社
会に移行した。第二次世界大戦による日本の戦没者は、兵員 230 万人、
民間人 80 万人であった。アジアの犠牲者数はきわめて大きいが、不
明である。
　2001 年 9 月 11 日、アメリカは同時多発テロに襲われ、これを機に
アフガニスタン戦争、イラク戦争へと突入していく。この同時多発テ
ロによるアメリカの犠牲者は、2,977 人であった。日本は、3.11 東日
本大震災にみまわれ、同時に史上最大級の福島第一原発事故を引き起
こし、その処理に苦しんでいる。この大震災で日本は、20,627 名にの
ぼる死者 ･行方不明者（死者：15,648 名、行方不明者：4,979 名、7 月 30
日 警察庁）を出した。先進社会を自認する日本が、平時の自然災害で
これほどまで大きな犠牲を出してしまった事実は、社会を構成する価
値観の基本部分に、大きな欠落があったことを示唆している。3.11 を
機に書き換えられるべき事項の筆頭は、戦後日本の価値体系の一角を
占めてきた、安全保障に関る考え方であろう。
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　戦後日本は、近代国家がその骨格に置いてきた国防力を、小さく謙
抑的に位置づけるようにしてきた。それは憲法 9条をもったからであ
り、それ自体誇るべきことである。さらに戦争最末期に核攻撃を受け
たことで、戦後日本は、ヒロシマ ･ナガサキを二度と起こさないこと
を人類的課題と考えるようになった。これもまったく正しい。ただし
その結果、その是非は別にして、日本人の核意識はヒロシマ ･ナガサ
キの惨状をもって凍結され、その後、猛烈に進んだ核兵器開発とその
大量配備という冷戦の過酷さや、その政治的意味を、包括的に分析し
ようとする動機づけが希薄になった。
　もっと直接的に述べると、先進国とは冷戦時代を通して、核抑止論
を究極的な必要悪として消極的にしろ受け容れ、核の使用という最悪
の事態に対する対応策も、その内に刷り込んだ社会のことを指す、と
すら言ってよい。核兵器をもたないドイツも、NATO同盟を介して、
アメリカの核兵器を運用できる立場（nuclear sharing）にある。この
ような冷戦の過酷さに気づかない風のまま、ポスト冷戦時代に到達し
た唯一の先進国、それが日本である。突然のベルリンの壁崩壊によっ
て、ドイツ人が抱いた安堵感・開放感・脱力感には、われわれの量り
知れない部分がある。さらに論を広げれば、議会制民主主義とは、か
つて国王が持っていた軍事を含めたすべての権限を議会の下に集約
し、戦争が起これば議会が戦時法体系に切り替える権限をもつ政治体
制のことである。
　第二次大戦後、今日に至るまで、先進国が直接の戦場になることは
なかったし、幸い核兵器も使用されなかった。ところが 11 年 3 月 11
日、巨大地震と巨大津波が不意打ちで日本の東北・北関東の沿岸部を
襲い、加えて、福島第一発電所の原発 4基すべての冷却装置が破壊さ
れ、大量の放射性物質が撒き散らされた。大津波に襲われた後の光景
は、原爆投下でビルだけを残して焼け野原になった、あの光景とどこ
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か重なっている。この既視感こそ、われわれが絶対に再現させまいと
決意したことではなかったか。
　今年（2010 年）3 月 11 日、平和な先進国の地方都市が不意打ちで
巨大津波に襲われ、一部では自治体機能まで失われた。だが、あたか
も大量破壊兵器の攻撃を受けたのに似た光景が繰り広げられても、統
治形態を定めた日本国憲法には非常事態宣言の条項がないため、これ
を発動する選択肢は最初からなかった。さらに加えて、歴史上最大級
の原発事故を起こしてしまった。日本は冷戦時代を通して、他先進国
のように核戦争までをも想定した対応策を社会のなかにビルトインさ
せるような状況にはなかったため、核事故や核汚染除去についての機
動的対応や管轄権限について原則をもたない事実が露呈した。そのた
め、核関連技術は安全保障に直結する国家の至上業務とみなすアメリ
カやフランスの機関に、少なくとも初動期は、頼り切らざるを得なかっ
たのである。
　日本国憲法は、日本人の意志であると同時に歴史的与件でもある。
ポスト 3.11 時代に生きるわれわれは、これら与件の総体を生かしな
がら、新たに認識された脅威を視野に入れ、これに対抗する体制を、
未来に向けて考え出していかなくてはならない。長期的な視野から考
慮すべき 3つの脅威、すなわち伝統的な安全保障、地球温暖化、地殻
プレート移動によって引き起こされる巨大地震、を比較したのが先の
表 16 である。
　人類は、とりわけ冷戦時代を通じて、軍事技術を非常に発達させ、
おびただしい兵器と巨大な軍事インフラを装塡してきた。ただし、他
国の軍事力がそのまま脅威とみなされるわけではなく、どの程度、敵
対的意思をもっているか、つまり「軍事力×意図」が脅威となる。狭
義の安全保障では他国の「意図」が決定的に重要である。
　核兵器はあまりに破壊力が大きいために厳格なコントロールと、相
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手国に対する偵察と早期警戒が不可欠となる。核兵器を配備すること
は、世界大の同時大量通信インフラを構築することとほぼ同じことで
あり、軍の指揮命令と情報収集機能の部門は総称して C3I（command, 
control, communication & intelligence の略称）と呼ばれる。さらにこの
外側には、CIA のようなインテリジェンス機関が各国の経済力や政
治情勢を分析し、また、ランド研究所などの安全保障系のシンクタン
クが、さまざまな脅威について分析・評価してきた。核兵器の使用と
いう「考えられないことを考える」のがランド研究所などの役割であ
り、今日ではごく普通に用いられる、コンピュータ・シミュレーショ
ンやゲーム理論は、敵であるソ連の行動や意思を、より合理的に分析
するための手法として、考え出されたものである。
　このような狭義の安全保障に対して、国民の生命・財産を守るとい
う観点からは同列に並べうる、温暖化の脅威と、地殻プレート移動に
起因する脅威を比較してみると、地球温暖化は人間による意図せざる
脅威であり、後者はまったく自然のみに由来する脅威である。
　温暖化の脅威に対しては、国連気候変動枠組み条約が存在する。こ
の条約が前提とするのは、大気中に毎年 2ppm蓄積されていく人間活
動由来の CO2 が元凶だという認識であり、そして IPCC の第 4 次報
告は21世紀末に地表の平均気温が1.4～4℃上昇すると予測している。
だが 3.11 を経た目から見ると、温暖化の脅威は、地球システムのう
ちの、大気というサブシステムが関係する脅威である。2万人という
犠牲を払ってわれわれが再認識したのは、太平洋プレートが北アメリ
カ ･プレートの下へ、年間 8～ 10cmという世界最速に近い速度で沈
み込むことで「ひずみ」が蓄積され、それによって巨大な脅威が必然
的に生み出される事実である。
　ただし、温暖化条約があるのだから、地殻プレート移動による脅
威に対抗するため、「国連地球物理学変動枠組み条約」を制定すべき
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だという議論に、簡単に結びつくわけではない。第一の理由は、脅
威の原因が人為とは無関係な自然現象であり、地震や津波の早期警
告や情報交換、災害援助などに関してはすでにさまざまな国際協力
の体制が存在しており、これ以上、新たに規範的な国際条約を設け
る必要性あるかという点で弱いからである。そもそも地震災害につ
いては、日本などが中心になって、02 年から国連国際防災戦略（UN 
International Strategy for Disaster Reduction）という組織が正式に発足
しており、05 年 1 月には神戸市で、阪神淡路大震災（死者 6,434 名行
方不明 3名）10 年を記して国連防災世界会議が開かれ、「兵庫枠組み 
Hyogo Framework」を採択しているのだ。
　第二に、地球温暖化問題を次の外交アジェンダとすることを必要と
した、冷戦終焉のような国際政治上の動因が見当たらないからである。
第三に、主要先進国のうち、地震多発地帯に首都があるのは日本くら
いだからである（図 29）。そもそも津波は tsunami と表現され、その
脅威にリアリティーをもつ欧州諸国はほとんどないのである。これま
で巨大地震や巨大津波による膨大な犠牲者を出した地域は、中国を除
けば、太平洋やインド洋がほとんどで、政治的な影響力をもたない発
展途上国や小さな国が少なくない。
　だが、ハードルが高いのは承知の上で日本は、地球大気というサブ
システムを対象とした温暖化条約に並置して、国連地球物理変動枠組
み条約（UN Framework Convention on Geophysical Change）が設定さ
れるべきであり、そのための特別会合を早い機会に仙台で開くことを、
繰りかえし提案すべきであろう。国際的に理解者は少ないにしても、
地震多発地帯に位置する国の宿命として、あえて提起し続けるべきで
ある。おそらく、欧州諸国は消極的であろう。考えてみると、アラス
カやハワイを含むアメリカの西海岸、ニュージーランド、オーストラ
リアは、かつては「植民地」という欧州文明の辺境であったのだ。イ
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ンド洋をも含む環太平洋諸国に向けて、自然の脅威である地殻プレー
ト移動に伴う自然災害に関して、既存の地震研究体制の国際連携と研
究そのものの強化、完全な情報の相互提供と早期警戒体制の構築、統
合的な災害協力の枠組みを構想する目的で、ベルリン・シナリオとは
別のテーブルを提案するのである。
　言うまでもなく、国民の生命・財産を守ることが、国家の第一の使
命である。ポスト 3.11 時代のいまは、狭義の安全保障に重ねて、温
暖化の脅威はむろんのこと、1,000 年単位で起こる巨大地震や大津波
への対応策も社会的価値に繰りこんだ、地球物理的変動に対して強健

図29　世界の地震と主要国の首都
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　1960年代前半に急速に整備された地震観測網によって、プレート ･テクトニクス理論が受容されていった。
その成果の上に、先進主要国の首都を重ねてみると、日本一国だけが地震の超多発地帯の上に位置することが
わかる。この事実は、日本は3.11の犠牲を踏まえて、プレート移動に主に起因する地震・津波を自然の脅威
と認める国際条約の制定を訴え、地震 ･津波への対応策を視野に入れた21世紀文明を設計する先頭に立つべ
き位置にあることを示している。


