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Ⅰ　序　説

有史以来、戦争の形態や様相は大きく変化してきた。そうした変化をもたらし

たのは、社会や科学技術といった戦争を取り巻く分野の変化であり、また作戦や

兵站といった純軍事的な分野の変化でもある。これら 4つの要素は決して互いに

独立したものではなく、密接に関わりあっているということである。いずれも戦

争の遂行に大きな役割を果たすものであり、戦争態様の歴史的変遷を語ることに

欠かせない。本稿は、「社会」「科学技術」「ロジスティクス」「戦争態様」という

4つの戦争を支える要素に焦点を当て、戦争の歴史的変遷について中世から現代

に至るまでを振り返り、さらに未来の戦争の形態についても考察を加えるもので

ある。

Ⅱ　中　世

近代以降、とりわけ20世紀に起きた 2度にわたる世界大戦や冷戦と比較して、

「中世」に起きた様々な戦争は局地的なものであった。「中世」という時代は、各

地域間における経済的・政治的・社会的な相互依存が限定的であり、各地域に横

断的な軍事衝突が世界規模の戦争へと発展することはなかった。また、中世の時

代区分は地域ごとに差があるため、以下のように世界の 4つの地域における中世

を定義し、分析する。まず日本については、武士の歴史と言える平安時代中期か

ら江戸幕府が成立するまでの11-17世紀を扱う。中国については、そもそも中世

という時代区分が不明瞭であるため、他地域に合わせて11-17世紀を分析する。

イスラムについては、イスラム圏の王朝が世界帝国として強大な力を持った

10-16世紀を中心に扱う。ヨーロッパについては、戦争の変遷を論じるにあたっ

て特徴をとらえるべく、中世の前後にある古代や前近代にも広げており、主に

9 -17世紀の歴史を論じる。

1　日　本

中世の日本は、「武士の歴史」といっても過言ではない。武士は、11世紀の中

頃に当時の日本を支配していた天皇や貴族の護衛につく職業として誕生した。本

稿では、中世を 4つに分けて、それぞれの代表的な戦いを考察する。
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（ 1） 源平合戦

源平合戦は中世最大の内乱である。治承・寿永の乱における1184年の一の谷の

戦いでは、源氏は土地には不慣れであったため、平氏の布陣を踏まえて作戦行動

をとっていた。源氏方は本陣と別働隊に分けて各地から攻撃を仕掛ける戦術をと

り、平氏の不意をつく奇襲となって後の趨勢に大きな影響を与えた。一方平氏側

は山と海に挟まれた要塞を擁しており、 1年前まで本拠地としていた摂津の福原

に陣を構えていた1）2）。

1185年の源平合戦最後である壇ノ浦の戦いでは、平氏が有力な水軍を従えてい

たこともあり、初めは源氏を圧倒していた。しかし、源氏方は平氏方に内応者を

出しており、西軍の水軍を味方につけていた。また東国武士が得意とする弓矢を

用いて、船のこぎ手や舵取りを狙い撃ちする手法をとって船の制御を失わせたの

も作戦としては成功を収めた3）4）。兵糧の面でも、屋島の戦いでの敗北によって

十分な食料を得られなかったことが平氏の一敗因となった5）。

（ 2） 応仁・文明の乱

室町時代末期になると幕府の権力は低下し、各地に有力な武将が現れ始めた。

管領家の畠山氏、斯波氏の家督争いは細川勝元と山名宗全の勢力争いに発展し、

第 8代将軍の足利義政の継嗣争いも加わり全国的な内乱となった。

当時の村には隣村との抗争に使用される武器が存在したため、応仁の乱には京

都周辺の村民も動員された。しかし、彼らは自らの住む地域の防衛につながる戦

以外の出陣には消極的であった。また、京都は町ごと荒廃していったため食料や

武器の調達は困難だった。

新兵器の存在も確認でき、東軍にて石を飛ばす兵器である「発石木」や「飛砲

火槍」も使われていた。また応仁の乱では敵味方の入れ替わりが激しく、「東軍

のほうでは、紅色の練り絹でつくった小旗を腰に差6）」すなど、合印の使用が目

立ち始めた。

（ 3） 桶狭間の戦い・長篠の戦い

桶狭間の戦いでは、織田軍が地形をうまく活用した戦術で勝利を収めた7）。今

川は尾張に攻め入るにあたり桶狭間にて軍を休めていたが、織田信長は桶狭間山

が防衛に適さないことを考慮し、奇襲を決めた。信長は今川方から見える善照寺

で陽動作戦を行って今川の前衛を騙し、別の砦に入ると見せかけて正面から突撃
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した。強風を伴った大雨であったため、天然の煙幕で織田軍が攻めてきたのを見

破ることができず、今川方は総崩れとなる。

長篠の戦いは、長篠城を攻めてきた武田勝頼に対し、徳川家康と織田信長が応

戦したものである。数では圧倒的に織田・徳川軍が勝っており、鉄砲隊の活躍も

あって設楽ヶ原に突撃した武田軍は壊滅的打撃を受けた。この頃になると織田信

長は、兵農分離を行い、農業の繁忙期でも兵力が集められるよう、常備兵を整え

ている8）。信長はロジスティクスも怠らず、国力維持のため兵糧の政策にも重点

をおくことで勝利を収めていた。

（ 4） 大坂冬の陣・夏の陣

1614年の大坂冬の陣において、豊臣方は大坂城を中心に陣を構えた。大坂にあ

る諸大名の蔵屋敷から兵糧を接収したため、籠城でも問題なく戦えたが、旧恩の

ある大名や浪人らをかき集めた寄せ集めの兵は統率が困難だった。大坂城は堅牢

な城であったため、豊臣軍は籠城戦を選び、淀川の堤を切って大坂一帯を水没さ

せ防御力を高めようとしたが徳川方に阻止され失敗した。その過程で徳川方は数

箇所の砦を陥落させ、豊臣方は完全に大坂城へ撤収した。この中で特筆すべきも

のとして真田丸の戦いがある。まず、真田丸の前方にある篠山にいた真田勢が、

近くの敵を挑発し、おびき寄せる。敵が城壁まで迫ってきたのを見計らい火縄銃

で射撃を行い、大きな損害を与えた。徳川方も大砲による砲撃を続け、豊臣方の

不眠を誘うとともに土塁や石垣を破壊した。最終的にはお互いの兵糧の減耗、士

気の低下などによって和議が締結された9）。

夏の陣では徳川方は短期決戦を目論んで堀を埋め立て、豊臣方は籠城は不可能

と判断し、野戦に打って出た。豊臣方は、徳川方の兵站地であった堺を焼き払う

ことに成功するなど奮戦するも敗れ、大坂城は陥落した10）。

2　中　国

（ 1） 社　会

（a） 思　想―兵学における『孫子兵法』の影響―

『孫子兵法』は、中国史上最も古く、かつ最も整った兵法書であり、後世の戦

争理論と実践とに積極的かつ深遠な影響を及ぼした。

北宋建国後、対北方異民族戦争で度重なる失敗を経験し、兵学を重視する機運

が高まった。1080年には、第 6代皇帝・神宗が 7種の兵書を「武経七書」と称し、
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武学課程の必修教材として天下に公布した。中でも『孫子兵法』は特殊な地位が

認められ、明代では軍の司令官の必読書とされ、武挙の主な試験内容にもなった。

名将・戚継光は『孫子兵法』を武器庫になぞらえ、兵を用いる時に『孫子兵法』

を用いるのは武器庫の中から兵器を取り出すのと同程度と見なした11）。『孫子兵

法』に代表される孫子の思想は、一種の文化の蓄積となっており、兵学の発展の

模範であるのみではなく、後世の人々の思想と行為に大きく影響を与えている。

（b） 経　済―各王朝の興亡と異民族―

宋は後晋が契丹に割譲した燕雲十六州の奪還に二度失敗した。1004年には北方

の遼に、1044年には西方の大夏にそれぞれ屈して和議を結び、歳幣の貢納を余儀

なくされた。この歳幣が財政難を招き、第 6代・神宗の時代に王安石が軍事、行

政、経済、社会構造などの改革を行った。王朝の統制強化により財政改善には成

功したが、自由な経済活動を制限する側面を持ち、既得権益層からの猛反発も

あって、完遂させることは困難だった12）。

遊牧王朝であった元朝においては、柔軟で機動力に富む軍隊が大きな財産で

あった。反面、統制が及ばなくなれば容易に反乱が起きる危険性と常に隣り合わ

せであった13）。

元末の混乱の中で、朱元璋が明朝を創設し、興南の経済力を基盤に華中一帯を

制圧した。明は皇帝専制体制を作り上げ、経済的にも豊かになった。全盛期を迎

えた15世紀初めの永楽帝の時代を特徴付けるのは広範に及んだ朝貢体制である。

明朝は周辺諸国に勘合符を与えて勘合貿易を行い、永楽帝の頃には朝貢国は30カ

国に及んでいた。

（ 2） 科学技術―火薬の軍事的利用とその変遷―

古代中国の三大発明の一つとして火薬が挙げられる。宋代以降の中国では、高

度な経済と高水準の技術的・科学的進歩を背景に、世界で初めて様々な火薬兵器

が開発された。

火薬は、不老不死の薬の製造を試みる鍊丹術の中で偶然発見された。北宋時代

になってから軍事利用がなされ、970年には火薬によって発火する矢である火箭

の提案がされている。宋代には城や楼船を焼き払う球状の「火毯」、槍の先に燃

焼性火薬の筒をつけた「火槍」、火薬の真の爆発力を利用した「霹靂砲」などが

開発された。霹靂砲は石灰を混ぜることで敵兵の目を潰す煙を発生させ、大きな

爆発音が敵に恐怖を与えた。13世紀の対異民族戦争の頃には火薬兵器は充実し、
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最初の真の爆弾である「震天雷」が開発された14）。

モンゴル人は積極的に新種の火薬兵器を導入し15）、1332年には現存する最古の

銅製の銃「銅碗口銃」が作られた他、宋代の火槍から発展した小型の「銅手銃」

も開発された。元寇においても火薬兵器、とりわけ震天雷が日本の兵士に与えた

衝撃は大きく、日本の記録『八幡愚童訓』には、日本の兵士が元軍の鉄製爆弾の

爆発音によって混乱に陥った様子が生々しく描写されている16）。

明代には、銅手銃の連射が可能になった。また、鳥銃（マスケット銃）が西洋

から伝えられ、1558年には 1万丁の国内生産が行われた。爆弾の威力も強大化し、

最初の地雷である「無敵地雷砲」が開発され、都市の防衛を担った。大砲の分野

では単発の大きな弾を放つ鉄製の大砲が倭寇に対抗する新型武器として開発され

た。1626年の寧遠の戦いでは、寧遠城の城壁上に当時の最新式であった紅夷砲を

11門配置し、その威力によって数倍の兵力を持つ後金軍の猛攻を食い止めたとさ

れている17）。

（ 3） 兵　站

（a） 兵の移動

当時は軍隊の迅速な動員の可否が勝敗を大きく左右したが、元朝は非常に効率

的な兵站能力を有していた。それには遊牧民族であるがゆえに多数の騎馬隊を組

織していたこと、元来から複数の拠点を移動しながら野営生活を行っていたこと

が背景として挙げられる。同時代のヨーロッパの歩兵の行軍距離と比べ、モンゴ

ル軍の軽装騎兵であれば 3倍以上の70kmを 1日で行軍することができた。また、

馬はその肉や内臓、血は食料として、骨、腱は武器として、さらに毛皮は衣服と

して利用でき、迅速な食糧等の調達にも適していた。

（b） 兵糧の確保

兵糧の確保は戦争の勝敗を左右する。特に遠征や攻城、籠城戦では、兵糧の確

保は必要不可欠な条件の 1つである。中国の兵糧調達は古代から近現代に至るま

で、現地調達が一般的である。『孫子兵法』には「糧は敵に作る。故ざるはなし」

と記述され、兵器を本国から補給することはあっても、兵または糧秣は敵のもの

を利用した。敵の物資を全て利用することは中国の兵法が教えるところであり、

歴代の中国王朝においても同様である。

（c） 軍事拠点としての城

中国では、政治経済の中心となった都市は全体が城壁によって囲まれていた。
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これは春秋・戦国時代において、都市国家同盟相互の戦車戦を中心とした野戦か

ら、領域国家間の大規模な歩兵を主力とする攻城戦へと戦術が変化したことに由

来する。中国の築城技術は戦争とともに発展し、城郭都市は多くの人口を抱える

ようになった。宋の開封府城や元の大都城が有名で、明の北京城は、数10kmの

城壁を巡らせた威風堂々たる巨大な城郭都市であった。これらの城郭都市は、敵

に攻め込まれた際の防御拠点であるだけでなく、食糧や武器などを備蓄する拠点

の役割も担っていた18）。

（ 4） 作　戦―各王朝における戦争態様―

宋軍は建国当初より北方の遼軍の脅威に晒されていた。遼は騎馬民族が故に騎

兵を中心とした編成であり、突撃戦法は歩兵中心の宋軍を圧倒した。また後晋が

燕雲十六州を遼に対して割譲したため、都・開封に至るまでの守りの要衝を失っ

ていたのである。宋では軍隊の指揮権と軍令権を分ける二元制の軍隊指揮系統を

成立させたが、皇帝が監視のために派遣した監軍が自ら軍を動かそうとすること

が多々あり、その度に指揮系統は混乱に陥った。以上の要因により、宋は戦略的

に圧倒的不利な状態にあった19）。

モンゴル軍は、強力な騎馬隊を持ち、遠征時には軍隊を 3つに分けて進軍した。

先鋒隊は、機動力に優れた軽装の騎兵を中心に編成され、前線の索敵や敵軍の粉

砕を目的とする。中軍は、その後に戦闘地域に入り、拠点の制圧や残存勢力の掃

討、戦利品の略奪を目的とする。後方隊は、家畜を放牧しつつゆっくり進軍して

前線を支えた。兵士たちの家族など非戦闘員を擁し、制圧の完了した地域に待機

し、通常と同じ遊牧生活を送った。また、軍隊は遊牧生活を基本としていたので、

放牧に適さない南方の多湿地帯や西アジアの砂漠地帯や水上の戦闘では、漢民族

などの被支配民族から適宜徴兵、動員を行った20）。

明代には火器がより広範に用いられるようになった。明は初期から火器を重要

な兵器と見なし、火器を専門とする部隊を創設した。その部隊は永楽帝の時代に

おける安南（ベトナム）侵攻を契機に、「神機営」として明確に確立した。神機営

は皇帝の直属であり、火器による戦闘以外にも、火器の製造、教導の任務まで実

行した世界初の総合火器専門部隊であった。また、明は野戦における火器の展開

のみならず、旧来の火器の使用法である城塞への配備にも熱心であった。
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3　イスラム

中世イスラムにおいては、現在と同様にイスラム教が社会の構成に大きく影響

し、クルアーンがイスラム共同体における憲法として機能した。本稿では中世イ

スラムの主な王朝における戦争の変遷を論じる。

（ 1） 社　会―各王朝の社会構造―

（a） アッバース朝

10世紀後半、軍事・行政を実質的に支配した宦官が当時のカリフを殺したこと

でカリフ権は大きく変容した。跡を継いだカリフは、グラーム軍人（奴隷軍人）

の息子イブン・ラーイクを大アミールに任じ、正式に軍事・行政の両権を委ねた。

これにより、アッバース朝カリフは軍事権と行政権を失った。やがてブワイフ家

が大アミール位争奪競争の勝者となり、アッバース朝を保護下においた。この

アッバース朝の変容を嶋田襄平氏は奴隷軍人や遊牧軍人による地方王朝形成とイ

クター制（徴税権の委任の形をとる地方官の給与制度）の執行をもって定義される

「軍事的支配体制論」として論じている。具体的には①軍人による行政・徴税権

の支配、②職業軍事集団としての奴隷軍団や遊牧集団の社会進出、③土地所有形

態としてのイクター制の成立などの特徴があり、イスラム社会のあり方をも規定

したとされる21）。

（b） マムルーク朝

マムルーク朝のもとで首都カイロは国際的な商業都市として繁栄し、その商人

はカーリミー商人と言われてアラビア海方面で活躍した。また農業生産力も向上

し、小麦・大麦などの主産物に加えて、サトウキビの栽培とそれを原料とした砂

糖の生産が増え、主要な輸出品となった。その後も東西交易のルートを抑え、16

世紀初頭までインド洋交易圏でのダウ船による海上貿易を支配した。

（c） オスマン帝国

13世紀の小アジア（アナトリア）西部では、セルジューク朝の地方政権が十字

軍やモンゴルの侵入を受け弱体化すると、トルコ人のイスラム戦士集団である

ガーズィーが無数に生まれ、互いに抗争を始めた。その中で有力なものがベイ

（君侯）を称し小規模な君侯国を形成した。オスマン帝国の創始者オスマン＝ベ

イもその一人であり、その西のビザンツ帝国領を個々に浸食していった。メフメ

ト二世はイェニチェリ軍団などの軍隊の組織的な力を復活させて勢力を強め、
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1453年にはビザンツ帝国を滅ぼした。

14世紀末にはキリスト教勢力に勝利したバヤジット一世が、カイロに亡命して

いたアッバース朝のカリフの一族から世俗的権力者としてスルタンの称号を贈ら

れた。以降オスマン帝国はイスラム教スンナ派を保護する宗教国家として西アジ

アに大きな勢力を持つようになった。さらに16世紀前半（18世紀ころとの説もある）

にはスルタンが宗教的権威者としてカリフの地位も兼ねるスルタン＝カリフ制を

採るようになった。

（ 2） 科学技術

（a） アッバース朝―バグダードの巨大な円形都城―

アッバース朝の首都バグダードには、直径が2.35kmに及ぶ円形で、三重の城

壁に守られている巨大な円形都城があった。そこに、官庁やカリフ、官僚、高級

軍人の邸宅などが設けられた。一番内側の円は、直径1.8kmもの円形の広場であ

り、その中心には「黄金門宮」と呼ばれたカリフの宮殿があった。円形都城は死

角が少なく、防御側にとっては非常に効率的なものだった。

（b） マムルーク朝―投石機―

マムルーク朝では、攻城兵器として投石機が非常によく用いられた。その代表

例として「マンゴネル」が挙げられる。これは非常に巨大な投石機であり、敵の

城壁に対する攻撃に用いられた。その運用には多くの兵員を必要とし、練度が低

いと友軍を殺傷する危険もあった。

（c） オスマン帝国―イェニチェリの鉄砲部隊―

イェニチェリは非常に統制のとれたエリート部隊であった。幼少時にキリスト

教徒の家庭から健康で頭脳明晰な子供を徴発し、イスラム式の軍事教育を施した。

少数精鋭部隊となった彼らはイスラム教に改宗し、スルタンにのみ忠誠を誓う近

衛歩兵軍団イェニチェリ（新しい軍隊）に所属することとなった。彼らは中世ヨー

ロッパの騎士団にも似た「戦闘道具」と化した。その装備と軍事面での多様性か

らイェニチェリは「封建戦士」に勝っていた。あらゆる種類の武器を備え、兵器

鍛工や天幕設営班さえ伴っていた。オスマン帝国の戦では、最高軍司令官の天幕

宮殿の周囲に、砲兵とともに近衛兵であるイェニチェリの歩兵が陣取っていた。
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（ 3） 作　戦

（a） アッバース朝の奴隷軍団

アッバース朝は奴隷を多数購入し強大な軍を作り上げた。 9世紀には独立した

3軍団が存在したが、その 1つのアトラークは、この時代の王ムータスィムが

作った奴隷軍団であった。彼は奴隷市場で有名なフェルガナの中心地サマルカン

ドに人を派遣し、その地の支配者を通じて多数の奴隷を購入し、彼らは有能な奴

隷軍人として活躍した。

（b） マムルーク朝―アイン・ジャールートの戦い―

1万人ほどのモンゴル軍の先遣隊に対して、数では優位にあったとみられるマ

ムルーク朝軍は全軍を投入することを避け、まずバイバルス率いる先鋒隊のみが

モンゴル軍の前に進軍した。モンゴル軍は突撃して一気に勝敗を決しようとし、

後退を始めたバイバルス隊を追撃したが待ち受けていたマムルーク朝軍本隊に

よって包囲撃滅された。

（c） オスマン帝国―メフメト二世のコンスタンティノープル征服―

この戦いではオスマン帝国のイェニチェリ 1万2000人がコンスタンティノープ

ルの防衛兵8500人と戦った。オスマン帝国は数的には有利だったが、コンスタン

ティノープルは三重に囲まれた城壁や投石機、堀に加え、山や金角湾といった地

理条件にも恵まれた、絶対的な防衛力を誇る鉄壁の要塞であった。そこでメフメ

ト二世は、金角湾の北側の陸地に油を塗った木の道を造り、それを使って70隻も

の船を陸を越えて金角湾に移す作戦に出た。これによりコンスタンティノープル

は陥落した。

4　ヨーロッパ

（ 1） 社　会

（a） 封建制の成立

ヨーロッパには古代ローマ発祥の「恩貸地制（Beneficium）」とゲルマン発祥の

「従士制（Gefolgschaft）」という 2つの制度が存在した。これらは 9世紀以降の異

民族の流入による混乱の中で融合し、「封建制（Feudalism）」が誕生した。封建制

は、家臣は主君に対して忠誠を誓い軍役を提供し、主君は家臣に封土を与えるも

のであった。これはヴァイキングなどに対抗する機動力という軍事的必要性を満

たすものであったのと同様に、貨幣に代わって重要性を増した土地の保護という

経済的必要性に応えるものでもあった22）。封建制の成立により、中世ヨーロッパ
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の象徴ともいえる騎士が登場した。騎士たちは主君に仕えることで経済的な保証

を獲得した。しかし、長い戦役には、運搬力と持久力、そして突撃に耐えうる運

動能力を備えた馬や、従士、馬丁、軽装の騎兵、さらには護衛の歩兵も必要であっ

た23）。このため、騎士は裕福な専門家の仕事となり、重装に着飾った「騎士」と

いう地位は神秘的な機能の象徴となっていった。

（b） 傭兵の台頭

傭兵制度の背景には、報酬である貨幣を用いた経済の発展があった。イタリア

北部では11世紀の十字軍開始以降、イスラム世界との東方貿易が活発になり、

ヴェネツィアなどの北イタリア諸都市で貨幣経済が発展した。商人たちは、商品

を運ぶ際に武装した騎士などを雇うことで自己防衛に努めた。力を強めた商人た

ちは領主や聖職者たちから都市の統治権を奪ったため、自らの都市を守るための

武装が必要となり、傭兵を雇うようになった24）。

12世紀には、兵器や築城技術の発達によって戦術が高度化した。都市から離れ

た農村を守るためにも、組織化して訓練された専門軍人である傭兵の常駐は有益

であり、イタリア商人の経済力を背景に定着していった。傭兵は近代に国民軍が

創設されるまで重用されたが、傭兵制度の成立は戦争における軍事サービスの商

業化を意味した。

（ 2） 科学技術

950年から1350年にかけての戦争には、重騎兵の優位性、石弓の威力、特殊な

要塞とそれに対抗する攻城術の発達という 3つの主要な特徴があった25）。これに

伴い、歩兵という職種がヨーロッパにおいて形作られた。

（a） 重騎兵

10世紀の軍隊と同様、13世紀の軍隊では重騎兵が軍事的エリートを形成してい

た26）。彼らの強さは、その大きな武器と重装に着飾った装具にあった。重騎兵の

全装具は、およそ50ポンドの鉄を必要としており27）、通常よりも大きくて強い馬

も求められた。

（b） 射　手

まず中世ヨーロッパで中心となったの石弓は高い貫通力を誇ったが、「野蛮な

弓」とも評され、12世紀にはキリスト教徒同士での使用が禁じられた28）。長弓は

長さが 6フィートあり、従来は敵の勢いをそらしたり、敵を僅かでも負傷させた

りするための武器であったが、「ロングボウの父」とまで言われるエドワード一



158　政治学研究58号（2018）

世は長弓兵でスコットランドのパイク兵を撃破した29）。長弓は1345年のクレシー

の戦いでも活躍し、イングランド軍の傾斜地に構えた長弓隊が、重騎士やクロス

ボウが主のフランス軍を破った。しかし、火器の発達により弓の時代は終焉を迎

えることとなった。

（c） 城　塞

10-12世紀にかけて広がっていた城塞の 2つの特徴は「小さくて高い」ことで

あった30）。当時の城塞の目的は防御であり、しかも少人数による防衛を想定して

いた。そのため城塞は小ささが求められ、火器よりも物理的攻撃を想定していた

ので、高く作る必要があった。しかし後に戦闘で火器が重要視され始めると、求

められる城塞の形は変化していった。

（ 3） ロジスティクス

1560年頃から1660年に至る時代は、ヨーロッパの軍隊の膨張に特徴づけられる

「軍事革命」の時代であった31）。16世紀後半のユグノー戦争では 1万人から 1万

5000人によって戦われたが、1630年以降には10万人規模の軍隊が指揮された32）。

このように軍隊が増大していくとともに必要性が増してくるのが、「資金」と「補

給路」である。資金は傭兵をはじめとする兵士たちに給料として支払われ、彼ら

の食糧や装備の購入に充てられた33）。しかし、中世の補給路は近代以降のように

確立されたものではなかった。

（a） 資　金

16世紀から17世紀の大半のヨーロッパ諸国政府は、軍隊規模の膨張と価格革命

によって、兵士 1人 1人に給料を支給することが困難になってきていた34）。その

結果、軍の編成を個人の請負業者や起業家に委ねる「行政委任方式」がとられる

ようになった35）が、そうした軍事起業家になるためには経済力が求められた36）。

請負業者が高価な武器を調達できなかったり、支給した装備に不足や不備がある

など「行政委任方式」にも限界があった。

（b） 補給路

17世紀の戦争は要塞化された都市周辺で行われたため補給線には注意は払われ

なかった37）。しかし、多くの兵士が狭すぎる地域にいたために軍隊にとっては食

糧と宿泊所の確保が最優先課題として存在した38）。これに対処するため、軍隊は

運搬能力が荷馬車より高く、それ自身の補給品を必要としない水運に食糧輸送を

大きく依存した。
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（ 4） 戦争態様

マキャヴェッリ（Niccolò Machiavelli）は、中世の軍隊を「鳥合の衆」と見なし、

「無規律」で、「『将軍の采配』や『作戦計画』は中世の戦争にはうまくあてはま

らない概念」であるとしている39）。しかし、これは中世の戦争を誤解した考えで

あると言える。11世紀以降、西ヨーロッパで石造りの城が普及してからは戦術の

存在が認められ、「軍事行動の究極の目標は、要塞化した拠点を占領するか守る

かへと変化」した40）。

（a） 攻城法

城塞の陥落の第一歩として堀を埋めた次は、城壁と城門への攻撃として、丸太

を壁や門に打ち付け41）、梯子を設置して壁越を試みた。城塞を攻略している間、

相手の兵を城壁に釘付けするために「カタパルト」や「トレビュシェ」が用いら

れた42）。「カタパルト」とは投石機のことを指し、木製架台にはめられた高さ約

2メートルの木製支柱から石を放つものであった。「トレビュシェ」は13世紀に

最盛期を迎えた発射体射撃兵器であり、精密で破壊力もあり16世紀になっても使

用され続けた。

（b） イタリア式築城法

12世紀以降の城は垂直型のデザインをしていたが、1440年代に「垂直型」に

取って代わる築城法として星形の城塞が提唱された43）。さらに、四辺形の稜堡が

相互砲火システムにおいて最適であることが判明した44）。こうした「イタリア式

築城術」で守られた要塞を攻略するには、兵糧攻め、塹壕を掘り進めての接近戦、

あるいは坑道掘削による稜堡下への地雷攻撃しかなかった45）。防御力の高かった

「イタリア式」の城・要塞は、15世紀以降も長期にわたって戦略的な重要性を維

持することができたのである。

（ 5） 結　言

中世ヨーロッパにおける戦争の大半は、各地域内の覇権争いや勢力争いであっ

た。よって、中世における戦争の変遷は、それぞれの地域に焦点を当てることに

よって論じることが可能になる。そして、職業兵士の誕生やより威力の高い火器

の発明、国際関係を規律する法律の成立など、中世における変遷が近代以降の戦

争の性質に大きな影響を与えた。
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Ⅲ　近　代

18世紀からヨーロッパ各地へ広がった産業革命は資本主義の台頭、大幅な技術

革新に伴う兵器の殺傷能力の向上、兵站の効率化を促し、総力戦という新たな戦

争態様を生み出した。これらを加味し、ウェストファリア条約によって主権国家

の概念が生まれた1648年から第二次世界大戦が終結した1945年までを近代と定義

して戦争の変遷を考察する。

1   社　会

本節では、近代における 3つの戦争（ナポレオン戦争・第一次世界大戦・第二次

世界大戦）を引き起こした一要因である社会の変化を考察し、特に市民革命・産

業革命から始まった社会・経済制度の変革と、大規模化した戦争との関係を明ら

かにする。

（ 1） 近代の幕開け

（a） 市民革命と産業革命

1648年に三十年戦争の講和条約として締結されたウェストファリア条約は主権

国家を成立させ、封建国家が主体であった中世と一線を画する国際秩序を生み出

した。18世紀末は市民革命と産業革命が拡大した時代でもあり、市民は共通の国

家への帰属意識、即ちナショナリズムのもと兵士として戦争に参加した。また、

国家の産業力は戦争の勝敗を分ける重要な要素となり、産業革命が進む中で国家

政策としての産業育成が大きな役割を果たした。

（b） ナポレオン戦争―限定戦争から総力戦へ―

ナポレオン戦争は、傭兵に依存した絶対王政期の軍隊による限定的な戦争から、

徴兵制に基づいた国民軍を主体とする総力戦への決定的な転換点であった。ナポ

レオンはフランス革命の精神をヨーロッパ全土へ広げるとの大義のもと、理念の

伝播を目的として戦ったのであり、国民皆兵の理念により国民全体が戦争遂行の

手段となった。
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（ 2） 総力戦の時代

（a） 第一次世界大戦とナショナリズムの激化

ヨーロッパ諸国の覇権争いを加速させたのが、ナショナリズムである。各国は

プロパガンダを用いて国民の統合と最大限の動員を図り、排他的なナショナリズ

ムを広めた。市民革命後の生活水準の向上や教育の普及は人々を「大衆化」させ、

国内政治における重要な要素を新たに作り出した。政府は戦争継続のために生産

効率の向上と規模の拡大を図り、経済の計画的運営を行った。産業力が戦争の結

果に直結する近代戦争において銃後の果たす役割は大きく、もはや前線と銃後の

区別はなくなり、爆撃は都市や工業地帯にまで及んだ。第一次世界大戦はまさに

国家総力戦であり、銃後を含む国家全体が戦うものだった。

（b） イデオロギーの芽生え

市民革命から始まった社会秩序の変化と産業革命による工業化の進展は、その

変化があまりにも急激であったため、その反作用として極端な社会・経済的不平

等が第一次世界大戦期に重大な課題となって表面化した。

資本家階級がブルジョワジーと呼ばれ裕福になる一方で、大量の労働者たちが

労働収奪型の厳しい条件に耐えなければならなかった。社会変革を求める動きは

大戦中を通して社会主義に接近し、社会主義運動が拡大することとなる。加えて、

第一次世界大戦中はこれまでになく民族自決の機運が高まった。アメリカ大統領

ウィルソンが唱えた民族自決の原則による紛争の解決は長引く戦争で疲弊した

ヨーロッパ諸国民の心に強く訴えかけ、国民の戦争への熱意は失われていった。

（ 3） 第二次世界大戦とイデオロギーの拡大

両大戦の起源として、その社会的要因においては変化がみられる。第一次世界

大戦の社会的原因の一つは帝国主義に基づく経済的優先権や覇権をめぐる争いで

あった。一方、第二次世界大戦の起源は経済的利害の衝突によって増長した民

族・イデオロギー的な対立が要因として挙げられる。

戦間期における経済の失敗は、民主主義諸国に政治経済の弱体化をもたらし、

イタリアやドイツでファシズムの台頭を招いた46）。とりわけ、1929年の世界大恐

慌は膨大な数の失業者を生み、階級対立が深刻化したことで各国は再び国内を統

合する必要に駆られた。資本主義経済の失敗は第一次世界大戦後のヨーロッパに

おいて互いに相容れることのないイデオロギーの誕生とその拡大に力を貸し、イ

デオロギー対立は第二次世界大戦後も冷戦として継続することとなった。
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近代は戦争における社会的要因の重要性が従来と比較して格段に上がった時代

であるといえよう。 2つの革命によって生まれたナショナリズムやイデオロギー

は、社会と戦争の在り方を相互に作用し合うものとし、戦争態様の変化の大きな

転換点として近代を定義づけている。

2　科学技術

近代において急速に進歩した軍事技術は、ナポレオンの時代に発達した火砲シ

ステムと、産業革命後生まれた新兵器である。本節ではこうした科学技術の発達

に焦点を当て、ナポレオン戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦において科学

技術がロジスティクスや戦争態様を変容させた過程を論じる。

（ 1） ナポレオンの時代

ナポレオンの時代は砲撃戦の時代だった。野戦砲部隊は歩兵や騎兵と対等な兵

科へと発展し、フランス革命戦争初期の1792年にはヨーロッパ諸国の軍隊で火砲

システムが整っていった。砲兵は戦場において中心的となり、フランス軍は圧倒

的な強さを誇った。しかしながら、火砲が実際の戦闘において主要な役割を果た

すようになるまでには、砲自体の設計や製造に加え、利用法における飛躍的進歩

があった。

近代初期を特徴づける機動砲の発達は、三十年戦争の時のスウェーデン王グス

タフ二世アドルフの時代に始まる。フランス革命戦争開始までの戦争において、

将軍や司令官は敵に破壊的な効果を与えるために火砲を戦争の最前線に集中させ

ようとしていた。野戦砲は18世紀中頃から真価を発揮し、砲を砲架の上に置いて

歩兵や騎兵と共に移動させられるようになった。

その後、フランス人のジャン ＝ バティスト・ド・グリボーバル（Jean-Baptiste 

Vaquette de Gribeauval）は19世紀に従来のものと全く異なる火砲システムを設計

した。彼は火砲の研究でプロイセンやフランスに出向いた経験があり、それらが

用いる火砲システムにも影響を受けていた。彼の設計はより近代的かつ明確で、

機動性や精度は大きく向上しており、火砲の素材に留まらず、組織や戦術などあ

らゆる面に影響を与えた。

（ 2） 第一次世界大戦

第一次世界大戦では、塹壕戦により膠着状態が生じたことが大戦中の兵器の開



163

発・改善の要因となった。また、工業化により各国で設備投資や生産管理のノウ

ハウが確立され、新兵器の開発と大量生産に注力された。戦争努力のための社会

および生産力の徹底的な動員を通じて、非戦闘員をも戦争に巻き込む戦争へと移

行した。

第一次世界大戦は時に「化学者の戦争」とも呼ばれ、毒ガスが用いられたこと

は大きな出来事だった。毒ガスは、1914年の冬に西部戦線においてドイツ軍が初

めて使用した。砲弾で有毒化学物質を散布し、敵を塹壕内から追い出す作戦であ

る。当時のドイツには世界最先端の化学工業があったため、この種の兵器に対し

ては元々有利であった。最大の障害は、窒素性ガスを砲弾で発射することを禁じ

る国際条約の存在と毒ガス兵器の使用に対する禁忌であったが、ドイツ軍は催涙

ガスをはじめとする非致死性の刺激物は煙と同じであり規制される物質に当たら

ないと解釈した。化学物質を用いた戦法はフランス軍も採用し、第二次世界大戦

中も両陣営で大々的に製造、貯蔵されていった。

（ 3） 第二次世界大戦

1939年 9月に勃発した第二次世界大戦では、レーダー技術、戦車や航空機が戦

場に大量に投入されたのが特徴である。航空機の性能が向上したこの時代には空

戦において制空権の確保が必要で、レーダーの保持とその性能の向上・妨害が重

要だった。潜水艦探知のソナー、弾道計算の計算機などもこの時代に生まれた。

アメリカやドイツ、日本などがこぞって原爆の開発を行い、化学兵器の開発も継

続された。核兵器がもつ威力が証明され、核兵器開発競争に勝利することが戦争

に勝利することだという考えが生まれた。

また、戦車はこの時代にも発展を遂げる。ドイツ人やイギリスの軍事思想家、

理論家は戦車が新戦術の中心的役割を果たす可能性があると考えていた。そして

戦術として歩兵部隊や砲兵部隊、空軍力が協力して戦う必要が増してきたところ

で、無線の技術がこれを可能にした。

（ 4） 結　言

第二次世界大戦を終結させた 2発の原子爆弾は、いずれも一発で都市を壊滅さ

せるだけの威力を備えていた。技術革新は戦争を激化させた一方、重要な救済手

段とも見なされてきた。第一次世界大戦における TNT火薬や戦車のように、第

二次世界大戦においても各国が決定的な勝利をもたらす科学技術を開発しようと
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努めた。1945年においてはこれがまさに原子力爆弾だったのであり、核時代と

なった現代での戦争は、核戦略を中心としたものへと変化していった。

3　ロジスティクスにおける鉄道

近代において、ロジスティクスの大きなターニングポイントとなったのは産業

革命である。産業革命による鉄道の誕生は、従来人と馬に頼ってきたロジスティ

クスに非常に大きな影響を与えた。本節では、第一次世界大戦までのヨーロッパ

地域に焦点を当て、産業革命による鉄道の誕生がロジスティクスの中心になって

いった過程を考察する。

（ 1） 鉄道誕生以前の戦争

（a） 近代以前のロジスティクス

戦闘に馬が利用されるようになったのは紀元前2000年頃である。軍馬の大小と

その速度を操る能力が戦場においては重要であり、古典時代の三大帝国はいずれ

も馬を駆使した部族集団や侵略者を相手に苦戦した。 5世紀から10世紀になると、

馬は防具を身につけるようになり、13世紀になるとそれはより重装備になった。

16世紀半ばから17世紀半ばにかけて武器類がますます精巧で複雑なものになる

と、これらを使いこなす兵隊を訓練し、常備軍を編成する必要が生じた。このた

め、激増した軍隊の兵員や物資の輸送方法が議論されるようになり、これを管理

する「兵站学」が戦略の一部として導入された。大型の軍隊が方々へ移動するに

は今まで以上に技術と作戦が必要となり、ロジスティクスにおける専門技術を開

発する能力こそが、新機種の武器と同程度に重要視されるようになった。

（b） 近代におけるロジスティクス

鉄道誕生以前の戦争では食糧を前線の軍隊に補給するシステムが整っていな

かったため、軍隊は常に移動し続けて略奪により食糧を補給するか、短期間での

戦闘によって決着をつけるしか方法がなかった。ナポレオンも補給システムの構

築はできず、1822年のロシア侵攻においては、補給の失敗により進軍は頓挫した。

ナポレオンが戦いに敗れた後の19世紀前半のヨーロッパでは、大規模戦争がない

時期と鉄道が広がり始めた時期が重なっていた。初期の鉄道建設は旅客と貨物の

輸送に焦点が当てられていたが、兵士の輸送など、次第に軍事的な利用法が注目

されるようになった。
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（ 2） 普仏戦争

1870年の普仏戦争は、ヨーロッパにおいて鉄道が戦局を変えた初めての戦争と

なり、鉄道がロジスティクスに重要な役割を果たすことを証明した戦争であった

といえる。

フランス軍は戦争中、命令系統を欠いたために物資輸送を上手く活用すること

ができなかった。国境から数マイル離れたメスは、陸軍司令部が存在したことも

あり物資輸送の終着点とされることが多かったが、包囲されて物資輸送が制限さ

れると、鉄道内に軍組織が不在であったこともあり、物資輸送は停滞した。メス

に到着した補給貨車は積み下ろしに手間取り、時には放置されたため、メスの陥

落後にプロイセンはその補給物資を利用することができた。フランスは優れた鉄

道組織を保持していたにもかかわらず、指揮能力の欠如によりその利点を生かす

ことができなかったのである。

これに対しプロイセン軍は鉄道が戦争の設計と前線への部隊移動にとって極め

て重大な役割を担っていることを十分に理解しており、戦局を有利に進めること

ができた。モルトケは兵員と物資の輸送に鉄道を使い、迅速に軍隊を国境線に到

達させることに成功した。また、戦時体制に突入すると、軍の作戦活動を優先す

るため、多くの一般旅客列車の運行が予定表から外された。この効果は大きく、

鉄道を軍部が独占したことで戦勝を収めたとも言われた。

（ 3） 鉄道の重要度の高まりと第一次世界大戦の勃発

その後、鉄道は宗主国が植民地に対する支配を強固にするための道具とされた。

鉄道は市場である都市と原料の産地である農村、輸出入の拠点である港を結び、

鉱物と農産物の輸送を効率化した。加えて、軍隊の移動が容易になったことで地

域の治安維持活動を支え、宗主国による軍事的支配を強固にした。

このような状況下で、多くの国が戦争の初期段階から鉄道を効果的に利用する

計画の策定に取り組んだ。ドイツでは首相のビスマルクが、民間の鉄道会社を国

有化する法律を強引に成立させ、鉄道網を概ね国家の統制下においた47）。

1914年には、鉄道は戦争における最も重要な要素となっていた。各国は敵国よ

りも迅速に軍兵を動員するために時刻表に基づくロジスティクスを計画した。こ

れらの計画は敵国に対しての軍事的抑止力の意味を持つ一方で、輸送能力という

制約条件により、敵国より一歩早い軍隊の動員を必要とした。これは周辺国を刺

激しかねず、実際、サラエボ事件の後に各国の軍隊動員の連鎖反応を誘発した。
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戦争におけるロジスティクスの中心となった鉄道は、第一次世界大戦で莫大な量

の物資および人員を迅速に戦場に送りこんだ。各国は鉄道の重要性を認識し、補

給源である鉄道やその他の輸送手段を攻撃する新しい戦略がとられるようになっ

たのである。

4　戦略と戦争態様

ナポレオン戦争から第二次世界大戦までの間、産業革命がもたらした技術革新

によって戦場は陸から海、空へと拡大し、個々の戦いの形態や軍隊の運営方法は

大きく変化した。本節では、こうした変化を各国の軍事改革や新兵器の開発を切

り口に検証する。

（ 1） 陸　戦

（a） ナポレオンの軍事革新―陸軍の機動性の向上―

ナポレオン戦争をはじめ近代の陸戦は短時間で兵力を集中させて戦う機動性の

高いものとなった。ナポレオンの軍事改革の中でも師団、散兵の起用と縦隊の使

用は陸軍の機動性の向上に寄与したが、その戦術は事前の計画から外れることが

多かった48）。軍隊が大規模化するにつれて組織立った戦略形成なしに戦争を制す

ることはできなくなったのである。

（b） 参謀本部の成立―ワンマンから組織的意思決定システムへ―

ナポレオンの戦争を分析し、軍全体を統括する参謀本部制度の整備にいち早く

着手したのがプロイセンである。1802年にはフォン・マッセンバッハ中佐が後の

プロイセン軍参謀本部の核となる統合的な参謀本部案を書いている。それまで参

謀に代わる組織は暫定的なもので、戦争のたびに臨時に設置されていた。平時に

おいても戦略を立案する参謀の必要性が指摘されたことで、常備参謀本部という

概念が初めて具体化された。

（c） 塹壕戦による陸戦の膠着

第一次世界大戦での陸戦は、塹壕によって膠着状態に陥ったことが主な特徴で

ある。このため、機関銃を搭載し、塹壕を突破できる戦車は戦況を打開する切り

札として期待された。全ての師団が戦車から成るような巨大な軍隊は非常に魅力

的であり、イギリスの B・H・リデルハートやフランスのシャルル・ド・ゴール

らは装甲戦闘によって陸戦が遂行されることを仮定した。しかし、当時の戦車は

長距離の走行に向かず、道路状況にも注意が必要で、さらに視界が極端に制限さ
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れ歩兵の攻撃に対して脆弱であった。このため機甲部隊は歩兵との密な連携がな

ければ使いものにならず、第二次世界大戦においても陸軍は引き続き歩兵の人力

に依存することとなった。

（ 2） 海　戦

（a） 海上封鎖

第一次世界大戦における海戦の特徴は海上封鎖を通じた制海権の維持である。

制海権の維持の重要性は1890年に出版されたアルフレッド・マハンの『海上権力

史論』において指摘されたもので、同書はヨーロッパ海軍のバイブルとなった。

マハンが述べる海上戦での原則は、封鎖によって敵の小型艦船、通商攻撃艦を追

い払うことで交易を破壊し、物品を輸入に頼る国家に対して著しい打撃を与える

というものであった。ドイツの Uボートは従来沿岸部を防衛する存在だった潜

水艦を外洋艦として発展させた点で画期的であり、イギリスの制海権に挑む唯一

の切り札であった。

（b） 戦艦と空母

産業革命によって蒸気機関が導入されたことで艦船の機動力は向上し、ヨー

ロッパ各国は制海権の維持のため建艦競争に乗り出した。さらに鉄の使用により

艦船は巨大化した。特にイギリス海軍のドレッドノート戦艦は他のヨーロッパ各

国との間に大きな軍事的格差を生んだ。

戦艦が海戦を短期決戦化させた一方、第二次世界大戦中の海戦において最も重

要な役割を果たしたのは空母である。大戦中に製造された空母は約200隻にもの

ぼる。第一次大戦中は大艦巨砲主義が主流であったが、真珠湾攻撃以後は空母が

戦艦に代わって海戦における主要なアクターであることが認知された。

（ 3） 空　戦

（a） 空軍の誕生―戦略爆撃―

第一次世界大戦初期の時点では、空からの爆撃を戦略として有していたのはド

イツだけで、しかも利用されたのは飛行が不安定で速度も遅い飛行船だった。

ヨーロッパにおいて爆撃が戦法として認識される中、最初の空軍を創設したのは

イギリスである。1915年にイギリス軍は「爆弾投下攻撃」を発し、敵軍集結地な

らびに前線とドイツ国内を結ぶ鉄道に攻撃目標を限定した爆撃を行った。西部戦

線での膠着やドイツによるロンドン爆撃を受け、戦略爆撃の実施が再考されると、
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陸海軍の航空部隊を統合して空軍（Royal Air Force）が作られた。

（b） エア・パワー論の体系化

戦闘員と一般市民を区別することなく攻撃する戦略爆撃の考えは第一次世界大

戦以前より存在していたが、エア・パワーの理論として体系化されたのは戦間期

である。

非戦闘員に対しても行う爆撃は、戦争が総力戦と化したことを如実に表してい

る。戦争はもはや軍同士の対立にとどまらず、交戦国市民同士の対立だった。制

空権を持つことは勝利に直結するようになり、戦争に機動性と決定性をもたらす

ものとしてエア・パワーが評価された。第一次世界大戦は敵国の産業を地道に消

耗させることで勝利が得られたため、敵軍への圧倒的な空爆はこうした膠着状態

を打開するものと考えられた。

（c） 複合戦―陸軍・海軍との一体化―

航空機は近接航空支援においても活用され、航空機が陸海軍の作戦を補助した。

空陸一体の作戦では、前線航空統制官とよばれる地上のパイロットが、地上部隊

が示す発煙弾をもとに攻撃目標の位置を上空の戦闘機に無線で伝え、ロケット弾

や爆弾による攻撃の精度を上げた。加えて、海上では空母機動部隊の遊撃戦法が

取られるようになった。

近代は、従来の限定戦争が総力戦へと変化した時代であった。産業革命による

軍事技術の革新により、より正確で大規模な破壊が可能となったことは戦史にお

いて特に重要である。核兵器の台頭により戦略は再び変容することになるが、近

代に生み出された通常兵器のほぼすべてが現代へ引き継がれており、21世紀現在

における戦争態様の礎となっていることは明らかである。

Ⅳ　現　代

第二次世界大戦以降の最大の特徴として、核兵器の誕生が挙げられる。異なる

イデオロギーを有した米ソ二大国がそろって核保有したことで、核兵器の恐怖に

よる奇妙な平和が米ソ間にもたらされた。一方で、冷戦終結後の現在でも中国の

台頭、長引く中東紛争など、新たな戦争の火種が各地に残されている。

また、核兵器をはじめとして軍事技術の近代化、高度化が飛躍的に進んだこと

も現代の大きな特徴である。高度な兵器の存在は戦争態様を一変させ、そうした

技術力を有する国が戦場において圧倒的な優勢を保つようになった。1991年の湾
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岸戦争はその典型例であり、アメリカ軍は最新型の兵器でもってイラク軍を圧倒

した。先進各国は兵士の損耗を嫌い、少しでも自軍の犠牲を減らす形での戦争遂

行やその計画立案に心力を注いでいる。また軍事予算削減の圧力は、高度な技術

や情報を駆使したロジスティクスは効率化を促進している。

社会と戦争とのかかわり方も大きく変化した。総力戦の時代が終わり、一般市

民が直接的に戦争に関与する機会は減少した。代わって戦争の実態を伝えるもの

としてメディアが台頭し、世論をも動かすことが可能になった。

1　戦争報道と戦争の在り方

冷戦後、世界のテレビメディアの「グローバル化」が急速に進行した。ベルリ

ンの壁崩壊や湾岸戦争の勃発の際には、CNNや BBCがその模様を一早く世界中

に生中継で伝えた。冷戦後の世界では、国家は国際的なマスメディアを通じて自

らの正当性をアピールすることで国際世論を自分たちに有利になるように誘導で

きたのである。

（ 1） 湾岸戦争

湾岸戦争が終結した1991年 2月、当時のアメリカ大統領ジョージ・ブッシュは、

「今日は世界にとって誇り高い日である」と宣言した。彼は、アメリカの軍事的

勝利に加え、国民の支持を獲得する情報戦争への勝利を宣言したのである。ベト

ナム戦争では残酷さに偏った報道が盛んになってアメリカ国民を反戦運動へと駆

り立てており、湾岸戦争ではこの反省が大いに生かされた。

湾岸戦争は、生中継によって初めてテレビで放映された戦争であった。テレビ

の世界では視聴率を得るために迅速さが競われる。湾岸戦争はこのようなメディ

ア特性を持つテレビを利用した最初のプロパガンダ戦争であると言われた。ブッ

シュ大統領は、開戦前にサダム・フセインが世界支配を試みる「新しいヒトラー」

であるというイメージを植え付ける演説を行い、国民の支持を得ることに成功し

た。

軍関係者はテレビにおいて、価値中立を装いながら特定の目的のために受け手

を誘導する「説得コミュニケーション」のスタイルをとった。「戦争の背後の世

論を結集し、異議を唱えるものを抑え、勝利のために必要とされる犠牲に対して

人々を冷酷にさせる」論理は、現代の戦争でもなお効果を有しているのである。

このように、湾岸戦争は「我々は勝ち続ける」というアメリカのシナリオで最新
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の情報技術を駆使して行われた現代のプロパガンダ戦争であった。

（ 2） ボスニア紛争

冷戦終結後のバルカン半島ではボスニア・ヘルツェゴビナが1992年にユーゴス

ラビア連邦からの独立を宣言したが、第二の勢力であるセルビア人が反発し、同

一民族であるセルビア共和国から軍事支援を受け内戦となった。窮地に立たされ

たモスレム人は、国際社会の援助を得るべくボスニア外相シライジッチをアメリ

カに派遣した。

アメリカは世論の支持がなければ動くことはできないため、シライジッチはメ

ディアの力を最大限利用し、欧米諸国にプレッシャーをかけることを目標に定め

た。その為に CMや新聞広告はもちろん、メディア、政界、官界の重要人物に

狙いを絞っての直接の働きかけや、政治に影響力のある圧力団体を動かすことに

よって人々に訴え、顧客を支持する世論を作り上げる PR（public relations）会社

と協同することにしたのである。

依頼を受けたアメリカの PR会社はシライジッチに助言を与え、「流血と殺戮

の現場サラエボからやってきた外相」として、「それを目撃した者の生々しい迫

力」を視聴者の心に刻みつけることに成功したのであった。

また、PR会社はバズワードを用いるという戦略をとった。「バズワード」とは、

メディアを騒がす流行の言葉のことで、すぐさま情報の受け手の心に訴えられる

という特徴を持つ。PR会社は「民族浄化（ethnic cleansing）」という刺激の強い

言葉を使うことで「セルビア人がモスレム人を殺し、民族混在の地だったボスニ

アをセルビア人だけの土地に浄化している」という情景を発信することができた

のである。

さらに、敵対するセルビア大統領ミロシェビッチを、フセインのような悪の権

化として仕立て上げて彼に反発する国際世論を作ろうとした。これは湾岸戦争時

のアメリカの対応と似ており、国家よりも具体的な人物を標的にすることでより

インパクトを与えた。また、テレビの報道は非常に限られた物語しか伝えないと

いう点で、客観的かつ批判的に戦争を判断する能力を失わせ、セルビア憎しの世

論を築き上げたのである。

以上の要因・戦略から、ボスニア＝善・セルビア＝悪という構図を作り上げ、

ボスニアは見事紛争に勝利した。国際紛争の結果をメディアが大きく左右したこ

とには倫理的な疑問が残る。しかし、高度に発展した情報伝達技術を利用してテ
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クニックを駆使して国際世論を動かすことが国際政治の現実に即しているという

点から、メディアを利用した国際世論の誘導はこれからも行われるだろう。

（ 3） 9.11同時多発テロ

2001年の同時多発テロの直後、BBC放送は超大国アメリカの世界政策失敗、

アラブに対する偏見、それに同調する西側メディアの偏向などについての議論を

報じた。しかし、討論内容が反米的で、アメリカ国民の感情を逆なでするという

苦情が殺到した。BBCは番組放映の翌日に出したコメントの中で「番組は公正

なものであった」と述べたが、「戦争とメディア」をめぐる議論を引き起こした。

残虐行為のアピールには、感傷主義によって人々の感情を動かすことが効果的で

あるが、感傷主義の報道では、問題を単純化させてしまい報道体制は平凡化する。

BBCは国際的なマスメディアとしてこのような批判の言説を先取りしたと言え

る。多文化的な政治コミュニティにおけるメディアとしてナショナリズムに依拠

した報道をするのではなく、自己批判的な政治文化の形成を目指した国際的なマ

スメディアとしての姿勢が問われたのである。

（ 4） 現代社会と戦争

最後に、現代社会において戦争の在り方そのものが大きく変容してきたことに

ついて言及したい。第二次世界大戦後国際連合が創設され、紛争の当事者の手で

平和がもたらされる以前に介入が行われるようになった。NATOや安保理の介

入のもとでの休戦や停戦は最終解決になっているとは言い難いのではないか。む

しろ再武装の機会を与えたり戦争による厭戦気分を阻害したりするので戦闘の再

発を招く恐れがある。

今日における大国による紛争への介入は、「人道主義」の名のもとに「戦争の

悲惨なシーンに対するテレビの視聴者のような反感」に近い軽薄な動機によって

行われているのである。大国は遠隔地の縁のない戦争に介入できるようになった

が、紛争当事国のその後の平和や治安に対してほとんど責任を負っていない。以

上のことから、現代における戦争の過程、戦争を取り巻く国際社会の構造はそれ

までと大きく異なっているのである。

2　科学技術

核兵器の出現は、従来の戦争の方式を大きく変えた。核兵器の運搬の為に、ミ
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サイル兵器の開発が重要視された。冷戦後には再び通常兵力の行使が意味を持ち

始めた。また、人類の人命に対する価値観の変化、高額な兵器を扱うための人件

費の増加に伴い、いかに人命を失わずに敵戦力にダメージを与えるかが、戦争に

おいて重要な要素となった。

本節では冷戦期、国家戦略に新たな要素を加えた核兵器、ミサイル兵器と、冷

戦後に新たな戦術の顔になった、ステルス兵器について、科学的な観点で分析し

たい。

（ 1） 核兵器の物理学

原爆は、通常の爆薬といかなる点で違うのか。当時では全く新しく創生された

理論を根拠に、大量の資金と物資が必要であった核開発の科学的な側面と、現在

の主要核兵器である水爆の構造とどのような相違があるかを、明らかにしたい。

質量は、現在の物理学では、エネルギー（天然ガスや石炭を燃やして、得られる

仕事をする能力）と等価であると捉えられる。アインシュタインは質量とエネル

ギーの等価性を示したが、等価でのエネルギーの解放は不可能であると考えられ

ていた49）。この質量の開放に成功すれば、莫大なエネルギーを得ることができた。

（ 2） 冷戦期の核開発

1949年にソ連が核実験に成功すると、アメリカは1952年に核融合を用いた、核

分裂爆弾より大きなエネルギーを発生させる水爆の実験に成功した。現代の核兵

器はほとんどがこの水爆であり、核分裂爆弾との相違点を持つ。

一つは、反応の限界値である。核分裂爆弾は大型化しても分裂反応をせずに爆

散量が増すだけで、威力の強化には限界値（臨界量）が存在する。一方核融合を

用いる爆弾はそのような臨界量を有さない。また、核分裂物質と核融合物質は原

子量が大きく異なり、同じ体積でも相当量の質量の違いが生じる。これらは、従

来の核分裂爆弾と同じ重量でより大きな破壊力を持つことを意味し、小型化が可

能になった。

次に水爆の爆発のプロセスについて説明する。水爆はひょうたん型をしている

が、核融合を起こすには核分裂、つまり小型の原爆が必要だからである。原爆が

核分裂を起こし、その中性子、エネルギーを利用して核融合を起こす。原子爆弾

の爆発によって内部が高温高圧になり、核分裂により圧縮された超高温超高圧の

核融合燃料が核融合反応を起こし、エネルギーと大量の高速中性子を放出し、高
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速中性子が照射された外殻が核分裂反応を起こし、全体が核爆発するのである。

水爆の主なエネルギー源は、外殻に使われているウランの核分裂反応である。

小さな核分裂爆弾が核融合の起爆剤となり、その核融合がより大量の核分裂反応

の起爆剤になるので 3 F爆弾（Fission-Fusion-Fission）とも呼ばれる。

（ 3） エア・パワーとミサイル兵器

（a） エア・パワーとミサイルの歴史

第二次世界大戦中、エア・パワー（航空戦力）はその圧倒的有効性を証明した。

冷戦時代には核を搭載するミサイル兵器の登場が戦争の形態を大きく変えた。湾

岸戦争では、アメリカのエア・パワーを中心とした通常戦力を用いたドクトリン

が大いに機能した。決定的な勝利の要因は、36カ国約80万名の統合作戦を円滑に

遂行した指揮・統制・通信・および情報50）にある。ポストヒロイック・ウォー

という人命尊重の風潮の中、殉死者を減らすことができたが、技術的には

JSTARsシステムと、衛星を活用した誘導システム、ミサイル技術ステルス兵器

などがそれを支えた。

（b） 弾道ミサイル、巡航ミサイル

戦争の形態を大きく変えたミサイルは、弾道ミサイルと巡航ミサイルと言える。

弾道ミサイルは、主に大気圏外に到達するまでロケットエンジンで加速し、その

後は弾道軌道を描きながら目標まで到達する。大気圏外から落下する場合マッハ

20ほどまで加速するため、防衛手段が非常に限られており、核戦略上とても重要

な位置を占める。巡航ミサイルは、言わば小型の無人ジェット飛行機に誘導装置

と爆薬を搭載しているようなもので、飛行機のような翼を使い、水平に飛行する。

発射主体には多様性があり、戦術性に富む。しかし、弾道ミサイルのように高速

ではなく、迎撃が比較的容易である。

（c） ステルス兵器の科学―レーダーとステルス―

F-117「ナイト・ホーク」は搭載されていたレーザー誘導を用いて、正確な爆

撃を遂行し、従来の爆撃戦術では叶わなかった、少量の爆薬を用いた戦術目標の

確実な破壊に成功した。この機体は最初に本格的に実戦投入されたステルス兵器

である。湾岸戦争時は、そのステルス性を活かしてバグダット本部の防空司令部、

区域戦闘指揮所を赤外線誘導のスマートボムで開戦時に破壊し、大きな成果を得

た51）。
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（ 4） 結　言

以上、現代戦の科学技術の特徴といえば、やはりその理論のとっつきにくさで

あろう。現代における戦争は、まさに科学技術によって規定されたと言っても過

言ではなく、ひいては国際関係のあらゆる理論に影響を及ぼして来た。水爆やそ

れに付随する運搬技術は新たに核ドクトリンの形成を必要とし、情報技術を駆使

した戦術は、今までの通常戦の概念を大きく変えてしまった。今後の科学技術の

発展が、今まで以上に戦争態様を変える可能性が高いことは否めず、現代戦にお

ける科学技術の知識は、未来の戦争における科学技術の変化を追う中で、重要な

一里塚であることを付言し、この節を終えたいと思う。

3　日米のロジスティクス改革

ロジスティクスは非常に広義な概念であり、旧日本軍では「兵站補給」、現在

の自衛隊では「兵站、後方、後方支援」などと訳されている。一般には武器や弾

薬といった軍事物資の補給、という解釈が多いが、ロジスティックスはより広い

概念を指す。戦争において、ロジスティクスは不可欠な要素である。なぜならば、

「人の移動、食料の確保、排せつ、睡眠などといった、人間が通常行わなければ

ならない行為のためのモノや場所は、戦場では常に供給されなければならな

い52）」からである。戦争遂行を支えるものはすべて、軍事物資か否かに関わらず

ロジスティクスの領域なのである。

太平洋戦争において日本軍は、ロジスティクスを軽視していた。「南方に展開

する陸軍部隊の輸送や補給の護衛には十分な戦力を投入しなかった53）」のである。

連合国はこの弱点に注目し、飢餓作戦を実行した。これは兵員や食料、武器弾薬

などを運ぶ日本の輸送船を徹底的に攻撃する作戦であり、日本の輸送網を壊滅さ

せた。

（ 1） 世界で起こる軍事革命とロジスティクスにおける革命

今日、軍隊において世界的に情報 RMA（Revolution in Military Affair）が活発に

起こっている。RMAの構成要素は情報システム、遠距離精密誘導兵器、情報戦

の 3つである。また、「後方」が狙われる可能性が高くなったことで、ロジスティ

クスの分野でも RML（Revolution in Military Logistics）と呼ばれる革命が起きてい

る。これは、補給を必要とする部隊が必要な時に必要なものを必要な場所で入手

できるようにすることである。IT関連の技術革新が、補給に際する情報の収集
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や把握、実際の円滑な実施を可能にしている54）。これらは、イラク戦争の経験が

反映されたものである。

（ 2） イラク戦争におけるロジスティクスの評価

米軍は、イラク戦争では湾岸戦争の 1割程度のわずか 5 - 7日分の物資で戦闘

を開始した。APS（軍の装備、補給品を備蓄する方式）、APA（米陸軍も船に補給品を

備蓄した）、OPRO（戦闘が起こる地域に備蓄を施す計画）などが補給の効率化に寄

与した。また、目的地までの所要時間を正確に計算し、補給状況をリアルタイム

で把握する民間の輸送配送解析システムが出来上がっていた。陸海空軍・海兵隊

の 4軍で統一の補給運用も行われ、「補給品の所在と残量」だけでなく、「消耗品

の使用場所や使用量、残量」もリアルタイムで把握できた。これにより大型輸送

船や最新型の輸送機によって人員や物資の輸送がより迅速かつ効率的に行われる

ようになったが、まだ米軍のロジスティクスは完璧ではなく、「顧客に合わせた

補給パッケージ」が必要とされる55）。

（ 3） 現在の取り組み

（a） トータル・アセット・ビジビリティ

フォーカスト・ロジスティクス（焦点を絞った補給）を達成するために米軍で

は現に様々な取り組みが行われている。第一に、トータル・アセット・ビジビリ

ティ（以下 TAV）と呼ばれるシステムを取り入れた。電子タグを用いて供給物資

の内容や目的地の把握をリアルタイムで可能にするものであり、補給システムに

対する信頼性を向上させている。TAVを活用することができれば、補給品の情

報の全てをリアルタイムで把握できるため輸送の際の無駄が削減される。

（b） パレット・コンテナ

1960年代以降、規格化されたパレットの使用によって輸送が効率化され、近年

では自動積み下ろしも可能になった。このパレットにMTS（位置自動通報システ

ム）を取り付けたことで、運転手と司令部の間での意思疎通が容易になり、輸送

効率は 2 - 3倍に上がった。

ヴェトナム戦争後のコンテナの導入はロジスティクスに大きな影響をもたらし

た。装備や消費物資をコンテナに入れておき、作戦発動時にはそのコンテナを輸

送するだけで補給を行うことができた。イギリスの国防ロジスティクス機構は、

30日間の作戦遂行に必要な物資を 1セットにまとめたパックを導入し、2005年の
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バルカン平和維持活動で活躍した。自衛隊も、緊急展開が必要な人道支援の場で、

1500人の部隊を支えるほどの物資を積んだコンテナを活用した。

（c） 戦うトラック

アフガニスタンやイラクで脅威となった IED（即席爆発装置）は輸送トラック

の攻撃に用いられることが多い。IEDの登場により、乗員や積荷の防護装備が必

要になってきた。地雷による爆風から乗員を守るために、床の下を楔形にしたり、

素材をより丈夫で軽量なものにするなど試行錯誤が続いている。ロケット弾によ

る攻撃も脅威だが、これは車体に柵状の防護装置を緊急配備する程度しか未だ有

効な防護策がない。これは着弾時の燃焼ガスの集中を減らして貫通力を弱めるこ

とができる56）。

（ 4） 陸軍と海軍のRML

アメリカの RMLについて、陸軍と海軍に分けて分析する。ロジスティクスの

効率の向上を狙って米陸軍は2010年までに達成すべき RMLの 4つの目標として、

単一の兵站補給情報・判断支援システムの構築、迅速な配達組織、状況把握機能

の確立、国防総省全体の兵站補給システムとの継ぎ目がない接続、を掲げた57）。

米海軍補給システムズ・コマンド（NAVSUP）は、海軍基地での物資の備蓄量

を減らすために物資生産会社から前線に直接補給物資を届ける努力をしている。

燃料のような量が求められる物資は既に直接供給方式が主流になっている。アメ

リカ会計検査院（GAO）は、NAVSUPが 3年間に30億ドル相当の部品を紛失して

いたことを明らかにした。このため米海軍は、補給物資の存在場所と輸送経路の

95％を可視化し58）、契約を電子上で行って業務を迅速化した。

（ 5） 日本自衛隊のRML

（a） 日本と米国の意識の違い

日米安全保障条約を前提とした国防戦略を持つ自衛隊は、米軍と共に RMA化

を図らなければならない。しかし国によって戦略が異なる以上 RMA化に差が生

じてしまうのはやむを得ない。日本の専守防衛は「必ず自国領域内で戦う」作戦

とも解釈でき、地の利を生かした独特の RMLが求められる。これを達成するこ

とができれば、自衛隊は専守防衛という束縛の中、高い防衛力を発揮できるだろ

う59）。
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（b） データベース共用によるミサイル防衛

自衛隊は米軍との共同作戦を遂行する場合が多い。軍隊の情報 RMA化が進む

中では、共有できるデータベースの構築が必要である。米海軍が有する CEC（共

同交戦能力）は、全軍で情報共有ができ、海上自衛隊も応用ができる。例えば、

海上自衛隊のイージス護衛艦を、弾道ミサイルの主力防衛拠点とし、航空自衛隊

が持つ早期警戒管制機が探知した弾道ミサイルの早情報を CECで結べば、弾道

ミサイルに対してより高い防衛能力を持つことができる。また米軍の衛星や艦船

から迅速に情報提供を受けることができれば、迎撃能力はさらに高まる。実力向

上のために、日米両軍の CECの向上が重要となる。

（ 6） 結　言

自衛隊は現代でもロジスティクスを「後方」と捉えるきらいがある。しかし第

二次世界大戦後の兵器の発達により、後方と前方の区別はつかなくなっている。

世界では、より情報化した戦争に備え、様々な RMAと RMLが行われている。

日本は日米安全保障条約に基づき米軍との共同による国土の防衛を図っているが、

アメリカの財政状況などが変わり RMA、RMLの支援が減るようなことがあれば

日本の国防は一気に脆弱になる。そうした事態になった場合、他国の侵略やミサ

イル攻撃、テロリズムなどの脅威から自国を守ることは可能なのだろうか。日本

はやはり、独自の緊急時のロジスティクスの準備を行っておく必要があると考え

る。

4　国家間戦争の態様と軍事戦略

（ 1） 核兵器による「平和」

第二次世界大戦以降、主要国家間での大規模な戦争は発生していない。これは、

第二次世界大戦後の戦争の最大の特徴ともいえる「核兵器の誕生」が大きく関係

している。1949年にソ連が原爆の開発に成功したことは、核戦争の可能性が生じ

たことを意味した。

そもそも、抑止とは「相手が何かしようとするのをある力によって思いとどま

らせること」である。万が一核保有国間で抑止が破綻し、実際に核兵器が使用さ

れる事態になれば両国にとって破滅的な結果になるのは明白である。核兵器を保

有した国は、いずれも核兵器が持つ「恐怖の論理」の中に存在し、核戦争を回避

しようとしてきた。ケネス・ウォルツ（Kenneth N. Waltz）は核兵器を平和を保つ
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うえで有用な存在とみなしており、その根拠として核兵器の使用がもたらす損害

の予測が容易であることを挙げている60）。

核兵器の恐怖は、諸国を戦争回避に向かわせている。しかし、依然として諸国

の対立は残り、核兵器の恐怖があってなお、世界は戦争の危機から完全に脱する

ことはできていない。近年では通常兵器も発達しており、核を使用しない形での

戦略の策定も進んでいる。

（ 2） 主要国の軍備、安全保障戦略の変遷

（a） 日　本

アメリカは、対共産勢力の防波堤として日本の再軍備を決めた。この時、日本

の海上防衛力は「アメリカ海軍の能力を補完するため61）」の存在だった。太平洋

戦争の反省と憲法 9条の存在は軍備拡張に大きな制約を与えた。よって、日本は

日米同盟の維持と、それを前提とした専守防衛の為の必要最小限度の実力の整備

を安全保障政策の柱としてきた62）。

冷戦期の最大の敵はソ連だった。北方重視の戦略をとり、機動力に劣る陸上自

衛隊は戦車・火砲部隊を重点的に北海道に配備した。しかし、強大なソ連軍への

対抗は困難であり、日本は「独立国として必要最小限の防衛力を保有する63）」と

いう米軍との共同対処の姿勢をとっていた。

冷戦後、今度は急速な経済成長を続ける中国の台頭が本格化した。中国は自ら

の権益確保のために海空軍の整備を急速に進め、南西方面での軍事活動を活発化

させた。尖閣諸島をはじめとする離島防衛の為、日本は南西方面に戦力を重点投

射する必要に迫られた。自衛隊は機動力に優れた海上、航空戦力の配備を強化し

た。現在も有事の際に迅速に戦力を投入する「統合機動防衛力」の整備が続いて

いる他、イージス艦をはじめとするミサイル防衛システムの構築も行われている。

（b） アメリカ

アメリカは、安全保障戦略の柱として「本土防衛」、「グローバル安全保障」、「戦

力の投射と決定的な勝利」の 3つを掲げている64）。核を含む圧倒的な軍事力で本

土や同盟国を防衛してきた。

戦後、アメリカの最大の敵はソ連だった。双方の核保有によって相互脆弱性が

生まれ、核抑止が成立すると、「懲罰的抑止力」として第二撃力（反撃可能な核戦

力）の確保を目指して核の垂直拡散を進めた。

冷戦の終結後、東アジアでは中国が経済的にも軍事的にも急速に台頭していた。
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しかしアメリカは対テロ戦争に追われ、長引く財政難による予算削減もあり対応

が遅れた65）。

中国の A2/AD（接近阻止・領域拒否）戦略への対応として、エアシーバトル構

想が挙げられる。これは西太平洋地域において、先制攻撃に備えて米軍・同盟国

の基地の防御力を向上させて被害を減衰させ、海空軍の連携を中心にして中国軍

の防空網やミサイル基地などを積極攻撃する作戦である。また、よりコストとリ

スクの低い方策として、海上交通の要衝である東南アジアの海峡での遠距離海上

封鎖や、中国近海で艦艇や商船を積極的に撃沈する海洋拒否戦略（オフショア・

コントロール）が提案されている。

一方、ロシアとの対立も続いており、「拒否的抑止力」を重視している。これ

は迎撃システム整備によって敵の核攻撃を無力化することで敵の攻撃を抑止する

ものである。ABM条約の破棄により、冷戦期の米ソ間の暗黙の了解だった「相

互確証破壊」からの脱却という点でロシアを激しく刺激するものであり、ロシア

も迎撃ミサイルの開発に取り組んでいる。

（c） ロシア

ロシアは、ナポレオンやヒトラーなど、繰り返し侵略を受けてきた歴史を有す

る為、外的な脅威への恐怖を常に抱いている66）とされる。その克服には、巨大

な軍事力が必要だった。

確実な安全保障には東欧の社会主義国を緩衝地帯として維持する必要があり、

ソ連は通常兵力を大量に配備して西側諸国を牽制した。ソ連はヨーロッパでは物

量に任せて敵の防衛線を突破し、一気に侵入する「縦深攻撃」の計画を立ててい

た。

冷戦の終結後、ロシアは大規模な核戦争が起きる可能性は低いとしながらも67）、

地域紛争への欧米の干渉や、「アラブの春」のような民主主義革命に加え、中国

の中距離弾道ミサイルやアメリカのミサイル防衛システムにも警戒している。

その中で、近年のロシアの軍事戦略は「ハイブリッド戦争」と呼ばれている。

これは、従来のような正規軍の大量投入による征服ではなく、あらゆる非軍事的

な手段を用いることで低リスクで作戦を遂行することに最大の特徴がある。欧米

諸国の干渉をできるだけ排除した形で「勢力圏」を確保することができ、2014年

のクリミア併合では、情報工作や経済的圧力、ロシア系住民の取り込みなどに

よって、ウクライナ軍と正面衝突することなく目標を達成した。これは今まで見

られなかった形であり、核兵器以外の分野での安全保障にも重点を置くように
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なっている。

一方で核戦略も放棄したわけではなく、2010年度版の軍事ドクトリンでは核兵

器や、大量破壊兵器による攻撃、通常攻撃による国家存立の危機が発生した場合

には核の使用を辞さないとされ、核の先制使用を事実上容認している。現状、大

国間における核戦争の蓋然性は低く、ロシアは核抑止を維持したうえで、自国の

勢力圏下の低烈度紛争において存在感を発揮している。

（d） 中　国

中国は、かつては東アジア世界の盟主であり、冊封体制を敷いて朝鮮や日本、

東南アジアにまで影響力を発揮していた中華帝国の歴史を持つ。その一方で、ア

ヘン戦争以降の列強による侵略、植民地支配という屈辱的な歴史も持っている。

それゆえ、中国の安全保障の主眼は中華帝国を復興させて超大国になることと、

その為に二度と侵略を許さない強大な軍隊を建設することにある。

第二次世界大戦後、政権を握った中国共産党は、貧しい経済下で安全保障を実

現するには通常戦力を整えるよりも核兵器を手にする方が合理的だと考えた。そ

の一方で巨大な陸軍を維持し、地の利がある自国領内で迎え撃つことで練度に劣

る中で他国の軍隊と互角に戦う「積極防御」の戦略を採用した68）。

改革開放政策以降、飛躍的な経済成長を遂げた中国は軍事力の近代化、特に海

軍や空軍の整備に乗り出し、1985年には「近海防御」戦略を打ち出した。近海と

は、九州からフィリピンを結ぶ第一列島線付近までの、中国本土の安全保障に密

接に関連するエリアである。

21世紀以降の中国の軍事戦略は「接近阻止・領域拒否（A 2 /AD）戦略」と呼

ばれる。弾道・巡航ミサイルの整備、南沙諸島の軍事基地化、空母やステルス戦

闘機の配備などによって小笠原諸島やグアムを結ぶ第二列島線に至るまで、主要

国の海空軍の動きを制約し、有事の際には先制攻撃によって抗戦能力を奪う戦略

である。

中国の積極防御の戦略は攻撃的な性格を含んでおり、日本やアメリカとの利害

対立が局地紛争につながるリスクも抱えていると言える。

（ 3） 21世紀の軍事戦略

現代では、冷戦期ほどの緊張関係はない。第二撃力の確保は相互確証破壊によ

る「平和」をもたらしたが、冷戦後、アメリカを中心に迎撃システムが開発され、

拒否的抑止が進んだ。その中で、中国が新たな大国として台頭し、日本でも対中
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国の防衛戦略が練られている。アメリカもアジア太平洋における関与を強め、安

全保障の舞台がヨーロッパだけでなくアジアにも広がっていると言える。ロシア

のハイブリッド戦略のような軍事戦略も登場した。21世紀は単純な核抑止の時代

ではなく、非核分野における安全保障を確立していくことが重要であると言える。

5　主要国の軍改革

第二次世界大戦後、戦争はその姿を大きく変え、単一の軍種のみで軍事作戦を

実行に移すことは極めて困難になっている。航空機が極めて大きな重要性を持っ

た第二次世界大戦に端を発する陸海空軍の統合運用は、現代の軍隊の大原則と

なっている。加えて核兵器は大国間全面戦争の可能性を限りなく低下させ、主要

国が想定する戦争は小規模な地域紛争へと変わった。

このような状況の中、各国は陸海空様々な戦力を統合的に運用し、効率よく迅

速に展開できるようにすべく、数々の改革を実行してきた。それは時に指揮系統

の再編であったり、部隊編成単位の再編であったりした。以下では、主要国の軍

改革の歴史を概観しつつ、現代における軍改革の一般的傾向を分析する。

（ 1） アメリカ

アメリカは、軍の統合運用を最も高度に成し遂げた国の 1つである。第二次世

界大戦の時点で陸海空軍戦力の統合作戦は実施されていたが、平時より戦力を一

元的に管理・運用する体制は構築されておらず、各地の戦線でその弊害が発生し

ていた。

第二次世界大戦後、アメリカは地域統合軍を平時から展開することを目的に改

革を行い、2017年現在、 6個の地域別統合軍が地球上の全地域を管轄している。

各管轄内において、統合軍司令官は陸海空すべての戦力を一元的に運用する権限

を付与されている。

また、地域とは無関係に、高度に専門化された任務を実行する機能別統合軍と

して、特殊作戦部隊を統合指揮する特殊作戦軍、核兵器やサイバー戦などを担当

する戦略軍、輸送戦力を統合運用する輸送軍という 3つが編成されている。

指揮系統の面での一大改革は、1986年のゴールドウォーター＝ニコルズ国防総

省再編法によってなされ、統合及び陸海空各参謀本部は、大統領に対する軍事的

助言者としての地位にとどまり、大統領が国防長官や各統合軍司令官へと直線的

に命令を下すこととなった。
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冷戦の終結とともに、各地で勃発した民族紛争への対応に追われたアメリカは、

世界中に迅速に戦力を投入するため、陸軍の再編に乗り出した。それは、従来の

軍、軍団、師団、旅団という 4段階の編成単位からなる指揮系統を改め、戦略司

令部部隊である Unit of Employment y、作戦・戦術司令部部隊である Unit of 

Employment x、戦術実戦部隊である Unit of Actionという 3段階編成とし、Unit 

of Actionを旅団戦闘団として組織化した。これにより、各旅団戦闘団が独立し

て任務を遂行する能力を獲得し、機動性は大きく向上したと言える。

（ 2） 日　本

第二次世界大戦中の日本軍は、軍の統合運用の失敗事例の典型である。陸軍と

海軍が独立していたことに加え、陸軍参謀本部と海軍軍令部の合同組織である大

本営は、名目上の最高指揮官に過ぎない天皇を頂点に据え、いわゆる「統帥権の

独立」を盾に内閣に対し責任を負わないなど、指揮系統の面で明らかな混乱をも

たらしていた。

戦後、陸海空自衛隊の指揮命令の統合調整を行うべく、統合幕僚会議が設けら

れたが、防衛・治安出動で統合部隊が編成された場合にしか指揮・命令権を持た

ないなど、運用の面で未だ問題を抱えていた。1998年に災害派遣や PKOなどで

も指揮・命令権を発揮できるようになったが、あくまで有事の際に応急措置的に

部隊指揮を行うという運用体制であった。2006年に生まれた統合幕僚監部には平

時より陸海空三自衛隊に対する部隊指揮権が付与され、平時より有事を想定した

統合任務部隊の訓練等を効率的に実行できるようになった。

指揮系統の面から見ると、最高指揮官たる内閣総理大臣から一元的に命令を伝

達する体制が構築された。統合幕僚長が指揮権を握り、陸海空の各幕僚長は平時

の部隊整備に専念するようになった。

近年では即応体制の強化も進んでいる。2007年に新設された中央即応集団は専

門機能部隊を管理するが、特徴は司令官が統合幕僚長ではなく防衛大臣の直接指

揮を受ける点である。すなわち、事実上陸海空といった軍種とは独立した指揮系

統の下にある部隊であるといえる。

（ 3） ロシア

ロシアはその前身であるソ連の軍事力の大半を継承した。ロシア軍の最優先課

題の 1つは、巨大で非効率的なソヴィエト的な軍隊を、機動性を備えた現代戦に



183

耐えうる軍隊に変化させることであった。

ロシアは2008年より主に軍の編成面と機能面に関わる大規模な軍改革を断行し

た。従来の陸軍では軍管区、軍、師団、連隊という 4段階の編成単位を取ってい

たが、命令の迅速な伝達や、各連隊の独立した迅速な展開に支障があった。改革

では、師団及び連隊が旅団に統一され、旅団は自律的に作戦を遂行し即応的に前

線に展開できるようになった。さらに各軍管区内の陸海空軍戦力については、各

軍の司令官ではなく、戦略司令部の権限を有する軍管区司令官が一元的に管理・

運用することができる。これにより、平時に部隊の管理を行う各軍司令官と、有

事に部隊の運用を行う軍管区司令官という分業が成立している。

ロシア軍の即応化改革の特徴は、中規模の旅団を全国の軍管区に少しずつ配置

するという点である。これは広大な国土ゆえに、即時の部隊展開の際に戦略輸送

の主力となる輸送機の能力を考慮しての工夫である。

（ 4） 中華人民共和国

中国人民解放軍は、伝統的に軍制の面でソヴィエト連邦の強い影響を受けて発

達してきた。人民解放軍は典型的な大陸国家の軍隊であり、地上兵力の大量の人

員を特徴としていた。中国は経済発展が飛躍的に進んだ21世紀以降、組織面での

様々な改革を実行した。

最も顕著な改革は、軍種の再編成である。2015年には、第二砲兵と呼ばれた長

距離ミサイル部隊が火箭（ロケット）軍として、陸海空軍と同格の独立軍種に格

上げされた。これは地上発射型の弾道ミサイルを一元的に管理・運用することが

できる軍種である。これと同時に、電子戦やサイバー戦を統括する戦略支援部隊

も創設された。

統合作戦指揮体制の構築という面では、習近平体制の下でなされた四総部（総

参謀部、総政治部、総後勤部、総装備部）の解体も大きい。軍組織を、平時に軍事

力を管理指導する部門と、有事に部隊の統合運用を行う部門に分割させ、部隊運

用の効率化を成功させた。

以上で見た中央組織の改革に加え、地方組織の改革も極めて重要である。ロシ

アの軍管区に相当する軍区を 7個から 5個へ集約し、各戦区の司令官は地域内の

全軍種を一元的に運用することができる戦区と名称を改めた。司令官のポストは

従来と陸軍出身者以外にも開放されており、陸軍偏重主義からの脱却を印象付け

る。
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即応体制強化の面で、中国でも部隊編成単位の集約が行われた。人民解放軍そ

のものが陸軍組織的な性格を帯びていたため、その編成は極めて巨大であった。

改革によりこれらは、それぞれ 3個旅団を基幹とする14個師団へとなり、部隊運

用の柔軟性は飛躍的に向上した。

結果として、中国においては作戦指揮を担う中央軍事委員会－戦区－部隊とい

う指揮系統と、管理指導を担う中央軍事委員会－軍種－部隊という指揮系統の 2

つが生まれた。

（ 5） 現代における軍改革の一般的傾向

世界には様々な軍制を持つ国があるが、現代の先進主要国に大国間同士の大規

模全面戦争が想定されえないことから、小規模な紛争への介入を前提とし、軍改

革の潮流は量から質、規模から機能面へのものとなっている。

まずは統合運用の面から軍改革の一般的傾向を分析する。第一に、地域を部隊

が担当する管轄ごとに分割し、その地域内における陸海空軍戦力を統合的に運用

するという傾向が見られる。地域区分を自国内部ではなく地球全土に設けている

アメリカは極端な例ではあるが、アメリカをモデルに軍改革を進めたロシアと中

国は、それぞれ軍管区と戦区という独自の地域区分を自国内に設定し、それらの

司令官に部隊指揮権を付与し、統合運用能力を向上させている。第二に、陸海空

軍それぞれの参謀組織から統合参謀本部などへ指揮権を委譲するという改革も行

われている。これは各軍参謀本部が平時の部隊管理に専念し、有事の際に統合参

謀本部がすべての戦力を一元的に運用できるようにするためである。有事の際の

指揮系統から外されたアメリカの陸海空軍参謀本部、日本の陸海空幕僚監部は、

政権に対する軍事的な助言者としての立場を留めるに至っている。中国の場合、

中央軍事委員会を頂点として、部隊運用を行う指揮系統と部隊管理を行う指揮系

統の 2つが並立する状況となっている。なお、中国の軍中枢で部門の分割が起き

ている背景には、汚職の蔓延する巨大な軍組織を解体し、習近平の直接的な影響

力を強めようという意図も見て取れ、 4カ国の中では特異なケースだが汚職の深

刻な独裁国家全般の軍組織改革のモデルとして、一般的傾向を抽出することもで

きる。

次に、即応体制の面から軍改革の一般的傾向を分析する。前述の統合運用の傾

向とも重なることであるが、有事の際の部隊指揮を統合参謀組織が一元的に執り

行うこと自体が指揮系統の簡略化に寄与している。同じく指揮系統の簡略化とい
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う面では、陸軍の部隊編成単位の見直しも挙げられる。アメリカやロシアでは迅

速な動員を行うべく編成単位の統合を進め、多くの旅団を生み出した。このよう

な改革が行われると、上位の編成単位に戦略や作戦・戦術レベルでの司令能力が

付与されることも特徴として指摘できる。言うまでもなく、この 2カ国は最も活

動的に地域紛争への介入を行っている大国の代表である。このように編成単位を

コンパクトにすることで、柔軟な運用が可能となる。さらに、空挺や特殊作戦、

情報戦等の特殊技能を備えた部隊を国防大臣級のポストに直属させ、独立した指

揮系統の下で運用するなどというような試みも、様々な国で行われていることが

見て取れる。

Ⅴ　未　来

以下では未来における戦争の様態を論じたい。本稿で至った結論とは、未来の

戦争では現在よりベネフィットが減る、またはリスクとコストが増えるため、大

規模戦争は発生しづらくなる、というものである。しかし大規模な戦争が起こら

ない代わりに、通常兵器による小規模な紛争はより増えると予想できる。また、

無人化、自動化、医療技術の発展などによって武力による紛争が無意味化し、こ

の小規模な紛争もコストが減少していくと考えられる。今後100年、さらに未来

においてもこの環境が継続する可能性がある。

本稿では、まず科学技術と社会の変化を論じ、その後それらの変化がどのよう

に作戦やロジスティクスに作用するかを考察する。未来の戦争を考える上で、科

学技術と社会の変化が最も重要であり、それがベースとなって作戦やロジスティ

クスが出来上がると考えられるため、科学技術と社会の 2つがより注目して書か

れている。

1　科学技術

（ 1） NBC兵器

（a） 核兵器以外の台頭

現在、NPTは191の国が締結している。核兵器は減少傾向にあり、今後も減少

に向かうと推測可能である。しかし、北朝鮮のように条約を無視し、核兵器を保

有しようとする国が存在することも考慮しなくてはならない。また、「通常戦力

の整備に資源を投入できないため、これを大量破壊兵器などによって補おうとす
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る国家に対し、政治的なリスクを顧みない国家から、大量破壊兵器などやその技

術などの移転が行われ」ると想像可能である。つまり、核兵器の拡散は減少して

いくが、それに代わる大量破壊兵器の生産、拡散が起こる可能性が存在する。電

磁パルスや生物化学兵器などがその代表例として挙げられる。

（b） 電磁パルス

強力な電磁パルス（EMP: Electromagnetic Pulse）により各種の電子機器の機能

を停止させるアイデアは核弾頭の実用化によって現実のものになった。

1962年に高高度で行われた核実験は衛星や近隣の電気などに影響を与えた。各

国は改めて EMP効果について研究を開始し、1000km単位の広い範囲にわたっ

て重要インフラに大きな被害を与える可能性が明らかとなった。これは被害範囲

の制御が難しいことを意味し、実用的な兵器としてより狭い範囲で EMP効果を

発揮する電磁パルス兵器技術について1990年代ごろより各国で研究が進められて

いる。核エネルギーを使用しないで強力な電磁エネルギーを放射する電磁パルス

（EMP）兵器には莫大な電力が必要という課題がある。あまりに広大な攻撃範囲

への対策は、重要インフラの全電子機器の抗堪性向上とされるが、米国などでも

実際の対策は遅々として進んでいない。

（c） 生物・化学兵器

生物兵器の特徴として、数日間の潜伏期間が存在すること、実際に使用されな

くても強い心理的効果を与えること、膨大な死傷者を生じさせる可能性があると

いったことが挙げられる。また、生物・化学兵器は、比較的安価で製造が容易な

ため、大量破壊兵器の一部を担うものになりうるであろう。そのため、米国では

2009年に生物兵器の拡散やテロリストによる同兵器の使用に対応するための指針

「生物学上の脅威に対する国家戦略」を策定し、病原菌や毒素の管理を徹底させ

る措置をとることにした。今後、化学兵器が化学兵器禁止条約に加盟しない北朝

鮮やテロリストによって戦争の引き金として使用されないという確証はなく、未

来兵器の一端を担う可能性は十分に存在する。

（ 2） 無人化・ロボット

無人化の第一波は、既に軍事の分野を覆い尽くしたといえる。第二次世界大戦

から研究が本格化した無人航空機は、冷戦期に主に偵察機としての利用が増え、

徐々に精度が高まってきたことや搭載能力に余裕が出てきたことを背景に攻撃機

に使われるようになった。近年ではドローンのようなリスクを伴わずに確実に
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ターゲットの個人などを殺傷できるものも実用化されつつある。そして無人化の

現在想定できる最後の波は、AIの導入によるこれらの完全な自動化である。ロ

ボットがターゲットを見つけ、近づき、殺すという動作の全てを自律的に判断し

て行うことができるようになるのではないか。

（a） 無人機、ドローン

無人航空機は既に広く実用化され、日本でもグローバルホークという無人偵察

機の導入が検討されている。また、攻撃能力を併せ持った無人攻撃機も多く開発

されており、アフガニスタンやパキスタンでは実際に攻撃に参加してテロ組織の

司令官を殺害するなどの戦果をあげている。無人攻撃機は今や戦争で欠かせない

ものとなっており、国連の報告書によると米国の無人機が2004年から2014年まで

の10年の間にパキスタンで少なくとも2200人の死者を出したという。また、巷で

騒がれているドローンも幅広い軍事利用が可能な 1つである。ドローンは、遠隔

操作で揺れが少なく高い精度の飛行が可能で、隠密性にも優れている。偵察の他

に危険区域の探査や警備などに用いることができる。

対テロ戦争が激化してきた今、標的殺害という用語が存在感を増してきている。

これは圧倒的な破壊力をもって相手をねじ伏せてきた今日までの戦争とは裏腹に、

「知」を有した兵器が敵国のリーダーなど特定のターゲットに狙いを定め、殺害

し勝利するという新しい時代の戦争の到来を示唆している。アメリカは既に、テ

ロ組織の指導者を何人も無人機によって殺害している。指導者にとっては命が日

常レベルで脅威にさらされ、よりリスクの高いものとなっていくだろう。

（b） 人工知能

人工知能（AI）は現在広く研究が進められており、車、家、介護ロボットなど、

近い将来身の回りの様々なものに AIが搭載される日がくる。無人化・自動化は

無人戦闘機に止まらず、人型ロボットなど「知」を獲得し自立して行動する新兵

器が各国で計画されている。AIが軍事的に利用されたらどうなるか。AIがロボッ

トに搭載されれば、人間のように自律的に判断して任務をこなすロボット兵士の

誕生である。偵察や監視、荷物の運搬は勿論、攻撃能力が与えられれば敵を認識

するところから接近して破壊するところまで全て自分の判断で自律的に行う殺人

ロボットとなる。これらの技術的な実現可能性は十分あると考えられ、人対人の

戦争が機械対機械の代理戦争に完全に置き換えられる日がやってくる可能性もゼ

ロではない。
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（c） ロボット実用化に向けた課題

ロボット兵器を実用化するには様々な問題が立ちはだかる。誤爆によって民間

人が犠牲になる恐れがあるという技術的な問題である。

倫理的な問題も指摘されている。無人化が進むと人間が戦地に出向かず、戦地

から遠く離れた基地から遠隔操作で大量の人を殺害するようになる。テレビゲー

ムのような感覚で人を殺すことになり、戦争が非日常ではなく、日常の中に組み

込まれてしまうのである。また AIが搭載された殺人ロボットが実用化されれば、

人間が直接手を下さないばかりか判断すらもせずに人を殺すことが可能になる。

そうなると、ロボットが行った殺人は誰の責任になるのかという新しい問題も生

じるだろう。

もっと言えば、適切な対処を怠ると AIを搭載した兵器が暴走するということ

も起きる可能性がある。AIは囲碁や将棋ではすでに人間を凌駕し始めており、

研究者すらも想像できない何かを生み出す可能性を秘めている。AIが自ら人智

を超えて成長し人間社会に反乱を起こすことも可能かもしれない。これから導き

出されるのは機械という新しい戦争の主体で、戦争はますます多様化・多極化す

る可能性がある。

米国防省は全軍のロボット化を計画している。様々な問題はあるが、解決され

ようがされまいが結局は無人化・自動化が完了する時は訪れる。その時までに想

定外のことが起きないよう技術を高め、人間がしっかりロボット達の上に立って

制御していくことが必要となるだろう。

（ 3） 医　療

未来の世界を予測しているヨルゲン・ランダース著の『2052』では、医療の分

野では幹細胞の活用と遺伝子治療の 2つの分野で革命的な進歩が起きると述べら

れている69）。それは、戦争にも大きな影響を与えると考えられる。

（a） 幹細胞の活用

幹細胞は未分化で多能性の細胞であることから人体を構成する200を超える細

胞のそれにでも分化できるものであるが70）、この能力を自在にコントロールでき

るようになれば身体の損傷を簡単に治療できるようになり、負傷兵の治療に貢献

するだろう71）。さらに興味深いのは、体全体に張り巡らされているニューロン（神

経細胞）と人口のシリコンチップを直接接続する研究が進んでいることである72）。

この技術を人体に応用する例として「バイオニックアイ」がある。すでに実験に
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よって人工の目を脳に直接接続できるということが証明されているが、将来的に

は、望遠鏡や顕微鏡の視野、赤外線を見る能力といった人間を超越した能力を持

つことも可能ではないか73）。この技術は体のあらゆるパーツに応用でき、まさに

SF映画に登場するサイボーグも技術的には不可能ではない時代が到来するのか

もしれない。

（b）　遺伝子治療

バイオニクスの発展と同様に未来を大きく変える医療革命に遺伝子治療がある。

DNA配列を誰もが安価に調べられるようになることで、パーソナルゲノムを

データとして誰でも入手できるようになるだろう74）。遺伝子を調べることで現在

は将来病気になる確率などを調べ、治療に応用することができるが、やがては運

動神経のいい遺伝子を持った人間を集めて軍隊を作ったり、知的能力の高い遺伝

子を持った人間を軍の研究者にしたりして幼いころから囲い込むこともできるだ

ろう。それどころか、遺伝子操作によって意図的に身体能力を高めた人間が兵士

となるためだけに生み出されることさえ考えられる。

（c） 結　言

誰もが医療革命の恩恵を授かることになると、たとえ戦争が起こったとしても、

自国の兵士が死ぬリスクは減るが、同様に敵国の軍に打撃を与えることも難しく

なるのである。兵士が戦場で負傷すればその症状はウェアラブル端末が即座に解

析して後方支援担当に送信される。そしてその兵士はすぐに救急センターに輸送

され、遠方の医師が遠隔操作の治療ロボットを用いて治療をする。手足がなく

なっても新しいものをつければいい。医療の発展は兵士をほぼ「不死身」に変身

させ、従来の戦争は極限まで消耗戦になるので多額の資金が費やされることにな

るのである。このような戦争をすることを国民が望むはずもないので、結果とし

て国同士が戦争を起こす可能性は減ると考えられる。

2　社　会

（ 1） アクターの多様化

ここでは未来の社会が現在の国際システムと比べ、よりアクターが多様化しそ

れまでの国家を唯一のアクターとした主権国家体制からの脱却が起きると仮定す

る。その後、このアクターの多様化が戦争にもたらす可能性のあるシナリオをい

くつか提示したい。



190　政治学研究58号（2018）

（a）　「新しい中世」

まず、国家が排他的な統治をすることができなくなり、アクターが多様化する

「新しい中世」の可能性について言及したい。

そもそも、現在でも主権国家体制の中でアクターが多様化している。未来にな

れば、影響力を持つアクターはさらに多様化すると考えられる。例えば、今後中

国やインドに加え、アフリカ諸国や東南アジア諸国も影響力を持つだろう。しか

し、今後は国家以外の存在がアクターとして存在感を発揮するのではないか。考

えられるのは民間企業や非政府組織、宗教団体や、国際組織あるいはテロ組織な

どの非国家主体である。この流れ自体はすでに始まっており、過去と比べより多

くのアクターが国際システムには存在する。へドリー・ブルによればこうした非

国家主体の登場によって「新しい中世」へと向かうためにはこれらの主体が、国

家の最高性を非現実的なものとし、主権概念からその効力と存在可能性を奪うほ

どの影響力を持つ必要があるのである。ブルはこのような趨勢を証明する証拠と

して①国家の地域統合、②国家の分裂、③私的な国際的暴力の復活、④国境横断

的な機構、⑤世界的な技術の統一化、以上の 5つの特徴を挙げている75）。

国家の地域統合とは EUのような存在を指す。そうした統合がさらに進めば主

権概念の所在が不明確になり、個人のアイデンティティの帰属が国家なのかその

機構なのか分からない状態になる。それが「新しい中世」への第一歩である。こ

のような帰属意識はすでに生まれつつある。これはまさに権威が分散していた中

世と多くの類似点があるのである。

また大きな未来における変化として私的な国際的暴力の復活が挙げられる。現

在は国家が武力をほぼ独占しているが、テロ組織などが私的な暴力を保有してい

る。未来においては多国籍企業や NGO、NPOが武力を保持するようになると考

える。今後、3Dプリンター等によって兵器製造が容易となることも考えられる。

現在の私的暴力の行使者は現在の主権国家に対する挑戦者であることが多い。し

かし、多国籍企業に関しては将来的に武力の保持が許される可能性がある。結果

として、中世の東インド貿易会社のような武力を保持し、国家と同じレベルの影

響力を持った新しい主体が登場すると考えられる。

（b） 多様化がもたらす影響

主権国家体制の枠を超えたアクターが多く登場するというシナリオは現実的で

あると考える。しかし、このアクターの多様化は戦争の態様にどのような変化を

もたらすか。それはこの「新しい中世」には16世紀のヨーロッパにおけるキリス
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ト教のようなすべての人が共有する普遍的価値が存在するか否かを論じることで

考察できる。

存在すると仮定するならば、その普遍的価値とは現在田中明彦などが論じてい

る市場経済や自由民主主義といったイデオロギーだと考えられる76）。であるなら

ば、各アクターは相互依存を深めており、戦争が発生する可能性は低くなるはず

であるが、戦争が起きないことを証明するわけではない。むしろ複数の権威が領

域横断的に存在している状況では、価値観の衝突もより増え、紛争をはじめとす

る戦争が発生する確率も高くなる。一方で、それぞれの影響力や力が分散するた

め世界戦争になるというシナリオは考えにくいし、普遍的な価値観があればそれ

に基づく紛争解決も可能なはずである。

一方でこれまで述べてきた、普遍的な価値観が存在しない状態で主体が多様化

するシナリオも考えられる。このような協調主義のない多様化においては先ほど

述べたような緊張が多く発生する一方で、それを解決するためには必要な共通の

価値観も存在せず、紛争が頻発し、結果的に甚大な影響をもたらす可能性も大い

に存在する。

今後国際社会のシステムは現在の主権を持つ国家を唯一のアクターとする体制

からは脱却し、より多くの主体が登場する未来が予想できる。個々のアクターの

影響力は分散し、 1つの紛争で発生しうる被害は相対的に小さいものになると考

えられる。一方で、16世紀のヨーロッパのようにすべてのアクターが共有する普

遍的な価値観やイデオロギーがあるか否かで変わってくるが、多様なアクターが

多様な価値観を持っていれば、緊張関係が多く生まれ、紛争に発展する可能性が

あると考えられる。

（ 2） 環境問題と人口増加による食糧問題

環境問題は現在の世界でも騒がれているが、今後の地球や人類の未来を考える

際に無視できないものになっている。また、人口問題についても同様である。日

本では少子高齢化が進んでおり、人口は減少すると考えられているが、世界的に

見れば人口は増え続け、様々な問題が生じることが考えられる。ここでは、この

2つの問題に注目し、それそれが今後の戦争の勃発にどう影響を与えるのか、ま

た勃発したならば、どのような戦争が勃発するのか、考察していきたい。

（a） 今後も続く地球温暖化

IPCCによると、今のペースで温暖化が進めば、やがてアジアの 8つの大河川
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の水の流れが激減すると予測している。もし将来、流域の農民たちがこの水を使

えなくなれば、食糧生産や飲料水の確保が困難になり、深刻な問題に発展してし

まう。このような事態は他の山岳氷河の関係流域でも起きている。

また、地球上で河川や湖など人が利用しやすい淡水は0.01％しかない。しかし、

地球温暖化の進行により乾燥地域や亜熱帯地域では降水量が減少し、飲料水や農

業用水が不足すると予測されている。このように、今後人類の未来にとって最大

の脅威になるのは温暖化による水不足かもしれない。これからの農業生産は水不

足により、増加する人口の食糧需要に応えられない恐れが多分にある。

（b） 今後さらに増え続ける世界人口

人口の将来予測は、今後の増加率の予想によっても大きく変わってくるが、一

般的に2050年には91億人を超えると予想されている。これから26億人、つまり現

在の中国とインドとブラジルの人口を足した人口が加わることになる。そして、

この大部分は発展途上地域の人口である。2050年には、アジア、アフリカ、中南

米、北米はそれぞれ人口が増えているが、ヨーロッパでは 1億人弱減少すること

が予想されている。

（c） 迫りくる食糧危機

人口が毎年のように増えていくにつれ、それらを養うための食糧の需要も年々

増えていくことになる。しかし、先ほど述べた地球温暖化の問題、特に世界各地

で襲っている異常気象の影響で、年々20-40％の食糧の生産量の減少が目立って

きている。このように世界人口の需要を満たすための食糧を生産することは相当

困難であり、いつか食糧が手に入らなくなるときが来るかもしれない。

アメリカやヨーロッパでは新たな食糧戦略が密かに始動し始めている。それは、

遺伝子組み換え作物による生産量の拡大を図る動きである。干ばつや水害に耐え

うる生命力の強い作物を人工的に作る研究が成果を生み始めており、また、作物

や植物の種子や遺伝子情報そのものを特許でおさえ、独占する動きも始まってい

る。農業の産業化の一環として、種子のレベルから遺伝子を操作し、病害虫に強

く、収量も飛躍的に伸びるような食物を大量に生産できるというが、安全性など

を含め、遺伝子組み換え作物を疑問視する声も根強い。

しかし、異常気象がもたらす食糧危機は依然として深刻な問題である。大規模

な干ばつが長期化すれば、途上国を中心として飢餓難民が発生し、大量の人口移

動が起こる。それにより経済も影響を受ければ、戦争に発展することも多分に考

えられる。また、遺伝子組み換え作物によって生産量を上げても、食糧価格が高
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騰し、貧しい国々の人々にとっては飢餓をもたらしかねない。

バイオ燃料に対する需要やその生産の急拡大も、原料となる農作物の需要やそ

の生産のあり方を根本的に変えるきっかけになっている。食糧及び飼料用の生産

からバイオエタノール用の生産へと巨大なシフトが起こった結果トウモロコシが

高騰し、農家がトウモロコシ生産に切り替えたことで米や小麦などの穀物価格も

上昇することになった。

（d） 今後の紛争

これまで、環境問題と人口に関連して食糧危機を考察してきたが、結論からい

えば、この項目からは大国間戦争は勃発するとは考えにくい。通常兵器や核兵器

を使った戦争は環境問題に膨大な悪影響をもたらすと考えられるため、そういっ

た選択をする者は現れないと思われる。また、食糧危機によって先進国が何かの

目的で争うことはないだろう。

また、食糧と関連して重要な資源として「水」が挙げられる。人間が現在飲料

水として使用することができる「水」は全体の0.01％に満たないとされており、

偏在しているという特徴もある77）。人間が生きる上で必ず必要な資源であるがゆ

えにこれの源泉を争って戦争に発展するという可能性が存在するが、技術の発展

がそれを解決する可能性の方が高いだろう。ただ、食料と共通している点として、

技術で物事を解決できない国々がこれらの資源を争う可能性については否定でき

ない。

3　サイバー時代の戦争態様

未来の世界では人々のサイバー空間への依存度が非常に高まるだろう。イン

ターネットが人々の生活の隅々まで浸透し、人々の情報は意識的にも無意識的に

もインターネット上に蓄積され、政府や企業もそれを活用するだろう。それは

人々の生活を便利にする一方でサイバー空間を介したテロや、サイバー戦争のリ

スクももたらす。

Google社会長のエリック・シュミット氏（Eric Emerson Schmidt）は、インター

ネットはとてつもない善とともに、おぞましい悪をもはらんでいると述べてい

る78）。またマイクロソフト社の最高研究戦略責任者であるクレーグ・マンディ氏

（Craig James Mundie）は、サイバー空間において起こりうる悪には、悪意のある

いたずら、犯罪、スパイ活動、戦争、テロの 5つのカテゴリーがあり、それを行

うアクターにはアマチュア、プロ、そして政府があると述べている79）。
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（ 1） サイバー攻撃

サイバー犯罪の特徴には、「主にその高い匿名性、無痕跡性、被害の不特定多

数性、時間的・場所的無限定性の 4つが挙げられる80）」。現在ではハッカーがウ

イルスを発信したとしてもそこの誰が犯人なのかを確実に追跡するのは難しく、

また規制のための国際法も確立されていない。サイバー攻撃は目的に合わせて自

在に設計でき、匿名性があるので理想の武器と言える81）。しかし、少なくともア

マチュアのハッカーは技術の発展とサイバー空間の整備によって特定されるよう

になるだろう。

（ 2） サイバー戦争

問題となるのは国家主導によるサイバーテロやサイバー戦争である。これらは

明らかに敵国にセキュリティ上のダメージを与えることを意図して行われるもの

である。インターネットがあらゆるヒト・モノにつながる未来においては、サイ

バー戦争は大きな脅威となるだろう。実際に各国でサイバー軍の設立が進められ、

サイバースペースは陸、海、空、宇宙に続く第 5の作戦領域と言われるように

なっている82）。サイバー攻撃には、犯人がどの国家ないし個人なのか、従来の戦

争のような宣戦布告がなく、断定が困難であるという特徴がある。しかし未来に

おいては攻撃側が圧倒的に優位な立場という状況は改善されるだろう。シュミッ

ト氏は今後は世界中で永続的で低級なサイバー戦争が勃発するだろうと述べ、こ

れを冷戦（Cold War）と比較して「コード戦争（Code War）」と述べている83）。国

家同士のサイバー戦争はほとんどが諜報活動を中心とした情報戦になると予想さ

れる。しかしもし国家がサイバー攻撃によって「武力攻撃」を行ったとすれば、

それは現実世界での戦争へと発展するだろう。米国務省の法律顧問ハロルド・ホ

ンジュ・コー（Harold Hongju Koh）は、「直接的に死者、負傷者、重大な破壊行

為を引き起こすサイバー攻撃は武力行使とみなしうる」と述べている84）。もし過

激化すればインフラから宇宙空間まであらゆる分野が攻撃対象となり、お互いを

復旧不可能なレベルにまで破壊してしまうものとなるだろう。現在では核が戦争

抑止に大きく貢献しているが、未来においてはサイバー戦の能力も抑止力となる

だろう。このように未来では抑止力が多極化するのである。

（ 3） 予期せぬエラー

サイバー空間において最も恐るべきものは実はエラーかもしれない。サイバー
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空間上で何か致命的なエラーが起きれば現実世界に致命的なダメージが起こるこ

とも考えられる。有名なハリウッドのターミネーターシリーズでは、軍用コン

ピュータがある日突然自我に目覚め、機能停止を試みる人間を自らへの攻撃と認

識して世界規模の核戦争を起こす様子が描かれている85）。サイバー空間の発展態

様の予測は極めて難しいが、正しく利用する限り人類の発展を加速させることに

寄与することは間違いない。しかし世界を大混乱に陥れる可能性が否定できない

ことも確かである。

4　無人兵器とロジスティクス

（ 1） 無人兵器時代のロジスティクス

ロジスティクスは、戦争を行う上で作戦や戦術よりも重要度が高く、勝敗を大

きく左右する。では、未来の戦争ではどんなロジスティクスが考えられるのか。

一番大きく影響を与えるのは、無人化や自動化などの科学技術だと考えられる。

戦場での支援の対象も、兵士などの人間から無人化、自動化した兵器へ変わるだ

ろう。

無人兵器が中心となって戦争を行うと考えると、それを動かすための石油や電

力といったエネルギーが必要となり、それらを戦場に支給する、または現地で確

保することが求められる。多数の無人兵器を動かすためには膨大なエネルギーが

必要であるが、輸送コストを考慮すると、現地での確保が重要になってくると思

われる。電力ならば太陽光発電によって現地調達することができる。

また、無人兵器そのものの供給も求められる。ドローンで戦場の監視を行えば、

人がいなくても戦場の状況はすぐに把握できる。壊れた無人兵器の修復や、新た

な無人兵器の投入のためのロジスティクスが必要になってくるだろう。

（ 2） 未来のロジスティクスにおける人

未来の戦場で戦うのは、無人兵器であり、人ではない。しかし、その使用には

大量のがエネルギーが必要で、調達コストは極めて大きい。また、高度な技術や

知識が求められるため、研究者や技術者は非常に重要な存在になるだろう。した

がって、未来のロジスティクスも戦争の勝敗を大きく左右すると考えられる。

また、未来においては人の戦場は戦闘の現場ではなく、兵器の開発・製造を行

う剣友所・工場や、兵器・エネルギーなどの現地調達、管理を行う指揮監督の現

場になる。技術者の存在はとても重要になり、その点では、戦場には無人兵器し
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かいなくても、ロジスティクスの要を担うのは、われわれ人間であると言える。

5　未来における戦争の予測

我々が至った結論とは、現在において得られるような戦争によるベネフィット

が減る、またはリスクとコストが増えるため、大規模戦争は発生しづらくなり、

大規模戦争の代替として、小規模な紛争は増えるというものである。

（ 1） 戦争によるベネフィットが減る

戦争によるベネフィットとは何か。国家は国益を求めて戦争を行う。その国益

が減少する理由として挙げられるのが、核兵器以上の大量破壊兵器の使用、アク

ターの多様化、世界規模の環境問題、食糧問題である。第二次世界大戦後、各地

でホット・ウォー（Hot War）と呼ばれる局地戦はあったのにもかかわらず、第

三次世界大戦に発展しなかった理由がここにある。核兵器の存在は相互確証破壊

の理論に基づいて大規模戦争に踏み込むのをとどめ、また戦争は環境破壊、資源

の枯渇と表裏一体である。戦争はもはや合理的な手段ではなくなりつつあるので

ある。

（ 2） リスクとコストが増えるため、大規模戦争は発生しづらくなる

戦争には敗戦というリスクが存在する。それどころか大量破壊兵器により、国

家そのものがなくなる危険性さえある。大量破壊兵器に限らず、通常兵器も生

産・維持コストが国家の大きな負担となる。AIの導入や、無人化・自動化によ

りリスク、コストの軽減を図ることは可能であろうが、有用な資源の高騰は十分

に推測できる。そのため、全体的なコストが上昇してしまうのである。

（ 3） 小規模戦争は増える

小規模戦争が増える理由は多く考えられる。アクターの多様化により、水不足

の解消や民族の独立など、様々な動機に基づいて戦争が起きる可能性が生じる。

戦争を躊躇させる要因として重大な生命という観点は、医療技術の発達、ロボッ

トの台頭によって軽視される恐れがある。また、テロリストなどによる理由なき

戦争も多く誕生しかねない。また武力衝突だけではなく、サイバー攻撃など血は

流れないが敵に重大な損害を与えかねない紛争も増加するであろう。
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（ 4） パラレルワールドの想像

初めに言及しているが未来とはパラレルワールドなのである。以下ではこれま

でに考察したものに対して、まったく別の解釈を取り入れ、想像しうる未来を描

く。

核兵器やそれ以上の威力を有する大量破壊兵器が全廃された世界の想像は困難

である。現状、核の抑止力がどの程度働いているかを証明することが困難なよう

に未来における戦争がどのように抑止されるかは不透明なのである。

無人化・自動化、AIの導入により生活が現状豊かになりつつあるが、もし規

制され、まったく進歩しない未来があるのならば、未来の戦争は今同様に人間対

人間の戦争となり得よう。

困難を極めるのがアクターの多様化である。学者の中には世界政府設立へと人

類は進んでいくという研究をしている者もいるが、実現されたとしても、平和と

は断言できない。

（ 5） 結　言

未来の戦争について言及するという難題に取り組んだが、最終的に未来という

未知の世界を断定的にとらえることは不可能であった。しかしながら我々は、あ

る程度の根拠をもとに想像しうる未来を描いたといえる。これが100年後、200年

後訪れる保証はないが、このような世界となる可能性があることを理解してこれ

からの国際政治、戦争の変遷について考察していくことが何よりも重要である。

何より未来予知は不可能である。現状はそうであるが、未来では未来予知は可能

なのかもしれない。本論文は現状考えられる未来について言及してきた。今後、

未来がより確定的に証明できる日々になる可能性は十分にある。その時、本論文

が正しかったのかどうか証明できよう。

Ⅵ　結　語

本論文では、「戦争態様の歴史的変遷」をテーマにして中世から未来に至るま

で、極めて広い年代を対象にして考察を試みた。俗に「戦争論」という言い方も

可能ではあるが、あくまで歴史の観察者としてその変遷を追うことに重きを置い

て考察、叙述を行った為に本題もそれを反映したものとなった。

あらゆる国際政治学の文献において平和を実現するための理論の提言が行われ
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ているが、少なくとも2017年に至るまで人類は平和（ここでは戦争のない状態のこ

ととする）を手にしてはいない。我々は戦争態様の歴史的変遷を追うことにより、

平和を実現する為の糸口を見つけようと試みた。

本論文に記載されている内容の一切の責任は、全て執筆者一同に帰するもので

ある。本論文が読者にとって少しでも国際政治の理解に寄与するものであったと

すればそれに勝る喜びはない。
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