フランスおよび
インド太平洋地域の安全保障
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軍事大臣からの序文
フランスは、2017年版「国家防衛・安全保障に関する戦略レビュー」においても言及しているように、インド太平洋地域の安定化は
国際安全保障にとって極めて重要であると考え、同地域を注視しています。
例えば北朝鮮は、国連安全保障理事会の決議に反して核実験や弾道ミサイル発射実験を行い、国際社会を挑発しています。
大国や新興国による軍事的主張の増加が多国間主義に対する脅威を高め、私たちが直面している不安定化と予測不能性の問題に拍車
をかけています。
近年ヨーロッパを深刻に襲ったテロリズムは、インド太平洋地域において再構成され拡大しており、この不穏な発展に対抗するには
共同的な動員が必要です。
海洋領域においても、海洋法に関する国際連合条約に従わない国々や繰り返される海賊行為の存在により、緊張が続いています。
また、気候変動の影響や環境破壊は、とりわけインド太平洋地域と南極大陸にまで及び、安全保障リスクを深刻化させています。
こうした大きな脅威は、協力路線をもってしか乗り越えることができません。その経済的ダイナミズム、人口増加および技術革新能力から包括的繁栄の源とい
えるインド太平洋地域の安定維持は重要課題であり、それは多国間ベースの上に定められた規則の遵守および対話を通して成り立つ国際秩序の一環を成すもの
でなければなりません。
フランスは、国連安全保障理事会常任理事国ならびにヨーロッパ連合（EU）および北大西洋条約機構（NATO）の設立メンバー国として、国際舞台において特
別な役割を果たしています。領土と国民を持つインド洋および太平洋沿岸国として、東アフリカ沿岸からアメリカ大陸の太平洋沿岸地域に及ぶ、世界における
この地域で特別な地位を占めています。フランスはこの地域に自国軍およびプレゼンスのための軍を常駐させ、自国の利益を守ると同時に、インド、オースト
ラリア、アメリカ、日本、さらにはマレーシア、シンガポール、ニュージーランド、インドネシア、ベトナムといったパートナー国と共に地域の安定化に貢献
しています。
フランスは、2019-2025 年軍事計画法に則り、安全保障上の脅威の変化に適応するための軍事力の大幅な再強化に着手しました。またこれらの脅威に対するに
は、パートナー国への能力的支援も必要不可欠なものとなっています。
本資料は 2016 年に発表された「アジア太平洋地域の安全保障とフランス」の改訂版であり、インド太平洋地域におけるフランスの防衛・安全保障政策を説明
し、共同安全保障のために同地域の国々との長期的な強い絆を発展させるという私たちの決意の継続性を証明するものです。
フロランス・パルリ

インド太平洋地域の安全保障 フランスにとっての戦略的焦点

インド太平洋地域には世界人口の 60%と国際貿
易額の 3 分の 1 が集中していることから、同地域
の安定は非常に重要な問題であり、そこでのいか
なる危機や紛争も、フランスやヨーロッパの利益を
深刻に侵害する恐れがあります。
インド太平洋地域は、インド、中国、東南アジア、
オーストラリアといった戦略的要を中心に相互作
用により繁栄する地理的陸・海域です。インド洋、
太平洋、南極海を含み、東アフリカ沿岸からアメ
リカ大陸の太平洋沿岸地域まで広がる安全保障連
続体を形成しています。
フランスの領土は、南インド洋にマイヨット、レ
ユニオン、エパルス諸島、フランス領南方・南極
地域があり、太平洋にはヌーヴェル＝カレドニー
（ニューカレドニア）、ワリス・エ・フトゥナ、
フランス領ポリネシア、クリッパートンを有しま
す。海外駐屯軍および常設軍事基地の存在は、フ
ランスがインド太平洋地域の沿岸国として安全保
障上の責任を果たすことを可能にしています。

テロリズムは重大で間近な懸案として続いていま
す。レバントでの軍事的前進にも拘わらず、この
脅威は混乱、内戦および国家の不安定さに乗じて
再組織され新たな地域に拡大しています。フラン
スはテロとの国際的戦いにおいて、インド太平洋
地域の国々と協力し、アフリカおよびレバントで
の作戦地域の最前線で活動しています。
多国間主義は、特にインド太平洋地域において
徐々に力を弱めています。幾つかの大国が堂々と
パワーによる関係を優先する態度を取ることで、
国際レベルでの不安と疑念を生み出しています。
地域内で進む分極化は、この地域の経済的繁栄を
可能にした多国間秩序の維持を脅かすものです。
気候変動による脅威の相乗的影響はインド太平洋
地域に直接関係しています。最も脆弱な国々は経
済成長の見通しの大幅な低下に直面し、大きさま
たは力という点から最も強靭な国々は、戦略地政
学的利点を享受するでしょう。

数字で見る
インド太平洋地域におけるフランス
インド洋および太平洋上の領土（アデリー
ランドを含む）465,422 ㎢
インド太平洋地域での排他的経済水域約
900 万㎢（世界第 2 位）
海外県・海外領土に住むフランス国民 150
万人
インド太平洋諸国に住むフランス人駐在者
20 万人以上
2017 年：
フランスからインド太平洋地域への輸出
総額 641.85 億ユーロ（軍事品を除く）：
EU を除いた輸出額の 33.7%、全総額の 14%
に相当
インド太平洋地域からフランスへの輸入
総額 930.49 億ユーロ（軍事品を除く）：
EU を除いた輸入額の 41%、全総額の 17%
に相当

インド太平洋域は、国際レベルでの緊張の高まり
から免れてはいません。
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インド太平洋地域のフランス

インド太平洋地域への
対外直接投資ストック：
1,250 億€ （2016 年）

カザフスタン

モンゴル

ウズベキスタン
キルギスタン
トルクメニスタン

タジキスタン

韓国

日本

中国

アフガニスタン
パキスタン

ネパール
ブータン
インド バングラデシュ

ベトナム
ミャンマー ラオス
タイ

クリッパートン島
EEZ：438,048 ㎢

フィリピン

カンボジア
スリランカ

インド太平洋地域からの
対内直接投資ストック：
350 億€ （2016 年）

マレーシア

マイヨット-レユニオン-エパルス諸島
EEZ：1,026,037 ㎢
グロリューズ
諸島
人口：1,058,065 人
マイヨット

シンガポール

ワリス・エ・フトゥナ
EEZ：263,422 ㎢
人口：12,000 人

パプア
ニューギニア

インドネシア
東ティモール

フランス領ポリネシア
EEZ：4,852,122 ㎢
人口：270,500 人

ソロモン諸島
マルキーズ
諸島

トロメリン島

フアン・デ・
ノヴァ島

フィジー
レユニオン
La Réunion

バサス・ダ・
インディア島
ユローパ島

オーストラリア

エパルス諸島

フランス領南方・南極地域

ツアモツ諸島
ソシエテ諸島

ニューカレドニア
EEZ：1,457,032 ㎢
人口：256,000 人

オーストラル
諸島

ガンビエ
諸島

アムステルダム島
サン＝ポール島

EEZ：2,070,343 ㎢

ニュージーランド

クロゼ諸島
ケルゲレン諸島

インド太平洋地域のフランス人駐在者：200,000 人
-3,000 人

3,000～10,000 人

フランスの排他的経済水域（EEZ）
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アデリーランド

10,000～30,000 人

+30,000 人

インド太平洋地域の安全保障上の主な脅威

2017 年の戦略レビューでは、テロリズム、競争・
力の論理の憂慮すべき再来、法的規則と多国間
主義の弱体化、新しい形の対立の増加など 2013
年版白書において指摘された脅威の、変化の速さ
と激しさを強調しています。

科学技術の進歩は新たな機会を生み出しますが、
新たなリスクも生み出します。海底資源の獲得、
戦力投射能力と進入阻止能力の拡大、サイバー空
間および衛星施設の重要性の高まりは、インド太
平洋地域全体において国家間対立を煽る可能性が
あります。

北朝鮮の核実験および弾道ミサイル計画は、北東
アジアの安全保障だけでなく、国際秩序や核拡散
防止の枠組みをも脅かすものです。

フランスはこうした脅威に直面し、インド、オー
ストラリア、日本、マレーシア、シンガポール、
ニュージーランド、インドネシア、ベトナムと共
に、インド太平洋地域における戦略的パートナー
シップ・ネットワークを発展させています。

南シナ海では、大規模な人工島造成工事や領有権
を争う諸島の軍事化などにより現状が変化し、緊
張が高まっています。この危機の潜在的な影響は、
この地域が世界貿易の 3 分の 1 が通過する戦略的
交流地であることから考えても、この地域を大き
く超えた範囲に及ぶと考えられます。この状況は、
多国間秩序が守られず、パワーを誇示する政策が
有利に働き、地域の安定を脅かしていることを証
明するものです。
別の脅威を成すものがテロリズムです。ダーイシ
ュ（「イスラム国」）の消滅はこの世界的脅威の
終わりを意味するものではありません。外国人戦
闘員たちが帰国し、南アジアや東南アジアといっ
た新たな地域でテロ活動を拡大するという問題が
あるからです。

こうしたリスクや緊張を克服するために、フラン
スは、地域安全保障構造の実現に貢献したいと願
っています。フランスは既にインド太平洋地域の
幾つもの多国間対話の場において活動しています
が、ASEAN メンバー国と「プラス」のパートナー
国 の 国 防 相 が 集 ま る 拡 大 ASEAN 国 防 相 会 議
（ADMM プラス）に加盟する手続きも開始しまし
た。
フランスは、ADMM プラスに加盟することで、国
連安保理常任理事国としての経験、実践的ノウハ
ウ、そして国際法の遵守を基礎としたインド太平
洋地域全体の平和で安全な領域構築への大きな貢
献などをもたらすことができるでしょう。
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あらゆるレベルで安全保障に参加
北朝鮮問題に関して、フランスは国連安全
保障理事会およびヨーロッパ連合（EU）に
おいて原動力の役割を果たしています。北
朝鮮に対し定められた制限的措置の完全
で効果的な実施を実現し、核計画を停止し
て交渉の席に戻ることを義務付けるよう
働きかけています。
フランスは、海洋法に関する国際連合条約
（国連海洋法条約）の厳格な適用を支援し
ています。民間および軍事レベルで屈指の
海事大国であるフランスは、インド太平洋
地域を含む必要と判断するあらゆる場所
で、海・空域航行権を定期的に行使してい
ます。
インド太平洋地域に展開するフランス軍
は、密売取締り（麻薬、密漁など）の作戦
で活発な役割を果たしています。
フランスは気候変動への取組みにおいて、
2016 年のパリ協定の合意に尽力しました。
また防衛レベルでも、COP21 に先駆けて、
気候と防衛の関係について話し合う初の
国際会議を開催しました。

インド太平洋地域の安全保障問題
ロシア

領有権問題地域
密売発生地域（漁業、麻薬）
核兵器保有国

カザフスタン
モンゴル
ウズベキスタン

北朝鮮

キルギスタン

トルクメニスタン

タジキスタン

アフガニスタン

独島/竹島

韓国

中国

カシミール

ネパール

NPT から脱退した核保有国
日本

テロリスト活動地域
国境紛争地帯
国境閉鎖地帯

アルナチャル・プラデシュ

ブータン
バングラデシュ

パキスタン

台湾

インド

尖閣諸島/
釣魚島

1-インドが領有権を主張する、パキスタンの占領地域

ベトナム

ミャンマー

2-パキスタンが領有権を主張する、インドの占領地域

ラオス

西沙諸島

タイ
カンボジア

3-インドが領有権を主張する、中国の占領地域

フィリピン

南沙諸島

スリランカ

マレーシア

ブルネイ

パラオ

マーシャル諸島

ミクロネシア

ナウル

インドネシア
グロリューズ
諸島

クリッパートン島
キリバス

シンガポール

マイヨット

核兵器不拡散条約（NPT）未加盟の
核兵器保有国

千島列島/北方領土

パプア
ニューギニア
東ティモール

ツバル

ソロモン
諸島

トロメリン島

バヌアツ

ニューカレドニア

レユニオン

マルキーズ
諸島

サモア

フィジー

ワリス・エ・
フトゥナ

トンガ

ニウエ

オーストラリア

ソシエテ
諸島
ツアモツ
諸島
オーストラル
諸島

ニュージーランド

アムステルダム島
サン＝ポール島

クロゼ諸島
ケルゲレン諸島
uelen
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ガンビエ
諸島

フランス軍のプレゼンスの重要性

インド太平洋地域におけるフランス軍のプレゼンス
は、防衛および安全保障上の必要性に適応したも
のです。地域全体に 7,000 人の兵士が常駐し（イ
ンド洋に 4,100 人、太平洋に 2,900 人）、さらに時
期により海軍兵士 700 人が加わり作戦を展開して
います。
この軍事力は、フランス領土の保護・治安および
排他的経済水域の監視を担っています。また、住
民救助作戦、密売の取締り、「海洋における国の
活動」任務、およびあらゆる分野での軍事協力活
動にも参加しています。
北インド洋において、アラブ首長国連邦およびジ
ブチ駐屯軍（FFEAU および FFDj）は、オムニロ
ール戦闘機ラファール 6 機（UAE）、戦闘機ミラ
ージュ 2000 を 4 機（ジブチ）、ヘリコプター８
機、戦術輸送機 1 機を配備しています。
南インド洋のレユニオンとマイヨットに分かれ駐
屯するフランス軍（FAZSOI）は、ヘリコプター各
1 機を備えた監視フリゲート 2 隻、
多任務艦 1 隻、
哨戒艇 2 隻（極地哨戒艇 1 隻）、戦術輸送機 2 機
を配備しています。

太平洋のヌーヴェル＝カレドニー（ニューカレド
ニア）およびフランス領ポリネシア駐屯軍（FANC
および FAPF）は、ヘリコプター各 1 機を備えた
監視フリゲート 2 隻、哨戒艇 3 隻、多任務艦 2 隻、
海上監視機 5 機、戦術輸送機 4 機、ヘリコプター
5 機を配備しています。

フランスは、この広大な地域でのプレゼン
スを最適化するため、地域ごとに統合軍司
令部を配置しています：

またフランスは、アジアとオセアニアの 33 カ国に
おいて認められた居住・非居住の 18 人の国防武官
（ミリタリー・アタッシェ）による緊密なネット
ワークを維持し、彼らは国防武官補佐官、軍用装
備武官、常駐軍事協力者およびアメリカ太平洋軍
（USPACOM）連絡士官らと協力して、国防上の
全分野における各国との双方的協力を発展させて
います。

・ COMSUP FANC：ニューカレドニア駐
屯フランス軍高等司令官

さらにフランス海軍士官一名が、アジアの海上経
路の監視を目的とした在シンガポールの地域セン
ターである情報統合センター（IFC）に在籍してい
ます。同時に同士官は、支援任務における軍事面
の処理を担当するため、地域人道支援・災害救助
調整センター（RHCC）の連絡士官も務めています。
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・ COMSUP FAZSOI：南インド洋管区フ
ランス軍高等司令官

・ COMSUP FAPF/ALPACI：フランス領
ポリネシア駐屯フランス軍高等司令
官／太平洋海洋管区司令官
・ COMSUP FFEAU/ALINDIEN：アラブ
首長国連邦駐屯フランス軍高等司令
官／インド洋海洋管区司令官

それぞれの常時管轄区域（ZRP）は次頁の地
図に掲載しています。

インド太平洋地域におけるフランス軍のプレゼンス
フランスが参加する防衛対話
♦ SPDMM：南太平洋防衛相会談
♦ シャングリラ会合
♦ 東京ディフェンス・フォーラム
♦ JIDD：ジャカルタ国際防衛ダイアログ
♦ プトラジャヤ・フォーラム
♦ SDD：ソウル防衛対話
♦ ウランバートル対話
♦ APICC：アジア太平洋地域情報部長等会議
♦ CHODS：アジア太平洋諸国参謀総長等会議
♦ IONS：インド洋海軍シンポジウム
♦ PCGF：太平洋海上保安フォーラム
♦ QUAD：4カ国防衛連携グループ
♦ MPAT：多国籍立案増強チーム
♦ WPNS：西太平洋海軍シンポジウム
♦ 南西太平洋海軍代表者会議

カザフスタン
モンゴル
ウズベキスタン
トルクメニスタン

キルギスタン

中国

タジキスタン

韓国

アフガニスタン
パキスタン

アラブ首長国連邦駐屯
フランス軍（FFEAU）

インド
海軍基地
650
1

6

スリランカ
ジブチ駐屯フランス軍
（FFDj）

4

1

ALPACI

ネパール

バングラデシュ

1

1450

日本

海洋管区
ベトナム
ラオス
ミャンマー
タイ
カンボジア
マレーシア

フィリピン

グアム島
（アメリカ）

ハワイ
（アメリカ）
クリッパートン島

ブルネイ

シンガポール

モルディブ
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インドネシア
東ティモール

マイヨット

パプア
ニューギニア
バヌアツ

トロメリン島

ALINDIEN

ニューカレドニア駐屯
フランス軍（FANC）

南インド洋管区フランス軍
(FAZSOI)

クロゼ諸島

5

2

ワリス・エ・
フトゥナ

フィジー

海洋管区

レユニオン

2000

マルキーズ
諸島

トンガ

1180

ソシエテ諸島
ツアモツ
諸島
オーストラル
諸島

1660

アムステルダム島
サン＝ポール島

4

4

フランス領ポリネシア駐屯
フランス軍（FAPF）

3

COMSUP FAPF
常時管轄区域

4

ニュージーランド

ケルゲレン諸島

COMSUP FANC
常時管轄区域

国防武官
非居住の国防武官
軍用装備武官
USPACOMフランス人連絡士官
IFC/CRFIMフランス人連絡士官
主要寄港地
司令区域

COMSUP FAZSOI
常時管轄区域

国内・国外基地
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3

ガンビエ
諸島

オーストラリア

2

5

海洋安全保障 グローバルな問題

フランスは、アメリカに次ぐ世界第 2 位の排他的経
済水域（1100 万㎢）を有し、その水域は主に太平
洋（67％）とインド洋（26％）に位置しています。
全海洋上に領土を持つフランスは、そこで主権を行
使し、自国の海洋領域の監視を行い、展開される活
動を統制し、ブルーエコノミーに貢献するよう長期
的にそうした活動を保護するために、増え続ける問
題に立ち向かわなければなりません。多くの脅威や
違法活動（海賊行為、テロ、あらゆる種類の密売、
密漁、サイバー攻撃、汚染など）に直面するこの戦
略地政学的緊迫状況の中で、私たちの領土の安全保
障、より広く言えば公海上の安全保障は、重要な課
題となっています。

全体の中にしか存在し得ないある領域の安全保障
を実現するには、その地域の安全保障活動者との情
報共有も重要です。例えばフランスは、４カ国防衛
連携グループ（QUAD）を通してアメリカと連携し、
南太平洋でオーストラリアおよびニュージーラン
ドと模範的な協力関係を維持しています。
フランスは、アジアの海上経路の監視を目的とした
在シンガポールの地域センターである情報統合セ
ンター（IFC）に連絡士官一名を配置するとともに、
スエズ運河から喜望峰までのインド洋西部の海事
状況の把握を担う在マダガスカルの海事情報統合
地域センター（CRFIM）を支援しています。また、
インドとは 2016 年に海事問題を扱う特別な対話を
開始し、両国首脳は 2018 年 3 月にインド洋に関す
る共同宣言に署名し、インド太平洋に関する両国の
グローバル・アプローチを発表しました。

海・大洋上の安全保障の実現には、国連海洋法条約
の枠組みを通して国々と地域組織が協力を高める
ことが必要です。これを背景に、ヨーロッパ連合
宇宙・海洋・航空分野に強く、屈指の諜報手段を有
（EU）は 2014 年に海事保安戦略を採択し、それを
し、大規模な戦力投射プラットフォームを備えるフ
受けてフランスは 2015 年に国内政策を定めました。 ランスは、例えば海賊を取り締まるアタランタ作戦
への定期的な参加を通して行っているように、特に
インド太平洋地域の海域の広大さは、この地域特有
ヨーロッパを含むその同盟国およびパートナー諸
の問題です。このことからフランスは、多国間協力
国と共に、あらゆる面において国際安全保障に貢献
および手段の最適化を軸にした海事監視ネットワ
することが可能です。
ークの確立を目指し、努力を重ねています。
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海洋における国の活動
「海洋における国の活動」は、フランスの
海軍、国家警察、憲兵隊、税関および民間
警備団体の連携活動を最適に行い、海洋
における国益を保証することを目的とし
た実践的行政組織です。
各行政組織が各自の活動の実施に対する
責任者ですが、連携を担当する海洋管区長
官の要請があれば他組織に参加します。
フランスは本土周辺海域に 3 つの管区が
あり、海外には 5 人の代表司令官を配置
しています。
海洋における国の活動は、国家主権と国
益の保護、海上保安、海洋上の公秩序維
持、漁業の監視、違法活動の取締り、環境
保護など様々な種類の公益任務に及びま
す。
海中・海上・空の3領域からの監視が可能
という唯一の特徴を備えた海軍が、公海
領域の統制の大部分を担っています。海軍
が主に行うのは密売の取締りで、この世
界的戦いに参加するアメリカと連携して
行っています。

海洋安全保障のための継続的展開

バンクーバー

天津
釜山
上海

東京

ロサンジェルス

名古屋

寧波
ドバイ

ジッダ

アメリカ合衆国

深セン
広州

ジャワハルラル

サラ―ラ

マニラ
ハワイ
（アメリカ）

ホーチミン
コロンボ

クリッパートン島

クアラルンプール

シンガポール

グロリューズ
諸島
マイヨット

フアン・デ・
ノヴァ島
バサス・ダ・
インディア島
ユローパ島

フランス
ワリス・エ・
フトゥナ

トロメリン島

マダガスカル
レユニオン

オーストラリア

マルキーズ
諸島

ソシエテ
諸島

ニュー
カレドニア

ツアモツ
諸島
オーストラル
諸島

ガンビエ
諸島

アムステルダム島
サン＝ポール島

ニュージーランド
4 カ国防衛連携グループ（QUAD）

クロゼ諸島

USPACOM フランス人連絡士官

ケルゲレン諸島

IFC/CRFIM フランス人連絡士官
海洋安全保障のための主な活動地域（麻薬、密漁、
海賊行為）
主要貿易港
主要航路
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インド太平洋地域におけるフランス軍の活動（2015～2018 年）
カザフスタン

モンゴル
カーン・クエスト

ウズベキスタン
キルギスタン
北朝鮮
トルクメニスタン

シャマール作戦
空母戦闘群 2015～2016

タジキスタン

日本

キー・リゾルブ

アフガニスタン

ウルチ・フリーダム・
ガーディアン
韓国

中国

クウェート
ネパール

パキスタン

アラブ首長国連邦
駐屯フランス軍（FFEAU）
650人

バーレーン カタール
サウジアラビア

インド

ブータン

バングラデュ

ヴァルナ

オマーン

ミャンマー

ガルーダ
シャクティ

ベトナム
ラオス
タイ

フィリピン

コブラ・ゴールド
カンボジア

ジブチ
スリランカ

ジブチ駐屯フランス軍（FFDj）
1,450人

マレーシア

ブルネイ

アタランタ作戦
2008～
ケニア

シンガポール

モルディブ

ナウル

インドネシア

パム
（2015.03）

パプア
ニューギニア
コモド

タンザニア

東ティモール

マイヨット
モザンビーク

ミクロネシア

パラオ

マダガスカル

ソロモン
諸島
カストール・
ミッション
2018

トロメリン島

レユニオン

バヌアツ
オーストラリア

ファキール
（2018.04）

ピッチ・ブラック
カカドゥ

南インド洋管区フランス軍
（FAZSOI）
2,000人

南アフリカ

ニュー
カレドニア

赤道
南十字星
（フランス主催）

アムステルダム島
サン＝ポール島

クロゼ諸島
ケルゲレン諸島
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インド太平洋地域におけるフランス軍の活動（2015～2018 年）

フォーカス：アストロラーブの展開（2018年）
IEMENT ASTROLABE (2018)

カナダ

ソマリア

インドネシア
アメリカ合衆国

レユニオン
マダガスカル
オーストラリア

南アフリカ

メキシコ
MEXIQUE

リムパック

グアテマラ

パシフィック・パートナーシップ

エルサルバドル
クリッパートン島

マーシャル
諸島

ニュージー
ランド

南極大陸

コスタリカ

フォーカス・南シナ海

ラオス

ホンジュラス
ニカラグア
パナマ

タイ
ベトナム

コロンビア
カンボジア

キリバス

エクアドル
ツバル

フランス領ポリネシア
駐屯フランス軍（FAPF）
1,180人

ワリス・エ・
フトゥナ
サモア

フィジー

ペルー

マルキーズ諸島

トンガ

マレーシア

ニウエ

ソシエテ
諸島

ジータ
（2018.02）
タファクラ

チリ

ツアモツ諸島

オーストラル ガンビエ
諸島
諸島

2015

（フランス主催）

サザン・
カティポ

インドネシア

インドネシア

海軍艦艇の年度別展開：

マララ

ニュージー
ランド

ブルネイ

マレーシア

ウィンストン
（2016.02）

2016

FREMM：多任務フリゲート
PP：極地哨戒艇

ニューカレドニア
駐屯フランス軍（FANC）
1,660人

2017

2018

FS：監視フリゲート

自然災害後の救助作戦
フランスが参加する軍事演習
国内・国外基地
1000 km

11 2日間の航行

防衛分野の主要パートナー国とその他のパートナー国

環境安全保障 共同責任

干ばつ、洪水、海面上昇、珊瑚白化などは、自然
分野の問題というだけではなく、軍事分野のそれ
でもあります。こうした問題は、様々な地図を再策
定させ、緊張を生み出し、人口移動につながるか
らです。
異常気象現象の頻度および激しさの増加、漁労資
源の減少、水ストレスなどは国々の強靭性を損ね、
新たな違法売買を引き起こし、大規模な衛生リス
クを誘発します。そして新たにできた亀裂から、
新たな紛争が始まります。インド太平洋地域はこ
うした問題に特に晒されています。
フロランス・パルリ軍事大臣は、2018 年 2 月にミ
ュンヘン安全保障会議で演説を行い、フランスは
「慎重さと行動の基準」となるべき「環境的予測
に関するセクター全体」に力を注ぐことを発表し
ました。
フランスは 2015 年に、気候変動がもたらす防衛お
よび安全保障上の影響に関して話し合う初の大臣
級国際会議を主宰し、続いてパリ協定の合意（2016
年 4 月 22 日）に尽力し、防衛と環境の関係の戦略
的統合を行うパイオニアの役割を果たしています。

また 2016 年 11 月、軍事省は「防衛・安全保障分
野における気候変動問題に関する地政学研究室」
を発足させました。この研究チームは、南太平洋
防衛相会談（SPDMM）参加国が連携する、気候変
動がもたらす地域軍事協力への影響に関する研究
を統括するものです。
この研究成果は、自然災害に見舞われた太平洋の
島嶼国に対し行われる民間支援と軍事支援の連携
を目的に、1992 年にフランス、オーストラリア、
ニュージーランドとの間で締結された FRANZ 協
定を最適に実施するために直接活用されるでしょ
う。このメカニズムの実行がより頻繁になってい
ることは、軍への出動要請の増加を表しています。
軍への要請の増加は、海域の監視分野においても
同じです。フランスは、太平洋の安全保障に係わ
る努力の連携を目的としてアメリカ、オーストラ
リアおよびニュージーランドと構成する４カ国防
衛連携グループ（QUAD）のメンバーであり、島
嶼国が自国の天然資源、特に漁労資源の健全で持
続可能な管理ができるよう支援を行っています。
南太平洋において増え続ける過剰漁業の問題は、
確実に南インド洋、次いで南極海や南極大陸沖合
に広がっていくでしょう。
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フランスは、シンガポールの情報統合センターお
よび地域人道支援・災害救助調整センターに在籍
する連絡士官を通じて、海上監視および環境安全
保障監視の問題を統合した継続的分析を行うこと
が可能です。
実践的で持続的効果を持った環境安全保障予測・
先行政策を実施するために、フランスは 1）環境
リスクの詳細な分析、2）専門的科学計画の支援、
3）啓発と動員を促す地域セミナーの開催という 3
つの軸を重視しています。これらはインド太平洋
諸国との新たな連携領域に道を開くものです。
フランスは、インド太平洋地域全体における経済、
エコロジーおよび安全保障の要とみなす東南アジ
アの持続可能な開発および安全保障に係わる活動
者と対話することを優先的に望んでいます。その
ためにフランスは 2017 年にベトナムとインドネ
シアで 2 つの会議を主催しました。他の ASEAN
諸国においても同様のアプローチを続けていくで
しょう。

インド太平洋地域の環境安全保障問題
アメリカ
合衆国

環境リスク地図の作製
カナダ

多国間協力の枠組みにおけるインド太平洋地域の
環境リスク地図の作製は優先問題です。フランスと
オーストラリアは、インド洋および南極海でのリスク
レベルの評価（サイクロン、漁労資源、パンデミッ
ク、人口移動、海面上昇測定）を共同で行うための
専門機関を設置しました。

北朝鮮
韓国

知識と予測

日本

中国
パキスタン
バングラデシュ
ミャンマー ベトナム
ラオス
タイ
カンボジア

インド

ソマリア

台湾

フィリピン

スリランカ
マレーシア

パラオ

ブルネイ

シンガポール
東ティモール

マイヨット

マーシャル
諸島

ミクロネシア

パプア
ニューギニア

インドネシア
モザン
ビーク

「バルジュ・ルッス（オオソリハシシギ）」計画
ハワイ
（アメリカ）

ソロモン
諸島

トロメリン島

バヌアツ

マダガスカル

渡り鳥の行動の詳細な観測を通じて、気候に起因
する自然災害に対する住民と軍の準備に役立つ、
衛星データの補足的な生命に係わる情報を得るこ
とができます。国立自然史博物館が主導し、軍事省
と環境連帯移行省の支援を受ける「バルジュ・ルッ
ス」計画は、自国民を保護するとともに、インド太平
洋地域の人々の安全に貢献するというフランスの
意志を示すものです。

キリバス

ナウル
ツバル
ワリス・エ・
フトゥナ

フィジー

サモア
ニウエ

レユニオン

ニューカレドニア

トンガ

オーストラリア

サイクロンの早期警報

フランス

.

アムステルダム島
サン＝ポール島

チリ

クロゼ諸島

ニュージーランド
ケルゲレン諸島

「海洋遺産」イニシアチブ
危機の予防

東南アジアの海域では、漁労資源の深刻な減少に
見舞われています。第三国の排他的経済水域への
漁船団の分散は、既にインド太平洋地域の国々の
安全保障政策の硬化を引き起こしています。フラン
スは、パートナー諸国と対話を深め、優先すべき予
防策を共同で見出すことを提案しています。

過剰漁業区域
海面上昇に弱い地域
サイクロンの被害を受けやすい地域
FRANZ協定
RHCCフランス人連絡士官
環境安全保障研究への参加国
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共同領域 多国間主義の試練

共同戦略空間へのアクセスは国家間競争の対象
になっていて、その激しさは増しています。規制不
足の分野（宇宙、サイバー空間）もあれば、既存の
規則が守られていない分野（領海、領空、極地空
間）もあり、安定を保証するための多国間対話の
強化が望まれます。
東・南シナ海では、国連海洋法条約の基本対策の
全てが遵守されているわけではありません。海洋
法の全体的弱体化を招き、それにより国家間の緊
張が高まることを避けるには、条約を擁護する国
際的動員が必要です。
民間および軍の航行の自由は、空域においても同
じです。しかしながら海域と同じように空域は、
テロ支援の可能性のある違法売買にますます利用
されています。国家間の信頼の減少がこの現象に
拍車をかけています。
南極大陸の非武装地域は、「平和と科学に捧げら
れた自然保護区」という位置づけを特徴としてい
ます。しかしながら、南極大陸の資源と南極海の
漁労・鉱物資源を獲得したい国々によってこの地
位は危ういものとなっています。南極条約体制に
よる海洋保護区域の確立の難しさは、南極大陸と

その周辺地域が競争地帯にならないよう監視の強
化が必要であることを物語っています。
宇宙分野においては、国家および民間レベルでの
活動者の増加により、大気圏外空間へのアクセス
がより容易なものとなり、急増するリスクを高め、
国家間競争の加速を伴いつつ産業競争を激化させ
ています。
サイバー空間においては、犯罪の頻度、規模およ
び技術の高度化が進んでいます。軍事力の使用ま
たは兵器を使った攻撃をも辞さないほど犯罪者を
支援する国もあり、国家間に大きな損害をもたら
す可能性があります。
電子情報の所持、交換および利用は、サイバーセ
キュリティ、個人情報保護、サイバー攻撃の実行
者特定および対応と同様に、テロとの戦いに係わ
る問題の中心を成しています。
新たなグローバルな脅威に直面し、フランスは国
連憲章という根幹を軸に、法により規制された勢
力均衡のビジョンのために尽力し続けます。
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サイバー防衛分野における
フランスの新たな目標の表明
2018 年版「サイバー防衛戦略レビュー」
は、次のような目的を追求する国家レベ
ルの確固たる電子保護・防衛対策を発表
しました：
様々な関係機関とのより良い連携に
基づく、サイバー防衛手段の最適な統
合
サイバー保護対策の強化、ならびに
国、重要な公共機関および人命に係
わる電気通信事業者のネットワーク
の強靭性の強化
既存の国際法および承認された行動
規範の遵守および適用によるサイバ
ー空間の規制
特にヨーロッパ連合（EU）および
NATO 内の、同盟国およびパートナ
ー国との技術的、組織的および実際
的な協力の強化

アストロラーブ 南極条約体制に有用な南極哨戒艇
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1840 年 1 月 20 日に南極
の地に初めて足を踏み入
れたデュモン・デュルヴィ
ル海軍大佐の探検隊から
178 年後、フランス海軍は
アデリー海岸に帰って来
ました。
2017 年 11 月のアストロ
ラーブ初航行は、南極条
約体制により定められ

た枠組みを厳密に遵守
する中で、氷海航行分野
の再開を記念し、またフ
ランス軍の能力スペク
ト ル を 補 完 す る もの と
なりました。
この南極哨戒艇は、海
軍、フランス領南方・南
極地域（TAAF）行政機関
およびポール＝エミー

ル・ヴィクトール仏極地
研究所（IPEV）の間で締
結されたパートナーシ
ップの成果を表すもの
です。この哨戒艇の任務
は、デュモン・デュルヴ
ィル観測基地とコンコ
ルディア観測基地への
海上からのロジスティ
ック支援を行うことで
す。コンコルディア基地
は、フランスとイタリア
の共同基地であり、その
機能上の管理および研
究計画の指揮は IPEV と
イタリア南極研究国家
プログラム（PNRA）が共
同で行っています。

海軍と空軍の戦力投射
能力

航海・航空の自由は、国
連海洋法条約によって保
証される国際関係の基本
原則の一つを成していま
す。基本原則は、国連安
全保障理事会の決定を
遵守させるために軍事
手段を実施しなければ
ならない全ての場合に
おいて、その決定の信頼
性に必要不可欠なもの
です。また、法の上に成
り立つ国際秩序の維持
にも有益な、国家の戦略
的自立にも役立ってい
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ます。フランスは、限ら
れた数の国家のみが誇
れる戦力投射能力を有
しています。空母シャル
ル・ド・ゴールを中心と
した空母戦闘群は、艦載
型戦闘機ラファールや
早期警戒管制機ホーク
アイを配備して地球上

南極大陸と南極海の「平
和と科学に捧げられた
自然保護区」という国際
的地位の保護は、フラン
スにとって重要課題の
一つに位置付けられて
います。

の 全 て の 海 域 に 長期 間
展開することが可能で
す。フランス空軍（ラフ
ァール、戦略輸送機
A400M 、 給 油 機 A330MRTT など）とインド太
平洋のアメリカ同盟軍
は、特に大気圏外空間に
関する国際規則の枠組
みの中で活用される戦
略的衛星システムを用
いた、トータルな相互運
用を行うことが可能で
す。
フランスは、法と対話に
基づく共同領域管理の
原則の遵守は極めて重
要であると認識してい
ます。
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軍需品分野における構造的パートナーシップ

世界第 6 位の経済大国であるフランスは、完全で
独立した軍事力を誇り、核抑止手段、衛星、戦闘
機、潜水艦、艦艇、戦車・戦闘車、あらゆる種類の
ミサイル、C4ISR（コンピューター・指揮・統制・通
信・情報・監視・偵察）に必要な全設備品の自立的
考案・製造能力を備えています。
ヨーロッパで唯一のこの能力は、強固で革新的な
産業力に支えられています。フランスの軍需産業・
技術基盤は、10 社ほどの世界規模の大グループと
約 4,000 社の中小企業で構成されています。この
エコシステムのダイナミズムの維持は、国家の重
要課題を成します。
軍需品（特に核抑止の実践に貢献するもの）の実
践状況における供給および維持を保証することは、
フランスの行動の自由を決定づけるものであり、
この意味においては国の戦略的自立の柱を成すも
のと言え、これは「国家防衛・安全保障に関する
戦略レビュー」においても再確認されています。

ティック支援における長期的サポートを特徴とし
ています。
世界第 4 位の軍需品輸出国であるフランスは、同
盟国およびパートナー国の軍事力の強化および現
代化に貢献することが重要であると考えています。
インド太平洋地域におけるフランスの主要パート
ナーはオーストラリア、インド、マレーシアおよ
びシンガポールですが、同地域の他の多くの国々
ともこの分野での関係を維持し、地域で開かれる
装備品展示会にも定期的に参加しています。
パートナーシップを強化することで、フランスは
その対外政策の要である軍事分野での協力政策を
具体的化しています。またこの活発なパートナー
シップが、装備品の共通性の利点を生かし、相互
運用性を発展させ、共同作戦計画も可能にしてい
ます。
またフランスは、国際協定に従い、透明性、人権
保護、自国軍の安全確保および国際的安定の原則
を基盤とした厳格な輸出制限政策を取っています。

軍需品分野におけるフランスの総合政策は、産業
協力および技術・ノウハウ譲渡に関する豊かな経
験とそのオープン化、ならびに訓練およびロジス
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長期的信頼関係
フランスとパートナー国との間の信頼関係の構築
は、軍需品売買契約において不可欠な前提条件で
す。なぜならその契約は両者に長期的責任を伴わ
せ、輸入者側にとっては多くの場合において莫大
な金銭、技術および人的投資を必要とさせるから
です。
目指す目的は、二国間関係にとって構造的な商業
契約の締結につながるような状況を作り出すため
の、長期継続を見据えた緊密な関係を築くことで
す。インド、オーストラリア、マレーシアおよび
シンガポールと交わした契約は、このアプローチ
を例証しています。
フランスのこうした決意は、長期的政治対話の発
展を伴うものです。

製品受注の地理的内訳（2012～2016 年）
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軍需品分野におけるフランスのインド太平洋地域主要パートナー国
単位：百万ユーロ（2008～2017 年）
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