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（要約） 
 

安保改定と東アジアの安全保障、1956-1960 年 
 

西村 真彦 
 

 
序章 
本論文は、現行の日米安全保障条約や関連取極の改定・策定を岸信介内閣が 1960 年に実現し、後継

の池田勇人内閣に引き継がれるまでの過程を、東アジア地域の安全保障との関係性に着目しながら考察

することを目的とする。 
戦後日本は、国外での武力行使は行わないものの、東アジア地域で活動する在日米軍の駐留に伴う基

地負担を受け入れることで、東アジア地域の安全保障に関与してきた。日米安全保障体制の本質は、日

本が在日米軍基地を受け入れることによって東アジア地域での西側の抑止力を維持し、それを通じて日

本の安全も確保していた点にあったのである。 
東アジア地域の安全保障における日本の役割は、米軍の日本駐留権を設定した旧安保条約によってま

ず規定された。この際、第一に、日本には海外派兵の義務はなかったが、アメリカ政府も法的には対日

防衛義務を負っていなかった。第二に、在日米軍基地の運用（特に核兵器の持込みと在日米軍基地から

の日本域外への出撃）について日本に一切の発言権が認められない状態であった。日米双方ともにこの

旧安保条約体制を完全なものとは見ておらず、安定的な体制ではなかった。日本の役割をめぐって日米

が合意に至り安定性を獲得したのは、1950 年代後半の安保改定期にアメリカ政府が、第一にアメリカが

対日防衛義務を受け入れる際の条件から自衛隊の海外派兵を外し、第二に在日米軍基地の運用について

日本側に一定の発言権を認める事前協議制度の導入に同意したからである。 
その後も今日まで日米安保体制は調整を重ね、特に冷戦後には後方支援という形で日本による協力の

地理的範囲が拡大し、2015 年には安全保障関連法の成立によって限定的な集団的自衛権の行使も可能

になった。ただ、それでもなお、日本が国外（他国の領域）で戦闘行動に従事することは想定されてい

ないし、在日米軍基地の提供を通じて地域の安全保障を図るという基本も変わっておらず、1960 年の安

保改定で実現した制度的枠組は存続している。そのため、その後の日米安保体制の内容と方向性の大枠

を決定づけることになった 1960 年の安保改定が、なぜ、どのように実現したのかを改めて検討したい。 
 
 
第 1 章 ハブ・アンド・スポークス体制の定着とアメリカのアジア同盟政策  
 本章では、アジア全体の同盟政策の見直しという、対日政策の前提についての検討を行った。 
 アジアの西側同盟体制は、ハブ・アンド・スポークス体制と呼ばれる、ハブとしてのアメリカと、ス

ポークを構成するアジア太平洋諸国との間の二国間同盟（米比、日米、米韓、米台）と、限定的な領域

をカバーする多国間同盟（ANZUS、東南アジア条約機構）との集積を特徴としたが、アメリカ政府は当

初からこの体制を理想としていた訳ではなかった。1954 年までにハブ・アンド・スポークス体制が一旦

形成されたが、同年のNSC 極東政策文書（NSC 5429/5）では、これらのアジアの同盟を統合する多国

間同盟構想として西太平洋集団防衛取極の実現を、アメリカ政府は目標に設定していた。ただ、この構

想は 1959 年に NSC 極東政策文書が更新（NSC 5913/1）された際に目標から削除され、二国間同盟を

中心とした既存の同盟体制の現状を追認する方針に政策目標を転換した。 
 本章ではこの政策目標転換の理由を明らかにするため、ハブ・アンド・スポークス体制に変化を与え

るような地域的な集団防衛に関する具体的な構想が、1950 年代後半にアメリカ政府内で否定された根

拠を明らかにすることを試みた。対象としたのは、太平洋地域の自由主義諸国との同盟条約を統合する

太平洋諸国機構構想（1957 年 10 月～12 月）と、国府軍を国府領域外で運用するための常設部隊の設置

構想（即応展開部隊構想、1957 年 11 月～1958 年 3 月）、そして韓国・国府・南ベトナムの同盟構想
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（1958 年 12 月～1959 年 1 月）という 3 つの構想である。 
アメリカ政府が実際にこれらの構想について検討してみると、問題点が浮かび上がった。第一に東西

陣営間の緊張を激化させるのみならず、アジアの集団防衛に好意的ではない同盟国との関係（SEATO、

日米安全保障関係など）を不安定にし、友好国や中立主義国なども離反させ得ること、そして第二に局

地的な戦闘の不必要な拡大を防ぐのを難しくすることを、国務省は懸念した。軍も第二の点については

懸念を共有していた。このことが、部分的・段階的であれ、西太平洋集団防衛取極につながるような具

体的な構想の実現を阻んだ。 
このような個々の政策過程においてアメリカの国益がどこにあるのか確認を積み重ねていく中で、西

太平洋集団防衛取極という構想そのものの説得力が失われた。1959 年 6 月に、NSC の政策文書の草案

を作成する NSC 企画委員会の場で、国務省極東担当国務次官補のロバートソンは、同盟体制について

は、少なくとも近い将来は西太平洋集団防衛取極の可能性はなく、現在の同盟体制は地域の政治状況に

適合的だと評価した。そして既存の同盟体制を維持することを目標にする内容を含んだ NSC 文書の草

案を極東局が提出し、それがそのまま同年 9 月に採択された。 
そもそもアジア諸国側の実情を踏まえた実現可能性の観点からすれば理念先行であったが、「政治経

済戦争化」した冷戦下では、アメリカ政府の政策目標としても時代にそぐわないものとなっていた。ア

メリカ政府内で西太平洋集団防衛取極の実現が、単に難しかっただけではなく望ましい目標でもないと

広く考えられるようになっていった結果が、NSC 5913/1 における最終的な政策目標の転換だったので

ある。 
 
第 2 章 1957 年岸訪米と安保改定 
 本章では、1955 年の重光訪米後から 1957 年 6 月の岸訪米に至る政治外交過程を明らかにし、岸訪米

の結果設置された日米安保委員会での日本側の試みを含め、岸訪米について検討した。 
 日本側では、重光訪米の後、外務省は対日不信緩和のために米国側から要求された懸案の解決を優先

していたことに加えて、当時は日ソ国交正常化を中心に対共産圏外交を推進していたことから、日米間

の懸案処理にあたっては「中、ソとの接近を梃として、米側に譲歩を強いるが如き印象を与えざるよう

留意する要あり」と考えていた。そのため、日本側は安保改定の提起を控えていた。しかし、1956 年 10
月頃から、砂川事件によって高まった反基地感情、対共産圏外交に一定の目処がついたこと、また日本

の外交政策決定の上でイニシアティブを取りたいという外務省の希望を背景に、外務省は安保条約体制

に修正を加える方針に転換し、アメリカ側への働きかけを開始した。 
 1957 年 2 月に岸が首相に就任した後、日本政府内での検討が本格化し、在日米軍の駐留を前提に、海

外派兵を伴わない形での安保条約体制の調整を模索した。これは、海外派兵の可能性を明確に排除し、

かつ在日米軍の駐留を前提にそれへの発言権を求める方針の下で、日本が旧安保条約体制に異議申立て

をした初めての機会だった。ただ、対日防衛義務を明記する形での安保条約の改定は実現できる見込み

がなく、早々に断念された。とはいえ、在日米軍の配備（中心は核兵器の持込み問題）と域外出動の問

題については、日米両政府の合意によって行うことなどを求める立場を取り、その点について岸訪米中

に安保条約の部分的な改定を実現しようという強い決意を持っていた。 
 一方のアメリカ側でも、日本側の不満は認識していた。そのため 1956 年後半から対日政策の再検討

が行われたが、安保条約や行政協定自体の取扱いについては緊急に対応が必要との認識まではなく、在

日米軍に関する協議を実質的に増やすことや今後の研究を提起するに留めていた。米国政府は、日本側

が憲法改正や防衛力強化を達成した後、相互防衛条約化による安保改定を行うとの従来の方針を変更は

しなかったのである。 
1957 年 4 月の段階でも、この方針は変わっていなかったが、マッカーサー駐日大使の立場は、岸との

間で訪米予備会談が行われる中で、徐々に変化した。マッカーサーは最終的に 5 月末になって、安保改
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定で対日防衛義務を設定する際に日本に求める条件について、海外派兵は不要であると明確にしつつ、

相互安全保障条約の締結を目指すことを提起した。これには、訪米予備会談を通じて信頼する岸から、

安保条約を中心とした現状の日米関係に対する日本国民の強い不満が明確に示されたこと、さらに訪米

予備会談の場で岸による提起はなされなかったとはいえ、対日防衛義務が規定されていない点に日本側

が不満を持っていることは明らかで、事務レベルでは非公式な打診もあったことが理由として挙げられ

る。このマッカーサーの立場は、アメリカ政府内の対日政策の実務者の間で受け入れられた。 
 軍内部では、在日米軍基地の維持を重視する極東軍は、在日米軍の配備と域外使用に関する協議や対

日防衛コミットメントについて譲歩することを本国に進言した。しかし、JCS は極東軍に比べて在日米

軍基地の価値を低く見積もっており、基地運用に制約をもたらす譲歩を行ってまで在日米軍を維持する

必要を感じておらず、在日米軍に関する日米協議について認めないという立場を取った。そしてダレス

も JCS の意向を尊重したことから、アメリカ政府としての政策転換は行われなかった。  
 6 月にワシントンで岸・ダレス会談が行われたが、アメリカ政府はこの段階での安保改定に応じず、

また在日米軍に関する協議の問題でも、協議の対象から域外出動を除外され、核兵器が含まれるのかど

うかも詰められることはなかった。結局、日本側が望んでいたものは得られなかったのである。 
 日本政府は、岸訪米の結果として設置された日米安全保障委員会の場での調整も模索した。第一は同

委員会の運営を通じて「実質的同盟関係」を築いていく方針であった。しかし、岸・ダレス会談でダレ

スは日米安保委員会は安保条約の政治面を扱い、有事計画や戦略などを議論の対象にはしないと念を押

しており、委員会を通じて同盟関係を既成事実化していく方針には限界があった。第二は、在日米軍に

関する発言権の問題でも進展させることを希望していたが、8 月に開催された初回の安保委員会で藤山

愛一郎外相が、岸訪米時のコミュニケで規定された日米安保委員会の役割に、日米防衛関係を「今後調

整すること」が含まれている点に言及した。しかし、マッカーサー大使は日本側の安保改定を早期に行

おうとする意思を抑えることを意図して、「調整」には時間がかかり極めて慎重な準備を要すると応えた

ことから、日本側は当面の提起を断念する選択をした。 
 以上のように、岸訪米で直接の成果が生まれることはなかったが、岸や外務省の真剣な働きかけが、

マッカーサーを中心に対日政策実務者の姿勢変化につながったと評価できるだろう。いずれの論点も岸

訪米の段階で決着した訳ではなかったが、岸訪米の過程で、安保条約改定に向けた、ある種のモーメン

タムが生まれた。 
 
第 3 章 安保改定交渉開始への道のり 
 本章では、1958 年の 1 月から 9 月までの時期における、日米両政府が安保改定交渉に入っていく過

程を再検討する。 
国務省は 1958 年に入ってから安保改定の検討を徐々に進めていたが、この時点までには、やはり将

来は直接の軍事的負担を含めて日本の貢献を求めていたものの、現状において自衛隊の海外派兵という

直接的な軍事貢献を日本に求めることは不可能であることで一致していた。そして、ロバートソンは、

直接的な軍事的貢献を含めて日本による防衛分担拡大を実現するためのステップとして、現行の安保条

約を改定する、ある種の「二段階改定論」を考えていた。またダレスは、肝心なことは、共産陣営との

バランス・オブ・パワーの達成のために、日本の将来がアメリカとの緊密な協力に依るという基本的な

前提を日本が受け入れることにあると考えていた。 
その後、国務省内では、将来の自衛隊の海外派兵やアジアでの集団防衛機構の可能性を残すことを念

頭に、新条約案の条約区域に関する検討を進めていた。ただ、ダレスは日本との政治的連携を最も重視

していたし、長期的に実現すべき目標の達成を促進するための新条約が、日米間でそもそも妥結できな

ければ意味がなかった。またアメリカ政府のアジア同盟政策の文脈では、集団防衛機構については現実

的でも妥当でもないという考え方がアメリカ政府内での趨勢となっていた。そのため、マッカーサーの
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反対を受けると、条約区域に関する方針を転換した。結局、直接的な軍事貢献とは将来の課題であって、

他にも課題が出て来る中で、海外派兵の問題は安保改定交渉では論点ではなくなった。 
以上のようにアメリカ側では日本の直接の軍事的貢献というハードルが下がったにも関わらず、すぐ

に安保改定を進める決定をアメリカ政府ができなかったのは、日本が西側陣営の一員として協力してい

く真の決意があるのか、また在日米軍基地を運用する上で日本政府の発言権をどのように規定するべき

か、最終的な判断ができていなかったことにあった。そのため、藤山・ダレス会談ではこの点を確認す

るという方針であり、前年の岸訪米時と同じように安保改定交渉の開始は先送りされる可能性があった。 
しかし、藤山・ダレス会談の直前に発生した第二次台湾海峡危機において、日本はアメリカ政府や国

府の批判的な立場を取らず、米軍の移動についても制約を試みなかった。前者は日本が西側の一員とし

て立つ明確な意思表示となったし、後者は危機の中で在日基地の運用について最低限必要なものがはっ

きりしてきた所で日本がそれを満たす協力を行う意図を見せた。そのことが、アメリカ政府が安保改定

交渉を始める決定をする上での最終的な後押しとなったと評価できるだろう。軍内部でも直前まで JCS
は安保改定に批判的だったが、軍の実務レベルやマッカーサー、国防総省の意見を受けて受け入れに転

じた。藤山・ダレス会談では、具体的な問題には踏み込まなかったものの、安保改定交渉を始める方向

性が定まった。 
一方、日本側は前年から引き続き安保条約体制の修正に向けてアメリカ側に提起する機会を窺ってい

たが、最大の問題となったのは、核兵器の持込み問題であった。この問題をめぐる社会党の攻勢が厳し

さを増し、特に 1958 年 4 月には国会で非核武装決議を社会党が提案するに至った。外務省は、核を持

ち込まないことをアメリカに約束するよう求めざるを得ないような事態となれば、日米安全保障関係の

維持ができなくなり、このまま放置できないと考えた。アメリカから対日防衛の保証をどのように確保

するか、また基地の作戦使用の問題も並行して解決が必要だったが、核兵器の持込み問題は喫緊の解決

を要する問題であった。その後、マッカーサーから海外派兵を要件としない一方で対日防衛義務を規定

する新条約の示唆を受けて、安保条約自体についても改定を求める方針に転換するが、藤山・ダレス会

談の段階でもやはり他の問題に先駆けて核持込み問題の解決を求めた。ただ、藤山・ダレス会談の段階

では解決しなかったものの、実際に交渉が開始された段階では、核の持込み問題の原則自体は問題とな

らなかった。問題となったのは、核兵器搭載艦船の寄港の問題であったが、日米間で不透明な処理がな

されることになる。 
 
第 4 章 事前協議制度交渉：「朝鮮議事録」、「同意」、偵察飛行 
本章では、「討議の記録」と「岸・ハーター交換公文」によって事前協議制度の大枠が決まった後、安

保改定交渉の後半に問題となった、「朝鮮議事録」と事前協議制度における「同意」、そして領空侵犯を

伴う偵察飛行の問題に関する、日米間の交渉過程について検討した。ここでは、自由主義陣営の防衛の

ために在日米軍基地を提供する必要があるという軍事的要請と、事前協議制度の正当性・安定性とのバ

ランスをとることについて、日本政府がどのように考えていたのかを中心に検討した。 
まず、朝鮮半島有事を事前協議制度の実質的な対象外とする問題は、アメリカ側の要求から生じた。

日本政府は、日本との協議を待てないような事態を懸念するアメリカの立場に理解を示しつつも、当初

は公表する交換公文で、アメリカの基地使用に「同意することを好意的に考慮」する原則を示すことに

留めることを望んだと見られる。しかし、この方針は後に非公表議事録による処理に転じ、争点はその

議事録の内容となった。日本側は、アメリカ政府との約束を後継内閣へ引き継がなければならないこと

から、後継内閣からの理解が得られる範囲に収めるため、事前協議制度の例外を最小限に止めようと交

渉した。具体的には、まず内容について例外の対象となる事態を奇襲とし、また米軍が例外的に取るこ

とができる活動を、「直ちに」必要な戦闘作戦行動を初動対応として取ることに限定するよう求めた。結

局、アメリカ政府は「直ちに」必要な戦闘作戦行動に限って認めるという条件を受け入れたため、継続
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して行われる活動については改めて事前協議を行うべきだと日本政府が主張できる余地が生まれた。そ

の後、批准式当日の式直前に安保協議委員会の準備会合を開催し、翌々日になって日本側はサインした

「朝鮮議事録」をアメリカ側に届けたが、アメリカ政府内では手続きの有効性に懸念が残った。なおア

メリカ政府は、韓国に「朝鮮議事録」の存在を説明せず、韓国への信頼供与よりもまず新条約の批准を

優先した。 
 事前協議制度のおける「同意」の問題は、「朝鮮議事録」の交渉とも絡んで難航した。日本側は「朝鮮

議事録」の交渉時に公表交換公文で直接盛り込むか、あるいは事前協議の先例であることを明確化しよ

うとしている。アメリカ政府は、「朝鮮議事録」の交渉では事前協議制度で朝鮮有事を例外化することに

日本が同意するという強いコミットメントよりも、「同意」の先例としないことを求めるほど、事前協議

における日本の「同意」をその時点での公表・非公表を問わず認めることに消極的だった。しかし日本

政府側はこの点についてこだわり、最終的にはコミュニケにおいて日本政府の意思に反した行動はとら

ないと約束することになった。その後、ハーターは上院公聴会でより踏み込んで日本側の拒否権を肯定

している。 
 領空侵犯を伴う偵察飛行の問題については、アメリカ側から事前協議の対象とする申し出がなされた

が、日本政府は謝絶した。その理由としては、事前協議制度の対象としないことで国内世論や共産圏諸

国への説明・説得する責任を自らが負うことなく、アメリカ政府の責任で必要に応じてこれまで通り秘

密裏に偵察飛行が行われることを日本政府は望んでいたことが考えられる。この問題を事前協議制度の

対象としてアメリカ側から事前協議の申し出があった場合、日本政府が事前協議で同意などの肯定的な

態度を取ることは不可能であった。しかし、日本政府はアメリカやその同盟国の安全保障にとって偵察

活動が欠かせないことを理解していた。アメリカ政府による事前協議制度の対象拡大の提案に対して、

日本政府は事前協議制度の対象とすることによって米軍の必要な偵察活動に支障が生じることを恐れ、

安全保障上の考慮から謝絶したと考えられる。日本政府は新安保条約の発効後に U-2 の撤去を求めるこ

とになるが、それまでの間、社会党の撤去要求に同調しなかった。 
事前協議制度は日本国民の巻き込まれる懸念に答えることを目的に設置されたが、この制度を正当性・

安定性の観点から日本政府は蔑ろにはできなかった。そのため、制度の根幹に関わる「朝鮮議事録」や

「同意」の問題では日米間で厳しい交渉が行われた。一方で、領空侵犯を伴う米軍の偵察飛行について

は、軍事的考慮から日本や自由主義陣営の防衛のために行われる必要があるが、国民世論との関係で事

前協議の対象にした場合に拒否せざるを得ない問題であったことから、身動きを取れない事態になるこ

とを避けるために事前協議制度の対象とはしない判断を日本政府は行った。安全保障上の要請と国民世

論とのバランスを模索する中で、事前協議制度は形成された。 
アメリカとの交渉を担った岸内閣は安保闘争の結果、退陣し、池田新内閣が誕生した。そのためアメ

リカ政府は、「朝鮮議事録」が無事に引き継がれるか気にかけ、また事前協議制度の「同意」や領空侵犯

を伴う偵察飛行の問題についても、遠からず行われると見られた総選挙で池田内閣を支援する目的で、

さらなる譲歩も検討していた。しかし、池田政権は「朝鮮議事録」を受入れ、事前協議制度の「同意」

や偵察飛行の問題についての調整をアメリカ政府に要求しなかった。これは、岸内閣が作り上げた日米

安全保障関係の制度的枠組みを、池田内閣が継承したことを意味する。1959 年 6 月以降の第二次岸改

造内閣で通商産業大臣として内閣の一員であった池田は、具体的内容をどれだけ知らされていたかはと

もかく、厳しい交渉が行われていたことはある程度は理解していたと思われる。そしてアメリカとの交

渉で獲得できる最大限の条件はアメリカから確保したという理解が新政権にもあり、そのことが新条約

体制の安定的な引継ぎを容易にしたと言えるのではないだろうか。 
 
終章 
 終章では、本論文の内容をまとめた。そして、安保改定交渉過程について、日米政府間の相互の信頼
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感が、安保改定を実現する上で重要な役割を果たしたことを指摘した。すなわちアメリカ側について言

えば、マッカーサーが安保改定の必要性を確信するに至る前提には岸の能力や親米的姿勢への信頼があ

ったし、国務省にしても台湾海峡危機を通じて日本が西側の一員として立つ姿勢に安心感を得たことが、

事前協議制度の設置に応じることを含めて、安保改定交渉を開始する決定を促した。一方の日本側でも

事前協議制度について、国内的な正当性を確保する観点から厳しい交渉を基本的には行いつつも、アジ

ア地域全体の安全保障に果たしているアメリカ政府の役割や意思への信頼があった。信頼感があったか

らこそ、互いに妥協が可能な余地が生まれたのである。 
 
 




