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第６章 北極海と日米同盟（その２） 

－注目を要する安全保障・防衛面での懸念への対応－ 

 

金田 秀昭 

 

はじめに 

 2013 年 12 月、JIIA「グローバルコモンズ（サイバー空間、宇宙、北極海）における日

米同盟の新しい課題」を命題とする調査研究事業における研究成果として、「北極海と日米

同盟」と題するテーマで報告を行った。その際、わが国の官民における北極海問題に関す

る関心は、主として新たな海洋資源開発や国際海上交通路の利用といった点に向けられ、

安全保障・防衛面での関心が極めて低いことに警鐘を鳴らし、幾つかの課題を提示した。 

 残念ながら、1 年が経過した今でも、北極海に関する安全保障・防衛、とりわけ日米同

盟という視点での官民の関心が高まったとは言えない。安倍首相の第 2 次政権発足以来、

安全保障・防衛問題への真摯な取り組みがなされ、制度や法整備などで大いなる進展を見

せ、日米同盟に関しても、集団的自衛権の限定的な行使に道筋をつけ、日米防衛協力指針

の改訂に関する両国当局間の協議が進展しているが、本研究の主テーマである「日米同盟

の新しい課題」といった視点で北極海問題をとらえる動きは、十分とは言えない。 

 もっとも、現時点で北極海を巡る安全保障・防衛環境が、日本の安全保障・防衛面で喫

緊の課題を提起しているという訳ではないのも事実であり、過敏になる必要はないが、的

確な安全保障・防衛政策の遂行には、国際動向を踏まえた長期的視野に基づく先見的かつ

周到な対応が必要であることは言を待たない。このような観点から、本稿では、前年報告

後に生起した新たな事象を丹念に収集、分析しつつ、明白な事実となった北極海の変容が

もたらす安全保障・防衛面への影響について、日米同盟という観点を主としつつ、現時点

や近い将来にとるべき施策について幅広く提言する。 

 

１．北極海変容の安全保障・防衛面の影響 

 前回と同様、北極海変容の安全保障・防衛面での影響についての分析に際しては、北極

海の自然環境的な変化といった比較的進展の緩やかな現象と、北極諸国や関係国の安全保

障・防衛上の関心の変化という比較的反応の速やかな事象を同時に捉えていくという異

なった側面があるため、今回の報告でも、短期、中期、長期に分けて考察することとした。 

 短期的には、新たに国際的に重要な海上交通路が誕生しつつあるということである。い

まだ国際的な商業用航路としては本格的な段階にはないが、既に北極圏諸国や関係国にお
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いて、開発、利用が進むようになり、現実に商業目的の海上輸送も多く行われ始め、北極

海の経済面での利用という点に、国際的な関心が高まりを見せるようになっている。 

 中、長期的には、北極海での北極圏諸国や関係国間の資源獲得競争が激化すると予測さ

れ、今後の資源開発の成り行きによっては、欧亜の新規参入国が開発競争に殺到する可能

性も生じ得る。また大西洋と太平洋を最短距離で結ぶ新たな海上交通路の開設という事実

は、単に経済面での影響だけではなく、グローバルな安全保障・防衛問題に関与する意図

を持つ国にとっては、戦略的な機動展開能力にかかわる重大な変化を意味することになる。

またこれに関連して、今後の中国の海上核戦力の動向にもよるが、米国やロシアの拡大核

抑止力の信頼性の低下が生じる可能性がある。更に、日本周辺海域を含む北極海周辺海域

や航路での、多様な安全保障課題が生起することも危惧される。こうしたことから、北極

海を巡る安全保障上の視点も含めた新たな国際ルールを設定する必要性が生じている。 

 長期的には、北極海自体や、地球規模での環境変化の悪影響に拍車が掛かる懸念があり、

安全保障・防衛の側面においても、可能な限りの国際的枠組み作りが求められる。 

 

（１）新たな国際的海上交通路の誕生の及ぼす影響 

 まずは、新たに重要な国際的海上交通路の誕生が及ぼす影響についてである。既に北極

圏諸国のみならず、日本を含む欧亜の主要国が、この点について強い関心を示している。

近年、これら諸国には、北極海の北東航路（ロシア沿岸）、北西航路（カナダ沿岸）、中央

航路の利用への強い期待を背景として、いまだ本格的とはいかないまでも、既にその航行

実績は増加しつつある。とりわけ中国や韓国に加え、インドやシンガポールなどの新興海

洋国家が積極姿勢を示しており、北極圏に潜在する膨大な資源の開発への強い関心とも相

まって、国際的な協力と競争が交錯し、行き着くところ、新たな国際的安全保障・防衛問

題の生起に結びつく可能性がある。 

 一方、北極海の海上交通路としての利用は、通年とはいかず夏季に限定されている。加

えて、北極圏諸国による国内法の適用や通航料の賦課（北東航路でのロシア）や自国内水

との宣言（北西航路でのカナダ）といった形で、通航には何らかの制約や制限が課せられ

ており、恒常的な利用には不確実性がある。その上、北極海は従来から「万年氷に閉ざさ

れた海」として広く認識され、学術目的以外には、海上交通路としての利用や、冷戦さな

かの戦略原潜の活動を含む米ソ戦略核戦力の対峙という以外では軍事作戦の舞台として顧

みられることはほとんどなかったため、そもそも北極海の利用やルールに関する国際条約

や協定が存在せず、現実に経済的に成り立つ海上交通路として、あるいは軍事目的での利

用に関しては、容易には解決できない課題が山積していることに変わりはない。 
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（２）北極海を舞台とする軍事面の鍔迫り合い 

 他方、北極海を舞台とする関係国間の軍事面での鍔迫り合いは、既に生起している。し

かも前回の報告以来、関係国間の緊張が緩和される方向での変化は見られず、むしろ高ま

る方向にある。特に 2014 年に入ってからの、ウクライナ問題を巡るロシアと米欧の対立に

由来した緊張の高まりという側面もあり、こうした傾向は、ロシアによる北極圏での軍事

力増強や軍事プレゼンスの急増に結び付いている。 

 前回報告と同様、北極圏諸国の中でもロシアの軍事面での動きは顕著である。ショイグ

国防相は、北極が 2014 年の国防優先課題であるとして、北極海航路の利用における寡占的

利益の確保のための立場を維持し、北極圏での国益確保のための北極圏領土保全機能を統

合しつつ、北極圏に展開する部隊や基地（潜水艦基地や飛行場を含む）の新設、配備する

兵力（特に潜水艦戦力）や砕氷艦船の増強などを進めている。2014 年 12 月には、北洋艦

隊を主体として、西部軍管区の空軍や地上軍を統合し、北極海域と島嶼部を管轄する新た

な「統合戦略コマンド」を創設した。一方、部隊運用においてもプレゼンスを高め、冷戦

終結以降中断していた北極圏での監視哨戒飛行を再開し、これを常続的に行う体制をとる

とともに、原子力潜水艦の行動や対潜空中哨戒も活発化させている。2014 年 9 月には、

北極圏を含む東部軍管区の全域で、冷戦終結後では過去最大となる複合戦闘訓練として

の「ヴォストーク 2014」演習を実施した。 

 またロシアは、米国が核抑止力改善の一環として、北極圏での原子力潜水艦の活動を再

活性化し、バレンツ海などにもイージス艦を配備するなど、海上核抑止体制を強化すると

ともに、BMD 機能を高めていく可能性が高いと見て、これに機先を制する形で、欧州へ

の BMD機能強化（EPAA）に対すると同様に、北極圏についても反対の意図を強く表明す

る一方、昨年は新型戦略原潜を北洋艦隊に配備し、2014 年 11 月には、新型 SLBM の発射

を成功させている。この動きの中には、最近になって核兵器管理についての数多くの不備

が指摘されている米国と同様、冷戦時代の遺物となりつつあった核戦力の、近代化による

核抑止力の回復を目指す思惑もあるとみられる。また最近では、中国の砕氷船「雪龍」が、

宗谷海峡を経由して、ロシアにとっての軍事上の聖域であるオホーツク海ルートを利用し、

更にロシアの管轄外となる北極海の中央航路を航行するなどの動きをみせていることに対

しても、強い警戒心を持って敏感な反応を見せるようになった。相互核抑止に関して、一

定の信頼感が醸成されている米国に比し、意図や能力が不透明な中国の核戦力、とりわけ

海上核戦力への警戒心が高まってきていると考えられる。 

 カナダは、ロシアとは異質ではあるが、ロシアと同様に北極に対しては高い軍事的関心

を示し、「北方戦略：2009」では、北極における主権の行使を強調し、北極圏での哨戒、迎
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撃、輸送、救難行動に適応する航空機や UAV兵力の整備を進めている。 

 米国は、遅ればせながら、海軍を中心に北極海への安全保障・防衛面での関心を増大さ

せており、2013 年 11 月には、国防省が北極戦略（Arctic Strategy）を発表、2014 年 2 月に

は、米海軍が「北極ロードマップ 2014～2030」を発表し、短、中、長期の各期におけるロー

ドマップを 5 年振りに更新した。短期（現在～2020 年）では、水中・航空戦力による軍事

プレゼンスを維持し、要員教育、戦略・政策・計画・所要等の策定を行い、中期（2020～

2030 年）では、更なる融氷が進むと見て水上艦の行動を増加させる一方、要員訓練・人員

確保、定期的プレゼンスを持続的に行い、長期（2030 年以降）では、北東航路や中央航路

の航行可能域が増大すると見積もり、持続的作戦行動能力を保有し、前方展開部隊を維持

するとしている。しかし米国は、大幅な国防予算の削減に直面しており、戦略核抑止や周

辺海域防衛といった点で日本の安全保障・防衛に深くかかわる問題でありながら、北極海

問題を最優先課題として取り扱わない可能性もあることから、日本として可能な限り、こ

れを補完するための協力姿勢を示すことが肝要である。 

 欧州諸国の中では、ノルウェーの関心が高く、軍全体としての北極海での行動を意識し

た軍備の改善やロシアとの連携の強化が図られている。スウェーデンは海空軍を中心に北

極行動を意識した軍備の拡充を図っている。デンマークは、中国のグリーンランドへの政

治・経済的接近を警戒しつつ、同地に北極任務部隊を新編し、F-16戦闘機を配備し、北極

海哨戒艦の建造にも着手している。アイスランドは、中国との関係を強化している。 

 アジア諸国では、中国は自らを「北極近傍国家」、「北極利害関係国」と自称し、政経産

軍、硬軟織り交ぜて北極圏周辺環境の整備に力点を置いている。また、戦略・攻撃原潜の

不透明であるが意欲的な増強を目指しており、米露を含む関係国の警戒心を呼んでいる。

インドは気象観測装置を設置するなど関心を高めている。韓国は、北極圏に強い関心を向

け、砕氷調査船の建造などでの中国との協力を進めている。 

 

（３）北極海での資源獲得競争の激化 

 北極海での資源獲得競争は、ますます激化の方向にある。北極海には、世界の未発見天

然ガスの 30％、石油の 13％が存在すると見られており、その大部分がロシアの管轄領内の

浅海域に集中している。 

 北極圏諸国は、北極海の資源に関して大幅な主権的権限を主張し、開発に注力する姿勢

を強めている。ロシアは、北極海の大陸棚での資源開発と関連させた形で、シベリアでの

陸上交通網の開発、ロシア～アラスカ間の大陸間トンネルの開設までも視野に入れている。

しかし、ロシアの現有する技術力での開発は難点があり、ノルウェーなどとの提携を模索
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しているが、計画策定や税制問題など未解決の問題が多く、開発計画は後倒しの状況となっ

ている。 

 中国、韓国、インドなどは、北極海の資源に狙いを定めつつある。特に顕著なのは中国

であり、近年は、北極評議会加盟国への接近をあからさまにし始め、2012 年には、温首相

がスウェーデン及びアイスランドを、胡主席がデンマークを訪問し、2013 年 12 月には、

北欧 5カ国の北極研究機構との間で、「中国－北欧北極研究センター」を上海に設置するこ

とで合意した。中国は特にアイスランドに関心を強めており、同国のレイキャビクに大使

館を設置するなど、同市港湾を、中国が独占的に利用し得る北極海運のハブ港として位置

づけ、その開発を期しているのではないかとして、他の関係国からの反発を買っている。

また中国はこの戦略の一環として、前述したように夏季の融氷期には、砕氷船「雪龍」を

北極海に周航させ、レイキャビク港にも寄港させた。 

 

（４）戦略的な機動展開能力の変化 

 北極海ルートを利用することが可能となった場合の、軍事面に及ぼす影響は多種多様で

あるが、中でも、欧州とアジアを結ぶ戦略的な機動展開能力の改善は顕著となる。海運業

的視点から、オランダのロッテルダムから釜山までの航海日数を計算すると、北極海を経

由する場合と、スエズ運河を利用する場合とでは、距離にして約 30％（苫小牧では約 40％、

横浜では約 34％）削減できるとの試算がある。この数字からは、北極海の航行が海運業的

に経済的な効果をもたらすことへの期待に繋がるが、国内外の運行関係者の中には、期待

するほどではないとの指摘もある。しかし、軍事戦略的に見れば、圧倒的なメリットが生

まれ、グローバルな戦略環境に革新的な変化を与える。 

 NATO の関心領域が増大し、北極海への常続的なプレゼンスを示す傾向が生じる。米国

単独で考えれば、大西洋と太平洋を連結する海上戦略機動能力の改善が顕著となり、また

北極海を基盤とするパワープロジェクションが可能となる。これらの変化により、北極地

域を担当する地域軍の性格にも変化があらわれ、場合によっては、アジア・太平洋に振り

向けられる米軍事力が若干縮小するといった可能性が生じ、これに伴い、日本の負担が増

大することも起こり得る。 

 ロシアの関心は非常に高く、その海上戦略機動（欧亜間）能力改善に向けての意欲は顕

著であり、北極圏での軍事優勢獲得に向けて特段の注力がなされている。特に前回報告以

降では、北極圏への軍事基地（海上、航空、地上部隊）の改修や新設、北洋艦隊による北

極海巡航や北極地域（ノボシビルスク諸島）での上陸演習など、北極圏での軍備の拡充や

軍事演習が急速に行われている。 
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 いずれにせよ、従来の地政学や軍事戦略では、全く顧みられる事がないか、ほとんど慮

外とされていた北極海を取り込んだ形での海洋軍事戦略の構築が、北極圏諸国や日本など

関係国に必要となってくる。 

 

（５）米国拡大核抑止力の信頼性の低下 

 既に前（２）項で触れたように、北極海の変容がもたらす軍事面でのもう一つの大きな

影響は、米国の拡大核抑止力の信頼性の低下の可能性が生じるということである。米国国

防省は、目下国防予算の大幅削減下、「中古となった」冷戦時代の核戦力の維持、近代化に

苦慮している。このまま手をこまねいていれば、海上核戦力を含めた米核抑止力の信頼性

の相対的な低下は、避け難くなる。これに加えて、米国を核戦力によって脅かす存在とし

てのロシア及び中国の相対的な核戦力の増強という現実がある。 

 まずは、ロシアであるが、北極海の変容により、戦略原潜の活動期間や哨戒範囲が拡大

し、対米国戦略原潜兵力の北極圏における展開も容易化する。前回報告以来のロシアの動

向を見てみると、戦略爆撃機（Tu-95MS）の北極圏哨戒飛行の強化、北極圏海軍基地網（水

上・潜水艦）整備構想、航空宇宙防衛部隊の配備や早期警戒監視網・飛行場の再開、北極

圏用ミサイル防衛システム（Pantsir-S1）の配備、SSBN/SSN の増強や対潜哨戒（Tu-142/Il-38）

の拡大、戦略ミサイル軍のサイバー戦対処能力の強化など、核抑止力向上のための顕著な

努力が傾注されている。 

 これに加え、中、長期的視点で見れば、そう遠くない将来、中国の戦略原潜の哨戒（晋

級またはポスト晋級戦略原潜）や攻撃型原潜（商級またはポスト商級原潜）が北極圏や周

辺海域（北部太平洋を含む）に展開することも想定しておかねばならない。冷戦中を最盛

期として、米ソの戦略原潜の哨戒活動やそれを常時追従する攻撃型原潜の活動に関して、

平素からの息詰まるような鍔迫り合いが行われてきたのは周知のとおりである。現代にお

いても、この点に関する米露の関係は、基本的には不変であると思われる。これに加え、

中国がその戦略原潜に搭載する弾道ミサイルの開発に最終的に成功して、実戦化が可能と

なれば、その実用射程によっては、北極海や周辺海域での中国戦略原潜の哨戒活動が、日

常的に行われるようになっても不思議ではない。 

 となれば、今後の米中露間の戦略原潜による戦略核第 2撃力の推移によっては、北極海

の変容に起因した米国の対露・対中核抑止能力の低下が起こり得る可能性が生じる。しか

し、こういった点に関する米国の動きは、これまで比較的緩慢であり、北極圏での核抑止

力低下に対する対策が十分にとられてきたとは言い難い。しかし 2014 年 8 月には、米下院

が戦略核抑止について、北極海への関心を向けるよう勧告したり、大西洋艦隊の潜水艦部
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隊指揮官が、ロシアのみならず中国の戦略原潜にも注意を払うよう促すなど、各方面から

の警鐘が鳴らされるようになった。2014 年 10 月には、米国の有力紙 WSJ が、「中国の潜

水艦隊：対米決定的抑止力」とする論評で、中国の戦略原潜の充実は、同国の「核先制不

使用」戦略の維持にあいまいさを残すとの警戒心を米国内に呼ぶ結果となっている。 

 こういったことも踏まえ、米国は宇宙、空中、陸上、海上配備型の BMD 網の展開を強

化すると思われるが、このことは日本にとって他人事ではなく、米国の核拡大抑止力に大

きく依存する日本にとって、今後は、北極海での戦略原潜の展開を巡って生じ得る各種の

軍事問題への強い関心を払うとともに、この点に関する米国へのなし得る限りの協力が必

要となることを銘記しなければならない。この点に関していえば、2014 年 4 月に米国の会

計検査院の高官が、「日米同盟：重要性を増す日米海軍協力」と題して議会証言を行い、対

潜戦（ASW）が 1980 年代同様、再び日米同盟の最前線となるであろうと予測したうえで、

日米が共通のビジョンを持ち、あらゆるレベルでの戦略的関与を進めたうえで、来る日米

防衛協力指針の改訂に加え、地域戦略に資する実行可能戦略議論を進めるべきであると指

摘していることは見逃せない。 

 

（６）周辺海域での多様な安全保障課題の生起 

 北極海そのものではなく、周辺海域において海洋を巡る多様な安全保障問題が生起する

可能性が高まることも重要な点である。北極海での航路利用が増加すれば、北極海に連接

する周辺海域の航路も輻輳することは当然の結果として起こる。日本周辺では、日本海や

その出入り口となる３海峡（宗谷、津軽、対馬）、オホーツク海やベーリング海に繋がる北

太平洋海域の航路が輻輳化する。これに加えて、ロシアの東シベリアにおける原油や天然

ガスの開発と日本などへの海上供給路の設定が軌道に乗れば、益々、日本海や３海峡にお

ける海上交通が輻輳化する。また同時に、日本やロシアのみならず、中国や韓国（北朝鮮）

による利用も増加することとなり、これらの海域において、海上保安や海洋安全保障面で

の問題が生起する可能性も高まることとなろう。最近、北朝鮮との国境線に近いロシア領

ザルビノ港の中露共同による開発が報じられているが、このことを見越しての動きと見る

ことも出来よう。 

 一方、北極海や周辺の北方海域、日本海などでの海上交通が輻輳化すれば、海上におけ

る捜索救難、人道支援、災害救援といった面が新たに地域の課題となり、北極圏諸国や周

辺国は、それらに対する新たな国際的責任を負うこととなる。日本は、こういった点での

貢献についても、目に見える形で適切に関与することにより、今後の北極海利用に関する

国際的協議を有利に進めるカードを持ち得ると認識すべきである。 



第６章 北極海と日米同盟（その２） 

 －68－

（７）北極海を巡る新国際ルール設定の必要性 

 繰り返しになるが、現状では、北極海の航行、資源開発といった経済的側面のみならず、

安全保障・防衛面での国際的ルールは確立されていない。北極評議会が存在し、グループ

内での幾つかの取極めは存在するが、少なくとも現状における同評議会の性格は、北極海

の利用などに関する寡占的な協議体であり、北極圏諸国としての既得権の維持を第一に置

いており、国際的に見て、全ての国に開かれた公平な組織体として機能することを期待す

ることは、当面困難と見ざるを得ない。 

 最近の動きとして、北極条約の新規制定や国連海洋法条約の改訂を念頭に置き、国際的

に開かれた公正な議論が必要になったとして、国際的なコンセンサス作りの機運が生じ、

2014 年 11 月には、IMO（国際海事機関）が、北極海での国際ルール作りに乗り出した。

国際政治、経済産業、国際海運、安全保障・防衛という観点から、日本の安定的な地位を

確保するためにも、日本がこの IMO による国際ルール作りに積極的に関与していくことが

必要となる。この際 IMO が、北極評議会の意向を尊重することは想像に難くない。そのた

めの日本にとっての現実的な選択は、米国との提携である。北極評議会の有力な加盟国で

ある米国との協議を密にし、両国間の安全保障・防衛面の利害関係を調整した上で、北極

評議会を通じて IMO での議論を有利に進めていくことが、当面の日本にとっての選択肢と

なろう。しかし米国には、国連海洋法条約を批准していないという弱点がある。最近、南

シナ海での「航行の自由」問題に関連して、米国内にも同条約批准の動きを推す意見が強

まってきたことは日本にとっても好ましいことであり、日本としては、この意味からも米

国に同条約の速やかな批准を促していくべきである。 

 

２．日本の採るべき対応 

 これまで見てきたように、近年における北極海の変容に伴う国際情勢の変化に対し、安

全保障・防衛面の視点から、今後わが国として如何なる対応を採るべきか。本稿では、「北

極海と日米同盟」を主題におきつつ、短、中、長期的観点から、幅広く論究を進めていく

こととする。 

 短期的には、北極海航路の利用について、国際潮流を見定めつつ、海上交通路の利用を

積極的に推進する方向で政策を進めていくべきであろう。また世界有数の海洋国家として、

国際的ルール作りへの参画は死活的に重要であり、「北極海の利用と国益に沿った外交政策」

を推進すべきであろう。一方、中、長期的には、海洋立国たる日本としては、北極海を視

野に捉えた安全保障・防衛政策の見直し、即ち、「防衛体制の見直し…自律防衛能力の強化」、

「日米防衛協力体制の見直し…日米同盟の深化」、更には「関係友好国との海洋安全保障協
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力の見直し…海洋安全保障協盟の推進」を実現していくべきであろう。 

 

（１）北極海の利用と国益に沿った外交政策の推進 

 わが国の安全保障・防衛面の視点からは、北極海を最大限に利用することが得策である。 

 このためにはまず、生存と繁栄を海洋に全面的に依存する国家として、国際潮流を見定

めつつ、わが国の国益に沿った形で北極海を通じた海上交通路の利用を推進すべきである。

北極海を利用する海上交通が盛んになるにつれ、北東アジア地域における海上交通のハブ

港を国内に取り戻すことも可能となる。 

 日本は北極圏諸国ではないが、その生存と繁栄を海洋に大きく依存する海洋国家として、

国際間で行われる北極海のルール作りには、早い段階で参画し、適切な外交手段により、

日本の国益に合致する成果を得るように努めなければならない。北極評議会の将来的意義

について、現時点では正確に見通すことは出来ないが、日本の関心が高いことを示すため

に、2013 年 5 月に得た非北極圏諸国（Non-Arctic States）という恒久的オブザーバーの資格

を活用して、定常的に存在表明を続けることは重要である。そして、既述した IMO の動き

にみられるように、北極海を巡る新たな国際法制定に関する協議には積極的に参加し、特

に北極評議会の加盟国である同盟国米国と協調しつつ、わが国の国益に沿った形でのルー

ル作りへの参加を進めていくことが得策である。同時に、2013 年 11 月の日露「2＋2」の

決定を遵守する形で、2014 年 10 月に日本海のウラジオストク方面で、日露合同海難事故

訓練を実施したように、実力国ロシアとの信頼関係維持のための手立ても欠かしてはなら

ない。 

 

（２）防衛体制の見直し…自律防衛能力の強化 

 安倍内閣が昨年末に示した「国家安全保障戦略（NSS）」でも、国際公共財（グローバル・

コモンズ）に関するリスクの一つとして、北極海問題が特記されている。既に述べてきた

とおり、北極海を巡る安全保障・防衛環境の変化への対策が、喫緊の課題ではないとして

も、見通し得る将来の課題として、わが国の中、長期的な防衛体制見直しに取り込まれる

べきであることは明らかである。その方向性としては、北極海をも視野に捉えた形で、海

洋安全保障に関する自律防衛能力の強化を図ることが適当である。 

 具体論としてはまず、北極海方面をもカバーする戦略情報収集能力強化のための監視衛

星や C4ISR等の整備が求められることになろう。将来的に、艦船や航空機などの北極海や

周辺海域での行動海域が拡大することに伴い、戦略・戦域対潜能力の拡大、強化が必要と

なり、その能力を有する艦艇や航空機の増勢に加え、UAV や UUV の効果的利用が求めら
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れよう。更に弾道ミサイル防衛能力の拡大、強化も必要となり、イージス艦の増勢に加え

て、総合防空・ミサイル防衛（IAMD：Integrated Air and Missile Defense）の導入も必要と

なろう。一方、北極海や周辺海域での艦船や航空機の行動を念頭に置けば、砕氷・救難機

能確保のため、砕氷救難艦や氷洋救難機の整備、北極海や北方海域仕様の艦船、航空機の

整備、同方面での海象・気象情報の収集、分析機能の保有も必要となろう。 

 また既述のとおり、日本海や 3 海峡防衛体制の強化はもとより、北海道周辺海域、北方

海域、北極海での通年行動能力の強化が必要となるため、同方面での自衛隊の情報収集体

制の強化、C4ISR の整備、北方行動に適した艦船や航空機の装備、後方支援や運用面での

改善、強化といった対策の検討も必要となろう。 

 

（３）日米防衛協力態勢の見直し…日米同盟の深化 

 1997 年制定の日米防衛協力指針については、2013 年 10 月の日米外務・防衛閣僚による

安全保障協議委員会（いわゆる「2＋2」）の決定により、2014 年末までに改訂することに

なっていたが、突然の衆議院解散、総選挙などの影響もあり、来春までに延期されること

となった。見直しの方向性としては、日米防衛協力の中核的要素である日本に対する武力

攻撃への対処能力の確保、地域のパートナーとのより緊密な安全保障協力の促進、効果的・

効率的・シームレスな対応を確保するための緊急事態における防衛協力の指針となる概念

の評価といった短、中期的課題に加え、同盟のグローバルな性質を反映する協力範囲の拡

大や同盟強化を可能とする追加的な方策の探求といった中、長期的課題が含まれている。 

 また 2014 年 10 月には、日米防衛協力小委員会（SDC）により、日米防衛協力指針改訂

の中間報告がなされ、日米両政府は、平時から緊急事態までのいかなる段階においても切

れ目のない形で、日本に対する武力攻撃を伴う状況、あるいは日本と密接な関係にある国

に対する武力攻撃が発生し、2014 年 7 月 1 日の閣議決定（集団的自衛権の限定的な行使な

ど）の内容に従って日本の武力の行使が許容される場合における、日米両政府間の協力に

ついて詳述する方針が示された。また日米同盟のグローバルな性質を反映するため、協力

の範囲をグローバルに拡大する方針も述べられ、海洋安全保障や弾道ミサイル防衛などで

の協力が示された。閣議決定や日米防衛協力指針の改訂に伴い必要となる法体系の改正案

は、2015 年春の通常国会に提出される運びとなっている。 

 現行の日米同盟体制では、北極海問題は想定外となっている。しかし、北極評議会の加

盟国米国との密接な関係構築は、安全保障・防衛面においても日本の北極海利用にとって

大きな意義を持つことになる。米国の拡大核抑止力を含む北極海安全保障体制強化への多

角的な支援を、日本が行うことが可能となれば、日米安全保障体制の双務性向上に大きく
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寄与するという側面もある。この視点からは、まず、米海軍がグローバルに進めている国

際テロや海賊対策のための海洋領域把握（MDA：Maritime Domain Awareness）に関し、北

極海や周辺海域においても協力していくことが必要となる。また、これを強化するた

めの宇宙状況把握（SSA：Space Situational Awareness）での協力も同時に必要となる。 

 疑いもなく、日米防衛協力指針の改訂は、それ自身で大きな抑止効果を発揮するものと

考えられ、取り分けこの中で、戦略情報共有、C4ISR、BMD（あるいは BMD を取り込む

形での IAMD）、対潜水艦戦、掃海、捜索救難、人道支援、災害救援といった側面で、北極

海の安全保障に関連する防衛協力の強化を含めていくことは、重要な意味を持つことにな

り、これらの関係強化を通じ、日米同盟の更なる深化を図ることは、大いに意義がある。

この際、北極海を巡る安全保障・防衛面での情勢の変化に即応し得る形で、日米防衛協力

指針を、都度、改訂または一部修正していくことが求められよう。 

 一方、中露の極端な接近や関係強化を阻むためにも、核抑止を中心とした日米露の３国

安保・防衛協力の実質的な強化は、以前に比べ現実味を増し、格段とその意義を深めてい

くこととなろう。 

 

（４）関係友好国との海洋安全保障協力の見直し…海洋安全保障協盟の推進 

 2013 年 10 月の日米「2＋2」では、日米同盟の「地域への関与」として、能力構築、海

洋安全保障協力、人道支援・災害救援、3 カ国協力や多国間協力についても論及された。

その意味で、日本が自身の国益に沿う形で戦略的な観点から、安倍首相の進める「国際協

調主義に基づく積極的平和主義」や「地球儀を俯瞰する外交」を具現化するため、欧米、

インド洋・アジア太平洋地域の良識ある友好海洋国家（関係友好国）との海洋安全保

障協盟（MSA: Maritime Security Coalition）の推進を図っていくことが重要である。その中

で、北極海問題に関しても、安全保障・防衛面での関係友好国との協調路線をとっていく

ことが求められる。 

 取り分け、遠隔の地にある関係友好国に対し、北極海や周辺海域での捜索救難などでの

可能な範囲での積極的な協力を約束し、その見返りに、日本にとっての遠隔海域での海洋

安全保障協盟の参加国との連携による広域かつシームレスな海洋安全保障協力を進めるこ

とにより、長大な海上交通路の安全保障を切れ目なく確保することが可能となるよう、こ

れら関係友好国との協調関係を維持していくことが得策である。 

 

 



第６章 北極海と日米同盟（その２） 

 －72－

おわりに 

 ちょうど 1 年前に、「北極海と日米同盟」という同様の趣旨で報告したが、1 年を経て北

極海を巡る状況、わが国の安全保障・防衛や日米同盟を巡る環境には、大きな変化が印さ

れてきた。昨年報告した際の想定を超え、早いペースで北極海や周辺海域を巡る核を含む

戦略環境の変化があらわれてきており、日本が一層、北極海問題に、安全保障・防衛上の

観点から真剣に取り組むべきことを教えている。 

 北極海に関しては、日本自身は北極圏諸国という立場ではなく、2013 年 5 月、ようやく

他のアジア諸国と共に、北極評議会の「非北極圏諸国」という形の恒久的オブザーバーと

いう資格を手に入れた。北極海航路の利用は、日本にとってのメリットは大いにあるもの

の、北極評議会の加盟国による寡占的性格、中国などによるあからさまな自己中心的な覇

権外交、日本の出遅れなど、国際政治的に必ずしも日本に有利な状況が作られてはいない

中で、航路としての利用や資源開発、関心の激化に伴う環境保護、安全保障・防衛といっ

た面での国際的ルール作りが求められており、日本としては、わが国の国益に沿った形で、

この動きに能動的に参画していく必要がある。 

 その一方で、中、長期的に北極海を視野に入れた自律防衛能力の強化、日米同盟の深化、

更には関係友好国との海洋安全保障協盟の推進が求められている。現安倍政権になって、

国家安全保障戦略の初の採択をはじめ、新たに防衛計画の大綱や中期防が策定され、更に

集団的自衛権の限定的な行使を容認する閣議決定がなされ、日米防衛協力指針も日米当局

間での合意・締結が間近いなど、わが国の安全保障・防衛政策の見直しが、「国際協調主義

に基づく積極的平和主義」や「地球儀を俯瞰する外交」の具現化という明確な方針の下、

推進されていることは大いに頼もしいことである。また、先般の衆議院選挙では与党が大

勝し、今後の政権運営基盤を確固たるものにした。ついては、ここに改めて「北極海問題」

が、短期的な海運や資源開発という経済的側面だけではなく、中、長期的には、安全保障・

防衛面に重要な意味を持つことに留意した形で、一連の政策見直しが強力に進められてい

くことを期待する。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


