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第１章 
パワー・トランジッションの中の日本の安全保障 

                                         山本吉宣 
 

はじめに 

 

 冷戦後、国際的安全保障は、三つの波を伴って変化してきた。冷戦後すぐの 1990 年代に

は、大国間の対立は背景に退き、第 3 世界の内戦が安全保障の支配的な問題となった。9.11

以後の国際テロの顕在化、そしてその余波ともいえる、アフガニスタン、イラクにおける

戦争は、2000 年代の安全保障の中心的な問題であった。このような 90 年代の内戦、00 年

代の国際テロという 2 つの波を経て、00 年代の末には、冷戦後の安全保障の第 3 の波が起

きてきている。それは、新興国の台頭、とりわけ中国の台頭によって引き起こされたもの

であり、第 1 の波、第 2 の波とは異なり、そこでは、国家間の安全保障、それも冷戦後背

後に退いていた大国間の安全保障の問題が顕在化したのである。M.マンデルバウムの言葉

で言えば、大国政治への回帰（the return of great-power politics）である（Mandelbaum  

[2010: chapter 4]）。 

本章の課題は、2010 年代の国際政治環境と日本の安全保障について、この第 3 の波を、

パワー・トランジッションをキー・コンセプトとしながら考えることである。現在すでに、

10 年代もかなりすぎてしまっているが、過去から現在にかけての国際政治環境の変化を考

え、ついで、2020 年あたりの国際システムのあり方をも念頭において、日本の安全保障の

基本的な問題を考察したい。 

 

１． パワー・トランジッション現象とその認識 

 

 パワー・トランジッションは、国家間で、それも世界の 大の国家（覇権国）とそれを

追走する大国との差が縮まり、さらに力の交代がおきると言う事象を指している。パワー・

トランジッションは、国際政治学上の概念でもあり、それは、少なくとも 1950 年代の末ま

で遡らなければならない（Organski [1958: chapter 13]）。しかし、日本でも、中国の台頭

やアメリカの衰退、さらにはパワー・トランジッションという概念そのものが、政策上、

また学問上も、重要な課題として取り上げられるようになっている。ただ、現在進行中の

パワー・トランジッションが、いつから、どのような形で認識されるようになったのか。

ここでは、パワー・トランジッションの一方の主役であるアメリカがそれをどのようにそ

れを認識してきたかを、米国国家情報会議（National Intelligence Council（NIC））の『グ

ローバル・トレンド』を素材として考えてみたい。 

NIC は 1997 年以来 5 次にわたって『グローバル・トレンド』を刊行してきた（NIC [1997],  

NIC [2000], NIC [2004], NIC [2008], NIC [2012]）。それは、それぞれの刊行の時点から、
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約 15 年後の世界を予測し、アメリカのあるべき政策を考えようとするものである。1997

年版（2010 年予測）では、中国の台頭についての言及はなく、 も注目されているのは第

3 世界の内戦であった。また 2000 年版（2015 年予測）では、中国のポテンシャルには言

及しつつも、中国の経済、政治に関する不確実性が指摘されているに過ぎなかった。2015

年の世界を考えた場合でも、アメリカは「圧倒的な力（the preponderant power）」である

とされている。 

しかし、2004 年版（2020 年予測）で中国をはじめとする新興国の台頭が基本的なテーマ

（の一つ）となった。そして、中国やインドの台頭は、19 世紀のドイツの台頭や 20 世紀初

頭のアメリカの台頭と比することができるものであり、地政学的な構図を大きく変える可

能性があると述べている。ただ、2020 年の世界においても、 アメリカは経済においても、

技術においても、また軍事の面でも、「唯一のもっとも力のある行為者（single most 

powerful actor）」であり続けると述べている。2020 年予測の中では、中国が GDP でアメ

リカに追いつくのは 2040 年過ぎであると予測されている。この版以後、中国をはじめとす

る新興国の台頭は、つねに第１のテーマとなった。 

2008 年版（2025 年予測）では、グローバルな多極システムが現れつつあるという認識が

示され、2025 年までには、アメリカは世界的の主要アクターのひとつにすぎなくなってい

るが、全般的に見れば、アメリカは支配的な国ではないとしても、「唯一のもっとも力のあ

る国家（the single most powerful country）」（これは、2004 年版と同じ）として存在し続

けようと述べている。そして、20 世紀初頭、第 1 次世界大戦に至った多極化とは異なるで

あろうが、このような国際システムの推移は、危険に満ちたものであるとのべている。2025

年までには、中国は世界第 2 の経済大国になっているが、中国の GDP がアメリカを抜くの

は 2036 年あたりであると予測している。そして、いまから 2 世紀前には、中国は世界の

GDP の 30％、インドは 15％を占めていたが、中国とインドの台頭は、このような富の分

布を復活させ、バック・トゥ・ザ・フユーチャーの様相を示そうと述べている。ただ、台

頭する新興国が国際システムのルールに挑戦することは考えられないとも述べている。さ

らに、アジアにおいては、地域統合がもっとも弱く、競争とヘッジングが顕著であり、日

中関係がその典型的なケースである。彼らが、いかに歴史に基づく不信を払拭し、平和裏

に競争できるかが鍵になるとしている。アメリカは、この点バランサーとしての役割を果

たさなければならず、アジア諸国もこれを望むであろうと述べている。 

直近の 2012 年版（2030 年予測）においても、パワー・トランジッションとかパワー・

サイクルが中心に据えられ、国際政治学における理論も十分に取り入れられた分析が行わ

れている。2030 年の数年前には中国はアメリカを追い越し、世界で 大規模の経済になっ

ていよう。中国やインドの台頭は、19 世紀のドイツやアメリカの台頭と比べて、きわめて

急速である1。また、2008 年版と同様に、アジアは、十分な安全保障の枠組みがないため、

大きな不安定に見舞われる可能性があると述べている。そして、2030 年までには、中国や

インドは、紀元 1500 年の時代と同じように、世界のパワーハウスとなっていることであろ
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う。ただ、アメリカであれ、中国であれ、覇権的な国ではないであろう。アメリカは、新

興国に対して相対的に衰退（decline）［衰退ということばが始めて使われた版である］して

いくのは、必然的ではあるが、その国際システムにおける役割はいまだ不明確である。た

だ、2030 年においても、アメリカは、経済だけではなく、ハード、ソフト両面において優

れており、「同等者の中の第 1人者（first among equals）」（他所では、政治的には preeminent

といっている）になっていようと述べている。単極の瞬間は終わり、パックス・アメリカ

ーナは、急速に失われていこう、とされている。 

 

２．国際システムの極構造とその変化 

 

以上からわかるように、NIC の報告書は、2004 年版以来、新興国（中国とインド）の台

頭によって、国際システムのあり方が大きく変容し、それも不確実性の大きな、危険性の

あるものになる可能性があるとの認識を示している。2008 年版では、多極化への動きが指

摘され、2012 年版では、アメリカの衰退と、パックス・アメリカーナの終焉の可能性が指

摘されている。そして、もっとも不確実性の高い地域はアジアであると認識され、アメリ

カの果たす役割は、アジアにおける対立の調停者、バランサーであるとされている。 

以上は、まさに、パワー・トランジッションが起きており、パックス・アメリカーナ（単

極構造）が崩れつつあると言う認識である。そして、その出発点は、アメリカの覇権構造

である。したがって、覇権構造がどのように捉えられ、またそれが崩れていくことによっ

て、どのような国際政治過程が展開して行くか明らかにすることが重要となる。 

ここで、まず、国際政治の構造を、抽象的に単極と多極（複数極――二極を含む、力が

分散しているという状態を示し、必要に応じて多極と 2 極を分けて考えてよい）の二つに

分けて考えてみる。そうすると、図１に示したように、国際システムの構造とその変容を

見るにあたって、いくつかの側面が存在することがわかる。一つは、単極なり多極という

構造を前提として、その構造のもとで、国際システムがいかに再生産され、安定が保たれ

るかという側面である。すぐ後で述べる覇権安定論は、単極を前提とした場合、それがい

かなるメカニズムで安定し、再生産されるかを検討対象としている（図１の A）。あるいは、

多極あるいは 2 極を前提として、その再生産と安定化を考察の対象とするものもある（B）。

たとえば、多極の場合、柔軟に同盟を形成して安定を保ち、多極構造そのものを維持する

というのが、古典的な国際政治論であった（Gulick [1967]）。また、米ソ対立という 2 極構

造は、内生的なバランスの維持（すなわち、2 極をなす国それぞれが自国の資源を動員する

ことによって互いの均衡を保つ）、また相互核抑止というメカニズムによって安定するもの

とされた（Waltz [1979]）。 
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   図１ 国際システムの極構造とその変化 

 

           A 

             単極 

 

                       a        b 

                                 

           多極（多極、2 極）            

                      B 

 

いま一つの側面は、多極的な構造から、ある一つの国がぬきんでた存在となり単極構造

が形成される過程である（図 1 の a）。これにもいくつかのケースが存在しよう。たとえば、

冷戦後アメリカの単極構造となったが、これは、二極での相手のソ連が自己崩壊した結果

である。ただ、多くの場合、多極の、分散型のシステムからある国が覇権的な構造を作ろ

うとするとき、国際政治は不安定になり、大きな戦争が起きる。たとえば、ヨーロッパに

おいて、ウェストファリア体制の成立以後、ルイ 14 世、ナポレオン、帝政ドイツ、ナチス

ドイツなど、多極の中から、覇権を目指した国が出現したが、それらは大連合の形成にあ

い、ことごとく失敗している（これは、B の安定装置[多極維持のメカニズム]がきいたもの

と考えられる）（Gulick [1967]）。 

後に、単極システムから力が分散し多極になっていく場合が考えられる（b）。これが

現在の状況であると考えられる。ここでは、基本的には、相対的に力を低下させる覇権国

（アメリカ）と、台頭する追走国（中国）との間の相互作用が中心となる。その過程がい

かなるものか、平和的な過程であるか、あるいは紛争的なものであるかが考察の対象とな

る。 

図１からいうと、パワー・トランジッションは、覇権構造から多極へ（b）、そして、多

極から、再び単極へ、という構図を描くものである。ここで、b の過程を経て、2 極なり、

多極となった場合、そこで安定するのか（B）、あるいは、そこから、さらに単極に移行す

るのか（a）、新たな問題となる。ただ、2010 年代ということになると、 b が主となる。 

 

３．覇権安定論―― 一つの秩序論 

    

単極構造のもとでの国際政治を考える場合、覇権安定論と呼ばれるものが存在する。パ

ワー・トランジッション論のほとんどのものは、この覇権（単極）安定を前提とする

（Organski [1958], Tammen et al [2000], Thompson [2008]）。覇権安定論は、覇権構造の

国際システムにおいては、単に覇権国の力が圧倒的に強く、他の国が挑戦してもとてもか

なわないから安定する、ということだけではなく、そこでは国家の行動を規制し、それを
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通して価値（富、植民地など）が配分されるルールの体系という秩序（order）が作られる

と仮定する。そして、その秩序は、覇権国の利益と価値／規範を反映したものであり、ま

たその力を背景に作り上げたものとされる。 

覇権安定論の中にも、この秩序をめぐって、いくつかの異なる考え方がある。一つの次

元は、この国際秩序で配分される価値がどのような性格を持っているかである。この点、

財とかサービスの性質という観点から言えば、国際公共財と私的財がどのように組み合わ

さっているかということになる。 

公共財の供給 国際公共財にウェイトをおく議論としては、経済の分野で言えば、自由貿

易体制であるとか基軸通貨の供給と言うことが強調され、また安全保障面で言えば、海洋

の安定、安全保障の供給が強調される。覇権国は、このような公共財を供給するコストを

負担する。もちろん、供給された公共財から覇権国も便益を得る。公共財は、一旦供給さ

れれば、他の国はコストを払わなくても便益を得ることができる。したがって、覇権国は、

他の国々から政治的な支持を調達することができ、このことから覇権的な秩序は安定する。

そして、このような構造は覇権国が大きなコストを負担することから、その力の衰えを促

し、覇権国の力が衰えると、コスト負担力が低下する。そうすると、公共財の供給が少な

くなり、覇権的な秩序は不安定化する。また、公共財は、一旦供給されると、他の国はコ

ストを払わずにそれを使うことが出来ることから、ただ乗りが横行する。そうすると、覇

権国の相対的な力が低下していくと、覇権国は、他の国にコスト分担を強く求めるように

なったり、またコストの削減を容易に行うこととなる。 

私的な財 このような議論に対して、覇権国がつくる秩序においては、覇権国は他の国に

比べてより多くの私的財とも言うべきものを獲得しているという議論もある。オルガンス

キーは、国際政治においては、力の階層（ピラミッド）があり、頂点に立つ支配的な国は

国際秩序を作るのであるが、この秩序からのベネフィットの配分は、逆ピラミッドになっ

ており、頂点に立つ支配的な国家が も大きなベネフィットを獲得し、ついで諸大国が、

そして力が小さくなればなるほどベネフィットが小さくなるという構図を示している

（Organski [1958]）。そこでのベネフィットは、理論的には公共財的なものもありえるが、

私的な財である可能性の方が大きい。ここで私的な財とは何か、いくつかのものが考えら

れる。たとえば、基軸通貨は、誰でもがそれを使うことから排除されず、誰かが使っても

その効用は減るものではないという意味で公共財である。第２次世界大戦後のドルを考え

ると、それは、アメリカにとって、自由度を失う（とくに固定相場制の場合、アメリカは

為替レートを自由に設定できない）というコストもあるが、自由にドルを発行することが

できるという基軸通貨国特権（seigniorage）をもつ。また、安全保障の網をかぶせること

によって、そうでないときよりも相手国から通商上有利な条件を得ることができる。また、

国際的な秩序の中で植民地獲得が一つの許容されるルールであったときには、力の大きい

ほうが多くの植民地を獲得する。これらの便益は、特定の国に排他的に属するものであり、

私的な財と言える2。 
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覇権的な秩序のなかでの私的財の配分は、持てるものと持たざるものを生み出す。そし

て、秩序に由来するベネフィットの格差は、力の格差（相対的力）によって、維持される。

もし、大国の中で、国際秩序からの便益に不満を持っている国が出てくれば、それは、秩

序の中の利益配分の変更を自己に有利なように求めようし、極端には国際秩序そのものを

変更しようとする。このように考えれば、覇権国と追走国（この場合は、挑戦国）との間

の（軍事）力の格差が大きいときには挑戦国は覇権国に挑戦しても勝ち目はないので、国

際政治は安定する。しかし、軍事的格差が縮小して行くと、挑戦国は軍事力を使って秩序

をひっくり返そうとする。あるいは、逆に、覇権国は、ゆくゆくは、挑戦国が優位になる

ため、まだ自分が優位なときに、相手を叩いておこうとして、予防戦争的な行動を示すこ

とになる3。図 1 の B における多極（2 極）の安定はないという考え方である。ただ実際に

どのような結果になるかは、追走国が、現行の秩序から公共財、私的財でどのくらいのも

のを得ているか、また戦争などのコストとの比較でそれに挑戦することをどのように認識

するかによろう。 

コスト／ベネフィット計算 以上のような考え方のなかには、国家はコストとベネフィッ

トの計算のなかで自己の利益を 大化しようと行動することが前提とされる。国家（覇権

国）は、ベネフィットがコストを上回る限り拡大して行く。そして、それらが均衡したと

ころで一つのシステムができる（コストがベネフィットを上回ると過剰拡大となる）。そし

て、覇権国はそのシステムの中で、力でもって、また威信やイデオロギー等で与えられる

正当性をもって、システムを制御する。いわば、覇権国によるガバナンスである（Gilpin 

[1981]）。 

このように、覇権国が作る国際秩序においては、国際公共財と私的財が入り混じってい

るが、理論によっては国際公共財の方を強調するものと、そうではなく私的財を強調する

ものが存在する。公共財を強調するものは、覇権国の善意、他の国へのプラスの面を強調

する。そして、覇権国が衰退すれば、それだけ国際公共財の供給が低下すること（コミッ

トメントの低下）を当然とする。また、公共財の便益を得ている国にコスト負担の増大を

求めるとされる。しかしながら、私的財を強調する考え方は、そして、覇権国が大きな私

的財を得ていると考えると、覇権国はそれを守るために、できるだけコミットメントを維

持し、国際秩序を守ろうとすると考える（Brooks, Ikenberry and Wohlforth [2012/13:  

7-51] , Brooks, Ikenberry and Wohlforth [2013], Beckley [2012]）。 

 

４．経済成長率の違い――内生的か外生的か 

 

パワー・トランジッション論は、国家間の（経済）力の成長の違い（differential growth）

を前提としている。すなわち、国家の成長率は異なり、それが国家間の相対的力関係、ま

た国際システムにおける力の分布を変える基本的な要因であると考える。 

内生的原因 成長率の違いは、（政治システムにとって）内生的なものと考えるものと外生
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的なものと考える二つのものが存在する。主として内生的な理由で成長率に差が出てくる

と考えるのは、ギルピン（Gilpin [1981]）である。国家は、経済的に生産したものを、消

費し、貯蓄し、また投資する。国家の成長は、投資の大きさに依存する。しかし、国家が

豊かになってくると、贅沢になり消費が増大し、貯蓄、投資が減じてくる。他国より発展

が遅れた国は多くの貯蓄、投資を行うことから、成長率に差がでてくる。また、覇権国は、

対外的に多くのコミットメントを持っているが、このコミットメントはコストがかかり、

そのコストは時間がたつにつれて増大する。たとえば、安全保障上のコミットメント（防

衛費や同盟）を考えてみても、他の国（とくに自国の同盟国の競争者）の経済的な成長は

高く、また技術も拡散して行くから、軍事力の強化、軍事費の増大が必要となってくる。

そして、これに対処するために費用は増大し、これは消費（支出）であるので、国内の投

資に向けられる資源はさらに制約される。このような立場からは、覇権国がその相対的な

力を低下させたときの処方箋は、国内経済の再生（投資の拡大）と対外的なコミットメン

トの調整、縮小である。 

外生的原因 経済成長率の差は、外生的なものとして捉えられる場合がある（この方がよ

く取られる立場である）。典型的にはオルガンスキーに見られる。オルガンスキーは、産業

革命前と後では国際政治のあり方には、質的な変化があったと論ずる。産業革命前は、産

業は、基本的には農業であり、諸（大）国間の相対的な力は短中期にそれほど急激に変わ

ることはなかった。もちろん、相対的な力の分布は変化したが、それは、柔軟に同盟を形

成することによって調整できた。しかし、産業革命以後は、離陸から工業化段階に入った

国は、急速に成長し、まだ離陸していない国を引き離し、また、すでに成熟経済にある国

に追いつき、さらに追い抜く4。 

このようなことから、 初に離陸した国（イギリス）は、いまだ工業化していない国々

との差を大いに広げ、19 世紀を通して覇権国の地位を獲得した。しかし、後に離陸したア

メリカ、ドイツは 19 世紀末から 20 世紀はじめにかけて、イギリスに追いつき、追い越し

て行く。このように、工業化への離陸の時期の違いによって、覇権的な国が誕生し、その

地位は一定期間（通常はかなり長期にわたって）維持される。しかし、時間が経緯すると、

遅れて工業化してくる国に追い抜かれることになる。歴史的に見れば、20 世紀においては、

覇権国はイギリスからアメリカに移り、ソ連や日本が急速に成長する現象が見られたが、

20 世紀全体としては、アメリカの覇権は揺るがなかった。20 世紀末、中国は離陸し、工業

化の過程をたどり、成長著しく、また人口が巨大であることもあり、21 世紀に入アメリカ

を猛追し、抜き去る勢いを示している。 

離陸から成熟経済への成長経路を考え、離陸の時点の違いが国家間の力の格差の原因と

すると、それは、かなり機械的で、運命論的なものである。もしそうであるとすると、覇

権構造の形成、崩壊、覇権国と追走国の関係は、機械的なものと捉えられる。たとえば、

覇権国と挑戦国の間の戦争（国際政治の不安定化）は、必然的なものとなる。しかし、そ

こでもたとえば挑戦国の成長が、覇権国の作り維持してきた国際秩序の中でなされたもの
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であるとの共通認識が存在したり、また覇権国と挑戦国との間の政治体制、経済体制の整

合性がある場合には、衝突を避けたり緩和することは不可能ではないであろう。 

 

５. パワー・トランジッションにおける戦略と行動パターン 

 

さて、2010 年代の国際環境を単極から力が分散する過程の時代と見るとすると、そこで

の基本的な国家間関係は、覇権国（アメリカ）とそれを追走する国（中国）との関係であ

る。また、日本などを考えると、覇権国と追走国以外の国がどのような行動をとるかとい

うことも国際秩序形成に大きな影響を与えるかもしれない。このことを若干理論的に考え、

また現実との対応を考察してみたい。 

 

 （１）追走国の戦略――テスマンのモデルを出発点として 

 

一般に、力の構造が変化し、他の構造に移行する場合、そのなかで大国は、どのような

行動や戦略をとるであろうか。B.テスマン（Tessman [2012: 192-231]）は、①力の構造が

多極であるか（これには２極も含まれる）、単極であるか、②力が集中の方向にあるか、分

散の方向にあるか、という 2 つの次元から４つのカテゴリーを考え、そのなかで、第 2 番

目の大国（secondary power 一番力が大きい国に次ぐ大国とでも言おうか）の基本的な行動

（戦略）を検討している。これを示したのが図 2 である。ただ、テスマンは、一番大きな

国の戦略は取り扱っていない。したがって、図 2 には、本筆者が考える一番大きな国がと

ると考えられる戦略をあわせ示している5。一番大きな国の戦略については、次項で述べる。 

テスマンは、2 番目の大国の（一番大きな国に対する）行動を、いくつかのタイプに分け

ている。一つは、第 1 番目の国に対してバランスをとる行動である。いま一つは、勝ち馬

に乗ること（バンドワゴニング）であり、優勢な国に対してその懐に飛び込み、相手の影

響力下に入るということである。三つ目は、（一番大きな国からの）脅威を正面から受け止

めず、他の国にその対処をゆだねるという責任回避（バック・パッシング）である。四つ

目はヘッジングであり、現在の利益になること（第 1 番目の国家との協調）を継続しつつ、

将来もしものことがあった場合に備え軍事力を増強するという戦略である。 

テスマンは、2 番目の大国の一般的な行動（モダリティ）を次のように考えている。 

構造が多極的であり、ある国が力を伸ばしている場合（図 1 でいえば、a）には、他の国

（2 番目に大きな大国）は、その国に対してバランスをとることを基本的な戦略としよう（図

2 のα１）。それとは逆に、多極の状態からさらに力が分散して行く場合(これは、図１には

入っていないが、強いて言えば、多極の範囲内のメカニズム、B)には、一番大きな国に対

してバランシング行動をとると言うよりも、それを無視するか、何か（脅威が）起きれば、

それを他の国に押し付け、自分は、責任を回避すると言うバック・パッシングが見られる

であろう（β１）。 
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構造が単極である場合、単極構造がますます進み、単極に力が集中するとき（これは、

図 1 には入っていないが単極内のメカニズム、A）には、2 番目の大国の基本的な戦略は、

バンドワゴンである（γ１）。 

さて、本稿での主たる対象である、単極が崩れ、単極から力が分散して行くとき（図 1

の b）には、2 番目の大国（これは、台頭する国である）の戦略は、単極と対立しないで、

自己の力を伸ばし、将来に備えるという戦略的ヘッジングがとられるという（δ１）。これ

は、中国に即して言えば、韜光養晦（とうこうようかい）とか、平和台頭論である。すな

わち、アメリカとの対立は避け、アメリカの支える国際秩序のなかで、力を涵養していこ

うとするものである。 

ただ、このようなヘッジング以外にも、①追走国が、既存の秩序からどのくらい利益を

得ているか、また②覇権国との力関係がどのようなものか、によっていくつかの戦略が可

能であろう。 

 

図 2 第 2 番目の国家（Secondary power）と 大の国家（第 1 番目の国家）の戦略 

 

   変容 

構造 

力の変化の方向 

集中化 分散化 

力

の

分

布 

多極（2

極を含

む） 

α1 

バランシング 

 

 

    α２ 

卓越追求（バランシング）

β１ 

バック・ 

パッシング 

 

β２ 

バランシング 

単極 γ１ 

バンドワゴン 

 

       γ２ 

卓越の深化・ 

       拡大 

δ１ 

ヘッジング 

         δ２ 

ヘッジング、  

（縮小戦略、 

バック・パッシング） 

出典）Tessman [2012: 203] および筆者作成。 

＊左上は、２番目に大きな大国の行動／戦略、右下は第 1 番目の国の行動／戦略を 

示している。 

 

追走国が、現行の国際秩序から、大きな利益を得てきており、将来もそれを期待できる

としたら、追走国は、その国際秩序に深く入り込み、その秩序のルールに従い、かつその

秩序のサポーターとなろう（サポーター戦略）。そしてそのことは、覇権国との力関係とは
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あまり関係がないであろう。 

覇権国との利害の齟齬はあるが、その程度はそれほどでもなく、現在は、既存の国際秩

序から利益を得ており、力関係は、覇権国とはかなり差があるときには、追走国は、覇権

国とは衝突はせず、そのなかで、自己の力を涵養し、覇権国の圧力に抗し、将来自己に有

利なバランスを作り上げて行く、というヘッジング戦略をとろう。 

現存の国際秩序にはいくつかの大きな不満があるが、基本的にはそれから利益をも得て

いる。そして、力関係は、いまだ十分ではない。この場合、秩序に対する全体的な挑戦を

することはないが、国益に沿って時にルール（の精神）に反することを行い、そのことに

よって結果的に現行秩序を弱体化させるというスポイラー戦略をとることもあろう。ただ、

この戦略も、長期的に自己の力を涵養しようとするのであれば、ヘッジング戦略の一つと

考えられよう。ただ、この場合、力の格差が縮まってくると、力を背景とした紛争の解決、

あるいは、ヘッジングというよりも対抗的要素の強いバランシング行動をとることが多く

なろう。 

さらに、現行の秩序とは、原理的に大きな違いがあり、力の差があるときには、現行の

秩序の中で異議申し立てを旨とする戦略をとるであろう。また、力の差がなくなってくる

と、秩序の基本原理を変えようとしよう（分野や地域によって異なろうが）6。いわば、挑

戦戦略である。さらに進めば、力でもって現行秩序をひっくり返そうとする革命戦略とも

いうべきものをとる可能性も出てくる（Schweller and Pu [2011: 41-72]）。 

このように、中国の戦略は、アメリカとの力関係、利害齟齬の程度によって異なるもの

となる。この二つの要素の認識は、中国内で、人によって、またグループによって異なろ

う。もしある人たちが、中国は、現存の秩序、またアメリカとの関係に大きな利益を見出

し、それを続けるべきであると考えるとすると、彼らはサポーター戦略を擁護するであろ

う。このような戦略が実際の中国の政策となるためには、現存の国際秩序を守ることによ

って利益を得る国内集団（compliance constituency）が大きく、政治力が強いことが前提

とされよう。 

中国が既存の秩序から利益を得ていると同時に、利害の対立も存在する、そして、アメ

リカとの力関係がいまだアメリカに有利であると認識する人々は、中国はヘッジング戦略

をとるべきであると主張しよう。ヘッジングは、中国を単一の合理的な行為者と見る場合

にもいえるであろうし、国内政治的に、既存の秩序や対米関係から利益を得ている集団(た

とえば、産業集団)と、アメリカとは利害関係が一致しないと考える集団（たとえば、人民

解放軍）があるとすると、それらの集団のバランスの上に成り立つものであろう。したが

って、中国のヘッジング戦略は、協調的な方向と、対抗的な方向に揺れるが、それは、中

国の国内政治に大きく左右されるものでもある。 

 

（２）覇権国の行動と戦略 
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ここで、図 2 を参照しながら、一番大きな国の行動なり戦略を考えてみよう。一番大き

な国を対象としているため、バンドワゴニングという戦略はない。その代わり、卓越戦略

とも言うべきものが存在しよう。卓越戦略とは、他の国を圧倒し、また卓越性に基づいて、

自己の利益や規範にあった国際秩序を作り、維持し、さらには強化しようとする戦略であ

る。 

さて、現在多極で、そのなかのある一つの国に力が集中しつつあるとすると、その国は、

現状を維持するか、卓越を求める戦略を展開しようとするであろう（図 2 のα２）。また、

多極構造の中で、一番大きな国が相対的に低下するとき、その国は、低下を防ぐために他

の国と同盟を結び、現状維持のためのバランシング行動をするかもしれない（β２）。 

現在単極構造であり、さらに力が集中する場合には、単極は、その卓越性を維持しようと

することもあり、ときには、卓越性をさらに強化し、覇権的な国際秩序を深化・拡大しよ

うとするかもしれない（γ２）。 

現在単極で、単極が徐々に崩れてきた場合、単極をなす国は、力を増大してきている国

に対して、紛争を避けながらも、他の国と同盟を強化したり、国内経済を再生して、現状

を維持し、さらに将来に備えようとしよう。覇権国の側から見たヘッジング戦略である（δ

２）7。このヘッジング戦略は、覇権国に余裕があるときとられよう。すなわち、覇権国が、

自己の力を、相対的に低下しているとはいえ、いまだ相手との差が大きく、その差が縮ま

るのにはかなり時間がかかると認識しているときである。追走国はまだ差し迫った脅威で

はない。このような場合、相手との協調を維持しつつ、自国の力の低下を抑えるためにさ

まざまな手段をとるが、そのなかには、覇権国が、追走国を現行の国際秩序になるべく繰

り込み、利益を均霑し、社会化し、将来にわたり、追走国が脅威にならないようにする、

という縛り付け（binding）戦略をとることもあろう。また、覇権国が、自己の力の低下を

自己の経済の不調が相対的な力の低下の主因であると考えるときには、自己の経済の再生

をまず図るという再生戦略（restoration）をとろう（経済の再生によって将来に向けて力

を涵養するという意味ではヘッジングの一種であろう）。この場合も、追走国はいまだ脅威

とは認識されない（Haas [2012]）。あるいは、単極が、追走国に対して強硬な政策をとる

ことは、それほど脅威ではない相手国を挑発し、安全保障のジレンマを引き起こし望まし

くないものであると論じられる（Ross [2012], Economy [2013]）。 

覇権国が、自己の経済や資源創出に問題があると認識した場合、単に自己の経済の再生

を図るだけではなく(軍事費の削減を含む)、対外的なコミットメントを過剰拡大とみなし、

同盟などのコミットメントを低下させるという撤退（withdrawal, retrenchment）戦略を

とることもあろう8。これを縮小戦略と言おう。この場合、追走国はそれほど脅威でないと

認識しているか、もし脅威と認識しているとしても、自己の対外的なコミットメントを再

編成しつつ、オフショア・バランシングという戦略をとろう9。あるいは、さらに追走国と

の対抗を同盟国や他の国に任せるというバック・パッシング戦略をとるようになることも

ありえる（Posen [2013]）。 
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もちろん、覇権国が追走国を大きな安全保障上の脅威と認識した場合、覇権国は、追走

国とのバランスを旨とする戦略を展開し、自国の軍事力を強化し、同盟国を動員して、追

走国とバランスをとろうとするであろう。もちろん、覇権国が追走国を脅威と認識すると

いっても、自国に対する全体的な脅威であるのか、ある地域に限定された脅威と認識する

のか、異なるところがあろう。たとえば、アメリカが言う（中国の）接近対抗・領域拒否

（anti-access/area denial）は、いまのところ地域に限定された軍事的脅威であり、また、

内容はそれほど明らかではないが、Air/Sea Battle は、それに対抗するバランス、抑止戦略

であると考えられる（Swaine et al [2013: chapter 6], Schreer [2013]）。 

 以上のように、覇権国のとる戦略は、追走国との力の差、利害齟齬の大きさによって、

決まってくる。これら 2 つの要素は、アメリカ国内において、人によってまたグループに

よって認識が異なる（これは、すでに述べた追走国と同じである）。たとえば、今でも、ア

メリカの力は圧倒的であり、ますます中国を引き離していると認識する研究者もおり、彼

らは、卓越戦略をとるべきであると主張する（Beckley [2012: 41-78]）。したがって、現在、

中国に対して、卓越戦略、縛り付け戦略、再生戦略、ヘッジング、バランシング、縮小／

オフショア・バランシング戦略などいくつかの戦略アイディアが共存し、競争している。

たとえば、現在、戦略アイディアの分布を見ると、縮小／オフショア・バランシンが強く

なっている（ただ、アメリカのアジアへのピボットを考えると、かならずしもオフィッシ

ャルな政策とは考えられないが）。これに対して、M.ベックレーの議論や、アメリカの覇権

構造がアメリカの利益に大きく資することを強調し、アメリカは引くべきではないと主張

する論者も存在する（Brooks, Ikenberry, and Wohlforth [2012/2013], [2013]）。実際の政

策としてどのような戦略アイディアが採用されるかは、単に国際環境だけではなく国内の

政治過程、アイディアの競争の結果でもある。 

 

（３）戦略の組み合わせ――単極と追走国の相互作用 

 

 以上、単極構造から力が分散化していくときの、追走国と単極（覇権国）の戦略／行動

を別々に考察してきた。これらの組み合わせを、図 2 をもとに考えてみよう。図 2 からは、

単極構造で、力の分散化が起きている場合には、モダリティとしては覇権国も追走国もヘ

ッジング戦略をとる（δ１、δ２）。ヘッジングは、基本的には相手と安定した関係を保ち、

そのなかで自己の地位を守り、また力を蓄えようとするものであり、この戦略の組み合わ

せは整合的であり、システムは安定している10。ただ、すでに明らかにしたように、ヘッジ

ング戦略は、覇権国にとっても追走国にとっても、利害対立は決定的なものではなく、ま

た力の差が十分に大きいときにとられる。したがって、このようなモダリティ以外にも、

双方の力関係、また利害関係によって他の戦略の組み合せが見られる可能性がある。 

利害の齟齬がほとんどないときには、力が分散していっても、覇権国は協調路線をとり、

追走国はサポーター戦略をとり、国際システムは安定する。さらに力が拮抗していっても、
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それは変わらない。覇権国と追走国の間に利害対立が少なく、覇権国の方の力がまだ圧倒

的に強いときには、単極は縛り付け戦略をとり、追走国はバンドワゴン戦略をとる。それ

らの戦略の間にこれまた特に齟齬はなく、覇権的な秩序は維持、強化されよう。 

利害対立が中ぐらいで、力の差が大きな場合や中程度の場合には、すでに述べたように、

覇権国も追走国も、基本的にはヘッジング戦略をとり、双方とも対立を避けるため、安定

は保たれる。ただ、部分的に利害対立が大きな場合には、追走国は、スポイラーを取るか

もしれない。 

覇権国の力が弱くなり、再生戦略や縮小戦略をとったり、オフショア・バランシングに

転ずると、利害対立が一定としても、追走国は、挑戦的な行動をとることが多くなろう。

徐々に力の差が縮まり、双方ともに、バランシング戦略をとるようになると、緊張なり対

立が高まって行くことになる。まさに、古典的なパワー・トランジッション論が示すとこ

ろである。 

これを避けるためには、覇権国と追走国との利害対立を縮小して行くことが肝要である。

たとえば、共通のルールにもとづく国際レジームの形成である。もしそうでなかったら、

理論的には、2 極システムにおける力をベースとした安定のメカニズムを考えなければなら

ない。 

 

６．第 3 国の戦略――東アジア／アジア太平洋を念頭において 

  

（１）一般的な分析 

 

以上、覇権国と追走国との関係を考えてきた。これは、国際政治の構造を大国に焦点を

当て、それらの間の力関係を単極、多極、二極という区分で考え、かつそれらの力の構造

の間の推移のなかで、大国がいかに振舞うかを考えたものである。そこで、大まかではあ

るものの、大国（米中）間のパワー・トランジッションを考えると、将来は、米中の 2 極

体系になる可能性が極めて高い、というものである（もちろん、さらに将来を考えると、

インドの台頭もあり、多極になる可能性もある）。とはいえ、2 極に向かう政治過程におい

て、米中以外の国がどのような政策を取るかは、実際の政治過程に、またその結果として

どのような国際政治システムが出現するかに大きな影響を与えると考えられる。したがっ

て、ここでは、アジア太平洋を念頭において、他の国々がどのように振舞い、それが国際

システム全体にどのようなインパクトを与えるかを考察してみたい。 

単極構造を前提とすれば、他の国には、単極（アメリカ）に対して協力する戦略と、対

抗する戦略がある。ウォルトによれば（Walt [2002]）、協力戦略のなかには、バンドワゴン、

地域のバランスに有利になるようにアメリカと連合する（地域的な同盟／連携戦略）など

がある。また、対抗／抵抗する戦略には、アメリカに対するバランシング（これには、ハ

ードとソフトがある）、（アメリカの言うことを）無視、あるいは 低限にしか聞かない
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（balking）という無視戦略、アメリカを規範や制度で縛りつけようとする縛り付け戦略

（binding）などがあるという。 

 このような協力戦略と対抗／抵抗戦略は、単極が崩れて行く場合を想定すると、覇権国

だけではなく、追走国に対してもとられるであろう。どのような組み合わせが取られるか

は、第 3 国の置かれている位置によって大きく左右されよう。それは、当該の第 3 国がど

のような経済関係、安全保障関係をアメリカと中国に持っているか、また政治体制や経済

体制はどのようなものであるかなどによろう。 

ここで東アジア、アジア太平洋の状況を見ると、まず、経済的には相互依存が進んでお

り、全体として、経済的な国際システムの安定を求めることは、すべての国の共通の利益

となっている。したがって、第 3 国は、どの国を見ても、アメリカ、中国ともに協力関係

を持とうとする強いインセンティブを持つ。 

中国との安全保障関係に問題はなく、経済依存が大きな国は、中国に対する協調戦略を

とろう。この際、アメリカとも安全保障関係で問題はなく（同盟関係を持っていてもよい）、

経済的関係も密な国は、アメリカとも協調戦略をとろう。このような、戦略は、両取り戦

略と呼べよう（たとえば、韓国がその典型的な例か）。また、シンガポールやマレーシアな

ども、このような両取り戦略をとることが可能であろう。 

中国との安全保障関係に問題のある国（典型的には、中国と領土紛争を持つ国）は、ア

メリカとの協調を軸とする戦略を展開しよう。その際でも、中国との経済関係は維持する

ことが必要となる。また、このような戦略をとるとき、当該の第 3 国は、アメリカが自国

の安全保障へのコミットメントをするように、またコミットメントを低下させないよう、

さまざまな手段をとろう11。典型的には日本である（また台湾もそうであるかもしれない）。

また、フィリピンやベトナムもこのカテゴリーに入ろう。 

政治体制が民主主義的ではなく、アメリカと人権問題などで利益の齟齬がある国は、そ

れもとくに中国に経済的に大きく依存している国は、中国に対して、バンドワゴン的な行

動をとろう（北朝鮮、かつてのミャンマー、あるいはカンボジアなどがその例であろうか）。  

さらに、対米、対中ともに協力と抵抗を組み合わせた等距離戦略ともいえる戦略がある12。

すなわち、自律を旨とし、アメリカにも中国にもあまり依存しないようにする。またアメ

リカの影響力も、中国の影響力も片方に寄り過ぎないようにする戦略である。アメリカに

偏りすぎると中国を刺激し、また中国に偏りすぎるとアメリカを刺激する、という理由も

あろう。アメリカ（中国）の影響力が増えたら、中国（アメリカ）の影響力を受け入れそ

れを相殺する。このような両者の間でバランスをとりながら、アメリカ、中国双方との経

済的な関係を増大させていく戦略である。これは、一種のヘッジングであるが、たとえば、

ASEAN の戦略は、全体としては、これに近いものであろう。ただし、ASEAN の個別の国

は異なる戦略をとることがあり、それが、ASEAN の凝集性に影響を与える。 

両取り戦略や等距離外交戦略をとる国々は、米中のパワー・トランジッションのなかで、

システム全体が結果として経済的な相互依存を高め、新しい制度を作っていくのに重要な
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役割を果たそう。それらの国は、アメリカが中国包囲網を作成しようとするとそれに対す

るカウンター・ウェイトとなったり、あるいは、逆に中国が攻撃的な行動をとったときと

か、中国の影響力があまりに拡大しすぎるときにもカウンター・ウェイトとなろう13。ただ、

米中が緊張したときには、自分はそれから身を避けるバック・パッシング的な行動をとる

かもしれないし、アメリカと中国があまりに接近し、彼ら自身の自由度を失うことを嫌う

であろう。 

アメリカと協力戦略をとる国々は、中国が機会主義的な、強硬な行動をとる場合には、

中国に対するバランスをとるための主要な役割を果たそう。また、政治的にも、経済的に

も自由主義的な国が多いであろう。そうすると、これらの国々は、単に安全保障上だけで

はなく、自由主義的な経済秩序の維持に関しても協力することになると考えられる

（Deudney and Ikenberry [2013]）。 

このように複雑で、ときに大小の亀裂を含み、協調と競争があざなえる縄のように入り

組む協争的なシステム14を展開するアジア太平洋において、二国間、多国間にさまざまな制

度が形成され、利害が調整され、新しい秩序が模索される。米中でも戦略対話が行われて

おり、また、ASEAN とアメリカ、ASEAN と中国なども定期的な首脳会議を持っている。

さらに、ARF や APEC という安全保障、経済分野でアジア太平洋すべての国を含む包摂的

制度が形成されている。2005 年発足した東アジア・サミット（EAS）は、2011 年からアメ

リカ、ロシアをメンバーとするようになり、アジア太平洋全域をおおうようになっている。  

米中のパワー・トランジッションはこのような多角的な制度のなかで行われており、そ

れは、パワー・トランジッションの過程に多くの国が参加する装置となり、またパワー・

トランジッションに由来する多くの問題を緩和し、安定的なシステムを維持・創設する機

能を果たしえよう。アジア太平洋は、ヨーロッパと違い、十分な制度がなく、大国間の対

立を制御できない不安定な地域であるといわれることが多い。しかし、本項で示したよう

に、アジア太平洋は、多くの異質の国々からなっており、また、パワー・トランジッショ

ンが急速に進んでいる地域である。このようななかで、今ある制度をいかに使い、パート

ナーシップ・ゲームを展開しつつ、協調の輪を広げることが課題なのである。 

 

まとめと結論  

 

（１）まとめ――2010 年代の国際環境 

  

21 世紀に入り、中国やインドのメガ新興国の台頭が著しく、世界の経済力、軍事力の分

布を大いに変化させている。冷戦後のアメリカの単極構造は徐々に崩れ、単極（アメリカ）

とそれを急追する中国の間の協力と競争が、2010 年代の国際政治の大きな特徴であり、そ

れは、2020 年代に GDP において、中国がアメリカに追いつき追い抜くという「将来の影」

の中で行われている。アメリカと中国は、それぞれ現行の国際秩序や 2 国間関係から得ら
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れる利益、そして双方の力関係を考えながら、基本的な行動／戦略を選択し、その戦略の

組み合わせが、政治過程を形作る。単極が崩れ、中国の力が台頭するにしたがって、アメ

リカは、中国との関係を維持・発展させつつ、中国の機会主義的な行動に備えるというヘ

ッジング戦略をとってきた。中国も、アメリカとの経済関係を維持・発展させつつ、経済

成長を図り、そして軍事力も増強し、将来自己の優位な地位を築いて行くというヘッジン

グ戦略をとってきた。双方がヘッジング戦略をとるとすれば、システムは安定する。しか

し、その間、中国の軍事力は強くなり、アメリカに対する A2/AD 能力を高め、海洋への進

出が顕著になってくる。中国はヘッジング戦略（韜光養晦）の部分的な修正を行い、挑戦

的な要素を強める。これに対して、アメリカもイラク、アフガニスタンから引きつつ、ア

ジア太平洋への軍の再編成を行う。ヘッジングは協力と競争の組み合わせであり、前者が

勝るものであるとすれば、それは徐々に後者が強くなっていると言えよう。ただし、米中

ともに、関与（協力）とヘッジ（抑止）の組み合わせの戦略をとっており、その二つの要

素が組み合わせとウェイトを変え、将来ともに、複雑な過程を展開するものと考えられる。 

 

（２）日本：二重のパワー・シフトの中で 

 

日本は、 2010 年、GDP で中国に抜かれ、1968 年以来保っていた世界第 2 位地位を失い、

将来ますますその相対的な経済力は低下する。かつては、世界の GDP の１割以上を占めて

いたが、2030 年あたりには、5％程度となるという。中国は、2030 年には、日本の数倍（購

買力平価でいえば、10 倍に近いともいう）の GDP を持つ国になっていよう。また、日本

は、20 年に及ぶ経済停滞を経験し、今現在、公的負債の GDP に占める割合は、200％に近

い。力の相対的低下をパワー・シフトというとすれば、日本はそれをもっとも痛切に感じ

ている国であろう。米中のパワー・シフトに加え、日本自身についてのパワー・シフトが

あり、日本は二重のパワー・シフトに直面している。日本は、この間防衛費を低下させ、

また日本外交の中心的な手段であった ODA も大幅に縮小している。 

いわば、日本は、内外共に、優雅な衰退（graceful decline）15を地で行っているといえ

るかもしれない。日本において、この優雅な衰退を認める議論もあるが（橘木・浜[2011]）、

それをいかに克服していくかが、大きな課題である。安倍晋三総理大臣の 2013 年 2 月にア

メリカの CSIS での演説「日本は戻ってきました」その代表的な意思表示である16。 

日本は、いまだ世界第 3 位の経済大国であり、先進国であり、民主主義国であり、アメ

リカの同盟国である。対中経済関係は、日本にとってきわめて大きなものとなっており、

中国との貿易は、対米貿易と 1、2 位を争う。しかし、日本は、中国の軍事増強、とりわけ

海洋進出の影響をまともに受けている国である。2010 年、2012 年には、尖閣をめぐって紛

争が発生し、とくに 2012 年以降、中国の公船が尖閣の日本の領海を頻繁に侵犯している。

戦後日本が直面したもっとも深刻な安全保障問題である。日本の戦略は、対米協調であり、

同盟強化を目指している。ウォルトの用語に従えば、地域的連携である。日本は、アメリ
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カの太平洋ピボットを歓迎し、軍事費の増大など応分の負担をしようとしている。 

中国の接近対抗／領域拒否（A2/AD）能力は増大しており、日本は台湾とともに、その

能力の射程内に入ってきている。日本は、それに対して、2010 年の防衛大綱以来、動的抑

止とか動的防衛力という概念のもとに対抗しようとしている。日本は、アメリカが A2/AD

対策として検討していると言われる AirSea Battle、Offshore Control、さらには Mutual 

Denial というさまざまな選択肢とすり合わせを行いながら、具体的な対応、政策を考えて

行かなければならない（Swaine et al [2013: chapter 5], Takahashi [2012]）。ただ、A2/AD、

そしてそれに対する AirSea Battle や動的防衛力は、より広い戦略のもとで考えなければな

らないであろう。すなわち、一つは A2/AD やそれに対抗する AirSea Battle は、いまだロ

ーカルなものであり、中国の近海（第 1 列島線、さらには第 2 列島線）にかかわるもので

あり、それもすでに触れたように台湾、日本に特にかかわるものである。二つには、A2/AD

に対する対抗策は、明示的にいわなくとも、中国に対するヘッジ、抑止であり、大局的に

は、中国との協力との見合いで考えなければならないものである。この二つの点において、

日本とアメリカは常に調整を図って行くことが必要である。すなわち、中国の A2/AD 能力

の問題は、日本にとってはトータルな問題であるが、アメリカにとってはローカルな問題

でありえる。また、第二の点からは、中国に対するヘッジ（抑止）と協調の合理的な組み

合わせが、日本とアメリカは異なる可能性があるからである。 

また、日本は、単に安全保障だけではなく、TPP 交渉参加に見られるように経済分野で

のアメリカとの結びつきの強化を図ろうとしている。そして、アメリカだけではなく、ア

メリカの同盟国である、韓国、オーストラリア、さらにはインドなどとの安全保障協力を

深めていこうとしている。もちろん、ASEAN 全体、また ASEAN の個別の国とも政治、安

全保障の協力関係を培おうとしている。ただ、前節で述べたように、ASEAN 全体としては、

アメリカ、中国それぞれの影響力の過度の浸透を避け、自立性を保ち、等距離外交的な政

策を展開している。したがって、たとえば、日米同盟の枠組みの延長で ASEAN との協力

を考えるとか、あるいは中国への対抗のための協力を組もうとすると、強い抵抗が起きよ

う。もちろん、ASEAN の個別の国を見ると、フィリピンやベトナムのように中国と領土紛

争を抱えている国もあり、当然、日本は、これらの国と積極的な安全保障協力を展開しよ

う。 

日本の対外安全保障協力は、同心円的なものである。その中心には、日米安保があり、

そのすぐ外縁には、オーストラリア、韓国などのアメリカの同盟国が位置しよう。さらに

その外縁には、ASEAN などが位置しよう。外縁にある国々を含めての包摂的な多角的な制

度においては、多様な協力が展開しよう。そこでは、非伝統的安全保障、経済協力など対

立的な要素を持たない分野での協力が主たるものとなる。 

経済再生は、対内的な問題に処する上でも、対外的な政策を展開するに当たっての資源

を獲得する上でも、必須の戦略である。そして、優雅な衰退をいかに克服して行くかが

大の課題であろう。現在、安倍晋三政権は、いわゆるアベノミックスを敢行しようとして
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いる。金融を緩和し、デフレを克服し、財政出動し景気を刺激し、経済をより自由化して、

日本の経済を活性化しようとしている。この政策が成功するかしないか、2010 年代の日本

の行く末を大きく左右しよう。 

 

（３）パワー・トランジッションを超えて 

 

パワー・トランジッションは、2010 年代の国際政治の大きな特徴であるが、そのような

国際政治認識にはいくつかの留意事項が必要である。一つには、パワー・トランジッショ

ンの将来の動向である。とくに、現在見られる中国の経済成長が将来どうなるか。中国経

済が急に変調をきたしたり、長期の成長率が大きく低下した場合には、パワー・トランジ

ッションのあり方は、それが起きるかどうかを含めて、大きく変わるであろう。二つには、

パワー・トランジッション論は、それから外れた、しかし重要な安全保障の問題を視野の

埒外に置く危険性がある。第 3 世界の内戦や国際テロであり、また朝鮮半島の問題や中東

の問題は、覇権国と追走国の関係という枠組みでは必ずしも捉えられない。三つには、も

しパワー・トランジッションがおき、米中の力が逆転したとして、その政治的な結末がど

うなるかは必ずしも明らかではない。伝統的なパワー・トランジッション論では、パワー・

トランジッションが起きた場合、大きな戦争（あるいは、それと機能的に匹敵する国際政

治上の不安定）が起きるとされる。しかし、米中の 2 極（さらには、インドを含んでの多

極）が出現したとして、そのような力の構造は不安定であるのか、あるいは、それを安定

させるメカニズムを作ることができるのか、さらにそのときまでに米中を含む安定した国

際秩序なりルール・ベースの国際レジームができているかどうか、パワー・トランジッシ

ョンの結末は多くの要因にかかっている。 

四つには、パワー・トランジッションという観点を取ると、えてして、力という要素に焦

点が合い、きわめて現実主義的な視点に立脚した分析や政策が展開される。もちろん、こ

れは、大国間の政治の復活という歴史の現段階を考えれば必然的なことである。しかしな

がら、グローバルな社会が形成されてきていることもまた確かであり、ひろく国家間の協

力、また国家以外のアクターを含めた国際協力の視点を忘れないことが肝要である。これ

は、日本についてもいえるであろう。主権について断固それをまもる気概と備えは必須で

あるが、国際社会での協力に対する貢献を考え、そのための政策を展開することは、日本

の国柄を示すことになり、ひろく日本に対する理解を得ることにつながる。安全保障の根

幹である。 

 
                                                  
1 近年の新興国の台頭が過去にみられないほど、急激なスピードでおきていることを、スー

パーサイクルという（Standard Chartered Bank [2010]）。  
2 このような議論に関しては、Norrlof [2010]。ただ、覇権国が不釣合いに私的な財を獲得

しているとか、私的な財を他国に裁量的に分配しているとの仮説に関しては、批判的な実

証研究も存在する（たとえば、Bussmann and Oneal [2007: 88-111]）。 
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3 この辺、たとえば、野口[2010]。 
4 本章で、経済成長に関して内生的と外生的の区別をしたが、これは経済学で言えば、新古

典派的な成長論は外生的であり、それは、投資の限界収益率が貧しい国のほうが高く、し

たがって、高い成長が期待され、先進国のレベルに収斂して行く、というようなものであ

る。内生的な成長は、国家の政策、制度などによって成長が左右されると論ずるものであ

る。パワー・トランジッションの文脈での議論として、たとえば、Bussmann and Oneal 
[2007: 99-100]。 
5 米中関係（さらに日米同盟）をアメリカと中国の双方の戦略を考えての分析として、

Swaine et al [2013: 237]。 
6 ここで参考となるのは、たとえば、Stephen [2012: 289-309]。 
7 前記の Swaine たちは、アメリカの中国に対する もありえる戦略は、関与（engage）
とヘッジの組み合わせと考えている。広い意味でのヘッジングである。ただ、それは、時

に関与を主とし、時にヘッジを主とする、というように幅広く捉えている。Swaine et al 
[2013: chapter 4, particularly 216-218]。 
8 これを体系的に分析したものとして、MacDonald and Parent [2011: 7-44]。 
9 典型的なオフショア・バランシング論は、Layne [2012]。 
10 前記の Swaine たちの議論において、もっとも可能性のあるシナリオは、アメリカも中

国もヘッジング戦略をとることである。したがって、彼らの結論が、米中の間で（あるい

は、日米同盟と中国の間で）本格的な武力衝突が起きることはないとしているのは、当然

の論理的な帰結であると言えよう。ただ、両方がヘッジング戦略を取るとしても、関与と

ヘッジ（抑止）のどちらに重点をおくかが違い、そのことによって、ヘッジング戦略の組

み合わせでも、安定性が異なってくる（Swaine et al [2013: chapter 5]）。 
11 同盟国が将来そのコミットメントを低下させないように、あらかじめ負担の増大や安全

保障協力の強化などの手段をとることは、いま一つのヘッジングである（Tessman [2012]）。 
12 この戦略に関しては、たとえば次が参考になる（Ciorciari [2010]）。 
13 冷戦期の 2 極構造において、中立国がシステムの安定に貢献する可能性があったことと

通ずるものである。この点、たとえば、Rosecrance [1966: 314-327]。 
14 協争的関係は、英語の coopetitive の日本語である。Coopetitive とは、cooperation と

competition をあわせた造語であり、経営学で、企業間の関係を表す用語として使われると

いう Yamamoto [2011: 131-154], Shambaugh [2013: 4-5]）。 
15 優雅な衰退は、昨今のアメリカ衰退論の議論の中にしばしば出てくる（たとえば、Layne  
[2010]）。 
16 内閣総理大臣安倍晋三「日本は戻ってきました」2013 年 2 月 22 日（CSIS での政策ス

ピーチ）。また、優雅な衰退克服論としては、たとえば、Funabashi [2011]。 
 



 20

参考文献 
 
野口和彦[2010]『パワー・シフトと戦争』東海大学出版会。 
橘木俊詔・浜矩子[2011]『成熟ニッポン、もう経済成長はいらない それでも豊かになれる

新しい生き方 』朝日新書。 

 

Beckley, Michael [2012] The Unipolar Era: Why American Power Persists and China’s 

Rise Is Limited, Ph.D. Thesis, Columbia University. 

─ [2012] “China's Century? Why America's Edge Will Endure,” International Security, 

Vol.36, No.3. 

Brooks, Stephen and Ikenberry, G. John and Wohlforth, William [2012/13] “Don't Come 

Home, America: The Case against Retrenchment,” International Security, Vol.37, 

No.3. 

─  [2013] “Lean Forward: In Defense of American Engagement,” Foreign Affairs, 

January/February, 2013.  

Bussmann, Margit and Oneal, John R. [2007] “Do Hegemons Distribute Private Goods? 

A Test of Power-Transition Theory,” Journal of Conflict Resolution, Vol.51, No.1.  

Ciorciari, John D. [2010] The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great 

Powers since 1975, Washington, D.C.: Georgetown University Press. 

Deudney, Daniel and Ikenberry, John [2013] Democratic Internationalism: An American 

Grand Strategy for a Post-exceptionalist Era, An IIGG Working Paper, Council on 

Foreign Relations. 

Economy, Elizabeth [2013] “Secretary of State John Kerry on China,” Asia Unbound 

(Council on Foreign Relations). 

Funabashi, Yoichi [2011] “March 11—Japan’s Zero Hour,” Time, July 4, . 

Gilpin, Robert [1981] War and Change in International Politics, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Gulick, Edward Vose [1967] Europe’s Classical Balance of Power, New York: Norton. 

Haas, Richard [2012]  “The Restoration Doctrine,” American Interest, 

January/February, 2012. 

Layne, Christopher [2010] “Graceful Decline,” American Conservative, May 1, 2010. 

─ [2012] “The (Almost) Triumph of Offshore Balancing,” National Interest, January 27. 

MacDonald, Paul K. and Parent, Joseph M. [2011] “Graceful Decline? — the Surprising 

Success of Great Power Retrenchment,” International Security, Vol.35, No.4. 

Mandelbaum, Michael [2010] The Frugal Superpower: America’s Global Leadership in a 

Cash-Strapped Era, New York: Public Affairs. 

 



 21

National Intelligence Council [1997] Global Trends 2010 (Revised edition). 

─ [2000]Global Trends 2015: A Dialogue about the Future with Nongovernment 

Experts. 

─ [2004] Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 

2020 Project. 

─ [2008] Global Trends 2025: A Transformed World. 

─ [2012] Global Trends 2030: Alternative Worlds. 

 

Norrlof, Carla [2010] America’s Global Advantage: US Hegemony and International 

Cooperation, Cambridge: Cambridge University Press. 

Organski, A.F.K. [1958] World Politics, New York: Knopf. 

Posen, Barry [2013] “Pull Back,” Foreign Affairs, Vol.92, No.1, January/February. 

Rosecrance, Richard [1966] “Bipolarity, Multipolarity, and the Future,” Journal of 

Conflict Resolution, Vol. 10, 314-327. 

Ross, Robert [2013] “The Problem with the Pivot,” Foreign Affairs, Vol.91, No.6, 

November/December.  

Schreer, Benjamin [2013] “Planning the Unthinkable War: ‘AirSea Battle’ and its 

Implications for Australia,” Australian Strategic Policy Institute. 

Schweller, Randall L. and Pu, Xiaoyu [2011] “After Unipolarity: China's Visions of 

International Order in an Era of U.S. Decline,” International Security, Vol.36, No.1. 

Shambaugh, David ed. [2013] Tangled Titans: The United States and China, Lanham: 

Rowman & Littlefield. 

Standard Chartered Bank [2010] The Super-cycle Report. 

Stephen, Matthew [2012] “Rising Regional Powers and International Institutions: The 

Foreign Policy Orientations of India, Brazil and South Africa,” Global Society, 

Vol.26, No.3. 

Swaine, Michael et al [2013] China’s Military and the U.S.-Japan Alliance in 2030: A 

Strategic Net Assessment, Washington, D.C.: Carnegie Endowment for 

International Peace. 

Takahashi, Sugio [2012] “Counter A2/AD in Japan-U.S. Defense Cooperation: Toward 

‘Allied Air-Sea Battle’,” The Project 2049 Institute, Futuregram 12-03. 

Tammen, Ronald et al, eds. [2000] Power Transitions, Washington, D.C.: CQ Press. 

Tessman, Brock [2012] “System Structure and State Strategy: Adding Hedging to the 

Menu,” Security Studies, Vol.21, No.2. 

Thompson, William ed. [2008] Systemic Transitions, New York: Palgrave. 

Walt, Stephen M. [2002] Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy, 



 22

Ithaca: Cornell University Press. 

Waltz, Kenneth [1979] Theory of International Politics, Reading: Addison-Wesley. 

Yamamoto, Yoshinobu [2011] “Coopetitive Power Transition?  Security Architecture in 

the Asia-Pacific,” Integrated Assessment Office, Ministry of National Defense, 

Republic of China, 2011 Defense Forum on Regional Security, Conference 

Proceedings. 

Young, Oran [1966] “Bipolarity, Multipolarity, and the Future,” Journal of Conflict 

Resolution, Vol.10. 

 

【執筆者紹介】   

学歴 

1966 年、東京大学教養学部卒業 

1974 年、米国ミシガン大学政治学部博士課程修了（Ph.D.） 

職歴 

埼玉大学、東京大学、青山学院大学教授を経て、現在新潟県立大学教授、PHP 総研・研究

顧問 

主要著書 

『「帝国」の国際政治学』（東信堂、2006 年） 

『国際レジームとガバナンス』（有斐閣、2008 年） 

『日本の大戦略』（共著、PHP 研究所、2012 年） 


