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 はじめに 

 
 冷戦終焉が齎した東西対立図式の解消によって、各国は安全保障戦略枠組みの見直しを迫ら

れている。冷戦の時代、軍事力の強化を前提に構築された安全保障戦略が、明確な「敵」の消

滅に伴い、その論理的基盤の核心部分を失い始めたからである。そして今日、「防衛 (defense)」
と「抑止 (deterrence)」に依拠した冷戦期の安全保障観の後退と対照的に、「リアシュアラン

ス (reassurance)」、つまり、戦力の強化によって安全を図るのではなく、相手に安全であるこ

との確信を与える方策を通じ、自らもまた安全であることを確信しうるシステム構築の試みが、

ひとつの時代を象徴する形で脚光を浴び始めている。 
 確かに、こうした新たな安全保障の構想は、今世紀の二度に亘る大戦への反省から、国際連

盟の中において、さらには、国際連合創設の過程で、永久平和を達成する理念枠組みとして呈

示され、また同時に、程なくして潰え去った思想に繋がるものである。従って、こうした理念

が呈示されたこと自体、冷戦が「大戦」に外ならなかった証左と指摘されることに異論を挟む

余地は少ないものの、この新たな安全保障観が 21 世紀を迎える国際社会の中に着実に根づく

保証に疑義の生じることもまた当然と言えよう。だが、こうした批判が存在するにせよ、今日、

時代が新たな安全保障観を要請していることは紛れもない事実である。そして、この時代の雰

囲気を端的に反映する「安保対話」や「信頼醸成措置 (CBM)」、さらには、「協調的安全保障 
(cooperative security)」への関心の高まりが継続するのであれば、やがて軍備管理・軍縮を介

した新たな安全保障枠組みの構築へと繋がってゆくに違いない。 
 事実、ヨーロッパではこうした時代感覚の変化を背景に、アルバニアを除く全欧州諸国に米・

加を加えた 35 カ国がヘルシンキに集い、73 年７月に公式に発足した全欧安保協力会議 
(CSCE) が、その存在意義を増し始めていた。75年８月に、平和的変更の余地を残しながらも

戦後ヨーロッパの重大な争点のひとつを形成した国境線の確定を図ると同時に、東西の軍事的

緊張を緩和するCBMの分野で重要な一歩を記した「ヘルシンキ協定」に合意した参加諸国は、

爾後の再検討会議を通じ、86 年９月には「欧州軍縮会議」を成功に導いた。この会議で 
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は、一層の軍事的透明性を確保するCBM 分野の精緻化が図られたばかりでなく、それまでソ

連が頑なに拒み続けてきた「現地査察」をゴルバチョフ書記長が初めて認めたが、このことは

爾後の軍縮交渉の推進に決定的な意味を持っていた。何故なら、この会議で合意された詳細な

査察手続きが、軍縮の推進に不可欠な「動きを示さない軍」に関する情報を確実に齎すことに

なったからである。87年 12月の米ソ中距離核戦力 (INF) 条約も、また、90 年 11月の欧州通

常戦力 (CFE) 条約も、この成果がなかったならば合意に至ることはなかったのである。 
 このように、冷戦の時代に東西の緊張緩和に重要な役割を担ったCSCEは、冷戦の終焉を契

機にさらにその意義を増すことになったのである。ソ連もワルシャワ条約機構も消滅した 92
年１月末、プラハで開催されたCSCE外相会議は、この間の情勢変化を受けて既に加盟を達成

していたアルバニアやバルト三国に加え、旧ソ連の権限を継承したロシアを除く独立国家共同

体 (CIS) 10カ国の新規加盟に同意した。また、CFE交渉の母体としてこの交渉を成功に導い

たCSCEはこの会議において、紛争処理・調停機能強化を図るべく、その意思決定方式を従来

の全会一致から「コンセンサス・マイナス・ワン」へと改めた。このことは欧州の安全保障を

巡り、これまで国際社会においてタブーとされた内政干渉が、全体の安定と平和維持の名の下

に制度化されることを意味した。加えて 94年 12月のブダペストの首脳会議では、ヨーロッパ

独自の紛争解決機能を制度面からも補強するために、その名称を全欧安保協力機構 (OSEC) 
と改めた。このように加盟国の一層の増加と機能強化によって「ヨーロッパ」を体現し始めた

OSECは、さらに 96年 12月のリスボンでの首脳会議において、自らの役割を「境界線のない

共通安全保障空間の創造」と規定するとともに、国連憲章第８章の地域的取り極めに基づく機

構、つまり、創設時の国連が在るべき安全保障の姿として企図した集団安全保障 (collective 
security) の枠組み、と宣言したのである1。 
 ところで、冷戦の終焉に触発されたこうした安全保障環境および安全保障観の変化は、その

論理的帰結として冷戦期に構築された「同盟」の在り方にも大きな影響を及ぼすことになった。

とりわけ、冷戦期の過酷な東西対立から解放され、「敵」の存在しない「協調」の時代を迎えた

ヨーロッパにおいては、冷戦に勝ち残ったNATO がまさにその勝利の故に、新たな時代に向け

た対応に苦慮することになったのである2。 

 既に 89 年末、冷戦終結が宣言された米ソ・マルタ・サミットに歩を合わせ、急激な時代変
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1  Organization for Security and Co-operation in Europe, Lisbon Document 1996: Lisbon 
Decla a on on a Common and Comprehens ve Security Model for Europe for the 
Twenty-First Century (DOC.S/1/96,  3 December 1996) を参照。 
2  こうした時代を反映した同盟の解消論については、Richard H. Ullman, Securing Europe 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), pp. 47-79; Jonathan Clark, “Replacing 
NATO,” Fo eign Policy, Vol. 93 (Winter 1993-94), pp. 22-40; Hugh De Santis, “Romancing 
NATO,” Jou na  o  Strategic Studies, Vol. 17, No. 4 (December 1994), pp. 61-81. 等を参照。 
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化の中に来るべき時代を見据えた北大西洋条約機構 (NATO) は、自らの存立意義を従前の「軍

事同盟」から「（国際的同盟のための）政治的枠組み」へと修正する方針を明示した3。それは、

ソ連の齎す軍事脅威への危惧が高まった 1949年４月、国連憲章第 51条に規定される個別およ

び集団的自衛権に則り、北大西洋条約に署名し、軍事同盟としてのNATO 創設に着手した米・

加および西欧諸国が、東側世界の崩壊に伴って存在意義の薄れ始めたこの同盟の新たな方途の

模索開始を示唆するものであった。そしてさらに、こうした時代の流れの中で 95 年 12 月、

NATO は同年９月に自らが選択した歴史的な東方への拡大の公表に伴い、これを軍事同盟の拡

張と見做して反発を強めるロシアの不信を緩和するために、初めて「協調的欧州安全保障構造 
(cooperative European security architecture)」の創設、換言すれば、市場民主主義や法治主

義に立脚した、一方の安全の確保が他方の安全の喪失を引き起こすことのない安全保障体制の

構築、に言及したのである4。 
 本稿は、内外の不確定要因が齎す影響から免れることを目指したこうした一連の「制度化」

を通じ、より安定した安全保障枠組みの構築を開始したヨーロッパにあって、とりわけ、その

帰趨が注視されるNATO に焦点を当て、冷戦後の新たな姿を模索する「同盟」の将来を、その

論理的側面と現実的対応の双方の角度から検討を加えるものである。 

 

 第１章 同盟の変容 

 

 第１節 同盟について 

 

 「同盟 (alliance) とは、ある政治状況の下で、一定の軍事的共同行動をとることを明示

した国家間協定関係を指す。連合 (coalition) が主として戦時に限定されるのに対し、同

盟は平時および戦時にわたる関係である。元来、同盟の意味するものは、敵性国の存在を

前提とした対抗手段としての目的合理的国家結合であるが、1648 年のウェストファリア

条約以後の多元的欧州世界においては、強大国の出現を阻止し、勢力均衡下に安定した国

家関係を保つべく、同盟が柔軟に機能した。それ故、紛争は局地化され、比較的安定した

国際体系が築かれた。ウィーン会議後、革命フランスの再興を恐れたイギリス、ロシア、

プロシア、オーストリアの４国同盟がこの例である。ところが、各国の政治利害が直接的

に対立し、力の政治が支配し始めると、同盟は、明確なブロックに沿って展開される硬直

                                                           

 

-

3  この NATO の変質については、North Atlantic Treaty Organization, Facts and Figures  
(NATO Information Service, 1984), p. 22. と、North Atlantic Treaty Organization, Facts and
Figures (NATO Information Service, 1989), p. 13. を対照。 
4 Final Communique M-NAC 2 (95)118 (5 December 1995) を参照。 
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した国家結合に変質する傾向を示した。第一次世界大戦、第二次世界大戦は柔軟な同盟機

能の喪失を意味していた。そして、第二次世界大戦後の米ソ二極構造の下では、近代西欧

国家体系を背景に発展した伝統的な同盟は影を潜め、国際連合憲章に規定された集団的自

衛権による国家間協定がこれに代わって機能し始めた5。」 

 

 「同盟」を上述のように定義し、この枠組みに沿ってその冷戦後の存立意義を見出そうと試

みるならば、論理的には以下の三つの方法が存在する。第一は、柔軟に機能した嘗ての「同盟」

へと回帰することである。しかしながら、同盟が敵性国の存在を前提とした国家結合である以

上、冷戦の終結が同盟の硬直化の一因であるイデオロギー的要素を取り除いたとはいえその残

像が存在するために、また、力の「均衡」よりも「優越」が含意されることに起因する硬直化

をやはり免れないために、これが可能な今日的条件は限られている。第二は、国際連合憲章第

51条を根拠に同盟を維持する方策である。つまり、この条項に規定される個別的および集団的

自衛権による国家間協定の枠を合法性の名の下に踏襲することが理論的には可能である。だが、

これについては暗黙裡にせよ敵性国の存在を前提に据えねばならない以上、既存の同盟関係に

あっても、また、新規の枠組みを設定する場合にはなおさら、これに伴うリスクやコストを勘

案しなけらばならない。そして、さらに重要な点は、明示される「敵」の存在に言及できない

状況の下では同盟の正当性を確保することが極めて難しいことである。第三は、既存の同盟に

本来の目的とは異なる（あるいは、冷戦期に表面に現れることのなかった）新たなミッション

を付加し、これを前面に押し出すことによって同盟の核心部分を保持しながら、存立意義を確

保する方法である。 

 さて、冷戦の終焉に接し、NATO が選択したのは第三の方法であった。すなわち、元来、ソ

連（当時）の軍事的脅威に対抗することを目的に結成されたはずのNATO は、既にロシアを「敵」

とは規定できない新たな環境にあって、本質的に不可測な将来に備えるための「根幹部分」、す

なわち、北大西洋条約第５条等に示される共同防衛の部分を内に確保するために、統合軍事機

構の変更や戦略の修正といった「上部構造」の変革と、他の国際機関との接点を模索する「グ

レー・ゾーン」への活動領域の拡大を開始した6。このように NATO は伝統的な枠組みの根幹

部分を担保しながら、さらにこれを超えたヨーロッパ全般の安全に係る「利益共同体」の創造、

                                                           
5  防衛学会編『国防用語辞典』朝雲新聞社、昭和 55 年、254 頁。 
6  このように NATO の構成要素を、第３条（武力攻撃に対する抵抗力の発展）、第４条（認知さ

れた脅威に基づく協議）、および、第５条（武力攻撃に対する共同防衛）といった、同盟としての

体裁を保つうえで不可欠な「根幹部分 (bottom line)」と、統合軍事機構や指揮・命令システム、

さらには、戦力配備や戦略といった、時代の流れに応じて変更を必要とする「上部構造 
(superstructure)」とに分類する、Michael Howard, “The Remaking of Europe,” Survival, Vol. 32, 
No. 2 (March/April 1990), p. 104 を参照。 
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すなわち、過去の分断を克服し、民主的で平和なヨーロッパの将来を司る機構への脱皮を企図

したのである。 

 

 第２節 NATO の変質 

 

 90 年５月にワルシャワ条約機構の脅威が事実上消滅したことを宣言した NATO は、同年７

月、ソ連のゴルバチョフ大統領を始めとする嘗ての敵国の代表をNATO 本部に招くとともに、

恒久的な外交官連絡制度を設けるなど、ヨーロッパの平和と安定を図る新たな枠組みの構築に

向け、旧東側諸国の協力を要請する文書を採択した。そして、この試みが成功を収めると、91
年 11 月にはさらに「平和と協力に関するローマ宣言7」を発表し、新設される北大西洋協力理

事会 (NACC) を介した旧東側諸国との関係強化の方向を打ち出した。こうして対話と協力の

枠組みの拡大を図ったNATO は、強固な軍事同盟としての色彩を薄めるための「政治同盟化」

を図りながら、ヨーロッパ全体を覆う「利益共同体」への歩みを開始したのである。 
 これと並行して「脅威」の存在しない状況に直面したNATO は、既存の軍事力の再編・縮小

にも着手しなければならなかった。これまで通常戦力面での劣勢を補う形で配備を続けた（主

として米国の）核戦力は、通常戦力の低水準均衡を目指して合意された 90年 11月の欧州通常

戦力 (CFE) 条約の締結によって、戦略的意義を失いつつあった。そして、これが 91 年 11 月

のローマでの首脳会談が採択した「新戦略概念」の中で、1967 年末以来のNATO 戦略の根幹

を形成してきた柔軟反応戦略の修正 (modify) といった形で表面に現れると、それは同時に、

西欧側の対米依存を急激に低減させ、欧州連合 (EU) や西欧同盟 (WEU) を介した安全保障面

での西欧の独自性（アイデンティティ）の増大へと繋がっていったのである。 
 同様に、NATOは通常戦力の再編も図らねばならなかった。それまで西独の東部国境線に沿って

前方展開されてきた欧州連合軍麾下の主力８個軍団は、ドイツが統一され、また、東欧からのソ連

軍の撤退が進み、警戒時間が大幅に伸びたために、配備継続の理由を失っていた。加えて、相対的

に東側に比して劣勢にあったとはいえ、冷戦期のNATO 兵力も200万人を上回っていた。そのた

め、冷戦の終焉は通常戦力の維持・強化の重い負担から西欧諸国を解放する格好の機会を提供する

ことになった。だが反面、急激な兵力の削減は将来の紛争予防や対処に支障を来たすことが明らか

であったし、国内的には各国の抱える失業問題を複雑にしかねなかった。 
 91 年５月、NATO 国防相会議は、域内での分散配備が予定される主力防衛部隊、即時展開

部隊と緊急即応部隊からなる即応部隊、危急の場合に米国から来援する増援部隊、の三種の戦

                                                           
l7  Rome Dec aration on Peace and Cooperation を参照。 
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力によって構成される新たな戦力構想を呈示した8。この構想の特徴のひとつは、各国の軍事力

削減を反映して、また、過去のナショナリズムが軍事問題に容易に結び着いた危険を未然に防

止するために、主力防衛部隊の基本単位となる軍団が、師団を単位として多国籍化されたこと

であった。だが、NATO の新しい姿を象徴する最大の変化は緊急即応部隊の創設に見い出され

た。何故なら、NATO 域内の紛争が考えられない以上、これが域外 (out-of-area) リスクへの

対処手段と評価されたからであり、同時に、北大西洋条約に規定された共同防衛範囲の枠を超

える作戦活動に、NATO が積極的に関与する姿勢を暗示したからである。 

 事実、91年６月に民族主義政党に率いられたスロベニアとクロアチアがユーゴ連邦からの一

方的な独立を宣言したことに端を発し、旧ユーゴ紛争が勃発すると、NATO は徐々にこの争点

に関与してゆくことになる。 
 92年３月、事態を重く見た国連安全保障理事会は創設された国連保護軍 (UNPROFOR) を
この地に派遣し、一応の鎮静化に成功した。ところが、時を移さず紛争の火種がボスニア・ヘ

ルツェゴビナに飛び火し、苛烈を極めるこの地の民族・宗教抗争が人道的見地からも座視でき

ない状況が生まれるに及び、８月末、国連安全保障理事会はEC と連携してユーゴ和平国際会

議を招集し、調停工作を本格化させた。けれども、紛争当事者が相互に強硬な姿勢を崩さない

以上、マーストリヒト条約調印によって統合の道を歩み始めたとはいえ、武力行使の威嚇の裏

付けなしに和平を導こうとするEC の努力には限界があった。同様に、当事者同意や中立性の

確保、あるいは、非強制といった平和維持活動 (PKO) の原則に則り遂行される国連保護軍の

役割も限定されていた。いずれにせよ、早急に紛争を解決し、平和を取り戻すために、冷戦後

のヨーロッパにおける唯一の軍事組織であるNATO への期待は否応なく高まったのである。 

 92 年６月、NATO は、自らの手続きに従い、総てのヨーロッパ諸国が参画する全欧安保協

力会議 (CSCE) の「責任」の下に遂行される平和維持活動を支援する方針を明示した。また、

同年 12 月には、国連安全保障理事会の「権威」に基づく平和維持活動への支援の用意がある

旨、表明した。こうしてNATO は条約の修正を見ることなく、域外問題への関与の道を拓いた

のである。 
 この間、NATOは92年７月には国連安全保障理事会が決議したアドリア海における禁輸措置を

支援するため、地中海常設艦隊をこの海域に派遣し、監視活動を開始したのを始め、11月には、国

連安全保障理事会が人道援助物資の供給を目的に国連保護軍の活動範囲を拡大する決議を採択し

たことを受けて、地上での国連保護軍の現地司令部活動に協力するための要員を派遣した。同時に、

NATO は航空作戦も展開してゆく。10 月には、国連安全保障理事会が設定した飛行禁止空域を確

保するために、AWACS監視を開始した。さらに翌年４月に、飛行禁止措置を強制するための武力

                                                           
8  Defence Planning Committee and Nuclear Planning Group Communique を参照。 
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行使容認決議が採択されると、欧州連合軍麾下の南欧軍航空機やアドリア海に展開する空母艦載機

による違反機の監視や強制措置の履行に当たることになったのである。 

 けれども、こうしたNATO の努力にもかかわらず、紛争終熄の気配が一向に見られない状況

を危惧した国連安全保障理事会は、93年６月、先に設定した安全地域の防護のための自衛的な

武力行使を容認した。そして、これを受けてNATO は攻勢を続けるセルビア人勢力に対し、空

爆を含む強制措置を取る可能性を示唆し、その動きを牽制したのである。こうした最中、94年

２月にサラエボ市場爆破事件が発生し、多くの市民が死傷するとともに、セルビア人勢力に包

囲されたこの町の陥落が目前に迫ると、NATO はセルビア人勢力に対し、包囲が解除されない

場合には空爆を実施する旨、最後通告を行った。折しも２月末、ボスニア上空において４機の

未確認機が NATO 軍機によって撃墜された。冷戦期に一度も砲火を交えることのなかった

NATO が、冷戦とは全く異なる文脈の中で初めて軍事力を行使したのである。さらに４月、度

重なる警告を無視したゴラジュデのセルビア人勢力に対し、遂にNATO は国連事務総長の要請

に従い、空爆を実施した。そして、これを契機に旧ユーゴ紛争は新たな局面を迎えることにな

ったのである。 
 嘗ての湾岸戦争と同様、平和を創造するためには平和維持の枠組みを超える各国の協力が必

要であった。平和は力によってのみ達成されるように思われた。こうして 95 年８月末に開始

された NATO の大規模空爆作戦が効を奏すると、10 月には水面下で続けられていた米国主導

の調停工作が実を結び、紛争当事者が停戦協定に調印した。そしてさらに 12月にはボスニア・

ヘルツェゴビナ包括和平協定が調印され、即日発効したのである。 
 この間、国連保護軍に代わり派遣が決まった平和実施軍 (IFOR) の中核を担うべく計画の策

定に当たった NATO は、10 月、活動期間を１年とする６万人規模の兵力の投入に基本合意し

た。和平達成の主役を演じた米国は、クリントン政権が最大の規模となる２万人の兵力派遣を

公表した。他方、予て平和実施軍への参加を表明していたロシアは、平和実施軍の指揮権問題

を取り挙げ、NATO の先行を牽制した。だが、この問題は、平和実施軍の中核を構成する部隊

の最終的な指揮を担当する米国人である欧州連合軍最高司令官 (SACEUR) が「米国」の将軍

として、副司令官に就くロシア軍人を介してロシア軍の指揮に当たることで決着した。このよ

うに冷戦後のヨーロッパで俄に浮上した旧ユーゴ紛争は、多くの不可測要因を孕みながらも一

応の収拾が図られた。同時に、NATO はこの争点にロシアを巻き込みながら、自らの存立を正

当化する「利益共同体」への一歩を記したのである。 
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 第２章 同盟の将来－試金石としてのNATO 拡大 

 

 第１節 NATO 拡大の経緯 

 

 NATO の拡大については不可思議な部分が多い。何故なら、既述したように、時代の趨勢が

「抑止」から「リアシュアランス」へと移行し始めたヨーロッパの安全保障環境の下で、当初、

統合軍事機構や戦略（柔軟反応戦略）の修正といった「上部構造」の変革と、他の国際機関と

の接点を探る「グレー・ゾーン」への活動領域の拡大によって、その「根幹部分」、すなわち、

同盟の核心部分である「共同防衛」の維持・確保を目指すと思われた NATO が、95 年９月の

東方への拡大表明を契機に、それまでの慎重な守りの姿勢から攻勢へとその方向を転じたから

である。そこで、ここでは同盟の将来を占う試金石としてこのNATO 拡大問題を採り挙げ、こ

の選択を行ったNATO の事情を、とりわけ、この争点に主導的役割を果たした米国クリントン

政権の意図と対応の中に探るとともに、この争点が必然的に遭遇する問題について触れてみる

ことにしよう。 

 冷戦後のヨーロッパにおいては、過酷なソ連支配の桎梏から漸く脱出した旧東欧諸国が、そ

の経済的苦境を克服する方策としての EC（後に EU）加盟と、将来の大国ロシアの復活への

恐れを事前に回避するための（軍事同盟としての）NATO 加盟への期待を表明し始めていた。

当時、既存の加盟諸国がNATO の生き残りの道を「政治同盟」の中に探っていたことを考えれ

ば、これは奇妙な逆転現象であった。 

 こうした状況を受けて、市場民主主義への移行を始めたポーランドとハンガリーとチェコを

支援するために、米国ではこれら諸国のNATO 加盟を強く主張していた上院外交委員会・欧州

問題小委員会議長を務める共和党の有力議員ルーガー (R. Lugar) が、新たな環境へのNATO
の適応（つまりNATO の拡大）は不可避であり、さもなくばその存在意義を失うと主張してい

た。それは丁度、冷戦の終焉に接し、従前の役割を失い始めたNATO の存続を巡り展開された

「域外か、役割の喪失か (out of area or out of business)」と同じ文脈の問い掛けであった。他

方、NATO 筋は、冷戦の終焉によって旧東欧地域に生じた力の空白を埋める必要を痛感してい

たものの、こうしたNATO の措置をロシア政府が新たな「封じ込め」と見做して反発すること

や、あるいは、これがロシアの民族主義者に言質を与え、かえって市場経済化の道を歩み始め

たエリツィン政権の動揺を誘いながら、新たな対立の火種へと繋がることを警戒していた。加

えて、NATO の東方への拡大がこれら旧東側諸国の抱える民族問題を NATO 内部に持ち込む

恐れの大きいことや、新規加盟に伴い共同防衛範囲が拡大すること、並びに、経費負担が増大

する危険を理由に掲げ、時期尚早と見做していた。 
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 そして、この時期、NATO の盟主である米国のクリントン政権もまた内部に多様な見解を抱

えていた9。ホワイトハウスでは国家安全保障担当のレイク (A. Lake) 補佐官がNATO 拡大を

大統領に進言していた。だが、クリントン大統領自身は、93 年４月 22 日の豪雨の中、ホワイ

トハウス南庭で催されたホロコースト博物館の開設記念式典に寄せて招待された旧東欧諸国首

脳（特に、チェコのハヴェル (V. Havel) 大統領やポーランドのワレサ (L. Walesa) 大統領）

との事前の会談を通じ、また、爾後のホワイトハウス内部での検討によって、早い時期から拡

大への意思を固めていた、と後に伝えられることになったが10、その態度を明示してはいなか

った。国務省においては、８月に入り、クリストファー (W. Christopher) 国務長官からこの

争点が政府の検討課題とはなっていない旨の言明がなされたが、状況は刻々と変化していた。

事実、後に欧州およびカナダ問題担当の次官補としてこの問題の取り纏めに奔走するホルブル

ック (R. C. Holbrooke) 駐ドイツ大使が、中欧の安定を優先する立場から、拡大に賛成してい

た。また、副長官として安保政策を担当するディヴィス (L. Davis) は、加盟を希望する諸国

に対しては、将来の正式加盟への含みを残しながらも当面は準メンバー (associate member) 
として遇する案を提起していた。一方、旧ソ連問題担当特別顧問のタルボット (S. Talbott) は、

ロシアとの関係を重視する立場から、NATO の拡大に強く反対し、国務省内の意見対立を際立

たせていたが、同時に、同じローズ (Rhodes) 奨学生として学生時代から大統領と親交のあっ

た彼は、役職を超えた個人的な影響力を大統領に与える位置を占めていた11。これに対し、国

防省は北大西洋条約第６条の適用と拡大に伴う経費問題を理由に、概して消極的であった。同

様に、統合参謀本部においても、シャリカシヴィリ (J. Shalikashvili) 議長が（その出自がポ

ーランドであるにもかかわらず）拡大に伴う米軍への新たなミッションの付加に反対し、その

代案として旧東側諸国との緩い軍事協力計画を提案していた。この案は、後に「平和のための

パートナーシップ (PFP)」へと繋がることになるが、彼自身は旧東欧諸国に必要なものは軍事

協力ではなく、経済支援であると考えていた。 

 折しも、93年８月下旬、ポーランドを訪問したエリツィン大統領がワレサ大統領との会談に

おいて、ポーランド政府の期待するNATO 加盟に「暗黙の了解」を与えたことが報道された12。

                                                           
t

t
t

9  以下に概述する当時の米国政府内部の動きについては、Washing on Post, July 5, 1995. を参照。 
10  Zbigniew Brzezinski and Anthony Lake, “For a New World, a New Europe,” New York 
Times, June 30, 1997. 
11  Washing on Post Magazine, June 9, 1996. 
12   Washing on Post, September 1, 1993. こ れ に 対 し 、 Brian D. Taylor, “Russian 
Civil-Military Relations after the October Uprising,” Survival, Vol. 36, No. 1 (Spring 1994), pp. 
3-29 では、エリツィン大統領がポーランド側の呈示した NATO 加盟要求を拒否しなかったため

に、これに驚いたコズイレフ外相がその晩、大統領の翻意を促した、と記されている。この問題

を巡るロシア政府内部の動きは詳らかでないが、大統領はその後、米、英、仏、独に対し、ロシ

アの加盟が認められない NATO の拡大に反対する意向を認めた書簡を送っている。 
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そして、こうした外的条件に触発される形でNATO の拡大論議が高まってゆく。 

 93年 10月、米国ではこの問題を巡る政府会議が開かれた。その結果、クリントン大統領が、

NATO の拡大に直接踏み込むのではなく、当面の課題を PFP に設定することで同意すると、

同じ 10月、米国の要請に基づきNATO として史上初めて開催される非公式国防相会議におい

て、この方針の是非を巡る同盟諸国の意思を問うことになったのである。 

 さて、こうしてドイツのトラヴェミュンデ (Travemuende)で開催されたNATO 国防相会議

は、ロシアの参加をも積極的に期待するPFPを優先させることによって、当面のNATO 拡大

を見送る米国案に同意した。その結果、同年12月の北大西洋理事会での合意を経て、翌 94年

１月、NATO はPFPを公表したのである13。多くの不安定要素を孕む旧東側諸国の状況に鑑み

れば、また、昔日の「力」を失ったとはいえ、予想されるロシアの反発を考慮すれば、この時

点において拡大問題を前面に押し出すことはNATO にとっては得策でなかった。そのため、こ

の文書では将来のNATO 拡大に含みを残しながらも、緊急かつ現実的な視点から、当面の具体

的な目標をNATO 自身が新たな活動領域として期待する平和維持活動での協力に据える一方、

これに参加する諸国の領土保全に危機的な状況が発生した場合には、これに対するNATO とし

ての軍事行動の可能性に含みを残しながら、状況に応じて個別に協議する旨、表明するに留め、

課題の先送りを図ったのである。 

 こうしてNATO 拡大を巡る論議は一応の収拾が図られたように思われた。だが、これで旧東

欧諸国の「不満」が鎮められたわけではなかった。10月にはロシア国内の不安定化が、ロシア

最高会議ビルへの武力鎮圧行動となって顕在化していた。こうしたエリツィン大統領の強硬な

姿勢が、再びロシアを強圧的な対外政策へと駆り立てるかもしれなかった。あるいは、強いロ

シアの復活を掲げて擡頭し始めた反動勢力が、エリツィン政権の一層の動揺を誘わない保障も

なかった。NATO が先に呈示した NACC を介した政治・外交面の協力だけでは不充分であっ

たし、同様にPFPの枠組みも彼らの期待には合致しなかった。旧東欧諸国の不満はNATO 加

盟以外に拭い去る方法がないように思われた。 
 そして、時を同じくして、米国政府の内部においてNATO 拡大を加速する新たな動きが示さ

れてゆく。93年の末、レイクはカーター政権時代の国家安全保障担当補佐官であったポーラン

ド系の要人であるブレジンスキーの後ろ盾を得て、再びNATO の拡大を大統領に進言した。協

調的安全保障論に与するレイクが、対ソ（ロ）強硬論者として知られるブレジンスキーとその

目的において一致し、共同歩調を採ったことは興味深いことであった。また、EU の深化・拡

                                                           
13  この文書は、北大西洋条約第 10 条に基づく将来の加盟国拡大の不可避性に言及するとともに、

当面の目標を平和維持活動での協力に据え、参加国を募った Invitation と、この枠組みに参画す

る諸国の具体的な行動の指針を規定した Framework Document の２つの部分から構成されてい

る。NATO Review, Vol. 42, No. 1 (February 1994), pp. 28-29 を参照。 
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大に潜むヨーロピアン・アイデンティティに対抗し、ヨーロッパにおける米国の政治的発言力

を確保する意図や、外側から見れば、冷戦後の唯一の超大国として振る舞う米国の「覇権」行

使と見紛うばかりのプライマシー（米国第一位主義）の意識、さらには、潜在的な冷戦への勝

利感14が混在し、拡大論議の背景を複雑にしていたが、いずれにしても全体の流れは拡大へと

傾きつつあった。他方、大統領と個人的に親しいタルボットも年が明け、国務副長官へと昇進

したことを機会に、閣内不一致の回避を理由に次第にNATO 拡大に同意する方向へと姿勢を転

換してゆく。この間、93 年末にはチェコを訪問したクリントンが、NATO 拡大を「いつ、ど

のようにして実施するか (when and how)」の問題と発言し、米国政府の微妙なトーンの変化

を伝えていた。このように米国政府はNATO がPFPを採択した時点で、既に拡大への意思を

固めていたのである。 

 こうして米国ではPFP参加国、とりわけ94年３月までに調印を終えたポーランドとハンガリ

ーとチェコの３国に余剰兵器装備を移転し、NATO諸国との装備や兵器システムの平準化と互換

性を図ること、つまり、これら諸国の将来の NATO 加盟を軍事面から支援することを目的に提

出された「1994年NATO加盟法案 (1994 NATO Participation Act)」が７月に上院で可決され、

紆余曲折を経て 11 月には立法化された。また、94 年９月下旬には、11 月の中間選挙における

40 年ぶりの勝利を期して、下院の共和党指導者達が翌年１月から始まる第 104 議会に臨む基本

姿勢を10項目法案の形で呈示した文書の中で、94年１月にNATOの採択したPFPが曖昧な形

で先送りしたヴィシェグラード諸国の NATO 加盟問題を、民主化や市場経済化の促進等の条件

付きながらも、99年１月10日までに達成させる目標を掲げたのである15。 
 このような議会共和党からの拡大圧力をも背景に、94年７月にポーランドを訪問したクリン

トンは、同国をNATO への新規加盟の第一候補であると表明するとともに、これに反対するロ

シアには拒否する権限がないことを言明した。そして、米国政府の内部ではこれを契機に、政

府としての意思統一を図り、NATO 拡大を推進するために、ホルブルックを中心とする部内会

議 (Interagency Working Group) が設置され、これに反対するロシアへの対応については別

枠で進める方針が固められてゆく16。この時点において、英仏はなお拡大を急ぐ米国の姿勢に

                                                           

t t
r ct t

14  この点についての象徴的な事例として、時期は少し下るが、96 年の大統領選挙キャンペーン

において、共和党のドール (Robert Dole) 候補が、ヴィシェグラード３カ国の NATO への加盟を

実現するための立法措置を早急に講ずることを唱えるとともに、ミュンヘン会談 60 周年、チェコ

共産党が政権を奪取して 50 年、また、チェコ事件 30 周年に当たる 98 年に、チェコのプラハで新

規加盟を承認する NATO 首脳会議の「勝利」式典を開催することを主張したことが挙げられよう。

Washing on Post, June 5, 1996, Washing on Post, June 26, 1996 を参照。 
15   Republican Cont a  wi h America (September 27, 1994) に盛られた  The National 
Security Restoration Act を参照。 
16  この時点まで米国政府内部の最終的な意見統一は図られておらず、国務省は短期的とはいえ、

PFP の齎す効果に期待していたし、ロシアの政情が安定するまでは拡大を含め、新たな政策を打
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難色を示していたものの、11月には隣接地域の安定を優先することで閣内一致を見たドイツの

コール首相が、公式にNATO の拡大を支持した。こうしてNATO 拡大論議は、拡大そのもの

の是非を問う初期段階を脱し、「どの国をいつ加盟させるか (who & when)」といった具体的な

段階へと変質していったのである。 
 ところで、この間、11月に実施された米国中間選挙では上下両院とも共和党が多数を占める

という 1954 年のアイゼンハワー政権時代以来の快挙を達成した。当時のアイゼンハワー政権

が共和党の政権であったことを考えれば、このことは 96 年に予定される大統領選挙を含め、

クリントン政府の舵取りが一層難しくなることを暗示した。そのため、クリントン民主党政府

が、こうした流れに抗し、現職の強みを発揮して再選を期すのであれば、国内経済の活況を自

らの政策の成果として維持・喧伝する一方、対外政策の分野においては、共和党との不必要な

争点を作らないことが肝要であった。そして、NATO 拡大問題はこうした文脈で利用されたの

である。すなわち、クリントン大統領は拡大を唱道する共和党の先手を打ちながら争点を消す

と同時に、これを自らの政策として掲げることによって、旧東側諸国のNATO 加盟を願うこれ

ら地域出身の有権者（エスニック・ボート）からの支持取り付けに結びつけようと企図したの

である17。だが反面、このように不可避となった拡大は、慎重な討議に要する過程の圧縮が齎

すリスクを負うことにも繋がってゆくのである。 
 94 年 12 月、PFP の採択から一年を経ずして北大西洋理事会は NATO 拡大の方針に同意し

た。これに対し、態度を硬化させたロシアは、PFP に参加する諸国が NATO との個別の行動

規定を定めた文書 (Individual Partnership Programme) への調印を拒否するとともに、

NATO とロシアの協力関係の構築をも拒否する声明を公けにした。そのためクリントン政府は、

チェチェン問題やイランへの原子炉売却問題を理由に挙げて大統領の訪ロに反対する議会・共

和党の抵抗を振り払い、この問題を改めてロシアと討議するために 95 年５月にモスクワが予

定するヨーロッパ戦勝記念日 (V-E Day) への出席に絡めたサミットの開催に同意した。 

                                                                                                                                                             

r

t

ち出さないことを得策と考える人々もいた。あるいは、ロシアがなお核大国であることに鑑み、

安易な拡大論議が NATO のリスクを高めると指摘する向きもあった。他方、ヨーロッパ側からは

これら諸国の EU 加盟を優先すべきとの見解も現れていた。EU 加盟に要する時間を加味すれば、

この意見は NATO 拡大の問題を自動的に先送りすることを意味した。他方、NATO 拡大を推進す

るためにはロシアの処遇を別途考えねばならなかった。その結果、機構としての整備が進み始め

た OSCE の中にロシアの役割を強化するための部会を設置したり、あるいは、ペリー (William 
Perry) 国防長官が主張したように、NATO とロシアの間に公式の関係を築くために常設の協議機

関を創ることが提案されたのである。 Stanley R. Sloan, “US Perspectives on NATO’s Future,” 
Inte national Affairs, Vol. 71, No. 2 (April 1995), pp. 222-223 を参照。 
17  92 年の大統領選挙における現職ブッシュの敗北理由の一つに、彼の親ソ（ロ）的態度が挙げ

られている。つまり、こうした彼の姿勢が全米で 2,300 万人にのぼる旧東欧系有権者の反発を買

ったという指摘である。これについては、Washing on Post, July 7, 1995 を参照。 
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 こうして 95 年５月、米ロ首脳会談がモスクワで開催された18。この会談において、NATO
の拡大がロシアに脅威を齎さないこと、また、拡大の過程が慎重に公開の場で進められること

を繰り返し述べたクリントンは、さらに、ロシアがPFPへの参画を果たすことを条件に、NATO
拡大論議に参加させる旨、呈示し、ロシアの譲歩を引き出そうと試みた。だが、NATO が拡大

されれば START－II を破棄すべきとのロシア議会（下院）からの圧力を背景に、両者の溝は

容易に埋まらなかった。この会談を通じ、エリツィンは PFP への参加に同意した。だが、ロ

シア側からは従前の頑なな姿勢に変化の兆しが見えたとはいえ、「拡大の過程を遅らせること

が必須」という以上の譲歩を引き出すことはできなかったのである。 

 ところが、これによって当面、棚上げにされたかに思われた NATO の拡大問題は、95 年９

月下旬にNATO がNACCおよびPFPに参加する 26カ国に向け、自らの拡大方針を伝える文

書を送付したために急転回する19。従来の慣行を破り、英仏両正文に加え、初めてロシア語で

も記載されたこの文書では、NATO 拡大の目的と理念を、新たな対立によるヨーロッパの分断

を招くことなく、政治・経済分野に亘る広範な安全保障の枠組みを欧州・大西洋地域 

(Euro-Atlantic Area) に構築するとともに、新規加盟国の民主主義的発展を支援し、国連憲章

に基づく自由と安全を確保することと規定した。同時に、この文書にはNATO 加盟に伴う権限

と義務が明記され、こうした条件を満たすべく、北大西洋条約第 10 条に則して新規加盟を求

める諸国の努力を促したのである。その結果、PFPを超えた（軍事）協力関係の増進や、欧州

通常戦力 (CFE) 条約の部分的修正（東西の緊張緩和を目指して合意されたCFE条約は、NATO
とワルシャワ条約機構の間の低水準通常戦力パリティを達成したが、後者の崩壊や旧東欧諸国

の西側への傾斜によって、ロシアにとっては不利な条約へと変質したために、従前の枠組みを

修正する必要が生じていた）、さらには、NATO への新規加盟国には核配備を行わないといっ

た暗黙の了解の存在にもかかわらず、ロシアの姿勢を窺えば今世紀中は難しいと思われた

NATO の拡大が、具体的な政策課題として俄かに浮上したのである。 

 

 第２節 拡大問題と「同盟」の位置づけ 

 

 拡大を巡るNATO 内部の問題は暫く措くとして、外的な問題として掲げられる最大の課題が、

これを「同盟」の拡大と見做して反対するロシアへの対処にあることは明らかである。そのた

                                                           
t

t t
c l t t  

l t

18  米ロサミットについては、Washing on Post, May 7, 1995, Washington Post, May 9, 1995, 
Washing on Post, May 11, 1995 および、Washing on Post, May 12, 1995 をそれぞれ参照。 
19  NATO Press Service, Introdu tory Remarks by the Secretary Genera  a  the Presen ation
to Partners on the En argemen  Study (Thursday, 28th September 1995). Fact Sheet on 
NATO Enlargement とともに、６章から構成される Study on NATO Enlargement が関係諸国

に送付された。 
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め、自らの拡大方針を公けにした直後の 95年 12月、NATO はロシアとの新たな関係を規定す

る「協調的安全保障」に初めて言及し、ロシア側の理解を求めることになった。しかしながら、

ロシアがこうした NATO の提案を容易に呑むとは思われなかった。事実、96 年中は、米ロの

国内政治日程が立て込んだことやエリツィン大統領の病も手伝って、解決の兆しが見られなか

った。だが、NATO としては、この問題に臨む強固な意思を示すためにも拡大日程を引き伸ば

すことはできなかった。 

 97 年３月、ヘルシンキでの米ロ・サミットに臨んだクリントンは、「NATO・ロシア協力協

定」締結を提唱することで同盟「拡張」のニュアンスを消す一方、ロシアの希求する世界貿易

機関 (WTO) 加盟を支援することや、間近に迫ったG-7（デンバー・サミット）への公式参加

といったロシア経済建て直しへの協力を取引材料に、改めてその同意取り付けを試みた。また

これと並行して、IMF はそれまで３年に亘り停止していた融資の再開を決定した。 

 こうして５月下旬、NATO とロシアは「協力協定20」に調印した。協定ではまず、共通の安

保問題を協議するための「常設合同理事会 (NATO-Russia Permanent Joint Council: PJC）」
設置と議事運営方法（NATO 事務総長、NATO 代表国、ロシアによる共同議長）が合意され、

年２回の外相・国防相会議、月例の大使級会議の外、首脳会議についても適宜開催することが

同意された。また、この協定の中には、微妙な言い回しながら、新規加盟国への核配備を行わ

ない旨の NATO 側からの宣言も盛り込まれた。その結果、NATO はこの時点で拡大への反対

姿勢を崩すことのなかったロシアの面子に配慮しながらも、この争点を迂回する形で実質的な

拡大前進を図ったのである。 

 97 年７月、マドリッドで開催された NATO 首脳会議は新規加盟国の選定を審議した。EU
と異なり、明確な加盟基準を持たないNATO では各国の見解が分かれるのも当然であった。南

欧軍司令官ポストを巡る米国との角逐を背景に、南欧や地中海地域の安全を重視するフランス

はルーマニアを推していた。イタリアは安定の度を増す隣国スロベニアの加盟を要求していた。

また、北欧からはバルト諸国の加盟可能性への言及を要請するデンマークなどの思惑も交錯し

ていた。そのため、同会議の開催に先立ってポーランド、チェコ、ハンガリー３カ国を加盟対

象と公表した米国の姿勢に関係各国は驚きを隠さなかった。だが結局、会議は既定のイメージ

と米国の意向に沿う形でポーランド、チェコ、ハンガリー３カ国の新規加盟に合意した21。同

時に、加盟を希求しながらも第一次の選定から漏れた諸国に対しては、NATO としてこれら諸
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ti
20  この文書の正式名称は、Founding Act on Mutual Re a ons, Cooperation and Secur ty 
between the NATO and the Russian Federa on である。 
21  新規加盟国の招聘手続きは、(1)北大西洋理事会が新規加盟国を決定する、(2)事務総長が申請

を受け入れる旨、対象国に通知する、(3)対象国は事務総長に加盟希望の正規申請を行うとともに、

国内手続きを完了する、(4)NATO は対象国との協議を経て議定書を作成する、(5)NATO は調印・

批准を経て、対象国を正式招待する、となった。 
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国の安全を重視する姿勢を明示するために、NACC に代わり、その機能強化を目的として５月

に創設された「欧州・大西洋パートナーシップ理事会 (Euro-Atlantic Partnership Council: 
EAPC)」の活用を掲げ、その不安に配慮したのである。そして、同年 12 月、北大西洋理事会

は上記３カ国と交換した議定書に基づき、上記３カ国の正式招聘を行ったのである。 
 しかしながら、これでNATO 拡大問題に終止符が打たれたわけではなかった。何故なら、こ

うした一連の措置によっても「同盟拡大」のニュアンスが消えたわけではなかったからである。

確かにこれまでもNATO はこうしたイメージを払拭するために、この争点が登場した当初、散

見された「拡張 (expansion)」といった「防衛ラインの前進」を暗示する用語を「単なる加盟

国の増大」を意味する「拡大 (enlargement)」に置き換え、さらに、「利益共同体」のイメー

ジに沿って、加盟国の範囲を予め限定しない自らの意図を明示するために「開放 (opening)」
といった言葉を使用したりもした。その結果、NATO は、ロシアの加盟はあり得ないこととし

ながらも（間接的な方法にせよ）この問題を採り挙げざるを得なかったし22、また、米ロ交渉

の過程では、拡大同意の早期取り付けに奔走するクリントン政府が、原則として新生ロシア（つ

まり民主化と市場経済化が固定され、安定が達成されたロシア）のNATO 加盟が排除されない

旨、認めた書簡をエリツィンに送付することにもなったのである23。 

 このように、北大西洋条約第５条に象徴される同盟の核心部分（根幹部分）を内に残したま

ま、さらには、適用地域を拡大しながら、ロシアとの関係においては協調的安全保障の枠組み

を創造するといった NATO の選択が、NATO とロシアの相互のイメージの落差を埋めるか否

かは疑問である。端的な例として、拡大の第二段階が具体的日程にのぼり、これにロシアの危

惧するバルト諸国が含まれる場合には、新たな緊張関係が生まれ、NATO の標榜する「利益共

同体」のイメージの損なわれることが必定だからである。その意味で、98年１月に調印された

「米・バルト諸国憲章24」は評価の別れる微妙な問題を含んでいると言えるだろう。この憲章

の全体的なトーンからは、これが協調的安全保障のロジックを支える EAPC の精神に沿って、

単に個別・具体的対象が言及されたに過ぎないと解される一方、憲章に盛られた「米国はエス

トニア、ラトビア、リトアニアのNATO 加盟への熱意を歓迎し、その努力を支援する」とする

                                                           

t

22  例えば、NATO の機関誌である NATO Review の中でロシアの加盟問題を（公的に）採り上

げた、Steven Kull, “The American Public, Congress and NATO Enlargement, Part I: Is there 
sufficient public support?,” NATO Review, Vol. 45, No.1 (January 1997), pp. 9-11 および、

Jeremy D. Rosner, “The American Public, Congress and NATO Enlargement, Part II: Will 
Congress back admitting new members?” NATO Review, Vol. 45, No. 1 (January 1997), pp. 
12-14 を参照。 
23  Washing on Post, May 7, 1995 を参照。 
24  98 年１月 16 日に署名されたこの文書の正式名称は、A Charter of Partnership among the 
United States of America and the Republic of Estonia, Republic of Latvia, and Republic of 
Lithuania である。 
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文言からは、逆に、同盟の拡大を企図する米国のコミットメント強化を読み取ることができる

からである。 

 

 おわりに 

 

 98 年２月初旬のカナダとデンマークを皮切りに、NATO 加盟諸国は創設 50 周年に当たる

99 年４月を期して新規加盟国を迎えるために、北大西洋条約第 10 条の規定に則り、批准作業

を開始した。そして、米国では上院の批准審議開始に先立つ２月下旬、上院外交委員会に臨ん

だオルブライト (M. K. Albright) 国務長官がNATO 拡大の意義を次のように説明し、理解を

求めたのである25。すなわち、第一に、戦争の生起しないヨーロッパの枠組みを拡大すること

が米国にも安全を提供すること、第二に、拡大によって、新規加盟国が直面する問題を自ら解

決するインセンティブを与えること、そして第三に、新規加盟国が 20 万人の新たな兵員を提

供するだけでなく、NATO に戦略縦深を付加することによって、NATO 自体の強靱性と凝集力

を育むこと、を掲げたのである。一方、ロシアの反発を懸念する批判に対しては、NATO 防衛

ラインの前進問題を引き合いに、これが「認識」の問題であって「事実」ではない点を指摘す

るとともに、具体例として、1949年以来、ロシアとノルウェーが踵を接していること、あるい

は、ポーランドとカリーニングランド州の間に緊張が存在しないこと、を挙げたのである。加

えて、同長官はNATO が新規加盟国への核を始めとする戦力配備の自制を宣言している点に触

れるとともに、仮りにこれら諸国がNATO 加盟を果たせない場合には、同地域の軍拡や反ロ・

安保協定の締結といった、ロシアにとってはかえって由々しき事態の出来することを付け加え、

拡大への支持を仰いだのである。しかしながら、この証言では拡大に反対するロシアの反応そ

のものについては全く触れられず、また「NATO は軍事同盟であって、社交クラブではない」

といった表現からも窺われるように、むしろ、上院議員を説得するための方便とは言え、ロシ

アに配慮して、あるいは、ヨーロッパの安定のために、NATO が覆い隠そうとしてきたはずの

「根幹部分」がかえって強調されることになったのである。 

 他方、98年３月半ば、当初の予測を２カ月も前倒しにして開始された上院の批准審議も問題で

あった。何故なら、既述したようにこれが民主・共和両党間の政治の争点とはならず、審議開始

以前から上院議員の大勢が、人倫に合致した市場民主主義の敷延を主たる理由に掲げて拡大に賛

意を表明していたために、軍事・安全保障上の核心に触れる論議が行われなかったからである。

その結果、４月末、この案件は幾つかの付帯条件が付けられた後、80対19の圧倒的多数の賛成
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25  オルブライト国務長官の発言については、Secretary Albr gh  on NATO Enlargemen : 
Open ng Sta ement before the Senate Fore gn Re ations Comm ttee, Washington, D.C., 
February 24, 1998 を参照。 
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を得て上院を通過した26。そして、このことは政府の思惑通り、審議の過程を圧縮し、また、三

分の二の賛成を要する批准手続きを容易にする一因となったが、こうした短期的な国益重視に基

づく方策からは、「同盟」と「協調的安全保障」を合理的に繋ぐ新たな論理も、冷戦後のヨーロ

ッパの現実と長期的視点に立脚した戦略的判断も見えてはこなかったのである27。 
 ところで、上述の視点に止まらず、NATO の将来を占うためには同盟の結束、凝集力といっ

た内的問題についても等しく着目しておかねばならない。 

 冷戦が終わり、市場民主主義の原理が支配的となった今日、各国が限られた資源（財源）の

有効利用を考えることは当然である。そのため、冷戦の重石から漸く解放された各国が「同盟」

への新たなコミットメントに躊躇することも十分に予想されることである。事実、この問題を

世界戦略のレベルで捉える米国の国防関係者の間では、資源の有限性とコミットメント拡大の

危険を理由に、早くから懐疑的な反応が生まれていた28。そのため、米国では 97年２月、国務

省がNATO拡大に伴う経費見積もりを公表し、これが安価であると説く一方29、創設期を除き、

NATO 問題に表立って関与することのなかった財務省が、経済的視点から拡大のメリットを強
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26  賛成は共和党 45 人、民主党が 35 人、これに対し、反対は共和党が９人、民主党が 10 人であ

った。拡大に反対する民主党の多くが自由主義論者、共和党の多くが保守主義者であった。 
 ところで、付帯条件の一つには、この拡大に係わる米国の政策が 91 年に NATO が採択した「新

戦略概念」から逸脱しない趣旨が盛られているが、いずれこれが更新される場合においても、

NATO が「軍事同盟」であること、NATO における米国の強力なリーダーシップが米国の死活的

利益を守ること、このリーダーシップを維持するためには米国の戦闘部隊の駐留や核戦力のヨー

ロッパ配備が不可欠なこと、などが確認事項に据えられている点を看過してはならない。この問

題については、Resolution of Ratification to the Protocol to the North Atlantic Treaty of 1949 
on the Accession of Poland, Hungary, and the Czech Republic as agreed to by the Senate, 
Washington, D.C., April 30, 1998 を参照。 
27  歴史学者の立場から、NATO 拡大、とりわけそのクリントン政府の政策を、敗北した敵への

寛大な対処を怠るとともに、国際システムへの完全復帰を妨げた第一次世界大戦後の戦勝国の政

策に準えて批判する、John Lewis Gaddis, “History, Grand Strategy and NATO Enlargement,” 
Survival, Vol. 40, No.1 (Spring 1998), pp. 145-151 を参照。 
28  例えば、Washing on Post, June 30,1996. を参照。 
29  NATO 拡大に伴う新規コストについては、その戦力配備の態様や算定方法によって様々な評価

が行われようが、Ronald D. Asmus, Richard L. Kugler and F. Stephen Larrabee, “What will 
NATO Enlargement Cost?,” Survival, Vol. 38, No. 3 (Autumn 1996), pp. 5-26 では、ヴィシェグ

ラード諸国の加盟を前提に、戦力配備の態様を勘案した結果、10～15 年に亘る費用を 100～1,100
億ドルと見積もっている。他方、上述の RAND 研究所の試算に代表される第三者機関による経費

見積もりに対抗する形で、クリントン政府は、97 年２月、The Bureau of European and Canadian 
Affairs, U.S. Department of State, Report to the Congress on the Enlargemen  of the North
A lantic Treaty Organiza on: Ra onale, Benefi s, Costs and Implicat ons (February 24, 1997) 
を議会に提出し、拡大への同意を求めることになった。この文書によると、直接的に拡大に要する

費用（相互運用、司令部設置、通信施設の設置、防空監視システムの設置、等）が７～９億ドル／

年（今後 13 年間で 90～120 億ドル）と見積もられ、そのうち米国が負担する部分は１億 5,000 万

～２億ドル／年程度の低い水準に留まると評価されている。これと並行して、戦力改善費用のうち、

新規加盟国の分担部分が８～10 億ドル／年（13 年間で 100～130 億ドル）、NATO の分担分が６

～８億ドル／年（13 年間で 80～100 億ドル）と算定されている。 
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調することにもなったのである30。 

 こうした冷戦後を象徴する軍事・戦略問題と経済・財政問題の接点で生ずる摩擦は、経済活

況を呈する米国ではかなりの部分緩和されることが予想されるが、株価の下落といった問題が

国内世論の内向き姿勢に直結する危険も視座に据えておく必要があるだろう。バルト諸国の

NATO 加盟問題に触れるまでもなく、米国のオーバー・コミットメントに対する危惧は、軍事

の側面に止まらず、同盟政策そのものの在り方にまで投影される危険を抱えているのである。

同時に、この争点は既存の同盟諸国に対する新たなバーデン・シェアリング問題となって跳ね

返ってくることも予想されるのである。 

 

f t

,  
t c it

30  サマーズ財務副長官の発言については、U.S. Deputy Treasury Secretary Summers on the 
Economic Bene i s of NATO Expansion (April 11, 1997) を参照。ところで、98 年３月からの批

准作業の開始を目前に控えた２月、米国国務省は「何故、３カ国の NATO 加盟が米国の安全を強

化するのか」と題するパンフレットを公表した。Office of the Secretary, Office of NATO 
Enlargement Ratification, Why Adding Poland, Hungary  and the Czech Republic to NATO 
S rengthens American National Se ur y (February 1998)を参照。この３カ国の NATO 加盟に

よって、NATO の持つ安定化機能が拡大され、中部欧州における侵略や紛争の機会が減ずること

は、ヨーロッパを死活的利益の対象と見做す米国の安全に一層貢献すると説く同文書は、同時に、

新たに 20 万人にのぼる兵力を加えることで NATO を強化すると論ずる一方、その意思に反して

鉄のカーテンの背後に追いやられていた民主主義諸国を排除することが誤りであり、NATO の拡

大は冷戦の齎した時代遅れで非合法的な分断線を解消すると指摘したのである。また、戦争手段

に訴えることの少ない民主主義国は、その自由市場経済の発展によって米国のビジネスと労働者

への機会を開くことも付け加えられた。 


