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 はじめに 

 
 冷戦後、米国に誕生したクリントン政権は、第１に米国の経済力回復、第２に世界秩序の再

構築を国家目標に据えねばならない宿命を背負っていた。 
 本論文においては、まず、米国は冷戦後の戦略環境の変化に対してどのような基本認識を持

ったか、また、その変化に対するグランド・ストラテジー（大戦略）をどう再構築しようとし

ているのかを分析する。次に、第１期のクリントン政権の東アジア・日本政策が、「経済目標」

と「安全保障目標」をどちらに比重を置き、それぞれの目標をどの程度達成したのかを検証す

る。そして、クリントン政権が第２期に入り、第１期でやり残した課題をどのように追求しよ

うとしているのかを分析する。 

 
 第１章 冷戦後の米国のグランド・ストラテジー 

 
 第１節 冷戦後の戦略環境分析 

 
 米国は、冷戦後の戦略環境の変化により、新たな戦略を構築する必要性に迫られた。第二次

大戦後の国際関係の基本的枠組みは、米国を覇者とする西側とソ連を覇者とする東側の２つの

覇権システムが、軍事・経済・イデオロギーをめぐり対立し、その両者の勢力が拮抗するとい

う「冷戦構造」が世界システムとして働いていた。 
 したがって、ソ連の崩壊とその脱共産主義化は、冷戦システムの崩壊を意味するものであり、そ

れが米国の戦略に及ぼした影響は単純ではなかった。それは、短期的に米国に壊滅的打撃を与える

ことのできる唯一の敵が消滅し、今後長期にわたって米国が、唯一の軍事超大国として、外からの

直接的脅威から基本的に自由な立場を享受することができるようになったことを意味した。 
 しかし、冷戦が終わり、米国の主要な関心事が、ソ連との対立から西側内部の経済競争に大

きく転じたとき、米国経済の相対的後退は、深刻な問題として自覚された。しかも米国は主だ

った世界の地域と相互依存を深化させたため、伝統的孤立主義に回帰することはもはや不可能 

 

『防衛研究所紀要』第１巻第２号（1998 年 11 月）、35～58 頁。 



となった。そして、冷戦構造が紛争を抑止してきた地域では、ソ連の崩壊のために「力の真空」

が生じ、紛争が冷戦期より勃発しやすくなった。 
 このような新しい地域紛争の多発化現象に直面して、米国は、自国の国益が各地域の安定化

にあるにもかかわらず、さらに軍事的には唯一の超大国であるにもかかわらず、米国一国では

世界の警察官としての責任を果たす能力を欠いてしまうという事実に直面した。それと同時に、

米国内では、「経済力の回復を優先させて対外コミットメントを必要最低限に抑制すべきであ

る」とする論調が高まったわけである。 
 このように、冷戦構造の崩壊という巨視的な世界システムのダイナミズムが変貌した直後に

誕生したクリントン政権は、その地殻変動に対処せねばならないという歴史上避けられない宿

命を背負っていた。ブッシュ前大統領はレーガン元大統領の意思を継いでソ連との「冷戦」に

勝利はしたものの、その跡には米国の巨大な赤字（財政・貿易）と国際政治学上の「力の真空」

が残されていた。 
 以上の変化は、国際関係における世紀単位の巨大のものである。これに対してどのように米

国は関与していくかが米国国内で問われていた。 
 ポール・ウォルフォウィッツは、「クリントン大統領の直面した問題は、過去のハーディング

やトルーマン大統領の直面した問題と同様である」としている1。つまり、両大統領が世界大戦

後の戦後処理の大統領であり、米国経済の立て直しと、世界秩序の再構築が課題であったのと

同じように、「冷戦」という戦争の戦後を処理する大統領となったクリントンが背負った課題は

同じであった。 
 ジョセフ・ナイは 21 世紀初頭までに考えられる５つのシナリオを提示した2。第１は、旧ソ

連が保守化し、再度力をつけて米国と並ぶ軍事力を維持することにより世界が再び「二極化」

に回帰するシナリオ、第２は世界が５つほどのパワーに分散する「多極」シナリオ、第３は２

～３の「ブロック化」シナリオである。ここで言う２つのブロックとは、日米が共同で支える

太平洋圏と、ＥＣ統合を中心とするヨーロッパ圏であり、３つのブロックとは、北米と西半球

を押さえる米国圏、東アジアを中心に円ブロックの日本圏、そして旧ソ連やアフリカを包摂す

るヨーロッパ圏をさす。そして第４は、旧ソ連の衰退・消滅により米国のパワーが世界に抜き

んでたものとなる「一極覇権」シナリオ、第５は、米国があくまでも相対的に力を持つ「多角

的相互依存」シナリオである。 
 このうち、ナイは採るべきシナリオは、第５の「多角的相互依存」のシナリオだとした。こ

れは、現在米国が選択している国家戦略であると考えられる。そのグランド・ストラテジーは

                                                           
1   Paul D. Wolfowitz, “Clinton’s First Year,” Foreign Affairs, Vol. 73, No. 15 
(January/February, 1994). 
2  ジョセフ・ナイの 91 年５月のソウルの国際会議での講演：「二極後の世界秩序はどうなるか」。 
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すでにブッシュ政権末期に描かれ3、さらに 91年２月の湾岸戦争の勝利で米国主導のG-7諸国

を中心とした新世界秩序構想が着々と実行に動かされ始めたとする論者の一人であるペンシル

バニア大学のジョン・アイケンデリーは、『フォーリン・アフェアーズ』の「G-7をどのように

改革すべきか」4で、米国は G-7 を再構築して冷戦後の協調をめぐる新たな政治的基盤にすべ

きだとその戦略を提言している5。 

 
 第２節 世界秩序の再構築 

 
 上述の指摘のように、米国が優位 (primacy) を持つシステムの再構築により国際社会の安定

がもたらされるのであれば6、具体的にはどういうシステムが考えられ、また、世界は米国が新

たなシステムを確立しようとする動きにどう対応していくのであろうか。 
 そもそも過去における米国一国による覇権は第二次大戦後の短い期間であった。第二次大戦が

終了し、米国は短期間ではあるが米国一極の覇権体制を確立した。その圧倒的な軍事力と経済力

を誇るシステムは他者の追随を許さなかった。しかし、1949 年９月にソ連が原爆の実験に成功

し、1950年６月に朝鮮戦争が勃発することにより、そして1962年 10月のキューバ危機で、世

界は米国を中心とする西側陣営とソ連を中心とする東側陣営に分かれ世界システムは二極化す

る。冷戦システムにおいては、米国は西側陣営においてその覇権システム維持のための一方的な

国際公共財の供給者であり、ソ連は東側陣営において同様な覇者であった。しかし、米ソは第１

に相互のはてしない覇権競争のために、そして第２に世界的規模に及ぶ過剰介入に伴う覇権維持

コストの膨大化によって、国力が低下し米ソ双方の覇権システムの機能は低下する。 
 米国を頂点とする西側陣営においては、71年８月の「ニクソン・ショック」を機に、戦後国

際経済の枠組みを構成していたブレトン・ウッズ体制が崩壊し、その覇権システムの機能がう

まく働かなくなった。しかも、ソ連との冷戦を勝利すべく、米国は、共産主義から自由主義世

界を守るという大儀を掲げ、さらなる軍事力強化のために湯水のごとく資金をつぎ込んだ。そ

してレーガン、ブッシュ政権時にはその持てる力を総結集させ、ソ連を崩壊に追いやった。そ

の結果、89 年 11 月には東西冷戦の象徴である「ベルリンの壁」が崩壊し、東欧諸国が相次い

で民主化されていき東西冷戦は音を立てて崩れていった。さらに 91年 12月のソ連の解体によ

り、東西冷戦は終焉し世界は歴史の転換期特有の不安定な時期を迎えたわけである。 

                                                           
i

t

3  James Baker, “America in Asia: Emerging Architecture for a Pacific Community,” Fore gn 
Affairs, Vol. 70, No. 5 (Winter 1991/92). 
4  John G. Ikenderry, “Slavaging the G7,” Foreign Affairs,Vol.72, No.2 (Spring 1993). 
5  川上高司『パワー・ブローカーズ』日本工業新聞社、1992 年、206～217 頁を参照。 
6   Barry R. Posen and Andrew L. Ross, “Competing Visions for U.S. Grand Strategy,” 
Interna ional Security, Vol. 21, No. 3 (Winter 1996/97), pp. 5-53. 
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 米国はソ連との冷戦を戦い抜き勝利を得たものの、経済的に疲弊した。そのため米国は一国

では国際秩序維持のための国際公共財を供給できない状況に陥った。この状況から脱却しかつ、

覇権体制を維持するため、現在、米国は国際公共財のバードン・シェアリングを先進自由主義

諸国に求めている。言い換えるならば、米国一国の覇権体制から米国を頂点とした自由主義諸

国間のシステムとしての覇権体制の確立を目指している。そして、そこでは覇権達成の手段と

して米国中心の多国間機構－例えば国連、APEC、NATO－という場が利用される。 
 覇権による世界システムの安定という考え方は、軍事的にも経済的にも圧倒的に他国に卓越

する超大国することが前提条件となる。覇権システム下では、戦争の勃発可能性が低く世界経

済は自由貿易体制をとり、覇権国は貿易、金融、海洋等のある特定問題領域で、明示的あるい

は暗黙裡に形成される国家間のルールの集合である国際レジームを形成・維持する。この際、

「覇権国」が存在すると国際レジームが形成され、存続しやすくなる7。冷戦システムは、米国

を頂点とする西側覇権体制とソ連を頂点とする東側覇権体制との２つの覇権体制が拮抗して成

立していた。では、冷戦システムという２つの覇権体制の一方の覇権体制が消滅した現在はど

うなるのであろうか。 
 この点、ロバート・コヘインはその著作『アフター・ヘゲモニー』8の中で、超大国の覇権が

喪失した世界においても「レジーム」の維持により国際秩序の安定をはかることができるとし

た。コヘインは、覇権国としての米国のパワーは衰退しているが、国際協調が崩壊しているわ

けではなく、米国の覇権衰退後でもすでに確立された国際レジームを軸に国際協調は可能であ

るとして、ヘゲモニーにより形成された秩序を国際協調によって維持することを論じた。 
 現在のシステムは、米国の優越 (primacy) によって形成された秩序であり、その国際レジー

ムを軸に協調を行う体制である。そして、体制維持のためにはその体制を形成する参加国の間

の「ルール化」が必要とされる。このシステムはその構成各国が負担以上に利益の享受が多い

という確信があって初めて維持可能となり、国家主権を越えた国際協調が達成される9。 
「優越システム」では、合意による軍事力の行使であっても、これまでの主権国家の並存と

はまったく違った構造にあり、その内部では覇権の構造が存在する。そして、米国主導の「優

越システム」による覇権構造がポスト冷戦構造となるとすれば、その構造には階層が存在する

ことになる。ヨハン・ガルトゥングはこの階層状態を「各国家間には分業関係が成立し、国家

間には順位があり安定が成立する」とする10。言うならば、ピラミッド型構造の頂点にトップ

                                                           
l f I t

ft i i l

7  Robert Gilpen, The Politica  Economy o  nterna ional Relations (Princeton: Princeton 
University Press, 1987). 
8   Robert Keohane, A er Hegemony: Cooperat on and D scord in the Wor d Political 
Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984). 
9  浦野起央『国際関係論の再構成』南窓社、1989 年、80 頁。 
10  Johan Galtung, “A Structural Theory of Imperialism,” Journal of Peace Research, No. 8 (1971). 
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ドッグ（勝ち犬）が君臨し、その下位にはアンダードッグ（負け犬）が位置するという階層が

成立する。そこでの特徴は、トップドッグはシステムの変化に対して思うように対応できるた

め、アンダードッグに対する侵略の衝動力は弱く、また、アンダードッグは総体的なパワーが

弱いことから侵略を取る可能性は少ない。唯一侵略の可能性があるケースは、システムが不完

全な場合であり、特にトップドッグが十分に力を持ち得ず、その次に来るアンダードッグとの

差があまりない場合である。ただし、完全なトップドッグに至るピラミッド型の制度がシステ

ムとして存在すれば、侵略は生じにくい。さらにアンダードッグが、その制度内で自らの地位

や国益を追求できる状況にあれば、侵略の可能性は減じる。また、そのシステムが武力侵略を

許容しないものであれば不均衡状態でも侵略は生じ難い。このガルトゥング理論で示された状

況こそ米国がポスト冷戦時代に求めているシステムと考えられる。 
 かつての覇権システムでは覇権国一国が国際公共財を負担していたものであるが、この第二

次覇権システムつまり「優越システム」では11、「優越国（トップドッグ）」はシステム維持の

ための国際公共財を「加盟国（アンダードッグ）」に分担させることにより衰退を免れる。そこ

での正当性は民主主義体制と自由主義市場を維持する国際平和である。 
 しかしここでの欠陥を指摘すれば、加盟国が国際公共財の分担金を供給しない場合である。

その場合、トップドッグは「不忠実なアンダードッグ」に分納金を払わせることができる強制

力を持つか、さもなくば他の「忠実なアンダードッグ」と連携しなければならない。もしそう

でなければこのシステムは成立せず衰退をしてしまう。したがって、米国がトップドッグとし

てのパワーを維持し、かつシステム内の調整能力を発揮し、米国優位のシステムを持続できる

かが重要となる。 
 また、優越システムは垂直的構造のため、トップドッグがアンダードッグ間の利害調整を十

分に行わないまま、一方的に問題処理を行ったり、秩序を運営する傾向がある。それが短期的

にシステムの効率的な運営と考えられても、長期的にはシステム内に不満と利害の不協和を増

幅させ、現状打破勢力の力を高めることになる。 
 したがって、優越国はメンバー間の利害調整を行い、システム自体が参加各国にとり充分に魅力あるも

のにしなければならないわけである。つまり優越国が秩序維持をすることにより、かつ、構成メンバーが

それぞれに比較優位のある分野で国際公共財を提供し合うシステムが、米国にとって求めるものとなる。

この際、調整が重要視されるわけであるが、調整は構成メンバーの政治・経済のファンダメンタルズが異

なれば行いにくい。したがって現在行われている二国間の経済協議や多国間協議による絶え間ざる調整に

より国際格差やファンダメンタルズの相違を小さくすることが秩序維持のために必要となる12。 

                                                           
i11  George Liska, Imper al America: The International Politics of Primacy (Washington, D.C.: 

Johns Hopkins University Press, 1967). 
12  猪口邦子『ポスト覇権システムと日本の選択』筑摩書房、1991 年、101～111 頁。 
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 第２章 第１期クリントン政権の東アジア・日本政策 

 
 第１節 第１期クリントン政権の布陣 

 
 クリントンは「今は『経済』の時代だ (It’s the economy, stupid！)」と経済問題を訴えて、

ブッシュを破り、93年１月に大統領に就任した。この時点で、米国の国益は、冷戦時代の「軍

事」優先から、冷戦後の「経済」優先に転換された。 
 当初、「経済」的国益の追求をクリントン大統領は対外戦略の中心とした。従来は外交政策が

中心的な任務であるはずの国務省のクリストファー長官は就任早々、経済を外交政策の中心に据

える姿勢を示した。第二次大戦後、トルーマン大統領は対ソ封じ込めを実行するため、第二次大

戦後の最高政策決定機関としてNSC（国家安全保障会議）を創設し、「軍事」的国益を追求した。

クリントン大統領は、冷戦終了に伴い国家戦略目標を「経済」へシフトさせ、その目的達成の組

織としてNEC（国家経済会議）を創設した。NECは大統領直轄とされ、対日経済政策の司令塔

として、USTR（通商代表部）、財務省、商務省等の経済省庁を実行部隊とした。 
 そして、クリントン政権の経済政策の目標は、レーガン政権から累積した双子の赤字の解消

と経済競争力の回復に置かれた。レーガン元大統領とブッシュ前大統領はレーガノミクスで米

国の経済再生を試みた。レーガノミクスは、結局は財政赤字年間 2,000億ドル、国際収支赤字

1,000億ドルという「双子の赤字」を発生させるにいたった。85年には米国は第二次大戦後初

めて純債務国へ転落し、ドルの国際的信用は大きく揺らいだ。保護主義勢力が活発化し、保護

法案の議会提出が図られるのもこの頃である。財政は赤字と利払費の増大により硬直化し、財

政政策の転換が迫られるようになった。このように、レーガノミクスはその意図とは裏腹に、

過去 12 年間に財政赤字を増加させ、ブッシュ前大統領がホワイトハウスを去るときには「財

政赤字は、今世紀末に 4,000億ドルを突破する見通し」までになった。レーガノミクスの特徴

は「規制緩和」と「小さな政府」であり、大型減税がその切り札であった。しかし、歳出への

歯止がなく財政赤字は増える一方で、結局、金融依存度を深めていき結果はバブル経済を生み

だし、それがはじけ飛び、「双子の赤字」と「弱体化した米国経済」の遺産を引き継いだのがク

リントン大統領であった。 
 クリントンの経済政策（クリントノミクス）は、レーガン、ブッシュ時代のサプライサイド・

エコノミーを批判し、経済緩和一辺倒の姿勢を是正し、必要に応じて政府規制の強化を図るも

のであった。クリントノミクスはクリントン大統領の選挙中に公表され、公共投資拡大と財政

再建の両立にその基本がある。内容は「４年間に約 2,000億ドルの公共投資拡大で景気を刺激

しつつ、ほぼ同額の約 1,500億ドルの増税と約 1,400億ドルの歳出削減で財政赤字を半減させ
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る」ことである。つまり、「公共投資」と「財政再建」という相反する政策を微妙にバランスを

とりながら行使するものであった13。これを戦略的にみれば、中長期的に「財政赤字の削減」

と「国際競争力向上」、短期的に「輸出拡大」を行った。 
 また、クリントン政権の経済政策の特徴は、ブッシュ大統領がシカゴ学派的な理念的な自由

貿易哲学を旗印にしていたのに対し、第１期クリントン政権では、MIT学派的な現実主義的な、

どちらかといえば管理貿易主義的な風潮が強く「戦略的貿易政策」をもちこんだことにあった。

「戦略的貿易政策」の基準は、「結果重視」「相互性」「戦略ゲーム」であり、日本に対しては、

日本は異質ではなく、合理的な思考を持つゲームの相手とみなし、「目には目を」の戦略ゲーム

を行い、「数値目標」を掲げ、結果を重視した。 
 以上から、第１期クリントン政権の対外政策は、米国の対外政策を「経済問題」と「安全保

障問題」に分けると、「経済問題」が優先される傾向が強く見られた。 
 この傾向は、経済チームの布陣に力が入れられたことを見て明らかであった。92年 12 月 10
日～24 日にわたり５回に分けて発表された主要閣僚人事は、第１弾に「経済閣僚」、第２弾に

「女性・マイノリティー」、第３弾に「外交・国防閣僚」が発表され、経済政策に力を入れるこ

とを内外に印象づけた。「経済チーム」は、クリントンの議会人脈から、スーパー301条の生み

の親で、米国企業の競争力強化を目標とするロイド・ベンツエン下院財政委員長を財務長官に、

また、OMB（行政管理予算局）局長には「財政赤字を解消する男」として有名であったレオ

ン・パネッタ下院予算委員長をあてた。また、ウォール街からの選挙資金調達したゴールドマ

ン・サックス会長のロバート・ルービンを NEC（国家経済会議）担当補佐官に、ブラック・

ストーン・グルーフﾟ副会長のロジャー・アルトマンを財務副長官にすえた。さらに、ヒラリー

人脈から、USTR 代表にミッキー・カンターが、ローラ・タイソンが CEA（大統領経済諮問

委員会）委員長に就任した。 

 
第２節 経済重視・安保軽視政策 

 
 以上の結果、第１期クリントン政権の東アジア･日本政策は、経済重視･安全保障軽視となった。 
 クリントン政権がアジア地域を重視した理由は、第１に、当該地域との貿易総額が 70～80 年

代に大西洋貿易を 50％近く上回ったことである。特に、米国の対日輸出額はドイツ、イタリア、

フランスへの輸出総額を上回り、米国のインドネシアへの輸出額は中欧・東欧の全ての国への輸

出額を超えた。その結果、アジア太平洋地域への輸出により米国国内の約200万人の雇用が創出

された。第２に、アジアからの巨額な資金の調達が必要であったことである。これは米国の経済

                                                           
13  川上高司「クリントン政権の経済政策」『海外事情』第 45 巻第１号（1997 年 1 月）。 

 41



再生に不可欠なものであった。92年でみると、アジア各国による米国長期国債買い越し額は、全

体で 232 億ドル（日本 95 億ドル）に達し、米国の長期国債純増額の約７分の１、海外からの買

い越し分に限ってみれば、その６割を占めた。また、米国への直接投資残高に占めるアジア地域

からの投資比率も、80年度の6.7％から91年には22.1％へと急上昇した。 
 その一方で米国はアジアの国々に対して、雪だるま式に貿易赤字額を増大させていった。90
年代に入ると米国の貿易赤字の 80％近くが日本、東アジア、東南アジアとの間で発生した。こ

のようにアジア地域は米国の再生にとり決定的に重要な地位を占め、他のどの地域よりも、米

国経済の再生には不可欠の地域であったが、巨額の貿易赤字の発生は放置できなかった。 
 この目標を達成させる手段として、クリントン政権は第１に「マルチラテラル（多国間）」の

協議で市場開放をうたいあげ、第２は「バイラテラル（二国間）」な協議で数値目標を掲げて枠

をはめ、第３にそれでも目標が達成できない場合には「ユニラテラル（一方主義）」な方法で制

裁を加えて譲歩を引き出すといったように、それぞれのレベルの政策を複合的に組み合わせた

「コンプリメンタリティ（相互補完性）」戦略を立て、経済的目的を達成しようとした。これを

日本について言えば、第１に赤字削減、第２に日本市場の開放、第３に日本との経済競争に勝

利することであった。 
 第１の「マルチラテラル（多国間）」協議は、94 年末に米議会で批准されたガット・ウルグ

アイ・ラウンドや毎年開催されるアジア太平洋経済協力会議 (APEC) 等であった。ウルグア

イ・ラウンドに関しては、特に日本のコメ市場開放問題をクリアーして 93 年末に終了した。

一方APECは、クリントン大統領の対アジア経済戦略のプラットフォームとして活性化される

ようになった。 
 また、第２の「バイラテラル（２国間）」交渉の成果は、85 年９月締結の米国・イスラエル

自由貿易協定、89 年１月実施の米加自由貿易協定、94 年１月の北米自由協定などにみること

ができる。日本を例にとれば、日米首脳会談と日米経済包括協議がそうであり、前者は新たに

スタートした日米包括経済協議の取り決めもあり、同協議には必ずサミット会談を開催するこ

ととした。それに加えて格上げされたAPECでも日米首脳は会談を持つ機会があり、より緊密

化するチャンスが増えた。後者の「日米経済包括協議」は日米構造協議の後を受けて出発した

協議であり、数量設定をその特徴とした。 
 第３の「ユニラテラル（一方主義）」は、74 年通商法 301 条により規定され、さらに 84 年

通商関税法による修正、85年９月の新通商政策の発表による 301条およびスーパー301条の導

入によって、報復措置をともなうものである。その例として、日米包括経済協議の２国間交渉

でうまくいかなかった自動車・同部品の分野について米国は通商法 301条を発令し、日本に譲

歩を迫ったことが挙げられる。 
 以上の米国の東アジアへの経済政策は、第１に当該地域の世界の多角的、開放的貿易体制へ
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の依存度の高さに注目し、APEC などの多角的貿易交渉推進のイニシアチブを求め、第２に

APECに加盟した中国、台湾をさらに多角的貿易交渉に参加させ、アンソニー・レイク大統領

補佐官のいう市場経済体制をとる民主主義国家群の拡大を目指す「拡大戦略」を適用し、第３

に半導体、自動車、鉄鋼など政治的に敏感な分野については、「結果志向」主義に基づく市場シ

ェアを確保するため（輸出入とも）二国間管理貿易を推進し、その結果目的が達成されなけれ

ば一方主義政策を適応した。そして、第４に各通貨の対ドル相場の切上げ政策であるが、これ

は円に関してはクリントン大統領とベンツェン財務長官の「円高期待発言」がそうであり、台

湾ドル、韓国ウォンについても同様の圧力をかけた。第５に米国は日本に対しては、「戦略的貿

易政策」という実践的な対応策を導入したことである。「戦略的貿易政策」の基準は「結果重視」

「相互性」「戦略ゲーム」を日本と演ずることにあった14。 

 
 第２節 クリントン政権の東アジア・日本政策の転換 

 
 上述したように、第１期クリントン政権初期の東アジア諸国に対する個別政策は、経済を重

視して安保を軽視する傾向が強く見られたため、当該地域における同盟国および友好国との間

には経済摩擦が強まり、関係悪化が懸念され始めていた。その偏向を正したのがボトム・アッ

プ・レビュー (BUR) とロード書簡、東アジア戦略報告 (EASR) である。 

 
 （１）BUR 
 クリントン政権誕生時の東アジアにおける戦略環境は、冷戦終了のため東西間の軍事的対立

は消滅し、世界的規模での武力紛争勃発の可能性は減少していた。しかしながら、東西冷戦の

下で抑え込まれてきた、宗教・民族上の問題などに起因する地域紛争が多発する傾向にあった。

さらに、地域紛争を一層深刻なものにする恐れのある大量破壊兵器や弾道ミサイルなどの運搬

手段を含む兵器の移転・拡散の増大が国際的に強く懸念され、国際情勢は不透明・不確実な要

素をはらんでいる。このような中、日本を取り巻く東アジアの戦略的安全保障環境は以下の３

点で変化したといえよう。 
 第１は、ソ連の崩壊にともない、極東ロシア軍の削減、ロシア国内における経済の低迷と政

治の混乱、米露関係の改善などがあって、北の脅威は薄れた点である。しかし、それとは反対

に、朝鮮半島、台湾海峡、南シナ海、ペルシャ湾地域など、より広い地域での不安定要素や、

北方領土、南沙諸島、竹島などの領土問題など、不透明・不確実な要素が顕在化した。 

                                                           
 14  U.S.-Japan Study Group of Carnegie Endowment for International Peace, Rethinking

Japan Policy (New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1993). 

 43



 第２は、軍事紛争への対応要領が変化した点である。冷戦時代の東西の軍事的対峙から、目

的を共有する多国籍軍による軍事制裁や、地域軍事同盟による平和執行活動などへと変化して

いる。ソマリアやボスニア・ヘルツェゴビナにおける経験から、国連の平和執行機能や平和維

持機能の限界も明らかになり、その一方で、湾岸戦争や旧ユーゴでの新しい平和執行活動にみ

られるように、国連安保理事会の決議によって正統化された多国籍軍による行動や、NATO 軍

のような地域軍事同盟による行動がより現実的になってきた点である。 
 第３は、アジア・太平洋地域における大量破壊兵器（核・生物・化学兵器）や弾道ミサイル

などの運搬手段を含む、兵器の移転・拡散の危険性やそれらを使ったテロの可能性が増加した

ことである。 
 クリントン政権は発足と同時に、冷戦終結に伴う世界情勢の変化を認識し、安全保障問題に

関する戦略の構築が必要とされた。また、冷戦後に見合った国防費の削減が要求され、それに

伴う戦力の再編が求められた。しかも、その一方で、核抑止力を維持し、国際的なコミットメ

ントを維持し、米軍は世界最強の質を維持することが求められた。 
 このような情勢変化に対応するため、クリントン政権は軍事戦略の再構築に臨んだ。冷戦後、

米国はブッシュ政権の『地域的防衛戦略』（93 年１月）で軍事戦略の再検討15を行ない、クリ

ントン政権で２回目の見直しを 93年９月に実施してBURとして発表した16。BURは、まず、

米国はほぼ同時に発生する２つの大規模な地域紛争 (2MRCs) に対処する必要があるとし17、

平時における海外プレゼンスのための所要なども勘案した。そして、99年における米軍の戦力

構造として、BUR 公表時の総兵力 171 万人を約 146 万人まで、また、陸軍現役師団 10 個、

海軍空母 11 隻（他に予備役１隻）、空軍戦闘航空団 20 個などまでそれぞれ削減するとした。

戦力の再編にあたっては、人員の質を含む即応性の維持に最高の優先度を置くとともに、装備

の技術的優位も維持するとした。 
 また、クリントン政権は、アジア地域に関しては、引き続き当該地域に対する関与とコミッ

トメントを維持することおよびそのために信頼性ある米軍のプレゼンスを維持することを明確

にした。特に BUR では、米軍は韓国に対する安全保障コミットメントや日本における海兵隊

や空軍戦力の展開を継続させるのと同時に、西太平洋における第７艦隊のプレゼンスを続け、

今後も 10 万人近い戦力を展開させることとした。 
 米国のアジア戦略について、ブッシュ政権は「東アジア戦略構想 (EASI)」をもっていた18。

                                                           
t t

-

t i i  

15  U.S. Department of Defense, Defense S ra egy for the 1990’s: The Regional Defense 
Strategy (Washington, D.C.: Department of Defense, January 1993). 
16  U.S. Department of Defense, Force Structure Excerpts, Bottom Up Review (Washington, 
D.C.: Department of Defense, September 1993). 
17  New York Times, May 30, 1993. 
18  U.S. Department of Defense, A s rateg c Framework for the As an Pacific Rim: Report to
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この構想は、当該地域には冷戦が終了しても他の不安定要因があり、米国は、地域の安定と均

衡維持のために前方展開戦略維持の必要性があるが、冷戦終結と財政困難から段階的にある程

度の兵力の削減を行うというものであった。 
 一方、クリントン大統領は 93年７月の日本と韓国訪問の際、「新太平洋共同体」構想を発表

し、「米軍のプレゼンスはアジア・太平洋における安全保障上の基礎である」と述べ、ブッシュ

大統領のEASI を引き継ぐことを明確化した19。 
 「新太平洋共同体」構想で特に注目されたのは、米国が安全保障問題に関する地域対話に積

極的な姿勢を示したことである。従来、米国は冷戦後の当該地域の安全保障については、二国

間アプローチを重視してきた。しかし、クリントン政権は地域的な枠組み作りは、米国とのバ

イラテラルな同盟や軍事的プレゼンスの「代替」ではなく「補完」であり、地域諸国が安全保

障を共有する好ましい環境作りとなると積極的に評価した。したがって、この「新太平洋共同

体」構想は、地域安全保障において中心的役割を果たし、米国が冷戦後のアジア・太平洋地域

の秩序作りをリードする戦略を打ち出したものであったといえよう。 

 
 （２）ウィンストン・ロード書簡 
 BUR によって、米軍は引き続きアジア地域に関与を続けるという国防戦略を発表したもの

の、クリントン政権は経済重視・安保軽視を続けていたため、これを是正せねば米国の対アジ

ア関係はとり返しのつかないものになると判断したロード国務次官補（東アジア太平洋担当）

は、94年４月にクリストファー国務長官へクリントン大統領のアジア政策を厳しく批判する書

簡を送った。この時点から、米国の対東アジア政策は変化した20。 
 「対アジア関係に生じつつある倦怠感」と題される同書簡は、人権と民主主義を軸とした米

国外交のユニラテラリズムが、「今や米国のアジアに対する継続的関与を必要と確信してきた

国々」をして「関与の性格そのものに対する疑念」を抱かせつつあり、「アジアにおける米国の

ポジティブなイメージを損なう」ことになろうと指摘した。 
 その中でロード国務次官補は、現に米国がアジアで直面する外交摩擦として、日本との貿易

問題、中国との人権問題、中国やタイとの兵器拡散問題、インドネシアやマレーシアとの労働

基本権問題、シンガポールとのムチ打ち刑問題、台湾との希少動物保護問題、ラオスとの麻薬

輸出問題、さらにほとんどすべての国とミャンマー政策を巡り対立していることをあげ、この

                                                                                                                                                             

i

i

Congress (Washington, D.C.: Department of Defense, April 1990). 
19  Bill Clinton, “Building a New Pacific Community: Address to students and faculty of 
Waseda University, Tokyo, July 7, 1993,” U.S. Department of States, D spatch, Vol. 4, No. 28 
(July 2, 1993), pp. 485-488. 
20  Winston Lord, “Statement before the Senate Foreign Relations Committee, March 31, 
1993,” U.S. Department of State, D spatch Vol. 4, No. 14 (April 5, 1993), pp. 216-221. 
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ような状況は「明らかにAPECや地域安全保障協議の場における米国の影響力を弱体化させる

ことになろう」と警告した。さらに同氏は、アジアにおける米国の危機を、第１にAPECにお

いて米国の影響力が低下する、第２にASEAN 地域フォーラム (ARF) で米国の主張に対しア

ジア諸国の態度が冷やかかになる、第３にマハティール首相が提唱する東アジア経済会議 
(EAEC) 構想が再び勢いを増しアジア地域から米国排除を目指す色合いが強くなる、第４に米

国支配を非難する中国などの主張へ同調者が増える、と指摘した。 
 以上のことから、ロード書簡の論点は、米国はアジア地域での影響力行使のため、第１に米

軍のプレゼンスを維持し、第２に米国は経済的繁栄と平和の利益をアジア・太平洋地域と共有

することを強調し、第３にアジア向けの言辞を和らげ、米議会と協力して、構造的問題への拙

速な解決への期待を減らし、第４に米政府部内の他省庁からの国内利害のみからの提案に対し

ては、それが非効率、非生産的であることが明白な場合、ためらわずに反対あるいは修正し、

第５に一方的行動の利得と損失とをもっと慎重に測定し、代替策としての多国間主義的アプロ

ーチを考え、第６に人権問題など地球的な課題をアジアで進展させるためにはコンセンサスを

重視するアジア的な解決方法を探ることであった。 
 このロード書簡はクリントン政権の対アジア戦略に対して大きなインパクトを与え、同政権の当

該地域への政策は大きく転換されることとなった。その政策の変化は以下の６点に見られた。 
 その第１は、５月 26日に 94 年７月初旬に期限切れになる対中国最恵国待遇 (MFN) の実質

的な無条件延長を発表したことに見られる。米国は、89 年の天安門事件以降、米国は人権と

MFN をリンクさせる外交戦略を展開し、そのリンクをテコに中国に民主化促進や政治犯釈放

など人権面での改善を強く迫ってきた。しかしその政策を改め、中国の人権改善努力は不十分

であるとしながらも付帯条件を最小限にとどめた上、今後は人権とMFN 更新を全面的に切り

離すことも決定した。 
 第２は、93 年２月 11 日の細川元首相とクリントン大統領との会談の訣別以来、途絶してい

た日米包括協議が同年５月 24 日に再開されたことである。その理由は、上述したロード書簡

の内容とも一致するもので、日米関係の悪化は、米国の景気回復を阻害し、さらにアジア諸国

との関係悪化につながるためであった。また、細川政権が瓦解し、日本の政治が不安定化した

こともその他の要因となった。 
 第３は、それまで進歩が余り見られなかった北朝鮮の核問題交渉で妥協したことである。米

国は 94年 10月に北朝鮮と核開発疑惑や支援問題などで包括的合意に達した。合意内容は、①

米国は北朝鮮に対し 2003 年までに 1,000 メガワットの軽水炉２基を提供し、②軽水炉完成ま

での代替エネルギーとして重油を提供し、③北朝鮮は核拡散防止条約 (NPT) に完全復帰し、

④北朝鮮は核物資生産を即時停止し、関連施設の解体を行い、⑤北朝鮮は軽水炉の核心部分が

引き渡される前に国際原子力機関 (IAEA) が必要と判断するすべての保障措置（核査察）の義
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務を履行し、⑥技術的問題が解決されれば大使級の外交関係を樹立する、等である。 
 第４は、ベトナムとの間で連絡事務所の早期設置で合意したことである。米国は 94年２月、

対ベトナム制裁の即時全面解除を発表し、同年５月に米越両国はハノイとワシントンに相互連

絡事務所の設置を合意した。米国の制裁解除を受け、また、米国がベトナムのASEAN 加盟に

反対しなくなったため、ベトナムはASEAN 諸国への接近を一段と強めた。 
 第５は、APECのインドネシア会議（94年 11月）でアジア諸国にその主導権を譲ったこと

である。93 年 11 月のシアトル会議の時と比べて、米国はアジア諸国の意向を尊重してアジア

諸国とのコンセンサス作りが尊重された。しかしシアトルでのAPEC会議では、あまりにも米

国主導でイニシアティブがとられすぎ、アジア諸国の警戒が強まったことである。 
 第６は、クリントン政権の経済戦略であった、前述した「戦略ゲーム」を放棄し、対日経済

政策上、結果重視、相互性といったことを余り全面に出すことはなくなったことである。それ

に加え、94 年 11 月の中間選挙で上下両院とも共和党が多数党になったことから、ブッシュ政

権時の自由貿易哲学が優位をしめるようになった。事実、中間選挙後には、共和党多数の議会

で世界貿易機関 (WTO) の施行法案は上下両院で可決されている。これに対して、96 年度の

大統領選挙で再選を狙うクリントンは、選挙戦時に掲げた、「財政赤字削減」と「米国経済の回

復」の公約に加え、外交面で得点を稼ぐことにより票を集めようとした。 
 そして、第１期クリントン政権での中間選挙までは、大統領が所属する民主党が議会で多数

を占めていたことから、それを背景にホワイトハウスは、同政権が目指す政策目標を達成する

ことは比較的容易であった。ところが中間選挙後、民主党は大敗し、共和党が議会で多数とな

ったため、クリントン大統領は議会で合意を得るために多大な労力を費やさねばならなくなっ

た。また、次の大統領選挙で再選を狙うクリントン大統領は、外交・通商で妥協をしてでも得

点をあげることにターゲットを絞るようになったわけである。 
 一例をあげるなら、日米包括経済協議における自動車・同部品問題がそうである。自動車は

対日貿易赤字の全体の約６割をしめていた。さらにクリントン政権の大きな支持母体は米国労

働総同盟産別会議 (AFL-CIO) であった。だからこそ、円レートを切上げ日本の対米輸出を鈍

らせ、一方で通商法 301条の制裁をちらつかせ数値目標を迫るという戦術をとった。これに対

して日本はWTO にまで提訴するとの強硬姿勢でのぞみ、あわや日米貿易戦争か、あるいは防

衛問題へ飛火するのではないかと懸念された。この時期は、クリントン政権が「経済問題」を

「安全保障問題」よりも重視していたので、経済的国益が優勢されていた。しかし、大統領再

選を狙うクリントン大統領は第１期の後半になり、対日政策での実績をあげる必要から、自動

車・同部品問題では、日米双方に結果のよい「玉虫色の解決策」で終わらせると同時に、「米国
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の東アジア・太平洋地域に関する米国の安全保障戦略 (EASR)」を作成して21、「安全保障問題」

でいかに日本が重要であるかを強調することにより、次の大統領選挙に備えた。 

 
 （３）EASR 
 国防総省は 95 年２月にEASR を公表した。これはジョセフ・ナイ国防次官補（当時）のも

とで作成されたもので、俗にナイ・イニシアティブと呼ばれる。EASRは、国務省のロード書

簡に続き、米国のアジア・太平洋地域への安全保障上の国益の重視をうたい、米国は 10 万人

の兵力をアジア・太平洋地域から削減しないと表明した。また、日米関係に関しても、「日米関

係は米国のアジア・太平洋地域の安全保障政策とグローバルな戦略の基礎」であり、「日米安全

保障同盟は、米国のアジアの安全保障政策の要 (linchpin)」であると重視した。 
 EASRはこの結論に達するプロセスを、第１に当該地域における米国の不変の国益、第２に

同盟諸国との紐帯の緊密化（engagement戦略）、第３に中・露・越との関係の拡大（enlargement
戦略）、第４に新しい多国間安全保障の意義、第５に地域の諸問題（北朝鮮、南沙諸島、台湾な

ど）、第６に大量破壊兵器拡散への対応、の順で説明した。 
 そして、米国は当該地域の安全を維持するため、同盟国・友好国との間に米国が有する６つ

の２国間関係を強調する一方で、ASEAN 地域フォーラム (ARF) のような多国間の安全保障

に関する対話の場が、将来有用な役割を果たすと述べた。これは、米国の当該地域の安全保障

上のコミットメントのあり方を、二国間主義から多国間主義へと枠を広げたものとして注目さ

れた。また中国に対しては、敵視したり封じ込めたりすることをせず、各分野での働きかけを

行い、中国の国際社会への建設的な取り組みを支援し、防衛政策および軍事活動の透明化を促

すと述べた。さらに北朝鮮については、その核疑惑問題を解決するため日米韓中心の枠組みを

重視する一方、北朝鮮を潜在的危機と捉え、韓国への通常戦略の脅威は減少していないことか

ら、今後とも韓国に対する米軍の軍事コミットメントを維持するとした。領土問題については、

米国は公海を国際的な共有財産と考えており、南シナ海の問題の平和的な解決を支援し、北方

領土については日本の領有権主張の正当性を認め、台湾海峡については、平和的解決は米国の

対台湾政策の長期的な目標であり台湾への武器売却はこの目的に資すると述べた。また、同盟

国、友好国に対して脅威を与える大量破壊兵器の拡散問題は、拡散防止と同時にこれらの脅威

に対応する戦域ミサイル防衛 (TMD) システムの開発・配備が不可欠であるとしている。 
 以上のBUR、ロード書簡、EASR をもって、クリントン政権は経済重視から安全保障重視へと

国益を転換したといってもよかろう。また、これに拍車をかけたのが96年の大統領選挙であった。 

                                                           
t t t i - c21  U.S. Department of Defense, Uni ed Sta es Security Strategy for the Eas  As a Pacifi  

Region (Washington, D.C.: Department of Defense, February 1995). 
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 第３章 第２期クリントン政権の東アジア・日本政策 

 
 第１節 96 年大統領選挙と第２期クリントン政権の布陣 

 
 （１）96 年大統領選挙勝利の要因 
 96年２月から始まった米国の大統領選挙は民主党のクリントン大統領、共和党のドール院内

総務との間で競われ、96 年 11 月にクリントンの続投が決定した。その選挙の争点は、第１に

「経済問題」、第２に「指導者としての資質」であった。 
 第１の「経済問題」では、税制問題が中心的な争点となった。ドール候補の経済政策は、８

年で5,480億ドルの大型減税であったのに対しクリントン大統領は６年で970億ドルの減税を

主張した。つまり、ドール候補はクリントン大統領に比べ約５倍の減税案を主張したわけであ

る。経済問題をめぐる両者の論争は 10 月４日のテレビ討論会で決着がつけれらた。ドール候

補は、大型減税は経済成長をもたらし、経済成長は税の自然収増をもたらして財政赤字は解消

へ向かうという「サプライサイド・エコノミー」、すなわち「レーガノミクス」を打ち出し、今

はレーガン時代のような冷戦時代ではないので国防予算を縮小できる、また、レーガン時代は

民主党主導の議会であったために、共和党のレーガン大統領の歳出削減は妨害されたが、現在

は共和党主導の議会であるので、共和党から選出された大統領であればその問題はないとした。

これに対してクリントン大統領は在任中の過去４年間の実績を誇示したうえ、レーガノミクス

の焼き直しは現実性がなく「財政赤字を膨らませ、金利上昇つながるだけ」と反論した。その

論争の結末はクリントン大統領に凱歌があがった。テレビ論争直後の米国 ABC テレビ調査で

は大統領勝利が 50％、ドール候補勝利が 30％で、圧倒的多数で国民はクリントン大統領を支

持した。米国民はレーガン・ブッシュ時代に生じた「双子の赤字」と「貧富の差」をもたらし

たレーガノミクスに対しては否定的であり、経済的に活況を呈するクリントン時代の現状に満

足している証拠であった。 
 第２は、クリントン大統領はスキャンダルにまみれているという「指導者としての資質」が

問題とされた。第１回のテレビ討論会以降、ドール候補は経済論争で勝ち目がないと知るや、

第２回目のテレビ討論会で「疑惑の多い人間に大統領という重大な職務を与えていいのか」と

クリントン大統領の個人的なスキャンダルを追及し、「指導者としての資質」を問う作戦にでて、

愛人問題、マリファナ使用問題、ベトナム戦争の徴兵忌避問題、ホワイト・ウォーター疑惑、

インドネシア財閥からの多額の献金問題などを指摘した。こういったドール候補のネガティブ

攻撃に対してクリントン大統領は直接答えず、「４年前、失業率の増加とともに皮肉なものの見

方が流行していた。しかしその後の４年間は確実な進歩をみてきた」とその時点での経済的、

社会的安定の実績を強調し、その矛先をかわすのに成功した。 
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 こうして、クリントン大統領は、ドール共和党大統領候補を破り、96 年 11 月、勝利宣言を

行った。クリントン大統領は「21世紀への架け橋を築こう」と述べ、財政均衡、福祉改革に加

え、国際テロ対策や大量破壊兵器拡散防止など、内政・外交面での抱負を語った。クリントン

大統領は、民主党の大統領としてはフランクリン・ルーズベルト以来、連続当選をはたした２

人目の大統領となった。 
 クリントン大統領の勝利の要因は７点考えられる。 
 その第１は、クリントン大統領が選挙戦術で「大きな政府」をすてて「中道路線」を採った

ことにある。その背景には、94年の中間選挙で同大統領が民主党本来のリベラル色を強め、増

税も強行した結果、中間層の民主党離れを生み、大敗してしまったことがある。この辛酸をな

めクリントンは、リベラル色を薄め、中道路線を採り、中間層を取り込む戦略に変更した。 
 第２の点は、クリントン大統領が民主党党大会で「失業率とインフレ率を加えた数字が 28
年ぶりに最低になった」と発表したように、大統領選挙の前の経済が好調であったことである。

大統領選挙の行方を占う指数の一つとしてインフレ率と失業率を加えた「ミゼラブル指数」（悲

惨指数）がある。この指数が低ければ低いほどいいのであるが、選挙前にはこれは 8.3％と、

過去 28 年間で最も低かった。 
 第３は、通商・外交政策上の得点である。この分野では政権発足時にはあまり得点を稼げな

かったが、時を経るに従って実践で学習効果をあげそれが得点につながった。特に、選挙期間

中の 96 年９月のパレスチナ動乱に対して「中東和平調停」を買って出た積極的な態度がユダ

ヤ人票の獲得につながった。その他に、選挙直前に起こった「イラク空爆」問題、包括的核実

験禁止条約 (CTBT) 署名もプラスとなった。また通商問題では、日本との貿易に関して、クリ

ントン大統領はドール候補とのテレビ討論会でふれ、「日本との間で、任期中に 21項目にのば

る貿易の取り組みを交わし、対日輸出が 85％増加した」とその成果を語った。 
 第４は、クリントンの現職の大統領の強みを使った「巧みな選挙戦術」である。クリントン

大統領は選挙期間中に共和党が国民に支持されそうな政策を打ち出すと、すぐさまその政策と

似通った政策を執行して、論点をなくしてしまった。例えば、先の中間選挙で共和党が財政均

衡法を出すと大統領も同様の法案を提出した。また、有権者全体の７割強が賛成する共和党の

福祉大幅圧縮の改革案もあっさり署名し、争点をぼかした。 
 第５は、「ベビー・ブーマの勝利」である。クリントン大統領は 1946年生まれの戦後世代で

大統領選挙時は 50 歳であった。クリントンと同世代の全米人口の３分の１の人口を占めるベ

ビー・ブーマーがクリントンを支持した点である。彼らには自分たちの世代から大統領を出し

ているという自負があった。 
 第６は、「選挙資金の違い」である。米国の大統領選挙は、共和党、民主党の両党の予備選挙

から本番の大統領選挙にいたるまで、すべてマネー・ポリティクスである。例えば、米国の大
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統領選はテレビ・コマーシャルが欠かせないために、予備選挙の段階から選挙資金の大部分が

費やされる。そして予備選挙の勝者には政治献金が集中するわけであるが、民主党からはクリ

ントンしか立候補しなかったために、クリントンは予備選のために選挙資金をまわす必要はな

かった。しかも、クリントン大統領はドール候補の約 10 倍の選挙資金を準備したとされる。

それほどまでに選挙資金に差がついた理由の一つとして、産業界は、従来、共和党を応援する

が、96 年大統領選挙では民主党のクリントン大統領を応援したからだとされる。 
 第７は、女性票がドール候補対クリントン大統領では１対３であった点である。これはクリ

ントンの方が若かったという年齢差もあるが、人工中絶問題でクリントン大統領は容認し、ド

ール候補は反対の立場をとったからである。 

 
 （２）第２期クリントン政権の布陣 
 ２期目のクリントン政権は、首脳の相互訪問を控えていた対中外交が焦点であったこともあり、

アジア重視の姿勢は見せるものの、閣僚級の布陣では、アジア問題の専門家は少ないことが指摘

される。第２期クリントンチームは、アジア専門家の数が過去20年間のどの政権よりも少なく、

特に日本側にとり、米政権内での知日派の退潮が目立った。その一方で、最高指導部には新顔が

ほとんどいないかった。ただ、アーキン・ボウルズが首席補佐官に任命され、どうホワイトハウ

スに影響を与えるかが未知数であった。同補佐官はルービン同様、投資銀行家で億万長者であり、

96年のクリントン大統領再選に政治資金調達の面で中心的役割を果たした。 
 主要な政治ポストの任命は１期目に実績を上げた人物が登用された。これは、クリントン大統領

の側近達が、経験を積み、第１期の政策が第２期に踏襲される可能性が高いことを意味した。 
 第２期クリントン政権の対日政策の優先順位は、防衛問題であり、ガイドラインの見直し等

に重点が置かれた。政治・安全保障チームの国防長官には、法律家出身の上院議員であったコ

ーエンが据えられた。同氏は、マレーシアなどの ASEAN 諸国との個人的なつながりが強く、

日本をめぐる問題にはそれほど同情的ではないとされた。コーエン長官の側近であるジェーム

ズ・ジョーンズ将軍は、沖縄駐留米軍の維持を強く働きかけた。また、コーエン長官は、オル

ブライト国務長官と異なり、B-2 ステレス爆撃機の大量配備に反対するなど穏健な政策を取る

可能性が強く、国務、国防両省の調整がうまくいかないのではないかと当初、懸念された。 
 また、要となる国防次官補代理にはキャンベルが任命された。同氏は、東アジア問題におけ

るペリー国防長官の右腕として、日米安全保障共同宣言や沖縄米軍基地問題を担当した米側の

実質的な責任者であった。95年３月、ハバート国務次官補代理がフィリピン大使に転じて以降、

米国の対日戦略本部は国務省から国防総省に移った感があり、そこでキャンベルが全力を振る

えたのはクリストファー国務長官が中東問題に精力の多くを割く中で、アジアの安全保障の実

権がペリー長官にあったという事実も忘れてはならない。 
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 クリントン大統領は国務長官として、クリストファーの後任に、対欧外交の専門家であるオ

ルブライト国連大使を指名した。同氏は、元来「積極的多国間主義」を掲げて米国単独の武力

行使に疑問を呈していたが、ソマリアの介入失敗などで強硬姿勢に転じ、93年４月にはセルビ

アに懲罰的な空爆を提案しパウエル統合参謀本部議長（当時）と衝突した。オルブライトは従

来、共和党のヘルムズ上院外交委員長までが強力に支持するほどの強硬派である。オルブライ

ト長官や NSC のサンディー・バーガー大統領補佐官、スチュアート・アイゼンスタット国務

次官（経済担当）、フリッツ・モンデール前駐日大使のほか、新外交チームのメンバーの多くは、

70年代後半にカーター政権で共に働いた仲間であるためか、中東、人権問題、中国、欧州を重

視したカーター政権とクリントン政権の外交政策とには共通点が多々ある。 
 さらに、日本との関係で無視できない東アジア太平洋担当の国務次官補に、スタンリー・ロ

スが就任したことである。同氏は、79 年にソラーズﾞ元下院議員（民主党）補佐官、下院外交

委員アジア太平洋小委員会のスタッフを 10 年務めた後に、第１期クリントン政権で国防副次

官補（東アジア太平洋担当）と国家安全保障会議（アジア上級部長）を歴任し、米国平和研究

所研究部長を務めた。アジアの有力者にも知己多く、聡明で政策通というのが大方の評価であ

ったが、一部には、ロスにアジアでの生活体験に欠けるのが問題であるとの見解もあった。ま

た、97 年のワシントンのセミナーでは「中国、韓国だけでなく､東南アジア諸国も日本の安全

保障分野での役割拡大を懸念している」と発言し、安全保障分野での日本の役割拡大には積極

的でなく、国防総省とは多少肌合を異にするとも言われた。 
 次に、経済政策チームであるが、ここには、ルービン財務長官の門下生が多く、スパーリン

グ補佐官、サマーズ財務副長官、ラルーロ対外経済政策担当補佐官らがいる。ルービンは、「経

済政策は大統領に裏付けられている」と述べるようにクリントン大統領から絶大な信頼を置か

れている。為替政策のドル高支持が産業界の反発に揺るがないのも一例である。さらに中国問

題では、早期から「孤立化でなく積極関与」と説いていた。 
 ルービン財務長官の目指す対日政策は、日本と協調しながら、国内的、対外的なファンダメ

ンタルズを健全な状態に保つことである。二国間では、「投資」と「競争」の状態に一定の釣り

合いを持たせようとする政策を目指す。こうした政策課題が重視される中、貿易交渉の重要性

は低下し、第２次クリントン政権の対日経済戦略は既存の合意の戦略的履行を重視するように

なった。バーシェフスキーUSTR代表は強硬派、ルービン財務長官は市場開放論者である。ま

た、デーリ商務長官は、中西部の自動車業界、労組などとつながりがある。経済チームは、二

国間貿易重視には限界があり、日本や中国との交渉で成果を上げるには、多国間経済政策が最

善の方法であると一致している。また、カンター前USTR代表の自動車・同部品問題交渉等の

成功で、日本とは裏舞台での取引が成功すると考えがちであるとも言われている。 
 さらに、戦後 12 人目の駐日大使に指名されたトーマス・フォーリーは、連邦議会の議長経
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験者（前下院議長）としては初めてであった。同氏は、農産物や航空機の対日輸出で日本との

関係が深いワシントン州出身であることからも、日本政府は「政治力もあり最良の選択」と歓

迎の意を表した。日米議員交流に熱心で日本の政治家に知己が多く、96年には日米関係に多大

の貢献があったとして勲一等章も授章している。1964 年以来、15 期連続で下院議員に当選、

89 年から６年間は下院議長を務めたが、94 年の中間選挙で現職議長としては約 130 年ぶりの

落選で、政界からは引退していた。 

 
 第２節 第２期クリントン政権の東アジア・日本政策 

 
 （１）QDR 
 さて、第２期のクリントン政権の軍事戦略であるが、米国は国防計画の３度目の見直しを 97
年５月の『４年毎の国防見直し (QDR)』で行った22。QDR では 2015 年までを見通した米国の

国防戦略、戦力構成、軍の近代化計画等の要素についての包括的検討を行った。具体的には、第

１に兵力削減、第２に「２正面戦略 (2MRCs)」の維持、第３にアジア、欧州での前方展開兵力

（10万人）維持、第４に兵力近代化の継続などとし、BURの基本戦略を全般的にほぼ踏襲して

いる。QDRの内容は、米国は2015年までの安全保障環境は圧倒的に優位であるとの認識に立ち、

政治・経済・軍事的に世界に関与し続け、その「脅威」の対象に「地域的危機」「大量破壊兵器 
(WMD) と関連技術の拡散」「テロや麻薬」「米本土への危機」の４つを指摘した。 
 以上の認識に立ち、その主な内容は第１の「防衛戦略」では、①米国は不確実性に対応する

ために軍の体制を整備し、世界的規模で関与を行い、②地域的脅威を「予測できない脅威」（イ

ラン、イラク、北朝鮮）と「2015 年以降の潜在競争相手」（ロシアと中国）とし、③「戦略環

境の整備 (shape)」「あらゆる脅威への対処 (respond)」「将来の危機に対する準備 (prepare)」
が必要で、④戦略環境整備のためWMD の拡散を防止し、民主主義と市場経済を拡大し、軍事

交流を促進させる。そして、⑤脅威へ対処するため、抑止力を維持し、小規模紛争 (SSC) の
作戦を遂行する能力を維持し、大規模戦域戦争 (MTW) が勃発した場合にはそれに勝利できる

だけの能力を持ち、⑥それらの能力の準備のため、軍の近代化とRMA を促進し、技術的優位

を維持すること、等をあげる。 
 第２に「選択すべき防衛体制」は、①「現在の脅威に焦点をあてる路線」、「将来の脅威に準

備する路線」、「現在と不確実な将来のバランスをとる路線」の３つの路線が検討され、最後の

路線が最善の選択であるとの結論が出され、②BUR と同様２MRCs に勝利するための必要な

                                                           
t f i22  U.S. Department of Defense, Repor  of the Quadrennial De ense Rev ew (Washington, 

D.C.: Department of Defense, May 1997). 
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米軍能力を維持することとしている。 
 第３に「戦力構成」であるが、米国は 85 年度から 87 年度にかけて、国防予算を 38％、兵

力構成を 33％、調達計画を３％、それぞれ削減した。その結果、①「人員」は、89 年度をベ

ースに兵員を 136万人（36％減）、予備役 83万５千人（29％減）、国防関係職員 64万人（42％
減）にそれぞれ段階的に削減し、②136万人に削減される「兵員」のうち、陸軍１万 5,000人、

海軍１万 8,000人、海兵隊 1,800人、空軍２万 6,900人をそれぞれ削減し、③「装備体系」は、

空軍では次期主力戦闘機F-22 購入計画を当初の 438 機から 339 機へ変更し、海軍では戦闘攻

撃機FA-18E/Fを 1,000機から最高 785機に削減し、④国内で最低２「基地」の閉鎖を行ない、

⑤「戦域ミサイル防衛 (TMD)」は 2006年に実践配備を行ない、「本土ミサイル防衛 (NMD)」
は１年見直して 20 億ドル上積みすることとなった。 
 以上のように、人員や基地を削減しながら、他方でRMA等を行うことにより作戦能力を維持

していこうとする、米国国内の苦しい財政事情がうかがえる。これは、クリントン大統領の公約

である、「財政均衡」という国内政策優先政策のためである。その結果、冷戦終結時と比べて36％
もの兵力レベルを落とす一方、中東や朝鮮半島などの不安定要因に対処せねばならず、米国の軍

事力を低下させるわけにはいかない。そのため、その両者を満足させるための工夫や優先的選択

の結果がその骨子となり、即応体制を維持する機動力、打撃力の達成・維持、具体的には、次期

主力戦闘機の配備、NMD の開発、海外兵力の維持に力点を置くことになった。また、２MRCs
は、中東と朝鮮半島といった離れた２地域で、ほぼ同時に大規模な紛争が起ってもこれに対応で

きる能力を維持しようという米国のBURの戦略を踏襲したわけである。 
 したがって、QDR から、同盟国に対する役割分担の期待と要望がますます増えることが読

み取れる。すなわち、米国は日本の周辺諸国での有事の際に日本への役割と分担を応分に求め、

その結果 97 年９月に『日米防衛協力のための指針（新ガイドライン）』が発表された。また、

QDRではTMD の開発に意欲を見せていることからもわかるように、米国は日本のTMD 整備

へも強い関心を持っている。 

 
 （２）「漣」の経済状況 
 日米間の「経済問題」は第１期目でほぼ決着を見て、４年後の 96年の大統領選挙の時には、

92年に 600億ドル抱えていた対日貿易赤字は３分の１の 220億ドルに減少した（『米国経済白

書』23）。米国全体の経済状況をみても、戦後最大の景気拡大を達成し、第１期クリントン政権

が優先課題としていた経済的目標はある程度達成された。 

                                                           
23  The Council of Economic Advisers, Economic Report of the President (Washington D.C.: 
The Council of Economic Advisers, February 1997). 
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 そして、日米経済問題に限っていえば、第２期クリントン政権が発足した時点では「凪」（な

ぎ）あるいは「漣」（さざなみ）の状態にあった。「凪」あるいは「漣」の状態にあるとする理

由は、日米間に横たわる経済問題を、選挙を控えた日米両首脳が「得点にならない懸案はとり

あえず一見、解決したかのような形にして先送り」した暗黙の了承があったからである。通信

市場の開放や保険、農業の自由化など、水面下で軋轢を抱えたまま演出されたモラトリアム（一

時休戦）であった。したがって、「漣」が今度は「小波」となり、さらにいつ再び「大波」とな

って押し寄せるかわからない状態となった。特に、日本の対米黒字問題では、現に、97 年６月

のデンバーサミットのG-7経済声明で日本に黒字抑制を求めたものとなった。そして、サマー

ズ財務副長官のいう警戒水準（日本の経常黒字がGDP比で 2.5％）以上にならないようにする

ことが求められた。 
 また、サミットの直前に行われたクリントン・橋本首脳会談では、クリントン大統領が２年

後の 99 年には対日貿易赤字が 1,300 億ドルに膨らむとの見通しを示し、日本の貿易黒字解決

策として規制緩和の推進による内需拡大が打ち出された。 
 橋本首相（当時）は、財政再建に主眼を置いていたため、日本が取り得る内需拡大策には限

界があり、年 0.5％と史上最低水準にある公定歩合を引き上げる環境にもない、さらに、首相

が最近のマクロ経済の指標や貿易収支、為替レートの動向を記した資料を提示し、「中長期的に

黒字が増大していく体質にはない」と説明したが、米国はあくまで結果を重視するとした。日

本の対米黒字減らしに有効な手段に「規制緩和の促進」があるが、規制緩和の実施には法律改

正など時間を要するため、日本側には「規制緩和の協議をしている間に黒字問題が収まってく

れれば」との思惑があった。 
 だが、米国は規制緩和で高い競争力を持つ自国製品の対日輸出増に大きな期待を寄せていた。

実際、規制緩和の専門部会には、「電気通信」、「住宅」、「医療品・医療機器」、「金融サービス」、

「構造問題」といった懸案事項が出され、米国がこれらの分野で目に見える成果を求めた。「電

気通信」に関しては NTT、KDD の外資規制の見直しや、NTT との相互接続ルールの透明化

問題があり、「住宅」では米国製住宅資材の規格承認問題や木材製品の関税引き下げ問題等があ

る。また、「医療品・医療機器」では医療商品認可プロセスの透明化や国民健康保険での償還手

続きの改善、「金融サービス」では金融情報開示の強化や投資顧問会社の投資運用の拡大問題、

「構造問題（政府慣行・透明性）」では行政指導の多用の改善や官僚 OB を含む審議会のあり

方の見直しが交渉されると考えられた。 
 また、日米間の経済問題に余り焦点が当たらなかった理由の一つに、朝鮮半島問題があった。

つまり、第２期のクリントン政権発足時しばらくは、米国は、喫緊の課題として朝鮮半島問題

を抱えていた、その時点での米国の対東アジア・対日政策の優先順位は「安全保障問題」にあ

ったからである。しかし、97 年９月に日本は「ガイドラインの見直し」を発表し、安全保障問
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題が一時的に決着すると、米国は、「アジア通貨危機」に重大な懸念を寄せるようになり、その

解決の鍵を握る日本の経済力の回復に焦点を当てるようになった。 
 アジア通貨危機は以下のように生じた。97年７月に、タイが急激なバーツ売りの圧力に耐え

切れず、バーツのドルペッグ制を放棄し、変動相場制へ移行したことに始まる。バーツの為替

レートは下落を続け、98年１月には約半分に下落した。そしてこれが、フィリピン、インドネ

シア、マレーシアのASEAN 諸国へと波及し、やがて香港や韓国にまで飛び火した。 
 80年代後半、欧米企業は、欧米経済が沈滞し新たな投資機会がなかったため、ASEAN 諸国

（特にシンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア）に対して直接投資を行い（製造業で

は家電、一般機械、自動車、通信機器）、いわゆる直投ブームが起こった。しかし、このブーム

は 90 年代中には一巡したため、アジア諸国は経済的活況を持続させるために「直接投資」か

ら「短期資本」導入の積極策を打ち出した。しかし、これが失敗だといわれている。その時ス

タンフォード大学のポール・クルーグマンは、「アジアの経済の奇跡は神話である。それは持続

的には行い得ない経済資源の総動員によってもたれされたものであり、生産効率の改善なき、

投入増大型の経済の高成長は長続きしない」と警告した24。 
 この警告通り、西側との機関投資家は、経常収支の大幅赤字のもとで高いドルへの身分不相

応のペッグ制維持は早々に崩れると予測し、為替市場でドル買い、アジア通貨売りの執拗な攻

撃をかけた。短期金利市場と為替市場の１日の出来高は３兆ドルである。世界の１年間の貿易

決済に必要な資金は、その２日分（６兆ドル）もあれば足りるわけである。つまり、先進国の

民間資金が一時的に新興国の民間銀行や企業へ大量に流入し、その後急激に逃避したことがア

ジア危機の引き金になったと分析される。 
 一連のアジア危機ではインドネシアで民間企業が抱える巨額の外貨債務が表面化した。タイ、韓

国では公表した外貨準備高が先物取引による損失や民間銀行向け預託で目減りしていた。こうした

外貨のやり繰りの不透明さが市場に不信感を与え混乱拡大になったことが原因とされている。 

 
 第３節 アジア通貨危機と安全保障環境の変化 

 
 98 年になり、第２期クリントン政権は、「一般教書」、「予算教書」、「大統領経済報告」とい

う３大教書を相次いで米議会に提出し、外交の基本方針を明らかにした。 
 第１に、クリントン大統領は 98 年１月 27 日、米下院で「一般教書」演説をし、98 年の施

政方針を明らかにした。ここでは、アジア金融危機をめぐり、経済のグローバル化を強調、放

                                                           
24   Paul Krugman, “The Myth of the Asia’s Miracle,” Foreign Affairs, Vol. 73, No. 6 
(November/December 1994). 
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置すれば「低価格輸入品の洪水を招く」と述べ、米主導の支援体制を確認した。その関連で、

IMF への資金拠出を求めた。 
 第２に、クリントン大統領は２月２日に、99 年会計年度（98 年 10 月～99 年９月）の予算

教書を議会に提出した。ここでは、２１世紀を「米国の世紀」とし、そのために、研究開発、

環境、交通の３分野に５年間で 3,800億ドルを重点配分したことと、99年の歳出全体を前年度

比 3.9％の伸びに抑え、30年ぶりの財政黒字 95億ドルを確保したことに特徴がある。「一般教

書」で触れられたように、今後 10年間で１兆 1,000億ドルにものぼる黒字は社会保障基金（年

金）勘定に繰り入れ、年金財政の悪化に備える方針としたが、減税を求める議会共和党との調

整は難航している。また、「社会保障基金」構想は、クリントンの同世代であるに対する「年金

を守る」公約である。この「ベビーブーマー」世代が受給年齢に達すると、社会保障基金（公

的年金）は現在の大幅黒字から 2010年には単年度赤字に転落し、2030年ごろには債務超過に

転落すると試算されている。 
 第３に、97年の「大統領経済報告」でクリントン大統領は、海外市場開放に関して、日本を

名指しで過去の日米通商協定の完全履行と、特定分野での市場開放に向けて新たな協定を求め

る方針を明らかにした。クリントン政権発足以来、日米は 33 の通商協定を結んだと実績を評

価したうえで、いくつかの分野では成果が不足しているとして、協定の完全な履行を求めた。

したがって、同報告書は、日米関係は通商面でも「漣」が「大波」に再びかわる可能性がある

ことを示した。 
 以上からみて分かるように、この時点での米国の国益は「経済」に再転換され、その経済政

策の目標はアジア金融危機の克服であり、それに伴い、「日本悪玉論」が議会を中心に出てきた

ことに特徴がある。 
 例えば、98年２月の米議会の米国下院銀行委員会（ジム・リーチ委員長）の「アジア経済危機

に関する公聴会」では、「アジアの経済危機の解消を阻んでいるのは日本の誤った政策だ」との

見解で一致し、「日本の政策を変えさせるために全世界の主要国が団結して対日圧力をかけるべ

きだ」との報告がなされた。また、その委員会に出席したルービン財務長官は「日本が国内需要

拡大による自国経済の強化を果たし、アジアの他の輸出市場や銀行融資やその他資本の流れの支

えとなれば、アジア全体の経済危機の解消に大きく寄与する」と、フレッド・バーグステン国際

経済研究所所長は、「アジア経済危機の悪玉は日本だ。当然とるべき景気刺激、回復の政策をま

ったくとろうとせず、他の諸国の苦境をより深刻にしている」と報告した。また、ロバード・ゼ

ーリック元国務次官は「日本に対して圧力をかけねばならない」とまで述べた。 
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 おわりに 

 
 冷戦後に発足したクリントン政権が直面したものは、第１にソ連崩壊による「力の真空」を

どう埋めるかという問題、すなわち、「新世界秩序の再構築」と、第２に疲弊した米国の「経済

力の回復」という課題であった。この課題は言い換えるならば、米国の優位 (primacy) による

システムを構築することであり25、そのシステムを支える軍事的優越 (Security Primacy) と経

済的優越 (Economic Primacy) のサブ・システムの構築にあった。 
 第１期クリントン政権の東アジア・日本政策における優先事項は、米国が経済力の回復とい

う国内事情に重きを置いていたことから「経済」を中心としたものとなり、「安全保障」は軽視

される傾向があった。そのため、戦略的貿易政策に重きを置く、経済重視・安保軽視政策を採

った結果、友好国や同盟国との間の関係悪化が懸念され始め、国内外から警告がなされた。ま

た、それと同時に、第１期の末期には経済的目標を達成したこともあり、安全保障問題の方に

重心が移動され始めたわけである。 
 こうしてクリントン政権の第２期は、第１期でやり残した「安全保障」に重点が移され、東

アジア・日本政策は「軍事」的国益の追及に転換された。この分野においては、BUR を踏襲

したQDR、さらにEASR を発表し、当該地域に対する戦略を確立した。日本との関連では、

日米共同宣言や新ガイドラインが発表された。 
 ところが、日米関係が順調に進展していた折りにアジア通貨危機が深刻化する。特に 98 年

初頭になり、インドネシアに見られるように、「通貨危機」が「国内危機」に発展し、それが安

全保障上懸念される事態になってきたため、米国の対日政策は「経済」に再び焦点が当てられ

るようになった。 
 ここで、クリントン政権内で起こった論議は、70 年代～80 年代の「対日赤字の是正」を求

めるものではなく、間違った経済政策を展開する日本が悪いとする「日本悪玉論」である。つ

まり、日本が国内需要拡大による自国経済を回復し、アジアの他の輸出市場や銀行融資やその

他の資本の流れの支えとなれば、アジア全体の経済危機の解消に大きく寄与する（ルービン財

務長官）とし、日本が当然とるべき景気刺激、回復の政策をまったくとろうとしないためにア

ジア諸国の苦境をより深刻にしている（バーグステン国際経済研究所所長）というものである。

これに対して前橋本政権、また、現在の小渕政権は国内経済の回復を最優先した政策に転換し

たが、日本経済が回復するまでそれにクリントン政権からさらなる圧力が加えられる可能性は

否定できない。 

 
25  Zbigniew Brzinski, The Grand Chessboard (New York: Harper Collins Publishers, Inc., 
Basic Books, 1997). 


