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＜要 旨＞

本稿は、米国における対外政策の国内的源泉の一つとして政党を捉え、共和党と比較し

た民主党の外交・安全保障政策の特徴を考察する。米国民主党は従来、共和党と比べて外

交・安全保障問題に弱いと言われてきたが、歴史的経緯に鑑みると必ずしもそうではない。

とりわけ２００８年の選挙に向けた政策策定においては、安全保障政策が大きな比重を占めて

きている。民主党の政策は、党内の派閥や政策担当者の個性によって左右される可能性が

高いが、対東アジア政策は総じて安定であると言えよう。日本は、政権交代に伴う米国の

外交・安全保障政策の動向を的確に捉え、対外政策の軸足を定める必要がある。

はじめに

２００４年の米国大統領選挙においては、外交政策・安全保障政策が従来にも増して大きな

争点となり、選挙結果に大きく影響したと言われている。米国民主党は、伝統的に、国内

政治において「大きな政府」を標榜する内向きの政党であり、対外政策においては弱腰で

あると評されてきたが、現在、有識者の間では、先回の選挙において敗北した大きな要因

の一つが、明確な外交・安全保障政策を提示しなかったことにあるという認識が高まって

いる（１）。そのため、２００８年の選挙に向けた政策策定においては、対外政策が大きな比重

を占めることが予想される。

猟官制の色彩が強い米国の政治システムにおいて、政権交代は大規模な人事異動を伴う。

日本の重要な同盟国である米国の対外政策の動向を知る上で、次期大統領選挙後、政権を

担う可能性のある対抗政党の政策議論を十分に吟味する必要があることは言うまでもな

（１） Kurt M. Campbell and Michael O’Hanlon, “The Democrat Armed,” The National Interest, Sum-
mer 2005, pp. 93-101；岡垣知子によるマイケル・オハンロン（Michael O’Hanlon）へのインタビュ
ー（２００６年９月７日、於ブルッキングズ研究所）。
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い。今日の共和党政権下において、かつてないほど良好であると言われる日米関係は、米

国の政党政治が今後展開していく中でどう変化・発展していくのであろうか。しばしば革

命とも呼ばれる一大イベントである大統領選挙によって次期政権で任用される可能性があ

る議員スタッフやシンクタンクの有力者の考え方を理解しておくことは、大きな変革期に

ある日本の安全保障政策にとって極めて重要である。

そこで本研究では、米国における外交・安全保障政策の国内的源泉の一つとして政党の

役割を検討した上で、共和党と比較した場合の民主党の外交・安全保障政策の特徴を考察

し、今後の米国の安全保障政策、とりわけ対東アジア政策を展望する。第１節では、対外

政策における政党の影響一般に照らし合わせて、米国の外交・安全保障政策において党派

性が持つ役割について考察する。第２節では、民主党の対外政策の展開を歴史的に追い、

民主党の政策パターンを浮かび上がらせると同時に、現在の民主党が持つ党派性との連関

を探る。第３節では、政権獲得の戦いに挑む民主党内の議論の動向を、外交・安全保障政

策を中心に、次期政権における東アジア安全保障担当候補と目される人物に焦点を当てて

検討する。

１ 米国における政党と外交・安全保障政策

（１）対外政策の国内的源泉としての政党

対外政策の決定要因は、一般的に、①国際環境、②国内政治要因、③政治指導者の特質、

の３つのレベルに分けて考えることができる。伝統的には、外交政策において、国内政治

過程はブラックボックスであるとされてきた。つまり、外交政策は「国内政策とは基本的

に異なり、国家の命運を左右する厳粛かつ冷静なものであり、外交の専門家が大局的な立

場に立って国家目標を設定し、自国をめぐる内外の情勢を客観的に分析し、それを実行す

るものである」（２）という、いわゆる「合理モデル」に基づく考え方が一般的であった。「合

理モデル」は、国際的事件に対する客観的な認識がなされ、国益が明確であり、目標達成

のために存在するすべての手段が政策決定者に提示され、政策決定者や国民の統一された

意志の下に最適な外交政策の選択肢が自覚的・理性的に選ばれるという前提に基づくもの

である。外交目標に大まかな超党派的一致が見られ、行政府と立法府の間に合意が形成さ

れていた第二次大戦後のいわゆる「冷戦コンセンサス」の時代においては、米国の外交政

策も「合理モデル」で説明できる部分が多かった。

１９５０年代になると、複雑化する国際情勢を反映し、「合理モデル」を否定する形で外交

（２） 佐藤英夫『対外政策』東京大学出版会、１９８９年、７９ページ。

防衛研究所紀要第１０巻第１号（２００７年９月）

2



政策決定の様々な理論が誕生した（３）。対外政策の決定と実施には、国際環境のみならず、

一国を構成する諸々の組織や制度、政治指導者の性格や能力、国民の持つ政治・文化的行

動様式や思考様式が関わってくるため、政策決定の多くが、国内組織や個人の利益や要求

を反映したものとして理解されるようになったのである。とりわけ１９６０年代、１９７０年代に

は、外交政策の国内的源泉として、政治指導者のリーダーシップ、議会、利益集団、官僚

政治、組織的惰性、世論の役割等が取り上げられるようになった。

この流れの中で、政党は、対外政策・安全保障政策決定に影響する国内政治要因の一つ

として捉えられるように至った。しかし、国内政治過程を重視する外交政策モデルの中で

研究対象の中心となった組織過程や官僚政治といった要因と比較すると（４）、政党が言及

される頻度は少なかったと言えよう。政党は国内世論を政策に反映する架け橋もしくはフ

ィルターとして外交・安全保障政策に影響を与え得るが、政党政治のダイナミクスがより

投影されるのは一般的には国内政治イシューにおいてであるからである。例えば、国内経

済政策への政府の介入度や少数民族・女性への差別撤廃、人工妊娠中絶の問題をめぐって、

米国の民主党と共和党の間に明確な党派性が存在することはよく知られているが、秘密性、

迅速性、専門性が求められる対外政策においては、国内政治の場合とは対照的に、政党間

の相違や対立は抑えられると考えられてきた。

（２）米国の対外政策における政党の役割

ア 対外政策における政党の重要性

伝統的に超党派的な合意が存在しやすい対外政策において、政党及びその党派性が持つ

影響力は米国ではどう評価できるであろうか。近代民主主義国家では、異なる見解を持つ

多数の組織や人間の相互作用が複雑な形で外交・安全保障政策に反映される傾向が強い。

とりわけ開放的な多元主義社会に基づく政治体制を体現している米国では、国内政治の国

際政治化、および対外政策の国内政治化が他国よりも顕著に見られ、国内世論や利益団体

（３） Richard C. Snyder, H.W. Bruck and Burton Sapin, Decision-Making as an Approach to the

Study of International Politics（Foreign Policy Analysis Series No. 3）, Princeton : Princeton Uni-
versity Press, 1954 ; Joseph Frankel, The Making of Foreign Policy , Oxford : Oxford University
Press, 1963 ; Graham T. Allison, Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis , Bos-
ton : Little, Brown and Co., 1971.

（４） いわゆる「組織過程モデル」は、政府を自立的な行動様式を持った多くの組織の緩やかな複合体
として捉え、それらの組織が半ば自動的にあらかじめ定められた標準作業手続き（standard operat-
ing procedure : SOP）にしたがって繰り広げる活動として政策決定を捉えるものである。この場合、
政策は、組織が自らを保全しようとして保守的に行動する結果生まれるものと理解される。「官僚
政治モデル」は、政府機構の最上層に位置する政策決定者が、それぞれの価値や信条体系に基づく
見方に基づいて他のプレイヤーと様々な駆け引きをダイナミックに繰り広げる中で、政策が形成さ
れると理解するものである。Allison, Essence of Decision.
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が政府や議会に働きかけて政策に影響を与える傾向が強いと言える（５）。ベトナム戦争以

降、この傾向はさらに強まった（６）。

しかし、米国の政党政治そのものの特徴に注目すると、二大政党である民主党と共和党

の間にイデオロギー的な差異がほとんどないことが、他国と比較して際立っている。米国

では、自由主義、民主主義、資本主義が米国の存在理由とも言える統一的な伝統的価値で

あり、共産主義や社会主義を掲げる左翼政党はほとんど存在しない。「個人の自由と権利」

という建国の理念が国体の中核として生き続けている米国において、二大政党は、おそら

く他のどの国よりも選挙政党の性格を強く持ち、政策政党としての傾向は弱いと言えよう。

つまり、米国の政党政治はプラグマティズムによって特徴づけられ、二大政党の政策上の

争点に大きな違いが生じることは少ない（７）。

また、政党規律が弱く、選挙候補者の独立性が高いこと、党員の流動性が高く、離党が

しばしば起こることも米国の政党政治の特徴である。党大会で決議が採択されても、日本

のように政策綱領は存在せず、党の信条や主義主張よりも選挙候補者自身の主張が自律し

ていることが多い。党首や党員制度が存在しないことによって、米国の政党は組織として

の一体性が薄く、党員が除名されることもない。また、選挙における政党の公認候補が州

基盤の予備選挙によって選出されるため、党の中のいわゆる主流とされていない候補も急

浮上して当選することもあり得る（８）。特に近年は、両党内での亀裂が激しく、党内にお

ける意見の相違が日常的に見られ、党としての一貫した政策が打ち出されることはなくな

ったと言われている。民主党、共和党、それぞれにリベラルな派閥と保守的な派閥が存在

し、さらに民主党においては、より細分化された集団や個人の利害関係が複雑なダイナミ

クスを生んでいる（９）。１９８０年代以降、共和党は、保守路線に党としての一体性を見出だ

すようになったが、民主党の分裂傾向は依然として強い。この理由の一つは、民主党の方

がよりオープンな議論を好む傾向があるため、数多くの委員会を開いて多様な意見を取り

（５） 佐藤『対外政策』、８６ページ；James N. Rosenau, ed., Domestic Sources of Foreign Policy, New
York : Free Press, 1967. 経済問題の浮上やベトナム戦争、デタントの影響によって議会の影響力が
高まり、議会の構造改革によって政策過程が専門化・分散化したことによる。近年における米国世
論の外交政策への影響については、John H. Aldrich, et. al., “Foreign Policy and the Electoral Con-
nection,” Annual Review of Political Science , 2006, pp. 477-502.

（６） 逆に、対外政策における支配エリートの役割を強調する議論もある。例えば、C.W.ミルズ（鵜飼
信成・綿貫譲治訳）『パワー・エリート（上・下）』東京大学出版会、１９６９年。多元主義を強調する
立場と対外政策エリートを強調する立場の間の議論は今日も続いている。

（７） 葉山明『アメリカ政治』北村出版、１９９５年、３１～５３ページ；岡山裕「政党」久保文明編『アメリ
カの政治』弘文堂、２００５年、１１４～１３３ページ。

（８） 五十嵐武士・油井大三郎編『アメリカ研究入門（第３版）』東京大学出版会、２００３年、２００～２０１
ページ。

（９） マイケル・グリーン「『安保』も『東アジア』も議論分裂を露呈する米民主党」『Foresight』２００６年
８月、７４～７５ページ。
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入れる分、組織化の度合が低くなるためである（１０）。

つまり、米国の政治は他国と比較して、党派性よりも個人の政策を中心に動き、政党が

政策的に団結する傾向は少ない。とりわけ１９８０年代以降は無党派層が有権者の３分の１を

占めるようになり、政党よりも候補者の業績や政策に基づいて人々が投票する傾向がさら

に強まった。また、有権者と政党の間に様々な利益団体が存在し、そういった団体を通し

て、有権者が自分の関心を持つ政策に焦点を絞った形での政治参加が大きな役割を果たす

ようになっている。こういった状況の下で、両党とも政権獲得のために中道寄りになる傾

向が強いことも、政党間の相違を不明確にしている。

イ 民主党と共和党：対外政策の一般的特徴

米国共和党と民主党の外交政策上の差異は、最も一般的なレベルでは、保守か革新かに

ある。すなわち、国内政治において、連邦政府の介入を最小限に止めようとするのが保守

の共和党であり、「大きい政府」を謳うのが民主党である。１９２９年の世界大恐慌への対応

策として１９３０年代にフランクリン・ローズヴェルト（Franklin Roosevelt）がニューディー

ル政策を推進する中で、民主党は党としての一定の政策的統一性を見出した。それは、連

邦政府が公共事業や社会保障を国民に提供することによって、国民に対して最低限度の生

活を積極的に保障し、経済を安定させるという方針であった（１１）。

外交・安全保障政策においては、共和党が米国の国益を明確に規定し、時には他国との

軍事的対決も辞さない形で、それを対外政策に積極的に反映させていく傾向があるのに対

し、リベラル的色彩（１２）を標榜する民主党は、国際協調主義の立場をとり、他国との軍事

的対決を避ける傾向があるとされている。また、共和党によく見られる単独行動や力の外

交、孤立主義とは対照的に、民主党は、多国間主義に基づく、国連等の国際制度重視、ソ

フトパワー重視の外交を展開する傾向が強いとされてきた。しかしまた一方で、米国では、

対外政策のみに特化した専門家の立場は弱く、党内で力を持つためには国内政策にまず長

けていなくてはならない。その意味で米国民主党にとって外交は二次的な扱いを受けやす

く、中でも東アジアは、中東やヨーロッパと比べて安定的である分、置かれている比重が

（１０） 岡垣によるロバート・サッター（Robert Sutter）へのインタビュー（２００６年９月６日、於ジョー
ジタウン大学）。

（１１） 党派性および歴史的考察も含む両党の差異についての詳細な研究として、以下を参照：岡山裕『ア
メリカ二大政党制の確立――再建期における戦後体制の形成と共和党』東京大学出版会、２００５年；
松尾弌之『アメリカの永久革命：共和党と民主党が生むダイナミズム』勉誠出版、２００４年、１、２
章；C.A.ビアード（斎藤眞、有賀貞訳）『アメリカ政党史』東京大学出版会、１９９８年。

（１２）「リベラル」という言葉には自由放任主義＝政府の不介入という意味と、革新的という意味とが
あるため、これが政策を表現する言葉として用いられる場合には注意が必要である。共和党は前者
の意味でリベラルであり、民主党は後者の意味でリベラルである。
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低いとも言える。

上述のような一般的特徴が存在するものの、具体的なイシューや、外交目標達成の手段

になると、米国国内のそれぞれの支持母体の利害が反映されて、構図はより複雑になる。

例えば、一般的には国際協調主義であるはずの民主党には、その大きな支持基盤として労

働組合が伝統的に存在しているため、国際経済政策においては保護主義的に傾きがちであ

る。貿易問題をめぐる米国の強硬姿勢は、かつては日本に向けられ、今日では中国に向け

られている。一方、企業の専門管理職やホワイトカラーからなる支持層が厚い共和党は、「小

さな政府」の伝統に基づき、市場の競争原理と自由貿易のメカニズムを尊重して、国際貿

易においても不介入主義を採る。このため、例えば１９９３年には、民主党クリントン政権の

重要課題の一つであった北米自由貿易協定の承認が、民主党議員の反対にあう一方で、共

和党議員の支持によって承認されるような事態も生じた。

支持母体と政党との結びつきは従来強固であるが、この結びつきは、通常、特定のイシ

ューにおいてのみ見られる強固な団結である。また、もともと民主党の基盤が強固であっ

た米国南部が政策的に保守的であるため、１９６０年代以降、共和党にかなり取り込まれる形

になったように、支持母体が変化する場合もある。地域的に見ると、南部の民主党が外交

問題において中西部の共和党に近く、どちらかといえば孤立主義的であるのに対して、東

海岸と西海岸の民主党は最も国際協調主義の立場をとる。東海岸と西海岸の共和党と中西

部の民主党がこの中間と言えよう。

支持母体としては、政策の策定と人材ネットワークの形成に大きな役割を果たすシンク

タンクも重要である。しかし、対外政策の立案に関して、共和党では、ヘリテッジ財団な

ど特定のシンクタンクの政策提言の持つ影響が強いのに対して、民主党では、議員、議会

スタッフなど、実際に政治に携わっている、いわばプロの政治関係者（experts in politics）

が政策立案に深く関与する傾向が強い（１３）。クリントン政権で国防長官を務めたレス・ア

スピン（Les Aspin）議員や、上院で軍事委員長を務めたサム・ナン（Sam Nunn）議員は、

長年国防政策に関して、民主党を代表する存在であった。現在でも、ジョセフ・バイデン

（Joseph Biden）上院議員やジョン・ケリー（John Kerry）上院議員、サミュエル・バー

ガー（Samuel Berger）元国家安全保障担当大統領補佐官等の専門家が、民主党の対外政

策に関するスポークスマン的な存在である。また、最近では、民主党議会スタッフとして

外交政策の立案に関与してきた専門家が、アジアに長期滞在して政策研究を行うケースが

散見され、民主党としても、将来の政権担当を睨んで、アジア政策を模索しているとも考

（１３） 山口昇によるカート・キャンベル（Kurt Campbell）へのインタビュー（２００６年５月１日、於CSIS）。
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えられる（１４）。

民主党系シンクタンクには従来、共和党ほど強い政策指向性はなかった。例えば民主党

系のシンクタンクの代表とされるブルッキングス研究所は、民主党の政策に直接貢献する

ことに関心は薄く、むしろ党派性から独立した研究を追求する傾向が強いため、民主党の

政策決定に関する影響力は共和党の場合ほど強くなかった（１５）。この点、近年の民主党系

シンクタンクには新しい動きが見られる。クリントン政権で大統領首席補佐官を努めたジ

ョン・ポデスタ（John Podesta）が、２００２年に民主党の政策立案を指向したシンクタンク、

アメリカ進歩センター（Center for American Progress : CAP）を設立したのである。CAP

は、ヒラリー・クリントン（Hillary Clinton）上院議員をはじめとする、民主党の有力な

人物を２００８年の大統領選挙で当選させることを目標としていると言われ、共和党のレーガ

ン政権で国防次官補を務めたことがあるローレンス・コーブ（Lawrence Korb）などの著

名な安全保障専門家を擁して、民主党としての対外政策に関する研究を進めている。レー

ガン政権が発足した当時に共和党が、ヘリテッジ財団を一種の政策立案マシンとして活用

したのと同様、民主党が CAPをどの程度政策立案に深く関与させていくのかは、今後注

目していく必要があろう。

（３）党派性に影響を与える要因

米国において党派性が際立つのはいかなる場合であろうか。ここでは党の政策策定に影

響を与えるいくつかの要因を考察してみたい。

まず、国際情勢とりわけ安全保障環境の変化があげられよう。大きな国内外の危機が発

生すると、それに対応する国内制度改革の必要性から新しい役所や法律ができたり、大き

な社会運動が生じ、党の政策方針も影響を受ける場合がある。例えば、「冷戦コンセンサ

ス」の時代を経てベトナム以後になると、安全保障問題が複雑化し、個別イシューにおけ

る党派性が際立つようになった。

また、政権獲得によって「パーソナル連合」を形成する米国大統領が大きな権限を持つ

ため、そのリーダーシップの性格が党の個性に影響することもある。例えば、ブッシュ政

権の対外政策を規定する要因の一つは、大統領個人の持つ宗教的信条や側近の思想である。

大統領の個性は党独自の伝統とあいまって、党派性を際立たせたり、政策上の新しい特徴

（１４） 例えば、マイケル・シーファー（Michael Schiffer）は、２００４年末から約１年間防衛研究所に在籍
して研究活動を行った後帰国し、現在では、次期大統領選挙に焦点をあてて活動している。また、
ジョセフ・バイデン（Joseph Biden）上院議員のスタッフであったフランク・ジャヌージ（Frank
Jannuzi）は、２００６年８月から約１年間在日し、主として対中政策に関する研究を行っている。

（１５） 吉原欽一「ポデスタとアメリカ進歩センターの創設」久保文明『米国民主党――２００８年政権奪回
への課題』日本国際問題研究所、２００５年、８７ページ。
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を付与したりすることがある。大統領以外の人的要素としては、政党内のメンバー構成や

長老議員の影響力も重要である。とりわけ日本の安全保障政策に関しては、国家安全保障

会議（NSC）と国務省において誰がアジア政策のスタッフになるかが大きな意味を持

つ（１６）。

政権に就いてからの時間の経緯も党派性に影響を与える。政権に就いた直後は、選挙中

から謳われた前政権との政策上の違いが強調されるが、現実の政策遂行においては極端な

行動がとりにくいことが次第に明らかになると、政策は中道寄りになり、党派的差異は薄

れていく。この典型が対中政策である。民主党、共和党を問わず、政権についた当初は対

中強硬路線をとるが、時間の経過と共に穏健になる傾向がある（１７）。

議会が分割政府であるか統一政府であるかも（１８）、大統領の立場の強化／脆弱化につな

がり、党の方針に影響を与えることがある。米国では、議会が憲法上大きな権限を持ち、

さまざまなイシューにおいて独自の委員会と専門スタッフを動員して、ロビイング活動を

行っているため、行政権の行使については大きな権限を持つ大統領も、法律を通す場合に

は議会のご機嫌を伺う構造になっている。この傾向は分割政府になるとさらに強まる。政

策のアイデアが議会にすべて集まり、民間のシンクタンクからの重要な政策提言も行われ

るため、議会の構成が行政府の影響力を大きく拘束するのである。近年は選挙の対象とな

る公職それぞれについて異なる政党に投票する選挙行動である、いわゆる分割投票（split

−ticket voting）が増加し、分割政府が頻繁に生じるようになった。

また、党派性は、より短期的には選挙そのものの動向に応じても変化する。先に述べた

ように、米国の政党は政策政党ではなく選挙政党であるため、対抗政党とのパワー獲得競

争の見通しによって政策が翻弄される傾向があるのである。そのため、対抗政党の外交・

安全保障政策を批判し、対抗政党との差異を強調する必要性そのものから党派性が生じる

場合もある。例えばイラク問題のように、明らかな失策として多くの人に認識されている

イシューは、民主党にとって党派性を強調できる格好の材料となる。ただし、明確な展望

を持って説得力のある建設的な解決策を提示しない限り、長期的には失敗する。

さらに、先に述べたように、共和党系のアメリカン・エンタープライズ、ヘリテッジ財

団、ケイト研究所等に匹敵するようなシンクタンクが民主党に存在してこなかった反省か

（１６） 例えば、民主党の中でも中道派のバイデンやマーク・ワーナー（Mark Warner）、ヒラリー・ク
リントン（Hillary Clinton）らは日米関係を重視しているが、左派は日本に関心を持っていない。

（１７） 岡垣によるマイケル・オハンロンへのインタビュー（２００６年９月７日、於ブルッキングス研究
所）。

（１８） 大統領と、連邦議会のうちの少なくとも上院か下院のどちらかを同じ政党が支配しない状態のこ
とを「分割政府」という。これに対し、同一政党によって大統領と議会が支配される場合を「統一
政府」と呼ぶ。
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ら、今日民主党ではCAPや民主党指導者評議会（The Democratic Leadership Council : DLC）

等が政策に影響力を及ぼし始めているため、シンクタンクの研究者が出すアイデアも党の

政策方針に影響することが今後はさらに増えるであろう。米国独特の制度では、選挙によ

って人事がすべて入れ替わるため、有効なアジェンダ・セッティングを行う力と、政権交

代を機に新しい政権に入る野望を持ったシンクタンクの研究者が政策のアイデアを出すこ

とで、党派性が強調されることもしばしば起こる。米国のシンクタンクは、政策担当とな

る人材の宝庫であり、とりわけ CSISやブルッキングス研究所は、民主党系シンクタンク

の中でも政策担当者が出る可能性が高い（１９）。

２ 民主党における対外政策の変遷

１９７０年代以降、共和党が民主党を攻撃する際は、民主党は国防問題に弱いという点を突

くのが得意のパターンであった。ブッシュ政権で国務長官をつとめたコリン・パウエル

（Colin Powell）は、１９９６年の共和党大会で、自分が共和党員になった理由として「共和党

出身の大統領の方が米国の外交に信念と一貫性をもたらしてくれる」と述べている（２０）。

民主党側からも同様の見方が示されている。クリントン政権で国防次官補代理を務めたカ

ート・キャンベル（Kurt Campbell）CSIS副所長は、ブルッキングス研究所のマイケル・

オハンロン（Michael O’Hanlon）上席研究員とともに、２００４年の大統領選挙において民主

党が敗北した理由は、明確な安全保障政策を示せなかったことにあると述べている。「民

主党が戦争と平和に関する問題をどのように扱うのかについての関心はきわめて高い。民

主党の指導者の直感は間違っており、米国国民は反戦運動の政治など望んでいない」（２１）と

いう指摘である。確かに軍関係者の投票傾向を見ると圧倒的に共和党が優勢である。例え

ば、２００４年９月の調査によれば、軍人の５９％が共和党支持を表明している一方、民主党支

持はわずかに１３％であった（２２）。この背景には、民主党が外交・安全保障問題よりも経済

や国内社会に関する問題を重視する傾向が強いこと、また、外交政策が理想主義的になり

がちなことがある。

（１９） 岡垣によるクリストファー・ネルソン（Christopher Nelson）へのインタビュー（２００６年９月７
日、於サミュエルズ・インターナショナル、ワシントンDC）。日本との大きな違いは、法案を提案
できるデータや能力が民間に幅広く拡散しており、様々な政策供給源から政策の提言が行われるこ
とである。シンクタンクは世論に何が正しいのかを訴えかけていく力も持っている。また、世論の
影響力が米国で大きいのは言うまでもない。

（２０） 共和党大会におけるパウエル演説。New York Times, August 14 / 15, 1996.
（２１） Campbell and O’Hanlon, “The Democrat Armed,” p. 93.
（２２） Ibid ., p. 94.
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（１）ウィルソン的国際協調主義と冷戦

外交政策における理想主義的傾向は、第２８代（１９１３－２１）大統領ウッドロー・ウィルソ

ン（Woodrow Wilson）の時代に顕著になった。１９１３年に、１６年間にわたる共和党支配の

後に誕生したウィルソン政権の外交政策は、国際連盟の設立を提唱する等、国際協調主義

を基調とし、また、のちに「使命外交（Missionary Diplomacy）」と呼ばれたようにイデオ

ロギー的な色彩が強いものであった。ウィルソンの政策の理想主義的傾向は、共和党政権

の第２７代（１９０９‐１３）大統領ウィリアム・タフト（William Taft）の「ドル外交（Dollar Diplo-

macy）」が経済権益を強く指向していたこと、第２６代（１９０１－０９）大統領セオドア・ロー

ズヴェルト（Theodore Roosevelt）の「棍棒外交（Big-Stick Diplomacy）」が権力政治的な

要素を強く持っていたことと比較すれば、明らかであろう。

この国際協調主義の原則は、１９１７年、米国が第一次大戦に参戦した直後にウィルソンが

講和条件として示した１４箇条に見ることができる。すなわち、秘密外交の排斥、公海自由

の原則、通商障壁の撤廃、軍備縮小、民族自決主義、国際機構の樹立などの原則である。

この１４箇条は、しばしばウィルソンの理想主義的な外交政策を代表するものとして引用さ

れる。これらの原則は国際協調や軍備縮小を求めている点では、確かに一種の理想主義と

いえるが、大戦によって変化した国際政治経済情勢の下で、世界一の生産力を獲得し、海

洋国家として急激に勢力を伸ばしつつあった米国の経済的な利益に合致したものでもあっ

た。つまりウィルソンは、思想信条だけを打ち出した訳ではなく、現実的な利益をも追求

する姿勢を明らかにしていたのである（２３）。

ウィルソンの次に民主党政権を担うことになった第３２代（１９３３－４５）大統領フランクリ

ン・ローズヴェルトの政策は、ウィルソン的な理想主義と国際協調主義とを現実の必要性

に適合させていった典型である。ドイツと英仏の間で第二次世界大戦が始まった１９３９年に、

ローズヴェルトは「自国領土が攻撃を受けない限り、米国の青年を戦場に送ることはしな

い」と公約して、第三期目の大統領選挙に当選した。その後、ローズヴェルトは米国が「民

主主義の兵器廠」である旨を宣言して対独戦を支援するとともに、国内体制を次第に戦時

体制に移行させていった。１９４１年の年頭教書でローズヴェルトは、「言論の自由、宗教の

自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由」という人類の「４つの自由」について宣言した。

第二次大戦を自由と専制との対決として捉え、この戦争のイデオロギー的・道義的色彩を

強め、国民の意識を動員していったのである。日本の真珠湾に対する攻撃を契機として参

戦した米国は、枢軸側の無条件降伏を追求した。自由に対する危険を排除するという理想

主義的な考え方に立てば、権力政治的な利害を求めて敵国と妥協し、講和する余地はなか

（２３） 齋藤眞『アメリカ政治外交史』東京大学出版会、１９７５年、１７５ページ。
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ったのである。この非妥協的な姿勢によって米国民の戦意は高揚し、また、連合国の結束

と決意が強化されることとなった。ローズヴェルトはまた、ウィルソンが提唱した国際連

盟をさらに強化し、危険な国家に対する強制力を持った機関として国際連合の設立を提唱

した。

一方、ウィルソンの１４箇条に見られた現実主義的な部分は、次第に理想主義的なイデオ

ロギー色の陰に隠れてしまう。例えば、第二次大戦間に死去したローズヴェルトを継いだ

ハリー・トルーマン（Harry Truman）の、いわゆるトルーマン・ドクトリンである。第

二次大戦後、英国は、ソ連のヨーロッパ進出を恐れ、バルカン地方を確保するために、ギ

リシャの内戦に関与するとともに、トルコに対しても援助してきた。しかし英国は財政的

な疲弊を背景としてギリシャ及びトルコに対する援助を打ち切らざるを得ず、これを米国

が肩代わりすることとなった。米国は、モンロー宣言以来の孤立主義と決別し、平時から

軍事的・経済的にヨーロッパの国際政治に関与することとなったのである。

トルーマンは、１９４７年３月１２日の一般教書演説で、この政策に対する国民の支持を求め

た。これがトルーマン・ドクトリンである。トルーマンは、「もしギリシャとトルコが必

要とする援助を得られなければ、ヨーロッパの各地で共産主義のドミノ現象が起こるだろ

う」と主張し、「武装少数派、あるいは外圧によって試みられた征服に抵抗している、自

由な民族」を支援する必要性を説いた（２４）。この政策は、欧州における勢力均衡という点

できわめて重要な意味を持っているが、トルーマンは、ギリシャ及びトルコが自由主義社

会につくのか、またはソ連を中心とする全体主義につくのかという、イデオロギー・ポリ

ティクスに訴えたのである。このことによって、戦後の国際政治は、超大国米ソの対立と

いう側面だけではなく、自由主義対共産主義というイデオロギー的対立の側面で捉えられ

ることとなり、いわゆる冷戦外交として米国の対外政策を硬直化させる結果を招いた。

（２）ベトナム戦争と民主党

米国が２０世紀に戦った主要な戦争のほとんどは、民主党政権によって開始された。先に

述べたように第一次大戦への参戦はウィルソン、第二次大戦への参戦はローズヴェルトが

決定した。戦後、朝鮮戦争に介入したのはトルーマン政権であり、ベトナム戦争への介入

は、同じく民主党の第３５代（１９６１－６３）大統領ジョン・F・ケネディ（John F. Kennedy）及

び第３６代（１９６３－６９）大統領リンドン・B・ジョンソン（Lyndon B. Johnson）の下で本格

化した。民主党の外交政策がイデオロギー色の強いものであるとすれば、これは自然でも

（２４） Harry S. Truman, Message to Congress, March 12, 1947、斉藤眞編『アメリカ政治外交史教材――
英文資料選』東京大学出版会、１９７２年、１４５～１４８ページ。
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ある。権力政治的あるいは現実主義的な妥協があり得ないため、全体主義や共産主義とい

った敵対する姿勢は尖鋭になりがちだからである。

一方、民主党には、ウィルソンの１４箇条にある軍備縮小や国際機構による平和のような、

理想主義的目標を追求するリベラルな勢力が存在する。このようなリベラル派に対応する

上で、第二次大戦後の民主党は、ウィルソン的な国際協調主義を共産主義討伐のために利

用した（２５）。すなわち、共産主義の脅威に焦点を当てることによって、党内のリベラル派

の声を抑制し、海外で軍事力を行使することへの反対を緩和したのである。言い換えれば、

自由や民主主義を標榜する理想主義を利用して、ソ連との対決という権力政治的な課題を

説明したのである。ケネディの就任演説はこの典型として見ることができよう。

敵であろうが味方であろうが、全ての国に知らせよう。われわれは自由が生きのび勝

利をおさめるためになら、どんな対価も支払い、どんな重荷にも耐え、どんな困難にも

立ち向かい、味方を支持し、敵には対抗するということを。われわれはこのことを固く

誓うし、それ以上の用意もある（２６）。

また、今日の米国における国家安全保障体制は、民主党政権によってその基礎が築かれ

たという事実にも着目すべきであろう。１９４７年に、トルーマンは国家安全保障法を成立さ

せ、外交・軍事及び内政全般を調整する機関として国家安全保障会議（NSC）を設置する

とともに、陸海軍省を国防省に統合し、また、現在の統合参謀本部の原型を設立した。ま

た、情報活動の元締めとして中央情報局（CIA）を設立した。国際的にも、１９４９年には欧

州における軍事同盟としての北大西洋条約機構（NATO）を設立し、冷戦を戦い抜く姿勢

を明示した。

こういった点に注目するとベトナム戦争以前の民主党は、決して安全保障問題や国防問

題に弱い政党ではなかったと言える。ところが、ベトナム戦争を分水嶺として民主党の対

外政策は内向的なものへと変化した。１９６０年代後半、ベトナムでの泥沼状態は、世界的な

反戦機運を招き、左翼を含め平和主義を標榜する様々な勢力が、米国のベトナム関与を激

しく批判することとなった。このような情勢の中、米国における反戦勢力は民主党のリベ

ラル派に対して強い影響を及ぼした。この結果、民主党は「孤立主義的思考に立ち戻り、

国外の積極的な行動を渋る」ようになり、さらに、冷戦終結後の経済興隆期においては「安

（２５） 松方直孝「二〇〇四年選挙と外交政策課題」久保『米国民主党』、１５４ページ。
（２６） Inaugural Address of John F. Kennedy, January 20, 1961（http://www.bartleby.com/124/pres56.

html）.
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全保障問題は放任されるまでに至った」のである（２７）。１９９０年代後半、クリントン政権の

国防長官に、共和党員であるウィリアム・コーエン（William Cohen）が就任したのは、こ

のような事情を反映したものと見ることもできよう。

（３）東西デタントと冷戦終焉

第３９代（１９７７－８１）大統領ジミー・カーター（Jimmy Carter）は、ベトナム戦争後に就

任し、カーターの次に民主党政権を担った第４２代（１９９３－２００１）大統領ビル・クリントン

（Bill Clinton）は、冷戦終結に引き続く湾岸戦争直後に就任した。両政権は、ともに米国

に対する脅威が遠ざかりつつある中で誕生したという共通点を有している。このため、カ

ーターとクリントンは、ローズヴェルト、トルーマンあるいはケネディのように、明白な

敵に対する戦略を持つことを最優先課題とする必要はなかった。言い換えれば、安全保障

政策に真剣に取り組まなければならない切迫した状況がなかった分、民主党は党としての

安全保障戦略を打ち立てる機会を逸したのである。

カーター大統領は、ニクソン政権時代から推進されてきたデタント路線を、第二次戦略

兵器削減交渉（Strategic Arms Limitation Talks2 : SALT−II）の締結等でさらに推し進める

とともに、「人権外交」を標榜し、中東において長年対立していたエジプトとイスラエル

の間の和平協定であるキャンプ・デービッド合意を締結させた他、パナマ運河のパナマへ

の返還等を実現させた。北東アジアに関しては、在韓米軍の段階的撤退を公約としたが、

これは「人権外交」の一環でもあった。すなわち、順調に経済的成長を遂げる一方で民主

化を進めようとしない朴正熙政権に対して、在韓米軍を撤退させるという姿勢を見せつつ、

人権問題の改善を迫ろうとしたのである。このような「人権外交」の背景には、東西デタ

ントによる緊張緩和という前提条件があったが、これも、幻想であったことが明らかにな

る。１９７９年１１月、イラン革命の流れの中で、テヘランの米国大使館が占拠されるという事

件が起き、１２月には、ソ連がアフガニスタンに侵攻したのである。カーターは、翌年１月

の一般教書で「湾岸地域における紛争を米国の死活的利害に対する脅威と見なし、武力を

含むあらゆる方法で介入する」というカーター・ドクトリンを宣言し、緊急展開部隊（RDF）

を創設して米軍が直接に中東に展開できる態勢を整えた（２８）。この緊急展開部隊は後に中

央軍（CENTCOM）へと改組される。また、国防費の大幅な増額を開始した。デタントの

中で米国の戦略的な介入を極力縮小する政策を掲げて登場したカーターであったが、政権

後半には、冷戦末期に向けてより尖鋭になる米ソ対立のきっかけを生み、また、米国が中

（２７） 松方「二〇〇四年選挙と外交政策課題」、１５５ページ。
（２８） The State of the Union Address Delivered Before a Joint Session of the Congress, January 23,

1980（http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=33079）.
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東に積極的に関与していく姿勢を明らかにしたのであった。

クリントンは、冷戦終結と湾岸戦争における勝利の中で、米経済の再建を最優先課題と

して当選した。国際環境もまた、国内問題や経済問題に専念することを許すものであった。

政権一期目には、ソマリアやボスニアに介入するが、いずれも両大戦や、朝鮮戦争、ベト

ナム戦争、および湾岸戦争のように、一貫した対外政策がなければ米国の国益に重大な影

響が起きるような死活的問題ではなかった。ケネディ政権の政策決定過程を赤裸々に描い

た『ベスト・アンド・ブライテスト』の著者であるディヴィッド・ハルバースタム（David

Halberstam）は、近著『静かなる戦争』で、次のように述べている。

クリントン政権の本質は「現実主義」である。だから、政府は外交上の問題にはケース・

バイ・ケースで対処し、これといった指針はない。……結果として、クリントン政権一

期目の外交政策は一貫性がなく、気まぐれなものとなった（２９）。

１９９４年に、クリントン政権は「関与」と「拡大」を副題とする「国家安全保障戦略」を

発表した（３０）。冷戦後も、米国がリーダーシップを発揮して、国際社会に積極的に「関与」

し続けることによって友好・同盟国を安心させ、潜在的な敵を抑制することが必要である

とするとともに、自由経済と民主主義の「拡大」によって、米国の安全を助長すべきであ

るという考え方であった。その一環として、国連を通じての活動を含め、多国間協力によ

って行う平和維持・平和執行活動に積極的な姿勢で臨んだ。

ところが、このような政策に対する米国民の支持に水を注す事件が起きる。ソマリアに

展開していた米軍が、モガディシュの戦闘で１８名の死者を出したのである（３１）。その後、「ソ

マリアでの失敗にうろたえて、クリントン政権はルワンダの大虐殺にほとんど見て見ぬふ

り」（３２）をすることとなった。クリントン自身は外交問題にあまり関心がなく、部下に任せ

きりだったとも言われる。そしてその部下は「ウィルソン流の新国際協調主義と称して政

権の外交政策を乗っ取り、二年以上にわたって失態を続け、米国の外交に災いをもたらし

た」（３３）と評されている。

（２９） ディヴィッド・ハルバースタム（小倉慶郎他訳）『静かなる戦争（上）』日本放送出版協会、２００３
年、４３３ページ。

（３０） William J. Clinton, A National Security of Engagement and Enlargement, Washington, D.C. :
The White House, July 1994, p. 1.

（３１） Clifford E. Day, “Critical Analysis on the Defeat of Task Force Ranger,” a Research Paper pre-
sented to Air Force Command and Staff College, March 1997.

（３２） ウィリアム・ハイランド（堀本武功、塚田洋訳）『冷戦後のアメリカ外交――クリントン外交は
なぜ破綻したのか』明石書店、２００５年、２９７ページ。

（３３） 同上、２９２ページ。
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先に述べたように、クリントンは冷戦終結によってソ連という敵が去り、湾岸戦争によ

って米軍の強さを実感した時期に大統領に就任した。就任直後のソマリアをはじめとして、

ボスニア、コソボ、イラク、北朝鮮など、解決困難な問題が噴出する中で、８年間を過ご

した。北朝鮮の核疑惑は、大量破壊兵器の拡散という新しい問題を突きつけ、１９９８年にイ

ランと北朝鮮が相次いで長距離ミサイルの発射実験を行ったことにより、弾道ミサイルの

脅威は米国にとっても深刻なものとなった。この結果、第二期クリントン政権では、本土

防衛やミサイル防衛に関して多くの施策が講じられることになった（３４）。このことは、カ

ーターがデタントの中で登場し、冷戦末期に激しさを増す米ソ対立の中で政権を去ったこ

とに通じるものがある。

つまり、ウィルソン、ローズヴェルト、トルーマン、ケネディは、良きにつけ悪しきに

つけ民主党としての新しい戦略の策定を就任に際して求められ、それを打ち出したが、こ

れとは対照的に、カーターとクリントンは、そのようなことを求められなかったのである。

ベトナム戦争後の厭戦気分も手伝って、１９７０年代以降、民主党の中で真剣に安全保障戦略

を求める機運は生まれにくかった。本章の冒頭に引用したキャンベル CSIS 副所長が言わ

んとするところは、近年の民主党には安全保障戦略がなく、これを今明確にする必要があ

るということである。米国の国家安全保障、そして世界全体を射程においた国際安全保障

に関して、民主党としてビジョンを明確に示すことが期待されているのである。

３ 民主党の再生と外交・安全保障政策

前節で検討したように、民主党の対外政策を歴史的に追うと、その対外政策には、大き

く分けて、イデオロギー色の強い国際協調主義を標榜しつつも、ハードパワーの効用を否

定せず、力の外交との節調をはかりながら政策を推進する「トルーマン型」と、国際協調

主義が内包するソフトな理想主義に拘泥するあまり、武力行使に消極的もしくは手際が悪

い「カーター型」が存在することがわかる。ベトナム戦争以後、民主党が、外交・安全保

障問題に弱いという烙印を押されてきたのは、上で検討したように、民主党の大統領就任

時に米国が置かれた安全保障環境が大きく影響している。また、党内でベトナム反戦戦力

から強い影響を受けたリベラル派が長く優位を占めてきたことも一因である。民主党のリ

ベラル派は、急進主義を奉ずる人々と共に米国政治における左派陣営を構成し、外交、安

全保障に関わる軍事力の増強や外国への武力介入に消極的な姿勢を貫いてきた（３５）。リベ

（３４） 山口昇「冷戦終結後における米国防政策の変遷」『国際安全保障』第２９巻第２号、２００１年１２月。
（３５） 梅本哲也「対外政策『革新』への『抵抗』とその限界」久保『米国民主党』、１３１ページ。
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ラル派は、１９６０年代及び１９７０年代にかけてベトナム戦争反対運動の中核的存在であり、冷

戦期においてはソフトパワーを重視し、軍事力強化や強い外交政策に批判的であった。そ

して冷戦後も「ソマリア症候群」を理由に米国がとるべき安全保障政策の議論を回避する

傾向があった（３６）。反面、民主党は福祉国家を志向する社会的弱者を支持基盤とし、身近

な国内・社会・経済問題に政策の重点を置いてきた。さらに、国内・社会問題への政策・

イデオロギーの違いによって、党内が多数派に分裂し、外交・安全保障政策において統一

した政策を定めてこなかったこと、また、そのため外交、安全保障政策から疎くなり、そ

の道の専門家の養成も怠ることになったことも、民主党が外交・安全保障政策に弱いと評

されてきた理由の一つであるといえよう。

２００１年９月１１日の同時多発テロによって、強硬な対テロ政策を唱えるブッシュ共和党政

権の下に米国民は結集し、外交・安全保障分野で共和党はますます民主党に追い討ちをか

けることになった。それに対し民主党は共和党に対抗する新たな安全保障政策を打ち出す

ことはできず、２００２年の中間選挙、２００４年の大統領選挙において共和党に敗退した。大統

領選挙の敗因は、ジョン・ケリー候補が斬新かつ確固たる安全保障政策を明示できなかっ

たからとも評価されており（３７）、選挙に勝つためには、外交・安全保障政策を軽視できな

い状況となっている。

一方で泥沼化したイラク政策と度重なる共和党員のスキャンダルは（３８）、ブッシュ大統

領及び共和党の支持率を下げ、２００６年中間選挙において民主党は、上院議員で６議席増や

し４９議席を、下院議員では３１議席増やし２３３議席を獲得した。州知事のすべてにおいても

民主党は過半数を獲得し勝利を得た（３９）。しかし、その勝利はあくまで国民の共和党の政

策に対する疑問とブッシュ大統領に対する不信任から生じたものあり（４０）、民主党の政策

を積極的に支持して票を投じたわけでは必ずしもなかった。中間選挙後に米国で行われた

世論調査によれば、民主党の勝利で米国の状況が良くなると期待する人は４２％にとどまり、

変わらないと考える人が３３％、悪くなると悲観する人も２１％で（４１）、民主党は完全なる信

頼を国民から得たわけではないのである。

（３６） Clifford Kupchan, “Real Democratic,” The National Interest, Fall 2004, p. 26.
（３７） Kurt Campbell, Michael O’Hanlon, Hard Power : The New Politics of National Security, Basic

Books, A Member of the Perseus Books Group, New York, p. 14.
（３８） トム・ディレイ（Tom Deley）前院内総務の政治資金の不正流用、ボブ・ネイ（Bob Ney）下院

議員の偽証、マーク・フォーリー（Mark Foley）下院議員の猥褻メール事件など。
（３９） Newsweek誌の調査では、６２％の有権者がブッシュ大統領のイラク戦後処理を支持しないと答え

ている。中岡望「民主党のブログ活動家がイラク反戦を背景に中間選挙をリード」『世界週報』２００６
年９月１２日、１２～１５ページ。

（４０） CNNの出口調査によれば、ブッシュ大統領に反対するために投票した人は３６％であり、うち９３％
が民主党に投票した。『読売新聞』２００６年１１月１１日。

（４１） AP通信及び米調査会社イプソスの世論調査による。『日本経済新聞』２００６年１１月１６日。
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民主党にとって、今こそイラクを始めとする新たな外交・安全保障政策を示し、支持基

盤を更に拡大する好機である。しかしながら、民主党が行っているのは今のところブッシ

ュ政権と共和党の政策に対する批判だけである。今後、民主党が真に再生し大統領選挙及

びその後の選挙に勝利していくためには、独自の新たな外交・安全保障政策を提唱してい

くことが不可欠となる。

（１）外交・安全保障と民主党支持基盤の拡大

新たな外交・安全保障政策の提唱が、民主党の支持基盤を盤石にしていくことは疑いな

い。１９３２年以降、民主党支持者は共和党支持者に対し数の上で優勢であった。政党帰属意

識の分布でも一貫して民主党支持者が共和党支持者よりも多かった（４２）。それにも拘わら

ず１９６８年から１９８８年までの大統領選挙において、民主党が６回中５回の苦杯を味わってき

た原因は、民主党支持者が共和党支持者よりも支持政党の大統領候補に投票する率が低い

ことにあった（４３）。すなわち民主党支持者は下院議員選挙では民主党の候補に投票しなが

ら、大統領選挙では共和党の候補に投票する「分割投票」を頻繁に行ってきたからである。

これは、身近な国内問題においては民主党を支持しても、外交や安全保障を含む連邦政府

が行う政策には、明確な外交・安全保障政策を示す共和党を支持する構造になっていたた

めである。民主党が政権を奪回するための最優先課題は、党としての明確な外交・安全保

障政策を打ち出し、「分割投票」を食い止めることにある。

イラク政策へのブッシュ政権の対応と共和党議員の度重なるスキャンダルは、国民の共

和党離れを助長し民主党の支持層を拡大したが、特に顕著なのは、人口４，１３０万人と米国

総人口の１４．１％（２００４年７月）を数えるヒスパニックが、民主党支持に傾斜していること

である。世論調査によれば、ヒスパニック系による両党の好感度は、民主党６５％、共和党

４１％であり、民主党支持者が優越している。中でも回答者の６９％がブッシュ大統領のイラ

ク政策には反対し、６２％がイラクからの早期撤兵を望んでいることから、中間選挙におい

てヒスパニック系住民の票が民主党を勝利に導いた大きな要因となっていたと推測され

る。しかし、国家安全保障の点では共和党４１％、民主党３７％、テロ対策では共和党４６％、

民主党２６％と、依然として共和党を高く支持していることから（４４）、安全保障に関しては

民主党よりも共和党に信頼を寄せていたと言える。

（４２） 田中愛治「１９９２年大統領選挙にみる米国民の意識変容」宮里政玄編『クリントン政権の内政と外
政』同文館出版、１９９４年、１９０ページ。

（４３） 同上、１９３ページ。
（４４） 民主党全国委員会が草の根の票田開拓のため設立した NDN（New Democrat Network）がラテン・

インサイト社に依頼した世論調査（２００６年６月２４日～７月１日に実施）による。Washington Watch,
July 31, 2006.
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また、共和党政権下において軍の主要なポストに就いていた退役将軍や提督たちが、イ

ラク政策を理由に共和党から民主党に鞍替えをしたことも際だった支持基盤の変化であ

る。例えば、ジャック・キーン（Jack Keane）陸軍大将、ウィリアム・クロウ（William

Crowe）海軍大将、クラウディア・ケネディ（Claudia Kennedy）陸軍中将、ジョン・シ

ェリカシビリ（John Shalikashhvili）陸軍大将等、いずれも軍の要職に就いていた退役軍

人たちである（４５）。更に民主党は、イラク戦争を経験した帰還兵を、下院議員選挙に複数

擁立し支持基盤の拡大を図ろうとした。当選は果たせなかったが、両足をイラク戦争で失

ったイリノイ州６区のタミー・ダックワース（Tammy Duckworth）元少佐、ペンシルベ

ニア州８区のパトリック・マーフィー（Patrick Murphy）元陸軍大尉を含み全米から６名

の帰還兵が下院選に出馬した（４６）。

共和党を脱党し、民主党に入党した政治家も現れている。２００６年の中間選挙において、

バージニア州の上院選に出馬し勝利を得たジェームス・ウェブ（James Webb）は、レー

ガン政権で海軍長官を務めたが、ブッシュ政権のイラク侵攻及び駐留政策を批判して共和

党から民主党に鞍替えをした。カンザス州ではマーク・パーキンソン（Mark Parkinson）

が共和党から民主党に転向し、同州の民主党副知事になっている。パーキンソンは１９歳の

時に共和党員になり、州下院議員を６年間務めた後、同州共和党委員長に就いた党の有力

者であった。それだけに注目されたが、パーキンソンに続いて同州の共和党幹部が２人脱

党、州の下院議員及び司法長官の民主党候補として出馬した（４７）。このように「長いテロ

との闘い」にある米国において、国民は共和党やブッシュ政権のイラク政策に失望し、変

化を求め民主党に期待している。

（２）対イラク政策

イラク情勢は宗派対立の激化で混迷の度を強め、ブッシュ政権のイラク政策は立ち往生

している。イラクにおける治安・宗派和解対策、経済・社会的基盤の再建も遅々として進

んでいない。一方、イラク駐留米軍兵士の死者は２，９００人を超えており（２００７年１月現在）、

米国のイラク戦費は１日約２億５，０００万ドルに達している。このようなブッシュ大統領の

イラク政策に、米国民の約６０％近くが不支持を表明し、５５～６０％が「イラク戦争は誤りで

あった」と評価している（４８）。そして民主党支持者の３１％がイラクからの即時撤退を支持

（４５） Campbell and O’Hanlon, “The Democrat Armed,” p. 98.
（４６）『読売新聞』２００６年４月１８日。
（４７） Washington Watch, July 17, 2006.
（４８） ロサンゼルス・タイムズ紙とギャラップ社の世論調査による。『読売新聞』２００６年９月３０日。
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し、４６％が２００７年８月までの撤退を求めている（４９）（表参照）。

米中間選挙に向けた民主党予備選において、ブッシュ政権のイラク政策に理解を示し、

イラクの安定とイラク駐留米軍の早期撤退に反対していたコネティカット州のジョゼフ・

リーバーマン（Joseph Lieberman）上院議員が、イラク駐留米軍の早期撤退を訴える実業

家の新人ネッド・ラモント（Ned Lamont）に敗退したため、民主党内でもイラク即時撤

退の意見が強まった。リーバーマンは上院議員を３期務め、アルバート・ゴア（Albert Gore,

Jr.）前副大統領が２０００年の大統領選で民主党の大統領候補として戦った際、副大統領候

補となったベテラン議員である。従来、民主党は対イラク武力行使を支持し、２００４年５月

にはイラクの駐留米兵を１３万５，０００人から１５万に拡大すべき提言を、ポデスタらが創設し

た民主党のシンクタンクである CAPが行っている。その後、イラク政策は泥沼化し、民

主党首脳はイラク駐留の米軍について、左派は即時撤退、中道・右派は「段階的撤退」の

タイム・テーブルの必要性を主張するようになった（５０）。

イラク戦争に反対の立場をとるウィスコンシン州のラッセル・ファインゴールド（Rus-

sell Feingold）上院議員、ジョン・ケリー、副大統領候補としてケリーとともに大統領選

を戦ったジョン・エドワーズ（John Edwards）等は中道寄りであったが、穏健派共和党

支持者にまで支持を広げ、絶大な党内人気を誇る中道派ヒラリー・クリントン上院議員を

打ち負かすために、イラク駐留米軍の早期撤退を求め、民主党の左派勢力を取り込む努力

を行った（５１）。

しかしながら、それらは選挙対策のためのものであり、イラク問題解決の具体的方策を

民主党が持ち合わせているわけではない。強いて言えば、上院外交委員会の民主党主席上

院議員であるジョセフ・バイデンが、シーア派、スンニ派、クルドでイラクを３分割する

連邦制案を提唱し、「米国進歩センター」のローレンス・コーブとブライアン・カトゥリ

ス（Brian Katulis）が「戦略的再展開――イラクのための進歩的戦略」において、イラク

からの包括的戦略を再展開する一環として２００６年末までに米国兵を６万人まで削減し、

２００７年末までにゼロにする政策を打ち出している（５２）。しかし、それらが民主党内で主流

の計画として一つにまとまっているわけではない。イラクに民主主義を普及するためには、

メディア、法律、政党、教育、自由市場などの「組織」を作ることが第一優先であると主

張する者もいる。

（４９） The Economist, August 12, 2006, p. 29.
（５０） Center for American Progress, Iraq : A Strategy for Progress, May 5, 2004, pp. 8-9.
（５１）『Foresight』２００６年８月号、７４～７５ページ。
（５２） Lawrence Korb and Brian Katulis, Strategic Redeployment 2.0 A Progressive Strategy for Iraq.

Center for American Progress, May, 2006（http://www.americanprogress.org/kf/strategic_redeploy-
ment_2.0.）.
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表 イラクにおける米軍撤退についての世論調査（２００６年７月実施）

共和党 無所属 民主党

支持者 支持者

全軍即撤退すべき

２００７年８月までに全軍撤退すべき

イラクが引き継ぐことができる場合のみ撤退

もっと軍を増やすべき

３ ２２ ３１

２５ ３４ ４６

５８ ３３ １９

１１ ６ ２

（単位）％

（出所）Gallup poll of 1, 002 adults aged 18 and older, conducted July 28-30, 2006
The Economist, August 12, 2006, P. 29. に掲載

一方、リベラル陣営内においては、ブッシュのイラク政策を批判するリベラル多数派と

イラク戦争を支持していたリベラル・タカ派との間に亀裂が生じている。ピーター・ベイ

ナート（Peter Beinart）に代表されるリベラル・タカ派は、安全保障政策においてネオコ

ンのイデオロギーを受け入れている。

今後、イラク政策において民主党は一つに結束していく必要があるが、中間選挙に敗北

したブッシュ共和党政権も、超党派協力に歩み寄りを見せている。ブッシュ大統領は当初、

「使命（民主化、治安回復）達成まで撤退しない。イラク戦争は国際テロ戦争の主戦場で、

勝利なしに後退すれば米国は再びテロ攻撃を受ける」との姿勢を示していた。その後、大

統領の諮問機関で超党派からなる「イラク研究グループ（Iraq Study Group : ISG）」のメ

ンバーと協調し、イラク政策の転換を図ろうとしたが、議会民主党とブッシュ政権の間で

対立を深めている。

（３）新たな外交・安全保障政策

ア 安全保障政策全般

２０００年までは、米国における有権者の安全保障に対する関心はそれほど高くなかった。

しかしながら、９．１１同時多発テロ攻撃を契機に安全保障政策が選挙において大きな争点と

なってきたことを、民主党も共通の認識として受け止めている。２００４年９月に「ミリタリ

ー・タイムス（Military Times）」が行った調査では、ブッシュ大統領への支持が現役兵及

び予備役ともに７３％で、６０％以上の軍指導者たちが共和党支持者と自認しているという。

一方民主党支持は１０％に満たなかった。軍人全般では、５９％が共和党派、１３％が民主党派、

２０％が独立派であり、軍経験者の５７％がブッシュに投票し、４１％がケリーに投票した（５３）。

（５３） Campbell and O’Hanlon, “The Democrat Armed,” p. 94.

防衛研究所紀要第１０巻第１号（２００７年９月）

20



しかしながら、２００６年の中間選挙において、国防省が所在し軍人人口の多いバージニア州

において、民主党候補のジェームス・ウェブが上院議員に当選したことは、この構図に変

化が生じている証左であろう。安全保障問題は、今や国民の最大の関心事項であり、２００８

年の大統領選挙においても安全保障政策が争点となることは間違いなく、民主党は選挙を

乗り切るためには党としての統一された政策を打ち出さなくてはならない。

これまで、民主党の穏健派の表明する外交、安全保障についての基本認識は、ブッシュ

政権のそれと一致することが大きかった。民主党の穏健派はまず、ブッシュ政権と同様、

テロリズムなかんずく大量破壊兵器を用いたそれを米国の直面する最大の脅威とみなし、

外交・安全保障政策の基軸として武力による「対テロ戦争」を追認してきた（５４）。穏健派

は米国の力の優位を肯定し、その永続を図る点においてもブッシュ政権と類似の立場を取

っている（５５）。唯一異なる民主党の主張は、対テロ戦争におけるブッシュ政権の手法を非

難するとともに同盟の再建を高唱し、アフガニスタン及びイラクの安定化に国際的な参加

を取り付けるよう力説することであった（５６）。民主党からの新たな主張としては、民主党

系のシンクタンク「進歩的政策研究所（Progressive Policy Institute : PPI）」が、２００３年に

発表した『進歩的国際主義―民主党の国家安全保障戦略』において、アフガニスタンにお

ける NATOの任務拡大と国連や同盟国によるイラク復興への参画を訴えたのが注目され

る（５７）。

クリントン政権で国防次官補代理（東アジア・太平洋担当）を務めたカート・キャンベ

ルCSIS上級副所長や、ブルッキングス研究所のマイケル・オハンロン上席研究員は、「２００８

年大統領選挙での勝利につながる安全保障政策を練り上げよ」と民主党に呼びかけ、『ハ

ードパワー（Hard Power）』を出版し、これまで民主党が重視してきたソフトパワーのみ

ならず、ハードパワーも重視していく必要性を強調している（５８）。また民主党中道派閥グ

ループである DLCのアル・フロム（Al From）会長は、民主党はトルーマン、ケネディ時

代のタフな軍事外交政策に戻るべきであると主張している（５９）。現在、民主党には、安全

保障と民主主義を守り発展させるためには武力行使も必要と考える者が多くおり、例えば、

北朝鮮のミサイル施設の破壊、特殊作戦部隊の増強、核拡散等への対処に強硬手段も辞さ

（５４） Samuel R. Berger, “Foreign Policy for a Democratic President”, Foreign Affairs, Vol. 83, No. 3,
May/June 2004, pp. 48-49.

（５５） 梅本「対外政策『革新』への『抵抗』とその限界」、１３６ページ。
（５６） 同上、１３８ページ。
（５７） Progressive Policy Institute : PPI, Progressive Internationalism ; A Democratic National Secu-

rity Strategy October 30, 2003.
（５８） Campbell and O’Hanlon, Hard Power.

（５９） 砂田一郎「２００４年選挙で活力を取り戻したリベラル派」久保『米国民主党』、５１ページ。
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ないとしている（６０）。

キャンベルやオハンロンは、今後民主党が取り組むべき安全保障問題として、戦後復興

における軍の役割、伝統的な戦争を含んだ脅威や可能性ある紛争シナリオに注意を払うこ

と、国土安全保障に貢献すること等を提唱している（６１）。特に、アフガニスタンやイラク

で行われているような作戦を責任を持って遂行するために、地上軍と特殊作戦部隊を増強

し（６２）、大量破壊兵器の拡散に厳しい姿勢をとることを彼らは主張している（６３）。また、軍

事のみではなく、経済などの非軍事分野でのムスリムへの働きかけ、軍事介入ではなく軍

事展開による予防外交、国家間の連携を強化した外交の整備、兵器開発における技術的・

人的投資の増大、外国人に対する無断拘留または盗聴への不支持等を、国家安全保障政策

の課題に含めている（６４）。

CAPのローレンス・コーブ上級研究員は、軍事予算の削減を具体的政策案として提唱

している。例えば、米国はテロリストと闘う能力を縮小することなく、ブッシュ大統領が

提出した２００６年国防予算の１５％である６００億ドルを削減できると提示している（６５）。

２００６年３月、民主党のハリー・リード（Harry Reid）上院院内総務を代表とするグルー

プが「１０９回議会（１０９th Congress, Second Session）」において、「真の安全保障（Real Se-

curity）」と題する安全保障政策の骨格を発表した。民主党が安全保障分野で取り組む課

題として、「２１世紀の軍備」「対テロ戦争」「国土安全保障」「イラク政策」「エネルギー政

策」の５項目を挙げ、民主党の真の安全保障のための計画は米国の国民を守り、国際的リ

ーダーとして国家の位置を取り戻すことにあると主張している（６６）。しかしながら、これ

に対して『ニューヨーク・タイムズ』紙は、「新しいものはほとんどない」と批判し、「民

主党は、新鮮かつ進歩的な政策を有権者に示さなければ力を回復することはできない」と

評している（６７）。今後、民主党が最優先で取り組まなければならないことは、こういった

様々な提案を党の意見として一つにまとめていくことである。

（６０） 勉強会「米国の外交・安全保障政策」におけるジャヌージ元民主党議会スタッフの発言（２００６年
１１月１０日、於防衛研究所）。

（６１） Campbell and O’Hanlon, “The Democrat Armed,” p.98.
（６２） Campbell and O’Hanlon, Hard Power, p.248.
（６３） Ibid , p.249.
（６４） 東京アメリカン・センターにおけるジャヌージ元民主党議会スタッフ講演会（２００６年１０月２５日）。
（６５） Lawrence Korb, The Korb Report : A Realistic Defense for America, September 22, 2005（http:/

/www.americanprogress.org/kf/korbreport_9-22.pdf）.
（６６） Real Security, The Democratic Plan to Protect America and Restore Our Leadership in the

World, March 29, 2006, 109th Congress, Second Session.
（６７） “Who Needs New Ideas, Anyway,” Washingtonpost.com, April 2, 2006.
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イ 対東アジア政策

民主党は、他の安全保障問題と同様、アジアへの関心も低いと評されてきた。しかし、

これは民主党がアジアに対して関心がないというより、むしろアジア専門家が党の上層部

にあまり存在していなかったと解釈すべきである（６８）。実際には日中や日韓関係といった

アジアの諸国間関係を論じることができる専門家は、民主党、共和党を問わず米国には少

ない。

クリントン政権は親中的政策をとっていたため、日本や台湾などの同盟国との関係がや

や遠ざかり、米国内の保守派からも強い非難を浴びた。しかし、今後、東アジア外交には

積極的に介入していくべきであるといった共通認識が現在の民主党内にはある。東アジア

における最大の懸案である北朝鮮問題を無視できない状況が生じており、小泉純一郎首相

の靖国参拝で拡大された日中、日韓の不和は米国の安全保障・外交政策にも好ましくない

と考えていると言える。しかし、安全保障政策と同様、外交についても目立った党派性は

ない。そのため、たとえ民主党が政権を奪回したとしても、外交政策においては現政権と

大きな違いは生じないとする見方もある（６９）。例えば、バイデン上院議員は、米国の国益

を前進させるために超党派外交は必要であり、実現可能であると主張している（７０）。いず

れにしても、イラク問題が収束しなければ、米国がじっくり腰を落ち着いて東アジア問題

にとりかかる状況にはならず、誰がアジア政策（より広く言えば外交政策）を担当するか

によって、その政策は全く異なってくるであろう。

（ア）対日本及び日米同盟

歴史的には民主党より共和党に親日かつ知日派が多く、民主党は中国寄りだとするイメ

ージが確立されてきた。しかしながら、日本に関心がないとされる一部の民主党左派を除

き、現在の民主党においては、安全保障問題が重要であり、そのために良好な日米同盟が

必要であるとする共通認識がある。

民主党関係者が日本や日米関係に言及することは少ないが、靖国問題に関して述べれば、

両党とも日中関係の安定を望みつつも、ブッシュ政権がそれを日本自身の問題であると述

べているのに対し、民主党は、その問題をこじらせることから生じる悪影響について日本

に率直に提言すべきであると考える傾向がある（７１）。下院外交委員会（International Rela-

（６８） 松方「二〇〇四年選挙と外交政策課題」、１５３ページ。
（６９） 東京アメリカン・センターにおけるジャヌージ元民主党議会スタッフ講演会（２００６年１０月２５日）。
（７０） U.S. Policy & Issues（http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-jp0018.html）.
（７１） 岡垣によるマイク・モチズキ（Mike Mochizuki）へのインタビュー（２００６年９月７日、於ジョー

ジ・ワシントン大学）。
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tions Committee）委員長に就任したトム・ラントス（Tom Lantos）や多くの民主党系の

法律専門家は、靖国問題や、教科書問題、従軍慰安婦の問題について日本に非常に批判的

である（７２）。しかし、一方で、同じ人権問題についての関心から、北朝鮮の拉致問題につ

いては、日本の言い分に他の誰よりも耳を傾ける傾向もある。

日米関係については、ヒラリー・クリントンは、日米及び米韓との強い同盟関係に基づ

いたアジア政策の構築を主張している。キャンベルやオハンロンは、日本や韓国との同盟

関係を重視していれば、中国を取り込めると同時に一定の距離をとることもできると考え

ている。

しかしながら、クリントン政権時代に国務省の高官を務めた者たちは、過度に日本に軸

足を置くのではなく、中国とのバランスをとって、アジア地域では多角主義に転じるべき

だと主張している。米国の対中政策は、対日政策を左右する可能性もある。日本にとって

最悪となるのは、リチャード・ホルブルック（Richard Holbrook）やクリストファー・ヒ

ル（Christopher Hill）のようなマデレーン・オルブライト（Madeleine Albright）系の人

物が外交に携わっていくことであるという意見もある（７３）。ブルッキングス研究所のイヴ

ォ・ダールダー（Ivo H. Daarlder）上席研究員は「ブッシュ政権は日米同盟の軍事化を進

めすぎた。ブッシュは小泉首相と親密になりすぎ、同首相の靖国参拝を諫めることができ

なかった。」と批判している（７４）。また、北朝鮮の核実験によって日本の核武装論がささや

かれる中、日本のナショナリズムを懸念する民主党員も少なくない（７５）。民主党が政権を

取った場合、貿易、靖国問題などに対する議会からの圧力が強まることが懸念される

が（７６）、東アジアにおける厳しい安全保障環境を鑑みると、全般的には日米同盟が等閑視

される可能性は少ないと思われる。

（イ）対中政策

対中政策に関していえば、上述のように、民主党、共和党ともに、政権に就くまである

いは政権についた直後は強硬な姿勢をとる一方、時間の経過にともない、より穏健な現実

的な路線に変化していく傾向が見られる。この背景には、民主・共和両党が、それぞれ異

（７２） 例えば、ナチスによるホロコーストの生存者であるラントスは、日本の政治指導者による靖国神
社参拝は、かつてのナチスの指導者たちの墓に花輪を飾るようなものであると発言した。The Japan

Times Weekly, November 18, 2006.
（７３） CSISにおいて研修中の防衛省礒崎恒明部員によるマイケル・グリーン（Michael Green）へのイン

タビュー（２００６年７月７日、於 CSIS）。
（７４）『Foresight』２００６年８月、７４～７５ページ。
（７５） 岡垣によるクリストファー・プレブル（Christopher Preble）へのインタビュー（２００６年９月６日、

於ケイト研究所）。
（７６） The Japan Times Weekly , November 18, 2006.
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なった理由で対中強硬論をとり得る党派性を有しているという事実がある。一般に、共和

党は現実主義の視点に立ち、国家安全保障上の理由あるいはパワーポリティクス上の理由、

例えば中国の台頭を懸念する等の理由から、比較的強硬な対中政策を標榜する要素がある。

一方、民主党は理想主義的な視点に立って、民主主義や人権の立場から中国を批判する傾

向がある。１９９２年の大統領選挙において、クリントン陣営は、父ブッシュ大統領が天安門

事件の直後に中国に特使を送ったことを指摘して、共和党政権の対中姿勢の甘さを批判し

たが、これはその好例である。その後、クリントン政権は、中国を「戦略的パートナー」

と定義し、１９９８年６月には９日間にわたって大統領が中国を訪問するなど、融和的な姿勢

へと変化した（７７）。共和党側は、この訪中に際して同盟国である日本を素通りしたことな

どを含め、クリントン政権が中国寄りすぎるとの批判を強める。２０００年の大統領選挙にお

いて、ブッシュ陣営は、中国を「戦略的競争相手」と定義して、アジア政策では日本との

同盟関係を重視する姿勢を明らかにした。このことは、政権誕生直後に起きた米海軍 EP-

3哨戒機と中国空軍戦闘機の衝突事故でより尖鋭になる。ところが、２００１年９月１１日の同

時多発テロ以降、米国の「テロとの戦い」に対して中国が協力的な姿勢を示したことから、

「米中安全保障関係のための理論的根拠が再構築された」（７８）とすら評価されることになっ

た。現在、ブッシュ政権は中国を「責任あるステイク・ホールダー（利害共有者）」とし

て捉える意向を強く示している。

中国への政治的、経済的関与が必要である点については超党派的合意があるが、共和党

が中国の軍事的脅威を懸念しているのに対し、民主党は労働組合及び少数派労働者を支持

基盤としているため中国の経済的脅威を警戒する傾向がある。民主党が政権を獲得した場

合は、貿易不均衡の是正や、知的財産権の違反に対し強硬な姿勢を求める動きが活発にな

ることが予想される。米国議会史上、初の女性下院議長となったナンシー・ペロシ（Nancy

Pelosi）は、筋金入りの反中派であり、中国政府のチベット弾圧を激しく糾弾している。

また、民主党の中には日米関係のような同盟関係を中国と結び、エネルギーや環境問題な

どに日・米・中が共同して取り組んでいく必要性を主張する者もいる（７９）。

２００８年の大統領選挙においては、民主・共和両党の間で、対中政策がイシューになる可

能性は高く、米国がどのような対中政策をとるかという点は、日本にとっても重要な問題

（７７） ハイランド『冷戦後の米国外交』、１７０、１８３ページ。
（７８） David M. Lampton, “US-China Security Relations and America’s Pacific Alliances in the post-9/11

Era,” in Michael H. Armacost and Daniel I. Okimoto eds., The Future of America’s Alliances in

Northeast Asia, Stanford, Calif. : Asia-Pacific Research Center, Stanford Institute for International
Studies, Stanford University, 2004, p. 232.

（７９） 勉強会「米国の外交・安全保障政策」におけるジャヌージ元民主党議会スタッフの発言（２００６年
１１月１０日、於防衛研究所）。
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である。民主党支持者の多いブルッキングス研究所は、２００６年に「中国センター」（John

L. Thornton China Center）を開設した。所長のジェフリー・ベイダー（Jeffrey Bader）は、

第２期クリントン政権において NSCの中国部長を務めた人物である。今後、米国民主党

が再び中国を中心に据えたアジア外交を選択する可能性は否定できず、我が国としてもこ

の点を注視する必要があろう。他方、先に述べた通り、民主・共和党いずれの政権におい

ても、大統領選挙における対中強硬姿勢が政権発足後融和的なものへと変化してきた実績

がある。次期大統領選挙において対中政策がイシューになる場合においても、選挙期間中

の政策論争を額面通りに受け入れることは賢明ではないと思われる。

（ウ）対朝鮮半島政策

北朝鮮政策に対しては、民主党と共和党の間に大きな違いが見られ、北朝鮮問題が進展

しない原因をめぐって、共和党は中国を非難し、民主党は共和党のやり方を非難している

状況である（８０）。軍事的対処が不可能という点では両党が一致しているものの、共和党が

制裁を強調しているのに対し、民主党は対話を強調している。また、共和党が６か国によ

る多国間のアプローチをとっていたのに対し、民主党は米朝２カ国間対話による柔軟外交

で北朝鮮を説得できると考えていた。

民主党の対北朝鮮政策の目標は、朝鮮半島の非核化、体制転換、そして北朝鮮を国際社

会に積極的に取り組むことである。また「先制攻撃」の必要性については、共和党、民主

党ともほぼ一致した見解がある（８１）。今日民主党では、差し迫った脅威への積極的武力行

使を躊躇すべきでないとする見方が強まっている（８２）。韓国との自由貿易協定（FTA）締結

については、「中間選挙における民主党の勝利により批准は一段と難航する（８３）」とケイト

研究所のテッド・カーペンター（Ted Galen Carpenter）副所長は予測している。

ウ 外交・安全保障分野における民主党の重要人物

２００６年中間選挙の勝利により、民主党は上・下院各委員会委員長のポストを独占するこ

とになった。上院外交委員長には、イラクの連邦制と超党派外交を主張するジョセフ・バ

イデンが、下院外交委員長には北朝鮮拉致問題に関心が高いトム・ラントスが就任した。

また、上院軍事委員長には民主党リベラル外交の第一人者でありイラク駐留に期限設定を

（８０） 岡垣によるマイケル・オハンロンへのインタビュー（２００６年９月７日、於ブルッキングズ研究
所）。

（８１） 東京アメリカン・センターにおけるジャヌージ元民主党議会スタッフ講演会（２００６年１０月２５日）。
（８２） 勉強会「米国の外交・安全保障政策」におけるジャヌージ元民主党議会スタッフの講演（２００６年

１１月１０日、於防衛研究所）。
（８３）『日本経済新聞』２００６年１１月９日。
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求めるカール・レヴィン（Carl Levin）が、下院軍事委員長には国防通のアイク・スケル

トン（Ike Skelton）が就いている。

民主党は、多国間主義と国際協調を重視しているが、その政策は党よりも個人に大きく

依存している（８４）。民主党に東アジア政策の専門家がほとんどいないと言われている中で、

カート・キャンベル、CSIS研究員のデリック・ミッチェル（Derek Mitchel）、及び上院議

会外交委員会上級スタッフで東アジア担当のフランク・ジャヌージ（Frank Jannuzi）が

アジア担当の国務次官補や安全保障担当補佐官になれば日本に対する理解が得られると言

われている。彼らは、中国を重視しているが、日本を無視することはない。民主党中道派

であるジョセフ・バイデン上院議員、マーク・ウォーナー（Mark Waner）議員は日米同

盟を重視しており、ヒラリー・クリントンは、内政では左派であるが、外交ではリアリス

トであるので期待できる。オハンロンは、民主党員の中で安全保障について最も信頼でき

る人物としてサム・ナン上院議員、クリントン政権で国防長官であったビル・ペリー（Bill

Perry）を挙げている（８５）。

クリントン政権がカーター政権時代の外交チームの大半を引き継いだ経緯から（８６）、次

期民主党政権もクリントン時代の政権内部者を起用する可能性が高い。クリントン政権の

外交政策は、主に国家安全保障担当補佐官のアンソニー・レイク（Anthony Lake）、国務

副長官のストローブ・タルボット（Strobe Talbott）、国連大使を務めたオルブライトの３

人の知的源泉から流れ出ていた。レイクやタルボットは、ベトナム症候群の影響から、正

義の外交政策を主張し、米国による武力行使の限界を見定めようとした。他方、オルブラ

イトは、ミュンヘン症候群にとりつかれ、集団安全保障を米国外交の根本に据えていた。

国務長官を歴任したウォーレーン・クリストファー（Warren Christopher）や、アジア太

平洋担当国務次官補で極東問題の担当者（ブッシュ政権、レーガン政権で中国大使）を務

めたウィンストン・ロード（Winston Lord）は、日米同盟を重視していたと言えよう。そ

の他、レイクの後に国家安全保障問題担当大統領補佐官に就いたサミュエル・バーガーも

注目される。

（８４） 岡垣によるクリストファー・ネルソンへのインタビュー（２００６年９月７日、於サミュエルズ・イ
ンターナショナル）。

（８５） National Security and Democratic Politics, “The Big Story with John Gibson”, Fox News, Decem-
ber28, 2005.

（８６） クリントン政権下の人物関係については、ハイランド『冷戦後の米国外交』に詳しく記述されて
いる。
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おわりに

米国の政党政治は米国独特の政治文化や政治のバランス感覚を反映し、たとえ間接的に

であれ、外交政策決定過程のダイナミクスを生み出している。米国民主党では、２００４年の

選挙の敗因が、一貫した外交・安全保障政策を提示できなかったことにあるという認識が

強いため、今、「国内に強い民主党、国外に強い共和党」のイメージを一新しようとして

いる（８７）。「包括的な対外政策に関する長期的展望の欠如」（８８）を民主党がいかに是正できる

かが今後の鍵である。これに関しては、「民主党の抵抗はかなり射程の限られたものにな

る」という予測もある（８９）。実際、民主党はこれまで共和党と妥協を繰り返し、中道にシ

フトすることで逆に地盤を失ってきた。しかしながら、対テロ戦争をはじめとして、外交

・安全保障問題が国民の大きな関心事項となっている以上、民主党は今後独自の政策を明

確に打ち出していくことが不可欠となろう。国際主義、多国間主義、国際制度重視、関与

政策重視という従来からの外交姿勢を貫きながらも、より軍事力にバックアップされた強

力な外交を同時に模索していく決意が今日の民主党には顕著に見られる。

キャンベルやオハンロンは、米国民が安全と繁栄の中で生活するために国際的安定が必

要であるというシンプルな真実を見落としていることによって、米国は高い代償を払わさ

れていると述べ、民主党が対外政策の観点から、大まかに４つの派に分類されると大観し

ている。第１はブッシュの政策の派生型であり、国際社会を無視せずにより効率的に政策

を行うことを信じる「ハードパワー・デモクラット（Hard Power Democrats）」、第２は

軍事力では世界的な安定は得られないと信じ、感染症やHIV/AIDSの蔓延予防、経済問題

などを重視する「グローバリスト（Globalists）」、第３はグローバルな政治から国内問題

に至るすべてにおいて、米国は再建を果たし回復すべきであると主張する「モデスト・パ

ワー・デモクラット（Modest Power Democrats）」、そして第４はグローバルな資本主義

を切望している「オールド・スクール・レフティスト（Old School Leftists）」である（９０）。

どのグループが主流派を占めても、民主党が２００８年の大統領選挙に向けて、外交・安全保

障問題を最優先課題として今後取り組んでいくことは間違いないであろう。民主党は２００８

年の大統領選挙までは、共和党政権とともに超党派的なイラク政策、外交・安全保障政策

をとることになるが、その間に党としての統制の取れたコンセンサスを作り上げることが

不可欠である。

（８７） 東京アメリカン・センターにおけるジャヌージ元民主党議会スタッフ講演会（２００６年１０月２５日）。
（８８） 松方「二〇〇四年選挙と外交政策課題」、１５２ページ。
（８９） 梅本「対外政策『革新』への『抵抗』とその限界」、１４３ページ。
（９０） Campbell and O’Hanlon, Hard Power, pp. 241-243.
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現在、米国の外交政策の焦点はイラクにあり、対アジア外交は外交政策の中心とは当面

なり得ないが、その意味でかえって安定的であるとも言える。米国にとってのアジア外交

の中心は、経済問題と中国の台頭、及び北朝鮮の核問題である。対中政策は米国の対日政

策を決定する重要な鍵となるが、米国が日米同盟を重視し、東アジアに関与していく姿勢

は、現政権と大きく変わることはなかろう。いずれにしても、東アジアへの腰を据えた取

り組みは、イラク問題が収束するまで待たねばならない。また、民主党が選出する代表が

誰になるかによって、その性格は変わってくる。

冷戦終焉後の世界は、冷戦下と異なり、低強度紛争の時代であり、グローバルな米ソ対

立の下では見られなかった細かいイシューにおいて、党派性が生じるようになっている。

近年における日本経済研究所（Japan Economic Institute）の撤退もあり、米国の日本へ

の関心は、中国やインドと比較すると相対的に低下し、知日派層は薄くなる傾向にあると

言われている（９１）。日本は従来、共和党系の安全保障専門家との関係が密接で、民主党の

人脈は弱い傾向があった。アジア専門家が今日の民主党の上層部にはほとんど存在しない

ため、一貫した長期的アジア政策の展望が示されることがないのが現状である。その意味

で日本は知日派層の育成にもっと力を入れるべきであり、米国外交の機微を把握して、安

全保障政策の軸足をどこに定めるのかを見極めることが重要である。

（本稿では２００７年１月現在における分析を記述している。）

（やまぐちのぼる 陸将、前副所長、現陸上自衛隊研究本部長）

（おかがきともこ 研究部第２研究室主任研究官）

（さかぐちだいさく ２等陸佐、研究部第２研究室所員）

（９１） 岡垣によるクリストファー・ネルソンへのインタビュー（２００６年９月７日、於サミュエルズ・イ
ンターナショナル）。
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