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「先制」と「予防」の間
ブッシュ政権の国家安全保障戦略 *

岡垣 知子

はじめに

　9.11事件後、アメリカの安全保障戦略における「先制（preemption）」が国際社会に大き

な波紋を投げかけたのは、ブッシュ政権の下で今日の安全保障環境における先制行動の必

要性が打ち出された際に、その意味するところが国際法上想定されていた従来の概念から

逸脱したためである。「先制」という概念そのものは、ブッシュ大統領独特のものでも、9.11

事件に起因するものでもない。「先制」は元来、アメリカの国家安全保障戦略における一つ

の選択肢として位置づけられ、自己防衛のための合法的措置として国際法上も認められて

きたものである。実際、冷戦終焉後の安全保障環境の変化が人々に強く意識されるに伴い、

先制行動は、ブッシュ大統領が政権を握る以前から、新しい安全保障上の脅威への対応策

としてすでに議論されるようになっていた。ところが、ブッシュ政権下において、「先制」

は軍事ドクトリンとして明確に打ち出されることになった。そして、内容的にも国際法上

違法である「予防戦争」に限りなく近づいたのみならず、対象国の体制転換と一体化して

捉えられるようになった。これは、従来のアメリカの安全保障戦略にはみられなかった現

象である。これをどう理解すべきなのか。また、ブッシュ「革命」と呼ばれるアメリカ外

交のこういった新しい特色は、将来的に持続するのか。

　本稿では、まず、戦略概念としての「先制攻撃」と「予防戦争」を整理した上で、アメ

リカの安全保障戦略関連の文書や政治家の発言における先制行動の位置づけを確認する。

さらに、先制論および「ブッシュ・ドクトリン」をめぐるアメリカ内外の議論を整理し、

先制行動をめぐるアメリカの安全保障戦略の今後を展望したい。

１　「先制（preemption）」と「予防（prevention）」（1） 

*本稿執筆に際しては、片原榮一防衛研究所主任研究官、坂口大作防衛研究所所員、佐藤丙午拓殖大学
教授から貴重な意見を賜った。
（1） 　「先制」は一般的に先制攻撃、先制による戦争を意味するが、「予防」については、予防戦争を意味

する場合と、「予防外交」のように非軍事的な手段を意味する場合とがあるため、注意が必要である。
ここでの議論は先制攻撃と予防戦争についてである。両者を互換的に用いている議論も多く見受けら
れるが、国際法上認められている先制と、国際法上違法である予防戦争とは、戦略概念として明確に
区別されるべきである。
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　先制攻撃が起こされる場合は、一般的にまず、敵がまさに攻撃しようとしており、敵の

その攻撃が避けられないこと、そして先制攻撃によってその脅威を除くか、少なくとも及

ぼされる害が削減される見込みがあることが必要である。つまり先制の要件としては、「必

要性（necessity）」と「脅威とのバランス（proportionality）」の二つが満たされなければな

らない（2）。軍事的先制行動は、甚大な害をもたらす、差し迫った（imminent）、確実な脅威

を排除するために行われる自己防衛であるという点において、正戦論の趣旨に沿ったもの

である。国家が、戦争や他国からの攻撃の脅威を前にして、軍事力を使用しないことによっ

て自国の領土保全や政治的独立が深刻に脅かされる場合に、軍事力を使用することは本質

的な反射行動であり、効果的に自国を守る権利であるからである（3）。しかし、敵からの確

実で差し迫った攻撃に対する恐怖が正当化される場合のみ「先制」が認められるものであ

るとすれば、先制行動を起こす際には、敵が害を及ぼそうとする意図が明白であること、

脅威が実際に起こるまで待つことによってリスクが大きくなることが示されなければなら

ない。つまり敵の範囲や行為の烈度、攻撃意志が明確でなくてはならないことになる。

　これに対して予防戦争は、ある国家が潜在的な（immanent）敵国との戦争が将来的に可

能であり、攻撃を仕掛けるのを待つことによって軍事的優位を損うという理由で起こすも

のである。この場合、脅威は差し迫ったものでも、近未来においてやってくるものでもない。

予防戦争は、むしろ、最悪のシナリオを描くことによって、敵が重大な脅威とならないこ

とを確実にしようとするものである。予防が遠くの危険への対応であり、先見の明と自由

選択をその本質としていると言われるのはこのためである。

　軍事的先制行動は、上述のような要件の下でのみ容認されるため、本質的に大国の戦略

として実行しにくい性質を持っている。「先制」の概念からいくと、先制行動は、死活的な

国益を考慮して行われなければならない。しかし、大国にとって死活的な国益を狭い範囲

に限定しておくことは難しい。大国は往々にして、通常の国よりも多様な利害関係を世界

的規模に有しており、擁護すべき国益の範囲が広いからである（4）。実際、今日の世界にお

ける唯一の超大国であるアメリカが守ろうとする死活的国益は、単なる国家としての自己

保存すなわち国土防衛にとどまらない（5）。例えば、2001年の「4年毎の国防計画見直し

（2） 　Anthony Clark Arend, “International Law and the Preemptive Use of Military Force,”Alexander 
T.J. Lennon and Camille Eiss, eds., Reshaping Rogue States: Preemption, Regime Change, and U.S. 
Policy toward Iran, Iraq, and North Korea（Cambridge: The MIT Press, 2004）, p.21.

（3） 　Michael Waltzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations （New York: Basic 
Books, 2000）, p.81.

（4） 　Robert Jervis, “Understanding the Bush Doctrine,”Political Science Quarterly, issue 118, no.3 （Fall 
2003）, p.381.

（5） 　Jonathan Monten, “The Roots of the Bush Doctrine,”International Security, issue 29, no.4 （Spring, 
2005）, pp.112-156.
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（QDR）」の中で、アメリカが「永続的な国益」として挙げているものには、経済的繁栄、

世界経済の活力と生産性の向上、重要な市場と戦略的資源へのアクセス、アメリカ優位の

維持などが含まれている。守るべき国益を国土防衛よりもはるかに拡大してアメリカが捉

えていることは、このことからも明らかである。アメリカのように拡大した自己イメージ

を持つ超大国が先制行動によって国益を守ろうとする場合、「先制」が適用される範囲は、

こうして必然的に広がってしまうことになるのである。しかし、国家主権と領土保全を超

えて安全保障の対象が広がれば、攻撃と防衛の区別は曖昧になり、先制行動は予防戦争と

同義になってしまう。すなわち、死活的国益が本来拡大する傾向がある大国には、そもそ

も本土防衛と、外国に居住する自国民を守るための自衛の場合に限って正当化されるはず

の「先制」という戦略はなじまないのである（6）。

　しかし、ブッシュ政権が 9.11事件およびその後のイラク戦争に対応する中、先制行動は

アメリカの軍事ドクトリンとして位置づけられるようになった。ブッシュ大統領の用いた

「先制」という言葉が大きな議論を呼んだのは、彼が「先制」を予防戦争の色彩を帯びた概

念として用いたためである。このために概念的には明確に異なる「先制」と「予防」、およ

び「差し迫った脅威（imminence）」と「潜在的脅威 （immanence）」の区別は曖昧になって

しまった。軍事的脅威の性質の変化に伴い（7）、自己防衛のための軍事力使用をどのくらい

待てるのか、待つべきなのかが明確でなくなってしまった今日、伝統的な予防戦争の禁止

がもはや意味をもたないという認識が広まってきたのである。こうして、本来、国際シス

テムにおける圧倒的なパワーを持つ超大国の取る現実的戦略にはなりえず、敵の能力と意

図についての情報が明確に得られなければ起こしてはならないはずの「先制行動」が、漠

然とした将来的脅威を理由になされる「予防戦争」に転換し始めた。脅威の決定的証拠な

しに行われたイラク戦争が、この典型であるとされている。

２　アメリカの安全保障戦略における「先制」

　2001年に発足したブッシュ政権は、国際制度や多国間主義を強調し、世界秩序のレトリッ

クを謳う一方、国際刑事裁判所条約、地球温暖化防止京都議定書、包括的核実験禁止条約、

生物兵器検証議定書、地雷生産禁止条約などに参加しない姿勢を示し、ならず者国家（rogue 

states）やテロリストに対して武力行使も辞さない単独主義的な外交姿勢を明らかにしてい
（6） 　Neta C. Crawford, “The Justice of Preemption and Preventive War Doctrines,”Mark Evans, ed., Just 

War Theory: A Reappraisal （Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005）, pp.31-33.
（7） 　Robert O. Keohane, “The Globalization of Informal Violence, Theories of World Politics, and the 
‘Liberalism of Fear’,”Robert O. Keohane, Power and Governance in a Partially Globalized World 
（London: Routledge, 2002）, chapter 2.
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た。ロバート・ジャービス（Robert Jervis）は、ブッシュ政権の特徴を、①民主主義と自由

主義への信念（他国に体制転換を迫り、世界を変革する）、②脅威認識（権威主義国家と大

量破壊兵器の連関）、③予防戦争の肯定と単独行動主義、④アメリカの覇権と優位維持、に

見ている（8）。こういったブッシュ政権の特徴は、本来「潜在的な脅威」という言葉と相容

れない「先制」という言葉を組み合わせて、「潜在的な脅威に対する先制」という矛盾した

言い方を正当化したところにも表れている。ラムズフェルド国防長官の発言の中にも、繰

り返し、戦争の性質が根本的に変わったために「先制行動は正当化されるようになった」

という内容が見られるようになった。もともと国際法上合法であった先制攻撃を、改めて

正当化するのは、「先制」を従来と異なる意味で用いているためである。

　2002年 6月 1日、ブッシュ大統領は、ウエストポイント（米陸軍士官学校）での卒業式

における演説で、アメリカの優位に挑戦するのは、ならず者国家が威嚇と軍事攻撃の手段

として保有している大量破壊兵器であると述べた（9）。その演説の中で、ブッシュ大統領は、

以前は戦争を起こすには莫大な資源と時間を要したが、テクノロジーの能力とテロリスト

の野蛮さが組み合わさることによって、前代未聞の攻撃がほぼ何の警告もなくやってくる

可能性を強調した。ブッシュ大統領はその後も、「自由への深刻な危険はラディカリズムと

テクノロジーが交差するところにある。脅威が具体化するのを待っていては遅い」と述べ、

新たな脅威に対抗するためには先制行動をも辞さない方針を明らかにした（10）。

　さらに 2002年 9月 20日公表の米国国家安全保障戦略は、「潜在的な」攻撃者によっても

たらされる「潜在的な」害を考慮すると、過去のように反応的に行動していては、リスク

が大きくなりすぎること、敵に我々を先に攻撃させないためには、たとえ敵の攻撃のタイ

ミングや場所が不確定であっても、自己防衛のために先制して行動を起こす必要に迫られ

ていることを論じている（11）。これがいわゆるブッシュ・ドクトリンであり、その後巻き起

こった先制行動をめぐる議論の源である。従来の先制行動と予防戦争の区別に対する重大

な挑戦として評されたブッシュ・ドクトリンの中で、大統領は、差し迫った脅威に対する

先制が、国際法により従来から認められてきたことについて触れ、テロの脅威および大量

破壊兵器を強制的に除去する必要性を謳っている。これは封じ込めと抑止中心の戦略から、

内容的には予防戦争に近い「先制」を中心とする戦略への大きな変更と見なされた（12）。

（8） 　Jervis, “Understanding the Bush Doctrine” ; Idem, “Why the Bush Doctrine Cannot Be Sustained,”
Political Science Quarterly, issue 120, no.3 （Fall 2005）.

（9） 　White House, “National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction” （Washington, DC, 
December, 2002） <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>も参照。

（10） 　White House, <http://japan.usembassy.go/j/p/tpj-j20030325dl.html>.
（11） 　White House, The National Security Strategy of the United States of America <http://www.

whitehouse.gov/nsc/nss.html>.
（12） 　Ibid.;  Idem, National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction （Washington, D.C., December 2002）.
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　第 1期ブッシュ政権の対外政策は、対テロ、先制行動、単独行動、民主主義の伝播といっ

た様々な要素がアドホックに入り混じった、一貫性のないものであったが、「先制」はこう

して次第に、新しい脅威への場当たり的な対応からドクトリンへと変化し、テロリストに

対応するものからテロ支援国家に、さらにはならず者国家にも対応するものへと発展して

いった（13）。これはひとつには、対テロという目標が、外交政策としてあまりに狭すぎ、国

内外の世論に対して説得力を持たなかったためである。また、イラク戦争後の国家建設が

苦境に陥り、ブッシュ政権が実際に起こっていることの理由付けを何よりも必要としたた

めである。つまり、イラクの状況とつじつまが合う明確な政策としても、ブッシュ・ドク

トリンは大きな意味を持つことになった。ブッシュ大統領が唱えた先制行動の正当性は、

大量破壊兵器の存在とテロ、およびならず者国家の危険を根拠としたものであったが、その

論理を、大統領は単純明快な戦争の性質の変化に求め、「技術拡散に伴う大量破壊兵器の開

発やテロリストによる技術・兵器の獲得など、これまでにない、目に見えにくい脅威への対

処に、新しい概念・戦略・決意を持って臨んでいく姿勢」を取ることを明言したのである（14）。

　また、ブッシュ・ドクトリンは、アメリカの軍事的優位維持と、独裁主義体制の転覆および民

主主義体制への転換をワンセットとして捉えたことによって、戦略的一貫性をより有するもの

となった。大理念を掲げて外交政策を展開したアメリカ大統領は過去にも多く存在したが、

他国の政治体制の転覆まで正当化し、内容的には予防戦争に他ならない先制行動を国家安

全保障戦略に位置づけたのはブッシュ大統領が初めてである（15）。また、そのことが、アメリカ

の軍事力優位の維持を主張する姿勢と相俟って、アメリカが国際社会の従来のルールや規範

から逸脱しているという印象をさらに強くしている。内容的に予防戦争に近い先制行動と

体制転換は、伝統的な国際政治の正当性のルール、すなわち戦争の限定、内政不干渉の原則

という二つの国際規範に挑戦するものである。湾岸戦争とイラク戦争の大きな違いのひとつ

は、イラク戦争の場合は、フセイン体制の崩壊を目指したことにある。アメリカの伝統的リア

リストたち（16）を中心にイラク戦争が厳しく批判されてきたのは、先制という概念が予防戦

争に近づいたという理由からのみならず、むしろ体制の変更を迫ったという点にあった（17）。

（13） 　アメリカの脅威対象として吉崎は 3つ挙げている。  テロ組織、  テロ支援国家、  悪党国家である。
吉崎知典「国際秩序とアメリカの先制攻撃論――戦略論の視点から」『国際安全保障』第 31巻第 4号、
2004年 3月、1～15ページ。

（14） 　White House, The National Security Strategy of the United States of America.
（15） 　例えば、ウィルソン、トルーマン、また近年のレーガン、クリントン、ブッシュ（41代）らのうち、

誰も他国の政治体制を転覆させてまでアメリカの使命を全うすることは唱えていない。
（16） 　アメリカ外交におけるリアリストたちは伝統的に孤立主義の立場をとり、自国の死活的国益にか

かわらない限りは、他国への内政干渉に反対する立場をとってきた。
（17） 　この点に関して納家は、「大量破壊兵器開発疑惑だけで自衛権を発動し、専制的にレジームチェンジを

図るのが従来の国際ルールからの逸脱であるのは明らか」であると述べている。納家政嗣「大量破壊兵
器の拡散と国際政治構造」五味俊樹・滝田賢治編『9.11後のアメリカと世界』南窓社、2004年、63ページ。
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３　「先制行動」をめぐる議論

　ブッシュ・ドクトリンについては、すでにアメリカ内外で反対派が大勢を占めていると

言えよう。先制行動に対する反論は、大まかに、①非軍事的な予防措置の重要性を強調す

る議論、②アメリカの国益の観点からの議論、③先制行動の実行可能性の観点からの批判、

④国際秩序の観点からの批判、に分けられる。

　例えば、リー・ファインスタイン（Lee Feinstein）とアン =マリー・スローター（Anne-Marie 

Slaughter）は、先制行動の軍事的色彩を批判し、非軍事的な予防措置を強化する必要性を謳っ

ている（18）。この見解によると、9.11事件後の最大の課題は、大量破壊兵器の脅威への取り

組みであり、ならず者国家が大量破壊兵器を入手しないよう、国家間協力を推進して集団

的に予防する協力をすることが肝要である。しかし、不拡散を強調する時代はすでに過ぎ、

また従来の先制の戦略も不十分である。そのため、ファインスタインとスローターは、ま

ず非軍事的行動、つまり経済外交的手段によって努力がなされなければならないことを強

調している。それが通用しない場合には、最終的に軍事的選択肢が取られることになるが、

誰がどの時点で軍事行動に移るべきかについては、今のところ明確な答えはない（19）。

　ローレンス・フリードマン（Lawrence Freedman）も「予防」を非軍事的手段として捉え、

軍事的手段としての先制行動の有効性を否定している。彼によると、抑止は冷戦期の戦略

であるため、もはや古く、テロという非対称の脅威には無効である。また、ある国家から

の差し迫った脅威を特定するのは難しく、非国家集団の同じような脅威に気づくのも不可

能であるため、先制行動によって 9.11事件のような攻撃を防ぐことはできない。しかし、

非軍事的予防行動、つまり、情報、外交、経済援助、技術改善などは、ならず者国家やそ

れから支援を受けるテロリストからくる安全保障問題に対処する上で有効である。フリー

ドマンは、ならず者国家やテロリストたちの行動結果に対処するのは賢明ではなく、原因

や動機付けに対処することこそ長期にわたって取り組む姿勢であると述べている（20）。

　予防戦争の色彩の強い先制論に異論を唱える論者として、例えば、マイケル・オハンロン

（Michael O’Hanlon）は、2003年の米議会下院国家安全保障小委員会での議会証言において、

アメリカの国益の観点からこれに反論した。彼によれば、「先制」を公式のドクトリンにす

ることによって、アメリカが国際法や国際的正当性の枠を越えて軍事力を行使するイメー

（18） 　Lee Feinstein and Anne-Marie Slaughter, “A Duty to Prevent,”Foreign Affairs, no.83 （January/
February, 2004）, pp.136-50.

（19） 　Ibid; Elaine Bunn, “Preemptive Action: When, How, and to What Effect,”Strategic Forum, no.200 （July 
2003）.

（20） 　Lawrence Freedman,“Prevention, Not Preemption,”The Washington Quarterly, no.26 （Spring 2003）, 
pp.105-114.
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ジを各国が持つようになると、アメリカが対外行動における国際的支持を取り付けにくく

なる。また、各国が長期的にアメリカの外交政策により広範な形で対抗するようになれば、

テロに対しても各国と協力体制を取るのが難しくなる可能性があるため（21）、先制行動はア

メリカが政治軍事的目標を達成する妨げとなる。オハンロンは、その他、「先制」を公式の

ドクトリンにすることによって、他の手段がある場合でも軍事的手段にすぐに訴える傾向が

高まる事への懸念や、先制行動を公然と語ることによって、潜在的な敵が我々の攻撃目標を

隠蔽することについての懸念など、先制行動の効用が減るケースについても触れている（22）。

　他方、グ・グオリャン（Gu Guoliang）は、実行可能性の観点から先制行動に反論を唱え

ている。先制行動がうまくいかないのは、それらが信頼できる情報に基づかねばならない

性質のものであり、敵の具体的な意図、能力、位置を正確に把握した上でなくては不可能

であるからである。しかし、これらの要件を満たすのは容易ではない。先制攻撃も予防戦

争もジェット機を用いるテロリストからの攻撃を予防できず、また、彼らが大量破壊兵器

を使用するのを止めることもできない。むしろ逆に、敵が非対称的に核、生物、化学兵器

で我々を攻撃するリスクを高めるのみである。さらに、アメリカが先制行動を取ることで、

他国もそのように行動する先例となり、アメリカの単独行動主義のイメージは強化される

ことになる。これらの理由からグオリャンも、多国間国際協力による不拡散レジームを強

化することによって、非国家主体による脅威を減らすことを提唱している（23）。

　最後に、国際秩序安定の観点から反論を唱える者の代表が国連のコフィー・アナン（Kofi 

Annan）事務総長である。アナンは、予防戦争の色彩の強い先制行動を正当化することは、

一国やアドホックな有志連合による単独行動主義を横行させ、国際法や外交の意義を損う

ことにつながると主張している。予防戦争のドクトリンが非軍事的手段によって問題解決

を図る道を避けることにつながる懸念について、アナンは 2003年 9月 23日の国連総会で

演説し、世界が直面している危険よりも予防戦争のドクトリンの危険性のほうが大きいこ

とを訴えた（24）。その他、外交政策において従来強調されてきた価値としての「慎重さ」と

いう美徳の観点から先制行動に懸念を抱くジョージ・ケナンら伝統的リアリストもいる（25）。

先制行動は「慎重さ」の美徳を犯し、起こらなかったはずの戦争を起こすことになるため、

（21） 　Jervis, “Understanding the Bush Doctrine,”p.388.
（22） 　Michael O’Hanlon, Testimony on National Counterterrorism Strategies before the Subcommittee on 

National Security, Emerging Threats and International Relations, House Committee on Government 
Reform （March 3, 2003） <http://www.brook.edu/dybdocroot/views/testimony/ohanlon20030303.pdf>. 

（23） 　Gu Guoliang, “Redefine Cooperative Security, Not Preemption,”The Washington Quarterly, no. 26 
（Spring 2003）, p.135.

（24） 　Kofi, Annan, Address to the UNGA, September 23, 2003.
（25） 　Campbell Craig, “American Realism versus American Imperialism,”World Politics, no.57 （October 

2004）, p.145; Nicholas Lemann, “The War on What? ”New Yorker （September 16, 2002） ; David C. 
Hendrickson, “A Dissenter’s Guide to Foreign Policy,”World Policy Journal, no.21 （Spring 2004）.
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多大な瘢痕をもたらし、世界を不安定にするという見解である。

　以上のように、ブッシュ・ドクトリンは多様な観点から批判されている。しかし、国連

憲章が生まれた時点では、大量破壊兵器やテロリストたちによる脅威は国際法の枠組みの

中に入っていなかった。国際社会には、国家対国家の伝統的脅威を想定したルールしかい

まだに存在せず、新しい形態の安全保障上の脅威を今後国際法の中でどう位置づけ、それ

にどう対応すべきかの解答は、当面合意を見そうにない。また、9.11事件以降、ブッシュ・

ドクトリンへと発展していったアメリカの対外政策を今日の時点で批判するのは容易だが、

イラク戦争前、テロリストによる攻撃の可能性が、現時点の我々が想像するよりもはるか

に緊迫した雰囲気の中で懸念の対象となっていたこと、アメリカが国際社会の支持取り付

けに戦争直前まで奔走したことは忘れ去られている。イラク戦争後の国家建設における苦

境を前に、ブッシュ・ドクトリンの評価にのみ関心が向けられがちだが、むしろ「先制」

を容認するドクトリンが生まれた国際的背景、とりわけ今日の安全保障環境の変化とその

意味について、我々は考察と理解を深めていく必要があるのではなかろうか。

おわりに

　ブッシュ政権下のアメリカの安全保障戦略において、「先制」と「予防」、「差し迫った脅威」

と「潜在的脅威」、「オフェンス」と「ディフェンス」の区別は曖昧になった。問題は、「先制」

という概念そのものにあるのではなく、ブッシュ政権がその言葉に付与した意味合い、す

なわちアメリカが他国のレジーム転換を軍事的介入と抱き合わせ、敵の能力や意図が明確

でないまま行動することも辞さないというブッシュ・ドクトリンの性格にある。このよう

なドクトリンがアメリカ史上まれであるため、ブッシュ大統領は、最も理想主義的な世界変

革を謳ったウィルソン大統領よりもウィルソン的であると皮肉られることもある（26）。

　しかし、今日におけるアメリカの安全保障政策全般が 9.11事件のみに規定され、イラク

戦争に象徴されていると考えるのは短絡的であろう（27）。アメリカ自らが明確にしているよ

うに、アメリカは、将来的な先制行動について、イラク戦争の場合よりも慎重になると思

われる。「先制」がドクトリンとして打ち出された以上、最悪の事態に対して圧倒的なパワー

で臨むにしても、先制行動が国際社会に対して正当化され、説得力を持つような事態が今

後急激に増加するとは考えにくい。新しい脅威に対抗する政策として打ち出されたブッ

（26） 　Robert W. Tucker and David C. Hendrickson, “America, Crusader State? ”The National Interest, 
no.81 （Fall 2005）.

（27） 　Monten, “The Roots,”p.142.
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シュ・ドクトリンが伝統的脅威に当てはまらないことも、2004年 1月 20日の一般教書演

説において「脅威によって戦略は異なる」として明らかにされた（28）。アメリカは先制行動

に関しては、慎重かつ限定的に行動していくと思われる。

　また、アメリカで浮上した先制論は、今日の世界におけるアメリカの覇権やアメリカと

いう国家の特性と密接に結びついた問題である。公表されたアメリカのドクトリンと、実

際のアメリカの対外政策の間に隔たりがあることは言うまでもない。ドクトリンから離れ

た実際のアメリカの対外行動をどう分析し、どう評価するかについては、長期的な視座が

必要となる。アメリカの対外政策は内政によって大きく左右されるとしばしば言われるが、

個々の事件への短期的・具体的な政策は別にして、全体的な安全保障戦略は、よりシステミッ

クな影響、すなわち世界の安全保障環境を多面的に反映して構築されている。たとえ国内

政治の圧力が強い場合であっても、国際環境にかみ合わない政策を実行し、維持させるの

は容易ではない。

　この観点からすると、9.11事件やブッシュ政権を分水嶺として今日のアメリカの対外行

動を理解する試みは、ほぼ限界に達したといってよい。大量破壊兵器拡散やテロリズムの問

題は、長い年月にわたるグローバリゼーションの否定的側面が表れた結果である。9.11事件

やブッシュ政権の個性はそういった構造変化への対応を加速化させたかもしれないが、ア

メリカの安全保障政策には、本質的には変化よりも持続性のほうが濃く表出されている（29）。

9.11事件へのアメリカの対応としてのブッシュ・ドクトリンを、より大きな歴史的・空間

的文脈の中に位置づける作業が、今日すでに始まっているのである（30）。

　

　（おかがきともこ　研究部第 2研究室主任研究官）

（28） 　吉崎「国際秩序とアメリカの先制攻撃論」4ページ。および『朝日新聞』2004年 1月 20日夕刊。
（29） 　石津朋之・ウィリアム・マーレー編『日米戦略思想史――日米関係の新しい視点』彩流社、2005年、

299ページ。
（30） 　9.11事件へのブッシュ政権の対応を長期的視野に位置づける試みとして、例えば、John Lewis 

Gaddis, Surprise, Security, and the American Experience （Cambridge: Harvard University Press, 
2004）.




