
部門研究２  ２００５年度第１回研究会 

スケジュール 

１２:３０～１３:３０　発表：久保文明「共和党保守連合と宗教保守派の関係について」 
１３:３０～１３:４０　休憩 
１３:４０～１４:４０　発表：村田晃嗣「第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係」 
１４:４０～１４:５０　休憩 
１４:５０～１５:００　コメント：臼杵　陽 
１５:００～１５:１０　コメント：中山俊宏 
１５:１０～１７:３０　ディスカッション 
１８:００～１９:３０　懇談会 

日　　時／ ２００５年５月２１日（土） 

会　　場／ 同志社大学東京オフィス　大セミナールーム 

発　　表／ 久保 文明（東京大学法学部教授） 

 村田 晃嗣（同志社大学大学院法学研究科教授） 

コメント／ 臼杵 　陽（日本女子大学文学部教授） 

 中山 俊宏（日本国際問題研究所主任研究員） 
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は、イラク戦争は米国の「弱さ」を見せたものであり、近いうちに同規模の戦争は起こせず、実質的に後

退すると見る。「民主主義の拡大」ではブッシュのラトビアでの演説を引き、ブッシュ政権の外交路線の

ウィルソン的なものへの移行1）を指摘し、大きな後退は無いとする。「単独主義」ではブッシュの二度の

欧州訪問から、その理念は残るが方法は慎重になるのではないかと分析した。

また日米問題への影響として三点挙げ、一つに米軍の世界大の編成（GDPR）2）における普天間基地

移転の問題、二つに日本で憲法改正が行われたが国連改革の問題が進まない場合の日本世論の問題、最

後に中国問題を論じている。中国問題に際してトマス・バーネットの議論（世界をファンクショニング・

コアとノン・インテグレーティング・ギャップに分割して理解する議論）を引用し、中国を脅威と評価す

るかどうかが日本への影響を左右するとみる。また、最近の日本・中国・韓国・米国においてナショナリ

ズムが問題として重要であることを、村田教授は最後に付言した。

注
１）従来の勢力圏や大国間の均衡を是としチャーチル、スターリンとヤルタ会談を結んだルーズベルトの外交路線から、

それらを否定するウィルソン的な外交政策への変化を指す。村田は著書で「ウィルソニアンは、民主主義的な理念
を世界に押し広めることこそ、アメリカの使命でなければならない、と考える。」と書いている。

２）本講演においてはGDRと述べられている。Global Defense Posture Reviewの略。

（同志社大学法学研究科博士前期課程　小橋川唯之）
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研究会概要

本研究会において東京大学久保文明教授と同志社大学村田晃嗣教授の報告により活発な議論が行わ

れた。

久保教授は共和党の保守連合と宗教保守派の関係について詳細に論じ、現在の保守連合を理解する

において宗教というファクターの重要性を指摘した。米国の保守主義は諸潮流から成り、保守内でも原

理原則上の差異があり、またハイアラーキカルや大きな政府を特徴とする欧州の保守とは異なる。そこ

で鍵となるのが宗教と政治の関係である。共和党と宗教保守の同盟関係は、共和党が選挙の支持基盤拡

大の為宗教勢力を取り込んだことから始まる。宗教保守の中にも様々な団体が含まれているが、イシュ

ーが政治的になればなるほど、宗教保守派の間でも宗派の壁を越えて多数派を形成することが指摘され

た。この保守連合には多数の争点が存在し、それは保守連合内での緊張を生み出すこともある。そのよ

うな争点をめぐる駆け引きは2004年度の選挙にも作用し、ブッシュ再選において同性愛がウィニン

グ・イシューとなったと久保教授は纏めた。

村田教授は二期目ブッシュ政権のセキュリティ・チーム（国務省、国防総省、NSC）の変化と外交戦略

を前期と比較検討した。セキュリティ・チームの変化においては政権がタカ派化したとの議論に疑問を

呈し、パウエル前国務長官の役割に対する評価の再解釈を促した。また、P・ウォルフォビッツ（前国防

副長官）の世銀総裁就任、J・ボルトン（前国務次官）の国連大使就任は非効率な国際機構の改革にむけた

意思表明であり、後者は特に北朝鮮問題への牽制を北京・平壌・ソウルに示すものであるとする。一方

で二期目の外交政策では「先制攻撃」「民主主義の拡大」「単独主義」を挙げている。「先制攻撃」において



共和党保守連合と
宗教保守派の関係について

差別される存在で、カトリックに対する偏見や、反

対にプロテスタントに対する偏見という、お互いの

敵対感情が強く残っていたわけですが、色々な投

票行動の調査では、ケネディは南部のプロテスタン

トの間では少ない票しか獲れなかったというのが

だいたいの定説だと思います。にもかかわらず、

何とか勝てたということなんですが、今度2005年

を比べてみますと、ブッシュが50％を少し超えて

いたと思います。つまりケリーはカトリックであった

んですが、カトリックでありながら彼はカトリックの

過半数をとれなかったんです。もちろんプロテスタ

ントでは大負けしていますから、負けたのはかな

り当然ということになるんですが、これが何を意味

しているのか。宗教が大事と言っても、かつては

プロテスタント対カトリックという亀裂がアメリカ社

会でも大事だったんでしょうけど、現在は少し違っ

てきている。違った意味で大事になってきている。

それが信仰を大事にする、強烈に宗教的な人々

と、いわゆる世俗的な人々との亀裂、そちらがか

なり大きいのはないのかという気がします。

1960年と2004年の間ではほかにも色々な違い

があります。よくある調査では、自分が支持する政

党が白人の男性ではなく女性を大統領候補に指

名したら、それではあなたも投票するか、というのを

ずっとやっています。そのスコアは明らかに上がっ

ています。あるいは、黒人を大統領候補に指名し

たらあなたは投票するか、これも上がっています。

カトリックでも上がっています。ですから、アメリカ社

会がこの40余年の間にはるかに寛容になったとい

うことは一般論として言えるので、これらが一つの

ファクターなのだとは思いますが、それだけでなく、

恐らく、世俗派対信仰派というような亀裂が、全て

の宗教を横断して今かなり顕著になっているので

はないかと思います。ケリーはカトリックですが、人

工妊娠中絶を行う女性の権利を支持しているわけ

ですね。それがカトリックのオーソドックシーとは反

する考えなんです。それはジューイッシュにもその傾

向が及んでいますし、自然にそうなったというわけ

でなく、そういった宗教の活動家が意図的に人為

的に活動している、というそういう側面もあると思い

ます。共和党の戦略家たちは、プロテスタントだけ

をターゲットにするというわけでなくて、カトリックの

そういう人 も々ターゲットにしますし、保守派、カトリ

ックの保守派、ユダヤ教徒の保守派、そこにムスリ

ムの保守派を含むこともできると思いますが、そう

いうコアリションを作ろうとしている。そういう面がか

なりあると思います。宗教は大事なんですが、その

あり方が40年前とだいぶ違ってきているということ

が言えると思います。

今の民主党と共和党の違いなんですが、これが

日本のメディアにも正しく理解されていない部分が

あります。2000年にどちらの候補も中道という報道

がありましたら、それは明らかに間違いだったと思

います。所得の違い、貧しい人が民主党、金持ち

が共和党という理解がありますが、それも実は最近

は危うくなってきて、申し上げましたとおり、ブルー

カラーの人はますます共和党に入れるようになって

きている。逆に、確かに学歴で義務教育しか終了

していない人には民主党支持の傾向が強く、高卒

でも民主党が強く、大学卒になると共和党が勝つ

んですが、大学院卒になるとまた民主党が強いん

です。ですから、民主党というのは興味深いことに

低学歴の人と非常に高学歴の人のコンビネーション

であるということになります。どうしてかといいますと、

ビジネススクールではたぶん共和党が強いと思うん

ですが、ロースクール、環境衛生とか公共衛生とか、

政府の力で社会を直していくことを教えるという大

学院ではだいたい民主党系の考え方になるわけで

すね。もう一つ、科学では進化論を信じていない

と生物学を極めるのはなかなか難しいことになりま

すし、世俗派のリベラルな考えを教える大学院で

は民主党の傾向が強いということがあります。これ

は投票調査の結果なんですが、そして大体のコン

センサスだとも思うのですが、何が民主党と共和党
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ご紹介いただきました久保と申します。よろしくお

願いいたします。正式なスケジュールを拝見したのが

数日前で、コメンテーターまでつくということでショック

を受けております。最初うかがっていた印象と違っ

ていて驚いてしまったのですが、ちょっと手遅れと

いう感じで、もっと下調べができればよかったので

すが色々立て込んでおりまして、できなかったことを

お断り申し上げておかなければなりません。

宗教保守を話の中心におきつつ、さまざまの宗

派の詳しい教義などについては立ち入って調べる

ことができませんで、森先生などご専門の方もいら

っしゃいますから、今のアメリカの共和党を支えて

いるクリスチャン・コアリション（ C h r i s t i a n

Coalition）など、そういったことを中心に話させて

いただければと思います。それからさらに、研究会

のタイトルがブッシュ大統領第二期目の外交政策な

ので、もう少し外交に焦点をあてて準備すればよ

かったなと今考えたので、できる限りそちらの方向

にも話をもっていければと思います。

今朝のインターナショナル・ヘラルド・トリビューン

の中で、ロジャー・コーエンという人がChina and

the politics of US, a washing deadで、今アメリ

カの平均の世帯で10万ドルの借金があるというこ

とを書いています。今のレートだと1千万ちょっと

ですが、それぐらいの借金を負っているということ

で、これは1990年、15年前には6万ドルであったの

が今10万ドルに増えているということです。これは

まあ借金といっても家を買ったローンなども入って

いまして、普通のクレジット・カードのものだけではな

いんですけれども。ただ、非常に普通のアメリカ人、

ワーキング・クラスの人が借金を負っていて、これを

皮肉にも中国が助けていると、つまり中国がアメリ

カの債権を買うので、金利が低くとどまっていて、

胡錦濤の政権とアメリカのワーキング・クラスにはそ

こに共通の利益があるという話です。

もう一つ今日の話と関係するのは、ワーキング・

クラスの人は金利が低いから助かっている。もし

金利が上がり始めたら大変だということになるんで

すね、借金をどうやって返すのかということです。

それからそういう人たちが、政党でどちらに入れる

かということになると、経済的利益に反して、民主

党には入れないで、共和党にますます入れるよう

になっている。それはなぜかといいますと、結局
Godということになるとこの記事は書いています。

彼らからすると民主党というのは、ますますホモセ

クシャルの権利、男女と同じような結婚を認めた

り、人工中絶の権利を擁護する政党であると見て

いて、とくにそのリベラル派にはますます疎外感を

感じつつある、ということです。そういう話にも及

んでいます。ですからアメリカの政治を理解する際

に、宗教というのは非常に大事だろうと思います。

ただそれが、どういう風に大事かということなんで

すが、例えばケネディが1960年に立候補した時、

辛くも勝ったわけですが、その時彼はカトリック票

の78％を獲っているわけですね。その当時プロ

テスタントとカトリックの敵対関係というのは、世界

史にずっとあって歴史的なものだったわけですが、

アメリカでも残っていて、長らくカトリックというのは

東京大学法学部教授

久保文明

共和党保守連合と
宗教保守派の関係について
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のリバタリアニズムがアメリカならではの敵を持たざ

るをえないと言えます。それが宗教保守で、宗教的

な価値観に立脚して政府の政策を決めるべきだと

言うわけです。キリスト教の団体には、ここにはクリ

スチャン・トラディション、あるいはユダヤ教‐キリスト

教のコアリションを考える場合にはここにはジュデ

オ‐クリスチャン・トラディションをあてはめることがあ

りますけれども、そういった考えにかなり立脚して

いるものが多いといえます。バイブルの一字一句が

事実であるとか、20世紀初頭のファンダメンタリズム、

そしてペンテコスタルとか、カリスマティックとかの流

れがありますが。パット・ロバートソンはペンテコスタ

ルの流れですね。我々は宗教保守というと一緒に

してしまうんですが、実は少しずつ違っているとい

うことが教義上は言えるようです。ただ、今回の発

表では一緒にしています。人工妊娠中絶禁止とか、

進化論への反対とかの考えで一致点があります。

そしてまた、アメリカの保守主義の一つの新しい

潮流で、アメリカは力の外交政策を推進するのだ、

というのがあります。これは19世紀初頭にはみら

れなかったわけですけれども、今の保守には「力

の外交」というのが、一つのエレメントとして備わっ

ている。

自由貿易主義というのもありまして、これは保守

本来の思想と言われることもあるんですが、これは

経済保守主義やリバタリアニズムの強い影響があ

ります。もう一つは地盤の問題で、かつては南部の

綿花の輸出が民主党を支えていて、自由貿易主義

だったんですが、現在では民主党の支持基盤はむ

しろ労働者になってしまって、共和党はビジネスの

影響力が強いということで、そういった面でも民主

党と共和党が入れ替わっていて、共和党の方がむ

しろ自由貿易主義となっています。

ネオコンと言われるのも、アメリカの新しい保守

の形態だろうと思います。ネオコンの考えは内政に

も及ぶので、減税をして経済成長を支えるとかの形

をとります。外交的にはアメリカの使命感と道徳主

義を合わせる考え方で、ユダヤ系の人が多い。宗

教保守が、モラリティを重視する外交政策を求める

彼らを共和党の底辺で支えている、という構図が

明らかにあるだろうと思います。宗教保守が根に存

在していて、そして宗教保守の人たちはあまり洗練

された外交政策というのは持っていなくて、例えば

パット・ロバートソンが国務長官とかになったら大変

なことになるわけで、やはり外交・防衛のトップに任

命されることはあまりないんですが、ただ底辺で、

選挙などのとき、共和党の外交政策に枠をはめる

という点ではかなり大きな影響力を行使している。

ただ、時々宗教保守のアジェンダというのが外交に

出てくることがありまして、それは、例えばキリスト教

を念頭に置いてのことですが、信仰の自由を剥奪

している国に対しては制裁を課すとか、人工中絶

を推進する国には非常に厳しい態度をとりますし、

これはアメリカ国民が払った税金が、政府を通して

他国に援助されるわけで、そこで人工中絶があっ

てはならないというわけです。ネオコンの人たちは

もう少し大きなことを考えるのですが、そこに宗教

保守のアジェンダを包摂していることは明らかだろう

と思います。宗教が基盤にありますから、善悪の区

別も非常にはっきりしている、こういった部分がアメ

リカの外交を、ヨーロッパの外交から区別するとこ

ろだろうと思います。ヨーロッパの外交には、そこま

でモラリスティックな場面、つまり宗教は入ってこな

いだろうと思いますけれども、アメリカの外交には時

に強烈にそれが入ってくる。

孤立主義・保護主義・反移民主義ですけれど

も、これはパット・ブキャナンに代表されます。宗教

保守の団体でEagle Forumというのがあります。

例えばここにフィリス・シュラフリーという人が居まし

て、70年代にアメリカの憲法に男女平等を加える動

きがあって、もう少しでそれが成立するところだった

のを阻止したことで有名な人ですが、今でも健在

でそういったことも重視していますが、同時に同性

愛なんてけしからんという立場です。結構排外主
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を隔てる一番強いファクターかというと、これは宗

教である。しかも世俗派であるか、信仰派であるか、

ということですね。それが一番大きなディバイディン

グ・ラインであり、ファクターであるという、おおよそ

の政治学界でのコンセンサスがあるようです。恐ら

く、そういうのは日本にはない分かれ方だろうと思

います。共和党と民主党というのは、同時に外交

政策も大分違います。それが宗教に結びついてい

るので、より根深い対立だろうと思います。

アメリカの政党というのは少し複雑で、党議拘束

とかはありませんし、分割投票、交差投票ですか、

相手の政党と一緒になって投票することもしょっち

ゅうあるので、政党は弱いと思われがちなんですが、

アメリカでは有権者の心に根ざした党派感情はお

そらく日本より強いと思います。だいたいアメリカの

政党は、アメリカの3分の1の人が自分をDemocrat

とアイデンティファイし、3分の1の人がRepublican

とアイデンティファイする。残りの3分の1は無党派で

ある。これは相当強烈なアイデンティフィケーションで

あると思います。日本の社会で、自分は自民党員だ

というアイデンティフィケーションを持っている人が

何％いるかというと、非常に少ないと思います。ま

して民主党になると少ないでしょうし。共産党と公

明党は、ごく少数の人が強烈なアイデンティティを持

っているでしょうが、これはごくまれな例かと思いま

す。そうすると人の感情に根ざした党派支持という

点では、アメリカの政党というのは心理的な次元が

非常に強いと考えていいかと思います。そこに、こ

のような宗教のファクターが強く働いているというこ

とが言えると思います。

レジュメにそっていけるかどうかちょっと分からな

いんですが、最初にアメリカの保守主義というのを

書きました。これは、保守主義とは何かという定義

をし始めますと、色々あるかと思いますが、権威主

義的な社会を擁護する、とかそういった定義が採

用されることが多いと思いますが、これは社会によ

って状況によって何が保守かというのは違ってくる

ということを示唆しているものと思います。ソ連の末

期では旧制度を守ろうとするのが保守と言われた

りしました。保守といわれるなかに色々なものがあ

るということです。恐らくアメリカの保守というのは、

ヨーロッパから見るとみんなおかしいのではないか

と思います。伝統的な秩序、ハイアエラーキカルな

社会秩序とかそういうものを擁護するという保守

は、少しはいますが、非常に弱いということが言え

ます。アメリカの保守の中で一番支持されているの

は経済的保守で、「小さな政府」、減税、規制緩和

ということを支持するというアダム・スミス的な考え

で、これはヨーロッパに出発点を持ちますが、ヨーロ

ッパでは長い間少数派の思想で、今でも結構少数

派なのではないかと思います。ところがアメリカで

は圧倒的な影響力を持つようになった。アメリカ革

命も政府に対する減税を求めた反逆ですし、こう

いったものがアメリカ政治思想のひとつの伝統にな

っているということです。保守が小さな政府という

時、あるいはアメリカの伝統というのは保守主義な

んだという時、ヨーロッパの伝統は全く違ったもの

になっている。

もう一つアメリカ的なのは、リバタリアニズム、「小

さな政府」を経済だけでなく、さらには個人の権利、

表現の自由とか、そういった領域にまで拡げた思

想で、より体系的でより新しく、やはりアメリカでは

かなり影響力を持っている思想と思います。政党

としての運動も行っていましたけど、選挙制度のこ

ととかもあってうまくいかないということで、ある時か

らケイトー研究所というシンクタンクを立ち上げて、

思想的にはさらに影響力を持つように至ったと考え

ていいかと思います。これは、ヨーロッパでは右派

も左派も大きな政府を好む傾向が強いかと思うの

ですが、そしてその中ではイギリスのサッチャーリズ

ムなんかは珍しい例外なんですけれども、そういう

文脈で見るとやはりアメリカ的な文脈が非常に強い

かと思います。他方で、皮肉なことにアメリカではこ
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はポール・ワイリックとかいう人がそういう活動をし

てきたんですね。

非常に単純化して言いますと、かつての共和党

と70年代以降の共和党でどこが変わったかと言い

ますと、二つあるかと思うんですが、一つはそれまで

は経済政策も単に均衡財政と言っているだけだっ

た。均衡財政というのは、例えば福祉をカットすると

か、そこだけしか伝わってこなかったわけで、それは

なかなか低所得者や労働者階級の票はとりにくい

わけです。そこに新しい経済政策がでてきた。ケイ

ンズ政策の行き詰まりで不況は続くし失業率は高

い、その中で出てきた新しい政策ですけれども、減

税をして経済成長を促進する、そういう理念の面で

ポジティブな像を描けるようになった。その結果、共

和党政権で大赤字が出るようになって、それまでの

均衡財政では有り得ないことが起きるわけです。無

理に減税するとそういうことが起きます。しかし政治

的にはきわめて強い人気があり、中小企業とかケイ

ンズ的政策にうんざりしていた人々が共和党を支持

するようになるということがでてきたかと思います。

もう一つは宗教で、共和党は経済的政策だけだ

と金持ちの政党で、やはり金持ちの方が少なくて金

を持ってない人の方が多いので、これは選挙では

不利ということになります。その不利を補うウェッジ

（くさび）となったのが宗教で、そこで伝統的に民主

党に忠実だった労働者階級、特に敬虔なカトリック

などに共和党が食い込んでいくということが起きま

す。共和党に大衆的基盤、底辺での基盤を与えた

のが宗教であるということは間違いない。かつて民

主党の方がポピュリズムで、民衆の党であった。ポ

ピュリズムというのは元々19世紀末の小農民運動

だったのですが、だいたい民主党の方がその流れ

を汲んでいて、例えばニューディール政策など虐げら

れた労働者階級を民主党が保護する、だいたい

“スモール・ガイ”の政党できていたわけですが、現

在どちらかというと共和党が自分たちが“レギュラー・

ガイ”の政党で、民主党の方がエリートの政党でと

いうのが、説得力を持つようになっています。それは

結局民主党の方が、フェミニズムとかの影響が強く

なってきてしまって、そういう高学歴のエリート的アジ

ェンダ、環境保護なんかもそうですが、そちらの方を

重視するとみられている。アファーマティブ・アクショ

ンを推進するとかですね。そして、学歴のない敬虔

な人から見るとどうしても自分たちは民主党のエリー

トからバカにされているというような感情を抱くわけ

です。あるいはまた、民主党がそういう印象を与えて

きたことも事実だと思いますし、それから共和党が

そういう風にうまく民主党を描くことができるようにな

ったということも事実だろうと思います。

そういう意味で、長期的にも今日共和党がかな

り強い政党になった。これはニューディールからさ

らに1964年までは共和党が２回選挙に勝っただけ

でしたけれども、今度68年から88年までは民主党

が1回しか勝てなくなった。その後は92年からはい

ずれも接戦で、どっちがどっちと言えないんですけ

れども、他方で、下院で55年からずっと40年間民

主党が多数党だったわけですね。これが崩れて95
年から10年たちましたけれども、11年間ずっと共和

党が多数党です。長期的には共和党が追い上げ

てきて、むしろ今共和党が全てのレベルで、知事の

数とか州議会で多数をとってる数とか、連邦の上

下両院とか、多数党になっていると言っていいかと

思います。非常に長いプロセスを経て、そうなった

んですけれども、そのプロセスの中で宗教の問題

というのは相当大きな意味を持ってきたと言えるの

ではないかと思います。

さらにコアリションの中身、すなわち共和党の保

守派というのを支えているのはどういうグループか

ということですが、これは80年代以降の共和党の

中でですが、様々あるなかで中核にあるのは、小さ

な政府を求める団体です。これは中小企業で、例

として一つだけ書いてありますが、これはレストラン

組合とか酒・ビールの販売組合とか無数にありま
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義的で保護主義で、反移民ですね。アメリカの共

和党の一番右の方にはこういう考えが残っていま

す。それから宗教保守ですが、移民反対と、US-

Englishといって言葉を英語で統一させようという、

公用語でスペイン語を入れるなどとはけしからんと

いうことで活動している団体ですが、そういう運動

とちょっと混じり合った部分があるような気がしま

す。それからここは自由貿易反対で保護主義です。

ここが結構アピールするのは、ワーキング・クラスの

人にとっては、この運動と思想は保護主義を唱え

るので、結構民主党に近い部分があるわけですね。

あなた方の職を守るのが大事だと。当然、メキシ

コや中国などから安い物が入ってくるのは阻止した

いという、そういう保護主義のレトリックでたたかう

と。ブキャナンなんかも、92年、96年とニューハン

プシャーで結構善戦したのもそういう理由があった

からと思います。

ここではアメリカの保守の様々なバージョンを挙げ

ましたが、影響力が強いのは経済保守とリバタリア

ンですね。それから宗教保守もそこそこ強いです。

それから安全保障で強いのはタカ派でしょうとか。

そしてまた、保守とよばれている中でも、原理原則

上の対立は色々あるということも重要です。何が本

当の保守かというのはその人の立場でちがってきま

すし、ここでは保守にも沢山の種類があると指摘し

ました。ただ全体としてヨーロッパの保守とは全然違

う。ヨーロッパは大きな政府で伝統的な価値観を維

持するという保守が強いですが、それとはちがう。

共和党の変化というところで見ますと、共和党と

いうのはかつてニューディール的政策を支持する穏

健派の政党だったんですが、それがだんだん保守

が浸透するようになりました。その流れで55年に思

想的に旗がたって、64年にゴールドウォーターが出て、

惨敗しました。かつて50年代から70年代の共和党

というのは、穏健派が圧倒的有利だった。今日それ

が逆転してしまった。穏健派は完全に少数派になっ

ています。この中で宗教がどうからむかということで

すが、バリー・ゴールドウォーターの時、この人は超保

守だと言われたんですが、宗教のことはあまり語っ

ていない。同性愛者を軍隊に入れていいかどうか、

クリントンの時だいぶ問題になりましたけれども、彼

は「弾がまっすぐ撃てればいいのであって、ゲイかス

トレートかということは、それは別にゲイでもいいので

ある」と言った。オールドファッションな保守は経済的

には保守でも、宗教保守的なアジェンダはあまり取

り入れてなかったということがそれで分かる一つの

例です。これは70年代から入ってきます。客観情勢

として、宗教保守の人から見た社会の乱れ、性道

徳の乱れ、カウンター・カルチャーの普及であるとか、

特に73年の判決で人工中絶の自由化が可決され

たために、それまでほとんどの州で禁止であったの

がOKになりましたから、人工妊娠中絶の数も一挙

に増えるわけですね。それに対してこれは殺人だと。

殺人がこんなに増えているということで、宗教保守が

驚愕することになりました。

もう一つは62年とか63年の判決で、それまで公

立学校で宗教教育が行われていて、その中でプロ

テスタントの新約聖書が使われていたわけですけ

れども、それがダメになって、沈黙の時間とかそうい

ったものも許されなくなってしまったというようなこ

ともあります。同時にそういう社会の変化が一方で

あって、それに対して、これはチャンスではないかと、

色々考えた人が居たわけです。それが、例えば、

ケヴィン・フィリップスという人が共和党の可能性は

南部にある、ワーキング・クラスにあるとEmerging

Republican Majorityという本を書いてますけれ

ども、共和党にとって信心深く、所得は低くて、今

までは民主党に投票してきた貧しい白人とか労働

者ですね、彼らは共和党にくる可能性が十分ある

と考えたわけです。それから宗教界の保守派とコ

アリションを作ったり、相互に協力するようになりま

す。だいたい70年代の半ばから後半と言われてい

ます。ジェリー・ファルウェルとか、共和党の方から
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たちと共和党の支持者というのは不可分一体であ

るということになります。

統計上のトリックといいますか、同じような人た

ちが重なり合っているとあたかも因果関係があるか

のように見えたりする。結局同じ立場で見てる。で

すからエリートレベルで、宗教保守の人たちと共和

党保守の政治家が相当制度化された安定的な同

盟関係を持っているのと同時に、かなりランクアン

ドファイルの人も共和党的な小さな政党を好み、世

俗的なアジェンダをも吸収して、支持しているという

ことが言えるかと思います。

宗教保守派の諸相ということですが、色々な団

体があります。思いつくままに書いてみたんですが、

これを考える際に税制上のステータスで活動ので

きることできないことがかなり決まってきます。アメリ

カのInternal Revenue Serviceという国税庁にあ

たるところのコードで501(c)(3)というカテゴリーと

501(c)(4)というカテゴリーがありまして、これが実は

非常に大事な違いです。もう一つPAC、Political

Action Committee、これは政治活動委員会。こ

の三つを区別することが一つの基本だと思います。
Christian Coalitionというのは、今Christian

Coalition of Americaで、501(c)(4)です。これは

一時期免税のステータスを取ろうとして取れなくて、

結局組織が今弱くなっています。

501(c)(3)というのは、基本的に教育団体とかシ

ンクタンクでして、そこに寄付すると、寄付をした人

に対して所得控除を認めてくれる資格なんです。

501(c)(3)も501(c)(4)も、その団体自体には非課税

なんですけれど、さらに寄付をした人に所得控除の

資格、特典を認めるかどうかの違いです。ですか

ら501(c)(3)の方が金は集めやすい。特に高額所

得者がガンと寄付すると。アメリカの発想で、どうせ

とられるんだったら、連邦政府の役人に使われるよ

りかは、自分の使って欲しいところに寄付したいと

いう思考が結構強いわけです。また、アメリカの場

合、501(c)(3)も501(c)(4)いずれにしても認定が非

常にルーズというか簡単で、日本のようにうるさいこ

とを言われないということもあります。かなり活発な

活動をしている環境保護団体とかも実は501(c)(3)

です。例えばグリーン・ピースとか相当政治活動を

やっているように見えますが、あれも501(c)(3)なん

です。501(c)(3)は大きな特典があるんですが、他

方では厳しいしばりがあって、政治活動はしてはい

けない。特に選挙に介入してはいけない。ロビーイ

ングについては、全部の活動予算の10％か20％

とかなり限定されている、そして行政府にはOKな

んですが、特に議員に対するロビ－イングには非常

に厳しく制圧されています。ですからそのように政

治活動をしないという条件の下に、税制上の特典

を与えるということです。

501(c)(4)の方は、そこの団体が課税にならない

というだけで、そこに寄付しても所得控除にはなり

ません。ですが501(c)(4)ですと、相当政治活動が

できます。ただ選挙そのものに介入して、候補者を

支援したり、政治資金を提供したりということができ

ないのですが、アメリカの場合、かなり広く言論の

自由が認められていますので、相当きわどいテレビ

広告を流すことも可能です。これについては最近

制限ができて、投票日60日前とかは広告ができな

くなったんですが、相当自由に政治活動はできま

す。しかもどこから金をもらってきたかということも言

わなくて済みますので、こちらはかなり政治団体と

しての性格が強い、ということになります。

本当に選挙に介入する、候補者を支持して政治

献金をしたりしたければ、アメリカの法律の下では

ＰＡＣを組織するしかないということになります。そ

うすると、候補者本人に政治献金もできますし、候

補者を直接明確な言葉で支持する、当選させよう

というコマーシャルも流すこともできます。有名なの

がNational Right to Life Committeeで、これは

人工妊娠中絶を禁止させるためです。これは非常

に大きなPACでして、政治献金も巨額です。日本で
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す。ビールの販売店なんかはどこの町にもあります

から、相当な政治力になるわけです。中小企業は

一番影響力のある集団と言ってもいいのではない

かと思います。

これは日本の感覚と相当違っていて、日本の場

合だと中小企業は政府に頼る、規制で守ってもら

う、あるいは補助金をもらうといったそういったメン

タリティが強いというイメージがありますが、アメリカ

の場合は全然違いまして、政治的には介入するな

というイデオロギーが強い。アメリカの選挙と日本の

選挙はいくつか違う点があって、中小企業の態度

というのが一番違う点ですが、アメリカですと田舎

で共和党が強いというのが非常に面白い点で、つ

まりむしろ小さな政党で補助金削減という政党が

過疎の田舎で強い。日本は逆ですね。

アメリカはどうして小さな政党で補助金削減とい

う政党が田舎で強いのかといいますと、それは一

つには宗教ということがありますが、また相手の民

主党の方が大都市で公共事業をやりたがるわけで

すね。民主党の基盤というのは、割と黒人とか、都

市の貧困層が多いので都市の方で事業をつけた

がるわけです。ですから共和党としてはそれを切る

と、それを切るために自分の方も無しでということ

でいくわけです。あとは銃所持団体とか、様々な団

体がありますが、その中に宗教保守も組み込まれ

ているというわけです。

次に共和党を支える色々な団体を、恣意的にピ

ックアップしてみますが、その中に外交タカ派の団

体もあります、この中に例えばProject for New

American Centuryのようなネオコンの団体もあり

ます。このように下に沢山の利益団体が控えてい

る、というだけではなくて、これはかなり９０年代半

ばからお互いに協力しあうようになった。有名なの

は「水曜会」でAmericans for Tax Reformで毎週

行われている会議ですけれども、ここに宗教保守

派も出ています。外交タカ派も出ています。そこで

お互いの情報交換をしています。

もう一つは例えば、Contract with Americaと

いうのを94年に共和党保守派が作りましたが、これ

は自分たちが多数党になったらこういう政策を掲げ

るという10項目の公約ですが、アメリカの政党がそ

のようなことをするのは極めて珍しい。特に議会政

党がするのは珍しいんですが、それを作る段階か

らChristian Coalitionとかがお互いに協力し合っ

ています。ですから相当制度化された協力関係で

あるといえます。共和党保守派を勝たせるための

制 度 化され た 協 力 関 係 が できていました。
Contract with Americaを出して勝った後に、今

度それを実際に確実に議会で通していくためのメ

カニズムが作られていました。これは一時「木曜会」

とか呼ばれていたようですが、これは共和党の議

員の方が主催して、かなり大事な情報とかを交換

するというもので、ただContract with Americaを

全て支持しないとそこに参加することを許可されな

いということで、つまり共和党の政策を支持するこ

とが参加の条件になっていて、C h r i s t i a n

Coalitionなどもそういう条件を飲んだ上でそこに

参加していました。ですから宗教保守と共和党保

守の関係は相当深い。

しかし 面 白 いことに、大 減 税というのが
Christian Coalitionにとってどうなのか、バイブル

に書いてあるのかと言えば多分書いてないわけで、

そういう面白いことは沢山あります。あるいは宗教

的保守の人たちにアンケートをして、貧しい黒人へ

の福祉に対してどう考えるか聞いてみると、反対と

いう人たちが多い。賛成の人はむしろ世俗派のリ

ベラルの人たちが多いわけです。どうしてか、バイ

ブルを読めば読むほど貧しい黒人に福祉をあげた

くなくなるのかと言えば多分違うだろうと思うんです

ね。それは共和党との関係が相当制度化されてい

て、つまり宗教保守の方も共和党的アジェンダを相

当吸収していて、無論指導者はそうだと思うんです

が、そのグループもそうで、共和党の宗教保守の人
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育があって、経済的にも安定していて、白人で、圧

倒的に宗教保守の人がやっているわけですね。こ

れは公立学校の脱宗教的、世俗的、反宗教的な

性格を嫌っていて、そのようなところに子供をやれ

ないと、自分の子供は自分で教育する、という考え

に立脚してやってる。ある意味、政府に頼らないで

自分でやってしまうというところにアメリカ的な部分

が強いと思うんですけれども。これは50州で全て

法律的にも認められています。80年代の最初には

全てダメだったみたいですけれど、訴訟とかを通じ

て闘ってきていて、州レベルですけれどもすべての

州で認めさせてきた。例えば今、期末試験だけは

受けに来いという州もあるようですし、勉強はホー

ムスクールでやって課外活動だけは参加してもよい

というおおらかなところもあるよです。課外活動では

なかなかホーム・スクールは厳しい。

民主党が教員組合の考えにのっとって、連邦議

会で制限をかけようとしたことがあって、「ホーム・ス

クーリングを行なう親は教員の免状を持たなけれ

ばならない」という法律を通過させようとしたことが

あります。その時にこういった団体が宗教保守全体

を巻き込んで反対を起して、それをつぶしたという

こともあります。この運動のトップにいるのがマイケ

ル・ファーリスといって、ヴァージニアの政界では結

構有名な人です。上院議員の候補にもなったこと

がある。一見政治と関係がないように見えて、実は

関わっている運動です。今、ホーム・スクールで育

った人が大学も出て、子供もいて、またその子供を

ホーム・スクールで育てているという、かなり底辺で

強くなっている運動です。親も才能を活かして、例

えばある人は体育ができて、ある人はスペイン語が

できて、またある人は歌が上手くて、そういう親同士

のネットワークで結構いいカリキュラムが作れてしま

うわけです。

争点
今、内政で言うと、ブッシュ政権が重視しているの

が、年金の民営化です。これは宗教保守との関係

では面白い問題のように見えます。たとえば
Christian Coalitionのホームページに行きますと、

ブッシュ政権が推進しようとしている「年金の部分的

民営化を支持する」と書いてあります。これもなぜ、

バイブルから直接言えるのかどうか、かなり疑問だと

思うんですけどね。Christian Coalitionにとって、

子育てのための所得控除とかは、わりと正当化しや

すいわけです。結婚した時に不利になるようなマリ

ッジ・ペナルティとか、税制を直せと。結婚を促進す

るような税制にしろというのは言いやすいわけです。

だけど年金の部分的民営化となると宗教のロジック

では、そう簡単に直接には支持しにくいと思います。

ホームページにはそういうふうに出ています。

他方で、ゲアリー・バウアーという人がいて、
Family Research Councilの会長を長くやってい

て、今は別のAmerican Valuesという団体をつくっ

たようです。Campaign for Working Familyとい

うPACがありまして、これはゲアリー・バウアーがつくっ

た政治活動団体ですが、相当な資金量を持ってい

て、宗 教 保 守 の National Right to Life

Committee, Inc.と並んで大きな規模を持つ政治活

動団体です。しかしバウアーは年金の部分的民営化

には反対のようです。家族を弱くする、年金の基盤

が危うくなると老後が危うくなると言っています。宗教

保守とブッシュ政権の関係では少なくとも年金の部分

的民営化という点では齟齬があると思います。

今年１月の終わり、アーリントン・グループという名

前で宗教保守の人たちがカール・ローブに書簡を送

っています。ブッシュ政権が最初、同性愛の結婚を

連邦議会で連邦憲法を修正して禁止するということ

が難しいということで、それはとりあえず後回しにして、

年金の部分的民営化を優先するという方針を立て

た。再選された後、そのような方針を出したわけで

す。これはそれに抗議する書簡ですね。「もしブッシ

ュ政権が同性愛者の結婚を阻止する憲法修正を

疎かにするのであれば、自分たちとしても年金の部
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はあまり有名ではないですが、日本ではChristian

Coalitionの方が有名ですがこれは501(c)(4)で、

実はNational Right to Life Committeeの方が

大きくてこちらの方が老舗です。時々新聞の報道

でもChristian Coalitionは多額の金をばら撒いて

いて、とかありますが、あれは実はウソでばら撒け

ないはずなんです。それをすると違反ですから。逆

にこのPACの方が表立って正々堂 と々金をつける

ことができます。このような役割分担があります。

それからそれぞれ個性もあって競争もあります。

宗教保守と言われる中でも、あり方というのは多様

です。文化を重視するところもあれば、フェミニズム

――実際は反フェミニズムですけれども――を、重

視するところがあったり。ただ90年代頃から、場所

は変わったり途切れたりしたことはあったみたいで

すが、アーリントン・グループとよばれるのがあって、

最初ヴァージニアのアーリントンで集まって、今はワ

シントンですけれども、結局宗教保守のストラタジッ

ク・ミーティングがあってそこで情報交換をしている

ようです。ポール・ワイリックが中心ですけれども、

ジェリー・ファウエルとか、懐かしい名前ですけれど

も、ジェームス・ジョンソンとかがでてきていて、色々

な団体がでてきていて情報交換をしています。で

すから宗教保守はその中で、自分たちの運動のす

り合わせをしているということが言えます。

ここでちょっと指摘できる点ですが、Christian

Coalitionなんかにもはっきり表れているのですが、
Christian Coalitionはおそらく宗教団体と政治団

体があるとすれば、かなり政治団体に近い方だと

思うんです。エキュメニカルで、宗派を問わず、保

守派・信仰派を結集しようとする。さらにカトリック

にもはたらきかけ、ユダヤ教徒にもそして黒人の保

守派にもはたらきかけるという、そういう戦略を明確

にとった団体です。ですから、プロテスタントのファ

ンダメンタリズムというよりは、むしろ政治的に信仰

を大事にする有権者を糾合することを重視した団

体です。Christian CoalitionとかEagle Forum

は、「水曜会」といった中小企業や反増税団体が集

まるところにも出ています。

レ ジュ メ で は National Right to Life

Committeeの下に、Toward Traditionが記載さ

れているのですが、これはシアトルがベースとなっ

ていて、ラビ・ラピンという人が主催しているんです

が、ホームページなどを見ると、「ジュデオ‐クリスチャ

ン・コアリションを重視する」と書いてあります。「キ

リスト教とユダヤ教の保守派を糾合して、世俗化の

波に抗する」ということをはっきり出しています。ま

た「2000年の選挙では、宗教派の人たちは400万

か500万は棄権したということだが、それはブッシュ

に説得力がなかったからだ」、「2004年はどうなるか

分からない」と、2004年の選挙前にはそのような警

告を出したりしています。

割と政治的になればなるほど宗派の枠を超え

て、しかし“信仰派”ということをベースに多数派を

結集していこうという傾向が強いと思われます。こ

れは投票傾向などでも顕著で、週に2回以上教会

に行く人だと前回の選挙でだいたい7割がブッシュ

で共和党ですね。逆に全く行かない人は、7割が

ケリーです。週2回というのが我々の感覚では、一

体どういうことなのかと思いますよね。これはつま

り、日曜は礼拝に行って、あともう1日は役員のミー

ティングや子供の世話なんかで行く。つまり教会の

活動にコミットしている人たちということになります。

そういう人になればなるほど、統計的には共和党

支持の傾向が強くなっているということです。

他に、反フェミニズムを奉ずる団体。そして
Home School Legal Defense Association、ホー

ム・スクリーングを推進する団体もあります。今高校

までですけれど150万から200万ぐらいの人が在

宅教育で養育されています。成績の平均は、普通

学校の教育を受けた人よりはるかに良い。これは

当然だろうと思うんですけどね、アメリカの場合、ス

ラムや大都市に入りますとどうしても平均値が下が

りますから。これはやっている人もだいたい親も教
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的には相当なプラスであったと言わざるをえないと

思いますが、一回の大統領選挙でどの程度プラス

だったかマイナスになったかは、その時の争点によ

って違うと思います。同性愛の結婚禁止はウィニン

グ・イシューだと思いますが、しかし人工妊娠中絶

で行くと、多数派はなかなか糾合できないというこ

とがあるかもしれない。そういうタイミング、争点、候

補者の個性、力量も考える必要があるのではない

かという気もします。

資料について補足しますと、アメリカの思想状況

を見てみますと、アメリカの思想でリベラルとか保

守はどういうものなのか。リベラルの内容は経済政

策などで大きな政府を支持する。しかし表現の自

由では政府は介入するな、個人の自由を最大限尊

重する。リバタリアンは経済政策でも介入しない。

個人の問題でも介入しない。保守は経済では介入

しないが、人工妊娠中絶とか、ポルノ、国旗を燃や

すことは禁止とか重罪であるというのが保守の立

場です。アメリカの保守は、普通の保守は小さな政

府と道徳問題での介入主義とコンビネーションにな

るわけです。ポピュリストはブルーカラーの労働者に

典型的な立場で、政府の再分配も求めるが、結構

宗教的には保守的なので道徳主義的な政策を支

持するという、そういうアメリカの思想状況がありま

す。アメリカの政党が、これにどう乗るかどうか。民

主党はリベラルが基盤です。その時に左上の立場

をとる候補もいればクリントン、ゴアのように真ん中

に接近した立場をとる人もいるということになるかと

思います。共和党は右下。新しい政党の旗を立ち

上げるとなれば、左下か右上がスペースとしては空

いている。二大政党はそこをどのように補うかとい

うことで、コアリションをつくって、そこの有権者も取

り込もうしているわけです。

これがどういうふうに分かれるかという具体的な

分布は争点毎に異なります。「共産主義者の先生

が公立学校にいたら、その人を解雇できるか」。イ

エスかノーか。「政府は所得を平等化すべきか」。そ

ういう二つの質問のコンビネーションで聞いた場合

には、こういうパーセントで分布するということで、

質問の内容によって変わってくるかと思います。

同じ発想で具体的な人を当てはめたものが右上

です（テーブル5-4）。この手のデータはいろいろあ

ると思いますが、バイブルをどう理解するか。「神が

一字一句全部書いたものだと思うか」という問いに

「基本的に正しいが、一字一句その通り解釈する

必要はないと思う」か「バイブルは人間が書いたと

考える」か。三つの文章があって、どう思うかという

パーセントが出ています。「一字一句正しいと考える

べきだ」36％。「正しいが、その通り解釈する必要

はない」50％。「人間が書いたものだ」とシニカルな

認識をしている人が14％。これでアメリカ社会の宗

教的な性格がある程度わかるのですが、世俗的な

争点を聞いた場合、これは1992年の数字ですが、

たとえば湾岸戦争について有意な違いというのは

2番目、「国防費が多いか少ないかどちらがいいか」

では結構違いがあります。abortionはかなり大きな

違いがある。違いがないのはGovernment Job

Guarantees。いくつかの問題では結構違いがあ

る。外交に関係するものでは、孤立主義に近い考

えは宗教派の方に支持する考えが多い。世俗派と

比べて10％程度の違いが出てきます。「黒人の状

況改善のために政府は頑張るべきだ」と考える人

は、信心深い人は一番少ないということです。これ

はなぜかということを問い掛けると、学生から面白

い答えが返ってきます。「自分を民主党員と思うか

どうか」も結構違いがあります。「リベラルと思うかど

うか」は結構違いがあります。「男女平等」について

も相当な違いがある。「宗教保守の人でさえ男女平

等を60％の人が認めているではないか」という議

論もできるかもしれませんが、世俗派との違いは、

ある程度言えるかと思います。ご参考になるかと思

い、紹介させていただきました。

321

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

分的民営化は支持し難い」と言っています。ここは

宗教保守とブッシュ政権の利害が離れるところでは

あるんですが、逆にこれはまた同性愛婚の禁止を支

持すれば、年金の民営化も支持するということであ

りますから、そこは取引でもあるということですね。

まだどうなるかわからないんですが、2004年はじめ、

選挙戦が始まった段階では、宗教保守はかなりブッ

シュ政権に厳しくて「これだけ同性愛の結婚が問題

になっているのに、ブッシュ政権は何もしていない。

積極的に禁止するように動いていない。自分たちと

しては2000年も熱心に支持できなかったが、2004
年もこのままでは支持できない」と宗教保守は言っ

ていました。ただ結果的に何が起きたか。最終的に

は選挙戦でブッシュ政権は同性愛の結婚問題でか

なり動きましたので、宗教保守も支持に動いたとい

う部分があるわけです。今は同性愛者の結婚と、年

金の部分的民営化の問題が、互いに取引し、支持

するかどうかということで懸案になっているということ

が言えるかと思います。

あと宗教的自由の問題、キリスト教徒の迫害の

問題ですが、第一期の2001年2月くらいにネオコン

系の人たちがブッシュ政権にオープンレターを出し、

ブッシュ政権の外交について「狭義の国益に基づ

いた外交にしないように」と牽制球を投げています。

初期のブッシュ政権についてはライスなどが「国益

に立脚した外交とは」というレトリックを使ったので

「リアリストの外交ではないか」という憶測を生んで

いたわけです。それに対してネオコン系の人たちが、

かなり警戒した。それでキリスト教徒への迫害とか、

民主党も支持するような女性や児童が人身売買さ

れている問題とか、スーダンの問題も、その頃から

アジェンダになっていましたが、「そういう問題も重視

するように」ということを言っていました。宗教保守

の人たちが自ら外交チームのトップに上がってくる

ということはあまりないんですが、しかし共和党の

アジェンダ・セッティングを共和党政権としてどこまで

できるか、選挙の時、票を得るためには一定の約

束をしなければいけない。宗教保守の感情を逃が

してしまえば、選挙の時、一定のペナルティを受け

るというメカニズムは明らかにあると見ていいだろ

うと思います。

保守連合の中の緊張関係。年金の部分的民営

化の問題をめぐっても緊張関係がありますが、保守

連合全体を広げていけば、外交に限らず、たくさんの

問題があります。宗教保守からすると、あまりにも金権

体質の共和党はどうなのか。グローバリゼーションも

宗教保守の立場からすると、すべて肯定できるもの

ではない。トム・ディレーという人が倫理問題で受け身

に回っていますが、一つはインディアンのカジノの問題

があります。宗教保守はカジノは容認できない。しか

し共和党のリーダーシップはそれを認めようとしてい

る。宗教保守はかなり保護主義で「反移民」の体質

も持っているわけです。しかし共和党の主流派はそ

うでもないという、実はいろんな緊張関係があるとい

うことも見ておく必要があるかと思います。

2004年のパースペクティブだけですと、2004年

の大統領選挙はカール・ローブが出てきて、それで

宗教保守をうまく動員したので勝てたという、つま

り宗教保守は常に共和党にとってプラスのカードだ

という教訓というか、結論が引き出されがちなんで

すが、常にそうかということを考えてみますと、実は

92年、96年は全く逆のことが言われていて、共和

党の中で「宗教保守が突出したがために共和党は

負けたんだ」というストーリーが新聞紙面を踊ってい

たわけです。これは争点や候補者の出方というか、

92年の場合はパット・ブキャナンも結構表に出たこ

ともありますが、人工妊娠中絶禁止の問題が表に

出て、宗教保守からの突き上げで、たとえばブッシ

ュのお父さんもそれに乗ったら、そのことが宗教保

守の虜になっているということで、ますます評判を

落とすということになったわけです。ドールも結構そ

ういう側面があったかと思います。共和党にとって

の宗教保守は、長い目で見ると政党再編成とか、

共和党が多数派になってきたプロセスでは、長期
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4. 宗教保守派の諸相
Christian Coalition

Eagle Forum

Family Research Council

Independent Womenﾕs Forum

National Right to Life Committee, Inc.

Toward Tradition

Traditional Values Coalition

Home School Legal Defense Association

Concerned Women for American

Citizens for Community Values

5. 争点
減税(とくに家族に関して) marriage penalty

宗教的自由、キリスト教徒の迫害、女性・児童に関わる人身売買、アメリカの税金を使った人
工妊娠中絶
社会保障の部分的民営化
教育

6.  保守連合の中の緊張関係
グローバリゼーションとの関係
イラク戦争をめぐって
金権政治をめぐって
インディアンのカジノをめぐって
移民、通商との関係
リバタリアンと信仰派

1992, 1996年の宗教保守派の「突出」と2004年の「貢献」

7. むすびにかえて

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会
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「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会（同志社大学一神教学際研究センター)

「ブッシュ政権第二期目の外交政策の展望」5/21/2005

「共和党保守連合と宗教保守派の関係について」

久保文明（東京大学法学部）

はじめに

1.  アメリカの保守主義の諸潮流
経済的保守主義:小さな政府、減税、規制緩和、市場原理重視
個人的自由・リバタリアニズム(完全自由主義):Leave us alone, 銃所持の自由
宗教的保守主義:キリスト教原理主義、人工妊娠中絶禁止、進化論教育反対、反共主義
安全保障・外交での保守主義:「力による平和」、力の優位、米国の主権へのこだわり
自由貿易主義:関税障壁への反対、FTA推進、反保護貿易主義
新保守主義:アメリカの使命感と道徳主義、敵味方の峻別
孤立主義・保護主義・排外(反移民)主義:ブキャナン、Eagle Forum

2. 共和党の変化----保守主義運動の展開
1955: ウィリアム・バックリー2世が『ナショナル・レヴュー』誌を創刊
1964: バリー・ゴールドウォーターが共和党大統領候補に。しかし本選挙で惨敗。
1950s-1970sの共和党:穏健派の優位(アイゼンハワー、ニクソン、ロックフェラー、ジャヴィッツ、フ

ォード)

1980: ロナルド・レーガン当選。初の本格的保守政権(1981-89)

1994: 連邦議会上下両院にて40年ぶりに共和党が多数党に。「アメリカとの契約」
2000: G.W.ブッシュ当選。レーガン政権以上に保守的政権に(2004再選)。

3. 共和党保守連合
反増税運動 Americans for Tax Reform

イデオロギー保守 American Conservative Union

中小企業 National Federation of Independent Business

銃所持団体 National Rifle Association

反環境保護団体 Defenders of Property Rights

反労働組合団体 National Right to Work Committee

保守系シンクタンク Heritage Foundation

外交タカ派団体 Center for Security Policy

保守系弁護士団体 The Federalist Society

宗教保守派・・・次項参照
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オコンが入り交じって外交政策の政策決定のプレ

ーをやってきたということになるだろうと思います。

９・１１以降、ブッシュ政権は、かなり明確に外交

安全保障政策にシフトするわけでありますが、有名

なのがブッシュ・ドクトリンであって、そこでブッシュ大

統領が強調したのは、冷戦終焉以降の自由の拡大、

自由の勝利と大量破壊兵器拡散の脅威、テロリス

トという非国家主体の脅威の結びつきに対処する

ためには先制的な攻撃を辞さない構え、既存の制

度的な同盟に依存すると、しばしば柔軟性が失わ

れる。有志連合、さらにはそれすら機能しない場合

にはアメリカのユニラテラルな行動も辞さないとい

う方針が、そこで打ち出されるわけであります。も

ちろんイラク開戦前の時期の中で、イラクに対する

牽制という意味も込められていたでしょうが、これ

がその後のブッシュ外交を大枠で示すものであっ

たと言ってよいかと思います。

２００３年３月には実際にイラク戦争が戦われたわ

けであります。今日に至るまでその戦後処理は大変

混乱しているわけですが、これもイラク戦争に対して

さまざまな批判がなされる時、イラク戦争の開戦の

理由が錯綜しているということが指摘される。直接

的にはイラクが大量破壊兵器を備蓄・開発している

可能性、恐れがあることが、繰り返し指摘されてまい

りました。イラクのフセイン体制がアル・カーイダに見

られるようなテロリスト集団との結びつきがある可能

性が指摘されてまいりました。さらにはフセイン体制

のような独裁体制を認めることそのものがアメリカの

基本的な外交理念に叶わない、民主主義の拡大、

自由の勝利という理念に叶わないという、フセイン体

制の打倒が指摘されてまいりました。この理由として

いろんなことがいろんなところで言われたものです

から、開戦の理由を便宜主義的に上げているとい

うので、その後の批判につながっていくわけです。

ジョゼフ・ナイが近著Soft Powerで指摘しているよ

うに、それぞれどれもがブッシュ政権にとってはウソ

の理由ではなく、彼らは真面目に考えた理由であっ

た。ただ国内にさまざまな政治的立場、イデオロギ

ー的観点を持った政治勢力が存在しているのであ

って、それぞれに対してappealingなことを言う。こ

の集団には最も説得力のある理由がこれで、この集

団には最も説得力のある理由はこれだというふうに、

国内の諸集団に使い分けをして説明したために、結

果としてブッシュ政権のイラク開戦の理由が非常に

confusingな印象を与えた。つまり伝統的なリアリ

ストの観点に立つ人々にとっては、大量破壊兵器の

拡散は座視しがたいことになります。宗教原理的な

自由と民主主義、ネオコン的な立場に立つ人々に

とっては、フセイン体制の存続そのものが認められ

ないことになります。９・１１以降のテロに怯える一般

市民の心情にアピールする意味では、フセイン体制

とテロの結びつきが一番説得力がある理由というこ

とで、さまざまな集団に対してappealingな理由をつ

ける。どれもがブッシュ政権にとっては真剣な理由で

すが、それがconfusingな印象を与えるということに

なった。しかもその後、イラクの占領後に開戦の大

きな理由に挙げた大量破壊兵器の備蓄はなかった

という結論に達し、これは専門家の間ではかなりの

程度自明でありましたが、少なくともフセイン体制とア

ル・カーイダとの直接的な結びつきは証明できない。

フセイン体制とアル・カーイダとの直接的な結びつき

が証明できないことと、フセイン体制とテロリスト集団

全体との関与がなかったということでは必ずしもな

いわけですが、一番強調したアル・カーイダとの直接

的な関連は証明できない。ただフセイン体制そのも

のは打倒されたわけですから、今やこの点に力点

をおいてイラク戦争を戦ったことの正当化が行われ

るという、その説明としては苦しい状況に追い込ま

れているということであります。

昨年１１月の大統領選挙で、ブッシュが３５０万票

の予想外の大差で再選される。そして２００５年１月

にはイラクの総選挙が、予想外の形でうまくいくと

いう中で、ブッシュ政権の二期目が始まったという

ことであります。
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ブッシュ政権の二期目の陣容と日米関係というこ

とでお話をさせていただきます。一期目、４年を終

わったブッシュ政権について外交安全保障政策で

ざっと振り返っておきたいと思います。一期目のブ

ッシュ政権のセキュリティ・チーム、大きく分ければ

国務省と国防省と国家安全保障会議（ＮＳＣ）が三

つの枠組みでありますが、一期目についてはご承

知の通り、国務省がコーリン・パウエル長官とリチ

ャード・アーミテージ副長官、国防省がドナルド・ラム

ズフェルド国防長官とポー・ウォルフォウィッツ国防

副長官、ＮＳＣがコンドリーサ・ライスとハドリーという、

閣僚と準閣僚級のメンバーであったわけです。副

大統領としてディック・チェイニーという、歴代の副

大統領の中でも外交、安全保障問題での関与の

度合い、影響力の大きい副大統領が、一期目から

いたと。チェイニーの影響力の源泉は父のブッシュ

政権で国防長官をやったという、それまでのキャリ

ア、プラス、彼自身が高齢であって、副大統領とは

いえ、次に大統領になる可能性のない人物である。

political futureがないということが、逆に言うと副

大統領としての彼の影響力をマキシマイズさせると

いう役割を果たしてきたし、今も果たしているという

ことだろうと思います。

ブッシュ政権については、最初は少なくとも選挙

期間中は「思いやりのある保守主義」ということを言

っていたわけですし、それほど宗教右派に強い影

響力を受けているとは、一般には思われていません

でした。コンドリーサ・ライス国家安全保障大統領補

佐官は「国益重視の外交安全保障」と言っていたわ

けですから、必ずしも原理主義的な外交政策と考

えられておらず、伝統的なアメリカのリアリズム、リア

リストの流れに沿った政権だと思われていたところ

があるわけです。しかし実際には、政権のはじめに

はクリントン政権の外交施策を厳しく批判して他国

への国家再建や人道介入などを戒めた政権が、今

日では他国の国家再建、人道介入を熱心に唱導し、

実践するということになってきたわけですが。

とりわけ９・１１以降、その外交政策が大きく変わ

った。ただ先程の陣容で言いますと、当初はそれ

ほど言われませんでしたが、国務省のウォルフォウ

ィッツ、その下のジョン・ボルトン国務次官、国防省

でもナンバー３にあたります政策担当の国防次官の

ファイスという人たちは、後に代表的なネオコンと

見なされるようになっていきます。そういう意味では

チェイニー・ラムズフェルドに代表されるようなタカ派

路線と、パウエルやライスが、ある程度代表してい

るような伝統的なリアリズムの流れと、ネオコンとの

混成チームであったのが、９・１１以降、ネオコンとタ

カ派の結びつきが強くなり、当初生まれていたリア

リスト路線から大きく乖離していくということであっ

たろうと思います。ブッシュ政権のＮＳＣのスタッフは

１５０人～２００人くらいであります。その中で大統領

補佐官、一期目はライスです。その下のハドリーの

下に１５人くらい地域または機能担当のsenior

directorが置かれていて、ＮＳＣはクリントン政権の

頃から比べるとブッシュ政権で、かなり拡大したとい

うことが言えます。国務省、国防省、ＮＳＣの三つの

アクター、それぞれにタカ派と、伝統的リアリスト、ネ

324

同志社大学大学院法学研究科教授

村田晃嗣

第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係



第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係

いうような不安が漏れている。ウォルフォウィッツが世

銀の総裁に起用されるのはまさしく６０年代末、ベト

ナム戦争が泥沼化していく中で主戦派であったロバ

ート・マクナマラ国防長官が、ジョンソン大統領の戦

争路線と大きく意見を異にして世界銀行総裁に起

用されることで事実上解任された経緯と、ある種の

パラレルにあろうと思います。

そしてもっと衝撃的なことが、今でも揉めており

ますが、ジョン・ボルトン国務次官の国連大使への

指名であります。ボルトンの人事については上院外

交委員会では共和党議員の中でも反対が生じまし

て、上院外交委員会での投票に踏み切れば拒否

される可能性があるということで、リチャード・ルー

ガー上院外交委員長は委員会での決定を回避し

て上院本会議にこの人事をそのまま委ねる。上院

本会議では共和党が依然として優勢ですから、共

和党の中でも多少の造反があるにしても何とかボ

ルトンの指名承認までこぎ着けられるだろうという

ことですが、上院外交委員会をバイパスした形で

のボルトンの国連大使の承認は異例中の異例であ

り、ボルトン人事に対する強い抵抗が示されている

ということであります。

なぜボルトンが国連大使なのか。これもいろんな

理由があるでしょうし、いろんな人がいろんなことを

言いますが、ワシントンでまことしやかに言われてい

た理由の一つとしては、パウエル国務長官時代以

来、国務省の中でボルトンの突出したネオコン的路

線に対する反発があって、新たに国務省を担うこと

になったライス国務長官が、ボルトンを国連大使に

起用することでワシントンからニューヨークに出して、

国務省の中での意思決定過程から外すということ

が最大の眼目であったという人もいるわけでありま

す。しかしそれはかなり噂話的な面白おかしい解釈

でしょうが、少なくともボルトンの国連大使起用には、

真面目に考える二つの意味がとあると思います。

一つは国連改革に対する今のブッシュ政権の認

識をかなりの程度反映している。非効率な国連に

対するブッシュ政権の苛立ちを反映していると同時

に、しかしながら日本やドイツ、インド、ブラジルが要

求しているような大規模な国連安保理改革に対し

て必ずしもブッシュ政権が熱心な態度を持っていな

いことの現れであろうと思います。

もう一つの側面としては北朝鮮問題に対する牽

制という側面があろうと思います。六者協議が動い

ておりませんで、北朝鮮が核実験に踏み切るかとい

う際どいところに来ておりますが、もし北朝鮮が核実

験に踏み切った場合、次のステップとして中国がど

ういう反応を示すかどうかは別にして、これを国連

安保理に付託して経済制裁にかけることになる。そ

の時にボルトン国連大使は安保理での対北朝鮮経

済制裁を推進するにはうってつけの人物であります。

少なくもブッシュ政権がボルトンを国連大使に起用す

るということは、アメリカが国連安保理での対北朝鮮

への経済制裁にかなりの程度真剣であると、北京

とピョンヤンとソウルに思わせるメッセージ性を持っ

た人事であろうと言うことができます。

しかし仮にボルトンがこのまま上院で認められて

国連大使に起用されるとなりますと、ウォルフォウィ

ッツが世界銀行の総裁に転出し、ボルトン国務次

官が国連大使に転出する。国防省のナンバー３で

あるファイスは辞任が決まっていますので、ブッシュ

政権の一期目で代表的なネオコンと言われた人た

ちは、ほぼ政権の中枢から消えることになるわけで

あります。その後任に予定されている人たちはいず

れも地味で穏当な官僚出身者であって、そういう意

味では政権の中枢部から少なくとも人事面ではネ

オコンの影響力はかなり後退したというふうに考え

ることができるのではないかということです。

ただここで注意しなければならないのは、ブッシ

ュ政権のＮＳＣは１５０～２００人のスタッフを要してい

ますが、ブッシュ政権の二期目のはっきりした特徴

はチェイニー副大統領のもとのスタッフが膨れ上が

っている。チェイニー副大統領のスタッフが４０人く

らいいると。副大統領が４０人の外交スタッフを抱
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さて、二期目のブッシュ政権の陣容を考えてまい

りますと、一期目と何が変わったのか。パウエル国

務長官が閣外に去った。それに伴い、アーミテージ

副長官が合わせて閣外に去った。日本ではパウエ

ル国務長官が去ったことより、政権の中で知日派

のパイプとして知られるアーミテージが政権を抜け

たことに対して大きな反応があったわけですが、国

務省トップ二人が入れ代わった。それに対して国

防省はトップ二人、ラムズフェルドもウォルフォウィッ

ツも残留になった。さらにＮＳＣはライスが国務省に

回って、ＵＳＴＲの代表だったゼーリックが国務省の

ナンバー２になる。ＮＳＣではハドリーが昇格する。

ご承知の通りの変化が二期目であったわけです。

一つはパウエル・アーミテージラインが抜けたとい

うことで、この政権が旧来の穏健なリアリスト路線か

ら、ますますタカ派とネオコンのラインに引きずられ

ていくのではないかということが、２期目の発足の当

初、一時言われたことであります。しかしパウエル国

務長官がこの政権に果たした役割については時間

をかけて改めて検証する必要があるだろうと思いま

す。この政権の中で果たしたパウエルの穏健リアリ

スト路線が、巷間に言われていたほど、represent

する存在であったのかどうかということは、かなりの

程度、議論の余地のあるところだと思います。

国際協調を代表するパウエルと単独主義を代表

するチェイニー・ラムズフェルドという図式は単純に

すぎるものであろう。１９７０年代以降、歴代の国務

長官の中でパウエル国務長官は外遊歴の最も少

ない国務長官であります。イラク戦争のような国際

的危機の中でもパウエルはそれほど国際交渉のた

めに世界中を飛び回ったのでないのでして、それ

は湾岸戦争の時のベーカー国務長官の国際外交

の展開とは大きな違いであります。そもそもパウエ

ルが、なぜイラク開戦に反対しながら辞任というカ

ードを切らなかったのかということであります。これ

も歴代の国務長官で外交、戦争にかかわるような

クリティカルな問題で大統領と意見を異にした国務

長官はほとんど例外なく辞任している。ところがパ

ウエルは意に反するイラク戦争を戦いながら一期

目最後まで閣内に残った。パウエルは果たして有

効に自分の影響力を政権内で行使したか。なぜ彼

が最後まで政権に止まったのか。それはおそらくパ

ウエルの極端に高いpopularity、支持率であった

ろうと。一貫してパウエルの支持率は一番低い時

でさえ、ブッシュ大統領を凌いでいたわけです。自

身の高い世論からの支持というものが、パウエルを

して政権内に残り続けて辞任というカードを切らさ

なかった一つの理由ではないかと思います。

さてサブのレベルで見てまいりますと、かなり面

白いことが起こっているわけでして、まず今年３月、ポ

ー・ウォルフォウィッツ国防副長官が世界銀行の総裁

に指名されることになったわけであります。世銀は歴

代最大の出資国であるアメリカから総裁を出すこと

になっていますから、今の世銀の総裁はアメリカ出

身で、二期の任期が切れるところであります。今、ウ

ォルフォウィッツ国防副長官を世銀総裁に任命する

のはむりな人事ではなく、そもそもアメリカに枠がある

ポストの任期が切れるところに次の人材を起用する

ということですが、ウォルフォウィッツの世銀総裁指

名はかなりショックを持って受け止められた。少なく

とも私が知る限りでは世界銀行の中ではかなり反

発がございまして、early retirementの希望者が殺

到しているということであります。国連もそうですが、

世界銀行という国際機関も、非効率とある種の腐敗

で知られた機関であって、世界銀行の機構改革は

かなり緊急性を要する課題である。そこにウォルフォ

ウィッツの手腕が期待されるというところもあるのでし

ょうが、世銀の側からすればウォルフォウィッツ総裁

の起用によって大胆な機構改革等々が行われるの

ではないかということに対するbureaucraticな抵抗

とともに、イラク戦争の開戦の時の旗頭であったウ

ォルフォウィッツが世界銀行総裁に起用されるという

ことで、とりわけ第三世界での世界銀行での活動

にさまざまなネガティブな主張が出るのではないかと
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が混乱の中で負けました。勝った大統領の奥さん

はアメリカ人です。アメリカの影響力はウクライナの選

挙の場合、相当働いています。大統領が亡命した

のはキルギスでしたが、今、ウズベクが問題になって

いるわけですが、旧ソ連連邦の共和国の中に多く

のミニ・プーチンがいて、そのミニ・プーチンたちの運

命は総じて言うと極めて暗い。１０年、２０年と政権を

維持してきた大統領たちですが、ここから先５年、１０

年、彼らが政権を維持できるか。ウクライナの例、キ

ルギスの例のように、おそらくミニ・プーチンたちは今

後何年かかけて去っていく運命にある。ラトビアで

のブッシュの発言は旧ソ連圏で起こっているミニ・プ

ーチン路線の敗北をfacilitateする、肯定的に支援

する立場の表明だったと思われます。民主主義の

拡大という路線については二期目にも、ますます強

まっていくということではないかと思います。

この点がアメリカのブッシュ政権下の外交を考え

る時、どういう問題になるか。アメリカを帝国と呼ぶ

かどうか撃ﾍ別にして、アメリカの圧倒的な力の優位、

古くから国際政治学者が使った言葉で言えば「アメ

リカの覇権」というものに自国の利益を見いだす

国、アメリカの覇権が安定していることが自国の利

益につながると考える国、イギリスであり、日本であ

り、オーストラリアという国々、イラク戦争を支持した

国ですが、それに対してブッシュがヤルタ合意を否

定することで否定しようとしているような大国間の

勢力均衡という、古典的なPower Politicsの観点

で国際政治を見ようとしている国々、それがロシア

であり、中国であり、フランスであり、アメリカの力が

大きくなるに対してそれを別の力で牽制しようとす

るBalance of Powerのゲームをいろんなdimen-

sionで展開しようとしているのがロシア、中国、フラ

ンスという国々であり、これはイラク戦争をめぐる路

線の違いというよりも国際政治の安定した構造とい

うものがどういうものであるかについての、かなり根

本的な見方の違いというのが、この二つの国々の

グループの間に存在するのだろうと思います。

単独主義。これについてもアメリカは必要とあら

ば、依然として単独で行動することは留保しながら

も、イラク情勢の安定その他を睨んで、単独主義は

当面かなり後退している。対独勝利６０周年など、

ブッシュは今年に入ってからも二度もヨーロッパを訪

問しています。イラク問題をめぐって亀裂の生じた

ヨーロッパとの関係改善にアメリカのブッシュ政権は

相当前向きな姿勢を見せていることの現れだろう

と思います。一期目のブッシュ・ドクトリンで示された

３本柱の中で、自由の勝利、民主主義の拡大とい

う理念的なものは残ったが、それを実現していくた

めの方法・手法という点では、二期目のブッシュ政

権はかなり慎重になりつつあるのではないかとい

う印象を持つわけでございます。

日米関係への影響。アメリカがグローバルに進

めているGlobal Posture Review、Transfor-

mationと言われたりもしますが、政策、計画として

は米軍の世界大の再編というものを進めてきてい

るわけです。当然、在日米軍の問題にも及んでくる

わけです。後で山口陸将補にコメントをお願いした

いと思いますが、おそらく在日米軍に関するところ

では私の理解と認識では大きく動かないということ

で、ほぼ固まったのではないかという感じがします。

大きな兵力の削減とか再配置はないということで、

在日米軍の問題についてはあらかた決まっている

のではないかという感じがいたします。あと争点と

して残るのは沖縄の、とりわけ普天間基地の移転

の問題であります。アメリカ国内ではＢＲＡＣの話が

進んできています。アメリカ国内で基地の統廃合の

問題です。アメリカ国内には米軍基地がたくさんあ

るわけで、予算と必要性の問題で、アメリカ国内の

基地のどこを閉鎖するか、どこを統合するか。国内

の基地再編問題が今、動きだしている。当然のこ

とですが、ブッシュ政権にとっては国内の問題です

から、それぞれの地元議員の利害、地元企業、有

権者の問題があって、国内政治的にはＢＲＡＣの問

題の方が政治コストがはるかに高いわけですが、
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えているのは異例中の異例であります。副大統領

が大変多くのスタッフを抱えているわけで、ここに

Heritage Foundationのような保守系のシンクタン

クから多くの外交専門家が、ここに登用されている

ということであります。ＮＳＣは日本人の間ではアジ

ア担当の上級部長であるマイケル・グリーン氏、知

日派で知られる人であり、新たにジョージタウン大

学から起用されてビクター・チャーというコーリー・ア

メリカンの人物、メインストリームの人たちの名前が

しばしば伝えられますが、それとは別にチェイニ

ー・ホワイトハウスとも言うべきものがあって、そこに

は強硬なタカ派の外交安保の専門家たちが集まっ

ている、ホワイトハウス奥の院のような存在があると

いうことが大きな特徴であろうと思います。

さてブッシュ政権がそういう陣容で二期目にどう

いう戦略をとっていくか。まずブッシュ・ドクトリンで

主張された先制攻撃ですが、これは看板は取り下

げておりませんが、実際のところ、当面、再び先制

攻撃を具体的な政策として発動することは相当苦

しいだろうと思います。イラク戦争をどう考えるのか

というのはいろいろな見方がありうるかと思います

が、イラクにしてもほとんど抵抗らしい抵抗をせずに

バクダッドが陥落して、少なくとも軍事力においては

アメリカの優越が、イラク戦争で改めて明確に示さ

れたと理解することもできます。しかし他方で見ま

すと、イラクに１５万人の兵力を張りつけて、州兵ま

で動員をしてアメリカ軍は今やほとんどイラクでアッ

プアップの状態にあるというふうに言える。そうする

と、アメリカがイラクのような規模の大規模戦争を近

いうちに再び戦えるかというと、今のアメリカ軍には

ほとんどその余力はないと言っていいかと思いま

す。するとイラク戦争はアメリカの圧倒的な軍事的

優位を一瞬示しながら、実は長期的に見るとアメリ

カ軍というのは我々が思っていたほど強くないとい

う、アメリカの弱さを逆に示したと解釈することもで

きる。イラン問題にしましても、北朝鮮問題にしまし

ても、アメリカが当面イラク問題を抱えながら強硬な

対応に出ることは困難であろうと。そういう意味で

先制攻撃論というのは、看板は掲げたままで実質

的には大幅に後退せざるをえないところに来てい

るのではないかと思います。

民主主義の拡大。ブッシュ大統領の二期目の大

統領就任演説で「自由の拡大」が繰り返し語られた

わけですが、「民主主義の拡大」「自由の拡大」とい

う路線は明確に生き続けていると思います。ここで

は大きな後退はない。譲歩はないということだと思

います。そういう意味で興味深かったのは５月、ブッ

シュ大統領が対ドイツ勝利６０周年でロシアを訪れた

わけですが、あの時にラトビアでの演説で「ヤルタ合

意は違法であり、誤っていた」とYalta agreement

を否定する発言をしたわけであります。なかなか興

味深い話でして、米ソの勢力圏の確定のために売

り払われたかつての国・ラトビアでの発言というの

で、ヤルタに対して否定的な発言をしたのは、ローカ

ルに対するある種のリップサービスというのはもちろ

んあるかと思いますが、ヤルタ合意の否定はブッシュ

政権の外交姿勢を、ある程度明確に示しているので

はないかと思います。これもやや比喩的な話をする

ことをお許しいただければ、それに先立つ今年３月、

封じ込め政策を主張したジョージ・ケナンが１０１歳で

亡くなっています。ケナンに代表されるような大国間

の協調とバランス、勢力均衡の維持、勢力圏の相

互の承認、そういうものをある意味では根底から否

定する発言であった。ヤルタ協定はフランクリン・ル

ーズベルト大統領がスターリン、チャーチルと結んだ

わけですが、フランクリン・ルーズベルトの路線を否

定し、アメリカの外交の発想をウィルソンにまで遡っ

て持っていく「勢力圏や大国間の力の均衡を是とし

ない立場」の表明と考えることができる。

プーチン政権が強権主義的な性格を強めており

ますが、旧ソ連圏、ウズベキスタン、キルギスタンなど、

旧ソ連の共和国の中で、疑似プーチン、ミニ・プーチ

ンがたくさん存在するわけです。ウクライナでは辛う

じてアメリカの影響力もあってロシアが強く推す候補
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ほとんど心配をしていないんですね。大体、国際

政治で何年危機説と言われたもので実際に危機

になったことは私の知る限りではほとんどない。１９

８５年、米ソ衝突説が冷戦の頃に言われた。ソ連

の軍事力がほぼアメリカを抜いて１９８５年頃に米ソ

戦争になるんじゃないかと１９８５年危機説が起こり

ましたが、何も起こりませんでした。パールハーバー

５０周年でアメリカの対日世論が強硬になって日米

関係が困難になるのではないかという９１年危機説

がありましたが、何も起こらなかったわけです。もっ

と極めつけは２０００年危機説で、コンピュータが誤作

動するのではないかと言われましたが、これも全く

何も起こらなかった。

何年危機説と事前に噂が立つと人間はそれに

対して慎重になり対応しますから、実際には危機は

起こらないわけですが、私は２００８年危機説はほと

んど心配しておりませんが、むしろ危惧するのは、

国連改革との関連で、もしも日本の国内でここ数年

の流れの中で憲法改正が具体的な日程に上った。

憲法９条が改正されるとなって、憲法９条は改正さ

れた、我が国が集団的自衛権の行使をできるとい

う立場をとった。他方で今年９月、国連総会で国連

安保理の改革をどう進めるかという枠組みが議論

されるわけですが、国連安保理改革が全く進まな

いことが明らかになってきた時に、日本の世論がど

ういうリアクションをするか。そちらの危機の方がよ

ほど高いのではないか。今までは日本が国連予算

の第二のdonatorでありながら安保理常任理事国

の地位を占められないということに日本人は多くの

不満を持ちながら、そもそも我が国には憲法上の

制約があって、他の大国と同じように行動すること

ができない。我が国自身にpreparationがないの

だから我が国がpermanent membershipを得ら

れない、国際社会で場を得られないというのは

我々自身の準備の不足の問題なのだから仕方が

ないというところが、どこかあったと思いますが、我

が国が国内の政治的コストを払って憲法９条を変

えた。我々はコストを払う準備をして責務を払う姿

勢を示した。ところが国際社会は日本に活動の場

を与えなかったとなった時、日本の世論がどのよう

なリアクションを占めすのかというのは、かなり深刻

な問題ではないかと思います。アメリカが日本の反

発、失望に対してどういう認識を持っているか。さし

て深刻な認識は持っていないのではないかという

危惧感を持つのであります。

中国問題。アメリカがブッシュ政権に限らず、中国

をどう認識して中国とどう向き合おうとしているの

か。トマス・バーネットの『戦争はなぜ必要か』と地

図。大学院でこの本を読んでいますが、戦争はな

ぜ必要か、かなりセンセーショナルなタイトルですが、

原題はThe Pentagon's New Map: War and

Peace in the Twenty-First Century。トマス・バー

ネットはアメリカの海軍大学の教授で、国防省で軍

の変革室のsenior researcher をやった人物です。

彼が２００２年、アメリカのEsquireという雑誌に

Pentagon's New Mapというarticleを発表し、そ

れが話題になって、それを膨らませて書いた本で

す。なかなか刺激的な本ではあるんです。バーネッ

トは世界を二つに分けて考える。アメリカ、ヨーロッ

パ、日本を中心とした先進国と言われるところが

Functioning Core。それに対してさまざまな紛争

が 発 生して いる 地 域 を 括 って 彼 は N o n -

Integrating Gapと呼んでいます。世界は今、この

二つに分かれている。統合されグローバリゼーショ

ンの中で生きているコアとグローバリゼーションから

はみ出した、グローバリゼーションの中に入りきれて

いないギャップのところがある。世界のほとんどの

軍事的係争、紛争はギャップで起こっている。アメ

リカが軍事介入したような地域、issueは世界の２０

０ヶ国のうちに５％にすぎない。そのほとんどすべ

てがギャップでの紛争である。彼は１９９０年代、ク

リントン政権の時、アメリカが冷戦後の、Grand

Strategyを明確にできなかったことに対してかなり

不満を持っています。クリントン政権の９０年代を通
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しかし議論はＢＲＡＣに移りつつある。在日米軍の

基地問題についてはそんなに大きな変化はないだ

ろうと思います。

普天間の懸案になっていく移設問題、果たして

言っているように移設するのか。これを辺野古に移

すということになっているわけですが、辺野古への

移転は現実問題として全く進んでいないわけです。

今、環境アセスメントを地元でやっていますが、そ

れに３、４年かかる。それからゴーが出て基地の施

工、建設を初めても８、９年かかる。あと１０何年先

という話になるわけで、稲嶺知事は辺野古に固執

していますが、辺野古への移転の可能性を信じて

いる専門家はほとんどいなくなっているだろう。じゃ、

辺野古以外のところに移すのか。それとも移せな

いのか。これがＧＰＲと日本の基地問題に関して言

うならば、一番大きな喉に刺さった刺として残り続

けるだろうという感じがいたします。辺野古以外に

もいくつかの地名が、下甑島とか具体的に上がっ

てはおりますけれども、それぞれ難点を抱えている

ということであります。

沖縄の基地問題を解決するのが、わりとこの問

題については悲観的なのですが、悲観的な方は

多いと思いますが、軍事的合理性とかいうことを超

えて、普天間移転問題はあまり大きく動かないだろ

うなと。もしかしたら私の予想に反して大きく動く可

能性は排除しませんが、大きく動かないだろうなと

私が思いますのは、普天間移設を決めました９６年

頃と、この１０年間で何が変わったか。一番大きく

変わったのは日本国内の政治、自民党政治のあり

方、もっと言いますと橋本派の影響力が決定的に

後退したということだと思います。普天間の移設を

決めたのは橋本内閣であります。その背後に野中

官房長官、当時、幹事長等々の人たちがいたわけ

ですが、今度、普天間を仮に沖縄県内で別のとこ

ろに移すにしても、あるいは県外のどこかに移設す

る決定をするにしても、外務省と防衛庁が中心にな

って決めればすんなり決まるという問題では全くな

いわけです。別のところに移すということになると、

新たに基地を受け入れてくれるところに対する補

助金、助成金の問題が生ずる。基地の建設には巨

大なお金がかかる。これをまずこの財政難の中で

財務省が呑むかどうか、財務省というファクターが

あるわけです。その後の地元振興等々となると当

然ながら国土交通省、経済産業省その他の官庁の

関与が必要なわけです。外務、防衛に止まらず、

財務省にウンと言わせ、国土交通省や経済産業省

を巻き込んで大きな政治的決定ができるというの

は１０年前なら橋本派にそれができたわけですが、

今の橋本派にはそのような力はない。小泉総理に

もそのような政治力はないということで、永田町の

求心力が急速に拡散している中で、普天間の移設

問題は１０年前に比べて破格に難しくなっていて、

おそらくこの問題は今後も日米関係の喉仏に刺さっ

た刺のままで、かなりの間、続くのではないかとい

うのが、私のやや悲観的な見方であります。ＧＰＲ

は進むが実は日本の基地問題の核心的部分は大

きく動かないのではないかということであります。

国連改革の問題。ボルトン人事で申し上げたよ

うにアメリカ自身は日米同盟関係の中で日本の国連

安保理常任理事国入りについては一貫して支持を

表明していますが、しかし拒否権を伴った常任理

事国の拡大というものについては、かなり慎重な姿

勢を示していて、そういう発言が最近も出てくる。と

ころが私が危惧するのは別の意味のことです。２０

０８年問題を言う人がいます。２００８年、北京オリン

ピックの年で、しかも２００８年は台湾で総統選挙が

あって、２００８年は次のアメリカの大統領選挙ですか

ら、台北とワシントンで首脳の選挙が行われて、北

京オリンピックがある。この頃から中国が台湾に対

して外交その他で攻勢に出て台湾海峡をめぐって

緊張が高まるのではないかというので「２００８年危

機説」ということを言う人が国際政治の分野ではい

るわけですが、私はこの２００８年危機説というのは
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務副長官も繰り返して東アジア首脳会議に対して

批判的な発言をしておりまして、東アジア共同体に

否定的な立場をとっていますが、中国を中心とした

東アジアでのある種の協調、統合の枠組みをアメ

リカは牽制しようとしていて、アメリカの対中姿勢が

今後どうなるかが日本にとっても大変大きな問題で

あろうと思います。

中国との関連で申しますと、この間の大規模な

中国での反日デモ、韓国でも起こったわけですが、

国連安保理改革の行方によっては日本の世論の中

にも大きな失望が生ずるかもしれないと。総じて言

うならば、日本外交が直面している大きな問題はほ

とんどすべてナショナリズムの問題に帰着するだろ

うと思います。中国にしても韓国にしても日本にして

もそうです。アメリカのグラスルーツ的な宗教右派

云々の話もある意味ではナショナリズムであって、

我が国と関係の深い主要国は依然としてナショナ

リズムの大きな波の中に生きている。それがヨーロ

ッパとの根本的な違いなのであろうと思います。東

アジア諸国の中では日本が近代国家としての歴史

は長いわけですし、一度敗戦を経験していますか

ら、ナショナリズムをtameする、管理することでは日

本が一番経験を持っていますが、その日本でも外

交をめぐるナショナリズムは澎湃としたものであっ

て、日本及び近隣諸国の間でナショナリズムがどう

管理できるかということが、今後の日本外交、日米

関係を考える上で大変深刻な課題であろうというこ

とだということを申し上げまして、議論のたたき台に

なればと存じます。
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じて、頻発してくる地域紛争を瑣末な危機であると

考えて、地域紛争に対応するけれども、長期的に

はロシアが再び軍事的な脅威になるのではない

か、中国が巨大なライバルとして台頭してくるので

はないかというので、古典的な大国間のパワーゲ

ームを他方で意識して、ペンタゴンが、彼が言うとこ

ろのギャップで起こる地域紛争に有効に対応する

政策と、大国相手のPower Politicsの両方を同時

に追求しようとしたものだから、予算も戦略も統合

できなくて、その間を揺れ動く、できることならペン

タゴンは、より大きな敵として巨大な大国のライバ

ルとしての出現をかなりの程度、潜在的に意識して

いて、そのことが９０年代を通じて政策を一貫性の

ないものにさせてしまったと。

ところが９・１１の衝撃によって、アメリカの安全保

障上の主要な課題がギャップにおける、かつて瑣

末な危機と思われたものに対応することであるとい

うことが明確になった。アメリカはその方向で軍事

戦略を大幅に再編すべきだというのがバーネットの

議論です。さらに彼はかなり大胆なことを言ってい

て、アメリカ軍を極端に言えば二つに分けるべきで

ある。それは安定したコア諸国との間で協力関係

を持つ。それをSystem Administration、シスアド

軍、これは必要とあれば先進国とともにＰＫＯをや

るとか、人道復興支援をやる。極端に言えば軍服

を着ていなくてもいい。民間経験を豊富に持ち、

他国と協力し、国際連合の委任を受けて活動する

シスアド軍的なアメリカ軍と、ギャップにおいて、ギ

ャップ相手ですからハイテクである必要はない、ロ

ーテクであっても、アメリカが単独でギャップの秩序

を確立するためにリバイアサンとして振る舞えるよう

な実力、能力を持ったリバイアサン軍と、アメリカ軍

を大きく二つに分ける必要がある。１９４７年、アメリ

カ軍が軍統合で今日のペンタゴンがつくられる前

は、長らくアメリカ海軍は大国との関係において、あ

る種のシスアド軍として機能していて、陸軍は国内

のnative Americansの掃討の問題で、陸軍が国

内の不安定地域に対するリバイアサン部隊として活

躍して、陸軍の活動によってアメリカの安定がアメリ

カ大陸で広がっていく。それと同じ図式を今度は

世界に当てはめようというわけです。

かなり刺激的で大胆な議論ですが、ここでなぜ

こんな話をしているかというと、バーネットの理解で

は、中国がFunctioning Coreになっている。バー

ネットの議論は９０年代に見られたようなロシアの再

登場、中国の軍事的ライバル化を、ありもしない可

能性を誇大視して、アメリカの軍事予算と戦略を拡

散すべきではない、ギャップに力を集中すべきだと

いう議論ですから、彼は明らかに中国脅威論とは

異なる立場に立っているわけです。果たして中国

はFunctioning Coreのメンバーかどうかということ

ですが、そうは言い切れないところが中国の難しい

ところだと思うんです。アメリカの国債を買っている

のが中国だという話にもありましたように、経済的

には明らかに中国はFunctioning Coreの主要な

メンバーになりつつありますが、中国国内で抱える

さまざまな政治的な不安、中国国内社会の動揺を

考えると、中国は必ずしもFunctioning Coreとは

言い切れない。そして中国と北朝鮮との関係を考

えた時にも中国は必ずしも安定したFunctioning

Coreのメンバーとは言い切れないということです。

問題はヨーロッパと違って日本が、その巨大な中

国のすぐ横にいるということであって、中国を

Functioning Coreのメンバーと考えるか、ギャップ

の一部と考えるのかによって相当違ってくるだろう

と。バーネットが言うような、世界を明確にコアとギャ

ップに分けてアメリカ軍をシスアドとリバイアサンの機

能に分けて大国間のrivalry を考えないという考え

方が、アメリカの軍の主流になることはないと思いま

すが、しかしながら中国をどの程度長期にわたって

アメリカの軍事的ライバルと考えるかによってアメリカ

のグローバル戦略は変わってくるし、その変数に日

本は大変大きな影響を受けるだろうと思います。

最近、ゼーリック国務副長官もアーミテージ前国
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