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空 洞 化 す る 日米 同 盟

一太平洋を結ぶ安保体制に作用する三つの遠心カー

壁 |

「力の基礎を欠いた外交は破綻する」一.欧州の外交当局者に永く語 り継がれてきた言葉である。自ら

の理念を国際政局のなかで実現する力を欠いた外交は,その理想が高邁なものであればあるほど,国際政

治の最前線では波乱要因になってしまう.欧州の老練な外政家たちは,彼 らの経験則からそうした現実を

知っていたのだろう.

超大国アメリカは,冷戦期を通じて,その強大な軍事,経済,文化の力を通じて「アメリカの世紀」を

演出してきた。だが,冷たい戦争の幕がおりて十数年,ア メリカはいま, 自らがその威力を信じてきた

「力の外交Jが,新たな壁に突き当たっていることを直視しなければならなくなっている.

北朝鮮の金日成政権は,「核計画の完全な申告と核施設の無能力化Jという対米約束を容易に履行しよ

うとしていない.日米同盟が想定してきた「朝鮮半島の有事」にとって,死活的に重要な意味を持つ北朝

鮮の核放棄 だがブッシュ共和党政権は,従来の「力の外交」が機能しなくなっている現実に直面してい

る。

こうした超大国アメリカの凋落は,対イラク戦争での噴きによって顕著となり,その負の影響は,東ア

ジアにも影を落としている。本稿では,誤ったイラクヘの力の行使によって,東アジアの秩序を安定させ

てきた日米の安全保障体制に生じた揺らぎを検証し,「 日米同盟の空洞化」が東アジアにいかなる情勢を

もたらしつつあるかを考えてみたい.

キーワード :日 米同盟,先制攻撃戦略,対北宥和政策,六カ国協議, 日米外交の三原則
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1.9。 11事件が意味するもの

超大国として世界の安全保障を担ってきたアメリカ

は,自 らの本土ほど安全な領域はないと永く信じてき

た。だが,2001年 9月 11日 ,国際テロ組織アルカイ

ダのテロリストたちは,ハイジャックした民間航空機

を自爆テロの武器に仕立て,ア メリカ経済の中枢 ,

ニューヨークの世界貿易センターと安全保障の中枢 ,

ワシントン郊外の国防総省を標的に同時多発テロを敢

行した。アメリカは,1812年の英米戦争以来はじめ

て,敵の攻撃に米本土をさらしてしまったのである。

この未曾有の事件の衝撃は,アメリカに冷戦期以来

堅持してきた「抑止戦略Jをかなぐり捨てさせ,米本

土への脅威を先んじて取り除く「先制攻撃戦略Jへ と,

安全保障の舵を大きく切らせることとなった.ブ ッ

シュ共和党政権は,9。 11事件からわずか 1か月後 ,

アフガニスタンのタリバン政権に先制攻撃を仕掛けて
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転覆させた。続いてイラクのサダム・フセイン政権に

矛先を向け,大規模な軍事作戦を先制的に発動し,武

力によってフセイン政権を転覆させていったのだっ

た.

ブッシュ政権は,こ うした先制攻撃によって,中央

アジアと中東に位置する二つの専制国家の政権を倒し

たのだが,アフガニスタンとイラクの治安回復は,そ

の後も遅々として進んでいない.カロえて,歴代のアメ

リカの政権が取り組んできた中東和平にも十分な展望

を見いだせずにいる.

ブッシュ政権が始めた対テロ戦争の蹟きは,も うひ

とつの戦略正面といえる東アジアにも重大な影響を与

えずにはおかなかった。最もダイナミックな経済成長

を続ける東アジアにおける「安全保障の要石Jとなっ

てきた日米の安全保障体制が変質し始めた。「日米同

盟の空洞化Jと言われる現象である。アメリカが中東

地域に外交 。安全保障の資源をもっぱら注ぎ込まざる

を得なかったため,超大国としてのプレゼンスが低下

し,東アジアに力の空白を生じさせてしまったのであ
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「東アジアにおけるアメリカの不在」の影響は,北

朝鮮に核を放棄させる外交的圧力が著しく低下してい

る現状に端的に表れている。「日米同盟の空洞化Jは ,

対北朝鮮政策をはじめとして,日 本の安全保障環境の

三つの分野に遠心力として作用している.1)ゴヒ朝鮮

に核放棄を求める政策を巡って日米両国に亀裂が生じ

はじめていること,2)日 米同盟の重視か,国連の集

団安全保障への傾斜かを巡って, 日米の双方に車L礫を

生じていること,3)台湾海峡問題を巡って日米に対

立の芽を学んでいること,がそれである。日米同盟に

作用する三つの遠心力は,ポス ト冷戦期の日本外交の

今後に重大な影響を及ぼしつつある.冷戦期の日本外

交は,「 日米同盟を機軸とするJ「国連中心主義J「ア

ジア諸国との関係を重視する」の三つを外交三原則に

掲げてきた。そして三つの原則が矛盾なく並存してき

かに見えた.しかし現実には,超大国アメリカを盟主

とする日米同盟に身を寄せてきたため,三原則相互の

矛盾が表面化しなかったのである.だが,アメリカが

推し進めた対テロ戦争のゆえに,いま日米同盟には三

つの遠心力が働き,太平洋を挟む安全保障体制に車しみ

が増し,三つの外交原則に利害相反を惹き起こしてい

る.

2.テ 回事件の衝撃が生んだ「先制攻撃戦略」

2001年 9月 11日 ,国際テロ組織アルカイダのメン

バーによってハイジャックされた 4機の民間航空機

が,アメリカという名の「巨大なタンカー」を標的に

次々と激突していった.アメリカの本土を襲ったこの

事件によって,アメリカは国家の針路そのものを捻じ

曲げられてしまった,ブッシュ共和党大統領に率いら

れたアメリカは,冷戦期から冷戦終結後も十年に及ん

だ「核抑止戦略」をかなぐり捨て,新たな戦略に踏み

込んでいった。「先制攻撃=pre enlptive stribJ戦略が

それだった.陸・海・空の膨大な核戦力を敵の第一撃

に反撃する第二撃として温存することで,相手国に核

の先制攻撃を思いとどまらせるという「核抑止戦略」

を放椰し,国際テロ組織の脅威を座視しないという「先

制攻撃戦略」に舵を切ったことの意義は大きい.

9。 11事件の翌月には,ブッシュ共和党政権は,早

くも中央アジアのアフガニスタンに空爆を敢行して戦

端を開いている.終盤には地上軍を投入してアフガニ

スタンの首都カブールを陥落させ,タ リバン政権を短

期間に転覆させている.アフガニスタンのタリバン政

権がアメリカを攻撃したのでも,攻撃する素振 りを見

せたわけでもない.ブッシュ政権は,タ リバン政権が

国際テロ組織アルカイダを背後から支えていたことを
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名分に先制攻撃に踏み切ったのである。「アメリカ国

上を狙った国際テロ組織と背後にあってこれを支援す

る国家を区別しない」というブッシュ・ ドクトリンに

よって,ブッシュ政権は,先制的にタリバン政権を転

覆させる新たな領域に突き進んでいった。

アフガン攻撃の後,ブッシュ共和党政権は,攻撃の

矛先を中東のイラクに定め,サダム・フセイン政権の

打倒に向けて動き出した.翌 2002年 の 1月 末,ブ ッ

シュ大統領は,初めて議会で一般教書演説
1)に

臨ん

でいる。このなかでイラク,イ ラン,そ して北朝鮮の

3国を「悪の枢軸」と呼んで,力 による対決姿勢を露

にしていった.後にブッシュ政権の首脳が明らかにし

ているように,こ の時点でブッシュ大統領は,対イラ

ク攻撃の作戦計画を全面的に見直すようラムズフェル

ド国防長官に命じていた。そしてイラク攻撃の理由と

して,サダム・フセイン政権が核 。生物 。化学兵器の

大量破壊兵器を保有し,水面下で国際テロ組織アルカ

イダと結びついていることを挙げていた。だがこうし

た大義名分には精緻なインテリジェンスの裏づけを欠

いていたことが後に明らかになっている.

ブッシュ共和党政権は,悪の枢軸として名指しした

イラク,イ ラン,北朝鮮のうち,対イラク攻撃を優先

して準備を着々と進めていた.だが,北朝鮮について

は,和戦いずれで臨もうとしているのか,政権の首脳

は胸の内を明らかにしようとしなかった。対北朝鮮政

策が自紙のままに残される中,筆者はホワイ トハウス

でブッシュ大統領と単独インタビューを行い 2),対
北

朝鮮政策を質す機会を得た.こ のなかでブッシュ大統

領は,金正日独裁体制を厳しく批判したものの,「 ア

メリカ政府は北朝鮮との対話の窓口を開じたわけでは

ない」と発言.イ ラクヘの強硬策とは異なり,北朝鮮

とは対話を通じて事態の打開を図りたいという意図を

初めて明らかにしたのだった.

アメリカは,世界の二か所半で発生する有事に対処

できる安全保障体制をつねに整えておくことを超大国

の証としてきた。だが,イ ラク攻撃が具体的な日程に

あがりはじめていたなかでは,超大国アメリカといえ

ども,対イラク戦争と対北朝鮮戦争を遂行する余力が

ないことを内外に認めたものだった。

このようにブッシュ共和党政権は,サダム・フセイ

ン政権への力の行使を最優先し,その外交 。安全保障

戦略を策定していった.その結果として,北朝鮮の金

正日政権に対 しては対話路線が採られることとなっ

た。だが,ク リントン民主党政権が米朝の直接対話を

選んだのに対して,ブッシュ共和党政権は,北朝鮮 ,

韓国, 日本,中国,ロ シア,アメリカの関係 6カ国に

よる多国協議の枠組みを採ったのだった。冷戦の終結
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後,アメリカは初めて中国に東アジアの外交的な主導

権を渡し,6カ 国協議の議長を委ねた.6カ 国協議を

通じて交渉によって北朝鮮に核を放棄させる道を選ん

だのである.

3。 日朝極秘交渉に作用 した政治力学

アメリカのブッシュ政権が,北朝鮮への対話路線を

打ち出すのに先駆けて, 日朝間では極秘交渉が同時多

発テロ事件を境に動き出していた。戦後の日本外交が

積み残していた懸案を解決し,併せて低迷していた内

閣支持率を回復 したいと考えた日本の小泉内閣.9・

11事件で先制攻撃戦略に転じたブッシュ政権の標的

になるのではと恐れる北朝鮮の金正日政権。両者の思

惑がぴたりと重なって,東京 。平壌の交渉は,9・ 11

事件を機に急速に進展し,戦後初めての日朝首脳会談

が実現したのだった。

2002年 9月 17日 に両首脳が署名した「日朝平壌宣

言J3)は二っの柱からなっている。一つは, 日朝両国

がすみやかに国交を樹立すると確認したこと (交渉関

係者の多 くが,2003年 1月 には日朝両国は正式な国

交の樹立に至るだろうとみなしていた).い ま一つは,

国交樹立を受けて日本は北朝鮮に対して巨額の経済協

力を供与することに合意したことだった (交渉関係者

は, 日本から北朝鮮に供与される資金は,少なくとも

一兆円以上と見積もっていた).その一方で北朝鮮が

ミサイル発射実験を凍結することが宣言文には一応書

かれていたが,その後の結果が示すようになんらの歯

止めにもならなかった.

日朝首脳会談では,国防委員長の肩書きで現れた金

正日が,拉致問題の存在をはじめて認めて謝罪 した

が,「平壌宣言Jには書き込まれていない.Jヒ朝鮮の

ような独裁国家との交渉では,重要な合意は文書で確

認しなければ反故にされかねない.現に「平壌宣言J

に盛り込まれなかった拉致問題は,いまだに突破口を

見出しあぐねている。

このとき日本政府は, 日米の同盟外交に重大な禍根

を残していた。直前まで小泉訪朝の事実を同盟国アメ

リカに内報しようとしなかったからだ。北朝鮮の新た

な核開発に疑念を募らせていたブッシュ共和党政権

は,こ れを同盟の作法を踏みにじるものとして不快感

を隠さなかった だが公の場でガヽ泉批判をしていない.

イラクヘの武力攻撃を控えて,小泉政権の対米支持は

何としても必要だったのである.

こうしたなかでブッシュ政権は,水面下で対日イン

テリジェンス戦略を発動して,対 日牽制に動いている.

「平壌宣言Jの直後の 10月 ,ジム・ケリー国務次官補

(当 時)が訪朝.米側のインテリジェンスをもとに,

北朝鮮が高濃縮ウラン型爆弾の開発に手を染めている

と追及した。これに対して金正日政権も開発計画を曖

昧な形ながら認めたのだった。ブッシュ政権は,北朝

鮮側から得た言質を小泉政権に突きつけ, 日朝の単独

国交樹立に待ったをかけている.「拉致被害者八人死

亡」
4)の

悲報に日本の国内世論が沸き立っていたこと

に加えて,新たな核疑惑が浮上したことで, 日朝交渉

は急速に推進力を喪っていった.

4.イ ラク戦争が招いた米の「対北宥和政策」

アメリカのブッシュ共和党政権が打ち出した 6カ国

協議の創設を最大の関心をもって注視していたのは他

ならぬ北朝鮮の金正日政権だった.関係国による対話

の枠組みができたことで,ブッシュ政権がイラクに仕

かけているような先制攻撃の危険はひとまず去ったと

判断したからだ。そして安んじて核・ミサイルの秘密

開発にひた走っていくことになった.

2006年 7月 4日 ,金正 日政権は,ア メリカ独立記

念日に狙いを定め,7発のミサイルを日本海に発射 .

だがブッシュ政権は,イ ラク情勢の混迷もあって,東
アジアに出現した新たな危機に対応する余力を持って

いなかった.国連は安保理決議
5)を

採択したが,制

裁措置を発動する根拠となる 7章 6)を
決議に盛 り込

めなかった.6カ国協議の議長国として初めて東アジ

ア外交の主導権を握った中国。東アジアで軍事力の発

動に引き込まれたくないアメリカ.安保理決議は米中

両国の外交的な思惑が一致していたことを示すもの

だった.

金正日政権は,こ うした国際政局を精緻に読みぬい

て,つぎの重大な段階に踏み込んでいった.5年ぶり

に日中首脳会談が開かれていたさなか,Jヒ朝鮮はつい

に核実験に踏み切ったのである。今度も国連は安保理

決議で応じたのだが,北朝鮮への実質的な制裁には程

遠い内容だった.実効ある経済封鎖を実施しようとす

れば,厳格な海上封鎖に踏み込まざるを得ない。そう

なれば,アメリカは,朝鮮半島周辺の海域で武力介入

に引き込まれる恐れがある.こ のため水面下で中国の

協力を取 り付け,敢えて「弱い安保理決議J7)に持ち

込んだのだった。

こうしたプロセスを怜杯1に読んだ金正日政権は,核
カー ドを巧みに使いながら,6カ国協議の関係国から

存分に果実を引き出していった。ブッシュ政権の対北

宥和路線が揺るがないことを,ミ サイル発射から核実

験にいたる過程で金正日政権は確信していった。

イラクの治安回復が進まず,ブッシュ政権への批判

が強まっていくなか,イ ラク戦争を主導した「ネオコ

ンJと呼ばれる強硬派が,政権の中枢から次々に去っ
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ていった。これに替わって,対北朝鮮外交の表舞台に

躍り出たのが,ク リストフアー 。ヒル国務次官補だっ

た。この職業外交官は,コ ンドリーザ・ライス国務長

官を後ろ盾として,アメリカの対北宥和路線を一段と

推し進めていった。

こうしたなかで,北朝鮮の核廃棄に向けた「二 。

一三合意J8)が ょぅゃくまとまった.2006年 2月 のこ

とだ.こ の合意に沿って北朝鮮はまず,初期段階とし

て,ヨ ンビョンにある核関連施設を凍結し,関係国か

らエネルギー支援を受けることで合意.さ らに,北朝

鮮がすべての核計画を申告し,核関連施設を無能力化

することが合意された。だが,申告される「核計画J

に,高濃縮ウラン爆弾の製造施設が含まれているのか ,

また北朝鮮が少なくとも数個以上は保有しているとい

われるプル トニウム爆弾が含まれるのか,その具体的

な内容は明らかになっていない.ブッシュ政権が宥和

的な姿勢をとり続けているため,交渉の主導権が北朝

鮮側に握られたままとなっているからである。

5。 日米同盟の優位に立つ 6カ国協議

日米両国は,冷戦期からポスト冷戦期にかけて, 日

米同盟こそ東アジアの要石だと言い募ってきた だが
,

ブッシュ政権の外交チームは,北朝鮮をテロ支援国家

の指定から解除する方針に傾きつつある。核の放棄に

向けて,北朝鮮から新たな妥協を引き出すには,アメ

リカ側にもはや有力な交渉カー ドがないからだ。アメ

リカの国内法の定めで,北朝鮮をテロ支援国と認定し

ているのだが, 日本から拉致された 12人 の被害者の

存在も指定の根拠となっている。このため,北朝鮮の

核保有によって直接的な脅威を受け,拉致問題を抱え

る同盟国日本は,テ ロ支援国家の指定解除に強く反対

している。こうしたなか,ア メリカ国務省の報道官

は,「 テロ支援国家の解除に当たっては,6カ 国協議

の関係国と十分に協議して結論を出していきたいJと

表明した.同盟国日本と協議より,6カ国協議の加盟

国の意向を優先させようという意図が窺える。このこ

とが持つ意味は重大だ。ブッシュ政権の外交チームは,

中国が議長国を務める6カ国協議を, 日米同盟の優位

に置こうとしているからだ.「一国の命運を託すに足

るのは二国間の安全保障同盟であり多国間の条約体制

ではない.」 かつての日本の安全保障の要だった日英

同盟は,やがてワシントン,ロ ンドンの両軍縮条約体

制に溶解していったが,そ うした多国間の条約体制は,

アジア・太平洋戦争を阻止するのには力とならなかっ

たことを歴史は教えている.

北朝鮮の核問題を巡って, 日米同盟体制が 6カ国協

議体制の風下に立たされている現状は,太平洋を挟む
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安全保障同盟の基盤に亀裂が入り始めていることを示

している。中国が主導権を握る多国間の協議の枠組み

が大きな影響力をもつ戦略的な構図は,東アジアの安

全保障の要とされてきた「日米同盟の空洞化」を象徴

的に物語っている。

6.日 米同盟に働 く三つの遠心力 その (1)

イラク戦争で蹟き,東アジアの地にあまりに永き不

在を招いてしまったブッシュ共和党政権。その戦略的

失敗のゆえに生じたアメリカのプレゼンスの低下は,

日米同盟の空洞化をもたらした。そうした日米安全保

障体制の弱体化は,東アジアの安全保障の要とされて

きた太平洋同盟に一種の遠心力として作用し始めてい

る.

第一の遠心力は,北朝鮮に核放棄を求める政策を

巡って, 日米の両同盟に亀裂を生じさせていることに

ある.

ブッシュ共和党政権の 8年に及んだ任期がやがて終

わろうとするなか,コ ンドリーザ・ライス国務長官と

クリストフアー 。ヒル国務次官補の外交チームは,た

とえ表層的な合意であろうと,何らかの妥協を北朝鮮

側から引き出そうとしている.それによって,ブッ

シュ共和党政権の外交上の成果として,イ ラク情勢が

生み出した混迷を少しでも埋め合わせたいと考えてい

るのだろう.こ うした宥和的な姿勢は,金正日政権に

外交折衝での主導権を奪われかねない結果を招く.そ

れがまた,ブッシュ政権の外交チームの宥和的な政策

を助長するという負の循環を生み出しているのであ

る。

北朝鮮が手を染めている「核開発」と「核拡散」と

いう二つの疑惑.日米同盟の一方の当事者である日本

は,北朝鮮の核保有は断じて認められないとしている.

北朝鮮製の核弾頭装着可能なミサイル「テポドンJの

射程は, 日本列島をすっぽりと覆っているからだ.こ

のように北朝鮮の核は日本にとって直接の驚異になっ

ている.さ らに北朝鮮から核物質や核関連技術がパキ

スタンなど第二国に輸出されることを認められないと

いう姿勢を堅持している.

これに対してアメリカ政府は,北朝鮮の核保有を事

実上黙認しているのではないかという疑念が国際社会

に生まれている。中距離ミサイル「テポドンJは ,ア

メリカ本土を射程に収めていないからだ。このため,

ブッシュ政権の外交チームは,いま程度の核保有なら

見過ごしていいとも受け取れる対応に傾いているかに

見える。その一方で,アメリカは,北朝鮮からの核拡

散は断じて容認できないとしてきた.北朝鮮が,核物

質や核技術を中東のテロ支援国家の手を経由して国際
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は,矛を収めた無念をかみ締めながら,剣を研ぎ続け

た.中国経済の躍進を背景に,中国人民解放軍がどれ

ほどの近代化を遂げたのかは指摘するまでもあるま

い .

その一方,ブッシュ大統領のアメリカは,イラク戦

争でつまずき,東アジアでのプレゼンスを大きく低下

させている。台湾海峡を挟んで米中の力が接近してき

ている事実は,アメリカの対中抑止にかげりが見え始

めていることを示している.武力衝突の危険水位が知

らず知らずのうちに上がってきている.

2005年 の日米安全保障協議 (2プ ラス 2)の合意文

書
11)の

中に,日米両国は「台湾海峡問題の平和解決J

を希求するという一文がある.こ の時に中国は, この

一文に激怒した。アメリカは従来から,1972年の「上

海コミュニケJ以来,ずっと中国と台湾の海峡問題が

平和的に解決されることを望むと一貫して表明してい

るが,こ の新しい一文に中国は靖国神社参拝問題以上

に怒りを露わにした.「上海コミュニケJの行間には,

台湾海峡の平和的な解決の枠組みが崩れた時には,ア

メリカは武力を発動する権利を留保しておくという大

変重要な意味がこめられている。中国が平和解決を放

棄し,台湾海峡に武力介入するなら,アメリカ政府も

武力で応じるという意図が滲ませてあった。新たな合

意文書では,主語が日本とアメリカの二つになってい

ることが重要だ.台湾海峡の平和解決の枠組みが崩れ

た時には, 日本はアメリカとともに行動すると読み取

れるからだ。それゆえ中国政府はこれに猛反発して見

せたのである.

中国と日本の関係は,2006年以前に比べて相対的

に安定しきたが,台湾海峡問題をめぐっては,水面下

でなお本質的な対立の芽を残しており,東アジアの潜

在的な火薬庫であり続けている.

9。 軋み増す日本外交の三原則

2007年版の『外交青書』
1の は,冒頭から「日本外交

の新基軸」と題した一文を掲げている.そ して副題を

『「自由と繁栄の弧」の形成』と銘打っている.国際舞

台であまりに物静かな日本の外交が,新たな理念を打

ち出して,「価値の外交」を推 し進めていこうという

意思を内外に示したことは異例と言っていい。それゆ

え,東アジア外交のオブザーバーたちの関心を惹くに

十分だった。まず冒頭に配された文章を引いてみよ

う。

『麻生外務大臣は, 日米同盟の強化と国連の場をは

じめとする国際協調,中国,韓国,ロ シア等,近隣諸

国との関係強化といった従来の日本外交の柱に加え

て,自 由,民主主義,基本的人権,法の支配,市場経
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済といった「普遍的価値Jを重視しつつ,「 自由と繁

栄の弧Jを形成することを新たな日本外交の柱として

位置付け,外交の新基軸として打ち出した』

2007年版の「外交青書」は,冷戦期以来の日本外

交の系譜を型どおり引き継いで,1)日米同盟を対外

政策の機軸とし一層強化する,2)国連を中心とした

国際協調路線を堅持する,3)中 国,韓国,ロ シアの

三国の名を挙げて,アジアの近隣諸国との関係をさら

に強化する, という「日本外交の三原則」を確認して

いる.確かにいまからちょうど半世紀前の 1957年 に

はじめて刊行された「外交青書」でも,国連中心主

義,自 由主義諸国との協調,アジアの一員としての立

場の堅持が謳われていた.そ して冷戦の時代にあって

は,こ れら日本外交の三原則がさほどの矛盾もなく並

存してきかに見えた。

だが現実には,冷戦期の日本は,超大国アメリカと

の安全保障同盟の傘に身を寄せてきたため,三原則が

たがいに利害相反を引き起こすような事態を招かずに

済んだのだった.し かし,2001年の同時多発テロ事

件とそれに続くブッシュ共和党政権が推し進めた対イ

ラク戦争によって,東アジアの戦略環境は大きく様変

わりしてしまった.

こうした新たな情勢に対応するため, 日本外交も自

由や民主主義それに市場経済といった普遍的な価値に

基づく「価値の外交」を積極的に展開し,主導的な役

割を担っていくと宣言している.その具体的な方策と

して,同盟国アメリカが,貧困と圧制のゆえに国際テ

ロリズムを生む温床とみなしてきた中東から中アジア

にいたる「不安定の弧Jと呼ばれる地域を,戦後の日

本が経済大国となった経験を存分に注ぎ込んで「自由

と繁栄の弧Jに塗り替えていく新たな構想を打ち出し

た。この「自由と繁栄の弧」の彼方には,EUを軸と

する豊かなユーラシア大陸が広がっている。世界第二

の経済大国日本とNATO諸 国の間に「自由と繁栄の

弧Jという名のブリッジが架けられることの意義は大

きい。超大国アメリカを太平洋と大西洋からそれぞれ

支える二つの橋が架けられることを意味するからだ。

だが,アメリカの重要な同盟国日本から,こ うした外

交構想が提示されたのは, 日本が日米同盟だけに依拠

していくことに本質的な不安を抱いていることを物

語っているとも言えよう.

すでに詳 しく検証 してきたように,日米同盟には

今,三つの遠心力が働き,大平洋を挟む安全保障体制

には車Lみが増している。これによって,日本外交の三

原則は相互に利害相がぶつかり合い,その矛盾が表面

化しつつある.

イラク戦争での蹟きのゆえに,アメリカは東アジア
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でのプレゼンスを大幅に低下させてしまった.そのた

め北朝鮮に核を放棄させる外交的な圧力が十分に効か

ない事態を招いてしまい,原則なき宥和主義に迷い込

んでしまった。その結果,太平洋同盟を形成する日米

両国の対北朝鮮政策に重大な亀裂を生じさせていっ

た。日米同盟は強化されるどころか,空洞化が目立ち

始めているのである.

日本外交は,国連を通じた国際協調主義を一貫して

標榜してきた。だが対北朝鮮政策を巡って日米の足並

みが乱れている現状は,国連を舞台とした日米の利害

が必ずしも一致しない事態を招いている。北朝鮮のミ

サイル発射や核実験に対する国連安保理決議の採択

で,アメリカ政府は中国政府と連携して,日本を牽制

する動きが現実のものとなり始めている。国連の安保

理に常任ポス トを占めていない日本の限界が露呈して

いる.

日本は中国をはじめとするアジアの近隣諸国との関

係を強め,その一員である立場を訴えている。だが,

中国が議長をつとめる6カ国協議が,時に日米同盟よ

り優位に位置付けられ, とりわけテロ支援国家の指定

から北朝鮮を外す問題では,6カ国協議の発言力が日

米の協議より強まりかねない実情は, 日本が果たして

本当にアジアの一員であり続けられるのかという疑間

を投げかけている.

こうした日本外交の三原則に潜む矛盾は,台湾海峡

に有事が勃発した場合にはより先鋭化することになる

だろう。日本は,台湾海峡危機に際して,同盟国アメ

リカと行動をともにすべきかどうか,国内のコンセサ

スは得られていない.加えて,国連の常任理事国,中
国は,こ と台湾問題では,拒否権を行使することをまっ

たくためらうまい.国連安保理の機能が,かつて旧ソ

連が拒否権を連発した冷戦期のように,ほ とんど停止

する事態に立ち至るだろう.日本外交が国連を通じて

期待する国際協調主義は機能しない.そ して日本がア

ジアの一員として台湾問題の外交的解決に寄与できる

選択の幅はほとんどなくなってしまうだろう.

このようにイラク戦争の蹟きに端を発した日米同盟

の空洞化は,従来の日本外交を危機にさらし始めてい

る.東アジアに重大な不安定を招かないためにも, 日

本は,東アジア情勢の怜悧な分析に立脚した新たな外

交戦略を策定することがいま求められている。
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