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ブリーフィング・メモ 

 

「新アーミテージ・レポート－望ましいアジア地域秩序の構築と中国への対応」 

 

                        統括研究官 近藤重克 

 

はじめに 

先月（2007 年 2月）16 日に『日米同盟―2020 年に至るまでのアジアを正しく導く(The 

U.S.-Japan Alliance: Getting Asia Right through2020)』（新アーミテージ・レポート）

が発表された。このレポートは、2000 年 10 月に『米国と日本－成熟したパートナーシッ

プに向かって(The United States and Japan: Advancing Toward a Mature Partnership)』

（旧アーミテージ・レポート）を発表したアーミテージ元国務副長官とナイ現ハーバード

大学教授・元国防次官補を中心とする超党派の知日派グループが作成したもので、その間

に6年が経過している。この6年の間に、国際情勢、アジア情勢は大きく変化した。 

旧アーミテージ・レポートの発表から約1年後の2001年 9月に米国で同時多発テロが発

生し、国際テロリズムへの対処が21世紀の国際安全保障の重要な課題になった。イラクに

対する軍事力行使の理由は大量破壊兵器の問題であったが、イラク情勢は泥沼化し、米国

はその対応に苦しんでいる。その間、アジアでは、中国が予想を超える速さで台頭し、ま

たインドも急速に大国化するという状況が生じた。このような急激な変化を挟んで発表さ

れることになったレポートは、いずれも日米同盟関係の強化を謳うものであるが、その文

脈は異なっている。 

 

２つのアーミテージ・レポートの目的 

日米安全保障関係は、1996年の日米安全保障宣言で、冷戦後においても地域の平和と安

定のために必要であると再定義されたものの、その後の発展の道筋が明確でなく、「漂流」

という表現が生まれるようになった。このような状況を背景に、旧アーミテージ・レポー

トの目的は、発表された翌月の2000年 11月の選挙で選出されることになる次期大統領に

対して、日米関係の戦略的重要性を訴え、関係強化を提言することであった。 

ブッシュ政権の発足後、この16人の知日派グループからレポート作成のリーダーの一人

であったアーミテージをはじめ、ウォルフォウィッツ、ケリー、パターソン、グリーンが

政権の要職に就任することになった。その結果、21世紀に向かって永続的な同盟の基礎を

作るための政治、安全保障、沖縄、情報、経済関係、外交の6つの分野における行動指針

を提示した旧アーミテージ・レポートは、ブッシュ政権の対日政策のブループリントにな

ったのである。 

しかし、6 年後のアジアの安全保障環境の様相は大きく変化した。既存の北朝鮮問題や

台湾問題の深刻化だけでなく、中国、インドの急速な台頭によって、新しい地域秩序の模
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索が始まっている。ここで注目されるのは、新アーミテージ・レポートが、近年、米国の

アジアへの関心が薄かったことを認め、米国がアジアの問題に本格的に関わらなければ、

後に述べるが、新レポートが21世紀の新しい国際秩序の鍵と位置づけるアジアにおいて影

響力を失うことになるという危機感を吐露していることである。それだけ、中国を中心と

するアジアの台頭が急速で目覚ましかったということになる。そのため、新レポートは、

米国が積極的に関わろうとする望ましい地域秩序の構築について、日本がそのビジョンを

共有し、その実現のために、同盟関係をさらに強化することを提言している。 

旧アーミテージ・レポートが、次期大統領への提言として、2000年の大統領選挙の直前

に発表されたのに対し、日本では安倍内閣の発足はあるが、米国は大統領選挙までまだ 1

年半以上あるので、新レポートが発表された政治的タイミングは明らかでない。しかし、

米国が中東に目を奪われているときに、米国にとってのアジアの戦略的重要性を喚起する

点で意義があり、次期政権にこのグループのメンバーが参加するようなことになれば、旧

レポートのように政権のアジア政策のブループリントになることが予想される。 

 

旧アーミテージ・レポートのインパクト 

旧アーミテージ・レポートの次の２つのセンテンスは、日本の安全保障論議に大きな衝

撃を与え、その余波は今も残っている。 

・集団的自衛権の行使の禁止が、同盟協力に対する制約になっている。 

・米国と英国との間の特別な関係が同盟のモデルである。 

前者は憲法に関わる問題であり、後者は、一部の人々に国際紛争において自衛隊が米英

軍と肩を並べて戦闘に参加するイメージを抱かせることになった。 

新アーミテージ・レポートも、集団的自衛権の問題をめぐる日本での議論が前進している

と評価するが、同盟協力に対する日本側の制約が早期に解消されることの期待を引き続き

表明している。新レポートは、日本の国連の安保理常任理事国入りについて、米国は支持

するが、安保理常任理事国になるのであれば、軍事力行使の覚悟も必要であると釘を刺し

ている。 

２つのアーミテージ・レポートの作成に携わったプリスタップは、2005年6月に、旧レ

ポートの実現状況についての中間的評価ともいうべき論文を発表している。プリスタップ

は、旧レポートにおける「特別な関係」についての言及は、日本では、論説記者やオピニ

オン・リーダーの間で、日本が「英国のようにかなりのパワー・プロジェクション能力を

備えた核保有国」になると受け止める向きもあったと述べ、旧レポートの「真意」は、協

力の基礎となる価値観や利益の共有が、日米間においても米英間並に進化することへの「期

待と確信」の表明にあり、それ以上のことを求めたわけではなかったと弁明している。 

新アーミテージ・レポートは、旧レポートのように衝撃をもって受け止められることは

なかった。しかし、新レポートは、日本が21世紀のアジア、国際社会にどう立ち向かって

いくかについて、真剣に考えることを迫っているという意味で、より深刻な問題を提起し

ていると言うことが出来る。 
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2020年までのアジアの情勢認識と取り組むべき課題 

新アーミテージ・レポートは、冒頭において、現在、国際社会は不確実性と移行の時期

にあり、その中から望ましい世界秩序を構築するに当たって、鍵となるのは台頭著しいア

ジアであると指摘している。米国にとって望ましい世界秩序とは、2002年の「米国の国家

安全保障戦略」で掲げられた「自由にとって好ましいバランス・オブ・パワー」である。  

新レポートによると、このビジョンのキーワードは、自由であるが、その実現のために

は、主要国である米国、日本、中国、ロシア、インド、ヨーロッパの間の協力的関係が中

核になる。しかし、自由をキーワードとする世界秩序について、主要国間でコンセンサス

があるわけではない。アジアにおいては、中国という存在がある。新レポートは、米国の

価値観を押しつけることはしないと述べているが、アジアにおいてそれをどう育てていく

かが課題になる。そこから、アジアを正しく導くには、という発想がでてきたと思われる。 

新アーミテージ・レポートは、現在の混沌から、新しい秩序が形をなし始めると考えら

れる2020年までのアジアの動向を分析し、アジアを正しい方向に導くにあたって、日米が

それぞれなすべきことと日米同盟のあり方について述べている。 

新アーミテージ・レポートは、アジアの動向について、中国、インド、朝鮮半島（北朝

鮮問題）、韓国（米韓間の行き違いの処理）、東南アジア、オーストラリア、地域統合の

順に分析を加えているが、この分析からアジアにおける米国のビジョンの実現にとって、

中国への対応と地域統合への対応の２つが中心的課題になる。 

 

（１） 中国への対応 

新アーミテージ・レポートは、近代化と経済成長が中国をますます強力で豊かな国家に

することは確実である、しかし、国内に経済格差、腐敗、社会の老齢化等の深刻な問題を

抱える国家でもある、その結果、中国は安定した平和的な国際環境を求めるであろうが、

同時に海軍力の発展に努めるだろう、他方、ナショナリズムと共産党支配の正統性維持の

問題が、中国と日米との間の交流の質を良くすることに対して制約になっていると分析し

ている。 

そして、その結論として、新アーミテージ・レポートは、2020年の中国について、政治

的自由、経済的開放性を備えた責任ある「ステークホールダー」になっているか、自由に

対して不寛容で腐敗に満ち、国際規範を尊重しない重商主義的国家になっているか、中国

が進む方向性は不明であると述べている。 

したがって、新アーミテージ・レポートは、先行き不透明な中国への対応策として、国

際社会への平和的統合に至る道を選択させるように促すインセンティブを与えることが重

要であると指摘することになる。 

 

（２）地域統合への対応 

新アーミテージ・レポートによると、アジア域内(pan-Asian)の貿易は全貿易額の51パ
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ーセントに達しており、アジアは、すでに北米自由貿易協定(NAFTA)以上の結合力を持つよ

うになっている。それに対して、環太平洋(transpacific)の貿易と投資も増えているが、

そのペースはアジア域内の経済関係拡大のペースには及ばない。その結果、新レポートが

指摘するように、域内の経済関係の拡大の趨勢が続くことによって、アジアのアイデンテ

ィティが育まれることになる。 

米国は、東アジア共同体構想や東アジア首脳会議に冷淡であったが、アジアにおける統

合の進展は、米国にディレンマを生み出すことになっている。新アーミテージ・レポート

は、アジアにおける統合の進展は、アジア域内の経済的制度的統合と環太平洋の統合との

間に適切な結びつきをいかに作り出すかという問題を生み出していることを認めている。  

米国が、アジアの統合の発展に取り残されるな、ということである。しかし、この問題

を解決するにあたっての障害は、中国の多国間協力における内政不干渉主義である。新レ

ポートは、この障害を克服するためには、日本やその他の志を同じくする地域諸国が米国

と共に民主主義や法の支配の拡大を地域の課題にする努力を増大させることであると指摘

している。 

 

望ましい地域秩序構築のためのアプローチと日米同盟 

結局のところ、米国にとって望ましい地域秩序をアジアに構築するにあたっての問題は、

米国との間に価値観の相違がある中国の存在ということになる。新アーミテージ・レポー

トは、中国問題を克服するために、３つのアプローチを同時並行的に進めることを提唱し

ている。第1のアプローチは、東アジアの安定が日米中関係に左右される状況から、三国

間の良好な関係作りに努めることである。第2のアプローチは、アジアに対する影響力を

保持するために、米国はアジアへの継続的な関与を維持するということである。第3のア

プローチは、民主主義的な諸価値の実現に成功したインドやオーストラリアを含むアジア

諸国が、他の諸国の範になると共に、民主主義的な諸価値や制度をアジアに定着させため

に、地域問題に積極的に参加することである。要するに、中国を疎外するのではなく、出

来るだけ良好な関係を維持しつつ、アジアに政治的自由、法の支配、自由市場等の民主主

義的価値を定着させることである。 

これら３つのアプローチから描き出される米国のアジア戦略の特徴は、第1期ブッシュ

政権で批判された対外政策における一国行動主義的な要素が消え、主要国間の協力の重要

性を強調し、米国がアジアにおいて影響力を保持するためには、従来一時的、あるいは気

まぐれ的であったアジアへの関与を持続的に維持しなければならないという認識にある。

米国が対テロ戦争に手こずっている間に、中国が国力の伸張を背景にアジアにおいて急速

に影響力を拡大するという状況が生まれ、米国はアジア戦略の再構築を迫られることにな

ったという認識が、新アーミテージ・レポートの根底にあると言うことが出来る。 

新アーミテージ・レポートは、グローバルな対テロ戦争というのは、間違った名称で、

その実態は、一部の過激派に対する戦いに過ぎずないと述べ、安全保障戦略上、長期的に

必要とされていることは、主要国間の協力の確保であると主張している。第2期ブッシュ
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政権の対外政策も国際協調的な傾向を示し始めているが、新アーミテージ・レポートは、

その傾向を一層徹底したものと言うことが出来る。しかし、米国がリーダーとして、国際

社会に民主主義的な価値の拡大を目指すという認識に変化はない。ただし、そこでは、価

値観を共有する諸国との提携が強調されている。 

そして、米国のアジア戦略において、中核を占めるのは、経済規模が依然、世界2位で

あり、民主主義的な諸価値を共有する日本との緊密な同盟である。旧アーミテージ・レポ

ートでは、米英間の特別な関係が日米同盟のモデルと述べていたが、新レポートは、日米

間における価値の共有を当然視しており、この面での日米関係の進歩を感じさせる。新レ

ポートは日米同盟の一層の強化を期待している。新レポートでは、同盟関係の強化とアジ

アに対する影響力の確保のための両国の行動指針を、日本が単独で行うもの、日米同盟に

関わるもの、日米の地域政策、日米の世界政策の４つのカテゴリーに分けて列挙されてい

るが、ここでは、注目すべき点として2つのことを挙げておきたい。 

１つは、経済についても、パートナーシップの濃さと深みを拡大すべきで、両国の利益

ということだけでなく、世界的にも地域的にも自由貿易と経済統合を進める中核として、

日米二国間の自由貿易協定の締結を提唱していることである。２つめは、日本は世界的な

影響力を持つ国であると述べ、日米間の安全保障分野での協力の拡大だけでなく、日本の

役割とそれについての自己認識の見直しが重要であるという指摘である。 

 

ギャップの克服 

新アーミテージ・レポートと同じく、米国政府の公式文書では、日本について必ずと言

っていいほど、日本は米国のアジア戦略の要と言及されるが、そのような日本とワシント

ンにおける日本の実際の存在との間にかなりのギャップがあるようである。最近東京で開

かれたシンポでは、元米政府高官から、日本が最も忠実な同盟国であるにもかかわらず、

米政府は日本に、日常レベルの信頼や継続的な協議の場を与えていないとか、日米関係は

非常に重要で多面的であるにもかかわらず、米政府の中に知日派がいるかいないかという

人的な要素に左右されがちという指摘があった。 

日本の重要性と存在の希薄さのギャップを埋める方策のひとつは、日本が明確な国家安

全保障戦略を持つことである。国家戦略を持たず、かつ、忠実な同盟国であれば、米国か

ら日本は、フォロアー(追随者)であると受け取られかねないことになる。米国が提起して

いる集団的自衛権の問題もあるが、真のパートナーシップは、それぞれが共通の価値観を

ベースにする国家安全保障戦略をもって向き合うことから始まると思われる。幸い、日本

では、2008年春に内閣に「国家安全保障会議」が創設されることになり、その下で、日本

の国家安全保障戦略が明確化され、日本が対外的により積極的に行動するようになれば、

今ある日米間のギャップは、かなり解消されることが期待される。             

 

(2007年3月 24日脱稿) 
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