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　2013 年 1 月に発足した第 2期オバマ政権は、2011 年末から 2012 年年
初にかけて明らかにした「アジア太平洋へのリバランス」を推進してい
るが、その一方で、さまざまな挑戦に直面しているのも事実である。そ
の一つが、2011 年以来、政権と共和党の間で争点となっている財政の
問題である。特に、2013 年には、連邦予算を一律に削減するための仕
組みである強制削減が発動され、国防省を含む連邦政府の活動を大きく
混乱させた。とりわけ、活動経費への影響が顕著であり、海軍艦艇の海
外展開の中止や、飛行訓練および部隊訓練の中止などの影響がみられた。
今後も、国防予算の削減が続けば、その影響が蓄積して軍の即応性を低
下させていくことが懸念されている。また、結果的に 2014 会計年度は
回避されたものの、強制削減が 2021 会計年度まで続き得ることを踏ま
え、さらなる国防予算削減のオプションを検討するため、国防省は「戦
略的選択・管理見直し」（SCMR）を実施し、戦力近代化と戦力規模維
持のトレードオフに留意しながら、検討を行った。その結果、いずれを
重視するアプローチをとっても、強制削減が完全実施されたレベルの国
防予算削減を吸収することは困難であるとの見解を示している。
　しかし、こうした困難にもかかわらず第 2期オバマ政権は、アジア太
平洋リバランスの方針を維持するべく努力を続けている。中東地域がエ
ジプト国内の政治的混乱やシリア情勢に揺れており、中東情勢の進展如
何によっては、アジア太平洋リバランスで想定されるような同地域への
資源の投入が行い得ないのではないかという問題も指摘されている。し
かしながら、2013 年の米国は、財政の制約を前提としながら、グロー
バルな大国として、他の地域へのコミットメントと並行してアジア太平
洋地域への関与強化のための施策を続けた。
　アジア太平洋リバランスを推進する上でオバマ政権が重視しているの
は、同盟国との 2国間・3国間関係に加え、ベトナム、インドネシア、
インドといった主要な域内諸国とのパートナーシップ関係の強化であ
る。さらに、東南アジア諸国連合（ASEAN）を中心とする域内多国間
制度との連携強化も重視されている。特に、東アジア首脳会議（EAS）
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や域内外の主要 18 カ国が参加する拡大ASEAN国防相会議（ADMM
プラス）は、将来的に地域的問題の解決メカニズムとして発展すること
が期待されている。オバマ政権は、リバランスにおいて中国との生産的
で建設的な関係の構築も目指しており、政府高官レベル協議や軍事交流
を通じた対話を継続的に推進している。さらに米国は、強制削減にもか
かわらず、オーストラリアへの海兵隊のローテーション展開やシンガ
ポールへの沿海域戦闘艦（LCS）の展開といった、アジア太平洋でのプ
レゼンス強化のための施策を引き続き推進している。

  １　2013 会計年度強制削減と国防予算削減

（１）強制削減とその影響
　2013 年 1 月に発足した第 2期オバマ政権は、2011 年末から 2012 年年
初にかけて明らかにした、米国の外交・安全保障上の力点をアジア太平
洋地域に移す、いわゆるアジア太平洋リバランスを推進しているが、そ
の上でさまざまな挑戦に直面しているのも事実である。その一つが
2011 年以来、政権と共和党の間で争点となってきた連邦予算の削減で
ある。特に、2013 年に現実のものとなり影響を与えたのが連邦予算を
自動的かつ一律に削減するための仕組みである「強制削減」（セクエス
トレーション）であった。
　2013 年に強制削減が行われることは、これを盛り込んだ 2011 年予算
管理法が成立した 2011 年 8 月 2 日の時点で十分予見できた。さらには、
同年 11 月 21 日、赤字削減に関する合同特別委員会が、1.5 兆ドルの赤
字削減を目指した法案の取りまとめを断念したため、同法の規定により
2013年 1月 2日には、強制削減が発動されることとなっていた。しかし、
国防省、さらには行政府全体が、議会にこそ法律改正を含め強制削減を
回避するための手立てを講ずる責任があるとして、強制削減に対応する
ための具体的な計画を立てないとの立場を維持していた。そのため、国
防省が強制削減実施のための準備に取りかかったのは、2012 年 12 月上
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旬になってからであった。
　そして、2012 年末にオバマ政権と共和党との間で行われた「財政の崖」
に関する交渉の結果、いったんは強制削減の実施期日が 2013 年 1 月 2
日から 3月 1日まで 2カ月延期されたものの、強制削減回避のための合
意はならず、3月 1日、バラク・オバマ大統領が強制削減の実施を命じ
るに至った。このように、2013 年に行われた強制削減は、国防省とし
ても準備に割いた時間が少ない中で、2013 会計年度が 2012 年 10 月に
始まってから 5カ月過ぎた 3月の段階で実施され、取捨選択の余地も少
ないため混乱を生じさせたのである。
　今回の強制削減では、国防省予算については、2013 会計年度予算と

表7-1　2013会計年度において実施された国防省予算の強制削減

予算科目

2013
会計年度

歳出法による
予算額（A）

2013年
災害援助

歳出法による
予算額（B）

前年度からの
繰越額（C）

予算総額
（A＋B＋C） 強制削減額 削減率

軍人人件費
（注2） 149,651,297 0 0 149,651,297 0 0

作戦・
メンテナンス費 272,700,307 62,825 9,485,065 282,248,197 20,326,929 7.2%

調達費 109,768,325 1,310 36,748,595 146,518,230 9,790,040 6.7%

研究開発試験
評価費 69,592,266 0 4,973,013 74,565,279 6,054,830 8.1%

軍事建設費 8,937,713 24,235 9,649,418 18,611,366 820,913 4.4%

その他 4,380,294 24,200 1,361,291 5,765,785 224,106 3.9%

総計 615,030,202 112,570 62,217,382 677,360,154 37,216,818 5.5%

（注 1）�予算分類上の「国防」（分類番号 050）には、国防省の予算（同 051）だけでなく、エネルギー
省（DOE）の核兵器関連予算（同 053）、その他の国防関係（同 054）として連邦捜査局な
どの予算の一部が含まれている。なお、「国防」中、国防省予算が 95%程度を占めている。

（注 2）�「軍人人件費」は強制削減から免除された。強制削減の対象となった予算総額（「軍人人件費」
を含まない）に対する削減率は約 7.1%となる。

（出所）�Office�of� the�Under�Secretary�of�Defense�（Comptroller）,�Department of Defense Report 
on the Joint Committee Sequestration for Fiscal Year 2013 （Washington,�DC,�2013）,�pp.�
1A,�2A,�3A,�4A,�6A をもとに執筆者作成。

（単位：千ドル）（注 1）
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前年度からの繰越分を含めた予算総額、約 6,774 億ドルから、その 5.5%
にあたる372億ドル分が削減された。ただし、すべてが削減の対象になっ
たわけではなく、2011 年予算管理法の規定に基づき、国防省予算の全
体の 2割を占める軍人人件費が強制削減の対象から除外されていた。そ
のため、他の科目の国防予算にしわ寄せが来たことは否めない。特にそ
の影響が顕著だったのが作戦・メンテナンス費であり、海軍艦艇の展開
が中止されるとともに、中東への展開が予定されたハリー・S・トルー
マン空母打撃群（CSG）の出航が 2月から 7月に順延された。こうした
予算の制約から艦艇の展開に影響が出る中で、2013 会計年度の海軍艦
艇全体のうち海外に展開している平均隻数は、保有艦艇 285 隻中 95 隻
となり、前年度の 105 隻から 10 隻程度の減少となった。
　さらに強制削減は有事における緊急増派の能力に影響を与えたといわ
れる。海軍は通常、CSGと強襲揚陸艦を中心とする揚陸即応群（ARG）
を、大規模戦闘作戦が可能な態勢で太平洋と中東にそれぞれ 1個ずつ展
開しているのに加えて、必要に応じて、本土にCSGと ARGを 3個ずつ、
1週間程度で出航できる態勢を維持している。それが強制削減の影響に
より各 1個群まで低下しているという。
　空軍についても、33 個の飛行隊が飛行停止になることにより練度が
低下したと指摘されている。また、陸軍についても、実戦さながらの対
抗演習を行うことで、陸軍部隊の練度維持を図ってきた戦闘訓練セン
ター（CTC）での実動訓練がアフガニスタンに展開する部隊を除いて
はすべて取りやめることとされ、当初計画の 3分の 1にあたる 7個旅団
分が中止になった（表 7-2 参照）。
　ただし、今回の強制削減にもかかわらず、アフガニスタンにおける作
戦のための予算は強制削減の影響を受けないよう配慮され、展開してい
る部隊への予算はもちろん、展開予定の部隊の訓練には優先的に予算が
割り当てられている。また、第 3節で見るように、短期的に見ればアジ
ア太平洋リバランスにも大きな影響は及んでいないようである。しかし
ながら、部隊の練度維持に必要な訓練が中止になり、アフガニスタンで
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の作戦で損耗した装備の補修が先送りにされるような事態が続けば、そ
の影響が蓄積し、軍の即応性が全体的に低下することが懸念されている。
　2014 会計年度についても、2013 会計年度と同等の規模の強制削減が
繰り返され、より深刻なダメージを与えることが懸念された。2014 会
計年度以降の強制削減は、2013 会計年度とは異なり、一定額を予算総
額から削減する方法ではなく、「国防」および「非国防」カテゴリーの「裁
量経費」（連邦予算から「義務経費」である社会保障費などを差し引い

（出所）�下院軍事委員会公聴会（2013 年 9月 18日）、上院軍事委員会公聴会（2013 年 11月 7日）
提出各軍資料などをもとに執筆者作成。

表7-2　各軍に対する強制削減の主な影響

陸軍

・7個旅団のCTC実動訓練中止（当初計画分の3分の 1に相当）
・�アフガニスタンやイラクでの作戦に使用した装備品の補修（リセット）の次年度以
降への繰り延べ（航空機172機、車輌900両、武器2,000点、通信機材1万点。
7億 1,600 万ドルに相当）

・前年度展開しなかった部隊の定期整備の削減
・整備関係文民・契約職員約2,600人の解雇
・事前集積装備の整備・更新の延期
・基礎研究委託予算の半減（120大学に影響）
・将校の早期除隊
・基地維持費の20億ドル削減（歴史的な平均額からの7割減）

海軍

・5隻の艦艇の展開中止
・�増派能力の低減（1週間以内に増派できるCSGと ARGが通常 3個群ずつである
ところ、1個群ずつに削減）

・ハリー・S・トルーマンCSGの展開の6カ月遅延
・失火により損傷した攻撃型原子力潜水艦マイアミのスクラップ決定
・施設修復・近代化経費約30%削減
・基地業務の約20%削減
・ブルーエンジェルズの展示飛行中止、フリートウィークへの参加中止

空軍

・�31個飛行隊の飛行停止（戦闘任務指定の13個飛行隊含む）、7個飛行隊につき基
礎的な離着陸訓練に限定

・�航空機メンテナンスの18%削減、重要施設（滑走路、誘導路を含む）の補修繰り
延べ

・�演習の中止（レッドフラッグ13-4（7月予定）、レッドフラッグ・アラスカ13-2
（4月予定）、ノーザンエッジ（6月予定））
・F-35A戦闘機の2013会計年度調達数を24機から 19機に削減
・サンダーバーズの展示飛行中止

海兵隊
・航空機22機の補修処整備の繰り延べ
・施設維持費削減
・エアショーなどの中止

国防省全体
・�文官職員（約77万 7,000 人の国防省文官職員のうち約64万人）につき、6日間
（48時間）の一時帰休（7月 8日～ 8月 17日にかけて実施。同期間の給与の2割
減に相当）

233-260_7章.indd   238 14.3.14   0:08:26 PM



第7章　米国――試されるアジア太平洋へのリバランス

239

た政策経費）に対して
2011 年予算管理法で
定められた上限を、歳
出法により認められた
予算額が上回った場合
に、予算額を限度内に
収めるため、それぞれ
のカテゴリーにおいて
予算科目ごとに自動的
かつ一律の割合で削減するという形で行われる。
　しかし、12 月 10 日、上下両院間で設置された予算に関する両院協議
会において2014および2015会計年度の予算の基本方針で合意が成立し、
これを受けて、同月 26 日「2013 年超党派予算法」が成立した。同法に
より、上記の 2011 年予算管理法で設けられた「国防」および「非国防」
カテゴリーの「裁量経費」の上限が、2014 会計年度はそれぞれ約 200
億ドル、2015会計年度は約90億ドル分引き上げられたのである（例えば、
2014 会計年度の「国防」カテゴリーの上限は、4,981 億ドルから 5,205
億ドルへ、2015 会計年度については、5,120 億ドルから 5,213 億ドルへ
と引き上げられた）。さらに、その後成立した「2014会計年度包括歳出法」
により、2014 会計年度の予算額を、上記の「裁量経費」上限に合わせ
ることとしたため、2014 会計年度において強制削減が行われることは
なくなった。しかし、強制削減という形で自動的・一律に予算が削減さ
れることはなくなったものの、包括的歳出法において「国防」カテゴリー
で認められた金額は、当初の大統領予算教書上の要求額を約 335 億ドル
下回っており、厳しい予算制約下にあることに変わりはない。

（２）「戦略的選択・管理見直し」と今後の米国の国防体制
　強制削減は法律により廃止されない限り 2021 会計年度まで繰り返さ
れ得る。こうした状況を念頭に置けば、国防省としてもさらなる国防予
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算削減のインパクトを分析し、これに対応するための削減オプションを
検討することが必要になる。そのために、2013 年 3 月 15 日、チャック・
ヘーゲル国防長官が国防省に実施を命じたのが SCMRであった。
　ただし、SCMR自体はなんらかの決定を行うものではなく、2015 会
計年度予算要求作成にあたっての国防長官の指針の「枠組み」と 2014
年の「4年毎の国防計画の見直し」（QDR）の「基盤」を提供し、あく
まで不透明な予算状況において国防長官が決定を行う上でのオプション
を準備しておくためのものと位置付けられていた。SCMRの検討結果は、
当初の期日とされた 5月 31 日から 2カ月遅れの 7月 31 日にヘーゲル国
防長官から公表され、8月 1日には議会に対しても説明が行われた。
　SCMRでは「効率化」と「報酬削減による節減」を通じた国防予算
削減がまず検討された。効率化については、国防長官府、統合参謀部、
各統合軍司令部の予算 2割減や、国防長官直轄組織の統廃合、各統合軍
の情報分析部門の削減などにより、2015 ～ 2023 会計年度で最大 900 億
ドルの削減が可能と指摘している。一方、報酬削減による節減について
は、軍の医療制度、住宅手当制度、地域手当、給与増の抑制策に加え、
さらに大幅な削減案として、文官公務員となった退役軍人への文民年金
の支給停止、コミサリー（米軍基地内に設置された軍人・軍属とその家
族用のスーパーマーケット）への補助金停止、失業手当の制限も俎上に
載せられ、これらで、今後 10 年間で 1,000 億ドルの国防費削減が可能
であるとした。
　ただし、SCMRは、効率化と報酬削減による節減だけで強制削減が
完全実施されるレベルの国防予算削減を行うことは難しいとし、より本
質的な議論として、戦力規模と近代化プログラム（研究開発と装備調達）
の 2つをトレードオフの関係にとらえ、①戦力近代化を優先して規模を
縮小するアプローチと、②近代化を遅らせても戦力規模を維持するアプ
ローチ、の 2つを軸に将来の戦力組成の在り方について検討を行った。
　SCMRに関するヘーゲル国防長官の説明では、戦力近代化を優先す
るアプローチにおいては、陸軍の現役兵力を 38 万～ 45 万人まで削減
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（2013 会計年度国防予算要求の際に明らかにされた計画では、ピークで
あった 2010 会計年度の 57 万人から 2017 会計年度に 49 万人まで削減）、
現在の空母 11 隻体制を 8～ 9隻まで削減、海兵隊を 15 万～ 17 万 5,000
人まで削減（前述の計画では 2010 会計年度の 20 万 2,000 人から 2017
会計年度に 18 万 2,100 人まで削減）するとともに、旧式の爆撃機を退
役させることになる。一方で、近代化を進める観点から、接近阻止・領
域拒否（A2/AD）脅威に対応するための能力として、長距離打撃シス
テム群、潜水艦発射巡航ミサイル近代化改修、統合打撃戦闘機（JSF）
計画などが維持される。結果として、このアプローチでは、米軍が「技
術的には優勢」であるものの、より小規模になるため、特に危機が同時
発生した場合の対応が困難になることが懸念されている。
　他方で、戦力規模の維持を優先するアプローチでは、地上軍、艦艇、
航空機の削減を限定的にすることで地域への戦力投射やプレゼンス維持
に活用できる戦力を維持しようとする一方で、近代化のプログラムを削
減するため、「10 年間にわたる近代化の休日」となり、やがて装備旧式
化により技術的に進んだ敵に対処することが一層難しくなることが懸念
される。
　SCMRのこうした戦力近代化と戦力規模のトレードオフを軸に国防
費削減をとらえる考え方は、議論を単純化すれば、現在と将来のいずれ
におけるリスクをより多く受け入れるかという選択でもある。こうした
トレードオフに着目した分析は政府部外でもなされた。ワシントンの 4
つの主要シンクタンクであるアメリカンエンタープライズ研究所
（AEI）、新米国安全保障センター（CNAS）、戦略予算評価センター
（CSBA）、戦略国際問題研究所（CSIS）により実施された「戦略的選択
演習」では、各研究所を代表する専門家チームが、2014 ～ 2023 会計年
度の 10 年を対象として強制削減完全実施と半分実施の 2つの予算削減
シナリオに基づく国防予算削減案を策定した。戦略的選択演習の成果は、
SCMRの当初の期日に先立つ 5月 29 日に公表された。
　同演習を主催した CSBAの資料によれば、参加したシンクタンクの
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予算削減案と SCMRを比較すると、SCMRとの類似点もある一方で、
シンクタンクの削減案の方が「戦力組成と将来能力のより大幅な削減を
回避するため、即応性においてより大きな短期的なリスク」を受け入れ、
国防省の「能力ポートフォリオ」をリバランスするために「すでに認め
られた既存のプログラムを超えた相当の新しい投資」を行おうとしてい
るなどの違いが見られるという。すなわち、戦略的選択演習に参加した
シンクタンクの削減案の方が、将来のリスクに備えるため、短期的によ
り大きなリスクを取るものとなっているようである。
　たしかに、演習に参加したシンクタンクの予算削減案を見ると、近代
化の予算を捻出するために、文官についても 8万～ 26 万人の大幅な人
員削減を提案している。国防省の文官職員は、装備メンテナンス、医療、
家族支援、基地業務など多岐にわたる業務に従事しているが、その人数
は、2001 会計年度の 65 万人から 2013 会計年度の 77 万 7,000 人まで 2
割近い増加を示し、何らかの削減が必要であることは政府部外の専門家
からも指摘されているが、SCMRの削減案では特段言及されていなかっ
た。現役兵員についても、現在の定員 140 万人を 100 万～ 110 万人にま
で削減することが提案されていた。さらに、非ステルスの戦術航空機・
爆撃機を大幅に削減する一方で、ステルス無人機、新型ステルス爆撃機
に優先的に予算を振り向けることを提唱しているほか、空母について
SCMRを上回る 4隻までの削減が盛り込まれている一方で、潜水艦能
力の強化が提唱されている。また、サイバー戦能力についても増額が主
張されている。
　当然、こうした戦力規模を犠牲にして戦力近代化を進めるというアプ
ローチはリスクを伴う。例えば CSIS の提案は、陸軍の現役兵力を 32
万 7,000 人まで削減するなど、4つのシンクタンク案の中で地上軍の削
減幅が最も大きいが、これは中東からの「戦略的退却」を前提としてお
り、そのこと自体が「戦略的リスク」になると認めている。他方で、
AEI の削減案は空母を 8隻まで削減することを提案しているが、これ
により湾岸地域に「定期的な空母のプレゼンスがなくなる」ことを明記

233-260_7章.indd   242 14.3.14   0:08:28 PM



第7章　米国――試されるアジア太平洋へのリバランス

243

している。
　なお、SCMR自体は「困難な予算シナリオに直面してわが軍と組織
の形を変えていくためのオプションを特定する」ものであり、何らかの
具体的決定を行うものではなかった。しかし、今後の強制削減の継続を
前提とした具体的な削減案が、部分的であるが国防省関係者からも明ら
かにされている。
　例えば、すでに明らかにされている陸軍と海兵隊の定員削減を、計画
より早期に行う、あるいは、より踏み込んで行うことである。従来の計
画では、2017 会計年度中に陸軍の現役部隊の定員を 49 万人まで、海兵
隊の現役部隊の定員を 18 万 2,100 人まで削減する予定であった。これ
に対し陸軍は、上記の削減を 2年前倒しの 2015 会計年度中に行うこと
としている。一方の海兵隊は、限られた予算で即応性を維持するため
17 万 4,000 人まで踏み込んで削減する計画を明らかにしている。
　今後も予算削減が継続する見通しの中では、戦力規模と即応性もト
レードオフの関係でとらえられている。陸軍は、展開しない部隊につい
て、高い即応性を維持した部隊と比較的低い即応性に置く部隊を分ける
「階層的即応性システム」（作戦戦力のうち 20%のみを適切な即応性に
置く）を導入せざるを得なくなるという見通しを明らかにしている。他
方で、危機対応を任務とする海兵隊は、たとえ展開しない部隊であって
も短時間での展開を求められるため、同システムを「受け入れられない」
ものとしている。空軍については、今後のさらなる削減に際して、「高
度に争われる環境において作戦を行うことが求められる、グローバルな
長距離能力としてマルチロール・プラットフォームを優先」し、これに
該当しない航空機については数の削減ではなく、同一機種全部を廃止す
る方針を示している。
　海軍については、強制削減が今後も継続する場合の戦力を「2020 年
の艦隊」として示している。これによると、2014 会計年度国防予算要
求において 2020 会計年度までに 295 隻の艦艇を保有する計画であると
ころ、強制削減が続く場合、これが 255 ～ 260 隻まで減少（CSG と
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ARGについては現行でそれぞれ 11 個群とするところを 9～ 10 個群に
削減）するという見通しを示している。この場合、前方展開された艦艇
数を現在の 95 隻から 115 隻まで増大させる計画が実現できなくなり、
また、アジア太平洋への展開艦艇数が増加できなくなるか、あるいは中
東への CSG のプレゼンスがない期間が年に 2～ 3 カ月生じることにな
るという。
　そうした中、ヘーゲル国防長官は、11 月 5 日に CSIS で行った講演に
おいて、潜在的な敵対者がより高度な能力に投資を行い、米軍の行動の
自由やアクセスを阻害しようとしている中、米国が「決定的な技術的優
位」を維持することが重要であり、「より旧式な装備を持ったより大規
模な戦力より、より小規模で、近代的で能力の高い軍を優先する」と述
べている。これらを総合すると、軍種ごとの力点の違いは見られるもの
の、より大きく戦力規模の削減に踏み込むとともに、将来的な戦力近代
化を優先することが重視されつつあるようにみえる。今後、米国が財政
の制約の中で、どのような戦略的な選択を行っていくのか注目される。

  ２　第 2 期オバマ政権におけるアジア太平洋リバランス

（１）グローバルなコミットメントにおけるリバランス
　第 1節で述べたような強制削減が行われる状況においても、オバマ政
権はアジア太平洋リバランスを進めようとしている。しかし、イラクや
アフガニスタンでの「現在の戦争」の収束にもかかわらず、中東地域は
エジプト国内の政治的混乱やシリア情勢に揺れており、中東情勢の進展
如何によっては、アジア太平洋リバランスで想定されるような同地域へ
の資源の投入が行い得ないのではないかという問題も指摘されている。
　実際、再選後、オバマ政権が国家安全保障チームの陣容を刷新して外
交を始動させると、同政権の力点がアジア太平洋よりむしろ中東にある
のではないかというという疑問を裏付けるような行動も見られた。政権
2期目におけるオバマ大統領の最初の訪問地は中東であったし、2013 年
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2 月に就任したジョン・ケリー国務長官は、半年間で 9回も欧州と中東
を訪れたほか、ヘーゲル国防長官の最初の外遊先も中東であった。また、
シリア問題に関しては、2013 年 8 月、アサド政権が化学兵器を使用し
たという報道を契機として、米国による軍事行動の可能性が高まる事態
にまで発展した。しかし、オバマ政権が議会に軍事行動の承認を求める
ことで、結果的に議会の判断を待つ形になり、さらには、ロシア提案を
受けて、2014 年前半までにシリアが保有する化学兵器すべてを廃棄す
るという枠組みについてロシアとの間で合意が成立した。これにより米
軍によるシリア軍事介入の可能性は遠のくこととなったが、シリアにお
ける内戦が収束する目途は立っておらず、米国の関与がどうなるか予断
を許さない。
　しかし、グローバルな大国である米国にとって他の地域の安全保障へ
のコミットメントを続けることは当然であり、アジア太平洋か中東か、
という二者択一の選択ではない。2013 年 6 月、IISS アジア安全保障会
議（シャングリラ会合）に出席したヘーゲル国防長官は「米国は、地球
規模で同盟国、利益と責任を有」し、「アジア太平洋リバランスは世界
の他の地域からの退却を意味しない」と述べ、ジョセフ・バイデン副大
統領も「大国である」米国がアジア太平洋リバランスを推進しながら、
中東や欧州という他の地域にも、並行して関与することは可能であると
述べている。さらに、次節で見るように、2013 年の米国は、財政の制
約にもかかわらず、アジア太平洋リバランスとして打ち出された同地域
への関与強化のための施策を進めている。欧州や中東地域に対するコ
ミットメントも、アジア太平洋リバランスと並んで、グローバルパワー
である米国にとって重要な課題であり、資源が限られていることを前提
にグローバルなコミットメントを維持するのであれば、ヘーゲル国防長
官がシャングリラ会合で指摘した軍事力を含む米国が持つ資源の「賢明
で、分別がある、そして戦略的な使用」がますます必要とされているこ
とは明らかであろう。
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（２）アジア太平洋リバランスの特徴
　2012 年初にかけて打ち出されたアジア太平洋リバランスであるが、
それが具体的に進められるに従い、その特徴が明らかになってきた。第
1に、トーマス・ドニロン国家安全保障問題担当大統領補佐官が、アジ
アソサエティで行った演説（2013 年 3 月 11 日）で「オバマ政権は発足
当初から、地域制度の発展と強化に向けて協調した取り組みを行ってき
た」ことを強調しているように、同盟国だけでなく、その他の地域諸国
との関係強化や EAS への正式参加、ADMMプラスへの積極的な関与
などに見られるASEANを中心とした地域制度との多層的で幅広いパー
トナーシップ構築を目指していることである。このようなアプローチを
採る背景として、この地域における安全保障上の課題が、その性質上、
米国単独で解決することが難しいことがあげられる。すなわち、北朝鮮
問題、南シナ海における領有権問題、大量破壊兵器の拡散問題、さらに
は大規模自然災害などの問題に対応する上では、関係諸国や地域制度と

図 7-1　 オバマ第 2 期政権における大統領、副大統領、国務長官による外遊
実績（2013 年）

ケリー国務長官（5 月 6～9 日：
ロシア、イタリア）／ケリー国務
長官（5月 13～15日：スウェー
デン）／オバマ大統領（6 月 17
～19日：北アイルランド、ドイツ）
／オバマ大統領（9 月 4～6 日：
スウェーデン、ロシア）／ケリー
国務長官 9 月 6～9 日：リトア
ニア、フランス、英国）／ケリー
国務長官（10 月 20～24 日：フ
ランス、英国、イタリア）／ケリー
国務長官（11 月 22～25 日：ス
イス、英国）

オバマ大統領（6 月 26
日～7月 3日：セネガル、
南アフリカ、タンザニア）
／オバマ大統領（12 月
9～10日：南アフリカ）

ケリー国務長官（2月 24日～3月 5日：英国、ドイツ、フランス、イタリア、トルコ、エジプト、
サウジアラビア、UAE、カタール）／ケリー国務長官（3月 19～27日：イスラエル、ヨルダン、
イラク、アフガニスタン、フランス）／ケリー国務長官（4月 19～24日：トルコ、ベルギー）
／ケリー国務長官（9 月 11～16 日：スイス、イスラエル、フランス）／ケリー国務長官
（11月 2～11日：エジプト、サウジアラビア、ポーランド、イスラエル、ヨルダン、スイス、
UAE）／ケリー国務長官（12月 2～6日：ベルギー、モルドバ、イスラエル）

欧州・中東

オバマ大統領（3 月 20～
23 日：イスラエル、パレ
スチナ自治区、ヨルダン）
／ケリー国務長官（7 月
15～19日：ヨルダン）

中東
バイデン副大統領（12 月
2～6日：日本、中国、韓国）

東アジア
ケリー国務長官（5 月 20
～28 日：オマーン、ヨル
ダン、イスラエル、エチ
オピア、フランス）

欧州・中東・アフリカ

ケリー国務長官（7 月 30
日～8 月 3 日：英国、パキ
スタン）

欧州・南アジア

ケリー国務長官（6 月 21 日～
7 月 3 日：カタール、インド、
サウジアラビア、クウェート、
ヨルダン、イスラエル、ブルネ
イ）／ケリー国務長官（12 月
11～18 日：イスラエル、ベト
ナム、フィリピン）

中東・東／南アジア

アフリカ

欧州

オバマ大統領（5 月 2～4 日：メ
キシコ、コスタリカ）／ケリー国
務長官（6月4～5日：グアテマラ）
／ケリー国務長官（8 月 11～13
日：コロンビア、ブラジル）

中南米

ケリー国務長官（4 月 6～15
日：トルコ、イスラエル、英国、
韓国、中国、日本）／ケリー国
務長官（10月1～14日：日本、
インドネシア、ブルネイ、マレー
シア、アフガニスタン、英国）

東アジア・中東・欧州

（出所）ホワイトハウスおよび国務省公表資料をもとに執筆者作成。
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の協力関係を深め、地域諸国の対応能力を向上させることが重要となる。
オバマ政権は、パートナーシップ・アプローチを通じて、問題解決に向
けた地域諸国の能力構築支援や平和的な紛争解決メカニズムの形成を追
求している。
　リバランスの第 2の特徴は、とりわけ東南アジアがその焦点となって
いるということである。ドニロン大統領補佐官は「米国はアジア太平洋
にリバランスしているだけでなく、東南アジアにおいて高まる重要性を
認識しながらアジアの域内においてもリバランスしている」ことを明言
しているが、オバマ政権は、ベトナムやフィリピンをはじめとする同地
域の諸国との 2国間協力を重視し、積極的に推し進めている。こうした
姿勢の背景には、同地域が経済的にも重要であると同時に、南シナ海問
題をはじめとする将来的な地域秩序の安定に関わる問題を抱えているこ
とも大きく影響していると考えられる。
　さらなる特徴として、ドニロン大統領補佐官が「リバランスはワシン
トンにおける最も価値のある財に反映されている。それは大統領の時間
である」と述べているように、オバマ政権は、大統領をはじめ政府高官
が直接この地域を訪れることを重視している。実際、2013 年における
ケリー国務長官やヘーゲル国防長官のアジア太平洋地域への訪問は両者
共に3回を数えており、3カ月に一度のペースとなっている。このように、
政府高官の積極的な外交的プレゼンスを通じて、アジア太平洋を米国が
重視する姿勢をあらわそうとしている。その意味において、2013 年 10
月上旬に予定されていた、オバマ大統領のアジア太平洋経済協力
（APEC）首脳会議および EAS への出席が、2013 年 10 月に生じた政府
機関閉鎖のため中止され、マレーシアやフィリピンへの訪問が延期され
たことは、オバマ政権としては不本意な出来事であった。
　このアジア歴訪延期の発表は、第 2期オバマ政権におけるアジア太平
洋リバランスの継続性に対する疑念を外交専門家の間で深めることと
なった。それまでも、ドニロン大統領補佐官による 3月の演説以降、米
国のアジア太平洋政策についての主要な演説は行われず、ダニエル・ラッ
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セル国務次官補（東アジア・太平洋問題担当）が就任したのも前任のカー
ト・キャンベル次官補が退任してから 5カ月後の 7月 12 日であった。
　このような疑念を払拭すべく、7月 1日にドニロン大統領補佐官の後
任に就任したスーザン・ライス大統領補佐官は、2013 年 11 月 20 日、
ジョージタウン大学において「アジアにおける米国の将来」と題して演
説を行った。これは、10 月の政府機関閉鎖後初めてとなる政府高官に
よるアジア演説であった。この中でライス大統領補佐官は、2014 年 4
月にオバマ大統領がアジア太平洋地域を訪問することを明らかにした。
その上で、アジア太平洋リバランスがオバマ政権の対外政策の礎である
と位置付け、「どこで紛争が起ころうとも、米国はこの重要な地域への
永続的なコミットメントを深化させる」と強調した。さらに、アジア太
平洋において①安定した安全保障環境の構築、②開放された透明性のあ
る経済環境の構築、③自由な政治環境の構築、を目指すという政策目標
を提示した。ジョージタウン演説は、オバマ第 2期政権としてアジア政
策の目標を体系的に明示した初めてのものであり、同政権がさまざまな
困難にもかかわらず、アジア太平洋リバランスを追求する姿勢を明確に
示したといえよう。

  ３　アジア太平洋リバランス戦略の進展

（１）地域諸国および ASEAN との関係強化に向けた取り組み
　オバマ政権は、アジア太平洋リバランスの一環で、日本や韓国、オー
ストラリアをはじめとする同盟国との関係強化に取り組むと同時に、ベ
トナム、インドネシアといったASEAN諸国、さらにはインドとの協
力関係も強めている。
　日本との間では、2013 年 10 月 3 日、ケリー国務長官やヘーゲル国防
長官が訪日し、外交・防衛担当の日米 4閣僚が初めて日本に集まっての
日米安全保障協議委員会（「2＋ 2」）が開催された。同協議では、日米
同盟の基礎となる取り組みとして、① 1997 年に策定された日米防衛協
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力のための指針（ガイドライン）の見直し、②安保・防衛協力の拡大、
③在日米軍再編を支える新たな措置を両国政府が協力して実施するこ
と、が合意された。また、米国政府は、国家安全保障会議の設置をはじ
めとする日本の安全保障政策に関する取り組みを歓迎し、2国間の安全
保障および防衛協力を継続して強化することや、海洋安全保障や能力構
築支援を通じて地域的関与についても日本と連携しながら取り組む姿勢
を明らかにした。
　さらに、「2＋ 2」では国際規範への挑戦や平和と安全に対する脅威に
日米同盟が対処できる態勢を整えることについても合意した。特に、中
国に対しては、地域の安定と繁栄において責任ある建設的な役割を果た
すことや、国際的な行動規範を順守すると同時に軍事上の近代化に関す
る開放性・透明性を向上させるよう引き続き促していくという認識で一
致した。
　2013 年に米韓相互防衛条約 60 周年を迎えた韓国との間では、同年 10
月 2日にヘーゲル国防長官が訪韓し、第45回米韓安全保障協議会（SCM）
が開催された。フィリピンとの関係では、同年 8月にフィリピン軍施設
の米軍使用の拡大に関する協議が開始された。8月 29 日にフィリピン
を訪れたヘーゲル国防長官は、ベニグノ・アキノ 3世大統領、ヴォルテ
ル・ガズミン国防相、アルバート・デル・ロサリオ外相と相次いで会談
し、同国に対する米軍のローテーション展開に関する枠組み協定などに
ついて意見を交わした。
　特に日本や韓国、オーストラリアとの間では、2国間枠組みに加え 3
国間枠組みにおける対話も定着しつつある。日米韓の枠組みでは、2013
年 6 月 1 日にシンガポールにおいて日米韓防衛相会談が開かれたのに続
き、同年 7月 1日には、日米韓外相会談がブルネイにおいて行われ、北
朝鮮問題やグローバルな問題への連携した対応、3国間協力の推進につ
いて合意した。日米豪の枠組みでは、2013 年 6 月 1 日に日米豪防衛相
会談がシンガポールにおいて開催されたほか、7月 2日には安全保障に
関する日米豪宇宙協議がワシントンにおいて行われた。また同年 10 月
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4 日には、第 5回日米豪閣僚級戦略対話（TSD）がバリにおいて行われ、
地域情勢や海洋安全保障などについて話し合われた。
　ベトナムとの関係においては、2013 年 7 月 25 日、初めてワシントン
を訪れたチュオン・タン・サン越国家主席とオバマ大統領との間で首脳
会談が開催された。会談後に発表された共同宣言では、政治・経済・防
衛および安全保障問題に関する幅広い 2国間協力メカニズムの構築を目
指すことが示された。さらに同宣言には、両国間の包括的パートナーシッ
プの推進に向けた 2国間防衛対話の継続的な実施や、捜索救難および災
害救援のような能力向上に向けた協力の実施、ベトナムの平和維持活動
（PKO）への参加に対する米国の支持といった項目が盛り込まれた。
　その後、10 月 1 日にはワシントンにおいて第 6回米越政治・安全保障・
防衛対話が行われた。トム・ケリー国務次官補（政軍問題担当）代行、ハ・
キム・ゴック外務次官らが参加した同対話では、米越原子力協定に関す
る交渉の進展、さらなる不拡散措置の推進、人道支援・災害救援（HA/
DR）に関する海上法執行を含む 2国間の防衛・安全保障協力の強化に
ついて合意された。10 月 10 日には、ベトナムを訪れたケリー国務長官
とファム・ビン・ミン外相が米越原子力協定に仮調印し、ケリー国務長
官は、「同協定が両国の企業に多大なチャンスをもたらす」として、防
衛協力だけでなく経済的にも両国間の関係が強化されていることを強調
した。
　米国はインドネシアとの協力関係も引き続き強めている。2013 年 8
月 24 日にはヘーゲル国防長官が同国を訪れ、米・インドネシア合同委
員会が開催された。同委員会の枠組みで行われた安全保障作業グループ
では、余剰防衛装備品（EDA）プログラムを通じたF-16 戦闘機の売却、
有償援助（FMS）を通じたマーベリック空対地ミサイルの売却、アパッ
チ攻撃ヘリの売却をはじめ、軍事部門の組織管理の効率的な手法に関す
る情報共有やインドネシア政府の主導する改革の支援を目指した協議枠
組みとして「防衛計画対話」の創設が合意された。
　アジア太平洋リバランスにおいては、東南アジア地域に隣接するイン
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ド洋や南アジア地域の重要性も高まっている。2013年 6月 23日、ケリー
国務長官が就任後初めてインドを訪れ、第 4回米印戦略対話を開催し、
経済・文化・安全保障などの幅広い分野について協議が行われた。また、
同年 7月 22 日からはバイデン副大統領が同国を訪れ、マンモハン・シ
ン首相をはじめ経済界の代表らと会談を行った。
　オバマ政権は米印関係を「21 世紀を規定する主要なパートナーシッ
プの一つ」として重視しており、2009年11月のシン首相の訪米を受けて、
翌 2010 年 11 月にはオバマ大統領自身が訪印している。2013 年 9 月 27
日には、国連総会に出席するために訪米していたシン首相がワシントン
を訪れ、オバマ大統領と会談した。この会談後に発表された共同宣言で
は、米印間の防衛協力を今後も強化していくことに加え、他のアジア太
平洋諸国と連携を強化していくことが示された。特に、日本や中国、
ASEANとの協力拡大も含めて「地域的な多国間制度が、共通の問題の
解決に向けた国際ルールや規範を形成する効果的な協議体として発展す
ることを支持する」という点で一致した。米国としては、EAS や
ADMMプラスといった地域的な多国間枠組みにも参加するインドが、
地域制度の機能強化に大きな役割を果たすことを期待している。
　オバマ政権は発足以来、ASEANを中心とした多国間制度を重視し、
積極的に関与している。ヘーゲル国防長官は、シャングリラ会合での演
説において「地域制度が、協力についての話し合いから、共通の問題に
対する真の実体的な解決策や［関係国間の］相違点を取り除く共通の枠
組みへと進化した、将来の安全保障秩序を米国は強く支持する」と述べ、
地域制度が単なる意見交換の場としてだけでなく、実質的な問題解決能
力を有するまでに発展することを期待していることを示した。ただし、
地域制度が安全保障問題を解決できるようになるまで発展するかについ
てはASEAN諸国の間で懐疑的な見方もあり、オバマ政権のこのよう
な強い期待が実際に実を結ぶかどうか、今後の動向が注目される。
　ケリー国務長官は、2013年 7月 1日から2日間にわたり開催された米・
ASEAN閣僚会合およびASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚会合に
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参加した。米・ASEAN閣僚会合では、経済問題や社会・文化問題に加
え、政治・安全保障問題について協議が行われた。ARF閣僚会合では、
南シナ海問題、北朝鮮問題といった地域情勢に加え、イラン核問題やサ
イバー安全保障問題についても話し合われた。
　さらに、2013 年 8 月 28 日から開催されたADMMプラスに、ヘーゲ
ル国防長官が参加した。会合を終えた同長官は、①ASEAN国防相会
議（ADMM）加盟国は今年 3回の多国間演習を実施したが、2国間枠
組みだけでなく多国間枠組みでの活動を重視するリバランスの趣旨に合
致していること、②ADMMプラスの枠組みでHA/DRや軍事医学に関
する訓練を実施できたこと、③ASEANだけでなく 18 カ国すべての国
防相と一堂に会すことができること、に言及し、同制度の重要性を指摘
した。また、この機会にヘーゲル国防長官と会談したADMMの全 10
加盟国は、先に同長官から示されていた、2014 年にハワイで非公式会
合を行うという提案を受け入れることを明らかにした。なお、今回の
ADMMプラスでは開催頻度をこれまでの 3年に 1回から、2年に 1回
とすることが合意され、次回は 2015 年に行われる予定である。オバマ
政権によるADMM加盟国との非公式会合開催提案は、安全保障協力に
関する協議が継続的に開催されることにより、米国がより積極的にアジ
ア太平洋の安全保障に関与する場を確保することを目指した動きである
といえよう。

（２）競争的側面の管理を目指す対中政策
　オバマ政権は、アジア太平洋リバランスの目指す安定的な地域秩序の
形成に不可欠であるとして、経済的にも軍事的にも存在感を増している
中国との間で、生産的かつ建設的な関係の構築を継続して目指している。
ただし、両国関係には北朝鮮の非核化および拡散行為の阻止、気候変動
への対応という利益を共有する協調的側面だけでなく、通商・経済問題
や人権問題、シリア問題、南シナ海問題、人民解放軍の不透明な近代化
問題などをめぐる対立的・競争的側面も存在しており、米国にとって包
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括的な対中戦略を描くのが難しいという現実がある。実際、中国の対外
的な言動の変化により、米国の対中認識にも揺らぎがみられる。オバマ
政権も発足当初は、中国がグローバルな問題に積極的な役割を果たすこ
とを期待していた。しかしながら、南シナ海問題や海洋の安全保障をめ
ぐる中国の言動を背景とする米国内での警戒感の高まりを受けて、2010
年頃から次第に現実主義的な政策方針へと転換してきた。
　2013 年においてもこの傾向は継続しており、特に海洋・宇宙・サイバー
空間といった「グローバルコモンズ」における中国の活動に対する懸念
が強まっている。ヘーゲル国防長官はシャングリラ会合での演説におい
て、「中国政府および軍部と明らかに関係のあるサイバー侵入の増大」
に対する懸念があることを明言した。サイバー攻撃に対する米国の懸念
は、軍事的影響だけでなく知的財産権の侵害を含む通商・経済的影響と
いう観点からも強まっている。
　さらに、2013 年 11 月 23 日、中国国防部が「東シナ海防空識別区」
を設定し、当該空域を飛行する航空機に同部の定める手続に従うことを
義務付け、これに従わない場合の軍による「防御的緊急措置」に言及し
たことも、米国の懸念を深刻にした。同日、ケリー国務長官は声明を発
出し、中国の行動を「東シナ海における現状を変更しようとする試み」
であるとし、「海空域の上空飛行とその他の国際的に合法な使用の自由」
を強調した上で、「領空への進入を企図しない外国の航空機に対して防
空識別圏手続きを適用」しようとする行動を米国は支持しないと述べた。
ヘーゲル国防長官も同日の声明で、中国の行為が「米国の同地域におけ
る軍事作戦の遂行方法を何ら変更させるものではない」ことを明らかに
すると同時に、このような行為が「この地域における現状を変更しよう
とする、状況を不安定にさせる試み」であり、米国として深刻な懸念を
抱いているという声明を発表した。11 月 25 日、米軍はグアムからB-52
戦略爆撃機 2機を、中国国防部が求める事前通告なしに飛行させたと伝
えられており、オバマ政権の立場を明確に示した。
　米中関係においては、このような対立的・競合的側面が存在し、緊張
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が高まる可能性は排除し得ない。そこで、これらを管理して将来的な衝
突を回避することが重要であり、その観点からオバマ政権は、中国との
対話を重視していると考えられる。オバマ大統領は、中国との「実際的
な協力と双方の違いを建設的に管理する」関係の構築を目指す姿勢を明
らかにしている。ヘーゲル国防長官も「そのような［両国間の］相違点
が、継続的で相互を尊重した対話に基づいて対処されるべきことが重要」
であると述べ、両国間の「円滑な意思疎通」を重視する姿勢を明らかに
している。
　中国との対話において注目されたのが、2013 年 6 月 7 日から 2日間
にわたりカリフォルニア州サニーランドにおいて行われた米中首脳会談
であった。オバマ大統領と中米諸国歴訪後に訪米した習近平国家主席と
の会談においては、サイバー攻撃問題をはじめ、北朝鮮問題、東シナ海
などの海洋安全保障、米中軍事交流や気候変動問題への対応などが話し
合われた。同年 9月 6日には、ロシアのサンクトペテルブルクにおいて
も、主要 20 カ国・地域（G20）首脳会議の機会を利用した 2回目の米
中首脳会談が行われた。
　両会談において習近平国家主席は、米中が「新型大国関係」の構築を
目指すべきであると主張し、衝突回避に向けた相互理解・相互信頼の強
化を訴えた。この「新型大国関係」は、2012 年 2 月、習近平が当時国
家副主席として訪米した際に言及して以降、中国の政府高官や研究者が
度々使用している標語であり、米中両国の衝突・対抗の回避、重大関心
事項に関する相互尊重、ゼロ・サム思考の放棄による協力関係の追求を
柱とした概念であると説明されている。
　オバマ政権は、米中関係における競争的側面の管理という観点から、
米中間の紛争を回避するための関係強化をうたった概念としてこの標語
をとらえ、中国の要求を無条件に米国が受容するという意味では理解し
ていない。ドニロン大統領補佐官は 3月のアジアソサエティ演説で、米
中間の紛争は、歴史家や理論家の主張とは異なり、不可避ではないと強
調し、米中は「既存のパワーと新興パワーの間の関係の新しいモデル構
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築」という目標を支持していると述べた。この目標に向けた取り組みと
して、米中間の連絡チャンネルの改善と「実践的な協力」の推進を強調
し、その例として「米中軍事対話の深化」を挙げた。6月の米中首脳会
談では、オバマ大統領は、あえて中国とは異なる「米中関係の新たなモ
デル」という表現を用い、これを進める具体的な進展の一つとして、「政
治レベルだけではなく軍のレベルでも我々の戦略的目標を理解する」こ
とを挙げた。また、ライス大統領補佐官は、ジョージタウン大学での演
説で対中政策の方向性を論じた際に「大国関係の新たなモデル」という
表現を用いたものの、それが「必然的に生じる競争を管理すると同時に、
双方の利益が収斂する問題での協力を深めること」を意味していると説
明した。
　その他の米中ハイレベル協議としては、2013 年 4 月 13 日、ケリー国
務長官が就任後初めて中国を訪れ、習近平国家主席、李克強国務院総理、
楊潔篪国務委員、王毅外交部長と会談した。7月 10 日には第 5回米中
戦略・経済対話（S&ED）がワシントンで開かれ、米国からケリー国務
長官、ウィリアム・バーンズ国務副長官、ジャック・ルー財務長官が、
中国側からは汪洋国務院副総理、楊潔篪国務委員が共同議長を務め、2
日間にわたる協議を行った。
　オバマ政権が米中間の対話チャンネルにおいて特に重視しているの
が、軍事交流である。2013年 4月 21日から 3日間、マーチン・デンプシー
統合参謀本部議長がアジア歴訪の一環として中国を訪れ、習近平国家主
席、范長龍中央軍事委員会副主席、常万全国務委員・国防部長、房峰輝
軍総参謀長、楊潔篪国務委員などと会談した。常万全国防部長との会談
では、緊急事態に備えてテレビ会議方式で対話できるよう回線をつなぐ
ことで一致したほか、米中両軍が海賊対策の共同演習をアフリカ・アデ
ン湾で実施することが合意された。また、習近平国家主席との会談では、
米中軍事交流の強化、海賊対処、HA/DRという分野における協力の重
要性が話し合われた。
　7月中旬の S&EDでは第 5回米中安全保障協議が開かれ、①両国の
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軍事分野について重要な行動
は互いに事前通報するメカニ
ズムの構築、②空域および海
上行動でのルール作りの継
続、③米中特別代表 4人の間
でホットラインを開設するこ
と、で合意がなされた。また、
米中軍民サイバー問題に関す
る作業グループの第 1回会合
も開催された。

　米軍高官の訪中だけでなく、中国の軍高官の訪米も継続的に行われて
いる。2013 年 8 月 16 日からワシントンを訪れた常万全国防部長は、ラ
イス大統領補佐官やヘーゲル国防長官と相次いで会談し、朝鮮半島情勢
およびサイバー攻撃問題について意見を交わした。同年 9月 8 日には、
ジョナサン・グリナート米海軍作戦部長の招待を受けて呉勝利・人民解
放軍海軍司令員・中央軍事委員会委員がサンディエゴの米海軍基地を訪
れた。また、2014 年の環太平洋合同演習（RIMPAC）に参加すること
が予定されている中国海軍は、9月 9日からハワイ沖において米海軍と
海上救難に関する合同演習を行った。同時期、北京では第 14 回米中防
衛協議対話が開催された。米中間の軍事交流は、米国による台湾への武
器売却に対する中国の反発によりたびたび中断された過去を踏まえる
と、近年は比較的安定して実施されている。中国軍が軍高官の相互訪問
だけでなく多国間での共同演習を経験することは、両国間の信頼醸成や
不測の事態の発生リスクを低減させる上でも有益であるといえよう。今
後、こうした交流が具体的な合意や成果につながるのか注目される。

（３）アジア太平洋におけるプレゼンス強化の動き
　2013 年 3 月には強制削減が実行に移され、第 1節で述べたように国
防省の活動にもさまざまな影響が出ているが、米国政府は同地域におけ

中国訪問中に訪れた人民解放軍航空部隊基地で、人民解放
軍の王冠中・副総参謀長と談笑するデンプシー統合参謀本
部 議 長（2013 年 4 月 13 日 ）（DOD photo by D. Myles 
Cullen）
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るプレゼンス強化のためこれまでに打ち出した施策に大きく影響が及ば
ないようにしている。ヘーゲル国防長官は、2013 年 6 月のシャングリ
ラ会合での演説においてアジア太平洋リバランスへの予算削減の影響に
ついて触れた中で、米国の国防予算は最も厳しいシナリオを想定しても、
全世界の国防支出の 4割を占めるとし「リバランスに対する我々のコ
ミットメントが持続され得ないと結論付けるのは浅はかで、近視眼的で
ある」と主張した。さらにヘーゲル長官は、陸軍と海兵隊の部隊がアジ
ア太平洋の本拠地に戻ってきていることや、海空軍の 6割をこの地域に
配置することなどを挙げて、米国が戦力態勢、活動そして投資をアジア
太平洋にリバランスし、優先的に割り当てていると述べた。
　こうした方針の表れが海兵隊のアジア太平洋でのプレゼンス強化であ
る。例えば、2011 年 11 月、オバマ大統領がオーストラリア訪問中に明
らかにした、オーストラリアへの海兵空地任務部隊（MAGTF）のロー
テーション展開は、2012 年に引き続き「駐ダーウィン海兵ローテーショ
ン部隊」（MRF-D）として 2013 年 4 月から 9月下旬までの 6カ月の期
間行われた。展開中、MRF-D は、7 月から 8月にかけてオーストラリ
アで実施された「タリスマン・セイバー」演習に参加するとともに、帰
国前の 8月末から 9月にかけて、ダーウィンの南方約 330kmのブラッ
ドショー野外訓練場（BFTA）において実施された「クーレンドン 13」
演習に、タリスマン・セイバー演習に派遣された第 31 海兵遠征部隊
（MEU）、さらには豪軍と合わせて 1,000 人規模で参加した。
　MRF-D は、早ければ 2016 年までに 2,500 人の規模を確立することが
最終的な目標となっているが、2014 年については、130 人規模の航空支
援要員と 4機の重輸送ヘリも含めて、2013 年の 4倍以上の 1,150 人まで
拡大する予定である。クーレンドン 13 演習は、今後MRF-D の訓練に
活用する BFTAで、どのような訓練を行うことができるのかを実地に
て検証するため、2014 年のローテーションと同等の規模の部隊や装備
を投入して「概念実証」を行ったものとされる。
　なお、MRF-D に「水陸両用輸送能力を提供するため、2018 会計年度

233-260_7章.indd   257 14.3.14   0:08:32 PM



258

までに太平洋地域に 5 番目の ARG を設置」する方針が、2013 年 8 月に
海軍作戦部長より明らかにされている。これは、米国防省が進める、沖
縄、グアム、ハワイ、オーストラリアの 4 カ所に MAGTF を分散配置・
展開する計画について、これを支える輸送能力が不足しているという、
国防省自身も認めている懸念に対応するものである。このように、オー
ストラリアへの MAGTF のローテーション展開は、2011 年 11 月にオ
バマ大統領が明らかにした 2,500 人体制の確立を目指して着実に進めら
れている。
　他方で、2012 年に再開された沖縄への部隊展開プログラム（UDP）は、
2013 年も継続された。2012 年 12 月に、ハワイの第 3 海兵連隊第 2 大隊
が沖縄の第 4 海兵連隊への 6 カ月の UDP 展開を終えて帰国した。これ
は 2003 年にイラク戦争への戦力所要の増大に伴い、第 4 海兵連隊への
UDP 展開が中断して以来、初めての大隊規模の展開であった。その後、
同月末には第 3 海兵連隊の第 1 大隊が UDP 展開するとともに、2013 年
1 月にはノース・カロライナ州の第 6 海兵連隊第 3 大隊が UDP 展開を
行った。これにより、第 4 海兵連隊に対して 2 個大隊が同時に UDP 展
開を行ったことになる。
　さらに、2013 年には、2011 年に当時のロバート・ゲイツ国防長官が
公表していた LCS のシンガポールへの展開が実現した。LCS フリーダ
ムは、4 月にチャンギ軍港に到着後、シンガポールを初めとする地域諸
国との軍事交流や共同演習に参加するとともに、米海軍と 9 カ国の海軍
との間で行われた一連の 2 カ国間演習「CARAT 2013」にも参加した。
また、帰国の直前には、11 月に発生した台風 30 号で甚大な被害を受け
たフィリピンのタクロバンにおいて、救援物資の輸送を行った。2013
年 12 月 23 日に、フリーダムは約 10 カ月にわたるシンガポール展開を
終えて、母港のサンディエゴに帰港した。米国は 2017 年度までにシン
ガポールに展開する LCS の隻数を 4 隻に増大する計画である。
　また、2012 年のシャングリラ会合において、当時国防長官であった
レオン・パネッタが明らかにしたアジア太平洋への海軍艦艇のプレゼン

233-260_7章.indd   258 14.3.14   0:08:32 PM



第7章　米国――試されるアジア太平洋へのリバランス

259

ス強化の方針は、2013 年においても維持されている。ただし、限られ
た数の艦艇によりプレゼンスの強化を行うために海軍の前方展開の方法
を修正することも検討されている。グリナート海軍作戦部長は 2014 会
計年度の態勢報告において、海外における海軍のプレゼンスの量を増大
させるためには、艦艇と乗組員を展開のたびに本土から移動させる「ロー
テーション」によるプレゼンスではなく、前方に艦艇を継続的に配置す
る「非ローテーション」プレゼンスによることが必要であると述べ、そ
のための方法として、①艦艇の母港を、乗組員とその家族とともに海外
に設置する、②艦艇の母港は米本土に置いたままで前方に展開させ、乗
組員をローテーションで交代させる、の 2つがあると説明した。
　前者の例としてグリナート海軍作戦部長は、欧州ミサイル防衛に参加
する弾道ミサイル防衛（BMD）用のイージス艦 4隻について、スペイ
ンのロタ海軍基地を母港化（2014 年に 2 隻、2015 年にさらに 2隻を展
開予定）することを挙げた。そして、このロタに恒久的に配置される 4
隻で、米本土から展開する 10 隻に相当する任務を果たすことができ、
欧州ミサイル防衛用に控置しておかなければならなかったはずの 6隻を
アジア太平洋などに割り当てることが可能になると説明している。
　グリナート海軍作戦部長が挙げるプレゼンス増大のもう一つの方法で
ある、ローテーションによる乗組員交代の例が、2013 年に行われたシ
ンガポールへの LCS の展開
である。今回の展開では、そ
の半ばの 8月上旬に、艦長以
下の全乗組員がサンディエゴ
から到着した乗組員と交代し
た。通常、海軍艦艇の前方展
開は 6カ月間とされるが、フ
リーダムは、乗組員の交代で
10 カ月間の展開を行うこと
ができたのである。ほかにも、

LCS フリーダムのシンガポールへのローテーション展開
中、ゴールドクルーと交代するため同艦に乗り込むブルー
クルーの乗組員（2013 年 8 月 2 日）（U.S. Navy photo by 
Mass Communication Specialist 1st Class Jay C. Pugh/
Released）
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機動揚陸プラットフォーム（MLP）や洋上出撃準備基地（AFSB）、統
合高速輸送船（JHSV）といったアジア太平洋に配備が予定されるプラッ
トフォームも、乗組員のローテーション交代によりプレゼンスを維持す
るとされている。このように、現在の米海軍の計画は、海外に母港を置
く、あるいは艦艇を前方に置き乗組員を交代させる「非ローテーション」
の艦艇数を増大させる、といった施策によってアジア太平洋における海
軍プレゼンスを強化することとしている。
　もちろん、米国がアジア太平洋においてプレゼンスを強化しようとす
る中で、強制削減の影響が見られなかったわけではない。例えば、各軍
種やアジア太平洋諸国の空軍が参加して、アラスカ州の空軍基地で年 4
回開催される「レッドフラッグ・アラスカ」演習（米太平洋空軍主催）は、
4月に予定されていた回（13-2）が中止となった。しかし、その次の回
（13-3）は 8月に実施され、米軍だけではなく、日本、オーストラリア、
ニュージーランド、韓国から合計航空機60機と2,600人が参加している。
　以上述べてきたように、2013 年の米国は、強制削減の実施やさまざ
まなグローバルな挑戦にもかかわらず、アジア太平洋リバランスの一環
として明らかにした施策を進めている。しかし、予算の制約によっては、
2012 年 1 月に公表された国防戦略指針に示すアジア太平洋における戦
略の見直しも起こり得るであろう。その意味では、新しいQDRに示さ
れる方針や、国内の動向、さらには予算の動向に、引き続き注目してい
く必要がある。
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