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米国の安全保障戦略とイラク
先制攻撃・民主化・撤退戦略への影響 *

佐藤 丙午

はじめに

　イラク戦争とその後の統治の過程で、米軍の死者は 2005年 10月 25日、2,000名を超えた。

2005年 10月 26日のワシントン・ポスト紙はその内訳を、現役兵（Active Duty）が約

75%、予備役（Reserve）が 10%、そして州兵（National Guard）が 15%としている（1）。

2000名の犠牲者は、ベトナム戦争や第二次世界大戦の犠牲者数と比べて、必ずしも多いと

はいえないが、イラク政策が国内政治の争点の一つになるには十分な数となっている。また、

2005年 5月には、主要閣僚が未定のままではあるがイラク新政権が発足し、国連安保理事

会により多国籍軍が授権された任務の終結が近づき、イラク統治に関与した各国の間には

撤退時期をめぐる議論が持ち上がっている。

　政権交代 から民主的国政選挙、そして新政権樹立に至るイラク戦争を巡る一つのサイク

ルが終わるあたり、この戦争が国際社会に残した意味を探り、その評価を下す時期が来て

いる。その際、三つの視点を考慮すべきであろう。

　第一に、先制攻撃論（preemptive strike）である。2000年の大統領選挙の選挙公約の中

でジョージ・W.・ブッシュ候補が語り、なおかつ政権就任後の安全保障政策の見直しのな

かで注目を集めた先制攻撃論に対して、アフガニスタンとイラクに対する武力行使の後、

その政策的な位置付けに疑問が呈されている（2）。自衛権行使の一部としての予防的な行動

は、国際法の下で一定の制約の下で国家に認められてきた権利である。しかし、同時多発

テロ事件以降の米国の行動がこれに該当するものなのか、また、安全保障上の脅威主体を

先制的に攻撃し、占領統治後に必要となる国家建設に伴う様々な課題を考えるとき、果た

してこれが効率的な手段なのかなど、多くの問題が指摘されている。このため、今後の米

*本論文は、平成 17（2005）年度に筆者が行った米国のイラクに対する論調の変化に関する現状分析を
基にしており、その後の状況の変化を網羅していない部分があることに留意されたい。したがって、本
論文はイラク戦争のインプリケーションを探る上での中間報告と位置付けられるべきであろう。
（1） 　ワシントン・ポスト紙は、死者の人種構成も調査しており、白人が 74%（米国人口比 72%）、ヒスパニッ

クが 11%（同 11%）、黒人が 10%（同 11%）、ネイティブ・アメリカンが 2%（同 1%）、アジア系が 1%（同
4%）、その他の人種（混血）が 2%となっている。Washington Post, October 26, 2005.

（2） 　2002年 9月に発表された米国国家安全保障戦略（National Security Strategy of the United States）
の中で、先制（preemptive）的な行動については、テロ組織の脅威に対する自衛権の一形態として行使す
ること、そして米国が伝統的に先制攻撃の選択肢を主張し続けてきたということが強調されている。
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国の安全保障政策の中で、先制攻撃を通じた政権交代という戦略の位置付けが問題となっ

ている。

　第二に、民主化（democratization）戦略である。イラク国内では、サダム・フセイン大

統領が起訴され、新憲法の承認に関する国民投票では 60%を超える投票率を見（投票総数

の 79%が憲法承認）、そして 12月の議会選挙も大きな混乱なく実施され、5月に新政権が

樹立されるなど、国家再建に向けた政治プロセスは進展しつつある。ヘリテージ財団の

ジェームス・フィリップスが主張するように、民主化プロセスはイラクのスンニ派にも受

け入れられ、イラク国内では民主化の進展に対する楽観論が強まっている（3）。イラク国内

の楽観論の存在は、国外における悲観論の蔓延とは対象的である。イラクの治安の見通し

に対する見解が大きく二分される背景には、強制力を用いてフセイン政権を排除したこと

自体に関する評価が分かれている事情を反映したものなのであろう。同時に、民主化戦略

が本質的に抱える問題として、民主化が国際社会の平和と秩序を保証するものであるにし

ても、パレスチナ問題が象徴的に示すように、民主化の結果示された政治的方向性と米国

の利益が異なる場合もあるのである。

　第三に出口戦略である。W・ブッシュ政権は繰り返しイラクの安定の重要性を主張して

いるが、一般的にイラク戦争および統治に対する米国民の評価は低く、増加する米兵の犠

牲者数や戦費の増大に直面した国民は、イラク戦争の正当性を疑問視し、軍を含めて広範

に出口戦略の議論が沸き起こっている。しかし、イラクの安定が米国を含めた多国籍部隊

による貢献に負う部分が多いだけに、撤退後の混乱に対する懸念が払拭できず、関与を延

長せざるを得ないというジレンマが生じている。この事実は、外部の関与により民主化や

政治的安定を達成した国の社会的不安定性を解決する上で、外部勢力がとるべき措置の上

限が見えないという一つの教訓を示している。

　W・ブッシュ政権のイラク政策を巡っては、イラクの大量破壊兵器開発問題に対する政治

的操作疑惑や、軍による市民虐殺疑惑などが米国内で議論を呼んでいる。これら各種要因が

複合的に作用し、W・ブッシュ政権に対する国民の信頼自体をも揺るがしつつあるのである。

しかし、支持率回復の手段として、W・ブッシュ政権がイラク関与のレベルを大幅に変化させ

ることはないであろう。2005年 11月に発表された『イラク勝利のための国家戦略』は、

この政策を実施する上での、イラクへの関与の目的を示したものである（4）。本論文では、米

国はイラク民主化及び治安維持のプロセスの道筋をつけた後、軍を段階的に撤退させる可能

性が高いと考えるが、その場合でも、米軍はイラクに半永久的な拠点を設け、前方展開拠

（3）　James Phillips, “Dispelling Myths About Iraq,”Backgrounder, No.1904, December 12, 2005. 
（4） 　National Strategy for Victory in Iraq, November 30, 2005.
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点の一つとしてイラクに残り続けるとの前提に立つ（5）。

　このような状況の下で、先に述べた三つの視点（先制攻撃、民主化、出口戦略）が、今

後現および将来の政権にどのように踏襲され、また他地域に適用されるかに注目する必要

がある。それは、今後の米国の政策の動向を占うものであると同時に、イラク戦争から何

を教訓として受け取るかという問題と密接に関係しているためである。

１　米国のイラク政策の動向

　2005年の米国のイラク政策を巡る議論の、少なくとも政治・軍事レベルで核心となる問

題は、米国は、いつ、どのような形で撤退し、そしてそれがどのような理由の下で実施さ

れるかということであった。2004年に大きな問題となったイラク戦争の正当性や、イラク

の大量破壊兵器開発問題は、2005年 5月頃にはほぼ政治的には決着している（6）。その背景

には、ワシントン特有の政治決着の方法があったことに留意すべきである。まず、政権の

情報収集と判断能力に問題があったとして、CIA改革を進め、政権側も誤った情報の被害

者であるとする方法であった。次に、政権は誤情報と知りつつ、政治的に情報操作を行っ

たという批判に対しては、フセイン大統領を放逐することの是非に話を置き換える方法で

ある。これは、W・ブッシュ大統領をインナーサークルで保護しながら、大統領個人の政

治責任を問題としない手法であった。

　2004年までは、上記の手法が政治的に機能し、大きく政治問題化することはなかった。

しかし、2005年 5月以降、「では、どうするのか」が議論の焦点として浮上してきた。具

体的には、米国が中東の民主化全般に関与することを是とした上で、イラクの現状にどの

ように対応し、「出口戦略」をどのように描くかという問題である。次節で議論する 2005

年 11月の『イラク勝利のための国家戦略』の目的の一つは、この問題に対する国内及び国

際的な疑問に答えることであった。

　出口戦略を分析する上で、イラク政策をめぐる短期的要因と長期的要因を見る必要があ

る。まず短期的要因としては、国内世論の動向と、現下のW・ブッシュ政権が抱える政治

問題が考えられる。国内世論の動向は、2006年に中間選挙を控え、その後 2008年の大統

領選挙を戦う民主・共和両党にとって死活的に重要な要素である。しかし、W・ブッシュ

（5） 　ベトナム戦争の経験から、イラクについても国民との対話の重要性を説くメルヴィン・レアード元
国防長官が「我々の兵士は、イラク人の投票する権利を守るためだけに留まっているのではない。彼
らは、現代文化、西洋民主主義、世界経済、そして宗教の名の下に野蛮主義が地域に蔓延すること
で脅かされる全てのものを守るためにいるのである」と述べている。Melvin R. Laird, “Iraq: Learning 
the Lessons of Vietnam,”Foreign Affairs, Vol. 84, No. 6, November/December 2005.

（6） 　Mark Danner, “The Secret Way to War,”Asia Times Online, May 17, 2005.
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政権には第 3期目がないことから、国内世論の動向は、他の政治課題の推進と、「歴史に名

を残す」だけの偉業を達成したい現政権の意欲、そしてW・ブッシュ後の共和党の大統領

候補者争いへの影響力という三つの文脈でのみ意味を持つ。したがって、世論調査に対す

る敏感性は、政権と政党の間では大きな差がある。

　2005年 11月に実施された CNN、USA Today誌、ギャラップ・ポールが共同で実施した

世論調査では、W・ブッシュ政権のイラク問題への対応について、9月の調査結果（32%）

より支持は上昇し、35%となっている。しかし、この世論調査の 32%（9月調査）と 35%（11

月調査）という数字は、2003年以降保ってきた 40%以上の支持率から大幅に下落したも

のであり、米国におけるイラク問題への政権支持は大きく減少したといえるであろう。同

時期の不支持率を見ると、8月期まで保ってきた 50%台から 60%台に上昇している。同調

査では、「米国がイラクに軍を派遣したのは間違いであったか」との設問があり、ここでは

「間違いであった」が 8月期以降 50%を越える数字を示している。もっとも、「間違いでは

なかった」とする意見は、2003年の 7月期までに 70%超の数字を記録しているが、その

後はコンスタントに 50%前後を記録しており、11月期の調査でも 45%となっている。注

目すべきは、イラク問題への関与とW・ブッシュ政権自体の支持率が連動していることで

ある。ニュースウィーク誌の世論調査においてイラク問題への支持率が 30%台に落ち込ん

だのは 8月期以降であり、ABC Newsとワシントンポスト紙の世論調査で支持率が 40%を

切り、不支持率が 60%を超えるようになった時期も 8月期以降である .それ以外の世論調

査を見ても、政権への信頼度とイラク問題の支持率には連動性がある。したがって、米国

民がイラク問題を見るとき、問題を単体で見るのではなく、政権の信頼性という尺度で見

ている事が分かる（7）。

　イラク問題と政権に対する信頼性の間に連動性がないのであれば、W・ブッシュ政権は、

イラク問題以外の争点で支持率を上げることで、イラク問題への支持を回復することが期

待できる。それは同時に、社会保障改革など「歴史に名を残す」偉業への取り組みを促進

する要因となる。この意味で、W・ブッシュ政権が現在の政策の推進に固執するのは合理

的な選択となる。

　次に、長期的な要因としては、経済政策と予算上の制約、そして国際的支持がある。予

算上、イラク政策は、W・ブッシュ政権が進めるその他の政策プログラムとの間で緊張関

係がある。ハリケーン「カトリーナ」による被害の復興とイラク政策予算額を比較した場合、

前者の方が巨額であるとされている。米議会の承認した予算によれば、イラク戦争とその

（7） 　http://www.pollingreport.com/参照。2006年になって大きく取り上げられることが多くなった民間
人虐待問題などの影響も考慮する必要がある。
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後の復興支援に米国は今日までの総計で 2,220億ドル費やしている。ハリケーンの復興支援

については、ルイジアナ州の上院議員が試算した額で 2,500億ドル、その後 10年間に必要

な額が 1,800億ドルとされている（8）。この額は、堤防決壊の際の活動諸費用が含まれておら

ず、また他の州の被害や、石油・天然ガスの採掘施設やパイプラインの被害を考えると、

ハリケーン被害州の復興だけでイラク戦争と国家建設の数倍の額が必要になると予想され

ている。ハリケーンの被害に遭った地域は、2004年の大統領選挙で共和党を支持しており、

政権としては国内政治上の理由から、この地域への復興資金の拠出は避けられないとされる。

　W・ブッシュ政権は、イラク戦争と国家建設に加え、ハリケーン被害州の復興への資金

を拠出しなければならないが、同時に共和党政権の政権公約である減税政策を追求しよう

としている。税制問題は、共和党にとって「アキレス腱」である。先のブッシュ政権が選

挙公約であった増税をしない方針を覆して増税に踏み切ったことで、大統領選挙に敗れた

ことは印象に新しい。そして、現在の共和党は同じジレンマに直面している。すなわち、

現W・ブッシュ政権後の大統領選挙に向けた戦略を考えた場合、国内政治的には減税を断

行することで政策的一貫性は担保されるものの、必要な資金が枯渇する可能性がある。し

かし、現政権が増税に踏み切った場合、父のブッシュ大統領のケースと同様に共和党の支

持基盤が分裂し、政権は民主党に移行する恐れがある。したがって、議会は既存の予算をカッ

トして復興支援に振り向けることになるが、その場合必要額の捻出が難しいことに加え、

削減される政府プログラムに関して批判を受けることになる。米国内でその批判は、イラ

ク戦争と国家建設計画に向けられることになるであろう。当面の間、予算削減は社会福祉

計画など、民主党の支持基盤を直撃する形で実施されるであろうが、これにより米国内で

の党派性（すなわち民主党の凝集性）が高まる方向に作用すると予想される。この構図の

下で、民主党は絶えて久しいとされる党の一体感を増すことが予想される。そして、民主

党の一体感が増せば増すほど、イラク戦争と国家建設への批判が高まることになる。

　最後に、国際的支持の欠如がイラク戦争と国家建設に向けられる影響を分析したい。イ

ラク戦争および国家建設に対する国際的支持については、政治的、財政的、そして軍事的

な面がある。まず政治的な支持については、米国は国連決議によりイラク復興に対する国

際的支持を確保している。もっとも、イラク戦争の正当性に対する疑問があるなかで、イ

ラク復興という題目に対する支持はあるものの、これは消極的なものと考えるべきであろ

う。実際、政治的支持は財政的、軍事的な国際的支持につながっていない。財政面では、

日本をはじめとして、イラクに対する債務放棄に応じた国は多いが、新たな資金拠出につ

いては不十分であるとされている。軍事面では、イラク国内で復興支援にかかわっている

（8） 　http://landrieu.senate.gov/hurricanes/index.cfm参照。
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国の中で、最大規模の兵力を拠出したのは英国であるが、先進国で兵員を派遣したのは、

英国、オーストラリアに加え日本のみであった。イラク政権の樹立と共に、各国はイラク

治安組織の整備に対応して撤退するとも予想されている。

　特に軍事面での国際的支持は、米国の「出口戦略」の行方とも関係しているので、次節

でこれを検討したい。

２　「出口戦略」をめぐる議論

　米国の「出口戦略」では、2005年 11月にW・ブッシュ政権より具体的な案が発表され

ている。

　それ以前より、米国のイラクへの係わり方の変化については政府高官より様々な発言が

あった。特に、ドナルド・ラムズフェルド国防長官は「一つの考え」と断った上で、現在

イラクに駐留している 15万 9,000人を 12月 15日の選挙後に 13万 8,000人まで減らすと

発言している。ラムズフェルド国防長官は、米国が既に 17ヵ所の基地をイラク治安部隊

（Iraqi Security Forces）に返還し、バグダッドの治安任務の大部分をイラク治安部隊に委ね

ている事実などを明らかにし、今後この動きをさらに加速させるとしている（9）。もっとも、

W・ブッシュ大統領は 2005年 11月のアジア歴訪の際に韓国で、イラクからの撤退期限を

設けることは「大惨事につながる処方箋」であり、現場の司令官の判断を尊重するとした

上で、「我が軍は勝利のために戦い、血を流しており、勝利を達成するまで戦い続ける」と

もしている。これら二つの発言に共通するのは、米国のイラクからの撤退は、時期に制約

されるものではなく、イラクの治安維持能力の向上に応じて米軍の関与の程度を下げると

いう、漸進撤退論をほのめかしていることである。

　アジア歴訪後の 11月 30日に、W・ブッシュ大統領は 2003年 2月 26日に発表した『イ

ラク勝利のための国家戦略』の改訂版を公表している。改訂版では、イラクでの「勝利」

を短期（テロリストの制圧、民主化の推進、治安部隊の創設）、中期（イラク自身による治

安の維持、立憲政府の確立）、長期（国際社会への統合、対テロ戦争への協力）と定義し、

イラクで「勝利」することが米国の利益であり失敗は許されないとした。さらに、政治トラッ

ク、安全保障トラック、経済トラックの三つの分野での政策を統合的に進めており、この

ために、イラク政府、連合国、域内の協力国、国際社会、そして国連の協力が必要である

としている。改訂版では政治トラックとして、敵を孤立化（isolate）させ、関係者を政治

（9） 　DOD Defense Transcript, “Stakeout With Secretary Rumsfeld and General Pace After Appearance on 
CNN,”November 11, 2005.
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プロセスに関与（engage）させ、安定した多元的統治機構を構築（build）させることを目

標としている。安全保障トラックでは、敵対勢力を掃討（clear）し、治安が回復した地域

を確保（hold）し、イラク治安軍を構築（build）するとしている。経済トラックでは、イ

ラクの経済インフラを再建（restore）し、経済体制を改革（reform）し、経済機構を構築（build）

するとしている。この戦略を推進する上で、米国の関与のレベルと内容は柔軟に変更され

るべきものであり、即時撤退は政策的選択肢にはないことを強調している（10）。W・ブッシュ

大統領はイラクの国民議会選挙前の 2005年 12月 7日、12日、14日、そして選挙後の 18

日にもイラクに対する国家戦略の説明をしており、これらのなかでも、改訂版『イラク勝

利のための国家戦略』の内容を強調している。

　米国内では、出口戦略について様々な選択肢が検討されている。撤退論については、民

主党のジョン・マーサ（John Murtha）下院議員が主張する即時撤退論や、超党派で提出さ

れた 2006年 10月から米軍の撤退を開始する法案まで多様な議論が存在している（11）。2005

年 6月に下院国際関係委員会において 32対 9で可決された、政権にイラク撤退計画を策定

することを求める決議も、国内の雰囲気をうかがわせるものであろう。すなわち、アメリ

カ国内では、イラクが「ベトナム化」する前に出口戦略の明確化を求める議論が台頭して

いるのである。

　しかし、出口戦略は簡単に策定できるものではない。まず、撤退期限を国際社会に明ら

かにすることは、イラクの反政府勢力を勢い付かせる効果をもたらしかねない。それと同

時に、アメリカ軍の撤退の行程表が明らかになると、反体制集団や武装勢力が米国撤退後

の主導権争いを始めるため、治安も悪化するであろう。次に、米国はイラクに多額の復興

資金を投入し、現地で活動している企業も多いため、米軍の撤退が、これらの企業の活動

に支障を来すと共に、これまで投入した資本を回収できない事態を招く可能性がある。さ

らに、イラクの混乱の最中に最大の治安提供者が撤退すると、イラクの民主化が困難になり、

ひいては中東に民主主義をもたらすという米国の大戦略が頓挫することにつながりかねな

い。そして、米国が、イラクの統治と国家建設に失敗したという評価を下された場合、米

国には統治作戦を遂行する能力がないということが明らかになる。その場合、2002年 9月

に発表された『国家安全保障戦略』のなかで述べられ、なおかつW・ブッシュ政権が政策

（10） 　改訂版では、これまでW・ブッシュ大統領や政府高官が言及したイラクでの目標を 8つの柱とし
てまとめ、戦略目標を再確認している。それらは、①テロリストを打破し反乱勢力を中立化する、
②イラクによる自律的治安維持、③イラク民主化への援助、④イラク政府の統治能力の回復、⑤
経済強化、⑥法治主義の強化と公民権の推進、⑦イラクに対する国際協力の拡大、⑧イラク国民に
対する連合勢力の努力の啓蒙と反乱勢力の孤立化、である。National Strategy for Victory in Iraq, 
November 30, 2005.

（11） 　マーサ下院議員の即時撤退論については、2005年 11月 17日の演説及び、同日議会に提出した法
案（http://www.house.gov/apps/list/press/pa12_murtha/pr051117iraq.html）参照。
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の選択肢の一つと説明してきた政権転換（regime change）は達成不可能なものと見なされ

るであろう。換言すれば、米国には植民地統治のノウハウが欠けているということになる。

したがって、W・ブッシュ政権が出口戦略に消極的かつ慎重になるのは避けられないので

ある。

　では、米国は現在のイラク問題をどう処理すればよいのであろうか。中・長期的には、

イラク自身の民主化が進み、民主主義が根付くことが必須の条件となる。そしてイラクの

民主化を担保するという意味で、イラクの治安維持能力が向上することが望ましい。特に、

イラク警察や軍を整備し強化することは、治安維持にとって不可欠な要素と考えられてい

る。イラク警察や軍の整備については、国内で短期間の研修を受けた上で現場に入る要員

育成プログラムと、国外で能力開拓の研修を受ける要員育成プログラムの二つがある。国

外での研修は、これまでイラク暫定統治機構との契約で実施されており、たとえば、2004

年1月29日に466人のイラク警察要員が8週間の訓練をヨルダンで受けた後にイラクに帰っ

ている（12）。ヨルダンは契約で、2006年までに 3万 5,000人を訓練することになっている。

国内の研修については、イラクの各県ベースで警察訓練プログラムを実施しているものと、

米軍が軍の再建の関連で実施しているプログラムがある。2005年 11月 23日時点で、21万

1,700人が訓練プログラムを終えている。もっとも、これらのプログラムを通じ、イラク政

府の治安維持能力が回復すれば望ましいが、期待通りの効果を上げているとはいえないよ

うである（13）。

　ここに、米国の責任論とイラク戦争の成果を無駄にすべきではないとする意見が、米国

のイラク政策の将来の方向性を大きく規定する。米国の責任論では、民主化の大義の下に

イラク戦争を始めた手前、イラクの治安に対して米国は責任を有するため、現状を放置し

て即時撤退というのは無責任であるというものである。次に、「イラク戦争の成果論」であ

るが、これは、既にイラク復興計画は進行しており、それぞれの計画に関する契約は終わっ

ているというものである。米国は、原油生産を含め、イラク国内で様々な既得権益を手に

しつつあるため、現時点での政策変更は、イラク戦争の結果得られた利益を損なうとする

ものである。もちろん、経済的な利益に加え、フセイン政権を打倒し、イラクを中東民主

化の足掛かりにしたいとしてきた米国の政治的な利益も一定の意味を持つ。

　したがって、米国は 2006年以降も一定の関与を継続する「必要」があるとの認識が強い。

既に述べたように、米軍撤退は、イラクの治安維持能力向上とのバランスをとりつつ実施
（12） 　Press Statement, Richard Boucher, Spokesman, “Police Training Program for Iraq Graduation,”

January 30, 2004.
（13） 　イラク警察の再建について問題と指摘されているのは、まず訓練期間が短いこと、訓練を受ける

人物の背景確認を十分にしていないことから、反政府勢力の支持者が入り込み、ノウハウなどの情
報を逆に取られていることなどである。
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されるであろう。問題は、そのバランスが米国の望む形で成立し、円滑に撤退が進むまで

の間、W・ブッシュ政権および共和党、ひいては米国社会に政治的な耐性があるのだろうか、

ということになる。

　そこで、長期駐留滞在を前提とした上で、いくつかの政治的選択肢が議論されることに

なるのである。まず、漸進的・段階的撤退論である。この主張は、米国内で多くの支持を

得ている。先に述べた、2006年 10月から撤退を始めるという、選挙戦のみを念頭に置い

たと思われる法案も、徐々に撤退することでイラクの「イラク化」を進めることが想定さ

れている。現時点で、W・ブッシュ政権はこの考えに傾いているように思われる。漸進的

撤退論と段階的撤退論の差は、米軍が撤退を続けた先のイラクに、プレゼンスをどれだけ

残すかという点である。前者は、米軍がイラク国内に基地を確保し、完全撤退には否定的

な立場をとるのに対し、後者は完全撤退を念頭に置いた段階的撤退を主張する。次に、配

置変更論である。この主張によると、現在の米軍のイラク国内の態勢は、国外からのテロ

リストの流入を遮断するのに適した配置とはいえないため、これを変更して国境管理を重

視する態勢に変えるべきとしている。この配置変更論には、二つの亜種がある。一つは、

米軍の役割を、市内警護・拠点防御中心・反政府勢力掃討から、国境管理任務に変更する

というものである。二つ目は、米軍の配置を国境地帯に物理的に移動し、国境管理を強化

するというものである。前者については、米軍が警戒任務に当たる昼間は実効性が確保さ

れるものの、夜間や軽微の手薄な場所を利用した侵入は防げないとの批判があり、後者には、

配置の移動のコストの問題と、実効性を担保するための兵員の数が問題として指摘されて

いる。

　最後に、イラク国家建設の国際化の問題である。イラクの国家建設において、米国の利

益が前面に出された場合、戦後のイラク復興の場合と同じように、協力を申し出る国は少

なくなるであろう。また、反政府勢力によるテロ事件が連日報道されているような状態で、

自発的に軍の派遣に踏み切る国はないであろう。しかし、米国がイラク国家建設に関する

経済的利権の面で妥協し、同時にイラクの治安維持への協力が国際的に新たな承認が得ら

れた場合、イラク国家建設に参加する国が出てきても不思議ではない。その場合、ロシア

と中国が最大の候補国となるとの予想も出されている。しかし、この両国に対する米国の

不信感を考えるとき、この予想はあまり現実的なものではないのかもしれない。

　ここで述べた「出口戦略」は、米国の国内政治によって影響を受けるため、最後に、米

国の国内政治がイラク国家再建の動向に与えるインプリケーションを分析する。
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３　イラク問題と国内政治

　米国のイラク関与の泥沼化に伴い、それが他の政治アジェンダに影響を及ぼし始めてい

る。特に、選挙と国内問題、そして米軍のトランスフォーメーションを考察する。

　米国の外交・安全保障政策は、選挙戦の動向によって大きく左右される。より正確には、

大統領選挙と議会選挙での有利・不利が政策を決定するのである。この傾向は、以前より

指摘されていたことではあるが、特にクリントン政権になって加速した。

　2006年の中間選挙と 2008年の大統領選挙では、イラク問題が焦点の一つとなるため、

民主・共和両党の対応が注目されている。イラク問題が中間選挙と大統領選挙の焦点にな

ることは、疑う余地のないものであった。しかし、2000年と 2004年に有権者が示した党

派色の強い投票行動が、イラク問題の進展によって変化するとは考えられなかった。同時に、

2004年の大統領選挙における民主党の敗退で明らかになったことは、同党が統一的な外交・

安全保障政策のコンセプトを国民に提示できないことであった。それゆえ、たとえ国民に

人気がない戦争であっても、共和党は現政権の下に結集する姿を見せることで、民主党よ

りも高い「信頼感」と「目的意識」により差別化を図ることが可能であった。

　この、分裂した民主党と、一つの共通の目的意識と政策の下に結集した共和党という二

分法に加え、民主党の多くの議員がイラク開戦に賛成した事実を考察すると、なお一層共

和党の強さが際立つ。2004年大統領選挙における民主党大統領候補のジョン・ケリーは、W・

ブッシュ大統領や共和党陣営より、開戦前の投票行動と大統領選挙でW・ブッシュ政権批

判との整合性を繰り返し、攻撃されていた。これと同様に、民主党の多くの議員はイラク

開戦に賛成したという経緯があるため、W・ブッシュ政権批判や、イラク問題での政権批

判は、自らの不明を詳らかにする行動と考えられ、情報機関やその他の組織の失態の結果

苦境に陥った「戦時大統領」の政策遂行能力を妨害する行動と見なされる。さらに、イラ

ク問題で米国が困難に直面している状態の下での政権批判は、国民の目には政治的機会主

義的行動や（開戦に賛成したにもかかわらず、後にその行動を翻したという意味で）定見

のなさと受け取られるため、たとえW・ブッシュ大統領の人気が落ちたとしても、イラク

問題に関して政権批判を行うことは、政治的にリスクのある行為となっていた。換言すれば、

2006年と 2008年において、民主党が共和党に勝つ可能性は低いと想定されていたのであ

る（14）。しかし、これは 2005年 4月のオハイオ州下院議員特別選挙までの評価であった。

　オハイオ州の下院議員特別選挙は、ポール・ポートマン（Paul Portman）議員が政権入

（14） 　中間選挙では、民主党が共和党の引退議員の議席の幾つかを獲得することが予想されていた。そ
れゆえ、総数として民主党は議席を伸ばすとされていたが、過半数は無理ではないかと分析されて
いた。
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りしたことにより空席になった議席を、共和党でイラク戦争を支持したジーン・シュミッ

ト（Jean Schmidt）と、イラク戦争の復員兵で民主党の「反戦派」のポール・ハケット（Paul 

Hackett）が争ったものである。このオハイオ州第 2区は、もともと共和党支持が強い地域

でもあり、シュミットの圧倒的勝利が予想されていたが、選挙結果は 52%対 48%の「僅差」

であった。ハケットの善戦の理由は、イラク戦争だけに論戦を絞ったことにある。ハケッ

トは、オハイオ州の抱える雇用問題など、その他の問題にほとんど言及せず、イラク戦争

の復員兵としての体験から、イラク戦争の不当性と戦争反対を訴えた。そして、このアプロー

チが功を奏したのである。この事実は、民主・共和両党に大きな衝撃を与えた（15）。

　民主党にとっての衝撃は、ハケットが、共和党に勝利するための戦い方と、そのための

道筋を示したことであった。イラク問題の機に乗じて、党を新左翼的な反戦プロパガンダ

に染めると、政権を獲得し、議会で多数派に返り咲くことは可能かもしれない。しかし、

このアプローチは、民主党が 1970年代から 1980年代にかけて苦しみながら決別してきた

ものであった。2004年の大統領選挙でも、緒戦で健闘した、ハケットと同様の政治的傾向

を持つハワード・ディーン（Howard Dean）の存在と、彼の支持集団は最後まで民主党主

流派の頭痛の種であった（16）。

　これに対し、共和党にとっての衝撃は、ハケットのアプローチは、1970年代以降徐々に

封じ込めてきた民主党の勢力復活を助け、2006年や 2008年の選挙で敗れるかもしれない

という疑念が生じたことであった。共和党もイラクの国家建設への米国の関与が、財政に

圧力を加え、米兵の人的損害が社会的許容の困難なレベルにまで近づいており、ルイス・（ス

クーター）・リビー（Lewis "Scooter" Libby）補佐官の辞任などの国内問題が、W・ブッシュ

政権に対する国民の信頼を下げていることには気が付いていた。しかし、共和党にとって

の問題は、既に述べたように大統領との距離のとり方である。W・ブッシュ大統領の存在

が選挙戦術上不利になるのであれば、存在を希薄化させればよいのであるが、希薄化させ

ることで共和党と政権の間の距離がクローズアップされると、党と政権の一体感が失われ

ることになる。したがって、民主党がイラク問題に特化した選挙戦術をとると、このジレ

ンマが大きな政治問題となり、共和党の分裂が始まるのである。この問題の解決が、今後

の選挙に向けて、共和党の課題となってゆく。

　このような政治構造のなかで、政権がとりうる選択肢の幅は狭い。前節で述べた、漸進

的撤退論も、選挙の動向を考慮しながら決められるものとなる。現在予想されているのは、

2006年 10月に一部撤退が「実施」もしくは「開始」されるであろう、とするものである。

（15） 　Michael Barone, “GOP Ought to Worry at Poor Ohio Turnout,”U.S. News and World Report, 
August 3, 2005.

（16） 　ディーンは現在、民主党全国委員会の委員長となっている。
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この時期の撤退は、たとえ象徴的な行動であろうと、米国の政策変化（もしくはイラクの

民主化）を強く印象付けるものとなる。また、2008年までには、イラク国家再建後の米 -

イラク関係を規定する政治的動きが予想される。そのなかで、駐留の継続か、完全撤退か、

もしくはイラク復興に向けた国際協力の推進などの方針が決められているであろう。

　最後に、イラク戦争及びその後の国家建設が、米軍のトランスフォーメーションにいか

なる影響を与えたか論じたい。

　イラク戦争における米軍のトランスフォーメーションの成果については、半分成功であっ

たと評価されている。事実、重装備ではなく、軽装備で展開能力と速度を重視した部隊へ

の変革は、バグダッド陥落までの時間を考えると成功したと評してよいのであろう。しかし、

その反面、米国の部隊はバグダッドへの進攻を急ぎ、旧イラク軍の武器庫の接収と管理を

行わなかったため、そこから武器が流出し、反政府勢力が戦闘能力を維持する原因となっ

たことや、占領・統治に割くべき兵員の不足があったことが批判されている。しばしば、

イラク戦争には出口戦略が策定されないまま開戦を急いだことが批判されるが、トランス

フォーメーションの文脈では、戦闘力と安定化作戦の能力がトレードオフされ、米国が前

者に傾いたがゆえに引き起こされた問題の影響が大きかったのである。この問題は、最近

よく聞かれる、「イラク情勢を軍事的に解決することができない」という言葉に、端的に現

れている。米国は軍のトランスフォーメーションのなかで、安定化作戦を行う兵力をどの

ように位置付けるかという問題に答えを出さないまま開戦に踏み切ったのである。

　では、イラク戦争及び国家建設を通じて得られる教訓は、トランスフォーメーションに

どのようにフィードバックされるのであろうか。もし、トランスフォーメーションの一つ

の目的が装備の「調達」と「技術開発」にあるのであれば、国防省はそれらに直接的に貢

献しない安定化作戦に資金を振り向けることに抵抗感を覚えるであろう。そして、イラク

戦争と国家建設のなかで直面している課題は、これが「新しい戦争」ではなく「例外」で

あると結論付けるであろう。しかし、今日のイラク情勢こそが「新しい戦争」の姿である

と考えるのであれば、トランスフォーメーションはまた違ったものへと進化するであろう。

その場合、同盟国との役割分担を通じた問題解決が追求されるかもしれない。

おわりに

　以上みてきたように、W・ブッシュ政権のイラク政策は、アメリカ国内で支持を失いつ

つあり、この問題に関しては、イラクからの即時撤退、現在の軍事態勢の変更（一部撤退

を含む）、そして関与の継続といった主張がある。即時撤退論は、民主・共和両党の急進派
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によって主張されている。イラクから撤退することは、これまでの投資を回収できないこ

とを意味する。また、イラク統治から米軍が撤退すると、ロシアや中国が関与することが

懸念されている。さらに、イラク戦争の経緯を考えると、イラクの治安の回復と民主化の

定着については、米国の責任であるとする見方が強い。したがって、現在の軍事態勢を変

更して国境地帯に兵力を移動し、外部からのテロリスト侵入防止と、イラク警察および軍

の再建に集中すべきとの意見が、民主党を中心に主張されている。イラクへの関与を継続、

もしくは強化すべきとする意見は、共和党右派（ネオコンを除く）から聞かれる。

　軍の間では、イラク再建を軍事的に達成するのは不可能であるとする意見が根強い。そ

れゆえ、軍はこの問題の政治的解決を望んでいる。政治的解決の方法については、イラク

再建の「国際化」や、近隣諸国や国連の関与を念頭に置いた平和代表団によるイラク国内

の対立の緩和などが考えられているが、決定的な案は存在しない。米国が政治的解決へと

政策を変更する上で、何らかの政治的タイミングが必要である。しかし、イラクの憲法制

定は秩序の回復をもたらすものではなく、治安の回復には外部の関与が引き続き必要であ

ることは明白である。また、民主化の進展の度合いは緩やかであり、政治的シンボリズム

を提供するようなイベントは少ない。したがって、イラク政策の変更は、米国の政治的カ

レンダーに左右される。今後注目すべき注目点は、2006年の中間選挙と 2008年の大統領

選挙である。

　W・ブッシュ大統領は、第 2期目の大統領として政治的に国内問題に集中することを希

望している。もっとも、最高裁判事指名、CIAの情報漏えい問題などがW・ブッシュ政権

の統治力を弱めており、外交政策に割くべき政治的資産は少ないのも事実である。また、W・

ブッシュ政権は、イラク統治への資金、カトリーナ被害からの復興資金、税金の削減と、

三つの方面で資金拠出が必要である。現在の米国にそれだけの資金を拠出する余裕はない。

しかし、現在の政策の継続する限り巨額の資金は必要であり、そのためにその他の計画が

延期される可能性がある。軍のトランスフォーメーションに対する資金は、資金削減の対

象になりやすい。イラク統治で明らかになったように、軍に必要な平和作戦の資金と、ラ

ムズフェルド国防長官が推進する計画に必要な資金は異なったコンテキストで支出される

ため、このギャップが今後政治問題化する可能性もあるのである。

　

　（さとうへいご　前研究部第 5研究室主任研究官、現拓殖大学海外事情研究所教授）




