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【要約】 

発足当初のトランプ政権では、政治経験を持ち合わせず、自国優

先主義と独特な排外主義をもつ人物が権力の中枢に近い。彼らは各

省庁の政策プロフェッショナルとの対立を意に介さないばかりか、

秩序構築を念頭に置いた具体的な外交政策を構築できず、従来の政

策を単純に否定している。さらに政権は政治的劣勢を、選挙同様に

コアな支持者に訴えることで突破しようとしている。ISIS 対策や移

民政策、自国経済優先の通商政策が第一に重視されるが、北朝鮮へ

の警戒も高まっている。対中関係も中長期的に悪化する要素が多

い。トランプ政権は、象徴的な分野には過度に関与し、全体的には

国際秩序に関心をもたないというように、安定した国際関与に失敗

するだろう。それは冷戦終結後の国際秩序、そして世界各地域の秩

序を再編させるに十分な衝撃を持つ。短期的に見れば、トランプ氏

と安倍晋三首相の個人的関係に加え、ある種の国際的孤立感をトラン

プ政権が深めるなかで、日本は英国とともに 後のパートナーとなり

得る。しかし、日米関係すら長期的に安定するとは言い切れない。 

キーワード：ドナルド・トランプ、アメリカ、東アジア、日米同盟、

米中関係  
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一 はじめに 

 ドナルド・トランプ共和党候補のアメリカ大統領当選は驚きの結

果だった。報道機関の大多数は開票当日まで結果を見誤った。度重

なるスキャンダルの報道にもかかわらず、トランプ氏への投票は底

堅いコアの支持層に支えられ、他方でワシントン政治、既得権益層

の代表とみられたヒラリー・クリントン民主党候補の支持は伸び悩

んだ。1 

 結果から見れば、EU 離脱を国民投票で決めた英国、さらに韓国、

欧州各国など先進的な経済発展がされていたはずの国で、既存政治

の分配枠組みへの不満が募り、それが政治不信へと至ったのが 2016

年であった。2 

 トランプ氏は外交政策で選ばれたとは決して言えないが、北米自

由貿易協定（NAFTA）の再交渉、環太平洋パートナーシップ協定

（TPP）の離脱表明は公約に含められており、それは現在もトランプ

外交のシンボルとなっている。その反グローバリズムの性格を懸念

する声も多い。また中華民国総統・蔡英文氏からの当選祝意の電話

を取った。「すべて前政権以外の政策をとる」という姿勢は民主主義

国の政権交代につきものだが、トランプ氏は「これまでのすべての

政権と異なる」ことを目指しているかのようである。  

 複雑な権力構造に制約されるはずの大統領は、これまで少なから

ず融和と統合を重視してきた。総得票数でヒラリー・クリントン民

                                                 
1 金成隆一『ルポ トランプ王国：もう一つのアメリカを行く』（岩波書店、2017 年）。

NHK 取材班『トランプ政権と日本』（ＮＨＫ出版、2017 年）。またアメリカ経済の抱

える問題について示唆的な文献として、ロバート・B・ライシュ（雨宮寛・今井章子

訳）『 後の資本主義』（東洋経済新報社、2016 年）。 
2 遠藤乾『欧州複合危機』（中央公論新社、2016 年）。 
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主党候補に劣り、大統領選挙人の獲得総数で上回る形で勝利したト

ランプ氏は、圧倒的な国民的支持を背景にしているとは決して言え

ない。しかし、トランプ政権はこういった劣勢を、選挙同様にコア

な支持者に訴え、また少しずつ支持の裾野を広げるように保守層を

掘り起こすことで突破しようとしている。その分断的な手法と政権

運営の混乱のなかで、2 月下旬現在の支持率は四割を切っており、就

任直後の大統領としては過去 低水準となっている。  

 トランプ政権は何を目指しているのか。本稿は対外政策に絞り、

その性格をつかみ、また国際秩序への影響を考えるための準備を行

いたい。発足後、１ヶ月を過ぎた段階での分析にすぎないことをお

断りしておく。  

 一般的に、国際環境に左右される対外政策は覇権国といえども容

易には変更できない。たとえばアジア政策を例にとっても、ジョン

・F・ケネディは前任のドワイト・アイゼンハワー、またその副大統

領であり共和党大統領候補リチャード・ニクソンの沿岸諸島政策を

テレビ演説で攻撃し、それは勝利に貢献したといわれている。しか

し、ホワイトハウスを中心に長い期間をかけてアジア政策のレビュ

ーが行われ、中国政策の一新が模索されたものの、中国内政の混乱、

中印戦争、台湾海峡における緊張の発生、アメリカ市民の対中認識

の悪化など外的環境の変化により、実際には政策に何ら大きな変化

はおきなかった。3 

 だが、トランプ政権には政治経験がなく、自国優先主義と独特な

排外主義をもつ人物が権力の中枢に多数存在する。彼らは各省庁の

政策プロフェッショナルとの対立を意に介さないばかりか、秩序構

築を念頭に置いた具体的な外交政策を構築できず、従来の政策を単

                                                 
3 佐橋亮『共存の模索：アメリカと「二つの中国」の冷戦史』（勁草書房、2015 年）。 
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純に否定している。今後トランプ政権は、時として政策の連続性を

みせることもあるだろうが、象徴的な分野には過度に関与し、全体

的には国際秩序に関心をもたないというように、安定した国際関与

に失敗するだろう。それは冷戦終結後の国際秩序、そして世界各地

域の秩序を再編させるに十分な衝撃を持つ。そのような問題意識を

もとに、本稿は論じていきたい。  

二 演説の中の外交方針 

１ 就任前の二つの演説 

 大統領候補としてのトランプ氏は、外交に関しては限られた回数

でしか、まとまって方針を示すような演説を行っていない。2016 年

5 月にセンター・フォー・ナショナル・インタレスト（旧ニクソン・

センター）で行われた政策演説、および大統領候補指名後にあたる

同年 9 月のフィラデルフィア演説が主たるものとみなせる。  

 ニクソンセンターでの演説は、日本や韓国の核武装を容認するな

ど、それまでの過激な発言4をおさえ、全体的には穏健なトーンを打

ちだしているが、クリントン民主党大統領候補への攻撃をオバマ政

権批判として展開している。  

 トランプ氏は冒頭に、アメリカは「手を広げすぎており」、同盟国

は「十分な割合の負担をせず」、ついにアメリカは「外交政策の明確

な目標を見失った」と舌鋒鋭くオバマ政権の介入主義を批判してお

り、それがヒラリー・クリントン元国務長官時代から続いていると

する。「オバマ＝クリントンによる介入の遺産こそが、アメリカの弱

さ、錯乱、そして混乱を示している」と、アメリカの「偉大さ」を

                                                 
4 差しあたり、“Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views,” The New 

Yorker, 26th, March, 2017. 
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むしろ喪失させたとそれを位置づけている。  

 これにはじまるものではないが、トランプ演説は具体的により良

い解を提示するものではない。批判の一方で、ISIS5対策をはじめ中

東政策に関して具体的な絵は全く描かれていない。何をするか不確

実なことが相手に有効に効くとか、ISIS は早晩消滅するとか、根拠

のない結論だけが示されている。また移民政策の見直しにより過激

思想の流入を防ぐという、その後の移民・難民政策に通じる方針は

明確に示されている。なお、同盟国に更なる負担を求め、中ロとの

交渉を模索するという姿勢はこの演説にも見られる。6 

 共和党の正式な大統領候補としてフィラデルフィアで行われた演

説は、レーガン政権を想起させる「力による平和」というコンセプ

トを持ち出した。オバマ＝クリントンの介入主義を強く否定し、同

盟国に負担拡大を求める論調は継続していたものの、国防予算の緊

縮を否定、軍事力増強のなかでもミサイル防衛網整備、サイバー対

策を取り上げている点で具体性が増しているとはいえる。7 

 トランプは外交公約で選ばれた大統領とは言えないだろう。さら

に、これらの演説やインタビュー記事などをみても、トランプ氏個

人に明確な脅威認識、優先順位があるとは分析できない。だが、オ

                                                 
5 トランプ氏は就任前から一環して ISIS を使用しており、国防総省の表記も改められ

た。オバマ政権は「イラクとシリアのイスラム国」を意味する ISIS ではなく、シリ

アの代わりにレバントを用いる ISIL を利用していた。この背景にはシリア情勢の政

治化に敏感であったことが指摘されている。Natalie Andrews, “Trump Splits With 

Obama on Terror Term: ISIL Is Now ISIS,” Wall Street Journal, 1st, March, 2017. なお日本

メディアは、過激派組織 IS＝イスラミックステート（NHK）などと表記し、過激派

組織と指摘することで、国家と視聴者・読者に受け止められないようにしている。 
6 Remarks at Center for National Interest, “Trump on Foreign Policy,” 27th, April, 2016. 
7 “Transcript of Donald Trump’s speech on national security in Philadelphia” The Hill, 7th, 

September, 2016.  
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バマ外交の展開と地域紛争への介入のやり方が安全保障を混乱させ

たとの問題提起だけは明確だった。また 16 年 3 月と比較的早い段階

に、ニューヨーク・タイムズのために行われたインタビューでは、

「世界にとって 大のリスクは核兵器である。オバマ大統領のそれ

は気候変動のようだが」と述べている。これは、気候変動に懐疑的

な共和党支持者を意識した発言と言える。8 

 

２ 就任演説 

 17 年 1 月の就任演説は、トランプ氏が選挙時の過激な姿勢から変

節し、統治者としての顔を見せ始めるかが注目されていた。しかし、

結果から見ればその内容は、いわば自己愛、不寛容、闘争心に彩ら

れたものであった。オバマ氏の 初の当選時に行われた約 2400 語の

演説は格調高く、建国の理念に何度も立ち戻りアメリカという国の

あり方を問うものであった。他方でトランプ氏の約 1400 語の演説

は、普遍的な理念の力を感じさせるものではなく、選挙期間中と同

じフレーズを登場させるものであった。  

 同じく大統領選挙において得票数で負けていたにもかかわらず大

統領となったジョージ・ブッシュ第 43 代大統領は、2001 年の就任演

説前からアメリカの一体性を説いていた。しかしトランプ氏は、当

選後もメディアとの対決姿勢を強め、就任直前にもアフリカ系の指

導的立場にあった下院議員を罵倒するなど、国家の統合への関心を

全く感じさせなかった。就任式に集った聴衆の数はオバマ大統領の

就任式から目に見えて減少した一方、ワシントン DC をはじめ全米

主要都市を埋め尽くしたトランプ氏就任への大規模な抗議活動も異

                                                 
8 “A transcript of Donald Trump’s meeting with The Washington Post editorial board,” The 

Washington Post, 21st, March, 2016.  
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様な光景であった。  

 さて、就任演説は、「アメリカ第一主義」を外交政策に反映させる

と宣言している。  

今日から新しいビジョンがこの国を支配する。今日から「アメ

リカ第一主義」だけを実施する。アメリカ第一主義だ。貿易だ

ろうが、税、移民、外交だろうが、あらゆる決定は、アメリカ

の労働者と家族に恩恵をもたらすために行われる。（略）我々は

2 つの簡単なルールに従う。「アメリカ製品を買い、アメリカ人

を雇う」というルールだ。9 

 

選挙期間中に使われたレトリックがそのまま温存され、外交政策の

柱とされている。たしかに、自国の経済的利益を軸に対外政策を構

築することは「普通の国」では一般的かも知れない。しかし、就任

演説にはこのような自国優先主義の一方で、アメリカの建国理念を

語ることもなく、いわゆる例外主義は不在だった。  

 また、「新しい同盟」という言葉も触れられている。  

我々は、以前からの同盟を強化するとともに、新しい同盟を構

築する。そして過激なイスラム主義テロリズムに対して文明諸

国を 1 つにまとめ、そのような勢力を地球上から完全に撲滅す

る。政治の根底に置くのは、アメリカへの完全なる忠誠だ。  

聖書はこう述べている。「見よ、兄弟が和合して共におるのは／

いかに麗しく楽しいことであろう」。我々は率直に語り、誠実に

違った意見を戦わせるべきだが、常に連帯を追求する必要があ

る。10 

                                                 
9 邦訳は以下を利用した。『日本経済新聞』2017 年 1 月 21 日。 
10 同上。ただし聖書引用箇所は、口語訳（詩篇 133 章 1 節）で修正した。 
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果たしてこの「新しい同盟」が何を意味しているのか。演説の起草

過程などからロシアを意識しているとの考えもあり得るが、旧約聖

書の引用からイスラエルを意味しているとも読める。初の上下両院

演説でも、トランプ氏はイスラエルとの「分かちがたい同盟を再確

認する」と述べている。11一般的には、米イスラエル関係は公式の条

約に基づいた同盟関係とはみなされていない。両演説の正しい解釈

は存在しないが、このような曖昧な言葉遣いもトランプ政権の特徴

だろう。  

三 トランプ外交は何を、どのように目指すのか 

１ 就任後の動き 

 一般的なイメージと異なり、アメリカの大統領権力は議会、裁判

所との均衡の上に存在しており、「説得の権力」とも呼ばれてきた。

しかしトランプ政権は就任後、すぐさま大統領令により選挙公約の

実現を図り、それらは内政、外交の多岐にわたる。オバマ政権も大

統領令等により共和党優勢の議会を回避する形で政策の実現を図っ

ていたが、トランプ政権の特徴はそれが耳目を集める形、いわば「劇

場型」で遂行されていることにある。12 

 数多く出された大統領令のなかでも、とりわけ中東・北アフリカ 7

カ国からの移動制限、新規難民の受け入れ 120 日間停止をめぐって、

アメリカ各地ではデモが頻発し、連邦地裁、続いて控訴審が大統領

                                                 
11 Remarks by President Trump in Joint Address to Congress, 28th, February, 2017. https://www. 

whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/28/remarks-president-trump-joint-address-congress

（ 終アクセス日：2017 年 3 月 12 日）その直前には、ISIS の殲滅、イランに対する

新たな制裁に触れている。 
12 梅川健「大統領制：議会との協調から単独での政策形成へ」山岸敬和・西川賢編『ポ

スト・オバマのアメリカ』（大学教育出版、2016 年）、20-42 ページ。 
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令の効力を差し止める仮処分を出した。政権は裁判所を批判するだ

けでなく、新たな大統領令を準備し、3 月に署名した。議会共和党と

政権との関係構築に加え、今後は司法が大統領権力の制約要素とし

て機能するかも注目されている。  

 また政権は第 4 の権力といわれるメディアとの対立関係を解消し

ようとはせず、就任式直後に訪れたヴァージニア州・ラングレーの

中央情報局（CIA）本部での演説においてもメディア批判を繰り返

し、その後も対立関係はむしろ悪化している。2 月下旬現在、メディ

アが政権批判につながる情報のリークを得ていることを政権は問題

視し、主要な報道機関の締め出しにかかっている。就任式の参加者

の数を大統領補佐官が誇張して強弁したことを、コンウェイ大統領

補佐官が「代替的真実（alternative facts）」の提供にすぎないと表現

したことは、トランプ政権の情報開示への姿勢を示す言葉として盛

んに引用されている。13 

 首都ワシントンの政策研究機関は、政権交代毎に三千を超え入れ

替わる、政府主要ポストの人材供給源ともなってきた。しかし、そ

れらに属する主流派人材が選挙期間中トランプ陣営の外交方針を批

判する連名の宣言を出したことが問題視され、署名した人材の政治

任用を政権は見送った。その後も広く反トランプ派の共和党員探し

に労力を注ぎ、過去の発言にそのような言動が見られた人物の任用

を政権は取りやめている。14それもあって、現在のところ閣僚を支え

るはずの多くのポストが埋められる見通しは立っていない。  

                                                 
13 「米政権・メディア全面対決 懇談から CNN など排除」『日本経済新聞』2017 年 2

月 26 日。 
14 Republican-Anti-Trump の頭文字をとって、RAT（ラット）と呼ばれる。シンクタンク

の排除については、“Trump could cause ‘the death of think tanks as we know them,” The 

Washington Post, 16th, January, 2017. 
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２ 主要関心事は何か 

 選挙期間中の言動、就任演説や直後の動きから、トランプ外交を

見極めていく論点として以下が挙げられよう。何よりまず、「アメリ

カ第一主義」は自国優先主義に留まらず、グローバリズムをより積

極的に否定するものになるのか。第 2 に、トランプ大統領、および

政権中枢がとくに固執するアジェンダは何になるのか。または全て

の外交政策が見直しの対象となるのか。第 3 に、手法として、アメ

リカは多国間主義よりも二カ国主義を重視するようになるのか。従

来の同盟国の位置づけは変わるのか。  

 順を追って考えてみよう。まず、トランプ政権は果たして、対外

政策で何を目標としていくのだろうか。  

 第 1 に、トランプ政権が内政、国内アピールを重視していること

は間違いがない。熱狂的にトランプ候補を支えたコアな支持層は、

アメリカン・ドリームの喪失を体感してきた中間層のブルーカラー

労働者だ。スペイン語話者のヒスパニックの存在感向上が生活様式

を変え、雇用を奪ったとの認識も根強い。15再選戦略にかかわる雇用

創出は重要な目標とみなされ、またその規模の大きさに関わらず雇

用維持の取り組み成果そのものが殊更に強調されるパターンが繰り

返されるだろう。16 

 また、既に触れたように 1 月に発出された中東・アフリカ 7 カ国

からの移民規制や難民制限を含む大統領令は、連邦高裁の仮差押え

判断により効力を失ったが、3 月にイラク市民を対象から外したにせ

よ、内実は前回のものを書き改めたに過ぎない新たな大統領令が出

                                                 
15 金成隆一、前掲書。 
16 差しあたり、「トランプ氏、ボーイング工場視察 米製造業の復権訴え：支持者つな

ぎとめ」『日本経済新聞』2017 年 2 月 18 日。 
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された。移民・難民の流入への取り組みも、支持層へアピールする

観点から引き続き重視されるだろう。（コアな支持層とこれら政策と

の共鳴については後述する。）これらの取り組みは「アメリカ第一

主義」のうえで重要だが、アメリカに多数存在する新移民層、とり

わけシリコンバレー等のテック企業の技術者、経営層への批判がな

されることも多く17、白人労働者が強く意識されていることは疑いよ

うがない。  

 ただし、現時点での失業率は 4.8%（17 年 2 月）とほぼ完全雇用に

近い状態にある。18不法移民をはじめ、新規移民が雇用機会を奪って

いると選挙中に訴えられたが、新規移民層は厳しい労働環境に従事

しており、白人労働者と競合していないことが多い。そのため、条

件の良い雇用の創出は容易ではない。  

 第 2 に、外交・安全保障政策では選挙期間中より強調された ISIS

対策に加え、オバマ政権による核合意との引き替えのイラン制裁解

除措置の見直しが焦点になる。それはかねてから標榜されていたロ

シアへの接近を正当化する可能性もある。ムスリム同胞団のテロ支

援組織への認定も検討されていると報道されている。19親イスラエル

                                                 
17 “Steve Bannon Suggests There Are Too Many Asian CEOs In Silicon Valley,” The 

Huffington Post, 16th, November, 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/steve-bannon- 

disgusted-asian-ceos-silicon-valley_us_582c5d19e4b0e39c1fa71e48（ 終アクセス日：2017

年 2 月 28 日） 
18 ただし、トランプ支持層にはこの政府雇用統計を信じず、実体はその数倍に上ると

いう認識も強い。金成隆一、前掲書。トランプ氏自身も 20%などの数字を選挙中に

口にしている。Adam Davidson, “Trump and the Truth: the Unemployment-rate Hoax,” The 

New Yorker, 10th, September, 2016.  
19 “White House Weighs Terrorist Designation for Muslim Brotherhood” The New York Times, 

7th, February, 2017. 



 

－62－ 

問題と研究 第 46 巻 1 号 

 

政策が具現化したり20、イランとの合意見直しが生じたりすることが

あれば、中東政治の構図が塗り替えられることになるだろう。  

 第 3 に、通商政策では、TPP からの離脱、NAFTA の再交渉は選挙

から一貫した姿勢であり21、それは当選後もすぐさま実施する政策項

目のなかに列挙された。22 TPP はオバマ政権のアジア再重点化政策

の要だったが、トランプ氏はアジア重視を標榜しつつも、マルチラ

テラリズム（多国間主義）を否定したうえで二者交渉を重視し、さ

らに経済交渉と外交・安全保障上の課題を取引するのではないかと

の懸念が高まっている。  

 第 4 に、これまでの外交関係の単純な継続は難しく、イシューが

表象するものによってアメリカの対応が変わってくる。シンボリズ

ムこそがトランプ時代に重要になってくる。トランプ氏やホワイト

ハウスが時々に重要な政治課題と認識し、世論を喚起するべきと考

えたとき、特定分野の対外政策が従来の方針より大きく見直される

ことになるだろう。たとえば、2 月下旬にバノン首席戦略官・上級顧

問は保守政治行動会議（CPAC）の年次総会にて、TPP からの離脱を

アメリカ外交に主権を取り戻すための歴史的な第一歩だと位置づけ

                                                 
20 トランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相との会談では、イスラエルとパレス

チナ自治政府の二国家共存に固執しないという考えを示唆した。アメリカ大使館の

エルサレム移転案や、強硬派の新イスラエル大使の指名、娘婿でユダヤ教徒のクシ

ュナー大統領上級顧問の存在から、イスラエル・パレスチナ政策が一新される可能

性は今後も取りざたされるだろう。“U.S. Won’t Press a Two-State Path to Mideast 

Peace,” The New York Times, 16th, February, 2017. 
21 2016 年 9 月には、ウィルバー・ロスとピーター・ナヴァロによる経済政策の下敷き

となる文書が出されている。“Scoring the Trump Economic Plan: Trade, Regulatory, & 

Energy Policy Impacts,” Donaldjtrump.com, 29th, September, 2016, https://assets.donal 

djtrump.com/Trump_Economic_Plan.pdf（ 終アクセス日：2017 年 2 月 28 日） 
22 読売新聞社国際部『トランプ劇場』（中央公論新社、2017 年）。 
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ている。23 

 

３ オバマ外交との違い 

 オバマ外交とトランプ外交に奇妙な連続性があると分析する論者

もいる24。たしかに、オバマ外交には「普通の国」への憧れとも言い

得るような介入主義への消極姿勢があり、それは政権 2 期目には明

確になっていた。25それでは、アメリカ第一主義は形を変えたオバマ

・ドクトリンなのだろうか。  

 そうは思えない。アメリカ外交が内向き化、すなわち国内資源へ

の集中を強く意識し始めたことは確かだったが、オバマ政権は国際

秩序への係わりを放棄していなかった。アメリカの負担をより一

層、多国間で共有して欲しいとのメッセージであり、求めている秩

序像はそれまでと大きく変わるものではなかった。それは政権末期

に出された国家安全保障戦略にも明確に描かれている。  

 他方で、トランプ政権の方針には、自国優先主義の一方で望まし

い世界像が存在していない。たしかに政権発足前に行われたアメリ

カ平和財団（USIP）での演説で、その後 1 ヶ月のみ国家安全保障担

当大統領補佐官をつとめることになるフリン氏はアメリカ例外主義

の継続を保証した。しかし、就任後も望ましい世界像、秩序像が明

確に語られることはなく、それが自由で開放的な秩序に向けて進歩

                                                 
23 “Bannon offers up Trump agenda in rare public speaking appearance,” CNN, 24th, February, 

2017. http://edition.cnn.com/2017/02/23/politics/reince-priebus-steve-bannon-cpac-unity/（

終アクセス日：2017 年 2 月 28 日） 
24 たとえば、中山俊宏「トランプとオバマには奇妙な連続性がある」『公研』1 月号、

（2017 年）。 
25 佐橋亮「批判される『オバマ・ドクトリン』と『普通の国への憧れ』」『東亜』8 月号

（霞山会、2014 年 8 月号）、4-5 ページ。 
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させていくというこれまでの方針と同じになる見通しもない。26 

 

４ 外交手法の変化 

 トランプ外交の手法として注目されているのが、二者での取引主

義と威嚇としての力の利用といわれる。  

 二者での取引主義は、トランプ大統領個人のビジネス経験にも由

来するが、取引を成立させるために圧力や揺さぶりを厭わず、また

本音を悟らせないといわれる。27この内容には脚色があるとも言われ

ているが28、ここから得られる示唆として、トランプ氏による外交が

威嚇として力を保持し見せつけ、多国間よりも二者での交渉を好

み、既存の国際法秩序に必ずしも則らないとの懸念が広く言われる

ようになった。  

 「力による平和」はレーガン政権が利用した概念であり、トラン

プ氏は共和党大統領候補になって以来、しばしば使用する。しかし、

力をもって創出されるべき「平和」の相手として、かつて明確に意

識されていた共産主義は存在せず、それがイスラム過激派を意味す

るのか、さらなる潜在的な挑戦者を含むものか判然としない。それ

ゆえ、「力」が何によって構成され、それが何のために使用されるの

かも議論として明確にならない。  

 たとえば、オバマ＝クリントンのとくに中東への介入に対する攻

                                                 
26 川島真・佐橋亮「トランプ政権と米中関係」『公研』2 月号（2017 年）38-54 ページ。 
27 ドナルド・トランプ、トニー・シュウォーツ（相原真理子訳）『トランプ自伝』（筑

摩書房、2008 年）。 
28 トランプ氏の著作のゴーストライターを務めたものによれば、著作の大半は彼が書

いたものであり、多くの脚色がなされているという。トランプ氏は自らが記したと

反論している。Jane Mayer, “Donald Trump’s Ghostwriter Tells All,” New Yorker, 25th, July, 

2016.  
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撃をトランプ氏は繰り返したが、それでは「力による平和」が新た

な介入を意味するのか、または力をより高めた上で抑止を目論むも

のか、判然としない。介入を批判しながら ISIS の殲滅を宣言してい

るのであるから、それも当然であろう。力による平和は、（介入を続

けたと一方で批判される）前政権がそれでも弱腰で、交渉を重視し

すぎたというイメージを再生産するためのレトリックに過ぎないの

ではないか。  

 また、同盟国の存在は戦後アメリカにとって、軍事領域に留まら

ず政治的影響力の行使のための基盤であり、道具でもあった。しか

し、 も重要な同盟国の一つ、オーストラリアのターンブル首相と

の電話協議は、オバマ政権期に約束されていた難民送還問題が提起

されるとトランプ氏が激昂し、中断されたといわれている。29移民・

難民政策がトランプ政権のひとつのシンボルではあるものの、同盟

国首脳との会談が途中で中断されるという事態は異例である。大組

織ではなくファミリー経営でビジネスを展開してきたトランプ氏に

は敵・家族・使用人の図式しか存在せず、友人という図式がないこ

とを証明したかのようでもある。30 

 トランプ外交において、同盟国が有利な交渉位置というポジショ

ンを失い、経済課題やアメリカの国内政治との連関が重視されよう

としていることは、中国やロシアを利するとみられる。すなわち、

同盟国もそれ以外も全く同じスタート地点に立ち、トランプ政権が

望む政治成果を提供できれば対米関係が一気に改善することにな

                                                 
29 “No ‘G’day, mate’: On call with Australian prime minister, Trump badgers and brags,” The 

Washington Post, 19th, January, 2017. 
30 興味深い論考として、鈴木美勝「未知との遭遇＝「トランプ・ワールド」を読むカ

ギ」『時事通信ドットコム』2017 年 1 月 21 日、http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012 

100147&g=int。 
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る。2 月に閣僚が相次ぎアジア、欧州の同盟国を訪問したことで、同

盟国への再保障が進んでいるが、こういった懸念が完全に払拭され

たとは言えないだろう。  

四 鍵を握る政策形成 

１ 政治化するホワイトハウス 

 アメリカの戦後歴代政権において、たしかにホワイトハウスは政

権の特色をよく示してきた。国家安全保障担当の大統領補佐官をは

じめ、大統領に近い場所に存在するホワイトハウスの高官たちは、

国務省や国防総省、軍以上に影響力を持つことも多かった。他方で、

たとえば国家安全保障会議が常に政策形成の場であったとは言え

ず、本来の機能である調整の場となっていたこともあり、政権毎の

性格の違いを示すものでもあった。  

 さて、トランプ政権のホワイトハウスは極めて政治色が高いこと

が指摘されている。その中核には、首席戦略官兼上級顧問のスティ

ーブ・バノン、そして娘婿のクシュナー上級顧問がいる。首席補佐

官のプリヴァスも発足当初には影響力を保持していたが、フリン補

佐官辞任後に保守メディアから厳しく糾弾され、またバノン氏との

不仲説が流布されるなど、存在感に陰りがみえている。  

 選挙を取り仕切ったバノン氏は、海軍、投資銀行のゴールドマン

・サックスなどを経て、保守メディア「ブライトバート」を創設し

た異色のキャリアの持ち主だ。彼は自国優先主義に加え、グローバ

リズムに極めて否定的であり、キリスト教社会が大きな脅威にさら

されているという世界観にも立っている。単なる白人至上主義者と

片付けられない、根深い問題意識が存在しているといわれる。 31 1

                                                 
31 差しあたり、David Von Drehle, “The Second Most Powerful Mon in the World?” Time, 13th, 
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月には、バノン氏が新たに国家安全保障会議のメンバーとなり、他

方で国家情報長官、統合参謀本部会議議長は必要に応じて参加する

という変更が大統領令として決定された。32バノン氏は、中東・アフ

リカの 7 カ国からの移民流入の停止などを定めた先の大統領令を主

導したと言われ、また人事への介入も積極的に行っているとみられ

る。また、日米首脳会談など外交の場にも同席している。  

 クシュナー氏は家族として、トランプ氏に も近い側近として機

能しており、大統領執務室の隣にオフィスを構え、いわば首席秘書

官としての役割を担っているといえる。外交政策では中東政策に加

え、メキシコとの関係でも影響力を振るっていると報道されてい

る。また崔天凱・駐米大使もクシュナー氏に頻繁に接触している。33 

 ほかにホワイトハウス・スタッフとしては、ジェフ・セッション

ズ司法長官の上院議員時代の補佐官であり、就任演説のスピーチ・

ライターでもあったステファン・ミラー氏がおり、バノンとともに

移民政策に関する大統領令を起草したとみられる。34 2 月にテレビ

出演した際は移民政策の弁護に加え、再び大統領就任式の参加者数

の報道が虚偽であったと、政権の主張をなぞるような発言をしてい

                                                                                                         
February, 2017. 会田弘継「トランプの黒幕「バノン」の世界観（1）~（5）」『フォー

サイト』2017 年 2 月、http://www.fsight.jp/articles/-/41987。 
32 マクマスターが新たな国家安全保障担当大統領補佐官に任命された後、バノン氏を

国家安全保障会議常任メンバーから外す可能性をスパイサー報道官は否定しなかっ

た。執筆時点は実行されていない。 
33 春節を祝す駐米中国大使館のレセプションに大統領令嬢のイヴァンカ・トランプ氏

が家族を連れて参加している。“China Woos Ivanka, Jared Kushner to Smooth Ties With 

Trump,” Bloomberg News, 7th, February, 2017.  
34 “From order to disorder: How Trump’s immigration directive exposed GOP rifts,” The 

Washington Post, 30th, January, 2017. 
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る。35 

 国家安全保障会議は、その本来の役割である省庁間調整を越え

て、戦後アメリカの外交・安全保障政策の立案、危機管理の要とし

ての役割を担ってきた。大統領によって国家安全保障担当・大統領

補佐官の位置づけは変化するものの、閣僚級ポストである同補佐官

は、大統領の判断に大きな影響を及ぼしてきた。  

 政権発足時にその任に当たったマイケル・フリン氏は、政権発足

前のロシア大使との接触が報道され、世論の厳しい攻撃の前に辞職

を余儀なくされた。新しく就任したマクマスター陸軍中将は、米陸

軍きっての学識者といわれ、ベトナム戦争への介入にあたっての政

治判断を否定的に評価する単著でも知られる。  

 国家安全保障担当の大統領副補佐官には、K・T マクファーランド

氏が就任している。彼女はジョージ・ワシントン大学に通う学生時

代にニクソン政権期のホワイトハウスに勤務しており、その際にヘ

ンリー・キッシンジャー氏のオフィスに配属されていた。この経験

をキッシンジャー氏の側近と呼べるのかは別として、そこで得た共

和党人脈との接点を活かした形で、英国留学からの帰国後、レーガ

ン政権では国防次官補代理としてワインバーガー長官に使えてい

る。今回の任命にあたってはリーバーマン上院議員らが賞賛してい

る36が、30 年公職から遠ざかっており、経験不足は否めない。  

 ほか、国家安全保障会議スタッフには、ウォールストリート・ジ

ャーナル記者から海兵隊勤務を経て、ビジネス界に身を置いていた

マット・ポッティンガー氏がアジア担当上級部長として勤務してい

                                                 
35 “Stephen Miller says White House will fight for travel ban, advances false voter fraud 

claims,” The Washington Post, 10th, February, 2017. 
36 Mark Landler, “Donald Trump Adds K.T. McFarland to His National Security Team,” The 

New York Times, 25th, November, 2016. 
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る。中国語を操るが、共産党指導部への厳しい姿勢が指摘されてい

る。実務的手腕は確かで、日米首脳会談など、すでにアジア外交で

は関係各国政府との折衝の中核的存在になっているとみられる。  

 国家安全保障会議は、フリン氏の辞任もあり今後も役割が果たせ

るか未知数の段階にある。また定員の小規模化も決定している。他

方で、マクマスター補佐官の就任により、安全保障政策が重視され、

またマティス国防長官との連携もスムーズに進むことになるとの見

方も強い。  

 ホワイトハウスにはほかに、従来の国家経済会議に加え、国家通

商会議が新設された。それを率いるのはトランプ氏を明確に指示し

てきたピーター・ナバロ氏であるが、彼は明確なまでの貿易赤字拒

否論者として知られる。37またその副官にはフォーブス下院議員の元

補佐官で、後述するアジア政策の共著論文をナバロ氏と記したアレ

キサンダー・グレイ氏がいる。しかし、国家通商会議は本来の組織

基盤、マンデートが不明瞭なことに加え、ナバロ氏の経験不足も相

まって、今後ウィルバー・ロス商務長官の役割が高まるとの指摘も

ある。38 

 

２ ホワイトハウスと省庁との調整 

 トランプ外交は、通商政策と安全保障政策において異なる政策形

成を取ると考えられる。通商政策に関しては、商務省と米通商代表

部の担当閣僚とホワイトハウス高官の考えに大差なく、保護貿易主

義的な考えが強いことから原則として共同歩調を取ると思われる。

他方で、安全保障政策に関しては国務省、国防総省が国際関与と同

                                                 
37 Jacob Heilbrunn, “The Most Dangerous Man in Trump World?” Politico, February 12, 2017. 
38 “Trump’s Trade Czar Ross Easily Wins Senate Confirmation,” Reuters, 27th, February, 2017. 
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盟重視の従来の政策方針を重視する一方で、ホワイトハウスには中

東やロシア、中国に関して異なった政策目標が存在しているとみら

れる。  

 国務長官に承認されたティラーソン氏は、エクソン・モービル社

のいわゆるたたき上げとして 高経営責任者に上り詰めた人物であ

る。ロシアとの長年の交渉経験などが米ロ関係を不用意に接近させ

るものとして、議会やメディアの厳しい視線にさらされた。現在は

政策専門家の助言を得て、安全運転に徹しているとみられる。国務

副長官はじめ幹部人事は進まず、オバマ政権期の高官が留任してお

り、またトランプ氏と外国首脳の重要な面会に同席できていないこ

とで影響力の薄さを指摘する声もある。39 3 月 7 日に政権発足後初

めてとなる定例記者会見が開かれたが、翌々日の会見で記者の質問

に答えて、トナー報道官代行はワシントンをメキシコ外相が訪問し

ている事実を承知しておらず、国務省訪問の予定もないと答えてい

る。40米中首脳による電話協議では、フリン補佐官と楊国務委員との

協議に加え、ティラーソン氏のトランプ大統領への助言を指摘する

報道もあったが、ホワイトハウスとの主導権争いを制するほどの存

在感を発揮することは容易ではない。41 

 他方で、マティス国防長官はトランプ大統領の評価が高いとされ

る。ティラーソン氏に率いられる国務省と異なり、存在感を高めて

                                                 
39 “In first month of Trump presidency, State Department has been sidelined,” The Washington 

Post, 22th, February, 2017.  
40 Department Press Briefing by Acting Spokesperson Mark C. Toner, March 9, 2017, 

https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/03/268329.htm#MEXICO（ 終アクセス日：2017

年 3 月 12 日） 
41 “Trump Tells Xi Jinping U.S. Will Honor ‘One China’ Policy,” The New York Times, 9th, 

February, 2017. 
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いくとみられる。もとよりマティス氏は、米海兵隊大将、中央軍司

令として活躍し、軍をはじめアメリカ政府内で高い評価を確立して

きた傑出した人物である。トランプ大統領が個人的に信頼を寄せて

いると言われる。その一方で、中央軍司令時代にはイラクにおいて

作戦を展開するイランの工作活動に業を煮やし、イランへの爆撃案

をホワイトハウスに提出したとも言われる。42 

 人事をめぐってホワイトハウスとの対立が続いているとも報道さ

れているが、トランプ政権は国防予算の増額に意欲を示しており、

ISIS 対策の重視、イランへの強硬姿勢に関して政権内で温度差がな

いことから、マティス氏が安全保障政策をリードすることになると

みられる。他方で、連邦議会が許容し得る国防予算の増額には限度

があり、オバマ政権期における予算削減によって損なわれた即応性

やサイバー分野への投資、将来への備えとしての研究・開発等に容

易に増加分は吸収されてしまうとも指摘される。43 

 政策形成の潮目の変化によって、トランプ外交はいかようにも変

化する。マティス国防長官が政権の重しとなりマクマスター氏とと

もに安全保障政策を「聖域化」する楽観論はあり得る。44他方で、ホ

ワイトハウス主導で中東や中国、北朝鮮への過度な強硬策が推され

る恐れは払拭されていない。ロシア観も政権内にかなりの食い違い

がある。トランプ大統領と側近、閣僚の間合いによって政策が形成

                                                 
42 “As a general, Mattis urged action against Iran. As a defense secretary, he may be a voice of 

caution,” The Washington Post, 8th, January, 2017. 
43 ワーク国防副長官の講演にも同様の指摘が見られる。“DEPSECDEF Work Cautions 

Trump Team Against Growing Military Size Over Capability,” USNI News, 6th, December, 

2016.  
44 Jonathan Stevenson, “Can McMaster Stabilize Trump’s Foreign Policy Team?” The New York 

Times, 21st, February, 2017.  
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される傾向は既に見られるが、今後も続くだろう。  

 中長期的にみれば、アメリカ第一を掲げるトランプ政権が果たし

て国際主義にたつ政策をそのまま維持するかは不透明だ。戦後、ア

メリカは同盟と米軍の前方展開を軸とした安全保障政策をその指導

力の基礎としてきたが、トランプ政権は経済的利益の確保を過度に

重視し、多国間主義にも否定的だ。国務省、国防総省の官僚機構は

従来の政策方針を維持しようとするが、権力の中枢に存在する自国

優先主義や、独特な排外主義は政策形成に大きな影響を及ぼしつつ

ある。それはコアな支持層と共鳴もしており、次節ではその点をデ

ータから確認しておきたい。  

五 コアな支持層との共鳴 

 共和党員ら支持層と政策は共鳴している。就任一か月弱の段階

で、ピュー・リサーチが実施した調査でも、共和党支持者から八割

を超える支持を固めている。他方で過去五名の大統領と比べても、

圧倒的に民主党支持者から忌避されており、仕事ぶりを認める声は

八%に過ぎない。移民規制も、全体としてみれば六割の市民が反対

しているものの、共和党支持者、白人のキリスト教保守派の八割が

賛成している。45 

 ピューリサーチ（2017 年 1 月）の別の調査に拠れば、トランプ政

権と連邦議会に期待されている第 1 の項目はテロ対策（76%）であ

り、経済（73%）、教育（69%）がこれに続いている。軍事は 45%、

移民は 43%、気候変動は 38%となっている。安全保障上の脅威とし

                                                 
45 “In First Month, Views of Trump Are Already Strongly Felt, Deeply Polarized,” Pew 

Research Center, 17th, February, 2017, http://www.people-press.org/2017/02/16/in-first- 

month-views-of-trump-are-already-strongly-felt-deeply-polarized/（ 終アクセス日：2017

年 2 月 28 日） 
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ては、ISIS46を「主要な脅威」と答えたものは 79%、サイバー攻撃、

北朝鮮核問題がそれに続き 71%、64%となっている。ロシア、気候

変動、中国はそれぞれ 50%代前半で一段落ちている。オバマ政権が

非常に関心を持っていた気候変動が一般有権者に響いていないこと

も重要だが、テロ対策と切り離された形では移民問題は大きな関心

を持たれていない。47 

 とはいえ、党派別に見ると、主要な脅威への返答は大きく異なる

ことが分かる。民主党支持者のあいだでは気候変動は 77%が主要な

脅威とみなしているが、共和党支持者は 25%に過ぎない。他方で、

共和党支持者はイラクやシリアを離れる多数の難民を主要な脅威と

みなし（民主党支持者より 33 ポイント高い）、ロシアを主要な脅威

とみなしたものは民主党支持者に 26 ポイント落ちる。2016 年 4 月の

調査と比較してみると、民主党支持者はロシアのパワーと影響力を

アメリカに対する脅威とみなす傾向を著しく高めているが（30 ポイ

ント上昇）、共和党支持者は逆に 5%下げている。なお、プーチン氏

個人への好感度は党派を超えて低いこともこの調査では明確にでて

いる。48 

 さて、ピュー・リサーチの別の調査（2017 年 2 月）では、中国を

好ましく思わないと答えたアメリカ市民が過去 10 年で 20%増えてい

ることが示されている。共和党支持者は民主党支持者より 10 ポイン

                                                 
46 調査では ISIS が呼称として使われている。 
47 “The World Facing Trump: Public Sees ISIS, Cyberattacks, North Korea as Top Threats,” 

Pew Research Center, 12th, January, 2017, http://www.people-press.org/2017/01/12/the- 

world-facing-trump-public-sees-isis-cyberattacks-north-korea-as-top-threats/（ 終アクセス

日：2017 年 2 月 28 日）今後の詳細な分析のためには州、地域毎に分けた調査も重要

性を増している。 
48 Ibid. 
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ト程度、好ましくない見方を有しているが、数値の強まりは党派性

にかかわらず観察されている。年齢層の違いがより差を示してお

り、50 代以上の市民は若年層に比べ、中国を好ましく思わない傾向

が強い。49 

 トランプ政権は過激な手法の一方で、コアな支持層の反応には敏

感にみえる。雇用創出や ISIS をはじめイスラム過激派対策、移民・

難民政策が世論に訴える材料として重視されていく方針は当面変わ

らない。イランとの対立再燃も辞さないとみられる。  

六 東アジア国際関係とトランプ外交 

１ 再保障への動き 

 トランプ政権が従来のアメリカ外交と全く異なる政策をとるので

はないか。そのような懸念がもたれることで、アメリカのリーダー

シップが損なわれ、また地域の不安定化が進展するとの懸念が広ま

るなか、マティス氏は就任後 初の外遊先として日本、韓国歴訪を

選んだ。国会審議日程の都合により韓国への訪問が先になったと言

われるが、両訪問とも同盟国への再保障という目的にはかなった。  

 2 月、日米首脳会談は異例の長さで行われた。11 月の当選直後に

トランプ氏の私邸にて会談が行われたことも異例だった。50ワシント

ンでの会談に続き、エアフォース・ワンに安倍首相も同乗し、フロ

リダ州にトランプ氏が個人的に保有するゴルフコースを 27 ホール回

り、5 回の食事を両首脳はともにする。北朝鮮ミサイル発射の一方に

                                                 
49 Dorothy Manevich, “Americans have grown more negative toward China over the past 

decade,” Pew Research Center, 10th, February, 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/ 

2017/02/10/americans-have-grown-more-negative-toward-china-over-past-decade/（ 終ア

クセス日：2017 年 2 月 28 日） 
50 山口敬之『暗闘』幻冬舎、2017 年。 
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接して、トランプ氏は急遽安倍首相と日本プレスとの記者会見への

同席を了承し、日米首脳での記者会見となった。  

 日本政府の観点に立てば、共同声明は珠玉の出来だった。共同声

明には尖閣諸島への日米安全保障条約第 5 条適用が大統領文書とし

て初めて書き込まれ、東シナ海における協力を深めることも約され

た。さらに「日米両国の各々の役割、任務及び能力の見直し」を含

め、日米安全保障協議委員会にて議論を進めることも声明に含めら

れている。経済に関しては、声明には含められてはいないものの、

麻生財務大臣とペンス副大統領の協議枠組みを作ることが決定され

た。このことは合意が容易ではない分野の先送りを決定したことを

意味する。  

 オバマ政権期、とりわけ政権 2 期目の日米関係が決して政府間関

係が良好とは言えなかったことから、このような成果は概ね日本国

内で歓迎されている。他方で、日米経済交渉への懸念も大きく、ま

たそれに答えられなければ日米関係の動力が損なわれるとの見方も

ある。  

 ロシアとの関係改善にも一定のブレーキがかかっている。トラン

プ氏や側近は対ロ協力を模索していた。しかしフリン大統領補佐官

の辞任などロシア問題が政権攻撃の材料となっており、くわえて元

来、議会や軍、情報機関にはロシアへの慎重姿勢も根強い。2 月半ば

にマティス国防長官、ティラーソン国務長官、ペンス副大統領が相

次ぎ欧州を訪問、北大西洋条約機構を基盤とする米欧関係を再保障

し、対ロ強硬姿勢の継続をみせたが、その背景には国内事情も影響

しているとみるべきだろう。なお１月に核態勢見直しの大統領令が

でており、ロシアによる地上配備型巡航ミサイル導入と合わせ、米
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ロ間で軍縮に逆行する動きが起こる可能性もある。51ただし、大統領

や一部の高官は依然としてロシアとの関係打開を模索しているとみ

られ、その衝動の強さは対中関係と対照的にもみえる。  

 

２ 米中関係 

 トランプ氏は、12 月に FOX テレビのインタビューに答えている。

蔡英文氏からの祝意の電話をとったことについて、数週間にわたっ

て検討したものではなく自身は 1、2 時間前に知らされただけであ

り、アメリカ政府の従来の「一つの中国」政策を理解しているとし

た。他方で、人民元問題や南シナ海問題、北朝鮮問題でアメリカの

ために働いていない中国がアメリカの行動をコントロールすること

は出来ないとも述べている。52ここにみえるのは、中国を牽制し、交

渉において有利な位置を確保するためには、これまでの常識に縛ら

れることはないという意思表明だろう。  

 その後、2 月の米中首脳による電話協議で、中国側の求めに応じ、

アメリカ政府従来の「一つの中国」政策を尊重すると表明している。

53小一時間にわたった協議で何が話し合わせれたかは明確ではない

が、直後の北朝鮮に対する石炭輸入規制を踏まえ、トランプ氏は生

産的な会談だったと振り返り、さらなる協力を求めている。54 

                                                 
51 Aaron Mehta, “Trump’s nuclear options: Upcoming review casts a wide net,” Defense News, 

8th, February, 2017.  
52 “Read Donald Trump’s Fox News Interview on Russia, Climate Change and His Company’s 

Future,” Times.com, Dec 12, 2016, http://time.com/4597416/transcript-donald-trump-fox- 

interview/. 
53 White House, “Readout of the President’s Call with President Xi Jinping of China,” 9th, 

February, 2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/09/readout-presidents- 

call-president-xi-jinping-china（ 終アクセス日：2017 年 2 月 28 日） 
54 “Highlights of Reuters interview with Trump,” Reuters, 23rd, February, 2017.  
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 しかしこれらの動きも、米中間で何かしらの取引が成立したこと

を意味するものではない。従来の「一つの中国」政策の「尊重」は、

中国政府の懸念を払拭するものだったが、新たな方針ではない。今

後、トランプ氏を与しやすい相手とみた中国の動きが危惧される。

直後から南シナ海に米軍が空母を派遣したように安全保障面での警

戒は続くだろう。  

 トランプ政権が安易な取引を中国と行うという懸念がこれまで指

摘された。しかし、オバマ政権と比べれば中国との関係構築やグロ

ーバルな協力を重視する高官は少なく、クシュナー夫妻や経済閣僚

が比較的パイプ役になる程度だ。共和党支持者を中心に市民の対中

認識も悪化傾向にある。北朝鮮問題や貿易等で十分な成果が上がら

なければ、むしろ米中関係は容易に悪化するだろう。  

 台湾に関しても、三つのコミュニケ、台湾関係法、六つの保証を

軸とする「一つの中国」政策の範囲内とアメリカ政府が考えるなか

で、未だ行える米台協力、またはアメリカの行動は多い。トランプ

政権および議会共和党に存在する台湾重視の考え方が何かしらの形

で結実したり、また米中関係の進展が危ぶまれる際に今一度材料と

して浮上したりする可能性は十分にある。  

 米台対話の進展がひとつの鍵になるかも知れない。オバマ政権末

期にあたる 16 年 12 月に成立した 2017 年度国防授権法は、米台軍事

交流の強化を求めている。これは法的義務を課すものではないが、

従来のモントレー対話をはじめとした米台協議の枠組みの重要性を

再確認し、さらに脅威評価や軍事ドクトリン、戦力構成など協議項

目を具体的に指摘したものと言えよう。55もし今後協議が発展し、ト

                                                 
55 米台関係については、防衛省防衛研究所編『中国安全保障レポート 2017』2017 年 2

月、35-48 ページが詳しい。 
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ランプ政権が台湾の戦略的重要性を把握することがあれば、それが

様々なレベルの協力に結実することはあり得る。高いレベルの武器

売却もあり得る。しかし、それらが中国を過度に刺激することなく

実行に移されるか、または米中関係を大きく揺さぶるものになるか

は、担当する政府高官人事にも拠ってくる。  

 

３ 大きな絵がみえないアジア政策 

 国家通商会議議長のナバロは、その副官グレイを第 1 著者として、

2016 年 11 月の投票日直前に『フォーリン・ポリシー』誌に論文を掲

載している。56 

 同論文は、アジア重視には戦略的好機が存在していると指摘、そ

の意味でオバマ政権の狙いを認めている。同盟国への再保障を重視

（ただし TPP は否定）し、オバマ政権に足りなかったものはむしろ

資源であり、そのための軍拡を重要視している。具体的には、レー

ガン政権を持ち出した「力による平和」創出のために、艦船等の大

幅増強など数量重視の軍備拡張を提案している。グレイはランディ

・フォーブス前下院議員スタッフの出身であり、フォーブスは対中

強硬派とみられてきた。  

 しかし、この論文を除けば依然としてトランプ政権のアジア外交

の全体像は見えてこない。ここまで示してきたような点を踏まえれ

ば、オバマ政権のアジア・リバランス政策と、トランプ政権の「ア

ジア重視」は四つの意味で明確に異なるとはいえよう。第 1 に、ト

ランプと側近は中国をとりわけ経済面で過剰に意識している。第 2

に、トランプは多国間交渉の価値を否定している。第 3 に、オバマ

                                                 
56 Alex Gray and Peter Navarro, “Donald Trump’s Peace Through Strength Vision for the 

Asia-Pacific,” Foreign Policy, 7th, November, 2016. 



2017 年 1.2.3 月号 トランプ外交の展望と東アジア国際秩序再編への可能性 

－79－ 

政権は人権と民主化を重視し、その象徴がミャンマーだったが、ト

ランプ政権はミャンマーやアジアの人権には触れていない。第 4 に、

オバマ政権は同盟を高く評価していて、同盟は経済的な利益につな

がるだけでなく、アメリカと同じ政治的価値の浸透や国際秩序の維

持するための多機能な仕組みだと理解していたが、トランプ政権に

とって同盟はそこまでの価値を持っていない。  

 執筆時点において、TPP はトランプ外交にとってシンボルともな

っており、離脱表明の方針転換は期待しづらい状況になっている。

また安全保障分野においても、米軍は引き続き南シナ海をはじめ警

戒監視を強めるだろうが、政権のアジアの多国間主義への姿勢には

当面大きな期待ができない。ASEAN はオバマ政権のアジア重点化戦

略（リバランシング）の焦点と言われたが、米 ASEAN 関係も停滞す

ることが予測される。表 1 は、これらの点を参考までに図示したも

のである。  

 

表 1 オバマ政権とトランプ政権のアジア政策の比較概念図  

オバマ政権  トランプ政権 

「ピボット（旋回）」 

「リバランシング（再重点化）」 

概念 「力による平和」 

アジア政策に関する概念は未出 

「アジアの世紀」の取り込み 

自由主義、人権・民主化 

目標 「アメリカ第一」 

貿易赤字の解消、価値観の不在 

多国間主義、会談等への参画 

TPP を経済、政治両面で重視 

同盟・パートナーシップを多層化 

手段 多国間主義の否定 

TPP は主権を脅かすと拒否 

日米関係の突出した存在感 

グローバル協力など関係構築を重視

14 年以降南シナ海・サイバーで悪化

中国 貿易・金融、北朝鮮問題を重視 

対中協力重視の高官は少ない 

「戦略的忍耐」 北朝鮮 単独行動も辞さず、警戒強める 
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七 おわりに 

 トランプ氏の当選後、あるアメリカの元政府関係者は次のように

語った。「トランプ外交がどのようなものになるのか、それは本人を

含め誰にも分からない。しかし、アメリカが関与を弱めるかも知れ

ないという認識を地域に広げたことで、アジア諸国はその可能性を

織り込んで動くことになる。その意味で、我々はすでにトランプ効

果のなかで考えていかなければならないのだ。」57 

 今後も政府高官による再保障を目標とした動きは続くと思われ

る。しかし、トランプ政権の多国間主義への消極姿勢、経済重視の

交渉姿勢、なによりトランプ外交の政策形成の持つ不透明さ、不確

実さにより、同盟国、友好国はアメリカの頼りがいを疑うだろうし、

他方で秩序への挑戦国はアメリカの関与や来援の可能性が低いと判

断して、現状を変えるような動きに惹かれるだろう。  

 近年の歴史に同様の事態は見いだしがたい。たとえば長年にわた

ったインドシナへの介入の結果、ニクソン政権は同盟国への負担シ

フトや共産主義との「現実主義」外交を展開したが、同盟国への安

全の保証は重視し、それは繰り返し外交政策の選択肢を狭めてい

た。しかし、トランプ政権にはアメリカのリーダーシップへのこだ

わりも、自由で開放的な秩序を維持しようという気概もみられない。 

 選挙期間中より唱えられた「力による平和」は、レーガン政権を

彷彿とさせるものだった。しかし、現時点でトランプ政権が過去の

いかなるアメリカ外交の伝統に沿うのか、介入主義または孤立主義

のいずれの衝動をもつのか、判断するのは尚早だ。トランプ政権で

                                                 
57 Interview by the author with a former staff at Office of Secretary, Defense, U.S. Department 

of Defense, early December, 2016. 
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は政策形成の潮目が変われば、または大統領個人の思い込みで大き

な転換が突発的に起こり得る。上院では民主党が法案成立を妨げる

に足る議席を維持しており58、共和党にも識見はある。たとえば対外

援助予算を大幅に削減した上で軍事予算を増やすというような、過

激な政策変化には議会が抵抗勢力となるだろう。ただし、大統領権

限においても条約の破棄や終了はおこなうことができ、歴史的にも

日米修好条約、米華相互防衛条約、ABM 条約でそれらの事例を確認

することは出来る。59 

 このように不透明で不確実なトランプ外交によって、アメリカの

信頼性は失墜していくだろう。その結果生じる各国の外交戦略の再

計算が国際関係に及ぼす影響は計り知れない。  

 短期的に見れば、トランプ政権にとって、日本との同盟の価値は

当面高まると考えられる。韓国では 3 月に朴槿恵大統領が失職し、5

月に実施される大統領選では左派政権が誕生する可能性は濃厚であ

る。盧武鉉政権時のようにアメリカに対して戦時作戦統制権の返還

を求める動きが生じるなど、米韓同盟の亀裂が深まる可能性があ

る。ドゥテルテ政権のフィリピンも反米姿勢を強めている。トラン

プ氏個人と安倍首相の関係構築に加え、ある種の国際的孤立感をト

ランプ政権が深めるなかで、日本は英国とともに 後のパートナー

とみなされるかも知れない。  

 しかし、日米関係すら長期的に安定するとは言い切れない。60アメ

リカ以外の先進国や地域主義の連帯が強化されたり、アジア諸国の

                                                 
58 “Weakened Democrats Bow to Voters, Opting for Total War on Trump,” The New York Times, 

23rd, February, 2017. 
59 梅川健、前掲論文。 
60 さしあたり、ケント・カルダー「トランプ外交をよむ（4） 具体的な経済成果に関

心」『日本経済新聞』2017 年 2 月 26 日。 
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対中傾斜が深まったりすることは十分に可能性のあることだと言え

る。「信頼されないアメリカ」が国際秩序にもたらす影響は、決して

過小評価されるべきではない。  

（寄稿：2017 年 2 月 28 日、採用：2017 年 3 月 21 日）  
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川普政權外交政策之展望與東亞國際 

秩序體系再編制之可能性 
 

 

佐 橋 亮 

（日本神奈川大學法學部准教授） 

 

 

【摘要】 

本文分析川普政權的主政核心人物多未曾有參政相關經歷，主張

本國優先主義及排外主義，亦絲毫不介意和各省廳擬定政策之專業人

士對立，且缺乏以建構國際秩序為本位，擬定具體的外交政策的能力，

只純粹否定既有的政策，並在政權居於政治頹勢之時，採取和選戰相

同的策略，亦即博取核心支持者的認同，重返主控台。川普政權雖視

恐怖組織 ISIS 的反恐政策或移民政策，以及本國經濟優先之貿易政策

為首要任務，然而對於北朝鮮加強戒備。對中關係方面，以中長期而

言，充滿許多使兩國關係惡化之要素。川普政權對於較具象徵性的領

域過度關注，卻對於全球國際秩序缺乏關心，以穩定地參與國際事務

而言，可說是失敗路線。同時也為冷戰後的國際秩序，及世界區域秩

序再建構帶來嚴重衝擊。短期而言，川普總統和安倍晉三首相兩個元

首之個人交情，某種程度更加深川普政權之於國際社會的孤立感。在

這樣的局勢之下，日本可能成為美國除了英國之外，唯二的夥伴，然

而，以日美關係而言，亦無從斷言能夠維持長期穩定的雙邊關係。  

關鍵字：唐納德．川普、美國、東亞、日美同盟、美中關係  
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Prospects U.S. Foreign Policy under 
President Trump and the Potential for 

Re-organizing the East Asian  
International Order 

 

 

Ryo Sahashi 
Associate Professor, Faculty of Law, Kanagawa University 

 

【Abstract】 

Many core figures central to the Trump Administration lack prior 

experience in government, while American Exceptionalism and xenophobia 

have gained currency. Despite the opposition of policymaking professionals 

across various government agencies, and instead of formulating a concrete, 

internationalist foreign policy, the Administration is simply denying the 

conventional wisdom of established policymaking. Further, as Trump’s 

political fortunes begin to wane, the Administration appears to be adopting 

the same reactionary tactics of the 2016 Presidential election by appealing to 

its core support base. Although the fight against ISIS, immigration policy and 

Trump’s ‘America First’ economic agenda remain the focus of foreign policy, 

greater precautions are being taken against North Korea and various factors 

could cause U.S.-China relations to deteriorate in the longer-term. To date, 

the Administration has concentrated on relatively symbolic issues, all the 

while neglecting the stability of the international system and forfeiting its 

capacity to participate in international affairs. This adjustment represents a 

significant challenge to the post-Cold War global and regional orders. In the 

short term, as the Trump Administration’s isolation from international society 
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deepens, the close personal relationship between President Trump and Prime 

Minister Shinzo Abe may render Japan America’s only international partner 

alongside the United Kingdom. Nevertheless, it remains unclear whether this 

situation would be sustainable in the long-term. 

Keywords: Donald Trump, United States, East Asia, U.S.-Japan Alliance, 

U.S.-China Relations 
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