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本書は、1950年代に中東において冷戦の最中、
西側統合政策と協調的石油秩序の2本柱のもとで
米国による同地域での政治・軍事的な連携、つま
り同盟システム構築の模索と挫折を描いた米国外
交史研究である。著者の京都大学文学部教授小
野沢透氏は、米国外交史家として一貫して、1950

年代の米国の外交政策、とりわけ米国と中東の関
係に関して、日本語及び英語で多くの業績を積ま
れてきた。上下巻にまたがる本書は、まさにこの
テーマに20年以上の長い年月取り組んできた著
者の研究業績の集大成とも言える重厚な労作だ。
著者が「あとがき」でも強調しているように、「一
次史料は歴史研究にとっての酸素のようなもの」
1であり、それを踏まえて、本書は米国と英国双
方の膨大な一次史料を網羅した丹念で緻密な米国
外交史研究として大変完成度の高いものである。
本書の魅力はそこにとどまらない。米国の外交史
研究を概観しても、幅広く高い評価を受ける研究
は、安全保障研究や国際政治学への示唆にも富
み、現代の政策への含意も豊富にあるものである
と言えよう。本書もまさに、外交史研究への貢献
と同時に、その示唆や含意の広さや深さ故にとて
も意義深い研究であると言える。言い換えれば、
本書は読者に現代の国際政治や米国の中東政策を
理解する上で土台となる新たな歴史像を提示して
いるのだ。
「世界の警察」というメデイアでよく使われる
表現にも表出されるように、米国の覇権や国際社
会への役割、さらに中東における軍事関与も自明
的に語られる事が多い。確かに米国が中東におい

て深く軍事的に関わっていることは、過去20年
ほどの米国の対外政策を概観すればあまりにも当
たり前のことかもしれない。その当たり前だと思
われている事柄を著者は照射し、読者に新たな見
方を提示している。一般的な通念とは裏腹に、本
書でも描写されるように米国は基本的に、1971年
の英国のスエズ以東撤退まで、英国の中東におけ
る軍事プレゼンスに依存し、自ら安全保障上の
役割を担うことには消極的であった。本書でも
詳述される米国の中央条約機構 （CENTO）を基
軸とした同盟関係も、米国の直接的な軍事関与
の回避を企図したものであった 2。英国がスエズ
以東から撤退する1971年以降も、米国自ら英国
の役割を引き継ぐのではなく、ペルシャ湾岸の
域内大国であり同盟国であったイランに域内の
安全保障上の役割を依存した 3。米国が同地域へ
の本格的な軍事的関与を表明するのは、1980年
1月の一般教書演説で当時のジミー・カーター大
統領が唱えたいわゆるカーター・ドクトリンだろ
う。イラン革命やソ連のアフガニスタン侵攻など
南西アジアでの地政学的危機の最中、カーター大
統領はペルシャ湾地域をコントロールしようとす
る外部勢力の試みを、米国の死活的利益への攻撃
と見なし、軍事力を含むあらゆる手段で反撃する
という立場を明確にした 4。これを機に米国は本
格的に中東・ペルシャ湾岸地域における軍事展開
能力を向上させるため、1980年3月には緊急展開
統合作戦部隊（Rapid Deployment Joint Task Force、
RDJTF）を創設し、それが1983年には中東及び
南アジアや中央アジアの一部を責任範囲とする中
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央軍（CENTCOM）に昇格した。これが、現在に
至るまで中東において米国が徐々に軍事関与を深
めていく伏線と捉えることもできる 5。
特に米国の視点からは政策的観点からも学術的
観点からも、米国の覇権やその源泉に関して、あ
くまで米国からの視座に徹した単一的もしくは理
念的な見方が少なくない。例えば、プリンストン
大学のジョン・アイケンベリーは米国主導のリベ
ラルな秩序形成の由来を第二次世界大戦直後の米
国の政策に見出している 6。さらに、米国視点で
国際政治を眺める場合、冷戦構造の文脈で戦後米
国外交を見る傾向も強いことから戦後の米国の超
大国としての地位は冷戦初期に米国連邦政府の安
全保障や国防政策に関わる政策決定機構を大幅に
拡大させたNSC/68や国家安全保障法にその原点
を求めることが多い 7。もちろん、米国の覇権や
現在の対外政策を理解する上で、第2次世界大戦
直後及び冷戦初期は大変重要である。しかし、冷
戦終結後の米国の一極支配の源泉を1970年代に
見出す最近の米国外交史研究にも呼応してか 8、
筆者は米国の一極支配確立は単線的なものではな
いと主張する。筆者は本書の中で、グローバルな
覇権移行ではなく、実際は大英帝国から米国の覇
権への移行は必ずしも直線的なものではなかった
と指摘している 9。つまり、英米間で力の移行が
行われる中で、アメリカは「イギリスが構築した
国際秩序を多く領域で継承して」10いき、米国の
国際秩序の役割は漸進的に拡大し、徐々に米国は
自らの安全保障上の責務をより多く背負うように
なる。本書では特に1956年のスエズ戦争を契機
に中東地域における覇権が英国から米国に移行し
ていったという、頻繁に見かける議論を、「スエ
ズ史観」と呼び、そのような見方が中東における
覇権移行を理解する上で不十分であると指摘し、
中東における英米関係や中東域内秩序の変容を丁
寧にそして丹念に描き出すことで、新たな枠組み
を読者に提示する。このように、本書は第二次世
界大戦後の米国の国際的な役割拡大が漸進的に、
地域により不均等に進行した事実を浮き彫りにす
る。さらに重要なポイントは、本書も詳細に描写
するように、米国が必ずしも積極的に自身の役割
拡大を望んでいたわけではないことである。以上

のように本書は米国と中東の関係のみならず、戦
後の米国外交史や米国の超大国としての地位の源
泉に関しても幅広く新たな見方や示唆を提示して
いる。

さて、本書はこのような大きな歴史像をどう提
示しているだろうか。ここで本書の構成と内容を
より詳しく見ていきたい。本書は上下巻に分かれ
て、序章と終章を除き4部構成で1200頁にも及び
壮大な歴史物語を紡ぎ出す。評者の力不足もあ
り、この重厚な分析を限られた紙幅でまとめるの
は容易ではないが、議論の展開を示せたらと思
う。まず、序章で著者は先行研究の諸問題及び本
書の意義や視点を読者に示している。ここでは前
述のように、著者が描こうとする歴史像の意義や
アプローチを先行研究における欠落部分を指摘し
ながら説明している。
第Ⅰ部の「地域的政策の生成」は主に戦後直後、
冷戦初期のトルーマン政権期の様子を描写してい
る。元来、中東は英国の非公式帝国の一翼であっ
たが、第二次世界大戦後の経済的な疲弊の中、英
国がそれまでの役割を同地域で担い続けるのは困
難であった。一方で、米国は中東におけるソ連の
影響力の浸透を警戒する中で、英国のプレゼンス
の継続を望んだ。両国が共に中東地域は「死活的
重要性を有する」という認識を共有する中で、米
英の中東政策を巡る協調と軋轢をこのセクション
では叙述している。その中で、中東における新た
なナショナリズムの勃興とそのような反発の矛先
の英国の同地域へのプレゼンスをどう両立させる
かという課題がとりわけ困難を極めた。米国は一
貫して、同地域に直接的な軍事関与をすることに
消極的であった。このような政策的停滞と中東
における反英ナショナリズムの高まりの中で1951

年に、米国は中東全域を射程とした西側統合構想
を本格的に模索し始めるのである。
第Ⅱ部「西側統合政策の展開」は西側統合構想
が、アイゼンハワー政権に継承された後の同政策
の展開を追っている。ここで特筆すべき点の一つ
は、同政権の主にダレス国務長官により提唱され
た「北層（Northern Tier）」構想を、著者が中東全
域を射程とする西側統合政策の一部と捉えている



書評：幻の同盟 ｜ 松田　119

ことである。北層国とは、ソ連と国境を接し共産
主義の脅威に直接的に晒されているとされたイラ
ンやパキスタン等の国々である。1950年代後半
のバグダッド条約機構の設立を筆頭にこの北層構
想を米国の当時の中東政策の中核とする見方は未
だ根強い。しかし、著者はアイゼンハワー政権は
中東全域を射程とする統合政策の中で、同地域の
ソ連とも近い北部の国々とエジプトやイスラエ
ル・パレスチナを含む南部の国々で、時間差を置
いて統合政策を進めようとしたと主張するのだ。
政治統合の組織化の基盤を十分に有する北部で統
合強化を進める間に、アラブ・イスラエル紛争や
英・エジプト間の対立を解決するとしようと米国
は試みた。北部の国々へ米国の関心が向いている
と思われていた中で、同時にスエズ基地を巡るエ
ジプトと英国との間の紛争にもワシントンは大き
な関心を持っていたのだ。言い換えれば、アラブ
世界最大人口を有するエジプトを、米国は「西側
統合政策の極めて重要な潜在的パートナー」11と
見なしていたのである。1954年に出された米政
府の中東政策文書では、いわゆる「北層」構想と
該当国における統合の組織化を起点としつつ、そ
れを南部の他のアラブ諸国に拡大していく連関性
や調整の必要性が記述された。この時期に米国は
アラブ・イスラエル紛争の包括的な解決を目指す
アルファー計画も打ち出すのである。しかし、同
時に親西側的な諸国とエジプトを筆頭とする汎ア
ラブ主義諸国との間のいわゆるアラブ内冷戦が西
側統合政策に大きな影を落とした。アラブ諸国内
の域内対立は北層国を中心としたバグダッド条約
機構の成立により一層拍車がかかるのである。
第Ⅲ部「西側統合政策の変容と崩壊」より、下
巻へとページが進んでいく。ここで、重要なのは
エジプトとソ連との間で1955年秋に武器取引が
行なわれていたことである。多くの先行研究が指
摘するように、この事件をきっかけにアラブ内の
域内対立軸は冷戦構造と連動し始めるのである。
このような域内の分極化の進行は、米国の北部と
南部で別々に統合政策の達成に向けて諸課題に対
処し、いずれ中東地域全体を統合しようという政
策はこれで破綻してしまった。しかし、今まで英
米ともに慎重であったイランのバグダッド条約機

構への加盟を促すと同時に英国の親西側諸国への
傾倒を促す契機となった。一方で、米国はそれで
も西側統合政策の目標に忠実であり、エジプトと
の協調を重視した。このような英米間におけるア
プローチの違いの拡大の帰結が1956年のスエズ
危機での英米間の対立関係であるのは事実だ。
しかし、先行研究の多くが、このスエズ危機を
中東における米英の覇権交代と捉えるのとは異な
り、本書では英米間の中東政策を巡る協調関係は
スエズ危機の間もその後も継続したと主張する。
筆者はスエズ危機と同時に、ナセルの孤立化と親
西側勢力の協力を目指すという英米の協調関係 12

は継続していたという。さて、スエズ危機を経
て、共産主義勢力からの脅威に晒されている中東
諸国が領土の一体性や政治的独立を保持するため
の支援を約束したアイゼンハワー・ドクトリンが
1957年1月に発表された。このドクトリンは西側
統合政策の枠組みの中で、それの推進を企図した
ものであったが結果的に挫折した。それに伴い西
側統合政策自体もまた行き詰まりを見せた。そし
て、レバノンやヨルダンでの政治危機に対して、
米英が各々この2つの中東諸国に軍事介入に及
ぶ。さらに、北層の親西側諸国であったイラクに
おける革命と同国のバグダッド条約機構からの脱
退は、統合政策の再検討を促し、「地域的政策の
空位時代」へと突入する。米国が中東における西
側統合政策の限界に直面する中、最終的に米国の
中東政策はオフショア・バランシング政策へと移
行すると著者は主張する。米国は同地域への直接
的な関与を避け、同地域での共産主義勢力の伸長
の防止と石油の安定的供給という限定的な政策目
標のもとで、英国の同地域における軍事プレゼン
スに依存するという選択をしたのだ。これは、中
東における米英の協調関係の深化を意味し、英国
は中東における軍事プレゼンスの維持の意思を明
確化し、米国もそれを支持し支援したのだ。
第Ⅳ部「協調的石油秩序の黄昏」では、少し話
が変わり、米国の中東での重大な政策目標の一つ
である石油の安定供給を追求する動きを追ってい
る。西側統合政策と同時に、英米は中東において
消費国と産油国の間での協調的な石油秩序を模索
していた。しかし、各プレーヤー間の利益が一致



120　Journal of Islamic Area Studies Vol.10

しないと分かると米英は石油の消費国としての利
益を追求する方向へと政策転換をした。米英が消
費国としての立場を自覚することは、両国が世界
規模での安定的な石油供給を促進することを意味
し、この両国が軍事力行使を含めてペルシャ湾岸
の安定とここからの石油の安定供給の希求に徹す
ることにつながる。このような、英米の石油政策
の転換とオフショア・バランシング政策の結節
点を象徴する出来事が、1961年のイラクによるク
ウェート侵攻未遂事件であろう。英国は同地域で
の軍事プレゼンスを背景に迅速な軍事行動を起こ
し、英国のペルシャ湾岸での安全保障上の役割遂
行能力を証明した。これは、英国を中東における
代理勢力と見なしていた米国にも大いに歓迎され
ることであった。石油の安定供給という点でも、
ペルシャ湾岸の安全保障の重要性は言うまでもな
いわけだが、そこでも英米間の協調関係が十分に
機能したと言えるのである。ここに、1960年代
以降米国が英国の中東における軍事プレゼンスに
依存し、自らの軍事関与は回避するオフショア・
バランシングの構図が、西側統合政策の迷走と挫
折を経て確立していくのだ。
最後に終章では、本書が一貫して描写し続けた
中東における西側統合政策という同盟プロジェク
トの変遷及び挫折の要因を分析している。さらに
ここでは、中東政策を巡る英米関係の根底に、米
国が中東における直接的な軍事的責任を負うこと
を回避し、英国の非公式帝国や軍事プレゼンスの
維持を望む姿勢があったことが指摘されている。
そして、著者は本書の分析射程であり、米国が中
東における西側統合政策を模索した1950年代を
含めて、米国の冷戦期の中東政策はオフショア・
バランシングと呼びうるものだと主張する。1979

年のイラン革命やソ連のアフガニスタン侵攻に伴
う1980年1月のカーター・ドクトリンの表明は、
初めて米国のペルシャ湾岸への直接的かつ本格的
な軍事関与を明示したものであり、徐々に米国は
同地域での代理勢力を失い、現在のように深く軍
事関与を行なうようになるのである。ここで、著
者は中東における共産主義勢力の伸張防止とペル
シャ湾岸の安定的石油供給という大きな2つの政
策目標の追求という観点から、米国の冷戦期の長

い間採用されたオフショア・バランシング政策は
概ね評価することができるものだと評する。

以上のように、本書は外交史研究の立場から、
緻密で膨大な外交史料の分析を通じて、中東にお
ける英米覇権移行や米国の中東域内の異なる地域
での政策同士の関連性など、従来の通念を丁寧に
再検証している。そこから、外交史研究のみなら
ず安全保障研究や国際政治学にも米国の覇権や中
東の安全保障など幅広い学術的そして政策的分野
に示唆を提示する。そこで、このような外交史研
究に対して、安全保障理論や国際政治の概念を用
いた批判が適切かどうかは分からない。むしろ、
そのような作業はこのような優れた外交史研究の
成果を先行研究として参照しながら、安全保障研
究者もしくは国際政治学者が自らの学問分野の立
場からおこなうべき仕事かもしれない。
しかし、重厚な本書の中でも、分析に濃淡の差
が生まれている箇所はあった。特に、外交史とし
ての分析の緻密さと終章での国際政治学的示唆を
提示する箇所で、それは顕著に表れていた。本書
の大きな結論の一つは、米国の冷戦期の中東政策
がオフショア・バランシングと呼びうるもので
あったことを示すものであり、本書ではそのよう
な方策が採られるようになる過程が描かれてい
る。オフショア・バランシングという、直接的な
軍事プレゼンスや関与をせず域外から関わる戦略
姿勢に関しては、現在に至るまで米国の大戦略
（Grand Strategy）の立場から様々な論争や研究が
なされてきた。しかし、本書ではこの箇所に関し
て、参照している先行研究の数も限定的で、本書
は概して重厚で読み応えがある一方で、オフショ
ア・バランシングに関しての記述が少しあっさり
している印象を安全保障研究を専門としている評
者は感じた。
また、米国外交史研究であることから当然なこ
とかもしれないが、米国外交の描写と中東の域内
政治との間での分析の濃淡の差があるように感じ
た。本書は、米国が反英ナショナリズムやアラブ
民族主義の高まりに苦悩しながら、それを克服し
ようと試みる過程を描いている。その際、アラビ
ア語やペルシャ語などの中東の言語での史料の使
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用や当時の中東域内政治に関する先行研究もより
多く用いることで、米国の中東政策と現地の政治
の呼応がより立体的に描かれたのではないかと感
じた。2003年のイラクの自由作戦でも、米国の
一部軍人が、ゲリラ戦となることを予想し、大量
の兵力投入の必要性を唱えながら、米国防総省の
文民の政策担当者が、最新兵器で最小の兵力で戦
おうと試みるなど、戦略上の根本的なミスが目
立った。換言すれば、米国の中東政策において、
現地の情勢に対する理解の不足が政策や戦略にお
いて欠陥をもたらすことは往々にしてある。本書
の記述でもそのような苦悩は描写されていたが、
中東域内の視座も盛り込むことができれば、現代
にまで通じる米国の中東政策における苦悩がより
多面的に描かれたように感じる。
一方で、本書は英米関係を通じた外交史に着眼
し、英米関係を分析射程に盛り込んだ研究が極め
て限定的な米国における外交史研究や国際政治研
究とは一線を画するものである。幼少期を含め
て米国生活が長く、修士課程時代をワシントン
DCで過ごした評者にとって、大変興味深く感じ
るのは、日本における外交史研究で本書を含めて
英米関係を精緻に描写したものが大変多いことで
ある。米国の視点で語られる米国外交史や国際政
治は、あくまでも米国が主体である。そこで見落
とされがちになってしまうのは、第二次世界大戦
後の世界は米ソ冷戦という二極構造と同時に、多
くの海外植民地を有していた英国を含めた西欧諸
国から米国への漸進的な覇権移行が同時進行で行
なわれていた点である。かつて植民地であった中

東、アフリカそして東南アジアへの米国の対外政
策を理解する上で、冷戦構造以外にも当時の米欧
関係や西欧諸国と米国の間の覇権移行を分析する
ことが不可欠である 13。しかし、米国の視点で書
かれる研究では冷戦構造へ視点が大きく引っ張ら
れて、後者への関心が大変希薄である場合がとて
も多い。皮肉にも戦後の国際政治史を概観したと
きに、米国が一番国力を消耗し、手をこまねいた
地域は60年代の東南アジア及び2000年代以降の
中東など、欧州諸国から覇権的役割を戦後徐々に
引き継いだ地域なのである。よって、米欧関係と
りわけ英米関係にも着目した米国外交史研究は、
これら地域への米国の政策を理解し検討する上で
も大変重要な二次史料となる。このように日本に
おける外交史研究で比較的客観性を保ちながら、
一般通念や前提を丁寧に検証できるのは、日本人
という第三者の視点から歴史を俯瞰できることに
も起因するのだろう。そのような点から、本書を
含めて日本における外交史研究の現代史理解の深
化への貢献は小さくない。
以上のように、本書は1950年代という特定の
時期の米国と中東の関係の範疇を超えて、冷戦
史、現在に至る米国の中東政策、さらに超大国で
ある米国の覇権の源泉及びその将来を理解する
上でも幅広く大きな示唆を持つ。著者が「あとが
き」で、執筆の際目標としたと述べている金字塔
のような本だと表現しても過言ではないだろう。
そんな様々な知的好奇心を持った方々に是非手に
取って頂きたい一冊である。
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