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中間層外交はナラティブたりうるか
―― 新型コロナウイルス感染拡大とアメリカ外交の再構築 ――

藤木　剛康

【1】はじめに

2019 年末に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的流行は，本稿執筆時（2021 年 8 月）

においてもワクチンの普及した一部の先進国を除く世界各地で拡大し続けており，各国の経済

社会に甚大な被害を及ぼすとともに，コロナ禍以前から進行していた米中関係を始めとする国

際関係の変化をより一層推し進めることとなった 1）。すでにアメリカでは 2016 年のトランプ政

権の誕生に示されるように，コロナ禍以前から国内における経済格差と政治的分裂が深刻化し

ており，政府の内向き姿勢と国際的リーダーシップの後退が明白となっていた。その一方で，

中国の習近平政権は武漢での初動対応にこそ後れを取ったが，その後のコロナ対策での「成功」

と，西側先進国の混乱によって共産党主導の権威主義体制への自信を深め，「戦狼外交」と言

われる強硬な対外政策を推し進めた結果，アメリカを始めとする西側先進諸国や周辺国との関

係を悪化させた 2）。

では，トランプ政権の後を引き継いだバイデン政権は，この難局にどのように対応しようと

しているのだろうか。バイデンは 2020 年の大統領選挙中に外交政策論文を発表し 3），トランプ

政権によって弱体化した国内民主主義の再建と民主主義国家との連携を構築する国際的リー

ダーシップを復活させると主張した。具体的には中間層のための外交政策を推進し，民主国家

のためのグローバルサミットの開催を提起した。バイデンはこの論文の中で，「経済安全保障

は国家安全保障である。われわれの貿易政策は国内に根ざすものでなければならないし，その

1）	 	　リチャード・ハース「パンデミックは歴史の転換点ではない――国際協調とナショナリズム」『フォーリン・
アフェアーズ・リポート』2020 年 5 月号

2）	 	　中国外交が強硬化した原因については，一般に，国内における統治の安定性への不安，米中の力関係に
おいて優位に立ちつつあり，国際的な力の真空が生じているという認識の普及，といった要因が指摘され
ている。ジュリアン・ゲワーツ「「アメリカは敗北しつつある」――米中競争についての北京の見方」『フォー
リン・アフェアーズ・リポート』2021 年 1 月号。ミシェル・Ａ・フロノイ「アジアにおける戦争を防ぐに
は――米抑止力の形骸化と中国の誤算リスク」『フォーリン・アフェアーズ・リポート』2020 年 7 月号。
加茂具樹「＂社会的挫折感〟と対峙――自信と警戒の間で揺れる中国共産党」WEDGE	Infinity,	2021 年 7
月 1 日。ただし，中国国内にも対外政策をめぐる路線対立が存在し，タカ派路線を追求する「楽観的な拡
張主義者」や，アメリカとの大国間競争に備えるべきであるとする「悲観的な戦略家」に対し，主導権を握っ
ているのはグローバルな関与の継続を主張する「実践的なグローバリスト」であるとする分析もある。
Min	Ye,	 “The	COVID-19	Effect:	US-China	Narratives	and	Realities,”	The Washington Quarterly,	 44:1,	
2021

3）	 	　ジョセフ・バイデン「アメリカのリーダーシップと世界――トランプ後のアメリカ外交」『フォーリン・ア
フェアーズ・リポート』2020 年 3 月号

和歌山大学経済学会『研究年報』第25号（2021年）pp.13−30



14 和歌山大学経済学会『研究年報』第25号（2021年）

ためには，われわれにとっての最大の資産である中間層を強化し，国の経済的成功の恩恵を，

人種，性別，どこに住んでいるか，宗教，性的志向，障害を抱えているかどうかに関係なく，

誰もが共有できるようにしなければならない」と述べ，国内社会を最優先にする姿勢を明確に

した。

バイデンの提起した中間層外交については，外交専門家の間ではその実現可能性や政策の整

合性をめぐって批判的な議論が多い。一般的には，ポスト冷戦期の過度な対外関与を見直し，

アメリカ国民の利益を第一に考えながら内外政策の統合をめざす政策だとされるが，そもそも，

中間層の利益を具体的にはどのように定義し，それを外交問題と関連付けられるのかが問題と

なる 4）。また，中間層の再建は外交政策ではなく，国内政策や制度，とりわけ利益分配政策の

課題ではないかという指摘もある 5）。第二に，中間層の利益をトランプ政権のように製造業の

労働者だとみなし，対外政策において貿易赤字の削減を重視した場合 6），バイデンが論文で強

調したような国際協調や国際的なリーダーシップと両立できるのかという問題がある 7）。この

点では，トランプ政権の「アメリカ第一」外交とどのように区別されるのかという問題も生じ

てくる。さらに，短期的な課題である対中戦略と，中長期的な課題である国内の経済的社会的

基盤の再建とをどのように両立させるのかという問題も指摘されている 8）。この論点を敷衍す

ると，中間層外交の主要な課題は政治であって政策ではないという指摘もある。すなわち，中

間層外交の最優先課題は国際主義的な外交政策を支持する国内世論の再建にあるため，個々の

政策はバイデン政権，ひいては民主党の支持基盤の立て直しのための道具にすぎないというの

である 9）。

また，分析の困難を指摘する議論もある。第一に，中間層外交それ自体を担当している高官

や部局は存在しないため，外交政策のどの側面を対象としてその成否を判断すればよいのかが

決められない。第二に，中間層の利害に直接的に影響する政策と，間接的に影響する政策があ

り，結局，特定の政策の成果を判断することはできず，諸政策の長期的かつ総合的な結果とし

てしか評価できない。さらに，何が中間層にとって良いことであり，また，悪いことであるの

4）	 	　西村博之「バイデン政権の「中間層外交」，内外政策の融合なるか」『日本経済新聞』2021 年 2 月 28 日。
5）	 	　神谷万丈「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか――「中産階級のための外交政策」をめぐっ

て」『安全保障研究』2021 年 1 月，鹿島平和研究所。
6）	 	　トランプや，トランプ政権の通商政策を取り仕切ったライトハイザー USTR 代表の場合，主に製造業で

働く（白人）労働者の厚生が念頭にあった。藤木剛康「混沌の中のコンセンサス――「労働者のための通商
政策」とはなにか」『和歌山大学経済学会	研究年報』26，2022 年刊行予定。

7）	 	　Elise	Labott,	“Biden	Puts	a	Kinder,	Gentler	Spin	on	‘America	First’,”	Foreign Policy,	February	5,	2021;	
Matthew	P.	Goodman,	“Three	Tensions	in	Biden’s	International	Economic	Policy,”	Center	for	Strategic	&	
International	Studies,	January	21,	2021;	James	Crabtree,	“Biden’s	Trade	Plans	Will	Boost	China’s	Power	in	
Asia,”	Foreign Policy,	February	16,	2021

8）	 	　Hal	Brands,	“What	Is	Biden’s	‘Foreign	Policy	for	the	Middle	Class’?,”	Bloomberg,	March	7,	2021
9）	 	　Charles	A.	Kupchan	and	Peter	L.	Trubowitz,	“Why	an	Internationalist	Foreign	Policy	Needs	a	Stronger	

Domestic	Foundation,”	Foreign Affairs,	May/June	2021
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かという判断には規範的な問題も含まれる。そこで，図表 -1 に示すように，戦略と理念，組

織と人事，政策と過程，結果，という 4 つの基準を暫定的に設定し，総合的に判断すべきだと

する。そして，戦略と理念については堅実な出だしだが，組織と人事についてはやや出遅れて

おり，政策とその結果の評価については時期尚早だという 10）。

以上の議論を踏まえれば，第一に，中間層外交を実現する経路は，予め設定された具体的な

目的や計画に即して適切な手段を選び，計画に即して実行すれば予想された成果が得られるよ

うな単純な形にはなっていないこと，第二に，中間層それ自体が多様かつ内部的に分裂した集

団であり，バイデン政権への支持や不支持の度合いやその理由についても様々であること，第

三に，外交政策以外の手段をも活用しつつ，中間層を自覚しバイデン政権を支持する集団を形

成することが中間層外交の目的だと考えられる。したがって，中間層外交とは，政策の方向性

を大まかに指し示して多様な集団を収斂させる世界観としての政策アイディア 11），あるいは世

論を動員するためのナラティブ（物語）として提起されたものではないだろうか。そうだとす

れば，そうした目標を達成しうる「十分なナラティブ」たりうるか否か，が問題となる。そこ

で，以下ではバイデン政権の提起する中間層外交は，政権の外交政策への支持層を形成するナ

ラティブたりうるのかどうか，近年の政策過程論で注目されるようになっているナラティブ論

の議論も踏まえつつ，分析を進めていく 12）。

叙述は以下の順序で進めていく。第 2 節では，近年におけるナラティブ論，とりわけナラティ

ブを活用した政策過程分析に注目し，代表的な先行研究を整理する。第 3 節では中間層外交の

10）		　Dan	Baer,	“Tracking	Biden’s	Progress	on	a	Foreign	Policy	for	the	Middle	Class,”	Carnegie	Endowment	
for	International	Peace,	April	6,	2021.	人事については，例えばバイデン政権では，外交官は定期的に州議会
や商工会議所，企業や市民団体，学校で現地の人々と交流するようになっている。Daniel	Baer,	“Don’t	Just	
Make	Foreign	Policy	for	Working	Americans.	Engage	Them	in	It,”	Foreign Policy,	April	20,	2021

11）		　「アイディアの政治」については Judith	Goldstein,	 Ideas, Interests and American Trade Policy,	Cornell	
University	Press,	1993

12）		　Baer の議論によれば，中間層外交の分析は①戦略と基本理念，②組織と人事，③政策とプロセス，④結果，
の 4 項目に即して進めていくべきであるが，本稿ではこれらのうち，①戦略と基本理念，③政策とそのプロ
セスを中心に検討する。

戦略と基本理念
・	主要な戦略文書では中間層を優先し，戦略的妥当性を説明している。
・	政治的指導者は，成功の主要な手段として政府に労働者支援を課す。

組織と人事 ➢	組織や人員配置は労働者の関心を反映している。
➢	主要な人材は適切な職歴や経験を持ち，中間層志向の政策の信頼できる指導者。

政策とプロセス ➢	政策プロセスは体系的に中間層への目的意識を優先。
➢	労働者を支持する政策の説明は行動のための合理的な理論を含む。

結果 ➢		世論調査，調査研究，フォーカスグループにより，労働者と中間層家庭が外交
政策は自分たちの利益を前進させていると認識していることを示す。

　（出所）Baer,	op.cit.	より作成。

［図表-1］中間層のための外交政策の成績表
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中心的な構想者であり，バイデン政権では国家安全保障問題担当補佐官の要職を務めるジェイ

ク・サリバンの議論を検討する。第 4 節では，バイデンや政権の高官の主要な演説や文書を分

析し，中間層外交のナラティブがどのように活用されているのかを検討する。

【2】政策過程論とナラティブ

【2-1】ナラティブとは何か

近年，政策過程や外交・軍事戦略の分野で，人間の思考や認知の形式としてのナラティブに

着目し，それを政策形成に積極的に活用しようという議論がある。それらの議論によれば，人

間の思考や認識の形式にはパラグマティック（論理科学）モードとナラティブモードの 2 つが

ある 13）。パラグマティックモードとは，人間の認知活動のうちで論理や科学に関わる側面であ

り，具体的現実から一般的・普遍的な法則を導きだす。これに対し，ナラティブモードでは，

人間は自らの対象や経験を生き生きとした具体的現実として物語的に認識する。

ナラティブ論の古典とされる J. ブルーナーの『意味の復権』によれば，ナラティブとは，第

一に，行為者やその行為，目的や場所，手段を時系列に位置づける。第二に，その内容が事実

かどうかには無関心である。第三に，規範や日常性からの逸脱を処理し，両者の間に折り合い

をつけさせる。ゆえに，ナラティブは社会，とりわけ文化的共同体において共有され，日常性

から逸脱した行為や事件を解釈し，それらの意味を創り出し，位置づけるものだとされる 14）。

このように，ナラティブとは人間を取り巻く世界の様々な事象に意味や秩序を与えるものだ

が，近年においては政治や軍事の領域において，人々の認識に影響を与え，彼らをめざす方向

に動員するための手段としても注目されるようになっている。例えば，軍事戦略論の大家であ

るローレンス・フリードマンは，「（今日において）最善の戦略的慣行となりうるのは現状を望

ましい結果に変える方法について説得力ある物語を構築すること 15）」であると述べ，軍事戦略

においていかにナラティブが活用されてきたのかを整理している。フリードマンによれば，人

間は疑似環境，すなわち頭の中に思い描いた世界像を通じてしか現実の環境を認識できないた

め，戦略の重点は疑似環境に望ましい影響を与えることにある。しかし，疑似環境の基礎には

それぞれの人間の複雑かつ多様な信念体系が存在しており，疑似環境の操作は戦略エリートの

想定よりも困難となる。フリードマンは，権力闘争とは広く受け入れられる世界観を形成する

13）		　藤井聡，長谷川大貴，中野剛志，羽鳥剛史「「物語」に関わる人文社会科学の系譜とその公共政策的意義」
『土木学会論文集 F5（土木技術者実践）』67:1，2011 年。川端祐一郎，藤井聡「コミュニケーション形式と
しての物語に関する研究の系譜と公共政策におけるその活用可能性」『土木学会論文集 D3』70:5，2014 年。
長沼加寿巳「安全保障や防衛におけるナラティブ」『NIDS コメンタリー』155，2021 年。

14）		　J・ブルーナー（岡本夏木，仲渡一美，吉村啓子訳）『意味の復権――フォークサイコロジーに向けて』ミ
ネルヴァ書房，2016 年（Jerome	Bruner,	Acts of Meaning: Four Lectures on Mind and Culture,	1990）。

15）		　ローレンス・フリードマン（貫井佳子訳）『戦略の世界史――戦争・政治・ビジネス』日本経済新聞出版社，
2018 年。また，ロシアとウクライナの紛争など，実際の紛争でナラティブがどのように活用されていたの
かについては以下のルポルタージュが詳しい。デイヴィッド・パトリカラコス（江口泰子訳）『140 字の戦
争――SNS が戦場を変えた』早川書房，2019 年。
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ための戦いであり，ゆえに権力闘争の場においては望ましい世界観を普及するためのナラティ

ブが重要視されると指摘している 16）。

【2-2】政策形成および政策過程分析への応用

　政策形成や政策過程などの政策分析において，ナラティブはどのように活用されているのだ

ろうか。近年の公共政策論においては，政府と市民，利害関係者同士の合意形成の過程におい

て，ナラティブを通じて相互理解や連帯を強めることができるとされる 17）。このように，政策形

成のためのツールとして活用される場合，ナラティブとは人々を組織し，関連づけ，情報を伝

達する重要な手段であり，劇的な瞬間や象徴，典型的なキャラクターなどの出来事が構想に従っ

て時系列で展開していく 18）。それは，「言葉で表現され，始まりと終わりを設定し，その間に起

こる様々な事柄を主に時間軸に沿って配置し，そこに一定の筋立てがあり，物語の内外は意味

的に区切られている 19）」。

　ナラティブによる政策分析枠組み（Narrative	Policy	Framework）20）においては，第一に，政

策的現実は社会的構築物であり，第二に，社会的構築は信条システムやイデオロギーの制約を

受ける。第三に，政策ナラティブには，背景（時間と空間），キャラクター（英雄，悪役，犠牲

者など），筋書，教訓（政策的解決）などの一般的構造的要素が存在する。第四に，ミクロ（個

人の選好や意思決定）とメゾ（政治連合の形成），マクロ（制度や社会，文化的規範）という相

互作用する 3 つの分析レベルが存在する。第五に，個人は物語る人間モデルとされ，物語は人

間の認知と意思疎通における中心的役割を果たす。

　以上のように，政策分析の分野においては，ナラティブは多様な市民の間での政策の理解や合

意の形成を進め，関係者の関与を促すツールとされる。そして，ナラティブが政策アクターの認

識やアイデンティティをいかにして変容させ，政策や制度の変化を促したのかが検討される。

【2-3】ナラティブとしての中間層外交

中間層外交が政策ナラティブだとすれば，どのような役割が期待されているのだろうか。そ

れは，アメリカ国内の経済的不平等と政治的分断を克服して中間層を再建すること，そして，

それらの中間層に安定的に支持される国際主義的な外交政策を構想し実行していくことであろ

16）		　米中対立においても安全保障と経済とは別に第三の分野として，イデオロギーや価値，規範などのイディ
エーショナルな要因があるとし，米中間でのナラティブの対抗関係を理論的に分析した研究として，山本吉
宣「言説の対抗と米中関係」『PHP 総研特別レポート』2021 年。

17）		　藤井，長谷川，中野，羽鳥前掲論文，川端，藤井前掲論文。
18）		　Michael	D.	Jones	and	Mark	K.	McBeth,	“A	Narrative	Policy	Framework:	Clear	Enough	to	Be	Wrong?,”	

The Policy Study Journal.	38:2,	2010
19）		　髙橋克紀「政策学で物語性をどう捉えるか」『同志社政策科学研究』20 周年記念特集号，2017 年。
20）		　Jones	and	McBeth,	 ibid.;	Elizabeth	A.	Shanahan,	Michael	D.	 Jones	and	Mark	K.	McBeth,	 “How	 to	

Conduct	a	Narrative	Policy	Framework	Study,”	The Social Science Journal,	2017
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う。この点で，中間層外交の構想はシャットシュナイダーの政党政治論に類似している。シャッ

トシュナイダーによれば，政治の要諦は紛争への国民各層の動員とそのコントロールにあり，

政党指導者は広範な国民各層を自党の支持へと動員するため，自らに有利な政治的分断線を引

き，反対派を少数派に追い込まなければならない 21）。このような構図において，ナラティブと

は動員した諸階層を糾合するためのツールであり，政治的分断線の内部で共有される世界観や

価値観を提供し，自党の政策との整合性を説明する役割を担う。

では，中間層外交はどのようにして政治的分断線を引き直し，外集団の排除と内集団の結束を

強めようとしているのだろうか。近年におけるアメリカ政治においては，一般に，3つの外交ビジョ

ンが鼎立していると言われる 22）。第一に，伝統的な国際主義の立場がある。国際主義は，自由主

義的国際秩序への回帰を主張するが，グローバル化の負の側面を過小評価し，国内の政治的連帯

を弱体化するという問題がある。第二に，ナショナルな共同体を尊重する右派ポピュリズムの立

場がある。右派ポピュリズムは国際協調に懐疑的で，気候変動問題などのグローバルな課題を軽

視する。第三の立場が，富の共有，気候変動や移民問題，外交の非軍事化などのグローバルな課

題を重視する民主党左派（プログレッシブ）である。民主党左派は右派ポピュリズムとは逆に，

ナショナルな共同体と新たな価値観とを折り合わせられていないという問題がある 23）。このよう

に，これら 3 つの立場はいずれも単独ではアメリカ国民の広範な支持を得られていない。

以上の 3 つの立場の鼎立を前提すれば，中間層外交とは，国際主義を維持しつつ，国内の政

治的連帯の再構築をめざす立場であろう。そのためには，国際協力に敵対的な右派ポピュリズ

ムを排除しつつ，その主張のうち，人種問題などの文化的要求は退ける一方で，経済格差の是

正に関する要求は受け入れ，右派ポピュリズムを支持する人々を支持層に取り込む。また，プ

ログレッシブの提起している論点のうち，富の共有や気候変動など受け入れ可能なものは受け

入れ，国際主義とプログレッシブの連携を強化する必要がある 24）。以下では，果たして中間層

外交がこのような構想を実現できるものか否かを検討していく。

【3】中間層外交論の検討

【3-1】ジェイク・サリバンと中間層外交

本節では中間層外交を構想した中心人物として，バイデン政権で国家安全保障問題担当補佐

21）		　E.E. シャットシュナイダー『半主権人民』而立書房，1972 年。
22）		　Jeff	D.	Colgan,	 “Three	Visons	of	 International	Order,”	The Washington Quarterly,	42:2,	2019;	Thomas	

Wright,	“The	Fraught	Politics	Facing	Biden’s	Foreign	Policy,”	The Atlantic,	November	22,	2020
23）		　民主党左派の外交論を，独善的なアメリカ例外主義や力の論理を批判的に克服した新しい世代の国際協調

主義として位置づけた議論として，三牧聖子「「リベラルな国際秩序」を超えて――アメリカに生まれる新
しい国際協調主義」Synodos，2021 年 5 月 21 日。

24）		　Wright,	op.cit.	また，民主党左派も「中国カード」を活用して政権への影響力を強化し，自らの改革案の
実現を図るべきという議論もある。Tarun	Chhabra,	Scott	Moore,	and	Dominic	Tierney,	“The	Left	Should	
Play	the	China	Card,”	Foreign Affairs,	February	13,	2020
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官の要職に就任したジェイク・サリバンの議論を検討する。サリバンは 1976 年生まれの 44 歳

で，オバマ政権時にはヒラリー・クリントン国務長官の下で政策企画本部長を，クリントンの

退任後は副大統領だったバイデンの国家安全保障問題担当副補佐官を務めた。2016 年の大統

領選挙ではヒラリー・クリントンの陣営に参加していたが，ポスト冷戦期アメリカ外交の大前

提だった自由主義的国際秩序からの撤退を呼びかけるトランプの当選に衝撃を受け，その後，

カーネギー国際平和財団に籍を置き，「トランプ現象と台頭する中国にどう対処するのか」と

いうテーマで研究・調査活動を開始する。

カーネギー国際平和財団の研究員となったサリバンの研究課題は，中間層のための外交政策

を実現することであり，そのためには外交政策と国内政策とをいかに統一的に組み合わせるの

かを具体的に提起していく必要があった 25）。では，サリバンはどのような提起をしたのか。以

下では，この時期にサリバンが発表した主な論説や報告書を検討していく。

【3-2】「新しくて古い民主党 26）」

2018 年に発表したこの論文で，サリバンは民主党に対し，経済政策を中心とした新たな政

治的コンセンサスの構築を提起している。サリバンによれば，現在のアメリカでは経済政策に

おける政治的重心の大移動が起こっている。それは「政府は国家の重要問題を解決できる」と

したルーズベルトや，「政府こそが問題だ」としたレーガンの時代に起こった重心の移行に匹

敵するもので，レーガンが動かした重心は大不況と経済格差の拡大によってもはや共和党支持

層にすらアピールしなくなっている。しかし，2016 年の民主党予備選を戦ったバーニー・サ

ンダースのように，1970 年代の「大きな政府」に回帰すべきという提起では，現代における

労働や家族の変化，グローバル化に対応できない。

そこでサリバンは，伝統を守りつつ新たな経済社会の現実に対応する「新しくて古い民主党

（The	New	Old	Democrats）」に向けた構想を提起する。新しくて古い民主党は，左右の過激

派から民主主義を守り，市場の暴力から民衆を守る積極的な政府の役割を認めつつ，グローバ

ル化やイノベーションによって雇用市場や家族の生活様式が全く変化した 21 世紀の現実に対

応できるようにこれまでの古い原則を活用する。具体的には，中産階級を再建し国家の統一や

価値観を回復するため，以下の 4 点を柱とする経済政策を進めていく。第一に，非正規雇用や

共働き，片親世帯，サービス労働の増加などの経済社会の変化に対応し，現在の労働を尊厳的

で人間的にすること，第二に，税制と反独占政策，投資課税を活用して新たな富と権力の集中

に対応し，健全な中産階級と民主主義を再建すること，第三に，都市と地方の格差問題には連

邦のプログラムではなく地方レベルのアプローチで対応すること。第四に，財界団体との新た

なパートナーシップを確立することである。

25）		　Elise	Labott,	“The	Sullivan	Model,”	Foreign Policy,	April	9,	2021
26）		　Jake	Sullivan,	“The	New	Old	Democrats,”	Democracy: A Journal of Ideas,	June	20,	2018
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サリバンはこの論文の末尾で，誰も取り残されない包含的な社会を実現するには，成長と起

業家精神が不可欠であるとし，「新しくて古い民主党」は格差問題とアイデンティティ政治の

両方に取り組むと強調している。

【3-3】「トランプとチェイニーはアメリカの何を誤解したのか 27）」

外交思想については，2018 年にアトランティック誌に発表したこの論説で，ブッシュ政権

期に副大統領を務めたディック・チェイニーと，トランプの両者が古いアメリカ例外主義，

すなわち，「自国の理念で世界を変革する例外的に優れた国」というポスト冷戦期の理念に囚

われていると批判し，新しいアメリカ例外主義の理念を提起している。サリバンによれば，チェ

イニーは古いアメリカ例外主義の誤りを認めない一方で，トランプは古い例外主義によるア

メリカ外交の失敗に反発しているだけであり，「市民的精神と明確な国益理解に基づく最善の

愛国主義と，最善の国際主義を組み合わせた新たな例外主義の理念を見出さなければならな

い」。

サリバンの提起する新しいアメリカ例外主義によれば，アメリカは数々の失敗や欠点を自己

評価し，自己修正し，自己革新する能力を持つ国だとされる。アメリカ外交の中核的な目的は

アメリカ的生活様式の防衛だが，今日，国内社会では民族的・文化的アイデンティティを強調

する議論が台頭しているため，アメリカ的生活様式自体が不明確になっている。したがって，

今日のアメリカ政治は，国内では部族主義の台頭と中産階級の空洞化を防いで社会を再生しつ

つ，対外的には権威主義大国やテロの脅威に立ち向かうため，愛国主義と国際主義の新たな調

和を目指す必要がある。

サリバンによれば，新しいアメリカ例外主義には以下の 4 つの特性がある。第一に，自国の

利益の実現とともに他国の利益への貢献もめざす啓蒙された自己利益である。啓蒙された自己

利益のためには，公正な負担の分担と説明責任を負うリーダーシップが必要である。第二に，「や

ればできる」という問題解決の精神である。まずは，中産階級の再生を外交政策全体に位置づ

けなければならない。第三に，防衛，外交，開発，貿易，投資，技術などあらゆる領域で積極

的に行動することである 28）。第四に，自由と公益の両立という理念に基づく国家の構想である。

新しいアメリカ例外主義は，自由は共有された利益を実現するための制度を通じてのみ守られ

るという相互依存の理念に基づく。このように，サリバンは，新しいアメリカ例外主義とは現

実の描写ではなく，これらの理念の表明であるとした。

サリバンの外交思想では，これまでは本質論として解釈されてきたアメリカ例外主義を構成

主義的に再解釈して，中間層外交論を擁護している。この議論では，主敵は中国というよりは

27）		　Jake	Sullivan,	 “What	Donald	Trump	and	Dick	Cheney	Got	Wrong	About	America,”	The Atlantic,	
December	14,	2018

28）		　この特性は，外交政策の非軍事化を主張する民主党左派の議論を念頭に置いているのかもしれない。
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内なるアメリカ第一主義であり，ナショナリスト保守だということになる。したがって，サリ

バンの言う中間層とは，単なる経済的階級というよりは，新しい例外主義を受容して共和主義

の精神を発揮する人々のことを意味するのではないか。

【3-4】対中政策――「封じ込めではなく米中の共存を 29）」

　サリバンは，対中政策についてはバイデン政権でインド太平洋調整官に就任したカート・

キャンベルとの共著論文を発表している。この論文では，アメリカの対中政策の基本方針は

中国の政治システムや経済・外交政策の根本的変化をめざす関与政策や競争政策ではなく，

アメリカの国益と価値にとって好ましい形での「管理された共存」をめざすべきであるとし

ている。両者は，中国の降伏も米中共同覇権（グランドバーゲン）もめざすべきではないと

主張する。

　次に，軍事，経済，政治，グローバルガバナンスの 4 つの領域で，管理された共存を実現す

るために必要な条件を特定している。軍事においては，インド太平洋地域での軍事的優位の回

復は困難であり，勢力均衡の回復に努めるべきであるとする 30）。経済の分野では，経済的・技術

的競争こそが中国との大国間競争の主戦場であり，中国の地経学的行動に対抗し，世界の主要

市場にアクセスする条件として，中国の国内経済改革を要求する相互主義を隔離する一方で，

アメリカの国内経済への投資や技術投資・移転に対する規制の強化を提起している。政治では，

権威主義的資本主義とデジタル監視体制という政治モデルの挑戦に対する民主主義を防衛する

ため，インフラ支援や新テクノロジーのルール形成に取り組み，短期的な評価よりは民主主義

の原則を重視すべきだとする。グローバルガバナンスの分野では，気候変動，感染症などのグ

ローバルな課題での協力と引き換えに他の論点で中国に譲歩すべきではないとする。そのうえ

で，同盟関係こそが中国に対するアメリカの強みであると指摘している。

　以上のように，サリバンの対中政策論は強い立場からの「管理された共存」をめざすもので

ある。サリバンは補佐官に就任した後も米中対立の本質は体制間競争にあり，まずは同盟国と

の協調関係を強化したうえで共同の技術開発投資を強化し，新疆や香港，台湾問題での対中圧

力を強化していくと発言している 31）。アメリカの対中政策論争の中では，中国に地域的勢力圏を

認める融和論 32）と，中国共産党そのものの打倒を目指すべきとする強硬論 33）との間の中間的立

29）		　カート・M・キャンベル，ジェイク・サリバン「封じ込めではなく，米中の共存を目指せ――競争と協調
のバランスを」『フォーリン・アフェアーズ・リポート』2019 年 11 月号

30）		　カート・M・キャンベル，ラッシュ・ドーシ「コロナウイルスと米中の覇権――パンデミックと中国の野
心」『フォーリン・アフェアーズ・リポート』2020 年 5 月号

31）		　“Passing	 the	Baton	2021:	 Securing	America’s	Future	Together,”	United	States	 Institute	 of	Peace,	
January	29,	2021

32）		　グレアム・アリソン「新しい勢力圏と大国間競争――同盟関係の再編と中ロとの関係」『フォーリン・アフェ
アーズ・リポート』2020 年 3 月号。

33）		　Zack	Cooper	and	Hal	Brands,	 “America	Will	Only	Win	When	China’s	Regime	Fails,”	Foreign Policy,	
March	11,	2021
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場であり，米中対立の本質を技術覇権や経済成長競争 34）ではなく体制間競争，すなわちイデオ

ロギー対立だとみなす 35）が，中国を一種のベンチマークとして国内体制の立て直しを優先する

立場だということになる 36）。したがって，サリバンにとって対中政策と中間層外交とは表裏一体

の関係にある 37）。

【3-5】「アメリカは新しい経済哲学を必要とする。外交専門家はその助けとなる 38）」。

サリバンは外交問題評議会のジェニファー・ハリスとの共著コラムで，中国との大国間競争

を念頭に置いた経済政策提言を発表している。サリバンとハリスは，米中間での競争の帰趨は，

どちらが効率的に国民経済を管理しグローバル経済を形成するのかによって決まると述べ，自

分たちのような外交専門家も地政学の観点から経済哲学の議論に参加すべきであるとする。そ

して，以下の 5 つの提起を行っている。第一に，長期停滞においては債務よりも過少投資の方

が安全保障上の脅威となる。欧米諸国では，緊縮財政と低成長の組み合わせが独裁者を生み出

してきた。したがって，国際競争力を強化する「良い投資」と，中長期的な成長に貢献しない

「悪い投資」とを区別して議論すべきである。第二に，とりわけ気候変動対策として産業政策

を大胆に復活させるべきである。第三に，貿易や FTA を無条件に肯定すべきではない。FTA

については規定の細部を検証し，高賃金の雇用を生み出す協定に限定すべきである。第四に，

多国籍企業の利益とアメリカの利益を同一視すべきではなく，特に税収への影響を考慮すべき

である。第五に，戦略的技術の分野では外交専門家こそが議論をリードすべきである。

34）		　米中対立を技術覇権や経済成長競争だとする議論としては，Timothy	R.	Heath	and	William	R.	Thompson,	
“Avoiding	U.S.-China	Competition	Is	Futile:	Why	the	Best	Option	Is	 to	Manage	Strategic	Rivalry”,	Asia 
Policy,	13:2,	2018;	Michael	Brown,	Eric	Chewning	and	Pavneet	Singh,	“Preparing	the	United	States	for	the	
Superpower	Marathon	with	China,”	The	Brookings	Institution,	2020.

35）		　異なる体制間でのイデオロギー対立だとする議論としては，アーロン・L・フリードバーグ「民主世界と
中国の冷戦――北京との共存はあり得ない」『フォーリン・アフェアーズ・リポート』2020 年 10 月号。
Michael	J.	Mazarr,	“The	Essence	of	the	Strategic	Competition	with	China,”	Prism,	9:1,	2020;	Hal	Brands	
and	Zack	Cooper,	“U.S.-Chinese	Rivalry	Is	a	Battle	Over	Values,”	Foreign Affairs,	March	16,	2021

36）		　米中対立をイデオロギー対立だとみなすと米中対立を深刻化させ，中国に対抗する国際的な連帯を構築す
ることも難しくするため，却ってアメリカの国益を損ねるという議論としては，エルブリッジ・コルビー	，
ロバート・Ｄ・カプラン「米中対立の本質とは――イデオロギー対立を回避せよ」『フォーリン・アフェアー
ズ・リポート』2020 年 10 月号。

37）		　キャンベルとサリバンの「管理された競争」論と似た議論としては，トマス・ライトの「責任ある競争」
論がある。ライトによれば，アメリカ主導の国際秩序への中国の統合戦略が失敗した結果，米中間の経済的・
技術的相互依存は今や脆弱性と戦略的競争の源泉となってしまった。こうしたポスト冷戦のグローバル化の

「遺産」を前提にすると，あるべき対中政策は，中国の打倒や封じ込めは目指さないが，地域勢力圏の形成
を拒否して自由主義的国際秩序を強化する責任ある競争戦略となる。サリバンの構想は責任ある競争論にア
メリカ国内の政治経済の強化を加えたものと考えることができる。Thomas	J.	Wright,	All Measures Short 
of War: The Contest for the Twenty-First Century and the Future of American Power,	Yale	University	
Press,	2017

38）		　Jennifer	Harris	and	Jake	Sullivan,	“America	Needs	a	New	Economic	Philosophy.	Foreign	Policy	Experts	
Can	Help,”	Foreign Policy,	February	7,	2020.	共著者のハリスは次に紹介するカーネギー財団の報告書の執
筆にも参加している。
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このように，サリバンとハリスは，中国との体制間競争のため「小さな政府」政策からの大

胆な転換を提起し，新しい大戦略には新しい経済哲学が必要だと主張した。

【3-6】カーネギー国際平和財団報告書「アメリカの対外政策を中間層のためによりよく働かせる 39）」

2020 年 9 月，サリバンを始め，多数の政府高官経験者や外交専門家が執筆に参加した報告

書がカーネギー国際平和財団から発表された。カーネギー財団は，彼ら外交エリートを中心に

中西部の 3 つの州（コロラド，ネブラスカ，オハイオ）の中間層の人々が，ポスト冷戦期のア

メリカ外交についてどのような意見を持っているのかについての調査を行っており 40），この報

告書は中間層の利益や意向を踏まえた外交政策の新しいあり方を提言したものである。以下で

は報告書の内容を，①アメリカ外交への中間層の支持が失われた理由と現状の整理，②今後の

対外経済政策のあり方，③今後の外交・安全保障政策のあり方，の 3 つの論点に即して整理し

たうえで，報告書にコメントする。

第一に，報告書はポスト冷戦期アメリカ外交への中間層の支持が失われた理由として，製

造業の長期的衰退や経済的不平等の拡大に対する不満をあげている。また，「一般のアメリカ

人にとり，中国との競争は最重要の問題ではない。より限定的な中国の不公正な貿易慣行へ

の反発や国内投資の強化こそが問題なのだ」として，経済問題よりも諸外国との地政学的問

題を優先しているように見えるアメリカ外交に対し，中間層が懐疑心を抱いていることを指

摘している。

その上で，報告書は現在のアメリカ政治においては以下の 3 つの外交アプローチが鼎立して

いるが，それぞれに問題点をはらんでおり，単独では中間層のための外交政策たりえないとす

る。第一に，超党派の外交エリートによるグローバルビジネス志向のアプローチである。この

アプローチは，グローバル化に伴う経済構造調整の困難を過小評価しているという問題がある。

第二に，トランプによるナショナリスト的なアメリカ第一アプローチがあるが，この立場は一

部の労働者や地域を優遇し，狭い国益を近視眼的に追求するという問題点がある。第三の立場

であるプログレッシブによる社会的リベラルのアプローチは，環境問題を最優先するために石

炭や石油，天然ガス生産地である地域の支持は得られない。したがって，どのアプローチも現

状では超党派の国民の支持を得られておらず，新たなアプローチ，すなわち中間層のための外

交政策が必要であるとする。

第二に，報告書は現行の対外経済政策では一部の競争力のある企業しか政策プロセスにアク

セスできず，それゆえ主要な成果である貿易協定も「成長し競争力のある産業での雇用や投資

の増加を促し，相手国との信頼を再構築するだけだ」と批判する。したがって，今後の対外経

39）		　Salman	Ahmed	and	Rozlyn	Engel	eds.,	“Making	U.S.	Foreign	Policy	Work	Better	for	the	Middle	Class,”	
Carnegie	Endowment	for	International	Peace,	September	23,	2020

40）		　William	J.	Burns,	“The	Blob	Meets	the	Heartland,”	The Atlantic,	September	24,	2020
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済政策では中間層の利益，すなわち雇用の創出と所得の回復を優先し，そのために政策課題を

改革する必要があるとする。具体的には貿易実行措置を強化し，地域の国際競争力を強化する

ための民間投資や中小企業の輸出を促進すべきだとする。

第三に，報告書は中間層の利益を外交，防衛，経済安全保障の優先目標にすべきだとする。

そのためには安全保障や経済，社会環境などの中間層の直面する幅広いリスクに対処すること

が必要で，具体的な課題としては賢明で選択的な対外関与，中国との戦略的競争，デジタル社

会や感染症，テロ，食糧危機，人道的危機などへの警戒システムの構築などがある。中国につ

いては安全保障上の脅威であり，経済的競争者であり，グローバルなパートナーであるため，

多面的かつ戦略的なアプローチで対処し，国内では長期的なイノベーション優位を維持するた

めに国防関連の研究開発費や人材育成の一部を適切な分野にシフトし，また，中産階級地域の

ための包括的な経済調整プログラムの強化を進めるべきだとする。さらに，経済安全保障につ

いては重要なサプライチェーンの保護を強化すべきであるとした。

報告書は全体としてアメリカの中産階級の利害の多様性と，それら多様な利害に対処するた

めには慎重な分析と評価，さらには政策分野をまたいだきめ細かい対応が必要であるとする。

例えば通商政策については「貿易問題を越えて論争すべき」として，以下のように述べる。「貿

易をめぐる論争は，しばしば地域社会や中小企業，労働者をめぐる社会的契約の破壊に対する

懸念についての代理戦争なのだ。…中産階級は一枚岩ではなく，その利害は多様だ。外交政策

の異なる側面が，性別や人種，民族，地域的境界線をまたいで異なる影響を彼らに及ぼす」。

このように，中産階級の現状と外交政策の影響についてのリアルな認識を示していることが，

この報告書の特徴の一つであろう。

他方で，中間層がどのように多様で，その多様性に対してどう対処すべきなのかまでは踏み

込んでいない。例えば，3 つの外交アプローチがそれぞれどのような中間層に支持されている

のか，また，それらの支持層に対してどのように働きかければそれぞれの支持を得られるのか

も明示されていない。したがって，報告書は一見すると多様な政策手段の雑然としたリストの

ようにしか見えない。リアルな問題提起の一方で，提起した課題を実現するためにはどのよう

な手段を採用し，組み合わせていけばよいのかの具体的な政治戦略を描けていないことを暗に

示しているのではないだろうか。したがって，「中間層外交の目的は新たな外交コンセンサス

の形成にあるが，報告書はアメリカ世論の分断を無視している 41）」という指摘は間違っている。

問題はむしろその先にあり，分断をどのように克服するのかという展望までは描けていないと

いうべきであろう。おそらくは，列挙した課題について実際の政治の場の判断で可能なことか

ら手を付け，うまくいったものについて後づけで正当化していくことになるのであろう。この

意味で，「バイデンの外交ドクトリンは教条主義的というより状況対応的なものとなるだろう。

41）		　James	Traub,	“Biden’s	‘Foreign	Policy	for	the	Middle	Class’	Is	a	Revolution,”	Foreign Policy,	March	17,	
2021
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特定のイデオロギーとの適合性によってではなく，どの選択肢が最良の結果をもたらすかとい

う観点から決定が下される 42）」とするのは妥当な評価であろう。

【4】バイデン政権の「中間層外交」の展開

【4-1】バイデン政権の外交ドクトリン

本節ではバイデン政権発足後の中間層外交の展開を，①外交ドクトリン，②通商政策，③国

内経済政策の 3 つの分野に分け，大統領や高官の演説や政府の文書を中心に検討していく。

バイデンは 2 月 4 日に就任後初めての外交政策演説を行い，「アメリカは（国際舞台に）戻っ

てきた」と宣言した 43）。この演説では，アメリカの最も重要な民主主義的価値観に対する最も

深刻な挑戦者である中国に立ち向かわねばならないと述べた後で国内問題に触れ，制度的人種

差別や白人至上主義への全政府的な対応を進めていくとした。バイデンは，これらの国内問題

はグローバルな民主主義を擁護するためのアジェンダを進めていく際にも重要であり，今日に

おいては国内政策と対外政策の間に明確な一線は引けないとし，中間層のための外交政策の意

義を強調した。

また，3 月 3 日には国家安全保障戦略暫定指針を発表し，国務長官のアントニー・ブリンケ

ンが「アメリカ人民のための外交政策」と題する演説を行った 44）。暫定指針は，政権が直面す

る主要な対外課題として中国を名指しし，経済，外交，軍事，技術にまたがるパワーを組み合

わせ，安定的で開放的な国際システムへの挑戦を持続する能力を持つ唯一の競争者であるとし，

アメリカは中国に対する優位を保っていく必要があるとする。これに対し，アメリカの死活的

国益は国民の安全を守り，経済的繁栄と機会を拡大し，アメリカ的生活様式の中核である民主

主義的価値観を実現し守ることであるとし，そのために必要な施策として，平等で包含的な成

長に基づく経済再建，イノベーション促進，競争力の強化，高賃金の雇用を創出し，重要物資

の国内供給網を再建し，すべてのアメリカ人の機会を拡大するための投資を列挙している。ま

た，今日の世界においては，経済安全保障は国家安全保障であり，アメリカの通商政策や対外

経済政策は中間層を成長させ，雇用を生み出し，賃金を引き上げ，地域社会を強化するもので

なければならないとしている。暫定指針によれば，中国との戦略的競争に備えるためには，国

民，経済，民主主義への投資を進めてアメリカの優位を強化することが不可欠であるとする。

こうした議論を踏まえ，ブリンケンは演説で，アメリカ国民の必要や希望とバイデン政権の外

交政策とは密接な関係にあると述べた。

42）		　ジェームズ・ショフ「中間層のための外交」とは何か――「トランプ主義」の影つきまとうバイデン政権」
『外交』68，2021 年 7・8 月号。

43）		　Remarks	by	President	Biden	on	America’s	Place	in	the	World,	February	4,	2021.
44）		　Antony	J.	Blinken,	“A	Foreign	Policy	for	the	American	People,”	March	3,	2021;	The	Whitehouse,	Interim	

National	Security	Strategic	Guidance,	March	3,	2021
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【4-2】労働者中心の通商政策

バイデン政権の通商政策は当初，キャサリン・タイ通商代表の議会証言と USTR の年次報

告書によって明らかにされた 45）。これらの証言や報告書によれば，まずはコロナ禍と経済危機

からの回復を優先し，通商政策は政権の「より良い復興（Build	Back	Better）」構想の一環と

して，強靭なサプライチェーンの構築に取り組み，また，政策の中心に労働者を位置づけると

された。

サプライチェーンの強靭化については，2 月 24 日にバイデンがサプライチェーン見直しの

大統領令を発し，半導体，高性能蓄電池，医薬品とその活性成分，レアアースの 4 品目のグロー

バル・サプライチェーンについては 100 日後，防衛，公衆衛生，情報技術，交通，エネルギー，

食品生産の 6 分野については 1 年後に調査報告書を発表するとした 46）。4 品目の報告書は 6 月 8

日に発表され，コストや効率性を優先する脆弱なサプライチェーンから頑健で強靭なサプライ

チェーンの構築をめざすために，国内のイノベーション生態系の強化，人種的・宗教的に多様

なアメリカ国民への投資，中小企業の再建，価値観を共有する同盟国やパートナー諸国との関

係強化を進めていくべきであるとしていた 47）。

また，タイは 6 月 10 日に「労働者中心の通商政策」と題する演説を行い，主に以下の点を

強調した 48）。第一に，経済安全保障や人種およびジェンダーの平等を促進する包含的な通商政

策を実行し，労働者の声を通商議題や多国間機関に反映させる。第二に，今後の通商交渉はト

ランプ政権が議会と合意したアメリカ・メキシコ・カナダ協定（United	States-Mexico-Canada	

Agreement. 以下，USMCA と略記）を雛形として進めていく。USMCA は「労働者中心の通

商政策」の良い事例であり，①これまでの貿易協定の中で最強の労働・環境基準，②労働問題

への緊急対応メカニズム，③医薬品アクセスの改善，などの規定が含まれている 49）。第三に，

貿易タスクフォースを設置して同盟国と強調しつつ，独裁的な非市場経済国の不公正な貿易慣

行に対抗する。

以上のように，バイデン政権の通商政策の特徴は，第一に，通商政策についての国内合意の

再建を重要視していることである。第 2 次大戦後のアメリカの通商政策は海外市場の拡大や貿

易自由化の促進を主要な目的としてきた。これに対し，トランプ政権以降，アメリカ国民，と

りわけ貿易自由化による国内市場や雇用の喪失に直面した製造業労働者からの支持獲得が優先

45）		　Opening	Statement	of	Ambassador-designate	Katherine	Tai	Before	 the	Senate	Finance	Committee,	
February	24,	2021;	USTR,	“The	President’s	Trade	Policy	Agenda,”	2021	Trade	Policy	Agenda	and	2020	
Annual	Report.	2021

46）		　Jim	Tankersley	and	Ana	Swanson,	 “Amid	Shortfalls,	Biden	Signs	Executive	Order	to	Bolster	Critical	
Supply	Chains,”	The New York Times,	February	24,	2021

47）		　Building	Resilient	Supply	Chains,	Revitalizing	American	Manufacturing	and	Fostering	Broad-Based	
Growth,	June	8,	2021

48）		　Remarks	of	Ambassador	Katherine	Tai	Outlining	the	Biden-Harris	Administration’s	“Worker-Centered	
Trade	Policy,”	June	10,	2021

49）		　USMCA の成立プロセスやその意義については，前掲拙稿を参照されたい。
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されるようになった。バイデンは，党内左派の主張を受け入れ，国内経済の再建で成果が出る

までは新たな通商交渉を進めないという姿勢を示している 50）。第二に，したがって，通商法

232 条や 301 条に基づく関税など，製造業労働者の利害を重視したトランプ政権の通商政策の

重要な部分を引き継いでいる 51）。トランプ政権の通商政策との異同については，ポスト冷戦期

における各政権のグローバル化礼賛論とトランプの経済ナショナリズムとの中間に位置する賢

明な議論であるという評価がある 52）。タイの演説にもあるように，バイデン政権には製造業労

働者の経済的利益だけでなく，労働者の権利や環境問題，中小企業の支援，少数派の権利の促

進など，貿易の利益を幅広い国民各層にいかに分配するのかという問題意識がある 53）。第三に，

第 2 次大戦後の各政権における通商政策の優先順位は一般的に低く，通商交渉の専門家集団で

ある USTR に任されてきた。しかし，バイデン政権の通商政策の策定には USTR だけではなく，

ホワイトハウスや国務省も参画している。政権の「中間層外交」における通商政策の位置づけ

の高さを示す一方で，政策決定過程および政策目標の複雑化を問題視する指摘もある 54）。

【4-3】中間層のための経済政策

バイデン政権の経済政策には，インフラ投資や気候変動対策のためのアメリカ雇用計画と子

育てや教育支援を中心とするアメリカ家族計画の 2 つの柱がある。雇用計画のうち，インフラ

投資に関する部分は 8 月 10 日に上院で成立したインフラ投資法案に含まれ，11 日に上院で成

立した 2022 年の予算決議案は雇用計画の残りの部分，家族計画に対応している 55）。また，製造

業の競争力強化についてはイノベーション・競争力法案として 6 月 8 日に上院で成立した。以

下ではバイデンの経済政策演説を取り上げ，そのナラティブの特徴と中間層外交との関係を検

討する。

バイデンの経済政策演説で繰り返されるナラティブの特徴は，貧困層から始めて中間層を拡

大する（from	the	bottom	up	and	the	middle	out）というミドルアウト経済学の論理である 56）。

ミドルアウト経済学とは，民主党系のスピーチライターのエリック・リュとベンチャー投資家

のニック・ハナウアーが 2012 年に提起した議論で，今日におけるアメリカの経済停滞の原因

50）		　Ana	Swanson,	 “In	Washington,	 ‘Free	Trade’	 Is	No	Longer	Gospel,”	The New York Times,	March	17,	
2021;	Doug	Palmer,	“Decades	of	trade	deals	brought	only	slight	benefit	to	U.S.	economy,	commission	says,”	
Politico,	June	29,	2021

51）		　Alan	Beattie,	 “The	protectionist	president	who’s	good	for	trade	 ―	for	now,”	Financial Times,	May	3,	
2021

52）		　Paul	Krugman,	“Wonking	Out:	Economic	Nationalism,	Biden-Style,”	The New York Times,	June	11,	2021
53）		　William	Alan	Reinsch,	“Trade	Going	to	Save	the	World?,”	Center	for	Strategic	&	International	Studies,	

March	8,	2021
54）		　Charles	W.	Boustany,	 “Prospects	 for	U.S.	Trade	Engagement	 in	 the	Indo-Pacific	and	Options	 for	 the	

Biden	Administration,”	The	National	Bureau	of	Asian	Research,	April	6,	2021
55）		　市川雅浩「米インフラ投資法案と予算決議案――要点整理と今後の流れ」『市川レポート』2021 年 8 月 13 日。
56）		　Remarks	by	President	Biden	on	 the	American	Rescue	Plan,	March	12,	2021;	Remarks	by	President	

Biden	on	the	Economy,	May	27,	2021
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をレーガン以来のトリクルダウン経済学による富裕層優遇策だとする。トリクルダウン経済学

によれば，資本主義の成長の源泉は供給サイド，すなわち富裕層による企業活動と，その結果

生み出された富のトリクルダウンであり，ゆえにそれら富裕層の経済活動を促進するために減

税や規制緩和，貿易自由化などの政策を進めるべきだということになる。これに対し，ミドル

アウト経済学では成長の源泉は需要サイド，すなわち中間層による消費の拡大である。したがっ

て，中間層の購買力を拡大するための諸施策，具体的には教育や公衆衛生，インフラの整備を

優先すべきだということになる。バイデン政権は，オバマ政権が結局は取り上げなかったミド

ルアウト経済学を経済政策のナラティブとして採用し，民主党内のプログレッシブに近い立場

にあることを示している 57）。

第二に，中間層の具体的な姿として製造業労働者にとどまらず，サービス業に従事している

多様な人種やジェンダーの人々の存在を指摘している 58）。バイデンによれば，アメリカ経済の

屋台骨は工場労働者と製造業，労働組合に加えて多様な中間層である。ゆえに，メイド・イン・

アメリカ政策やアメリカ雇用計画により，製造業や国内イノベーション基盤を強化しつつ，人

種やジェンダー，地域的不平等の是正を勧めなければならない。また，特に雇用計画で強調さ

れるのは学歴格差への配慮である。バイデンは，雇用計画はアメリカを再建するブルーカラー

労働者の設計図であり，計画で生み出される雇用の 90% 近くは大卒学位を必要とせず，75%

については準学士すら必要がなく，政府は企業やコミュニティ・カレッジ，技術学校や組合の

訓練プログラムと協力して計画を具体化していくと強調している 59）。このようにバイデン政権

は，トランプ政権の主要な支持基盤の一つとされた工場労働者に対し，主に雇用対策の観点か

らアプローチしている。

第三に，アメリカに対抗する経済モデルとしての中国の存在が強調される。バイデンによれ

ば，今日のアメリカは厳しいグローバル競争，とりわけ権威主義国との競争に直面しており，

アメリカは超党派の合意形成を通じて民主主義の問題解決能力を示さなければならない 60）。こ

のように，バイデン政権は中国との体制間競争という観点から，議会における超党派の合意を

促進し，低所得層への再分配，インフラや研究開発への大胆な投資といった政策転換を進めよ

うとしている 61）。

57）		　Eric	Liu	and	Nick	Hanauer,	 “'Middle-Out'	Economics:	Why	the	Right's	Supply-Side	Dogma	Is	Wrong,”	
The Atlantic,	 July	24,	 2013;	 “Biden	Wants	 to	Build	 ‘From	 the	Middle	Out.’	Here’s	What	He	Means,”	
Bloomberg,	April	1,	2021

58）		　Remarks	by	President	Biden	at	Signing	of	Executive	Order	on	Strengthening	American	Manufacturing,	
January	25,	2021;	Remarks	by	President	Biden	on	the	American	Jobs	Plan,	March	31,	2021

59）		　Remarks	by	President	Biden	on	a	Future	Made	in	America,	May	18,	2021
60）		　Remarks	by	President	Biden	on	the	American	Jobs	Plan,	April	7,	2021
61）		　David	Brooks,	“The	Heart	and	Soul	of	the	Biden	Project,”	The New York Times,	April	8,	2021;	Fareed	

Zakaria,	“Xi’s	China	can’t	seem	to	stop	scoring	own	goals,”	The Washington Post,	May	28,	2021
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【5】中間層外交はナラティブたりうるか

本稿ではバイデン政権の中間層外交を，「中間層を自覚しバイデン政権を支持する集団を形

成するためのナラティブ」だとみなしたうえで，その妥当性を検討した。今日のアメリカ政治

においては，国内政治における激しい党派対立を反映し，①伝統的国際主義，②右派ポピュリ

ズム，③プログレッシブ，の 3 つの外交ビジョンが対立し，超党派の外交路線を描けない状況

にある。ゆえにバイデン政権は，経済的格差の是正や気候変動問題などの論点を受け入れ，右

派ポピュリズムやプログレッシブの支持層とも連携して広範な中間層を構築する必要がある。

とりわけ，トランプ政権の中核的支持層であった製造業の労働者については，人種的・歴史的

アイデンティティに基づくナショナルな共同体の再生という文化的要求は明確に退け，高学歴

を要しない雇用プログラムを提供して労働の尊厳に訴えることで，彼らの支持を得ようとして

いる。

こうしたバイデン政権の取り組みが果たして実を結ぶかどうかは，Baer が指摘するように，

①戦略と基本理念，②組織と人事，③政策とプロセス，④結果，の 4 つの側面から包括的に分

析していく必要があろう。とりわけ，その結果についてはバイデン政権への世論の支持の推移

や，中間選挙や大統領選挙の結果も含めての検討が待たれよう。また，多くの分析では，製造

業労働者が右派ポピュリズムを支持する主な理由は，グローバル化や経済的格差への反発など

の経済的要因よりも，アイデンティティ政治や多文化主義への反発といった文化的要因の方が

大きいとされる 62）。しかし，バイデン政権は彼らの文化的要求を退け，経済的再配分を通じた

支持獲得を目指している。こうしたアプローチが奏功するのかどうかが，ナラティブとしての

中間層外交の評価を大きく左右することになろう。

（2021 年 8 月 31 日脱稿）

62）		　例えば，Marcus	Noland,	“Protectionism	under	Trump:	The	China	Shock,	Intolerance	and	the	“First	White	
President”,”	Working	Paper,	19-10,	Peterson	Institute	for	International	Economics,	2019
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Can Biden’s Foreign Policy for the Middle Class Become a Narrative?
COVID-19 Pandemic and the Reconstruction of the U.S. Foreign Policy

Takeyasu FUJIKI

Abstract

This paper analyses Biden’s foreign policy for the middle class as a narrative. The political 
purpose of the foreign policy for the middle class narrative is to build a political coalition 
which supports Biden’s agenda, including internationalism, identity politics and big 
government. To realize this purpose, Biden’s narrative has to appeal to the blue-collar 
workers who supported Trump and the progressive who prefer identity politics and 
environmental problems. Whereas the Biden administration wrestles with economic 
inequality and environmental problems by big government, they exclude preferences for 
the ethnic and cultural identity of white people. Whether the foreign policy for the middle 
class will succeed or not depends on the white middle class support.


