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はじめに 

 

 9・11 同時多発テロは一種の世界観の変化を意味しているのではないか。従来の国際政治

の分析枠組みはテロリスト集団のような非国家主体を分析対象にしておらず、また従来の世

界観の中での安全保障の究極的手段としての覇権を実現したアメリカのような国家ほどテロ

の標的になるという世界観ギャップによる広義の安全保障のジレンマも出現している。この

9・11 によるパラダイムチェンジはパワーが”ハード”に重点をおく時代から”ソフト”に

重点をおく時代への転換を意味している。9・11 以前は軍事力で防げたはずのアメリカ本土

中枢への攻撃が 9・11 によって核兵器をもってしても防げないことが明らかになった。そし

て 9・11 以降は宗教を含むイデオロギーとインターネットによって瞬時に世界中を駆け巡る

情報という”ソフト”なパワーをいかに支配できるかによって新たな世界観の中でのルール

ができ、それに従ってパワーが評価されるだろう。こうした国際情勢に対して実際にはどの

ような分析枠組みを用い、どのような政策を展開していくことが現在のアメリカには求めら

れているのかを考察するのが本稿の目的である。 

 本稿全体の構成としては、第一章で 9・11 以前のアメリカ外交の歴史を概観し、第二章で

アメリカが 9・11 を境にどのように予防戦争戦略をとるに至り、第三章で予防戦争の問題点

を考察し、第四章でネットワークとしてのテロの特徴を踏まえた上で、第五章で多元的リア

リズムを提唱し、そのもとでの４元モデルによって国際情勢を分析することの妥当性を検証

している。 

 

 

第一章   アメリカ外交の歴史 

 

 最初に 9・11 以前のアメリカ外交を入植・独立期から現代に至る時間軸に沿って概観して

みる。ジョン・ルイス・ギャディスによれば、アメリカ外交は先制・単独行動主義・覇権の

３つの視点で分析でき、覇権を目的、先制と単独行動主義を手段と位置づけられる 1。先制に

関しては、1814 年 8 月 24 日のイギリスによるワシントン攻撃を契機にアメリカは安全保障

のための責任範囲の拡大という方針を打ち出し、拡大に伴う広大な国境が安全保障の不安定

要因になるのを避けるために先制という方針を持つに至る。さらに真の独立にはヨーロッパ

の利害・政治からの断絶が必要との判断から単独行動主義を採り、勢力均衡が生み出す戦争

と商業競争の可能性排除のために北米大陸での覇権を目指す。 

 しかし、この先制・単独行動主義・覇権の 3 本柱は第二次世界大戦時に第一の転換点を迎

える。アメリカは 3 本柱のうちの 2 本である単独行動主義と先制を放棄するという大胆な政

策転換をしたのである。単独行動主義の放棄でアメリカは協調的多国間枠組みを構築し、英・

露などに武器提供による代替戦争をさせることで国力を温存し、犠牲を最小限に止めて勝利

し、戦後に国際連合とブレトン・ウッズ体制によってアメリカのパワーの圧倒的優位を反映

した国際システムという形での覇権を目指した。さらに先制放棄の背景には、民主主義国家

は戦争を始めず、アメリカが世界の警察として模範的役割を果たすという自己認識の増大が
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法的正当性の乏しい先制を嫌ったことがある。この後のマーシャルプランにより、ヨーロッ

パ人の同意の下で拡大された責任範囲を維持し、ソ連とのこうした正当性の非対称性が冷戦

における勝敗に影響し、アメリカは同意に基づく覇権を実現した。 

 そして現在のブッシュ政権は 9・11 によって第二の転換点を迎える。それは単独行動主義

や先制による覇権への転換である。このブッシュ・ドクトリンはアメリカの伝統的な政策の

3 本柱の復活のようにも見えるが、9・11 により既存のルールの崩壊、テロリスト集団である

非国家主体の台頭、イラク戦争による先制から予防戦争への政策転換とアメリカの覇権への

同意の揺らぎなど状況は未だかつてない大きな転換点にある。そこで次章では 9・11 後から

イラク戦争に向けてアメリカがどのように先制から予防戦争へ政策転換をしたかをみる。 

 

 

第二章   予防戦争という戦略 

 

 9・11 同時多発テロによりブッシュ・ドクトリンを打ち出し、それが予防戦争戦略へと劇

的に変化していった背景には 9・11 以前の国際政治の分析枠組みの破綻による混乱がある。

具体的には、アメリカの覇権を目指す政策はリアリズムによるものであり、第二次世界大戦

で協調的多国間枠組みを導入したことで表面的にはリベラリズムに転じたかに見えるが、多

国間協調はあくまで覇権への手段であることを考えれば、やはり根底にはリアリズムがある。

そして先制を道義的コストのために回避し、自らを世界の警察と自認し、世界各地の紛争に

介入する姿勢はアメリカの指導者層におけるコンストラクティビズムによって説明できる。

しかし 9・11 によって状況は大きく変わった。リアリズムやリベラリズムなどの従来の分析

枠組みはテロリスト集団のような非国家主体を分析対象にしておらず、またテロリストは従

来の共通の費用対便益の計算、外交、軍事力による攻撃抑止や有効な軍事力行使が出来ない

上に宗教的狂信状態にあるため合理的分析が困難である。また、世界最強の軍事大国アメリ

カが少数のテロリスト集団による本土中枢への直接攻撃を防げなかった事実は、従来の安全

保障の考え方では理解不可能であり、このことはブッシュ大統領の発言によっても示されて

いる。「過去の敵は大規模な軍隊と工業力がなければアメリカを危険にさらすことはできなか

った。しかし、今や個人の集団による陰のネットワークが、戦車一台を購入する費用にも満

たない資金で、わが国に多大な混乱と被害を及ぼすことができる。テロリストは開かれた社

会に浸透し、現代科学技術の力を利用して我々を攻撃するために組織されている。そうした

新たな脅威に対して、それが完全なかたちをとる前に対処しなければいけない」。これが予防

戦争戦略である２。「脅威が大きいほど行動しないリスクは大きくなり、たとえ敵がいつどこ

で攻撃してくるかわからなくても、自衛のために先制攻撃をかけざるをえなくなる」３。 

 次に、こうした予防戦争戦略に基づいてアメリカがどのようにイラク戦争に突き進んでい

ったかをみてみる。ブッシュとその側近の補佐官たちはイラク戦争開戦の口実として、サダ

ム・フセインが平和にとって恐ろしく危険な存在であり、イラクが大量破壊兵器を大量に備

蓄し、すぐに核兵器を入手し、オサマ・ビンラディンやアルカイダとも繋がっていることを

挙げたが、これはフランシス・フクヤマによれば脅威に対する過大評価であった。「ブッシュ
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政権は、アメリカが直面したイスラム過激派からの脅威について過大評価、もっと正確に言

えば誤った性格づけをした。「大量破壊兵器で武装した、抑止の利かないテロリスト」という

新しい可能性が無気味な形で出現したのは事実だが、ブッシュ政権はこれをイラクや「なら

ず者国家」、大量破壊兵器拡散問題全般と一緒くたにしてしまった。(中略)これらの脅威に対

する過大評価が、新たな安全保障戦略の中核に”予防戦争”を据えることを正当化した」４

のである。 

 そして、この展開にはブッシュ政権による情報操作、ブッシュ大統領自身の性格、メディ

アの機能不全が大きく関与していた。まずブッシュ政権による情報操作に関しては、政権内

のネオコンたちに自らの政治的計画に都合のよい情報のみを積極的にばら撒くチェリーピッ

キング(えり好み)が見られる。「国務省や CIA から流される慎重な評価には飽き足らず、ネオ

コンたちは国防総省のなかに特別計画局を設立し、亡命イラク人たちの熱狂的な協力を得て、

はるかに自分たちにとって好ましい情報を生み出したのである。ネオコンたちはまた CIA の

分析官たちに強い圧力をかけた。チェイニーがしばしば CIA の本部を訪れ、ネオコンの政府

関係者が生の(すなわち評価のフルイにかけられていない)情報の提供を求めたことに、それ

が表れて」５おり、また「訪米した秘密情報機関 M16 の長であるリチャード・ディアラブは、

CIA 長官のテネットやその他の高官と会談した結果、W・ブッシュ政権はフセイン政権を転覆

するには戦争が不可避だと判断するようになっており、開戦を正当化するために、テロリス

トと WMD の結びつきを明らかにする情報を「作り上げている最中だ」と報告した」６。 

 次にブッシュ大統領自身の性格に関しては、彼がアラブ世界の民主化という壮大なアイデ

アに夢中になっていたことが挙げられる。ブッシュ大統領は「自分の父親が 1992 年の大統領

選挙で再選を逸したのは致命的な過ちを二つ犯したためだったと考えて、息子の自分はそれ

を繰り返すまいとしているのだろう。間違いの一つは、父親のブッシュが教条主義的右派を

遠ざけたことである。もう一つは、ブッシュ氏自身が「ビジョンの類」と呼んだものを軽々

しく扱ったことである。息子のブッシュはボブ・ウッドワードに「私は機会を捉えて大きな

目標を達成する」と語っている。彼はアラブ世界を代表制民主主義に転換させることで歴史

に名を残すことを夢見ている。」７という指摘は注目に値する。 

 そしてアメリカ外交政策が予防戦争へと舵を切った時期に新聞やテレビが十分な議論を欠

いたことはメディアの機能不全以外の何物でもないのである。「チェイニーやラムズフェルド

の発言は『ニューヨーク・タイムズ』を含めて大半のアメリカの新聞で大きな扱いを受けて

いたのに、エドワード・ケネディやロバート・バードの、予防戦争に走ることへの反対を表

明した理にかなった演説は後ろのページに 1 パラグラフで報じられるか、まったく無視され

る始末だった。バード上院議員が 2003 年 2 月 12 日に行った、戦争反対の力強い演説の全文

を 3 月 9 日付紙面に全面広告として掲載させるには、篤志家が『ニューヨーク・タイムズ』

にカネを払わねばならなかった」８9・11 後にアメリカが愛国主義一色に染まる中で、「メデ

ィアも非愛国的と見られることを恐れていた。開戦にいたる過程で『ニューヨーク・タイム

ズ』や『ワシントン・ポスト』を含むメディアは、2003 年 2 月 5 日にコリン・パウエルが国

連で行った演説を鵜呑みにして報じていた」９のである。しかし本当の愛国主義とは、メディ

アが自由で平等な議論を喚起することで国の最高の理念に恥じない行動をとることだったの
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ではないか。そこで次章では、アメリカが自国の最高の理念を忘れて予防戦争に突き進んだ

結果、どのような問題を抱え込むことになったのかを考えてみる。 

 

 

第三章   予防戦争戦略の問題点 

 

 ウェストファリア体制のもとでは、戦争は主権国家の専権事項であった。そのため相互承

認で成り立つ主権国家以外の主体による武力紛争は不法とみなされる。また国家間の戦争は

ひとつの法状態であって、戦争には形式的なルールが設定され、その結果として戦時と平時

が明確に区別される。こうして国際システムは戦争と平和を相互に分節化する二重の法とし

ての国際法を備えている 10。そのため非国家主体のテロリスト集団の「犯罪」に対する報復

として「戦争」を宣言すること自体が非合法であり、また「敵が攻撃してきた」という事実

ではなく「敵が攻撃してくるかもしれない」という不確かな推定に基づく予防戦争戦略によ

ってテロリズムと関係があるかどうかもわからない国に戦争を仕掛ける状況は法秩序の停止

を意味している。カール・シュミットの「主権者とは、例外状況にかんして決定をくだす者

をいう。」11という定義に従えば、アメリカは世界の秩序に「例外状態」を宣言し、世界の「主

権者」として振舞うことにより「公的暴力の発動を正当化」し「無法と正義との完全な一致」
12を成し遂げたと考えられる。そして「潜在的なテロの撲滅を口実に行われる」予防戦争は

「それ自体が憎悪や敵意を醸成して顕在的なテロを誘発し、この戦争の理由を事後的に作り

出して、その継続を正当化するという自己恒常化的なサイクルをもっている」13のであり、

予防戦争としての「テロとの戦争」が始まって以来、インドネシア、ロシア、スペインのマ

ドリード、ロンドンと世界各地でテロが頻発するようになり、それが世界に不安と恐怖を広

げる度にブッシュは、我々は「テロとの戦争」の渦中にいると言うことができるのである。

「テロは法の及ばないところで実行され、不安を偏在化させて自由を危険の同義語にする。

それは世界的な混乱の極致であり、結果として過酷な抑圧を招く。国家は不安にかられると

自由を犠牲にして安全を手に入れよう」14としているのが現状であり、この結果、アメリカ

は「社会契約の賢明な理論とアメリカの独立の最善の成果かもしれない法への服従」と、そ

の下での自由を捨てることによって、「みずからがよって立つふりをしている理想主義の遺産

そのものを結局放棄」15したのである。こうしたアメリカの抱える逆説は、ロバート・クー

パーの「ヨーロッパ大陸では国民国家と国際多元主義を認めつつ勢力均衡システムを成立さ

せている勢力が、海外ではナショナリズムを抑圧する帝国を運営し、多元主義に敵対した(中

略)この逆説が 20 世紀後半の帝国破綻の根底に存在していた」16という指摘とのアナロジー

で考えることにより、アメリカ帝国の破綻の前兆とみなすことができる。アメリカは「戦争

を戦争で止められると考えるほど愚かなことはない。戦争によって「予防」できるのは、平

和を除けば一つもない」というハリー・トルーマン大統領の言葉を思い出す必要がある。 

 次に、こうしたアメリカの振舞に対する中東諸国の反応をソフトパワーの観点からみてみ

る。ジョセフ・ナイによれば国家のソフトパワーは主に三つの源泉を持つ 17。第一が文化で

あり、他国がその国の文化に魅力を感じることが条件となる。第二が政治的な価値観であり、
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国内と国外で、その価値観に恥じない行動をとることが条件となる。第三が外交政策であり

正当で敬意を払われるべきものであることが条件である。そこで 9・11 後の中東諸国のアメ

リカに対する反応をみてみると、中東やイスラム世界では激しい敵意がかつてない水準に達

しており、もともとはアメリカに好意的であった国々においてさえもアメリカの政策に否定

的な層がヨルダンで 76%、モロッコで 72%、パキスタンで 66%、トルコで 55%にまで高まって

いる 18。これらのデータと前述の内容より考えてアメリカはソフトパワーの第二と第三の条

件を満たすことができておらず、このためソフトパワーが大きく低下したと判断できる。そ

こで次章では、アメリカが苦戦を強いられているテロの特徴について考察する。 

 

 

第四章   ネットワークとしてのテロ 

 

 アメリカのホワイトハウスが「抑止という伝統的な概念はテロリストには通用しない。テ

ロリストは無辜の人々を狙った非道な破壊行為に訴えることを公言し、所謂テロリストの戦

士は殉教を望むからであり、彼らの最大の防護手段は国籍と無関係なことだからである。」19

と認識したテロリストは実際にはどのようなものなのだろうか。まずはテロの原因を概観し

てみる。加藤朗によれば 9・11 同時多発テロの原因は 5 つに分類できる 20。 

① アメリカのパレスチナ政策。すなわちアメリカのパレスチナ政策がダブル・スタンダード

でイスラエル寄りであることへの怒りが原因だとする説である。 

② アメリカの湾岸政策。ビンラディンはイラクへの経済制裁がイラクの無辜の民を死に追い

やっているといってアメリカを非難した。 

③ 米軍のサウジアラビア駐留。神聖なるイスラムの地を「武装した異教徒」が「侵略」して

いることへの反撃だとする説である。確かに聖地メッカを抱えるサウジアラビアにキリス

ト教徒の米軍が湾岸戦争当時、多数駐留していたことは多くのイスラム教徒、とりわけ戒

律の厳格なワッハーブ派が多いサウジアラビア国民には耐えがたい屈辱だった。実際ビン

ラディンもサウジアラビア国籍を持ち、また FBI の調べでは 9・11 同時多発テロの実行者

19 人のうち 15 人はサウジアラビア人と言われている。 

④ 構造的暴力論。イスラムの多くの人々が貧困に喘ぎ人権が抑圧されていることへの怒りが

爆発したという説。一般論としてイスラム世界に貧困や人権抑圧の構造的暴力が蔓延して

いるのは事実だが、9・11 の実行犯の多くは石油大国で豊かなサウジアラビア出身であり、

ビンラディンにいたっては資産家であることを考えると説得力に欠ける。 

⑤ イスラム原理主義思想。アルカイダのイスラム原理主義思想はイスラム世界全体のイスラ

ム原理主義革命を目指しており、キリスト教・ユダヤ教連合の超大国アメリカへの攻撃を

しかける「拡大ジハード」論(藤原和彦)をとっているという説もある。 

ここでテロ攻撃を実行する段階での組織的動機を２つに分類して、敵の政策や態度の変化

への反応として実行するものを「受動的テロ」、自らの価値に則って実行するものを「能動的

テロ」と名付けておく。受動的テロは、今暴力を行使しなければならない必要性に駆られた

行為ともいえ、例えば摘発や攻撃が間近に迫って警察官や軍人を殺す場合や、資金が必要で
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人を誘拐する場合が考えられる。それに対して能動的テロは直ぐにテロを起こす必要はない

ものの、組織の長期的な目標、例えば体制の転覆や革命の実現に向けた戦術として先制攻撃

的にテロを実行するものであり、9・11 以後のテロのエスカレートは、この能動的テロの多

さに関係しているといえる 21。そのため 9・11 同時多発テロがニューヨークの世界貿易セン

ターやペンタゴンを標的としたことには、冷戦後の国際経済・軍事体制への不満という象徴

的なメッセージが込められており、テロの対象はテロリストたちによって観念的に設定され

た不特定多数の人々となるのである。 

 さらに事態の終息を困難にしている要因として、紛争主体の脱領土化と脱主権化が挙げら

れる。従来の戦争と異なり非国家主体であるテロとの戦いは世界中に分散したテロリストを

相手とするため脱領土的であり、「脱領土的であるがゆえに、領土を国家の三要件のひとつと

する主権国民国家を越えて紛争主体は(中略)脱主権化する」22のである。そしてこうしたア

ルカイダのような紛争主体の脱領土化を可能にした背景にはインターネットの急速な発展が

ある。「インターネットがアルカイダに与えた影響は三つある。第一は情報の収集、命令の伝

達、活動の宣伝などが国家の情報機関やマスメディアでなくても容易にできるようになった

こと。第二は新たな戦闘空間としてサイバー空間を利用できるようになったこと。第三に組

織が水平化し、同時に組織がインターネットにあわせて全世界にネットワーク化したことだ。

この結果アルカイダは、グローバルな活動が容易になり、脱領土的な性格がより強くなった」
23のである。これらの要因により今日問題になっているのは、テロ組織の表面的な破壊がテ

ロの終焉に結びつかなくなっていることだ。アルカイダの組織的機能は事実上解体したとみ

るべきだが、その思想を引き継いだネットワーク上の分子が世界的に散ってテロを次々に起

こしているのが現状である。そこで次章では、こうした現状を踏まえて国際政治情勢をどの

ような分析枠組みで捉えていくことが可能かについて述べてみたい。 

 

 

第五章   多元的リアリズムという試み 

 

 現代は EU や多国籍企業、テロリスト集団のように国家以外の主体の多様化と影響力の増大

によって国家間が相互浸透しているため、国際情勢は政府対政府の関係だけでは理解できず、

超国家的主体や国内の主体の国境を越えた作用をも考慮する必要がある。こうした現状に関

するフランシス・フクヤマの指摘は注目に値する。「今日の世界を特徴づけているのは「アメ

リカの覇権」と、それに対する反発として世界中で起きている「反米主義」である。両者の

間で、軍事圧力以外の力で勢力均衡を図ろうとする「ソフトバランシング」と呼ばれる動き

が組織化されない形で生じ始めている。世界の行動原理の中心が、国民国家から国家ではな

い主体やその他の国家の枠を超えた力へと移ろうとする動きである」24またイラク戦争は国

連をはじめとする既存の国際機関の限界を露呈した。国連はアメリカの開戦を是認すること

も、止めることもできなかったのであり、現在の世界には国際的な集団行動に正統性を与え

られる機関は存在しないのである。したがって従来の国家主体のみを分析対象にするリアリ

ズムの限界を解消しつつも、依然としてリアリズム的要素の強い現状を分析する枠組みとし
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て「多元的リアリズム」というものを提唱してみたい。これは基本仮説としては、主体はパ

ワーまたは安全を求めて常に競争しているという従来のリアリズムの立場をとりつつも、分

析対象を非国家主体にまで拡大し、手段としては従来の軍事力・経済力といったハードパワ

ーに加え、メディアや情報通信技術(IT)、アジェンダ設定能力といったソフトパワーをも含

めた多元的な領域でのパワーを総合し、また該当領域のパワーを状況に応じて抽出すること

によって主体のパワーが評価され、そうしたパワーの分布状況によって国際情勢を分析しよ

うとする試みである。そしてこの前提に基づいた分析モデルとして、分析手段を軍事力、経

済力に加え、メディアと情報通信技術(IT)、外交の４つの要素全てが互いに１対１で相互作

用し合うことを正四面体の各頂点に各要素を配し、各辺が要素間の相互作用を表すという４

元モデルで考えてみる。 

 

 次に、この４元モデルの実効性について検証する。まず軍事力についてアメリカの軍事費

が世界の軍事費総額の約 45%に達しており、2 位以下の UK、中国がともに約 5%程度 25という

ことから見てもアメリカの動向は軍事力と無関係に分析することはできず、国際情勢を決定

する大きな要因となっている。また軍事力を維持するためには、アメリカが毎年巨額の軍事

費を拠出しているように経済力が不可欠であり、両者は相互依存関係にある。さらに「経済

力があるとか、軍事的な抑止力があるとか、そういうものがないと十分な外交はできない。

弱い立場からの外交というのは、なかなか成果が出ない」26という田中均の発言からも軍事・

経済・外交が密接に関係していることが読み取れ、「世論調査の結果は、イスラム教徒の多く

がアメリカや西側諸国それ自体を嫌っているのではなく、アメリカの政策が嫌いなだけであ

ることを示している。イスラム教徒は、アメリカがパレスチナ問題ではイスラエルの肩ばか

りを持ち、エジプトのムバラク大統領やサウジアラビアの王家のようなアラブ圏の独裁者ば

かりを支援し、民主主義を踏みにじっていると見ている」27ことから外交政策がアメリカの

中東への関与に軍事・経済力と同様に大きな影響力を持っていると判断できる。情報通信技

術の発展によって、地形照合装置や情景照合装置を利用して精密誘導するトマホーク巡航ミ

サイルやレーザー誘導の精密爆弾がCEP10mの精度で目標に命中することが可能になり28軍事

的・経済的コストの面からも軍事行動の概念を大きく変えた。さらに「CNN のようなマスメ

ディアやインターネットによる圧倒的な情報発信力、そして英語、ハリウッド映画、ディズ

ニー、マクドナルドなどのソフトパワーで世界各地を席巻し、アメリカ文化にもとづく世界

軍事 

経済 

外交 

メディアと 
情報通信技術 

図：４元モデル 
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大の文化共同体が生まれつつある」29ことからメディアと IT が国際情勢の大きな要素となっ

ていることがわかり、このメディアと IT の力を決定的に示したのが 9・11 同時多発テロであ

った。つまり、世界貿易センタービルの崩壊は通常戦争における物理的破壊という観点から

見れば特別大規模なものではないが、旅客機が世界貿易センタービルに激突しビルから人が

落下する様子、そしてビルが崩壊する過程をテレビやラジオが同時中継し、インターネット

によって世界中に情報が広がり、マスメディアが繰り返し報道したことによってテロの宣伝

効果は極めて大規模なものになり、恐怖は増幅され世界中の人々に計り知れない心理的暴力

を与えたことにより、メディアや IT が世界情勢に極めて大きな影響力を持っていることが証

明されたのである。 

 

 

おわりに 

 

アメリカがテロから長期的に自国を防衛する最も効果的な手段は民主主義の拡大である。

アメリカ国務省のテロ組織リストに載っている組織の多くは非民主的な体制の中で活動し、

非民主的な体制から支持され、援助を受けているからである。イラクでのアメリカの経験か

らわかるように軍事力のみに依存した民主主義への体制転換はコストがかかる上に成果が覚

束ないが、ハードパワーが民主化に無力なわけではなく、民主化への移行は一人あたりの国

内総生産(GDP)が約 6000 ドルの水準を超えると逆戻りしにくい 30のであり経済的発展が民主

化に繋がることは期待できる。一方で「民主主義の成長には長い時間を要し、地元民の努力

と現地の市民制度の育成が欠かせず、市民精神を注意深く育てることが必要とされ、そのた

めには教育が大きな役割を果たす」31ことを踏まえ、現在の国際情勢を非国家主体をも分析

対象に加えた多元的リアリズムによって捉え、民主化を実現する地域の特性によって軍事力

行使、民主化勢力への資金援助も含めた経済力行使、中東の反米主義の原因である外交政策

の見直しやメディア・IT による文化交流や教育をバランスよく連携させて状況に応じて使い

分けていく力が今のアメリカには求められている。 
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