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博士学位申請論文 
 

平沼騏一郎と近代日本政治 
――司法官僚の政治的台頭と太平洋戦争への道―― 
 
      要約 

                            萩 原   淳 
 
 

序章 
 
本稿はこれまで十分に分析されてこなかった、平沼騏一郎の政治手法・秩序観と政治思

想・政策の展開、及びそれらが太平洋戦争への道に与えた影響等の分析を通じて、官僚・政

治家としての平沼像を明らかにしようとした。 
平沼は大正期・昭和戦前期の官僚・政治家である。平沼は司法省で頭角を現し、一九一二

年から約一〇年間、検事総長に在任した。第二次山本権兵衛内閣法相に就任した後、一九二

四年国本社会長に就任し、国家主義を鼓吹した。そして、一九二六年には枢密院副議長に就

任し、この前後から首相候補の一人として挙げられるようになった。一九三九年には首相に

就任し、首相辞任後も、敗戦にいたるまで重臣として活動した。 
以上の経歴で明らかように、平沼は司法官僚出身で一貫して非公選職にあった政治家で

あり、それにも関わらず敗戦まで政治的影響力持った稀有の存在である。このような限られ

た経験基づく政治指導が太平洋戦争への道に与えた影響を分析することは、官僚出身の政

治家の政治指導を考える上で、好個の研究対象となる。 
現在のところ、平沼が太平洋戦争への道に与えた政治的影響としては主に二つの方向の

評価がある。第一に、東京裁判の判決であり、一九二八年以後の行動は一貫して太平洋戦争

への道に政治的責任を有するとの立場である。第二に、伊藤隆氏が一連の著作で提示したイ

メージであり、少なくとも、平沼内閣以後の政治行動については太平洋戦争への道には結び

つかないとの立場である 
しかし、以上の二つの方向の平沼評価にはいくつかの問題点がある。 
まず、東京裁判の判決は、平沼が政党政治や英米協調外交、日本の統治構造にどのような

影響を与えたのか、等の本質的な点が明らかにされなかった。 

次に、伊藤隆氏の提示したイメージは、第一に、特定の時期を個々に分析しているため、

「復古」等の概念は分析概念としては曖昧である。第二に、平沼の行動・思想の基盤として、

国本社等での観念的言説の影響を強調し過ぎている。これに反し、平沼が約三六年間、司法

官僚として司法行政等を担ったことやそれらの経験が平沼の秩序観形成に与えた影響を見
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落としている。 
 以上の点を踏まえ、本稿では、次の四つの視角から考察を行う。第一に、平沼が司法官僚

時代においてどのような秩序観を形成したのか。そして、政治家としてそれらを実現するた

めに、どのような政治構想・政策を展開したのかを明らかにする。第二に、官僚である平沼

が政党から軍部へと権力が移行する中で、どのような政治手法により、政治権力を獲得・維

持したのかを明らかにする。第三に、平沼の政治的生涯全体を分析することを通じて、平沼

の政治行動は太平洋戦争への道にどのような影響を与えたのかを明らかにする。第四に、東

京裁判の審理では、平沼の政治的生涯のいかなる点が問題視されたのか。そして、平沼は巣

鴨プリズンにおいて、自らの戦争責任とどのように向き合ったのかを明らかにする。また、

それらを通じて、政治と官僚の関係及び官僚出身の政治家の政治指導のあり方についても

考察する。 
 

第一章 
 
本章では、司法省における権力確立過程と政友会との関係を論じた。 
第一節では、平沼が政友会に登用されるまでの過程を描いた。平沼は入省後、犯罪捜査と

司法部改革を通じて司法権を強化しようとした。そのため、当時、省内で主流だった山県系

官僚に接近せず、それほど目立った存在ではなかったが、山県系官僚が主導した司法部のス

トライキ鎮圧に中心的役割を果たしたことにより、政友会による登用のきっかけをつかん

だ。 
第二節では、遣外法官の経験が平沼に与えた影響について述べた。平沼は第一次西園寺内

閣で遣外法官に選出された。遣外法官の経験は、第一に、人民の常識に適合していくことに

より司法の信頼を得る必要を実感した。第二に、平沼は渡欧中に法学博士号を取得し、帰国

後、指紋法等の制定を主導したことで、法学の知識においても司法省をリードする存在とな

った。第三に、平沼が鈴木喜三郎との親交を深めたことも、後に権力基盤を固める上で大き

な意味を持った。 
しかし、政治外交に関する調査研究を行った形跡はなく、視野の広い大物政治家として成

長させることにはならなかった。 
第三節では、新刑法の施行と検察権台頭がもたらした影響について述べた。平沼は日糖事

件と大逆事件の捜査を主導し、司法部の権威を増大させた。しかしその一方で、厳罰化によ

り弁護士界は人権問題を提起した。また、政友会は日糖事件と大逆事件の捜査における司法

省と山県系官僚閥の連携を疑った。しかし、司法省は新刑法の運用を模索している段階であ

った。また、日糖事件の容疑者のほとんどは有罪が確定しており、大逆事件においても、司

法省はそもそも無政府主義者に強硬姿勢を示しており、山県系官僚閥の意向に従ったわけ

ではないことを示した。 
 第四節では一九一三年司法部改革の政治過程を分析した。平沼は第二次西園寺内閣で次
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官に就任し、内閣の行政整理方針に協力した。この背景には、①司法省が率先して行政整理

を実行することで、政友会と国民の司法権強化についての理解を得るとともに、②自ら改革

の主導権を握ることで、司法省内における権力を確立すること、を狙ったためであった。改

革の結果、平沼は司法権を強化すると同時に、鈴木とともに司法省・検察の実権を掌握した。 
ただ、平沼が松田を信頼したのは司法権の強化に理解を示したために過ぎなかった。その

ため、平沼は、政友会入党は勿論、政友会内閣での法相就任すら検討していなかった。 
すなわち、司法省入省後、平沼は司法権の強化と同時に、自らの権力確立を一貫して追求

し、犯罪捜査を主導するとともに、政友会との司法部改革を通じて、その実現を狙ったので

ある。 
 

第二章 
 

本章では、検事総長としての平沼の検察権の運用と第一次世界大戦期における平沼の秩

序観の形成過程を分析した。 
第一節では、平沼の検察権の運用を分析し、日糖事件以降、政治家の汚職疑惑については、

社会や司法部に与える影響等を踏まえ、柔軟に対応する方針を示し、政党及び山県系官僚閥

と巧妙に距離を取り、司法権の強化と自らの権力の維持・強化を図ったことを明らかにした。

平沼はシーメンス事件においては、海軍からの攻撃を受ける可能性や山本が収賄していな

いか等を考慮し、慎重に捜査を進める一方、海軍関係者への捜査を決行し、司法部の威信を

増大させた。また、大浦事件でも、現職の国務大臣を起訴することは国家の体面に関わり、

司法部への影響も大きいことから、引退処分とした。 
 第二節では、第一次世界大戦期における思想問題への対応を述べた。平沼は政友会と将来

の国家像や憲法観等について共有しておらず、大正期にかけて、伝統的な価値観への傾倒を

深めた。また、「天皇機関説」論争では、実質的に官僚の権限を擁護する役割を担った天皇

主権説を支持した。大戦期、平沼は臨時教育会議等で、儒学・国学の振興による外来思想へ

の対抗を主張した。また、人種論の立場から欧米に不信感を持った。平沼の政策的方向性は

山県と類似していたが、平沼は山県と特別な関係を持たなかった。 
 

第三章 
 
本章では、原敬内閣との協調と第一次大戦後の思想問題への対応を論じた。 
第一節と第二節では、原内閣における平沼の司法行政・司法部改革への対応を分析し、平

沼は原と人権問題等を協力して処理し、原が推進した司法官定年制導入、陪審制導入につい

ても、積極的に協力した。ただ、原が司法部による人権侵害が政党員にも及び、政党政治の

発展が阻害される事態を防止するという意図があったのに対し、平沼は司法部の組織の維

持・強化を意図した。 
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すなわち、平沼は松田正久法相時代と同様、一貫して司法部の官僚的権限の強化と組織の

維持を追求し、原に協力したのである。 
 第二に、第一次世界大戦後の思想問題と疑獄事件への対応を通じて、平沼の秩序観の形成

過程を分析した。平沼と原は思想問題を協力して処理したが、思想問題への対応については、

原が国民生活の安定を軸としたのに対し、平沼は精神主義的な政策を重視した。その後、森

戸事件を機に平沼は民間の国家主義者との交流を深めた。また、平沼は一九二一年春頃から、

政党の汚職への懸念を深めた。平沼は満鉄事件の処理で強硬な態度を崩さず、原との提携路

線は揺らぎつつあった。 
平沼は思想問題の悪化を受け、原に宮中入りの希望を打明け、将来の進路として宮中政治

家を志した。また、一九二〇年代半ばには、政党への不信感を強め、中間内閣首相に就任す

る構想を持つようになる。 
しかし、平沼は一貫して司法官僚で、政治や経済などを含めた幅広い見識を養うことがで

きなかった。また、司法官僚時代の経験をもとに、後年、政治家としての政治戦略において

も、官僚的権限や権力獲得のために、政治勢力を利用する手法や世間に対しては公平さをア

ピールし、権力の維持・強化を狙う手法を用いたことは、政権獲得工作の挫折の要因の一つ

となる。 
 

第四章 
 
本章では、一九二〇年代における平沼騏一郎の政策・政治構想及び、平沼をめぐる政治状

況を分析した。 
第一節では、官僚から政治家へと転身を図る上での政治戦略を分析した。まず、国本社会

長就任には脆弱な政治基盤を強化する意図があったことを指摘した。平沼は役員に政官の

有力者を就任させ、政界での政治的基盤を形成し、演説では国家主義を鼓吹して、社会運動

や政党に対抗するとともに、大衆的基盤の獲得を狙った。 
次に、平沼の政治運動の展開を分析した。平沼は首相や将来の宮中入りを狙い、政治基盤

の強化を図った。平沼は一九二五年から翌年にかけて、国本社や司法官僚時代の人脈を通じ

て、多数の政治的人脈の形成に成功した。また、平沼は元老西園寺にも接近を図ったが、西

園寺は当初から平沼を信用せず、平沼の目論見は挫折した。 
 第二節では、政友会に有利な枢密院運営と田中内閣への協力がもたらした政治的波紋に

ついて述べた。平沼は政界の一部を除いては政治的に中立的なイメージを維持していた。こ

のことが第一次若槻内閣での枢密院副議長への就任につながった。しかし、平沼は、台湾銀

行緊急勅令問題では若槻内閣の倒閣に重要な役割を担った。その結果、国本社は政治団体で

あるとのイメージが広がった。 
一方で、後継の田中内閣とは親密な関係を築いた。それは満州権益の維持・拡大や治安体

制の強化など内政外交の基本政策で一致していたためであった。平沼は官僚の権力維持と
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党内閣の弊害を防止するため、田中内閣に国策調査会の設置を働きかけた。 
 

第五章 
 
本章では、ロンドン条約問題と平沼内閣運動の展開を分析した。 
第一節では浜口内閣及び、ロンドン条約問題への対応を分析した。平沼は浜口内閣での疑

獄の続発による社会秩序の動揺を受け、政党内閣を否定した。ロンドン条約問題ではアメリ

カへの不信感と中国権益を重視する姿勢から条約締結に反対し、統帥権問題で軍の官僚的

権限を擁護した。また、ロンドン条約問題の前後にも、依然として、枢密院を改組すること

で、官僚の権限の維持を企図した。 
第二節では平沼内閣運動の展開を述べた。ロンドン条約問題後、平沼は提携相手をロンド

ン条約反対派の陸海軍人に変え、平沼内閣運動を開始した。平沼が運動に乗り出した背景に

は、①一九二〇年代からの首相への野心、②陸海軍統制の崩壊・少壮軍人の跋扈・共産主義

の蔓延への危惧、③危機を収束できるのは陸海軍から支持を受けている自分だけであると

いう自負心、があった。平沼は諸政治勢力に軍部を抑え得る文官であることをアピールする

一方、軍部に対しても宥和姿勢を取ることで、双方から支持を獲得するという狡猾な政治手

法を取った。 
しかし、平沼内閣運動は西園寺の忌避により挫折し、平沼及び平沼と提携した陸海軍人が

推進した統帥部の強化等の政策は、軍のセクショナリズムを助長し、国家統合機能を弱める

方向へと働いた。平沼が首相として政権運営を行うためには陸海軍のセクショナリズムを

抑制するとともに、首相がリーダーシップを発揮し、内閣が国政全体を統御する体制を構築

することが必要であった。しかし、平沼は陸海軍人との人的関係にとらわれ、軍の政治的自

立を助長するという矛盾した対応をとった。 
 

第六章 
 
本章では、平沼の首相としての政治指導を論じた。 
第一節では組閣までの経緯及び、平沼の内政指導について述べた。平沼は華北分離工作や

陸軍主導の強力な国家統制に批判的であった。日中戦争にも反対で、対蒋和平を企図した。

湯浅倉平内大臣ら親英米派は平沼の外交姿勢に不安を持ちつつも、平沼を近衛内閣の後継

として推薦することを決め、一九三九年一月、平沼内閣が成立した。 
平沼は組閣当初から、陸軍が主導していた政治制度・機構の改革を否定した。続いて、議

会では、「皇道」等について問われたが、平沼は政策としてどのように具体化していくのか

を明示することはなかった。 
第二節では、平沼の外交指導を論じた。まず、日独防共協定強化交渉への対応を明らかに

した。平沼はソ連を対象とした独伊との軍事同盟締結に賛成した。その際、平沼は国際政治
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を反共の視点から捉え、英米の反発を考慮しなかった。また、国内秩序を重視する姿勢から、

外交上の表現で陸軍に妥協し、締結を推進した。この間、海南島の侵略・新南諸島の編入を

実行し、アメリカ等への外交的配慮を行わなかった。 
防共協定強化交渉が行き詰った後、平沼はアメリカに対し、欧州戦争の防止と対蒋和平を

実現するため、国際会議の開催を提案した。しかし、平沼のメッセージは抽象的であり、起

草に際して陸海軍との合意など国内での手続きを行っていなかった。また、平沼は経済的な

安全保障が得られてもワシントン体制への復帰は不可能と考えていたのであり、アメリカ

が譲歩する見込がほとんどないものだった。 
 

 第七章 
 
本章では、平沼内閣崩壊後から敗戦までの動向を分析した。 
第一節では、平沼内閣崩壊後の後継首相推薦等の人事と第二次近衛内閣での日米交渉の

分析を行った。平沼は内閣総辞職後、重臣として後継首相推薦し、一貫して近衛に期待を寄

せた。平沼は大政翼賛会の精算のため、第二次近衛内閣に入閣し、翼賛会を公事結社とした。

また、平沼は三国同盟に反対であり、日米関係改善を模索していたため、松岡と対立した。

しかし、平沼は南部仏印進駐に反対しなかった。これはアメリカ側の反応を読み誤ったため

であり、首相時代と同様、主観的な日米関係改善の動きであった。 
第二節では、戦時中の動向を検討した。平沼は日米開戦について、開戦反対を明言しなか

った。平沼が東條更迭を考えるのは岡田と連携し、岡田から戦局の情報を得てからであった。

平沼はサイパン陥落の機に、東條内閣倒閣に動き、ある程度重要な役割を担った。平沼はサ

イパン陥落を受け、現状では無条件降伏しかないため、国際情勢の変化を待って和平に転じ

る構想だった。しかし、天皇を問責するという米報道を受け、天皇制維持を保障しなければ、

徹底抗戦するとともに、和平論者の取締りを主張した。ポツダム宣言では、国体護持を条件

に受諾に賛成したが、その際、天皇の国法上の地位という文言を天皇大権の確保に修正する

ことを要求した。しかし、これは天皇の政治権力の維持に否定的なアメリカを硬化させかね

ない危険な判断だった。また、バーンズ回答に対しても、平沼は再照会説を提案した。再照

会説は陸軍を勢いづかせ、本土決戦を誘発しかねないものであり、アメリカに対する不信感

と国際感覚の不足が判断の誤りを招いた。 
 

 第八章 
 
本章ではＧＨＱによる逮捕・起訴過程及び東京裁判の審理過程とともに、巣鴨プリズンに

おける平沼の動向を分析した。 
第一節では、敗戦直後の平沼の動向とＧＨＱによる逮捕・起訴過程を分析した。平沼は後

継首相推薦の選定等については木戸の方針に同意したが、大勢順応の態度だった。ＧＨＱは
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逮捕以前、日本側の情報提供者から平沼の情報を国本社との関連から得て、平沼が反動的思

想を持ち、官僚の中心であったとみなしていた。しかし、国際検察局はＡ級戦犯として起訴

するため、共同謀議の概念を採用し、その論理のもと、当初から満州事変以後の日本の軍事

政策への関与、特に首相時代の日中戦争の遂行を重視した。平沼は尋問で基本的に自らの関

与を否定したが、国際検察局はそれを証明する文書はないことから平沼の弁明を否定し、主

に公職を根拠に起訴した。 
第二節では、東京裁判の審理過程と巣鴨プリズンにおける平沼の動向を分析した。裁判に

おいて、平沼の弁護側は判事団が求める平沼の具体的な言動に基づく証拠を集めることが

出来ず、有力な反証とならなかった。判決は検察側の論理を全面的に踏襲したものであった 
平沼は日本国憲法については、国体は変更されていないと解釈し、その上で日本国憲法を

受け入れる姿勢を見せた。しかし、平沼の国体に対する態度は戦前とは異なるものであった。

また、戦争責任については、西園寺や政党の失政が軍部の台頭を招いたとする考えを変えず、

自らの責任を具体的に口にすることはなかったことを指摘した。 
 

 終章 
 
本稿で明らかにした点は次の四点にまとめられる。 
第一に、平沼は司法官僚時代、立憲政友会との司法部改革及び、検察権の運用を通じて、

司法権を強化するとともに自らの権力を確立・維持をしたが、政友会と政治的理念を共有し

ていたわけではなく、司法官僚の経験を通じて形成された秩序観はその後の政治的挫折の

要因の一つとなることを指摘した。 
平沼は入省以後、藩閥・政党等から一定の距離を取り、犯罪捜査と司法部改革を通じて弱

小な司法権力を強化すると同時に、省内における自らの権力を確立する戦略を取った。松田

正久は平沼が非山県系の学士官僚であり、政党等との協力の上で司法権を強化しようした

ことを評価し、平沼は政友会と人事改革等を行うことで、司法権を強化するとともに自らの

権力基盤を固めた。また、原敬内閣では、平沼は政党内閣を嫌い、法相就任の要請を固辞し

たものの、原と人権問題等を協力して処理した。 
一方、平沼は日糖事件以降、国家の体面や社会、司法部に与える影響等を踏まえ、場合に

よっては、引退など司法処分によらずに処理する方針を示す一方で、検事総長として世間的

に中立的なイメージを維持するため、政党及び山県系官僚と巧妙に距離を取り、自らの権力

を維持した。  
しかし、平沼は政友会と将来の国家像や憲法観等について共有していたわけではなく、そ

れはあくまでも司法権の強化を通じて、自らの権力を確立するという政策と合致したから

であった。平沼は司法官僚としての経験しかなく、政党内閣を嫌い、一貫して官僚的権限の

維持を追及していく。また、外来思想の流入については、国内秩序への影響と天皇制護持の

観点から否定的な対応を見せ、それらに対する思想的対抗を構想し、国際連盟にも否定的で
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あった。 
第二に、平沼は強い権力志向を持った官僚・政治家であり、脆弱な政治基盤を強化するた

め、多様な政治手法を駆使して、幅広い人脈を築き、状況に応じて提携相手を変えることで

政治的影響力を維持したが、限られた官僚経験に基づく秩序観は、時代の要請に逆行したも

ので、総合調整能力の経験も不十分であり、政権獲得工作の挫折につながっていくことを指

摘した。 
平沼は法相辞任後、中間内閣首相や将来の宮中入りを狙い、活発に政治運動を展開した。 
まず、平沼は国本社を通じて、脆弱な政治基盤を強化することをねらった。また、薩摩系

の政治家や政友会等に接近して政治基盤の強化を図った。さらに、平沼は田中義一内閣には

対しては、満蒙政策や反共等の政策で一致したため、協力関係を構築した。そして、田中義

一首相に国策調査会の設置を働きかけ、官僚の権力を維持しようとした。 
平沼の政権構想は、自らを政党内閣の弊害を是正する公平な文官官僚と位置付け、諸政治

勢力と提携し、中間内閣首相に就任するというものであった。しかし、観念的言動等により、

西園寺の信頼を得られず、国本社も政治団体とみなされるようになった。 
ロンドン条約問題において、平沼は英米への不信感等から条約締結に反対し、統帥権問題

で軍の官僚的権限を擁護した。その後、平沼は政党を見放し、提携相手をロンドン条約反対

派の陸海軍人に変え、首相の座を狙った。平沼は提携する陸海軍人が軍内で主要な位置を占

めたことから、自らの構想に自信を持ち、諸政治勢力に軍部を抑え得る文官官僚であること

をアピールした。その一方で、軍部に対しても宥和姿勢を取り、双方から支持を獲得しよう

とする狡猾な政治手法を取った。しかし、運動は西園寺の忌避と提携関係にある陸海軍人の

没落により挫折した。平沼の構想は軍部に宥和的であり、結果として、英米協調外交・政党

政治の崩壊と軍部のセクショナリズムを促進させる結果となった。 
第三に、平沼は首相・重臣として、政府の政策決定に直接的に関与するが、反共・国家主

義は日中戦争から敗戦までの外交上の危機に歯止めをかけることは出来ず、混乱を招くこ

ともあったことを指摘した。 
しかし、平沼は親英米派に転換したわけではなく、依然として国際政治を反共の視点から

捉え、欧米からの自立を前提とした。そのため、ソ連を対象とする三国軍事同盟の推進や海

南島侵略等が対英米関係に与える悪影響を十分に考慮しなかった。また、対米工作でも、経

済的な安全保障が得られてもワシントン体制への復帰は不可能と考えた。さらに、第二次近

衛文麿内閣では日米交渉を推進するが、南部仏印進駐に際して、アメリカの反応を予測でき

なかった． 
また、平沼の観念的な国家主義的言説は自らの政策を実行する手段としての側面があり、

対外政策としては意味をなさず、混乱を招く結果となった。 
平沼は天皇親政等を説いたが、その主な目的は議院内閣制や外来思想への対抗すること

にあったため、現実政治において天皇の意向や権限を重視しなかった。他方、平沼は民主主

義とも全体主義とも異なる独自性の立場を強調し、日本を「皇道」等と説明したが、これら
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は英米に理解されず、混乱を招いた。 
第四に、平沼が太平洋戦争への道に最も大きな影響を及ぼしたのは、ロンドン条約問題か

ら平沼内閣運動までの期間であったが、東京裁判では枢密院会議の出席等のみが問題視さ

れ、平沼も自らの戦争責任を具体的に口にすることはなかったことを指摘した。 
陸海軍との提携関係が崩壊した後、平沼の政治基盤は脆弱であった。そして、首相時代に

は既に日中戦争は泥沼化しており、リーダーシップを発揮し得る余地は少なかった。これに

対し、平沼内閣運動では陸海軍人と提携し、大きな政治的影響力を持った。また、提携する

陸海軍人と進めた政策は英米協調外交・政党政治の崩壊と軍の政治的自立をもたらした。こ

れらを踏まえると、太平洋戦争への道に最も大きな影響を及ぼしたのは、ロンドン条約問題

から平沼内閣運動までの期間であった。 
しかし、東京裁判では、日中戦争の遂行・総動員政策の実施を主な起訴事項とし、ロンド

ン条約問題から平沼内閣運動まででは枢密院会議への出席という形式的な行動のみを追求

した。平沼も満州事変以後は軍部が台頭し、戦争を引き起こしたが、それは西園寺や政党の

失政が軍部の台頭を招いたためであると主張し、軍部の台頭を助長した自らの責任を具体

的に口にすることはなかった。 

現在の日本政治においても、官僚制及び、それに伴うセクショナリズムをめぐる問題は政

治的課題であり続けている。ロンドン条約問題から平沼内閣運動までの平沼の行動は、本来、

官僚組織を統制し、政治との調整を行うべき官僚組織上層部が既得権益を擁護すると、官僚

のセクショナリズムを助長し、国家の統治を揺るがすことがあるという教訓を示している。

これらを防止するためには、政党が官僚に対する優位を確立するとともに、政治家がリーダ

ーシップを発揮する必要性がある。 
また、平沼が政治家として成功しなかったことは官僚が政治家へと転身するためには、別

の能力を獲得することが必要であることを示している。まず、官僚時代の経験に基づく専門

性を活かしつつも、各省や局の狭い世界から脱却するともに、諸政治勢力との権力関係を見

極めて協調し、総合的な政策調整を行う能力を身につけることである。また、何よりも、国

際環境の変化を理解し、それに適応する外交ヴィジョンを創造するとともに、それらを遂行

する必要がある。その際、そのヴィジョンが国際的に普遍性を持つものである必要がある。

また、外交ヴィジョンに対応する国内改革の方向を定め、国民の利益を最大化する政策を実

行できる能力が必要である。 
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