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はじめに 

 2016 年 11 月の米大統領選におけるドナルド・トランプ候補の勝利は、米国の緊密な同盟国である日

本と豪州両国に衝撃を与えた。特に豪州では、トランプ政権の登場により米国の地域関与や豪州への防

衛コミットメントがもはや自明ではなくなったとの観点から、いわゆる「プラン B」と呼ばれるより自

立した防衛体制の構築や、米国以外の地域諸国との関係の強化を求める声が強まった。これに対し日本

では、米中対立の激化などを背景に、トランプ政権の同盟コミットメントに対する比較的楽観的な見方

が支配的であった。ところがその後のトランプ大統領による対北宥和姿勢や、貿易赤字を巡る対日批判、

そして日米同盟の意義そのものを軽視するかのような発言により、日米同盟を自明視することへの疑問

の声も出始めている（秋田 2019）。 

こうしたなか、近年豪州や米国の識者の一部から、日本との公式な同盟条約の締結を求める声が上が

っている。例えば豪戦略政策研究所（ASPI）の所長であり、国防省の戦略担当副次官も務めたジェニン

グス（Peter Jennings）は、「プラン B」と呼ばれる豪州のより自立した防衛体制の構築に向けた「10

のステップ」を発表し、その 2 番目に日本との「公式な防衛条約の締結」を挙げた（Jennings 2018）。

また同じく ASPI の研究員であるデービス（Malcolm Davis）は、豪州が地域における戦力投射能力を

強化する中で、日本との「公式な同盟関係」の樹立を模索すべきことを主張している（Davis 2019, 7）。 

 日本においても、近年の日豪安全保障協力の急速な発展により、豪州を公式の同盟関係に次ぐ「準同

盟」国として認識する見方は定着しつつある。またあくまでも将来の構想としてではあるが、「日豪同

盟」の可能性について論じた記事も存在する（岡崎研究所 2014）。とは言え、日豪同盟のメリット・

デメリットについて日本側の視点から具体的に論じたものは、管見の限り存在しない。そこで本論では、

豪州との条約を伴う同盟関係の「公式化」が、日本にとっていかなる便益をもたらすのか、そしてそこ

においていかなるコストが発生するのかという問題について考えてみたい。 

 

１ なぜ同盟を公式化するのか 

そもそも、国家はなぜ同盟を締結するのか。その前提に、国家が共有する何らかの利害関係が存在す

ることは言うまでもない。とは言え、国家間に共通の利害関係が存在することと、それに基づき同盟条

約を締結することは、また別の話である。例えば A 国と B 国に、C 国という共通の敵がいたとして、B

国に対する C 国の攻撃が A 国にとって死活的な影響を及ぼす場合、条約の有無にかかわらず、A 国は B

国の支援に向かうことになるであろう。その場合、A 国はわざわざ同盟条約の締結によって自国の行動

を縛るよりは、条約を伴わない安全保障協力や「連携」（alignment）を選択するかもしれない。 

実際、米国とイスラエルや、米国とサウジアラビアのように、公式の条約が存在しないにもかかわら
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ず実質的には「同盟」として認識されている例もある。そもそも同盟条約の締結は、平時の調整コスト

に加え条約を通じて自国にとって関心の薄い紛争に「巻き込まれ」るリスクや、「自律性」の喪失とい

ったコストを伴うものである。それにもかかわらず、なぜ国家はあえて同盟を「公式化」するのだろう

か。 

同盟の代表的な研究者であるスナイダ―（Glenn H. Snyder）は、その理由を特異性（specificity）、

法的及び道徳的義務（legal and moral obligation）、そして相互性（reciprocity）という同盟条約がも

たらす三つの特徴に求めた（Snyder 1997, pp. 8-9)。特異性は、敵の存在や、敵の行動に対する同盟国

の行動及び対応を条約に明記し、同盟の目的を特定化・限定することで醸成される。また法的・道徳的

義務は、同盟関係の条約化やそれを祝うセレモニー、そしてそのプロセスに国会や世論を巻き込むこと

で強化される。そして同盟条約に両国の義務を明記することで、一方の義務が他方による義務の履行を

条件とするという相互性に対する暗黙の理解が生まれる。スナイダ―によれば、同盟条約に付随するこ

れら三つの性質により、仮に同盟国の利益が完全に一致していたとしても、同盟の存在は相互援助の信

頼感を高め、条約を持たない同盟関係よりも強固な関係を構築することが可能となるという。 

同様の問いに対し、「コミットメント」と「シグナリング」という概念を用いて答えたのがモロー（James 

D. Morrow）である（Morrow 2000）。モローによると、条約を伴う公式の同盟関係は、①戦争の際に

一方の国家が他の国家のために介入するという決断に影響を与える（コミットメント）とともに、②同

盟国が相互防衛のために介入することを外部の国家に知らせることを可能にする（シグナリング）、と

いう条件が整う限りにおいて重要となる。効果的なシグナリングは、平時におけるコストを伴う。そう

したコストは、同盟国との対外行動の調整や、同盟内における軍事的な調整によって生じるものであり、

これらのコストが高ければ高いほど、シグナリングの信頼性も上昇することになる。例えば首脳間での

やり取りや、共同演習の頻度が高ければ高いほど（あるいはその規模が大きければ大きいほど）、潜在

的な敵国に対するシグナリングの効果も高まるであろう。 

これに対してコミットメントの信頼性は、同盟内における共同の軍事対処行動の確立（Ex. 共通の司

令部や装備の確立、共同作戦計画等）や、「観衆コスト」によって高められる。仮に同盟国が介入を怠

った場合、その同盟国は他国によって信頼性のない国家としての評価を受けることになろう（外部の観

衆コスト）。また介入を怠った同盟国の指導者は、国内における選挙民によって罰せられる可能性も生

じる（内部の観衆コスト）。こうして、同盟関係の公式化は一定のコストを伴うものであるが、そのコ

ストの存在ゆえに、国家は相互防衛に向けたコミットメントの信頼性を高め、敵国の攻撃を抑止するた

めの効果的なシグナリングを発することが可能となるのである。 

 

２ 「日豪同盟」の便益 

以上の議論を踏まえた場合、条約を伴う公式な「日豪同盟」の誕生は、日本に対してどのような便益

をもたらすのか。一つの可能性として、相互防衛に向けた両国のコミットメントが条約により強化され

ることで、日本もしくはその周辺有事における豪州の来援がより確実なものとなることが挙げられる。

ターンブル前首相が明言したように、仮に朝鮮半島で有事が勃発した場合、豪州は米国の同盟国として

軍事的な支援を行うことがほぼ確実視されている。その一方で、台湾海峡有事や日中間の紛争に関して、

豪州は「巻き込まれ」への懸念や中国側への配慮により、必ずしもその態度を明確にしていない。これ
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らの事態において仮に米側から支援の要請があった場合、豪州がそうした要請を断ることは考えにくい

が、その場合においても支援の対象は米軍であり、自衛隊や日本の防衛そのものではない。仮に豪州と

同盟条約を締結し、相互防衛に関する法的・道徳的義務を明確化することができれば、豪側の日本防衛

コミットメントも強化され、結果的に日本防衛に向けた抑止力の向上につながるかもしれない。 

また、日豪が同盟を締結すれば、両国と同盟関係にある米国との間で自動的に三カ国の同盟関係が形

成されることになる。それにより、「ハブ・アンド・スポークス」と呼ばれる二国間の同盟関係を通じ

て担保されてきた米国の地域への軍事的なコミットメントが、より確固たるものになることも考えられ

る。特に日豪が相互防衛条約を伴う同盟関係に入ることは、両国の防衛のみならず、地域秩序の維持に

向けて日豪がより大きな責任を負うことを米側に対して強烈に印象付けることになるであろう。さらに、

日本が豪州と同盟条約を結ぶと、いわゆる「ファイブ・アイズ」と呼ばれる豪州や米国を含むインテリ

ジェンス・ネットワークや、5 カ国防衛取極め（FPDA）に基づく豪州と英連邦諸国の安全保障協力と

の距離も格段に縮まることになる。そうした協力はやがて、アジアにおける北大西洋条約機構（NATO）

型の集団防衛体制へと発展することになるかもしれない。 

そのことは、東シナ海や南シナ海において力を用いた現状変更を進める中国に対する、極めて有効な

「シグナリング」となるであろう。公式の同盟国が北朝鮮だけである中国にとって、アジアにおいて広

範な同盟ネットワークを有する西側諸国の連帯が強化されることは、深刻な脅威となる。日本からすれ

ば、仮に公式な同盟関係に至らなかったとしても、豪州をはじめとした米国の同盟国や友好国との安全

保障パートナーシップを強化することは、将来的な集団防衛体制の構築の可能性を示唆することになり、

それ自体が中国の修正主義的な行動を抑止するための重要なシグナリングとなり得るであろう。このよ

うに、2 国間のみならず、欧州諸国を含む多国間の同盟体制構築への布石となる可能性が、「日豪同盟」

の締結には含まれている。 

 

３ 「日豪同盟」のコスト 

それでは、「日豪同盟」によってもたらされるコストとはいかなるものか。日豪間ではすでに陸海空

それぞれの軍種間で、2 国間もしくは米国を含む 3 国間の共同訓練が数多く開催されているため、同盟

条約の締結によって平時の調整コストが劇的に上昇することは考えにくい。むしろ、そのコストは実際

に有事が発生した場合のものが主となるであろう。例えば南シナ海の緊張が米中間の軍事紛争に発生し

た場合、米国の支援要請を受けた豪州はかなりの確率で紛争に関与することになる。その場合、日本は

同盟国である豪州から支援要請を受けることになる。 

日本は当然米国からも支援要請を受けるであろうが、日米安全保障条約は「日本国の施政の下にある

領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」のみを対象とするため、南シナ海の紛争に関しては少

なくとも安保条約上の義務は存在しない。日米安保条約におけるこうした片務的な防衛義務は、言うま

でもなく在日米軍基地を前提としたものであり、そうした「非対称な相互性」こそが、日米同盟が半世

紀以上にわたり続いてきた要因であった（坂元 2001、p. i）。これに対し豪州は日本に基地を置かず、

また将来的にその可能性も低いことから、日米同盟とは異なる「対称な相互性」が求められる。その場

合日本が提供できる便益は、集団的自衛権の行使による自衛隊による豪州軍への支援を中心としたもの

となるであろうが、「存立危機事態」の認定や国会の承認を含め、それには依然として多くの条件や制
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約が付随する。 

そもそも、たとえ同盟条約を締結したとしても、豪州に対する第 3 国の攻撃が日本の「存立危機事態」

に該当するか否かについては、議論の余地があるであろう。政府は「存立危機事態」の対象国について

「あらかじめ特定されているものではなく、個別具体的な状況に即して判断する」（岸田元外務大臣）

との立場を貫いてきた。また安倍首相は、豪州や英国といった米国以外の国家が、存立危機事態におけ

る「我が国と密接な関係にある他国」に該当する可能性について、個別具体的な状況に即して判断され

るとしつつも、「現実には相当限定される」との考えを示している（第 193 回国会衆議院本会議、2017

年 3 月 14 日）。仮に豪州への第 3 国の攻撃が「存立危機事態」として認定されたとしても、政府はそ

の理由や対処方針を国会に説明する必要があり、それには相応の政治的コストが伴うことが予測される。 

あるいは、南シナ海等における事態が「重要影響事態」として認定された場合、自衛隊は米軍や豪州

軍に対する武器・弾薬の提供を含めた後方地域支援活動が可能となる。だが、それらの活動はあくまで

も「非戦闘地域」に限定されたものであり、仮に自衛隊の活動地域が戦闘地域となった場合、自衛隊は

そこから撤収することを余儀なくされる。また存立危機事態同様、重要影響事態にも原則として国会の

事前承認が求められることから、迅速な対応が困難になることも予測される。こうした事態が発生した

場合、米豪や諸外国からは同盟コミットメントの不履行と見なされる（すなわち、外部の観衆コストが

発生する）可能性もある。存立危機事態の対象国をあらかじめ特定しないとする政府の対応は、こうし

た諸々のコストを踏まえたうえでの判断として捉えることができる。 

 日豪同盟の締結はまた、日豪両国の中国との関係をより複雑化する可能性を秘めている。豪州を含む

他の多くの地域諸国同様、中国は日本にとって最大の貿易相手国である。また 2012 年の中国における

反日デモ等によって冷え込んでいた対中投資活動の再活性化や、訪日中国人観光客の急増などにより、

日中間の経済関係は近年いっそう強化される傾向にある。米中間の競争の激化にも関わらず、日中関係

を「競争から協調」へと押し上げることを確認した 2018 年 10 月の日中首脳会談は、以上の文脈の中で

理解されるべきであろう。こうした中、「日豪同盟」を締結することは中国を刺激し、経済的な報復を

含むより攻撃的な対応を招くことになるかもしれない。無論、「シグナリング」の効果はそうしたコス

トがあるからこそ高まるとは言え、少なくとも現段階において、日本政府がそうしたコストを引き受け

るに足る理由を見つけることは困難である。 

 

おわりに 

以上検討したように、相互防衛義務を伴う「日豪同盟」の締結は日本の安全保障に多くの便益をもた

らす可能性があるものの、同時に様々なコストも付随する。同盟の信頼性は、そうしたコストゆえに高

まるものだが、安全保障政策に関する法的な制約が、そうしたコストを受容し難いレベルにまで引き上

げている。また日豪同盟による第 3 国への「シグナリング」は中国を刺激する恐れがあることから、中

国との経済関係が深まる傾向にある日豪双方にとって敏感な問題となる。これらの要因を総合的に考え

た場合、日豪両国が公式な同盟を締結する可能性は、少なくとも現段階においては考えにくい。 

無論そのことは、「日豪同盟」の実現可能性を完全に否定するものではない。今後中国の軍事力がい

っそう強化され、米国の地域における優位性がますます失われることになった場合、日本は上で挙げた

コストを甘受しても、豪州もしくは他の友好国との「同盟」関係に入るかもしれない。とは言え、それ



  201９年９月号 

 5   

はあくまでも地域における米軍のプレゼンスの維持が前提となる。日豪がいくら関係を強化したところ

で、米軍の支援なしに中国の軍事力に対峙することは現実的に不可能である。仮に有事における米軍の

支援が見込まれなくなった場合、日豪は脆弱化した自国防衛に集中的に資源を投入する必要性に迫られ

ることから、「日豪同盟」の可能性はむしろ低下することも考えられる。そこに、「準同盟」としての

日豪の安全保障協力の限界が存在するのである。 

 

 

 

参考文献 

Glenn H. Snyder, Alliance Politics (Ithaca, Cornell University Press, 1997) 

James D. Morrow, “Alliances: Why Write Them Down?” Annual Review of Political Science, 

2000, Vol. 3: 63-83. 

Malcolm Davis, Forward Defence in Depth for Australia, ASPI Strategic Insights, 12 June, 

2019. 

Peter Jennings, “Trump means we need a ‘Plan B’ for Defence”, The Strategist, 21 

July, 2018, https://www.aspi.org.au/opinion/trump-means-we-need-plan-b-defence. 

秋田浩之「米国一点張りの落とし穴 アジア安全保障で取るべき道」『日本経済新聞（電子版）』（2019

年 3 月 1 日） 

岡崎研究所「豪州のアジアの親友は日本か、中国か 日豪同盟の可能性」WEDGE infinity（2014 年

10 月 30 日）、http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4381. 

坂元一哉『日米同盟の絆―安保条約と相互性の模索』（有斐閣、2001 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

本稿の見解は、防衛研究所を代表するものではありません。無断転載・引用はお断り致しております。 

ブリーフィング・メモに関するご意見・ご質問等は、防衛研究所企画部企画調整課までお寄せ下さい。 

防衛研究所企画部企画調整課 

外 線 : ０３－３２６０－３０１１   専用線 : ８－６－２９１７１ 

ＦＡＸ : ０３－３２６０－３０３４   防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.mod.go.jp/ 

https://www.aspi.org.au/opinion/trump-means-we-need-plan-b-defence
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4381

