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2017 年 1 月の米トランプ政権の発足により、同盟

の「負担分担」（burden-sharing）をめぐる問題が脚

光を浴びている。就任以来、トランプ大統領は北大西

洋条約機構（NATO）への不満を繰り返し表明し、防

衛費を GDP の 4 パーセントにまで増額することを

NATO 諸国に求めてきた。またトランプ大統領は日本

や韓国、豪州といったアジアの同盟国の防衛努力にも

不満を表明し、在韓米軍の撤退に言及したほか、最近

では日米同盟を破棄する可能性まで示唆していたこと

が報じられている。トランプ大統領のこれら一連の言

動を、果たしてどこまで真剣に受け止めるべきなのだ

ろうか。 

 

 

同盟の負担分担問題は、今に始まったわけではな

い。例えば米国の議会には、1960年代からNATOに

対して国防費の増額や防衛努力の強化を求める修正

動議が再三にわたり提出されてきた。また日本に対し

ても、特に日米貿易摩擦が激化した 1980年代におい

て、米議会を中心に日本の安保「ただ乗り」論が強

まったことは良く知られている。1981 年には、共同防

衛に対する同盟国の貢献に関する報告書の提出を国

防省に義務付ける国防権限法も採択された。 

日本や欧州諸国の一部はその都度国防費を一定

程度増額したり、防衛力の強化等を通じて、米国の

「ただ乗り」批判に応えてきた。例えば米国の日本に

対する防衛力の増強圧力が強まった 80年代に、日本

は自衛隊が 1000 海里のシーレーン防衛を担うことを

初めて公約したほか、P-3C や F-15 戦闘機の取得に

よる対潜・対空能力の強化を通じて、米国の対ソ封じ

込め戦略に貢献した。また良く知られるように、円高や

対米貿易黒字が進行した 70 年代後半、日本は所謂

「思いやり予算」と呼ばれる在日米軍基地駐留経費の

一部負担を開始した。同予算の額は年々増加し、今

や在日米軍の施設整備費や労務費などの大半が日

本側によって賄われていると言われている。 

とはいえ、これらの対策は米側の不満を根本から解

消させるには至らなかった。NATO に関しては、冷戦

後多くの欧州諸国が国防費を削減する一方で、2000

年代に対テロ戦争のため国防費を GDP の 4％以上

にまで増額した米側との乖離が顕著となり、同盟内に

おける「ただ乗り」の問題が再び表面化した。また日本

も、思いやり予算を含めても防衛費の水準は GDP の

1％前後を推移しており、近年の防衛費の伸び率も、

歳出ベースで年平均 1.6％程度に留まっている。仮に

同盟国の負担分担を GDP における軍事費の割合で

算出する基準に従えば、日本やNATOの大半の国々

は疑いようもなく、米国の防衛努力に「ただ乗り」（ある

いは「安乗り」）をしてきたことになる。それにもかかわ

らず、なぜ米国は今日に至るまで、欧州やアジアにお

ける同盟を維持してきたのであろうか？ 

 

 次節で具体論に入る前に、全般として指摘すべ 

そのことを考える上で参考になるのが、国際関係論

における同盟の「集合財」モデルである。同モデルは

1966 年に発表されたものでありながら、同盟の「負担

分担」を考える上での基本的なモデルとして、今日に

至るまで多くの文献に引用されている。 

同盟の集合財モデルによれば、同盟国が共通の目

標として掲げる外的脅威による侵略の阻止＝防衛は、

「公共財」（あるいは集合財）としての性質を持つ。集
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合財は、いったんその財が提供された場合、集団に属

する誰もが自動的にその便益を享受できる（財を購入

しなかった者を消費者から除外することはできない）

「排除不可能性」と、仮に財が集団内の一人にでも利

用できれば、少量あるいはゼロの限界費用で他のメン

バーもその財を利用することができるという「非競合性」

という二つの性質を持つ。 

例えば、同盟内に核保有国がいた場合、他の国は

核保有国と同等のコストを負担することなく、核によっ

て得られる抑止力を享受することが可能となる。また

その便益は、他の同盟国が同じように抑止力を享受し

ても損なわれることはない。この「集合財」としての性

質により、大国と比べ集合財によって得られる利益が

相対的に小さい小国は、集合財の供給に向けた大国

の貢献に「ただ乗り」を行うことが可能となる。その結

果、大国は同盟内において必然的に不釣り合い

（disproportionate）な負担を負うというのが、集合財

モデルの議論である。 

同モデルを構築したオルソン（Mancur Olson）と

ゼックハウザー（Richard Zeckhauser）は、1964 年

における NATO において、国民所得の規模とその防

衛費を支出する割合の間に有意な相関があることを

示すことで、モデルの正しさを主張した。オルソンと

ゼックハウザーによれば、同様の現象は同時期にお

ける国連の分担金や先進諸国の対外援助支出にお

いても観察可能であるという。 

同盟の集合財モデルは、その単純さゆえに、発表

以来多くの議論や批判を呼び、またそこから負担分担

を巡るより複雑で洗練されたモデルも生まれてきた。

にもかかわらず、集合財モデルは今日における同盟

の負担分担問題を考える上でも、重要な示唆を与えて

くれているように思える。そのひとつが、同盟内におけ

る「ただ乗り」が、道義的な問題は別として、あらゆる

国にとって「合理的」な選択であるという事実である。 

仮に集団から得られる便益に集合財としての性質

が認められ、国家の目標が自己利益の追求にあると

の前提に立った場合、どの国が進んでそのコストを負

担しようとするだろうか？米国ですら、1970 年代以降

の二国間の政府開発援助や難民の受け入れといった

自国の関心が相対的に薄い領域においては、他国に

「ただ乗り」してきたことを示す研究もある。それゆえ、

自国益の優先を掲げるトランプ大統領が他国の「ただ

乗り」を非難するのは、ある意味において矛盾に満ち

ている。 

集合財モデルの今一つの含意は、結局のところ大

国は小国のただ乗りに不満を持ちつつも、同盟から最

も大きな便益を得る限りにおいて、財を供給し続ける

インセンティブが働くというものである。確かに米国は、

年々増加する中国の国防費に比して、日本の防衛費

の伸び率があまりにも低いことに不満を抱くかもしれ

ない。その一方で、米国は第二次大戦以降一貫して

日米同盟を地域戦略の要として位置付けてきた。特に

米国は伝統的に地域における自国以外の覇権国の

台頭を容認しない姿勢を示しており、そうした姿勢が

維持される限りにおいて、日米安保条約を破棄するこ

とは考えにくい。 

結局のところ、同盟において重要な要素とは同盟国

の貢献そのものよりも、同盟によって得られる総体とし

ての利益である。その総体としての利益に米国が価値

を見出す限り、同盟国の「ただ乗り」は一定程度許容

せざるを得ないという事実を、同盟の集合財モデルは

示唆しているのである。 

 

 

負担分担の問題を考える上でいま一つ参考になる

議論が、同盟研究の大家であるモロー（James D. 

Morrow）が 1991 年に発表した、「自律と安全の交換

モデル」(autonomy-security trade-off model)である。

同盟の「集合財モデル」を含め、既存の同盟理論の多

くが国家の目標を防衛や安全といった「現状維持」に

置くのに対し、モローは国家には現状維持と現状変革

という二つの志向があるとの前提に立つ。そのうえで、

モローは現状を維持する能力としての 「安全

（security）」と、現状変革を志向する程度を意味する

「自律（autonomy）」という二つの異なる価値を国家

が交換することによって、同盟が成立するというモデ

ルを構築した。 

モローによれば、一般的に、資源の少ない中小国

自律と安全の交換モデル 
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は安全が不足しており、そのため本来有している自律

をある程度犠牲にしても、安全の増加を求めて資源の

豊富な大国との同盟を選択する。これに対し、そもそ

も高い安全を有する大国は、中小国に安全を提供す

る代わりに、中小国から基地の提供や外交的譲歩等

を得ることで、海外における武力行使や作戦の遂行を

通じた現状変革を行うことが可能となる。このように、

異なる価値の交換によって生まれた同盟を、モローは

「非対称同盟」として定義した。 

非対称同盟において大国が獲得する利益は、中小

国による基地の提供に限られない。例えば大国は同

盟国に対して近隣国からの脅威に対する安全を提供

する見返りに、同盟国の対外的・対内的政策に直接・

間接的な影響を与えることで、自らにとって望ましい安

全保障環境を形成することが可能となる。米国が日本

に「核の傘」を提供し続けることが日本の核保有を防

ぐといういわゆる日米安保「瓶の蓋」論は、その典型で

あろう。戦後のアジアにおける米国の非対称同盟を包

括的に検証したチャ（Victor Cha）は、まさにこうした

米国の同盟相手国に対する影響力の行使こそが、戦

後米国がアジアにおいて「ハブ・アンド・スポークス」と

呼ばれる二国間の同盟網を形成・維持してきた最大

の要因であったことを主張している。 

以上の前提に立った場合、同盟国の負担分担は、

単純な軍事費の負担や防衛力の増強という観点から

のみでは計ることはできない。なぜなら、外的脅威に

対抗するために同盟が共通の防衛義務を負うという

前提に立った対称同盟とは異なり、非対称同盟におい

ては軍事費の配分が問題ではなく、異なる軍事アセッ

ト（例えば、軍事力と基地）や政治・経済的役割の「組

み合わせ」（もしくはその「役割分担」）こそが問題とな

るからである。日米同盟は防衛義務の点において片

務的ではあるものの、米国は日本による基地の提供

によって多大な戦略的恩恵を受けているという議論や、

日本は基地を提供することで平時において有形無形

のコストを負担しているため、全体として双務的な同

盟になっているという議論は、まさにこうした「物と人と

の協力」とも称される日米同盟の「非対称性」を前提に

したものに他ならない。 

とは言え、以上の意味での「非対称性」は、日米同

盟に限った話ではない。日米同盟と比較して「対称」な

同盟と目される NATO や米豪同盟ですら、その実体

は米国との「相互防衛」というよりは、同盟国に対する

米国による「安全」の提供という側面が強かった。実際、

2001 年 9 月の米同時多発テロ後に開始された米国

主導の「不朽の自由」作戦まで、NATOや米豪同盟の

集団的自衛権が発動されたことはなかったし、そこに

おける同盟国の軍事的な貢献は、米軍のそれと比べ

れば遙かに限定的であった。無論、人的貢献の重要

性をどこまで評価すべきかは議論の分かれるところで

あろうが、少なくとも米国が戦略的な目標を達成する

上で、同盟国による人的貢献が決定的な重要性を持

つことは考えにくい。それゆえ米豪同盟における最も

重要な要素は、豪州軍による人的な貢献というよりも、

豪州における米豪共同情報通信施設とそれを通じた

情報協力にあったとの見方をとる豪州の専門家もいる。 

そもそも米国が提供するのと同等の「安全」を提供

できる国など、世界中どこを見渡しても存在しない。そ

のことを踏まえれば、少なくとも近い将来において米

側が同盟国に求める役割は、米国に対する「安全」の

提供というよりは、自国の防衛に加え米国が望む戦略

を遂行する上での軍事的、政治的もしくは経済的支援

が中心となるであろう。そして中国やロシアの脅威に

直面する米国の同盟国は、米国への支援体制を強化

することで「安全」を確保しつつも、同時に中国やロシ

アに対しても一定の関与を維持することで、その「自律」

性の維持に努めるであろう。 

 

 

以上見てきたように、国際関係論における同盟の理

論は、負担分担の問題を考える上でも多くの示唆を与

えてくれる。同盟の集合財モデルは、同盟内における

「ただ乗り」のメカニズムと、それにもかかわらず同盟

が持続する理由について考えるヒントを与えてくれる。

また自律と安全の交換モデルは、「非対称同盟」の意

味と、そうした同盟内における「役割分担」の重要性を

おわりに 
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示唆している。 

集団的自衛権の部分的行使などにより、日本側が

米側に提供できる「安全」の度合いが徐々に高まって

いるとはいえ、そうした能力は依然として限定的であ

る。そうであれば、日本が日米同盟において提供する

最大の価値は今後も在日米軍基地が中心になるであ

ろうし、米中対立の激化によって、その価値はむしろ

上昇していくことも考えられる。仮にこの見立てが正し

ければ、米側には共同防衛における日本側の「ただ

乗り」や中露との関係維持にある程度は目をつむって

も、強固な同盟を維持するというインセンティブが働く

のかもしれない。 

とは言え、上記のモデルは共に米国が「大国」であ

るとの前提の下に生まれたものであることは忘れては

ならない。同盟国に対する安全の提供や、その「ただ

乗り」の受容は、あくまでも米国と同盟国との間に厳然

たる国力の差があったからこそ可能であったものであ

り、今後もそうした状況が続く保証はどこにもない。だ

からこそ、日本にはトランプ大統領の発言に一喜一憂

することなく、米中のパワーバランスを含む国際関係

の構造的変化を慎重に見定め、日本の戦略を長期的

な観点から立案する「腰の座った」対応が求められて

いるのである。 
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