
ゴーイング・グローバル 

多国間協力のための日豪両国の新たなアジェンダ 

perspectives 

Malcolm Cook および Andrew Shearer 著 

2 0 0 9 年 4 月



 



 1 
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Malcolm Cook および Andrew Shearer 著 

 

要約: 

 
過去 50 年間に渡り、日豪関係は双方ともに主として二国間及び地域の利益のた

めに評価されてきた。双方向の経済的関係がそれぞれの国の繁栄と発展にとって

の礎石であってきた一方、密接な外交上の協力関係と米国との相補的同盟関係が

アジア太平洋をひとつの地域としてとらえる概念を支えている。その一方で両国間

共通のマルチラテラル（多国間）の利益や協力関係にはこれまであまり注目されて

いない。本論文は、両国の有意義なパートナーシップにとってのこの国際的な局面

を支えていく、マルチラテラルなレベルでの日豪間協力を強化する方法につき考察

する。 

 

日豪両国政府は、共に自らを域外にも拡大する利益を有した国際的に重要なプレ

ーヤーであると見なしている。両国の現政権の国際政策は、マルチラテラルな外交

と国際連合を重視する立場を取る。このシナジー効果は、日豪両国の親密化には

貢献したものの、同時に両国にとって新たな課題を生み出すことにもなったグロー

バリゼーションの過程により補強されている。中国の台頭により浮き彫りにされるよ

うに、アジア太平洋地域は、地域の勢力の均衡を乱している現在のグローバリゼー

ションの波によって最も顕著に形成されてきた地域である。 

 

グローバリゼーションにより、各国政府は気候変動から核兵器の拡散、世界的流行

病、遠隔の国での自然災害にいたるまで、緊迫した内容の様々な新たな課題に迅

速に対応することを余儀なくされている。同時に新たな大国と影響力を持つ非国家

実体の出現により、勢力は世界全域に渡り分散しつつある。この勢力分散は、マル

チラテラルな協力の必要性を高めるとともに、同時にそれを困難にもしている。  

 

残念な事に従来のマルチラテラリズム（多国間主義）を基盤とする国際連合は、こ

の状況に適応しておらず、多国間の緊迫した問題という急速に拡大する課題に効

果的に対処できないことが少なくない。これに対応すべく、国家政府は従来の多国

間主義の枠外で、問題に特化した少数の参加国による制度化の軽い「ミニラテラル

（小規模多国間）グループ」を形成した。日豪両国はこうしたグループの参加国であ

り、その例としては、国際金融アーキテクチャーについてのG20 や拡散に対する安

全保障構想、クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ等が挙げ

られる。 

 

米国は今でも国際社会の無比のリーダーであり、いかなる実効的な国際協力にと

っても必須の存在であるとともに、豪日両国にとっては最重要なパートナーである。

                                                
1本プロジェクトの著者より豪日交流基金に対し、その寛大な支援に謝意を表明する。同基金の支援な

くしては今回のリサーチの実現は不可能であった。 
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オバマ新政権は米国の国際政策における従来のマルチラテラリズムと国際連合の

重要性を強調しているものの、ブッシュ政権時にその多くが形成された新たなミニラ

テラルグループの形成に対する姿勢は、未だ明確に示されていない。 

 

新たなアジェンダ 

 

こうした複雑で不確実な国際情勢を両国政府が航行していくために、本論文は、次

の二点を基礎として形成される日豪のマルチラテラルな場での協力強化に向けて

のアジェンダを提示する。 

• 米国のグローバルリーダシップへの支援 

• 戦後以来のマルチラテラリズムの改革   

 

これらのゴールを追求するにあたって特に次の三分野がより緊密な日豪の協力関

係に適している。それら三分野とは、「気候変動とエネルギー安全保障」「核不拡

散」「政府開発援助」である。  

 

これら二つの原則と三つの政策分野を念頭に、新たなアジェンダは以下の実行可

能な具体的提言を挙げる。 

 

• 地域から世界的レベルへの金融市場の統合につき、G-20 を強化し、日豪

協力関係を拡大する 。 

 

• WTO や京都議定書の後継となる枠組みに関する UNFCCC の交渉等のマ

ルチラテラルな機関にてコーカスとして活動するために、APEC と東アジア首

脳会議をさらに活用する。 

 

• カンボジア、東チモール、イラクで成果を収めた日豪協力を基盤として、アフ

ガニスタンとパキスタンの安定化に向けての貢献の拡大と調整を行う。 

 

• 開発援助政策とプログラムの日豪間の調整を改善する。 

 

• エネルギーと気候変動への課題にテクノロジーに基づいた成長重視型の実

用的対策を生み出すために、オバマ政権に対し、クリーン開発と気候に関す

るアジア太平洋パートナーシップとエネルギーと気候に関する主要経済国フ

ォーラムへの積極的参加を呼びかける。 

 

• 核不拡散と地域の安全保障についての共通のゴールを追求する手段として、

核不拡散と核軍縮についての合同委員会での協力を含め民生用核燃料サ

イクルについての地域におけるマルチラテラル化を推進する。 

 

• より野心的には、マルチラテラルシステムの改革のための日豪のアジェンダ

を策定し、これを追求する。 
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日豪両国とも重要国ではあるが、いずれも独力では国際環境を形成できるほどの

十分な軍事、経済、政治的影響力を持つほどの大国ではない。日本は世界第二の

経済大国である。日本は、開発援助、財力、外交を通じて重要な国際貢献を行って

いる。にもかかわらず同国は、その経済力に相応する軍事力を誇示することには憲

法上及び政治上の制約が課されている。オーストラリアは経済力では世界第 15 位、

そして軍事予算額では第 12 位に位置する。原材料の供給国としては極めて重要

な存在であるとともに、南太平洋地域ではリーダー的存在である。しかしながら日

本と同様、地理的なグループ化においては全面的には受け入れられておらず、国

益促進のためにはよりいっそうの努力が必要とされている。 

 

第二次世界大戦後の 60 年間、日豪両国は目覚ましいパートナーシップを構築して

きた。その礎石となるのは、経済的シナジーである。オーストラリアの天然資源は日

本の産業化にとり不可欠であってきた。オーストラリアは日本にとり最大のエネルギ

ー資源の輸入先であり、日本はオーストラリアのエネルギー輸出品の大手消費国

である。中国との差は縮まる傾向にあるものの、日本はいまだオーストラリアにとっ

ては断然に最大の輸出市場である。 

 

日豪両国とも、地域の貿易と投資への開放性と安定性から多大な恩恵を受けてお

り、1980 年代以降、両国政府ともこれを基盤として極めて良好な地域上のパートナ

ーシップを築いてきた。日本の平和維持部隊はカンボジアと東チモールにてオース

トラリアの平和維持軍と協力を行った過程がある。アジア太平洋の現存する共通制

度のほとんどは、APEC、ASEAN 地域フォーラム、東アジアサミットのいずれにせよ

日豪両国政府の密接な協力関係なくしては存在し得ないであろう。 

 

このような背景を鑑みれば、日豪両国が何を共通に有しており、両国のパートナー

シップが多くの意味で必然的である理由が明らかとなる。双方の米国との同盟関係、

開放された包括的な地域制度構築の願望、連盟を構築し国際規定を強化するため

の長年にわたる協力関係（例、化学兵器関連のオーストラリアグループや国連内の

JUSCANZ グループ）等全てが利益のみでなく、利益追求のアプローチについても

実質的に融合していることを示唆している。 

 

右の状況を支えるように、過去 10 年ほどの間、日本の国際政策に対するアプロー

チはより現実主義者的傾向、すなわち日本の世界観をオーストラリアの国際政策

の伝統により一致させるような傾向を帯びるようになった。日本の現実主義者的転

換は同国の政治体制の右傾化の要となっている。特に日本の防衛と安全保障や政

府開発援助、さらには中国や日米同盟の将来に対する見解では顕著な変化が見ら

れている。 

 

 

マルチラテラリズムとミニラテラリズム 

 

日豪両国政府において常に十分には認識されていないものの、この強固な二国間

関係は両国にとり益々重要性を増しつつある外交的資産である。グローバリゼーシ

ョンは、新たな、そしてより一層の多国間協力の必要性を生み出す一方で、同時に
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戦後以来の多国間体制の実効性を蝕んでいる。この乖離は、国益が規則に基づく

マルチラテラルな秩序により実現されると見なし、多国間外交の目的追求では従来

（豪州では少なくとも労働政権下）から国連システムに第一義的重要性を与えてき

た日豪両国にとって特に憂慮すべきものである。 

 

グローバルな規模での成長と統合は、（そのどちらもが現在の所、世界的金融危機

により阻害されているものの、）地球規模での多様な問題を派生させたり悪化させ

たりするとともに、各国政府への新たな対応を迫っている。同時に国境にまたがる

問題の数と複雑さが増加するにつれ、国際システムにおける勢力は国家および強

力な非国家主体の数の増加を通じて、さらには冷戦時代の二極化から新たな多極

化した世界への移行を通じて、分散の一途をたどっている。 

 

今日、日豪両国は、これまでにまして地球のより多くの地域においてより相互に連

結した多数の大国が共存する世界に在る。これらの大国はその発展の程度、国内

の政治制度、国際政策の傾向において著しく異なっている。こうした顕著な傾向は、

気候変動への適切な対応についての対立的議論やこう着状態の世界貿易交渉の

ドーハラウンド、さらには遠隔地域での人道危機への対応がより多くの国家に期待

される中、その存在をあらわにしている。 

 

国連や国際通貨基金から世界銀行や核拡散防止条約にいたるまでの既存の一連

の戦後以来のマルチラテラルな制度は、こうした変化に十分に適応していない。

1940 年代国連は 51 カ国の「原加盟国」によって発足し、また世界貿易機構(WTO)

の前身であった関税及び貿易に関する一般協定は 23 カ国の調印国により設立さ

れた。今日国連は 192 国のメンバーを抱え、WTO は加盟国数を 153 カ国にまで拡

大し、拡大を更に続けている。こうした参加国の増加により、妥協案へ達することが

よりいっそう困難に、かつ時間を要するようになり、最少公分母的な結果を導かざる

をえなくしている。当然ながら、これは当該制度の実効性、しいては正当性をも阻害

することとなる。 

 

加えて、気候変動から、脆弱国家や世界的テロに至るまでの昨今の世界的懸念の

多くが抱える横断的性質は、こうした懸念事項は既存のマルチラテラル機関のマン

デートに容易に適合するものではなく、新たな多国間のプロセスの創立もしくは既

存のプロセスの大幅な改革の必要性を生み出している。しかしながら、特に現存の

多くの国際制度の固定的な統治機構は、今では過去の遺物となった設立時の「大

西洋主義時代」を反映したものであることから、大国の増加がこれを更に困難なも

のにしている。 

 

国連はこうした制度的な時代錯誤とその結果を象徴している。日本は国連安全保

障理事会の常任理事国ではない。実際、分担金拠出額では国連第二位そしてその

支払においては最も忠実な国であるにもかかわらず日本は未だに国連憲章上「敵

国」と記述されている。衰退したヨーロッパの勢力は常任理事国の五席のうち三席

を占める一方、アジア（トルコから日本まで）の保有席はわずか一席で、南米やアフ

リカには常任国は存在しない。日本の世界への貢献は認知されておらず、インド、

ブラジル、インドネシア、南アフリカ等の新興国も同様に認知されていない。国連総
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会は今日のグローバル化の進んだ統合された世界をもはや反映しておらず、時代

遅れながらも執拗な外交上の分裂、特に南北の分離により停滞し、テロから気候変

動までの緊迫した世界的問題への有効な対応を行うことができないままでいる。 

 

ブレトンウッズ体制も同様に増大するプレッシャーの下に置かれている。国際通貨

基金は、1990 年代のアジア経済危機であれ、現在の世界危機であれ、昨今の危

機を回避したり、効果的対応を実現したりすることができなかった。世界銀行は、ゲ

イツ財団やミレニアムチャレンジ基金といった代替モデルが存在感を増しつつある

世界で自らの役割を定義するのに苦心しているように見える。 

 

ただ多国間主義（マルチラテラリズム）にとり見通しが全く暗いわけではない。高ま

る必要性と機関の硬直性との乖離に対し、各国は課題に特化した制度化の程度の

低い「ミニラテラル」なグループという新たな形態を生み出す事で対応している。こう

したグループ化はその審議で非国家実体を関与させる際に特に適している。アジア

金融危機発生後の G-20 の財務大臣・中央銀行総裁会合の設立と現在の危機に

おける首脳レベルへの格上げは、この豊かな可能性を秘めた新たな多国間協力の

道筋の良き例である。その他の例としては拡散に対する安全保障構想（PSI）、2004

年の 12 月 26 日に発生した津波への支援国の「中核グループ」、クリーン開発と気

候に関するアジア太平洋パートナーシップ(APP)等がある。 

 

ミニラテラルな機関の急速な成長は、共通の利益を持った考えを同じとする国家間

がグローバルな課題に選択的に協力するためのネットワークを拡大するとともに、

こうした取り組みの効果が、拡大を続ける議題、制度の硬直性、官僚主義等により

阻害される可能性を緩和している。こうした恐れは G-20 フォーラムにすでに忍び寄

っている。 

 

こうしたグループは、参加国の多い大規模な法的拘束力を持つ機関に比べて、より

速く、深く活動することができる。こうしたグループはより大規模な機関において効

果的なコーカスを形成したり、幅広い支持を集めることのできる中核的存在となった

りすることができる。更にその非公式性は、国内の政治上や法的理由が故にさもな

ければ一部国家にとって不可能な協力を促進できる（PSI の成功の主要因）。国際

的な問題は最終的には全国家による公式の賛同と法的拘束力のあるルールを必

要とすることから、ミニラテラリズムは、より包括的な公式のマルチラテラリズムに置

き換わるものではない。しかしながらミニラテラリズムはマルチラテラリズムの欠点

の多くに対処することができる。 

 

日豪両国は、国際秩序のこうした変化に特に敏感である。さらに両国とも勢力分散

と新たな大国の台頭の中核であるアジア太平洋地域のリーダー国でもある。中国と

インドの台頭は同地域の勢力バランスを変化させている。日豪両国に半世紀に渡

って恩恵を施してきた比較的高い安定性と繁栄をもはや当然のものとして享受する

ことはできない。 

 

ミニラテラリズムはアジア太平洋地域で興隆しているが、それは伝統的なマルチラ

テラルな機関における同地域の国家の影響力が、グローバル経済と国家間システ
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ムにおける現実の影響力と比べて益々遅れを取っているという事実に疑いなく裏打

ちされている。日豪両国とも、2013 年には国連安保理事会の非常任理事国選挙に

立候補しているが、両国は伝統的な多国間機関、特に国連（国連では豪州は奇妙

にも、西ヨーロッパやその他の地理的グループにおける「もうひとつの政府」と見な

されている）や IMF、世界銀行では限られた影響力しか有さない。両国とも現在 PSI

から G-20 や気候変動に対応するエネルギーと気候に関する主要経済国フォーラ

ムに至るまで、多様なミニラテラルなグループの積極的な参加国となっている。 

 

最後に両国とも米国の同盟パートナーである。唯一の超大国との二国間関係は両

国の戦略的世界観において中心的存在を占める。中国とインドの台頭やそれに伴

う相対的勢力の漸減にもかかわらず、米国はいまだ国際システムにおいてユニー

クな位置を占めている。新たに形成される国際秩序においてなおも中心的プレーヤ

ーであり、遠方に位置しながらもアジアの勢力を均衡させる重要勢力であり、実効

的なマルチラテラリズムのためには不可欠の国であり続けている。ブッシュ政権は

ミニラテラルなグループの積極的な率先者であり、こうしたグループの多くは日豪両

国を含んでおり、両国とも積極的に活動してきた。 

 

同時に、両国の米国との同盟関係は、対テロ世界戦争における日豪の派兵、特に

2004-06 年の南部イラクでの日豪協力を通じて、よりグローバルな方向性を帯びる

とともにその活動性を増加させてきた。日米豪の三か国戦略対話の 2006 年の閣

僚レベルへの格上げと同対話の防衛部門である安全保障・防衛協力会合の発足

は、日豪二カ国による米国との同盟関係の交差筋違の強化と、日豪米の三か国が

より緊密かつ実効的に協力する能力を高めるものである。日本はその有能な沿岸

警備隊を通じて 2004 年の津波救援活動に参加し、PSI にも頻繁に貢献している。 

 

オバマ政権 

 

オバマ政権の国際政策は未だ形成途上にあるが、その一部の輪郭は明るみになっ

ている。オバマ大統領とヒラリー・クリントン国務長官は、外交活動により重点を置き、

同盟国と密接に協力していく旨を確約している。米国が軍事力の行使を完全に控え

ることは無いものの、米国は、国際環境を形成するにはまず交渉を用いるとともに、

国力のその他の要素を行使することとなろう。米国経済の衰退及び現存する国際

的課題（アフガニスタン/パキスタン、イラク、イラン、北朝鮮）はオバマ大統領の選

択肢を制約している。しかし、こうした問題や、さらに同政権が優先化する気候変動、

軍縮、開発等の国境をまたぐ問題に対応して、オバマ政権は多国間外交に新たな

重点を置くこととなろう。オバマ氏の上級補佐官のひとりを閣僚レベルに格上げした

国連大使に任命した事は国連体制がより中心的位置を占めることを示唆するもの

である。 

 

オバマ氏当選に対する世界の高揚した反応のせいで、敵対国が米国を悪者扱いす

ることは困難となり、消極的な同盟国がもはやブッシュ氏の不人気を隠れ蓑にして

積極的な関与を避けることができなくなってしまった。気候変動、大量殺戮兵器、金

融不安といった問題に対する多国間の取り組みについて、当初は実質はともかく、

少なくとも論調では改善が見込まれる。これはマルチラテラリズムの構造的障壁を
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除去することにはならないが、少なくとも地球が直面する難題の一部については協

力強化と進歩の見込を抱かせるものである。 

 

オバマ氏の外交政策チームのミニラテラリズムに対する姿勢は不明瞭な部分が多

く残されている。オバマ政権の選挙後の外交政策の大綱には PIS 制度化の提案が

含まれている。新政権は主要排出国会議の概念を支持しており、七月にはイタリア

での G-8 フォーラムとともに首脳会議が計画されている
2
。今日までのオバマ政権

の高官任命におけるプラグマティズムは、同政権は実効的な対応を行う可能性を

有するこうしたメカニズムを継続してゆく可能性が高い事を示唆している。 

 

日豪にとっての主要課題は（G-20 等のグループへの参加および参加国戦略対話

を通じて米国を関与させる機会を得る事で双方とも利益を享受しているところ）、米

国政権の国際的優先事項と整合するこうした諸機関における協力をあおぐために

説得力あるアジェンダを策定する事である。オバマ氏には世界中から高い期待が

寄せられているが、その期待は相手方にも課されている。日豪の米国との同盟関

係はどちらもその頂点を極めてきたが、努力なくして今後も継続していくことは期待

できない。確固たる信頼を得た有能な同盟国として、豪州と日本には他国よりもより

多くが期待されよう。新政権発足に関しての日豪政府の不安に対する最良の答え

は共通の国際的懸念に対処する実践的な具体的イニシアチブを打ち出すことであ

る。 

 

日本の政治停滞 

 

しかしながら、残念なことにそのようなイニシアチブを推進したりそれに貢献したりす

る日本の能力は現在乏しい。日本の政治体制の下では国際政策のアクティビズム

（行動主義）はそもそも限定されているが、これを更に骨抜きにする戦後最大の政

治的危機に日本は直面している。日本の外交パートナーは日本政府の緩慢な意思

決定、官僚のセクショナリズム、国際政策の利益よりも偏狭な国内政治上の利益を

優先させる内容の議案が度重なり通過してきたこと等で長年にわたりいらだたされ

てきた。日本の現在の危機は、迅速な行動とより決断力のあるパートナーを求める

諸外国にとり、「日本無用論」に更に拍車をかけるのみである。 

 

しかしながら、今現在日本にむやみに圧力をかけることは双方にとって、いらだちと

失望を導くことになりかねない。長期的な展望では、日本の政治停滞は、日本の国

際政策上のニーズと国内課題により適した新たな政治体制への糸口となる可能性

が残されている。麻生総理大臣はオバマ大統領のホワイトハウスに招待された最

初の首脳であり、東京がヒラリー・クリントンの初外遊の第一の訪問地であったとい

う事実は、日本の永続的重要性に対する米国側の配慮の現れである。方や日本側

では現在の危機は外交活動の範囲をさらに縮小させている。国会の延長と重要法

案やさらには問責決議においても度重なる僅差の採決のせいで首相と主要閣僚は

国内の政治課題の優先を余儀なくされ、外遊が一層困難な状況にある。豪州との

二国間関係では 2007 年 9 月の安倍総理の退陣以降、日本の要人が来豪していな

                                                
2 Lenore Taylor 著、Barack Obama takes climate change lead.2009 年 3月 30 日付け「The 

Australian」紙より 
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いことも助けとならない。双方の政府首脳が顔見知りでなく、定期的な連絡を維持し

ない状況では、新たな関係強化を実現させることは困難である。 

 

現在の日本の政治危機は三種の要因からなる。まず第一に、過去五十年間で日

本の二院制でねじれ国会となったのは今回が二度目に過ぎない。野党民主党は

2007 年 7 月に共産党やその他の政党と連合を組み参議院の過半数を獲得した。

それ以降小沢一郎の主導の下、民主党は参議院で攻撃的な妨害戦略を採用して

いる。民主党は世界金融危機への対応から日本のインド洋支援継続やアフガニス

タン紛争にいたる重要な法案の成立を阻止したり、大幅に遅延させたりしている。

小沢氏の妨害主義は重要法案の改正を意図するものではなく、自民党の統治力の

無さを際立たせるために立法を阻止しているように見受けられる。 

 

二番目に、衰退していく自民党も、執拗な民主党のいずれも、明瞭な価値観や政策

に取り組む一貫性を保持する政党ではない。どちらも旧来の伝統主義者（民主党

の場合は平和主義の社会民主主義者であり、自民党の場合は保守派の地元優先

主義の議員）と煮えをきらした中道の改革主義者との間の内部分裂の拡大に直面

している。自民党にとり、この分裂が最も顕著に現れた例が、勢力は衰退したもの

のいまだ極めて人気の高い小泉総理の下での党改革推進運動や一月の渡辺喜美

規制改革担当大臣の辞任である。渡辺氏は麻生氏を「霞ヶ関旧派の代弁者」と呼

んで辞任した。
3
しかしながら、今日までのところ同氏を追随した者はほとんどいない。 

 

社会民主党を後継する民主党にとっては、以前は自民党右派の一匹狼的存在であ

り、現在病を患う小沢一郎氏が党首であるという事実が、同党自体の深刻な軋轢を

物語っている。日本で我々が話をした与野党双方の政治家のほとんどは、10 月ま

でに実施される選挙で広く予想されている通り、もし民主党が衆議院の過半数を獲

得することになれば、民主党自体が分裂するものと考えている。 

 

三番目に日本の有権者は極めて疎外された状況にある。有権者は自民党には耳

を傾けなくなり、麻生総理にはほとんど信頼を置いていない。4 月上旬実施の読売

の世論調査では回答者のわずか 24.3 パーセントが内閣を支持しており、66.5 パー

セントは不支持との結果が出ている。また回答者のたった三分の一が麻生氏を日

本の首相としてふさわしいと見なしている。
4
麻生氏の前任である安倍晋三氏と福田

康夫氏も同様の支持率の急下落に苛まれた。 

 

事態は民主党にとってもさほど良いわけではない。同調査では自民党の支持率は

27.2 パーセントと、民主党の 24.2 パーセントをいまだ上回っている。わずか 27 パー

セントが小沢氏を一国の首相としてふさわしいと見なしている。自民党の支配によ

る日本の 1955 年体制は崩壊したものの、現存する唯一の代替的選択肢である民

主党に対する支持は以前希薄である。 

 

                                                
3 Japan lawmaker defects in blow to ‘old-guard’ PM. 2009 年 1 月 14 日付「Agence France 

Presse」紙 
4調査結果：小沢氏による民主党代表の座続の決定には66％が不満。2009年4月7日付け読売新聞より 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有権者にとり好ましい選択肢は、両主要政党の中道改革派が団結し、それぞれの

伝統主義者と残党議員を置き去りとするような急展開の政治再編成である。これが

最も好ましく、多くが現在の停滞からの唯一の脱出方法と見なす選択肢ではあるが、

特に小泉氏が公言する通り次期選挙で引退するとなれば、そのような歴史的再編

成のための明らかな道のりも指導者も存在しなくなるのが現実である。 

 

最も可能性が高い（そして最も混沌とした）シナリオは、民主党が次回の衆議院選

挙で勝利を収め、これが自民党の分裂を招くというものである。その後与党としての

ストレスから民主党も分裂しこれが望ましい再編成への糸口を作ることになる。この

再編成は、皮肉にも日本における新たな「事実上」一党体制を作ることになるが、こ

れは長年にわたり欲求不満を募らせた中道革新派が左右両派からの反対が減弱

した環境において主導する体制である。
5
このような政権は豪州（そして米国）にとり

より協力的で実効的なパートナーとなる可能性が高く、日本の規模、国力、国際的

地位とその限られた外交的影響力との間の大きな格差を縮めることとなろう。 

 

新たなアジェンダ 

 

日豪の多国間協力にとっての新たなアジェンダは、多様な具体的国際政策課題に

影響を及ぼす二点の包括的なゴールを基本とする。これら二点のゴールとは、米国

のグローバルなリーダーシップへの支援と戦後のマルチラテラリズムの改革である。

これらは変わりゆく世界秩序とワシントンでの新政権発足を鑑みれば、益々緊急性

を増しつつある日豪の戦後の国際政策の共通のゴールである。 

 

1. 米国のグローバルなリーダーシップへの支持 

• 日豪両政府はイラクと対テロ世界戦争でのこれまでの貢献を足場として

協力を推進すべきである。米国のリーダーシップは開放された国際政治と

経済システムの基盤であり、米国の東アジアへの積極的な戦略的及び経

済的関与はアジア太平洋の安定と繁栄の基軸であってきた。 

• 両政府ともアジア太平洋での米国の建設的関与を強化し、グローバルな

問題の解決策の追求においては米国が先導することを奨励し、さらには

国際社会のその他のメンバー間での支持を募る事でこうした取組みを積

極的に支援する新たな機会を模索すべきである。これは益々グローバル

な性質を帯びつつある二国の米国との同盟関係と整合するものであり、

責任ある活動的なグローバルな視野を持つ国家として日豪両国のステー

タスを向上させるものとなろう。 

• 日豪両国は、両国の利益と目標が重複する多くの分野ではワシントンの

オバマ新政権へのアプローチで足並みを揃えるべきである。両国政府は

米国にとってのアジア太平洋地域の重要性のみならずグローバルパワー

のアジアへのシフトを反映して、地域独自とグローバル全体との問題と協

力の境界線が急速にぼやけつつある点をも強調するべきである。グロー

                                                
5 Malcolm Cook著。A new one-party democracy for Japan. Lowy Interpreter 2008: 

http://www. 

lowyinterpreter.org/post/2008/09/A-new-one-party-democracy-for-Japan.aspx. 
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バルイニシアチブである PSI のアジア海域重視はこうした傾向を顕著に

示す例である。 

 

2. 実効的なマルチラテラリズムの追求 

• 従来のマルチラテラルな機関の徹底的改革に今後も取り組む一方で、日豪両

国はこうした大規模な機関の個々の統治改革と特に重要な部位の改革を推進

していく実現可能な手段においてより協力を深めるべきである。この「ボトムア

ップ」の選択的アプローチの一例としては国際原子力機関(IAEA)の強化が挙

げられる。 

• 日豪両政府はさらに、それぞれの国際政策の枠組みの中で両国が参加する

実効的なミニラテラルなグループに与えられた重要性を向上させていくべきで

ある。両国政府ともこうした流動性の高い機関が継続して実効性を保ち、関係

大国、特に米国から支持を得られるようにするために密接に協力すべきである。

ミニラテラリズムの格上げはラッド政権による創造的で積極的なミドルパワー

外交の提唱およびマルチラテラリズムと国際政策のプラグマティズムとを組み

合わせる日本の伝統と合致するものである。 

 

こうした共通のゴールを推進するためのより深い協力関係を追求するには以下の

三つの具体的政策分野が特にふさわしい： 

A. 気候変動とエネルギー保障：両国政府とも自らを京都議定書の後継に関

する国連主導の交渉においてはキープレーヤーであると見なしており、ど

ちらも最近長期の国内排出削減計画を発表している。両国にとって、気候

変動は政府のアジェンダの最上位にあり、両国とも APEC や G-8 サミット

等のグループの主催国としての立場を活用して気候変動についてのより

グローバルな対策を推進してきた。日豪両国はさらに APP およびエネル

ギーと気候に関する主要経済国フォーラムという気候変動に関する二つ

の主要なミニラテラルなグループの参加国でもある。 

B. 核非拡散：核非拡散と核拡散防止条約の支持は長年にわたり日豪の多

国間協力の最重要分野のひとつであり、この取り組みはラッド政権の下

で日豪共同議長による核不拡散・核軍縮に関する国際委員会の設立とい

う形で再認識されている。日豪両国はさらに原子力供給国グループや国

際原子力パートナーシップといったミニラテラルなグループの参加国でも

ある。気候変動やエネルギー保障と同様に、日豪両国は、本分野での両

国の協力活動がその他の国際的な取り組みとただ重複するものであった

り、これらを損なったりするものでないように慎重に行動しなければならな

い。 

C. 政府開発援助：日豪両国は援助の調整でこれまでも一定の取組みは行っ

てきたものの、こうした取組みは包括的かつ戦略的な援助協力を確立す

るにはいまだ十分ではない。援助予算、地理的焦点、支出優先項目の選

択や援助理念において両国間で多大な格差があるが故に両国間の協力

は限られてきた。しかし日豪両国ともに、こうした格差を縮小させるような

開発援助の実質的改革を実施してきた。日本の新たなリアリズムとその

国際政策に価値観を組込む高い意欲に沿って、日本の 2003 年の改革は、

豪州にとっては長年にわたり原則であった２点、すなわち援助プログラム
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で国益が果たす中心的役割と国内の機構強化に重点を置くものとなった。
6
豪州側は、2015-16 年度までに国民総所得の 0.5 パーセントに匹敵する

援助額の大幅増加を確約している。 

 

具体的提言 

 

G-20 の強化 

 

10 年前の G-7 から G-20 の創立と 2008 年のその首脳レベルへの格上げはミニラ

テラリズムの必要性と長所を集約するものである。ロンドンサミットの成果を基盤と

して G-20 が具体的な協力的行動を確実に実現していくか、あるいは新しく生まれ

た希望がただ色あせていくのを見送るだけとなるかは、現在の所、参加国の双肩に

かかっている。 

• G-20 にとって前進するひとつの道は世界金融危機に直面して連邦準備銀行

が他国の中央銀行を合意した二国間スワップ協定を恒久的措置とするように

米国側を説得し、さらに G-20 の他国中央銀行が G-20 の他の参加国や近隣

経済の中央銀行と同様のスワップ協定につき交渉するよう働きかけることであ

る。2 月のクリントン国務長官のジャカルタ訪問中、G-20 中唯一の東南アジア

の国であるインドネシアはインドネシア中央銀行と米国準備銀行との間のスワ

ップ協定の交渉を要請した。
7
ロンドンの G-20 会合ではこうしたスワップ協定

の制度化にはいたらなかった。 

• G-7 や東アジアのみの ASEAN+3 プロセスの下での二国間スワップ協定のネ

ットワークの参加国でない豪州にとって、活性化されたG-20 は特に重要であ

る。方や日本は両グループのメンバー国であり、よってG-20 におけるその利

益はより複雑である。しかしながら、世界金融危機と連邦準備銀行との一時的

スワップ協定へのポジティブな市場の反応は、東アジアのみの金融協力の可

能性の限界を示している。日中韓の意見の不一致は ASEAN+3 の金融協力を

大幅に阻んできた。日豪は東アジアサミットよりも規模が大きく参加国の多い

G-20 を通じて金融面の協力を推進していくべきである。 

 

グローバルな機関の改革推進のためのアジア太平洋機関のレバレッジ活用 
 

日豪両国は、APEC と東アジアサミットでのリーダー的地位を活用してこうした地域

単位のグループをマルチラテラルなレベルでコーカスとして活用し、ミニラテラルな

グループを強化するのに特にふさわしい位置に在る。これまでのところ、増加をた

どるアジア太平洋及び東アジアの機関はマルチラテラルな取り組みに対しては言

葉での支援を与えるのみにとどまっている。
8
 

• マルチラテラルな場でのコーカス形成は、こうした機関の活性化に役立ち、機

関がその参加国にとりより意義あるものとする。気候変動とエネルギーに関す

                                                
6 日本の政府開発援助大綱。外務省経済協力局編集（2003 年） 
7 John Aglionby、インドネシア政府は米国に通貨スワップ協定を要請。2009 年 2 月 19 日

「Financial Times」紙より 
8 ウルグアイラウンドの電気通信についての交渉においてAPECの果たした役割は、このレバレッジ活

用の可能性を示す注目に値する特例である。 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るシドニー宣言は、地域のグループをマルチラテラルなレベルでいかにレバレ

ッジ活用できるかを示す優れた例である。 

• 日本が APEC の主催国となる 2010 年は、シドニー宣言を足場として同グルー

プの潜在的可能性を開花させるための現実的な機会を提供している。気候変

動とエネルギー保障は、中国と米国を京都後の多国間枠組みに参加させる必

要性と、UNFCCC のプロセスと欧州委員会が務めるリーダーシップに対しアジ

ア太平洋の国々が様々な疑念を示していることを鑑みれば、特に適した政策

分野である。
9
 

 

国際安全保障を支えるための協力体制 

 

日本の自衛隊と豪州の軍隊はカンボジア、東チモール、イラクで協力を積み重ね成

果を収めてきた。イラク南部のムサンナ州での合同の安定化・復興支援活動は、こ

れまで長年にわたり日豪の経済的パートナーシップに比べ遅れを取ってきた二国

間の戦略的関係の発展における極めて画期的な出来事であった。この派遣無くし

ては両国が歴史的な 2007 年の安全保障協力に関する日豪共同宣言（米国以外で

は日本がそのような取り決めを他国と結んだのはこれが初めて）を結んだ可能性は

ほとんど無きに等しい。 

 

両国とも共同宣言で合意した二国間の行動計画を実現させるとともに、三か国戦略

対話の傘下で米国との協力の推進に努めている。これは歓迎すべき動きである。し

かし、これに加えて、両国は ADF、JADF、その他の政府機関が関与する共同の演

習や活動を実現する新たな機会をも模索すべきである。 

• 日本の現在の政治停滞は、自衛隊の派遣を通常よりも更に困難にしており、

故にソマリア沖での海賊対策タスクフォースを派遣した日本政府の動きはより

一層の賞賛に値するものとなった。 

• ただしこれで十分とみなされるべきではない。米国の広範な抑制力の信頼性

に決定的な利害関係を有する同盟国として、さらにはテロに脆弱な国として、

日豪はそれぞれアフガニスタンでの連携取組みおよび最近発表された米国の

戦略の成功に多大な利益を有している。 

• 日本は、ウルーズガーン州の ADF の活動を援助するために CH-47 ヘリコプタ

ーや C-130 輸送機といった軍事設備や医療設備提供等の専門分野での貢献

を検討すべきである。これは特に、豪州が 2010 年にオランダ軍から指揮を引

き継ぐ事になる場合に重要となりうる。 

• 両国ともアフガニスタンのみならずパキスタンにおける安定化と経済発展のた

めの軍事外の貢献を大幅に拡大するとともにその調整を行うべきである。 

 

援助調整の地理面および主題面での改善 

 

日豪ともに、援助供与国としての世界的な認知度の向上と他供与国とのより協力

的な取組みを模索している。両国とも開発の課題につきアジア開発銀行および

OECD の開発援助委員会や国連にて緊密な協力を行っている。しかしながら、具体

                                                
9 Christine Loh, Andrew Stevenson, Simon Tay編集、「Climate change negotiations : can 

Asia change the game?」Civic Exchange 2009 年 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的な共同プロジェクトの枠を超えて、援助の取組みから実施に至るまでの活発な対

話を促し、さらに援助が広範な国際政策のゴールと一致するように効果的に調整し、

そして最終的には双方の援助政策の調整を達成できるような、日豪間の援助調整

の水準と本質を向上させる余地は十分に残されている。 

 

地理的には両国とも援助予算をアジア圏（南太平洋地域を含む）に集中させており、

日本の場合は 2006 年の援助の 80 パーセント以上に昇る。本年度は豪州の国別

援助予算の 40 パーセント近くが南太平洋地域に割り当てられている。オースエイド

と日本国際協力銀行はすでに一定の連携関係を有しているものの、弱体化した国

家が国境を越えて活動する組織を支援し、これがより広域の安全保障への脅威と

なるおそれを抱える南太平洋とアフリカにて更に密接な協力を検討すべきである。 

 

豪州は地域の主要援助供与国として、さらに援助の調整をより効果的に行い同地

域の負荷を軽減する事に多大な利益を持つ供与国として、南太平洋地域で先導的

役割を担うべきである。日本の南太平洋地域における長年にわたる利益は（同地

域での積極的な一部の他供与国よりも豪州の利益とより一致するものであり）、日

本政府の同地域での継続的取組みを確保するものである。アフリカにおいては援

助供与国としての認知度は日本の方が著しく高い事からも日本が先導的役割を担

う事が可能であるが、それでもアフリカ大陸における豪州の経済、安全保障、外交

面での利益の拡大に鑑みて援助調整の余地も拡大の一途にある。
10
2006 年には

日本の政府開発援助の 15 パーセントはアフリカ向けに拠出されている。
11
2008-09

年度オースエイド予算では、（日本と比して）ずっと小規模の豪州の援助予算のわ

ずか 3 パーセントがアフリカに割り当てられているが、これは今後増額することにな

っている。
12
インフラ計画支援における日本の専門知識は特にアフリカと南太平洋

に適しており、方や無償援助とセクター知識、特に農業分野における豪州の専門知

識も同様である。 

 

APP と MEFEC の強化および気候変動への日本のボトムアップ方式の奨励 

 

12 月のコペンハーゲンでの気候会議では成果としてせいぜい京都後の枠組みに

ついての原則合意しか望めない現在、日豪両国は、気候変動とエネルギーの課題

に関し主要なエネルギー消費国と排出国全員が参加するテクノロジーを基盤とする

成長重視型の実践的対策を開発するための代替的方法を見いだす事に共通の利

益を有している。 

 

日豪両国は、APP およびエネルギーと気候に関する主要経済国フォーラムの参加

国である。最終的には主要排出国間のいかなる実行可能な取り決めも、将来の国

連枠組みに反映されなければならない。しかし、そのような取り決めは、こうしたミニ

ラテラルなフォーラムでの交渉で徐々に形成されていく可能性がずっと高い。主要

                                                
10 Roger DonnellyおよびBenjamin Ford著 「Into Africa: how the resource boom is making sub-Saharan Africa 
more important to Australia」ロウィー国際政策研究所、シドニー、 2008年 
11 Effective ODA loans to facilitate developing countries’ own initiatives. July 2007: http://www.jbic. 
go.jp/en/report/jbic-today/2007/07/td_2007july.pdf. 
12 豪州政府 Budget Statement: Australia’s International Development Assistance 
Budget (2008) 
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経済国フォーラムの参加国による排出量は地球全体の 80％ほどを占めており、同

フォーラムは UNFCCC のプロセスよりもずっと簡略でイデオロギーに縛られる事も

少ない。APP は政府/民間セクターのパートナーシップと現実的なセクター方式を推

進する多大な利益をもたらす。 

 

気候変動についての日豪両国の立場は全く同一ではないものの、相当な部分が重

複している。豪州の産業構造は日本のそれとは異なるが、技術的解決策に著しく依

存する日本政府の「ボトムアップ」セクター方式を支持する方向をより真剣に検討す

べきである。両国とも、実効的なミニラテラルな取り極めにおいてオバマ政権を十分

に関与させるべく努めるべきである。 

 

地域のマルチラテラルな核燃料サイクルの確立 

 

日豪両国とも、民生用核燃料サイクルの関係国である ‒ 豪州は世界でも有数の

ウラン輸出国であり、日本は民生用核エネルギーの主要利用国である。両国とも、

長年にわたり各軍縮と非拡散の問題につき活発な外交活動と協力関係を維持して

きた記録を有しており、その最近の例としては日豪の専門家が共同議長を務める

核不拡散・核軍縮に関する国際委員会が挙げられる。加えて両国とも、米国の核

兵器がもたらす戦略的抑止に継続して依存する状態にある。 

 

気候変動とエネルギー保障に関する提言と同様に、両国とも東アジア一帯で予想さ

れる民生の核エネルギー利用増加が、核技術と核物質の拡散というリスク増大を

伴わないように取り組む事に多大な利益を共有している。マルチラテラルなシステ

ムと PSI での積極的な協力を基盤として、日豪は、より強力な輸出管理、PSI への

参加、追加議定書の世界的な採択の共同提唱等を含めた核保障措置と同地域の

核施設の安全と核のセキュリティを強化するために協力すべきである。これは日本

の「3s」（保障措置、原子力安全、核セキュリティ）のイニシアチブおよび中曽根外相

が最近行った「11 の指標」演説により明らかにされた核軍縮への包括的アプローチ

と整合するものである。 

 

国際委員会の共同議長の地位と IAEA との協力の下日本が主催する核セキュリテ

ィに関する国際会議は、アジア太平洋の軍縮を地域のアジェンダとして確立し、ア

ジアを対象とする信頼性と透明性の高いマルチラテラルな核燃料供給協定を確立

する着想の実現に機会を与えるものとなる。 

 

こうした提案は明らかな利益をもたらす。ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン等

の地域国は民生の核エネルギーの開発に関心を表明しており、方やロシア、中国、

フランスは各テクノロジーと燃料のアジア向け市場開発のために準備を進めている。

地域の各国に安定した燃料サイクルを保証し、急成長中の民生用原子力産業とウ

ラン供給国を誘引するような透明なマルチラテラルな協定は、日豪が今日有する不

拡散のゴールおよび相互の商業利益、さらには安定した協力性の高いアジア太平

洋地域での永続的な利害関係に大いに貢献するものとなろう。
13
 

                                                
13 Andrew Symon著 Nuclear power in Southeast Asia: implication for Australia and non-proliferation. 
Analysis, 2008 年 4 月 
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マルチラテラルシステムの改革に向けての日豪のアジェンダの策定と追求 

 

日豪どちらも伝統的なマルチラテラルシステムの持つ欠陥を単純に許容すべきでな

い。両国ともルールに基づく国際システムに大きな利益を有している。両者とも

2013 年の国連安全保障理事会で非常任理事国への出馬を表明しており、双方の

選挙運動を密接に調整していくべきである。国連の機関の中には特に貴重な役割

を果たす機関もあり、日豪両政府はこうした機関との緊密な協力を進め、更にはそ

の機能強化につとめるべきである。両国とも国連改革には長年尽力しており、さら

に近年は、地域および世界の経済アーキテクチャー改革の積極的提唱者でもある。 

 

両国は以下を目的とする共通のアジェンダを策定し、共同でその実現に努めるべき

である： 

• 2013 年の両国の国連安保理事の非常任理事国の席の確保 

• 中期的には、安保理を現在の地政学的現実と整合させるような両国にとって

長年の安保理改革目標の達成（日本の常任理事国入りを含む） 

• 新興の経済大国に発言権を与えるための国際金融制度の改革、特に投票比

率と統治構造についての然るべき調整 

• JUSCANZ グループの協力強化とそれにともなう多様化するマルチラテラルな

問題に対応する際の有意義で実効的なコーカスとしての影響力の拡大 

• 国連の管理体制の改革の再活性化。高度の透明性、説明責任、競合性を職

員の採用過程に導入することや、時代遅れで重複したマンデートを削除するこ

とを含む。 
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