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第 12 章 米中関係とオーストラリア 

 

石原 雄介 

 

オーストラリアは冷戦終結直後のかなり早い時期から、中国がアメリカ主導の秩序に対

する挑戦者として台頭する可能性に一貫して注意を払ってきた。1990 年代に発足したポー

ル・キーティング労働党政権（1991～1996 年）及びジョン・ハワード保守連合政権（1996

～2007）は、安全保障関連の各種政策文書の中で、中国がアメリカにとって｢長期的に地域

における戦略的ライバル｣として浮上する可能性を指摘し、また、アメリカの圧倒的なパ

ワーが直面しうる「最も困難な課題」として米中関係を挙げていた。
1
 その後アメリカの

「卓越した立場」がより強固なものとみなされるようになる中で、このような言説は一時

期かなり影を潜めたが、2008 年のリーマンショックの前後に米中間の「パワーシフト」が

意識され始めると、オーストラリアは再びアメリカによる「一極時代の終わり」と米中関

係の競争激化や潜在的紛争の可能性について本格的に政策的注意を振り向けるようになっ

た。 

米中関係に特別な関心を払うオーストラリアの政策と思考は複雑なものである。米中間

で紛争が生起すれば、同盟国オーストラリアは対米支援という巨大なコストを支払うか、

あるいはアメリカを見捨てるというやはり巨大なコストを支払わなければならないかもし

れない。また、仮に紛争という究極の事態に陥らないとしても、輸出入総計の貿易額にお

いてオーストラリアの最大の経済的パートナーとなった中国との政治的関係の安定とアメ

リカとの同盟協力の間で板挟みにならぬよう、うまく立ち振る舞うことが歴代の政権に求

められた外交上の課題であり続けてきた。
2
 米中の戦略的競争が激化しアジアの分断が進

行すれば、それはオーストラリアにとっても難しい選択を迫る事態の出現を意味しよう。
3
 

本稿では、このような複雑な問題をはらむ米中関係について現在のマルコム・ターンブ

ル保守連合政権が、どのような立ち位置を模索し、政策を展開しているのかを検討する。

特に歴代政権の政策との比較の中で現在の政策が持つ特徴や方向性を浮かび上がらせたい。 

本稿の結論は次の 2点である。すなわち、①中国による南シナ海の現状変更と軍事化が

オーストラリアの経済的国益を直接脅かすものとみなされ、対中政策を巡る米豪協力が一

層緊密になっており、また②豪中二国間の経済活動が複雑化した結果、経済関係が両国間

の政治的摩擦の原因となっている。この 2 つを総合すれば、その含意は、経済要因が両国

の接着剤として機能するだけではなく、政治的あるいは安全保障上の対立要因にもなりか

ねない問題となったといえる。このことは経済力を通じてオーストラリアを抱き込むとい
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う中国の対豪政策が直面する政治的、論理的制約要因となっている。 

本稿は次の 3節からなる。第 1節においては、2007 年から 2013 年に政権を担ったケビ

ン・ラッド及びジュリア・ギラード労働党政権が米中関係についてどのような政策を展開

し、また失敗したかについて分析をする。結論から言えば労働党政権は各種の政策を構想

通りに進めることができなかった。第 2節においては、保守連合政権による前労働党政権

の政策の修正作業を分析する。与党内部の政争の結果、保守連合政権は任期途中にもかか

わらず当初のトニー・アボット首相からマルコム・ターンブル首相に内閣の首班が交代し

た。本稿では、政治信条が大きく異なる指導者の交代にも関わらず米中関係を巡るオース

トラリアの基本的政策はアボット政権からターンブル政権へ引き継がれていると論じ、そ

の背景にあるターンブル政権の思考について分析を行う。第 3節では、豪中関係について

分析を行う。中国は貿易や直接投資を通じた対豪関係の発展に取り組んでいるが、このこ

とは必ずしもオーストラリアに対する政治的影響力の向上につながってはいない。本節で

は経済力によるオーストラリアの抱き込みという発想に政治的、論理的な限界があること

を指摘する。また本稿のむすびでは今後の展望を検討する意味を込めて、ドナルド・トラ

ンプ政権の発足にあたってオーストラリア内で展開されている政策論について紹介する。 

 

１．米中関係を巡る労働党政権の試行錯誤 

（１）ラッド労働党政権の構想と挫折 

オーストラリアは冷戦終結直後から一貫して、中国がアメリカに対する挑戦者として浮

上する可能性に注意を払ってきた。1991 年に発足したポール・キーティング労働党政権

（1991～1996）は、国防政策を巡る各種の政策文書の中で、中国が 2009 年頃までに｢アジ

アで最も巨大で、世界で二番目の経済｣として浮上するとの長期的な見通しを示し、アメリ

カにとって｢長期的に地域における戦略的ライバル｣として浮上する可能性を認識してい

た。
4
 また、その後を襲ったジョン・ハワード保守連合政権（1996～2007 年）も同様の認

識を示しており、中国がアメリカの戦略的影響力を低下させる志向を有していると警鐘を

鳴らし、アメリカの圧倒的なパワーが直面しうる「最も困難な課題」として米中関係を挙

げている。
5
 もっとも特にウィリアム・クリントン政権後半からジョージ・W・ブッシュ

政権期にかけて、アメリカの圧倒的な国力とその「卓越した立場」が強固なものとみなさ

れるようになる中で、中国によるアメリカへの挑戦をオーストラリア政府が正面から論じ

ることは少なくなったと言えるだろう。 

ところが、2008 年のリーマン・ショックの前後にアメリカに対する挑戦者として中国を

とらえる視点は、もはや単なる長期的、潜在的な可能性の話ではなく、現実の安全保障課
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題として認識されるようになった。この時期に発足したケビン・ラッド労働党政権（2007

～2010 年）は、米中関係のパワーシフトに初めて正面から取り組んだ政権であったといえ

よう。以後の歴代政権は、ラッド政権が提起した政策課題や問題意識についてどのような

形で踏襲、変更、あるいは実行するのかという問題に直面してきたといえよう。 

ラッド政権は政権発足直後から世界のパワーバランスに「パラダイムシフト」が生起し

ているとの認識を繰り返し表明していた。そして、明確にアメリカの「一極時代の終わり

の始まり」という時代認識を示しつつ、「より多極的な」アジアが出現する中で特に米中両

国の関係の行方が地域秩序を形成する「最重要の要素」であると明言した。
6
 米中間のパ

ワーシフトを含めたアジアの秩序変動を正面から政策課題として取り上げたラッド政権は

「創造的ミドルパワー外交」という看板の下、とりわけ米中関係を念頭に置きながら地域

の「将来を形成する」ために以下 2 つのイニシアティブを打ち出した。
7
 

第 1 のイニシアティブは、米中両国をはじめ日印やＡＳＥＡＮ、オーストラリア、韓国

といった地域諸国を包含する「アジア太平洋共同体」構想である。
8
 2008 年 6月にシドニー

のアジア・ソサエティで講演したラッドは、アジア太平洋において「共同体意識」を醸成

する必要があるとして、地域の制度的アーキテクチャを更に発展させる必要性を提案した。
9
 

ラッドによれば、「アジア太平洋共同体」とは、まさに中国の台頭を筆頭とする地域秩序の

変化を管理し、諸問題について必要な協力を追求するための多国間枠組みであり、主要国

の首脳レベルの参加を確保しつつ、政治、経済、戦略など幅広い分野に関する議論と協力

を追求する機能を果たすものとされた。そこには、米中関係の安定に多国間枠組みが寄与

するとの認識が存在していたといえよう。 

第 2 のイニシアティブは、豪軍の戦力増大であり、その背後には地域秩序がより「多極

化」する中で、同盟国としてオーストラリアの軍事力を拡大させる必要があるとの論理が

潜んでいた。ラッド政権が発表した『2009 年国防白書』は、アメリカは引き続き「最も強

力な戦略的アクター」でありつづけるものの、中国の台頭を最大の要因とした力の変動に

より、その「一極時代」が終焉しつつあるとの時代認識を示した。そして、米中間のパワー

シフトを中心的な課題として強調しつつ、同白書は同盟国と地域の大国が紛争を闘う事態

において豪軍が「実質的な役割」を果たす可能性に言及した。このような記述ぶりを指し

て、同白書の論理は米中紛争において必要な戦力拡大を目指すものであるとの評価が白書

公表当初よりなされてきたが、その後関係者の証言などからこのような理解が的を射たも

のであったことが改めて確認されている。
10

 『2009 年国防白書』の戦力拡大方針は「戦力

2030」と呼ばれたが、その中核を担う要素が 12隻の新型潜水艦導入計画であった。 

「アジア太平洋共同体」構想と「戦力 2030」は次の 2 つの意味で相互に関連するイニシ
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アティブであった。第一に、ラッド政権は米豪同盟を含むアメリカとその同盟網の力の存

在が、多国間枠組みを含む対中関与の基盤であると考えていた。従って、同盟国として豪

軍の力を増大させることは、「アジア太平洋共同体」構想を通じた対中関与や米中関係の安

定を支える意味を持っていたといえよう。
11

 この点を敷衍して、後日ラッドは外相時代

（2010～2012 年）及び政府外与党議員時代（2012～2013 年）に次の通り説明している。す

なわち、地域においてアメリカが自らの「現実主義的な立ち位置」を強固にしてこそ、対

中関与を行ううえで必要な基盤が整うという発想である。
12

 あるいは新アメリカ安全保障

センター（ＣＮＡＳ）の報告書が掲げる「力に支えられた協力の模索（Cooperation from 

Position of Strength）」といえるかもしれない。
13

 

第二に、ラッド政権は、「アジア太平洋共同体」構想などが失敗した際の「ヘッジ」の

重要性を同時に強調しており、そのためにも米豪同盟の強化やアメリカの関与継続が重要

であるとした。
14

 このような考慮もあり、2009 年 5月にラッド政権が公表した『2009 年国

防白書』はアジア太平洋地域において「同盟国」と共に他の大国との紛争に参加するシナ

リオに言及しつつ、そのような状況においても敵対国に「コストを付与」しうる戦力の整

備を進める方針を示した。
15

 

ラッド政権が打ち出した豪軍の戦力増大と「アジア太平洋共同体」構想は、双方とも大

きな問題を抱えることとなった。結論を一言でいえば、ラッド政権は明確な政策構想を掲

げたものの、その実施にことごとく失敗したといえるだろう。「戦力 2030」に基づく豪軍

の戦力増大は、リーマン・ショックの影響で連邦政府の税収が低下し、予算全体の赤字削

減が政治的課題となる中で、当初予定された財政的裏付けがなされないまま計画を遅延せ

ざるをえない状況となった。さらに、目玉であった新型潜水艦導入計画はオーストラリア

国内の産業基盤や技術の欠如が指摘される中でやはり取得計画の遅延を繰り返すことと

なった。 

「アジア太平洋共同体」構想は、地域の多国間アーキテクチャで事実上「ドライバーズ

シート」に座るＡＳＥＡＮ諸国の賛同を得ることに失敗した。特にパワーシフトを見据え

た大国間関係の安定を目指す構想の性質から、ＡＳＥＡＮ統合を中心アジェンダとし、Ａ

ＳＥＡＮのペースで、ＡＳＥＡＮが中心に運営する「ＡＳＥＡＮ中心性」ないし「ＡＳＥ

ＡＮウェイ」に反する動きであるとして批判がなされた。
16

 さらに、オーストラリアの識

者の間には、すでに多国間枠組みが多数存在する中で新たな枠組みを立ち上げることの意

義について疑義が示された。これらの疑問に対してラッド政権は有効に回答することがで

きず、「アジア太平洋共同体」構想はモーメンタムを失っていくことになる。なお、その後

オバマ政権の外交イニシアティブにより、2011 年にアメリカが東アジア首脳会議（ＥＡＳ）
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に参加することとなった。ラッドはこれをもって「アジア太平洋共同体」のイニシアティ

ブが成功したと見なす発言をしているが、
17

 果たしてオーストラリアの構想によってアメ

リカのＥＡＳ加盟が実現したかのように評価することがどこまで妥当な議論なのか疑問が

残る。このように、米中間のパワーシフトを見据えた、ラッドの対中ヘッジと多国間構想

は双方とも大きな課題に直面することとなった。 

 

（２）対中配慮を重視するギラード政権 

2010 年 6月に与党内の政争の結果発足したジュリア・ギラード労働党政権（2010～2013

年）は、次の 2 つの観点からラッド前政権によって構想された米中関係を巡る政策を修正

する作業を行った。 

第一に、ギラード政権はラッド前政権が重視した多国間枠組みではなく二国間関係を通

じた対中関与の活性化に取り組んだ。ギラード政権は前政権が掲げた「アジア太平洋共同

体」構想が失敗したとみなし、また多国間協力が本質的に難しいものである点を繰り返し

指摘した。このような文脈で、ギラード政権は「国防当局の国際関与（International Defence 

Engagement）」（以下、「国際関与」）という概念の下、地域諸国との二国間関係強化に取り

組む方針を重要視した。
18

 「国際関与」の眼目は、平時の対話や部隊間交流あるいは伝統

的安全保障における実務協力を通じて「相互対話や協力の習慣」を地域に根付かせ、紛争

や対立の可能性を減少させることにあった。中国との間では、2013 年 4月にギラード首相

が訪中した際に「豪中戦略的パートナーシップ」に合意し、安全保障分野を含む二国間関

係の制度化を具体的に進めることに成功した。豪中｢戦略的パートナーシップ｣の内容は、

両国首相による首脳会合の年次開催、外務担当閣僚が率いる外務戦略対話等の閣僚レベル

対話の年次開催の実現である。
19

 また、国防担当大臣の会合はすでに定例化されていたも

のの、更に二国間の多層的な軍事交流と、「人道支援・災害救援」（ＨＡＤＲ）、「国連平和

維持活動」（ＰＫＯ）等での実務的な協力を促進するための｢国防当局間関与行動計画｣の策

定で合意した。 

ギラード政権が紛争や対立の可能性を減少させる「国際関与」を重視しつつ、対中二国

間関与の強化に取り組んだもう 1 つの背景は、ヘッジの機能不全である。ラッド政権が進

めた「戦力 2030」は万が一紛争が生起してしまった場合の備えを「戦略的ヘッジ」と呼ん

で重要視していたが、すでに論じた通りその実現が財政上あるいは産業上の問題に直面す

る中で、ギラード政権は紛争生起への備えから紛争生起の可能性の減少へとフォーカスを

移したといえる。実際、ギラード政権は、関与強化と並行して、ヘッジのスケールダウン

を行わざるを得なかった。同政権はラッド政権が打ち出した「戦力 2030」概念を放棄し、
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各種装備取得計画の遅延や国防予算の長期減額を前提とした「中核能力追求（core 

capabilities）」と呼ばれる方針に転換した。その内容は、①いくつかの装備取得の見合わせ：

ラッド政権が掲げていた対地攻撃巡航ミサイルの取得や追加のホバート級防空駆逐艦（Ａ

ＷＤ）の追求に関する可能性を放棄し、②装備取得に関する遅延の受け入れ：新型潜水艦

導入が遅延していることを踏まえて、現有のコリンズ級潜水艦の耐用年数を約 7 年延ばす

など、計画遅延や縮小を含むものであった。さらに、国防予算は削減され、2012 年 5月に

発表された年間予算は、ＧＤＰ比 1.56％という実に 1938 年以来の低水準に抑えられた。
20

 

このように、ギラード政権は豪軍の戦力拡大が遅延すること、必要な予算の確保が難しい

ことを政治的に受け入れる決断を行ったといえよう。ギラード政権は、ヘッジの強化が困

難になりつつあることを理由の 1 つとして挙げながら、「国際関与」を重視する必要性を

うったえたのである。 

ギラード政権によるヘッジから関与へ焦点を移行させる政策は多くの批判や問題提起

にさらされてきた。第一は、予算の現実に政策を合わせることを重視しすぎており、より

安全保障上の観点から必要な予算を確保する取り組みが必要なのではないかとの指摘であ

る。オーストラリアの国内政治においては連邦予算の赤字削減と黒字復帰が重要なアジェ

ンダとみなされており、2013 年後半に選挙が控える中で、ギラード政権は安全保障の論理

を犠牲にしたのではないかとの疑問が提起された。第二の批判は、対中関与の効果の問題

である。ギラード政権もまた米中間の競争の激化や紛争の生起といったリスクについて注

意を払っており、「国際関与」を重視する重要な背景であったことは間違いないが、果たし

てオーストラリアが対中二国間関与を強化すると、どのような形で米中関係の展開に何ら

かの意味を持ち得るのかについては具体的な論理が示されることはなかった。 

ギラード政権が取り組んだ第二の課題は、米中間での選択論の拒否である。ギラード政

権が発表した『2013 年国防白書』に、オーストラリアは対米同盟と中国との戦略的パート

ナーシップの間で「選択」をする必要はないとの文言を明記し、両国との関係を同時に強

化することが可能であるとの考えを示した。ラッド政権が発表した『2009 年国防白書』が

米中間の力の変動を中心的なテーマとしたことでオーストラリア国内では地域の将来を巡

る議論が活発になったが、更に翌 2010 年に著名なヒュー・ホワイト豪国立大学教授が「米

中パワーシフト」論に関するまとまった論考を発表すると、オーストラリア国内の知識層

においてアジア太平洋地域秩序の長期的展望やアメリカの役割、米中関係の行方に関する

活発な議論を一層焚きつけることとなった。その中にはアメリカとの関係を大幅に見直す

必要を唱える声や米中両国と同時に関係強化を図ることが難しくなるとの懸念が聞かれる

こととなった。ギラード首相は回顧録の中で、力の変動に関して様々な意見が表出する中
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で引き続きオーストラリアの安全保障戦略にとり米豪同盟が柱でありつづけることを明示

的に確認し、更に同時に対中関係の強化が可能であることを示すことが重要であったと強

調している。
21

 したがって、2011 年 11 月にオーストラリア北部のダーウィンにおける米

海兵隊のローテーション展開を含む米豪「戦力態勢イニシアティブ」が発表され、後にア

ジア太平洋へのリバランス（rebalance）と呼ばれる政策にオーストラリアが具体的に協力

する姿勢を見せたことは、「変化するアジア」の中で米豪同盟が引き続き重要な役割を果た

していく方針を内外に明示する意図があったと評価していいだろう。 

米中間で「選択」する必要はないとのギラード政権の立場はどれほど説得的なもので

あったのだろうか。結論から言えば、むしろ米中間の選択の問題をギラード政権が浮き彫

りにしてしまった面は否定できない。すでに論じた通り、ギラード政権は 2011 年 11月に

米豪「戦力態勢イニシアティブ」に合意したことで、オバマ政権のアジア太平洋リバラン

スに具体的に協力する姿勢を鮮明にしながら、同時に2013年4月に豪中「戦略的パートナー

シップ」を実現することで、米中両国との関係強化を図ろうとした。ただ、その後対中配

慮を重視する立場から米豪「戦力態勢イニシアティブ」の履行が遅延する事態が発生した。

具体的には、海兵隊のローテーション展開に加えて検討が進められていた米空軍の豪州展

開強化、具体的には爆撃機の展開に関して、ギラード政権の高官は対中配慮の観点から躊

躇する姿勢を見せたのである。
22

 実際、ギラード政権は追加のイニシアティブ発表を見送

り、同政権の期間中ダーウィン駐留する海兵隊員の数が 50名以上に拡大することはなかっ

た。このようなギラード政権の行動を振り返れば、オーストラリアが個別のイシュー分野

ごとに米中間で「選択」を行っていたことは明らかである。更にいえば、仮に平時におい

て米中双方との関係を同時に発展させていたとしても懸念は残り続ける。結局のところ、

米中対立が激化し、万が一紛争が生起する事態となれば、オーストラリアは対米支援の決

断を行うか、同盟国としての役割を拒否するのか、難しい「選択」を強いられることは明

らかである。 

以上をまとめれば、米中関係に関するギラード政権のアプローチは、対中関与において

ある程度の軌道修正に成功した一方で、対中ヘッジや対米協力の拡大において問題に直面

し続けたものと結論付けられよう。米豪協力については「戦力態勢イニシアティブ」につ

いて合意しながら、その実施にあたっては対中配慮に起因する制約が加えられることと

なった。また同盟国としてのオーストラリアの役割についても、国防予算の大幅な低下と

いう結果となり、オバマ政権から直接的、間接的な形で批判を受けることとなった。特に

2012年以降オバマ政権の高官は同盟国にはGDP比2％程度の国防費を期待するとの表現で、

言外にギラード政権の予算削減方針について批判的な発言を繰り返した。 
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２．保守連合政権（2013 年～現在）による戦略的「再調整」23 

（１）アボット政権と米豪同盟強化 

2013 年 9月に約 6 年ぶりに発足した保守連合政権は、トニー・アボット首相の下、米豪

「戦力態勢イニシアティブ」や豪中「戦略的パートナーシップ」を含む労働党政権が進め

た各種成果を引き継ぎつつ、安全保障戦略の修正作業を進めた。その方向性を一言でいえ

ば、対米関係の一層重視であり、南シナ海や東シナ海の文脈における対中批判の強化であ

る。アボット政権下においては、（当初の予定通りとは言え）同盟強化策の一環として米豪

「戦力態勢イニシアティブ」のさらなる推進が進められており、海兵隊のローテーション

展開については輸送を担う回転翼部隊を含めた 1100名規模に増大された。さらに「米豪戦

力態勢協定」が調印されたことによって米軍の展開に必要なインフラ整備のコスト負担の

考え方を含む実務的諸事項について法的拘束力のある合意を行い、今後さらに増大する米

軍の活動を支える基盤を整備した。
24

 2014 年 8月に開催された米豪外務防衛閣僚協議（Ａ

ＵＳＭＩＮ）によれば海兵隊に加えて、今後空軍の豪大陸北部アクセスの増大や米海軍艦

艇のオーストラリア寄港を増大させることとなっている。
25

 

さらに、アボット政権は 2013 年の総選挙以来国防予算を 2023―24 財政年度までの 10

年程度でＧＤＰ比 2％にまで増大させる目標を示し、同盟国として軍の能力を拡大してい

く方針を打ち出した。もちろん、当初このような公約を政権発足後も維持できるのか疑問

の声も上がっていたが、最初の試金石となった 2014 年 5月発表の 2014―15財政年度予算

で、国防費は総額で 6％増額、対ＧＤＰ比で 1.8％という高い水準に引き上げられた。更に

翌 2015―16財政年度においては、総額で 4.2％増額、対ＧＤＰ比で 1.93％にまで引き上げ

られた。このように国防予算に関するアボット政権の公約は有言実行といっていいものだ

が、その背景についてデービッド・ジョンストン国防大臣はアメリカの同盟国としての「重

み」を増大する意図が込められていると説明している。
26

 

このような国防政策の見直しと対米関係強化の施策と並行して、アボット政権は米中間

でのオーストラリアの立ち位置を「再調整」する作業を進めた。同政権は 2013 年 11月の

中国による「東シナ海防空識別区」の設置発表に対してジュリー・ビショップ外相による

声明を通じて厳しく批判するとともに、2015 年に特に地域安全保障上重要な課題として大

きな注目を浴びるようになった南シナ海における中国の埋め立て活動に対して、国防大臣

や外務大臣を含む政権幹部が「中止」を求める発言を繰り返し行うなど、中国への戦略的

なメッセージを強化している。
27

 また、アボット政権は米比共同訓練「バリカタン」等へ

の豪軍参加を含め南シナ海において米軍と共に活動を維持、拡大する姿勢を維持している。

なお、オーストラリアは上記以外にも「ゲートウェイ作戦」と呼ばれる「情報・監視・偵
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察（ＩＳＲ）」活動を南シナ海を含む「海洋東南アジア」において継続的に実施している他、

豪英ＮＺ馬新「5 カ国防衛取決」に基づく共同訓練を同海域において実施している。豪軍の統

合作戦司令官ジョンストン海軍中将は中国による各種活動が行われる中でもこれらの豪軍

の作戦を継続する旨を強調している。
28

  

なぜアボット政権が対米協力の強化と従来以上の対中批判を行う姿勢を示したのであ

ろうか。この点を理解するうえで、同政権の安全保障観、特にアボット首相とその側近の

政治信条を理解する必要があるだろう。アボット首相は、自著の中で世界史を振り返り、｢現

代世界の多くは英語によって形作られた｣と評価し、イギリスやその旧植民地、そしてアメ

リカが果たしてきた役割を高く評価している。
29

 この｢アングロスフィア（Anglo-Sphere）｣

という概念について、アボット首相は単に共通言語圏である｢英語圏｣を意味しているわけ

ではなく、ましてや民族的な意味を付与しているわけでは決してない。彼によれば、それ

はマグナカルタ、オックスフォード条項、名誉革命などに彩られるイングランドが追い求

めてきた自由を求める価値の歴史のことであり、それは初期においてイギリスが率いてき

たものの、アメリカにおいて更に加速されたとする。また、アボット首相はこの｢アングロ

スフィア｣が広めてきた考え方は今やアジアの世紀とも呼ばれるアジア諸国の繁栄を下支

えしている重要な価値観であるとする。この観点から、アボット首相は引き続き｢アングロ

スフィア｣のリーダーたるアメリカが果たす役割を強調している。 

更に、アボット首相は自らの政治信条を理解する側近を政府の重要ポストで登用した。

アボット首相の安全保障上級アドバイザーに就任したアンドリュー・シアラーは、シンク

タンクの研究員を務めていた時代の論文の中で、労働党前政権が中国を気にするあまり発

言を遠慮してきた姿勢を厳しく批判し、アメリカや同志諸国と共にオーストラリアの価値

観と国益にしたがって中国に対しものを申すべきであると主張している。
30

  

もちろん、アボット政権が対米連携と対中批判の姿勢を強化したとはいえ、そのことは

オーストラリアの対中関与政策が後退したことを必ずしも意味していない。「アジアインフ

ラ投資銀行」（ＡＩＩＢ）を巡るアボット政権の態度はそのことを如実に表しているといえ

よう。当初ＡＩＩＢについてオーストラリア政府は 2014 年 10月の時点で、透明性やガバ

ナンスの問題から現時点では参加をしないとの立場を公式にしていた。ところが、オース

トラリア政府は中国による追加の説明の結果ＡＩＩＢに参加する方針に転換したのである。

実際、2015 年 6月にジョー・ホキー財務大臣は他の加盟予定国に先駆けて北京にて設立に

関する合意文書に調印している。
31

 寺田貴が指摘するように AIIB を巡る国際関係は経済

的利益にとどまらない安全保障上の意を含む複雑な問題である。
32

 実際、本件については、

閣内委員会である国家安全保障会議において協議されていたこともあり、明らかに経済的
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観点を超えた論点として議論をされていた。
33

 このように、AIIB は米豪間の足並みが明確

に乱れた例である。このことを踏まえれば、アボット政権の対米連携強化や対中批判につ

いては、あくまで米豪同盟の強化と中豪関係の発展の並進を目指す従来の政策枠組みの範

囲内での「再調整」であると評価するのが妥当であろう。 

 

（２）ターンブル政権による政策の体系化 

2015 年 9月に生起した与党内政争の結果、アボット氏からマルコム・ターンブル氏に首

相が交代した。2 年間にわたってアボット前政権が一層の対米連携と対中批判を進める「再

調整」を進めてきたこともあり、ターンブル政権が米中関係を巡ってどのような政策や言

説を打ち出すかが注目された。特に発足後の 2 か月余りの間、ターンブル政権が「対中傾

斜」を続けるといった評価や同国の立ち位置をアボット政権の対米強化から「中国寄りに

旋回」するといった予測も示された。このような議論は分析としては明瞭さを欠きながら

も、同時に全く根拠を欠いた見解でもなかった。特に次の 2 つの要素が、ターンブル政権

が対中傾斜するとの予測につながっていたといえるだろう。1 つは、アボット前政権によ

る「アングロスフィア」言説が失われたことである。繰り返しになるが、アボット前政権

においては同首相が有する歴史的、政治的な米豪連帯に対する深い個人的な心情が対米政

策や対中政策を決定するうえで重要な要素であったことは間違いない。これに対して、ター

ンブル首相は党内きってのリベラル派であり、過去においてアメリカに対しても注文をつ

ける姿勢も見せてきた。例えば、ターンブル氏は米中関係に関する過去の論考の中で、両

国の衝突を避けるうえで、中国がリスクとなる可能性だけではなく、アメリカが心理的、

政策的に過剰反応を起こす可能性にも警鐘を鳴らしている。
34

 

第二に、このような、アボット氏とターンブル氏の信条の違いは人事にも反映された。

すでに論じたとおり、アボット前首相は国策の重要ポジションにシアラー補佐官やマイケ

ル・ソウリー首相内閣府次官といったアボット首相の安全保障観を理解し、共有する人物

を採用した。ターンブル政権発足によって両者共政権を去ることになり、さらにソウリー

首相内閣府次官の後任には中国の台頭に伴い既存の国際的多国間制度をある程度変革させ

る必要があると主張するマーティン・パーキンソン氏（前オーストラリア国立大学学長、

元財務省次官）が登用された。 

ただ、政権発足から 1 年以上経過した本稿執筆時点の後知恵をもって振り返れば、ター

ンブル政権の「対中傾斜」論は相当程度的外れなものであったといえるだろう。対中傾斜

論を払しょくするうえで大きな役割を果たしたのが、2016年 2月に発表された『国防白書』

である。オーストラリアの『国防白書』は国防政策に関する各政権の長期的な政策方針を
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示す最重要の公開文書である。結論から言えば、今回の白書は中国の台頭や米豪協力の方

向性について相当程度体系的な方針を示すことに成功していると言えよう。
35

 

『2016 年国防白書』が打ち出した最大の転換点は、これまで 30 年以上の長きにわたっ

て国防政策の中核とされてきた「オーストラリアの直接防衛における『自助』」の優先順位

を明示的に低下させたことにある。「自助」概念とは豪軍の戦力構築の指針である。すなわ

ち、豪大陸に対する敵勢力の侵略を拒否することを想定しつつ、紛争のレベルが一定の限

度に留まる限り、極力同盟国に依存することなく豪軍自らが作戦を遂行できるよう必要な

戦力を構築するとの考え方であった。事実上インドネシアを潜在的な想定国としつつ、こ

の「自助」概念が 30 年にわたって豪軍戦力構築上の最重要概念として位置づけられてきた。

ただ、21世紀に入り、インドネシアにおいて民主主義が定着し、オーストラリア・インド

ネシア関係が進展するにつれて、このような「自助」概念を中核とする国防政策を根本か

ら見直すべきとの声がオーストラリア国内で聞かれ続けてきた。このような中、『2016 年国防

白書』はオーストラリアの直接防衛における「自助」をもはや特別視せず、他の優先課題

への対応により国力を傾ける結論を下した。 

その結果新たに強調された優先課題がインド太平洋におけるルールに基づく秩序の擁

護であり、特に「海洋東南アジア」の安全保障である。この文脈で日本が位置する「北ア

ジア」と「海洋東南アジア」に関する記述の違いは示唆的である。「北アジア」への関与に

関しては、オーストラリアの影響力には限界があり、「一国で状況を形成する能力はない」

と明記し、基本的に他国とのパートナーシップの文脈で役割を模索する姿勢を強調してい

る。これに対して、「海洋東南アジア」に関してはこのような制限的記述は存在しない。こ

のことから、白書が豪軍の任務に関して「地域において自律的な戦闘作戦」の遂行を目指

すとした目標はもっぱら「海洋東南アジア」を指すものと解されている。またこれらに加

えて地域における共同訓練や能力構築支援といった平時の関与を強化するべく予算を拡大

する方針も示された。
36

 

白書で打ち出された言説は、ターンブル政権の実際の行動とも一致するものである。

2015 年 10 月に開催された米豪外務防衛閣僚協議（ＡＵＳＭＩＮ）および米豪国防相会談

は、対中国の文脈で両国が緊密に連携していく方向性を具体的に確認した。ＡＵＳＭＩＮ

共同声明では、習近平国家主席が南シナ海を軍事化しないと発言したことに触れるという

極めて異例の文言を挿入し、中国のコミットメントの重要性を強調している。
37

 同月に米

海軍が南シナ海で中国が建設を進める人工島の1つであるスビ礁の12カイリ内で駆逐艦を

航行させる「航行の自由作戦」を実施すると、ターンブル政権はただちに航行の自由の維

持に資する活動を擁護する内容の国防大臣声明を発出し、支持を行っている。2016 年 7月
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に仲裁裁判所が南シナ海の一部問題に関する判決を発表すると、オーストラリアは結果が

「最終的」かつ「法的に拘束力のある」ものであると繰り返し公言するとともに、並行し

て南シナ海における AP-3C 哨戒機による警戒監視活動や米比両国との共同訓練を継続実

施している。また、オーストラリアはアジア太平洋における米豪両国の地域関与を支える

との観点から同盟協力の強化を進めており、2016年 10月に駐ダーウィン海兵ローテーショ

ン部隊の拡大に伴う最後のハードルとなっていたインフラ整備に関するコスト分担につい

ても合意に達している。
38

 

このように、「海洋東南アジア」を中心とする「インド太平洋」地域のルールに基づく秩

序の擁護を強調しつつ、白書は豪軍の長期的な戦力拡大方針を表明した。それは、2016－17

財政年度において 323億豪ドル、すなわち約 2兆 6000億円（1豪ドル＝82円換算）であっ

た国防予算を、2025－26財政年度までに 587億豪ドル、すなわち約 4兆 8000億円（1豪ド

ル＝82円換算）に予算の大幅増大させる方針を示した。この結果、アボット前政権が掲げ

た GDP 比 2％の国防予算目標は達成される見通しとなり、この点について 2016 年 1月の

米豪首脳会談において、オバマ大統領が明示的に評価する発言を行っている。更に、予算

増大に裏打ちされる形で、豪軍人員を現在の 5万 9000名レベルから 6万 2400名レベルに

まで拡大させつつ、既存の計画を中心とした各種装備導入を進める方針を示したのである。

国防白書が「優先的能力」と明記した主な能力目標は以下の通り。 

 

分野 内容 

（＊複数分野で同一装備が重複記述されている部

分有。） 

予算配分

ISR、宇宙、電子戦、サイバー安保 航空監視システム、超水平線レーダー等のアップグ

レード、ハロルド・ホルト海軍通信施設に設置され

る宇宙監視望遠鏡と C バンドレーダーを通じた米

豪協力等の強化、EA-18G（12 機）、P-8（15 機）、

MQ-4C（7 機）、多省庁合同機関「オーストラリア

サイバー安保センター」を通じた各種活動 

9％ 

海洋・対潜戦 新型潜水艦（12 隻、AN/BYG1 戦闘システム、

Mk48MOD7魚雷）、ホバート級イージス艦（3隻）、

対潜戦を眼目とした新型フリゲート艦（9 隻）、新

型沿岸パトロール船（12隻）、新型掃海艇の検討、

25％ 
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P-8（15機、KC-30給油機による支援）、MQ-4C（7

機）、Mh-60R（24機） 

地上戦・上陸作戦 E-7A（6 機）、KC-30A（5 機）、EA-18G（12 機）、

F-35A（72機）、FA-18F（24機）の後継機検討、水

上艦艇及び航空機等を連接する通信、センサー、

ターゲティングシステムの能力獲得、給油機増勢検

討、地上配備型対艦ミサイルの取得検討、ミサイル

防衛に関する米豪間の議論継続 

18％ 

打撃・航空作戦 新型防護機動車（1100 両の Hawkei 車を含む）、新

型長距離ロケット砲システムの導入、中高度 ISR無

人機、タイガー戦闘ヘリ（22機）、キャンベラ級強

襲揚陸艦（2隻、海洋東南アジアの安保への貢献明

記）、特殊部隊所要新型ヘリ導入 

17％ 

鍵となる基盤 ウーメラ実験場や各種訓練場の能力向上と改修、新

型航空機や大型艦導入を見据えた港湾施設、滑走路

などの整備・新規構築（例：パース及びシドニーの

海軍基地の強化） 

25％ 

航空・海上輸送 C-17（8機）、改良型 C-130J（12機）、C-27J（10機）、

Ch47F（10 機）、追加的な大型固定翼輸送機及び回

転翼輸送機の導入検討 

6％ 

（2016年国防白書を基に筆者が作成） 

 

以上の通り振り返れば、アボット氏とターンブル氏という政治信条において相当程度異

なる指導者の交代があったにも関わらず、米中関係を巡るオーストラリアの立ち位置には

相当程度の継続性が認められるといってよい。この継続性を説明するうえで、東南アジア

やインド太平洋の安定を自らの経済的繁栄に直結する国益と認識するターンブル政権の眼

差しを理解することが不可欠である。白書によれば、オーストラリアにとってルールに基

づく地域秩序の擁護は理念的方針あるいは普遍的価値観の問題であると同時に、自らの国

益、特に経済利益に直結する具体的な国益の問題であるといえよう。白書は、インド太平

洋地域は「海洋東南アジア」によって連結されており、ここを通してほとんどすべてのオー

ストラリアの貿易活動が行われているとしている。また、ターンブル政権高官が繰り返し

指摘している通り、若干数字は前後するもののオーストラリアの海上交易の 50～70％が南
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シナ海を通過すると理解されている。
39

 したがって、オーストラリアが国際法の尊重、航

行の自由や上空飛行の自由、紛争の平和的解決の重要性を強調する背景には、理念や価値

観の問題という側面もさることながら、よりハードな経済的国益の擁護という発想が存在

しているといえよう。したがって、アボット首相が自らの政治信条を出発点に進めた、対

米関係強化や南シナ海の文脈を中心とする対中批判といった方向性は、ターンブル政権が

発表した国防白書を通じて経済的国益に関連する問題として体系化・具体化されたといえ

るだろう。この点を考慮せずして、両政権の政策的継続性を理解することは難しい。 

 

３．中豪関係：経済を通じた摩擦の浮上 

米豪同盟の強化や対中批判を繰り返すオーストラリアに対して中国は一貫して反論や

ゆさぶりを行ってきた。2011 年 10 月にオーストラリア政府がオバマ政権の「ピボット

（Pivot ）」の文脈で海兵隊のローテーション展開や空軍のアクセス強化を受け入れる発表

を行うと、『環球時報』はオーストラリアが米中間の「戦火に巻き込まれる」リスクを引き

受けているとの記事を掲載した。
40

 更に、2013 年 11 月の中国による「防空識別区」設置

発表に対してオーストラリアが非難声明を発出すると、翌月の中豪外相級戦略対話におい

て、王毅外相は記者団を目の前にしてジュリー・ビショップ外相が真横に立つ中で批判を

展開した。また、同月に開催された、李肇星元外相をトップとする中国代表団が出席する

中豪トラック 2 対話の年次会合において、中国側は対米関係を基盤にするオーストラリア

の政策に対してゆさぶりをかけている。出席者によれば、中国側代表団の一人はアメリカ

がオーストラリアに対して対中批判をするよう圧力をかけているが、アメリカはパート

ナー諸国に断りなくその政策を変更する国であり、オーストラリアは見捨てられるかもし

れないとの趣旨の発言があったとされる。
41

 より最近では、2016 年 7月に常設仲裁裁判所

の判決が発表され、同月に日米豪外相級戦略対話が「最終的」で「法的に拘束」するもの

であるとの共同声明を発出すると、やはり王毅外相はオーストラリアを「トラブルメイカー」

であると非難した。同時に『環球時報』は、植民地としてのオーストラリアの来歴を特異

な形で紹介しつつ、オーストラリアは「張子の虎」にすら値せず、「張り子の猫（Paper Cat）」

に過ぎないと揶揄している。
42

 

このような各種の言説による批判以上に、中国の対豪アプローチの中核をなしているの

が中豪間の経済関係の強化であろう。すでに、中国が 2008－09財政年度にオーストラリア

にとって最大の貿易相手国となって以来、オーストラリア国内においては最大の貿易相手

国である中国との関係安定化に配慮する必要があるとの議論が根強く展開されるように

なった。ギラード及び第 2次ラッド政権下の労働党内閣で外相を務め、引き続き論壇で活
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発な言論活動を続けるボブ・カーが保守連合政権の対米連携強化や対中批判を続けること

に批判的な理由の 1 つはまさに貿易相手国中国との関係を犠牲にするなという論理であっ

た。
43

 更に、2013 年から 2014 年に中豪自由貿易協定の交渉が進められると、対米寄りの

外交姿勢が交渉の阻害要因となりかねないといった議論も提起された。なお、2013－14財

政年度におけるオーストラリアの上位貿易相手国は以下の通り、2 位の日本に 2 倍以上の

差をつけて中国が圧倒的な存在感を示している。 

 

国 額（＊百万豪ドル単位） 割合 

中国 159643 23.9％ 

日本 72173 10.8％ 

アメリカ 58196 8.7％ 

韓国 34589 5.2％ 

シンガポール 29510 4.4％ 

（出展：豪外務貿易省 HPのデータより） 

 

このような批判に対して、当時のアボット政権は次の 2 つの観点から反論を行っている。

第 1 に、アボット政権は、経済関係が相互利益あるいは相互依存であり、中国との経済関

係が深化したからと言って中国が一方的なレバレッジを持つとは限らないという点を指摘

している。この点についてアボット首相は、端的に「中国は利益があって貿易をしている」

との表現で、上記のような懸念の指摘を退けている。
44

 アボット政権はほぼ当初の予定通

り 2014 年 11月に豪中ＦＴＡ交渉を妥結させ、合意文書に署名することで、ＦＴＡ交渉に

悪影響が出るとの批判が杞憂なものであったことを示すことに成功した。 

第 2 に、アボット政権は最大の貿易相手国がすなわち経済的に最も重要な取引相手であ

るとの考え方を否定している。ビショップ外相によれば、貿易ではなく直接投資こそより

重要な指標であり、その観点で言えば今もアメリカこそが最も重要な経済的パートナーで

あるとする。直接投資のデータを見れば、少なくとも直接投資のストックにおいて米英が

圧倒的な金額を誇り中国の存在感は比較的目立たないものといえるかもしれない。ジョ

ン・リーは、直接投資のストックは貿易取引とは違い、経済利益の固定化という側面があ

り、持続的な関係の基盤になりうるものと解説する。
45

 

もっとも直接投資を巡る状況は中国の対豪投資が拡大するにつれて長期的に変化する

可能性もある。近年、中国の対豪直接投資は急速に拡大しており、2015 年に豪政府の外国

投資審査委員会が発表した年次報告書によれば、認可された新規投資額において中国が最
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大の投資国となったことが明らかとなった。また具体的な数字の拡大だけではなく、不動

産やインフラ関連の中国の「対外直接投資（FDI）」がオーストラリアのメディアにおいて

も頻繁に取り上げられるようになっている。このような傾向が長期的に持続すれば徐々に

FDI ストックにおいても中国の存在感が拡大することにつながる。 

このような、投資の拡大は中国政府の政策的意思表明と軌を一にするものにみえる。

2014 年にオーストラリアを訪れた習近平国家主席は、「海のシルクロード」構想へのオー

ストラリアの参加を歓迎すると表明し、またその後 2016 年の中豪首脳会談においても、「一

帯一路」構想における中豪連携を呼びかけている。 

 貿易関係の発展に加えて、対豪直接投資の増大によって中国はますますオーストラリ

アにとって重要な経済的パートナーとなっていることは間違いない。このことは、オース

トラリアに対する中国の政治的影響力増大につながるのだろうか。もちろん今後の展開の

予測はできないが、過去数年の現象を観察すれば少なくとも経済関係の強化が短絡的に政

治的影響力の向上に必ずしもつながらないどころか、かえって中豪間の摩擦の原因にすら

なりうると指摘できるだろう。 

この文脈で近年もっとも注目を浴びた現象が、オーストラリア北部自治州に位置し、同

国の「てっぺん（Top End）」ともあだ名されるダーウィンの港湾施設管理に関するリース

の問題である。2015 年 10 月に北部自治州政府がダーウィン港の一部施設を中国系企業・

嵐橋集団にリースする契約を行った事実を公表すると、オーストラリア国内において安全

保障の観点から問題視する見解があいついで表明された。 

嵐橋集団へのダーウィン港の一部インフラのリースについては、有識者やメディアにお

いて様々な疑義が提起されてきた。主要な論点をあげれば、①同企業が民兵組織を有して

おり、重要インフラのリースは国家安全保障上のリスクを伴うのではないか、②豪軍や米

豪同盟の活動が観察されてしまうのではないか、③中国企業である以上中国共産党の指導

の下にあり単なる私企業ではないことを考慮にいれるべきではないか、④中国海軍を含め

中国政府の活動を支援することになるのではないか⑤ダーウィン及びその周辺を利用する

アメリカとの信頼関係にダメージがあるのではないかといった事項について問題提起がな

された。 

もっとも、オーストラリア国防省は本件について 2 年近くインテリジェンス機関も交え

た慎重な検討を行っており、またオーストラリアに入国する外国人については「税関出入

国管理検疫（CIQ）」による適切なスクリーニングを行っていることを根拠に上記の項目に

ついて特段リスクは存在しないとの見解を表明した。
46

 もっとも、2015 年 12 月の議会証

言でデニス・リチャードソン国防次官は、少なくともより緊密な米豪協議を事前に実施す
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べきだったと率直に認めている。
47

 その後米豪両国政府による議論が行われ、2016 年に駐

豪米大使館より米側が提起した事項に関しては対処されたとしている。 

本件は初期において米豪間の政治的問題になる可能性も指摘されたが、2016 年以降特段

目立った摩擦の音は聞かれなくなった。むしろ、この事件のより重要な含意は中国の対豪

投資が政治的及び安全保障上機微な問題としてオーストラリア国内で一層注目されるきっ

かけとなったことだろう。ターンブル政権は今後国家安全保障上の観点から外国による対

豪投資の是非を審査する仕組みを強化する方針を発表したが、注目を集めたのはやはり中

国による対豪投資であった。2016 年 4月にはスコット・モリソン財務大臣によって国益の

観点から、S・キッドマン社所有地で、オーストラリアの農地全体の 2.5％の面積に相当す

る物件を上海中房置業有限公司及び湖南大康牧业股份有限公司への売却を不許可とする決

定がなされた。
48

 更に、同年 8月には国家安全保障上の観点からニューサウスウェールズ

州の電気事業に対する国家电网公司と長江基建集團有限公司が不許可となった。
49

 これに

対して中国政府の商務部報道官はオーストラリアの保護主義に対する不快感を表明し、ま

た駐豪中国大使は保護主義的傾向への警鐘を鳴らしている。 

以上の分析に基づければ、中豪関係を巡る多くの論説が無批判に前提としている、貿易

や投資の拡大によって中国の対豪影響力が増大するという考えはやや単純な見方であるこ

とは明らかであろう。確かに、オーストラリア国内においては、中豪経済関係を重視する

立場から政治的に中国に配慮すべきとの議論は根強く存在し続けている。また対中経済関

係の重要性がオーストラリアの対外戦略において重みを増していることも事実である。た

だ、現実には中国の対豪直接投資が拡大するにつれて、その安全保障上の含意が慎重に検

討され、大規模な契約が豪政府によって不許可となる事例が相次いでおり、結果として中

豪両国間の不審や摩擦の原因になりかねない事態が生起している。国際政治における経済

と政治の複雑な相互作用を中豪関係は改めて例示しているといえるのではないだろうか。 

 

まとめと展望 

本稿では米中両国とオーストラリアを巡る政治関係を以下の 2 つの観点から検証した。

第一に、歴代の政権との比較の中で、現在のターンブル政権が米中関係を巡ってどのよう

な特色ある政策を打ち出しているのかを分析した。ターンブル首相は、アボット前首相の

ような特別で独特な対米連帯のこだわりを有しているわけではなく、両指導者の政治信条

はかなり異なるものと評価していい。それにも関わらずターンブル政権はおおむね前政権

が進めた対米同盟再強化や南シナ海の文脈を中心とする対中批判という路線を継続する選

択を行った。その背景には、中国による南シナ海の現状変更や軍事化が、オーストラリア
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経済にとって死活的な海上貿易ルートの安定的使用に対するリスクとなっているという、

経済的国益の視点が存在している。オーストラリアが時に中国に対する直接的な批判を厭

わない形でルールに基づく秩序の重要性を重視し続ける姿勢と、このようなハードな国益

計算は無関係ではない。 

第二に、本稿では中豪両国間の経済関係の拡大が有する政治的含意について考察した。

すでに中国は輸出入総額で一貫して最大の貿易パートナーとしての立場を維持しており、

また近年では中国による対豪直接が金額の上でもメディアにおける注目度という点でも存

在感を拡大させている。このような中豪経済関係の拡大がオーストラリアの対中配慮につ

ながるとの見方は根強く存在し続けている。ただ、現実のオーストラリア政府の政策や中

国の投資を巡るオーストラリア国内の政治を観察すれば、中国の経済的存在感の高まりが、

中豪関係の摩擦や不審にすらつながりかねない状況が生まれている。もちろん、このよう

な分析はあくまで本稿執筆現在までの事象を基にしたものであり、今後中国の経済的重み

が拡大し続けることで、オーストラリアの政治的な対中配慮がこれまで以上に同国の国策

に影響を及ぼす可能性を決して否定するものではない。 

以上の 2 つの分析を総合すれば、オーストラリア国内の論壇で根強く唱えられている経

済的利益の観点から対中配慮をすべきといった主張や、あるいは安全保障上の最大のパー

トナーであるアメリカとの同盟関係と最大の経済的パートナーである中国との関係の間で

うまくバランスを取らなければならないといった視座は、単純で一面的な議論であるとい

える。本稿が論じたとおり、中国を含むアジア太平洋地域の経済的繁栄やそれに付随する

海上貿易ルートの安定の重要性にオーストラリアが国益を見出しているからこそ、南シナ

海の文脈で米豪間の連携が進展しているし、またオーストラリアの対中批判が継続してい

ると評価できる。また、オーストラリア経済にとって中国の存在感が高まっていることは、

決して豪中関係の安定や中国の対豪政治力の拡大に単線的、短絡的につながっているわけ

ではなく、むしろ両国間の摩擦や不審の原因にすらなりかねない。オーストラリア国内に

おいては、中国が経済力によってオーストラリアを抱き込もうとしているとの議論も頻繁

に見聞されるが、そのような中国による戦略が直面する課題は少なくないといえるのでは

ないだろうか。 

本稿の分析はあくまでバラック・オバマ政権期に生起した米中豪関係を巡る事象に基づ

くものであるが、2017 年 1月にドナルド・トランプ政権が発足したことによって、肝心の

米豪同盟が基盤とするアメリカのリーダーシップに対する疑義がオーストラリア国内にお

いても活発な議論の対象となっている。トランプ政権発足後早々とアメリカの TPP離脱が

表明されると、ターンブル政権は経済的、戦略的観点から引き続きアメリカによる TPP批
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准の期待を維持する一方で、アメリカ無しでどのようなオプションを追求できるかについ

ても正式に検討することとなった。また、オーストラリア国内においては今後の展望につ

いて、真の意味で百花斉放と呼べる白熱した議論が展開されるようになった。本稿の結び

に代えて、オーストラリアの視点で米中関係とトランプを巡る重要な命題を紹介して筆を

おきたい。 

オーストラリア国内では、トランプ政権がどのような対中戦略を打ち出すのかという論

点を中心に、オーストラリアの対応策として以下 3 つの政策路線が提起されている。第一

は、同盟維持・強化派である。これらの議論は、トランプ政権下の米中関係が対決の方向

に向かう可能性を念頭に、同盟関係の維持もしくは同盟国としてのオーストラリアの役割

拡大をさらに進めることを提言している。第二の路線は、米中対決のリスクを念頭にトラ

ンプ政権と距離を取るべきという同盟懐疑派である。おそらく、これらの 2 つの路線はト

ランプ時代に登場した新機軸というよりも、以前より存在していた議論を既存の支持者が

改めて主張しなおしている現象として理解できるだろう。より注目すべきは、第三の路線

であり、アメリカが地域におけるリーダーシップを放棄するリスクを念頭に、インド、イ

ンドネシア、日本といった地域諸国とオーストラリアの連携を深めるべきであるという、

地域連携派とも呼べる議論が台頭しつつある。もちろんこのような地域連携派の意見も従

来からある程度見聞されていた議論ではあるが、トランプ時代の新たなトレンドは従来の

対米同盟支持者と比較的懐疑的であった論者の双方が支持する共通の政策アイデアとして

地域諸国連携が浮上しつつあることである。今後その是非や可否を含めてオーストラリア

の政策コミュニティーにおいて中心的な論点として浮上するかもしれない。トランプ政権

の登場によって、米中関係とオーストラリアを巡る議論はすでに新たな時代に入ったと

いっていいだろう。 

 

 

－注－ 

 
1  Department of Defence, Australia’s Strategic Policy, Canberra: Department of Defence, 1997, p. 14. 

Department of Defence, Strategic Review 1993, Canberra: Department of Defence, September 1993, p.8. 
2  福嶋輝彦「第６章：同盟か、市場か？：オーストラリアの対中アプローチ」、高木誠一郎・主査『主要

国の対中認識・政策の分析』（日本国際問題研究所、2015年）、31－42頁。 
3  Tomohiko Satake, “Why a strong Australia-Japan relationship matters,” Crawford School News Letter, Vol. 3, 

No. 5, May 2015. 
4  Department of Defence, Strategic Review 1993, Canberra: Department of Defence, September 1993, p.8. 
5  Department of Defence, Australia’s Strategic Policy, Canberra: Department of Defence, 1997, p. 14. 
6  Joel Fitzgibbon, “Minister for defence opens the Pacific 2008 Maritime Congress and Exposition at Darling 

Harbour, Sydney,” Speech by the Minister for Defence, 29 January 2008. 



第 12 章 米中関係とオーストラリア 

 －176－

 
7  Kevin Rudd, The Frist National Security Statement to the Australian Parliament, Address by the Prime Minister 

of Australia, 4 December 2008. 
8  Kevin Rudd, “It’s time to build an Asia Pacific Community,” Address to the Asia Society Australia-Asia Centre, 

Sydney, Prime Minister of Australia, 4 June 2008. 
9  Kevin Rudd, “It’s time to build an Asia Pacific Community,” Address to the Asia Society Australia-Asia Centre, 

Sydney, Prime Minister of Australia, 4 June 2008. 
10 Bob Carr, Diary of a Foreign Minister, (Sydney:New South, 2014), p395. 
11  Department of Defence, Defending Australia In the Asia Pacific Century: Force 2030, Canberra: 

Commonwealth of Australia, May 2009, p. 43. 
12  Kevin Rudd, “Beyond the Pivot: A New Road Map for U.S.-Chinese Relations, Foreign Affairs, March/April 

Issue, pp. 9-15. 
13  Patrick Cronin, Robert Kaplan, and Will Rogers, Cooperation from Strength: The United States, China and the 

South China Sea, Center for A New American Security, January 2012. 
14  Kevin Rudd, “Shangri-La Dialogue 2009 Keynote Address: Q&A,” The IISS Shangri-La Dialogue, 29 May 

2009. 
15  Department of Defence, Defending Australia In the Asia Pacific Century: Force 2030,  
16  Tommy Koh, The Asia Pacific Community: An ASEAN Perspective, Lee Kuan Yew School of Public Policy, 

National University of Singapore, April January 2010. 
17  Kevin Rudd, “The Prospects for Peace in The Pacific: The Future of the Expanded East Asia Summit.” A 

Speech by Australian Foreign Minister at Asia Society New York, January 13 2012. 
18  石原雄介「第５章オーストラリア」防衛研究所編『東アジア戦略概観 2014』（防衛研究所、2014）、172

―175頁。 
19  Naomi Woodley, “Prime Minister Tony Abbott praises Chinese president Xi Jinping’s commitment to 

democracy, but tourism industry not convinced by FTA,” ABC, 18 November 2014. 
20  石原雄介「2013年国防白書」『ＮＩＤＳコメンタリー』、第 34号、（2013年 8月 27日）、3頁。 
21  Julie Gillard, My Story, Penguin Random House Australia: Melborne, 2014. 
22  Bob Carr, Diary of a Foreign Minister, Sydney: New South Publishing, 2014, pp. 218-219. 
23  佐橋亮「オーストラリア外交のバランス感覚 米豪同盟と対中関係の調整」『改革者』（政策研究フォー

ラム）、 2014年 8月号。 
24  The Force Posture Agreement between the Government of Australia and the Government of the United States of 

America, Sydney, 12 August 2014. 
25  U.S. Department of State, “Joint Communique AUSMIN 2014, ” Office of the Spokesperson, Washington DC, 

12 August 2014, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/230524.htm (access 1 November 2015) 
26  David Johnston, Speech by Australian Minister for Defence at Alliance 21 Conference, Canberra, June 18 2014. 
27  Minister for Foreign Affairs Julie Bishop, “China’s announcement of an air-defence identification zone over the 

East China Sea, ” Media release, 26 November 2013. 
28  Department of Defence, “Press conference with Vice Admiral David Johnston-Update on Australian Defence 

Force operations, Transcript, 19 August 2015. 
29  石原雄介「アボット政権と日豪の『新たな特別な関係』」『ＮＩＤＳコメンタリー』、第 44号、（2015

年 4月 3日）、1頁。 
30  Andrew Shearer, “Power and Values in a Changing Asia: Debating Australia’s Strategic Future, Democratic 

Asia and The West Paper Series, ” German Marshall Fund, Setepber 2011, 

http://www.gmfus.org/galleries/ct_publication_attachments/shearer_strategicaustralia_sep11_final_web.pdf 

(access 1 November 2015) 
31  Commonwealth of Australia, “Forty-Fourth Parliament First Session-Seventh Period, ” No. 11, House of 

Representatives Official Hansard, 13 August 2015. 
32  寺田貴「日米連携と『地経学』地域主義：TPPと AIIBの台頭」『USJI Voice Vol. 14』,（2016年 6月 3

日）。 
33  Paul Kelly, “Strategy fears sank China deal,” The Australian October 31 2014. 
34  Malcolm Turnbull, “Power Shift: Hugh White’s The China Choice,” The Monthly, August 2012. 
35  2016 Defence White Paper, Canberra: Department of Defence Australia, February 2016. 
36  Australian Department of Defence, 2016 Defence White Paper, Canberra: Commonwealth of Australia, pp. 

67-82, 117-210. 



第 12 章 米中関係とオーストラリア 

 －177－

 
37  “Joint Statement AUSMIN 2015”, available at 

http://dfat.gov.au/geo/united-states-of-america/ausmin/Pages/joint-statement-ausmin-2015.aspx (accessed in 

February 2016) 
38  Marise Payne, “Cost Sharing Negotiations for Force Posture Initiatives Conclude, Media Release, 5 October 

2016. 
39  マリーズ・ペイン国防大臣は 60％という数字に言及している。Andrew Greene, “South China Sea: Defence 

experts warn Australia will face pressure to join US on mission to probe China’s artificial islands, ABC News, 

28 October 2015. 
40  “Australia could be caught in Sino-US crossfire”, Global Times, 16 November 2011. 
41  Peter Hartcher, “China vents its anger at Australia’s stand on airspace rights,” Sydney Morning Herald, 

December 3 2013. 
42  “’Paper cat` Australia will learn its lesson,” Global Times, July 30, 2016. 
43  on page 15: Glenda Korporaal, “Bob Carr warns on alienating China over South China Sea patrols,” The 

Australian, July 26, 2016. 
44  Mark Kenny and Philip Wen, “Tony Abbott reguses to back down over China comments,” The Sydney Morning 

Herald, November 28 2013. 
45  John Lee, “China: ‘largest trading partner’ isn’t what it’s cracked up to be,” The Strategist, 2 July 2013. 
46  本件に関する豪政府見解や経緯をもっとも詳述した一次資料としては、以下の議会内議論、特にデニ

ス・リチャードソン国防次官の証言を参照のこと。Commonwealth of Australia, ed., “Senate Foreign 

Investment Review Framework,” Official Committee Hansard, December 15, 2015. 
47  Ibid 
48  Michael Koziol, “Scott Morrison’s decision to block S. Kidman and CO sakle leaves investors fuming,” Sydney 

Morning Herald, April 29 2016. 
49  Perry Williams, “Australia blocks Bids for Ausgrid, Triggering Warning From China,” Bloomberg, August 19 

2016. 




	空白ページ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


