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その背景には、両地域間の連結度合いの高まりがある。中

欧州によるインド太平洋地域への関与が拡大している。

アやイランを含む中東も、
欧州にとっては近隣地域である。

したばかりであり、先行きには不透明感が否めない。シリ

安全保障大国であった英国の離脱（ブレグジット）を経験
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国や日本といった北東アジアを含め、広くインド太平洋地

移民危機再発の懸念も存在する。

ロシアの脅威、中国への懸念。そして中東危機。
さらに移民問題再燃の可能性、米国との関係の動揺など
目まぐるしい大国間競争時代に欧州の戦略が問われる。
ＥＵの「連結性戦略」とは何なのか。
また、日本など非ＥＵ諸国との連携の可能性はどうか。

域の出来事が、欧州経済のみならず、政治や安全保障にも

の脅威が重要であることは論を俟たないものの、中国への

欧州の安全保障を考えるうえでは、地理的に近いロシア

インド太平洋戦略」と題しながら、必ずしも単一の戦略が

ているのか。本稿ではそれらを考えていきたい。
「欧州の

洋地域はどのように位置づけられ、いかなる方針が示され

の戦略は何か。そのなかで、日本や中国を含むインド太平

こうした環境において、欧州はどこに向かうのか。欧州

懸念も確実に増大している。加えて、トランプ政権下の米

存在するわけではないことが浮かび上がるが、インド太平

直接の影響を及ぼすようになったのである。

国と欧州との関係も、さまざまな方面で対立含みである。

ま

そうしたなかで欧州では、米中対立による悪影響への懸念

洋地域への欧州の関与がより真剣なものになり、重層化し

ていることを見逃してはならない。

も高まっている。
さらに欧州連合（ＥＵ）は、
フランスと並ぶ欧州の外交・
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した、いわば自衛策といえる。

ただし、米国との同盟の維持と戦略的自律性の模索は、

同盟維持のコスト軽減を求めている以上、欧州によるバー

「米国からの」であることは否定し得ないが、米国自身が

少なくとも当面は完全に両立する。ここでいう自律性が、

国際関係における大国間競争の側面に注目が集まるように

ドン・シェアリングの推進は米国の利益であり、ＮＡＴＯ

米国がロシアと中国との関係を「戦略的競争」と規定し、
なった。ＥＵがどこまで外交・安全保障アクターであるか

の維持にもプラスの効果が期待できるからである。戦略的

これは、欧州による対外的な関与を促進する方向を示す

については長年の論争があるが、米中には及びようがない

そこでＥＵにとっての最優先課題は、自らの結束強化で

一方で、
内向き傾向を内包するものでもある。というのも、

ものの、ＥＵとしてまとまらない限り、欧州は大国間競争

ある。この観点では英国の離脱がプラスに働く可能性があ

自律性を高めようとすれば、まずは内部の基盤づくりが優

自律性は、保険の側面を有しているのだろう。

る。ＥＵ統合の方向性はもちろんのこと、防衛協力の進め

先課題にならざるを得ないからである。

の舞台に上がることすらできないことは明らかである。

方などについても、英国は「ブレーキ役」になることが多

の強い圧力を受けて、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）にお

が想定される。国防支出の増加に関するトランプ政権から

はないが、自ら行動し自らを守ることのできる欧州の構築

）
」に関
欧州では「戦略的自律性（ strategic autonomy
する議論が盛んである。最終形態についてのコンセンサス

マクロン政権にしてみれば、
他国の動きが鈍すぎるのだが、

その結果、フランスが孤立するような状況になっている。

メルケル政権が末期に差しかかり、
求心力の低下が著しい。

クロン政権が始めたものだが、成否の鍵を握るドイツは、

高まっているように見える。戦略的自律性の議論は、仏マ

しかし、
結束にしても自律性にしても実現の保証はない。

けるバードン・シェアリング（負担分担）を進めるという

フランス以外の国々にとっては、マクロンの独断専行には

かったからである。

文脈もあるが、より根源的には、同盟国としての米国の信

ついて行けないということであろう。

それどころか、欧州の試みは頓挫する可能性が、日に日に

頼性低下への対処である。米国に依存できない状況を想定
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た、ということである。その最大の背景は、安全保障・軍

スの意味でもマイナスの意味でも中国である。そして、欧

欧州のインド太平洋への関与拡大の最大の背景は、プラ

合併・買収（Ｍ＆Ａ）であり、これによる技術流出が懸念

府や党との関係が指摘されるような企業による欧州企業の

さまざまな形での浸透である。筆頭は中国企業、しかも政

事上の直接の脅威認識の増大よりは、中国による欧州への

州・中国関係が米中関係を含む外部要因に影響を受ける度

されている。それを受け欧州側は、ＥＵおよび各国レベル

揺れる米欧、米中関係のなかの欧州と中国

合いが高まっている点も注目される。
揺らいでいるとすれば、米国とともに世界のゆくえに影響

さらにはサイバー攻撃などに関して、欧州側の懸念は近年

中国国内の人権状況の悪化や知識人の抑圧、香港情勢、

で、投資審査の強化に乗り出すことになった。

を及ぼす中国との関係が重要になる。欧州・中国関係は、

特に増大している。これらに関して欧州の一部では、日本

大国間競争時代において、同盟国である米国との関係が

米欧関係と米中関係の推移に影響を受ける構造にある。

ど、欧州に接近するインセンティブが生じる。実際、気候

ある。中国の側では、米国との関係が困難になればなるほ

中国にとっての米欧対立は、米欧離間の絶好のチャンスで

られないような場合に、
中国との関係が重要になる。他方、

のように欧州が重要と考える課題に関して米国の協力が得

的見方は根強い。
米国に最も近いとみられる英国が、
ファー

を完全に排除すべきだという米国の主張の妥当性への懐疑

る。次世代移動通信（５Ｇ）に関しても、ファーウェイ社

関する米中合意は、欧州に影響を及ぼす懸念が常に存在す

える準備ができているわけではない。例えば、貿易関係に

それでも、トランプ政権の対中政策と完全に歩調をそろ

よりも対中警戒感が高い状態になっている。

変動や自由貿易などに関して、
「中国こそが価値を共有す

ウェイの部分的参入を認めたことは、その後の欧州での議

欧州からみれば、米国との関係が悪化したり、気候変動

るパートナーである」という欧州へのラブコールは、トラ

米国に対する欧州のまなざしの根底にあるのは、トラン

論に影響を及ぼしている。

もっとも、欧州も中国にそのままなびくほどナイーブで

プ政権への不信感である。５Ｇなどの問題で欧州が大きな

ンプ政権の発足後、強まっている。
はない。
より正確にいえば、
従来ほどナイーブではなくなっ
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中国による「一帯一路」や、中国と中東欧諸国の枠組み

結性の強化を戦略として掲げることになった。

はたまらない。米中貿易関係にしても、交渉が続く間はむ

である「 ＋１」が名指しされているわけではないが、中

犠牲を払って米国の方針に従った後に、ハシゴを外されて
しろ安定的だが、無原則に手打ちをするようなことがあれ
の多角的な貿易体制自体にも影響が及ぶ。しかもトランプ

ば、ＥＵの利益に加え、世界貿易機関（ＷＴＯ）のもとで

が強く打ち出された。中国のやり方は、持続可能でなけれ

）
」であり、持続
たのは、
「欧州のやり方（ European way
可能で包括的、そして国際的なルールに基づくという原則

国が念頭にあることは否定しようがない。そこで強調され

ＥＵにとっての「持続可能」とは市場効率性と財政的持

は、貿易政策に関しては「中国よりもＥＵの方がひどい」

そうである以上、欧州にとっては、中国との関係を安定

続性を指し、
「包括的」とは、ＥＵの考える連結性が、運

と公言してはばからないのである。価値を共有する長年の

的に維持することが、従来以上に重要となる。これは中国

輸インフラ、デジタル・ネットワーク、エネルギーなど、

ば包括的でもなく、ルールに基づいたものでもないとの認

へのすり寄りではなく、現実的判断である。そこで問われ

さまざまな分野に及ぶことを意味している。国際的ルー

同盟国と「戦略的競争」の相手という違いも、貿易赤字の

るべきは、欧州が、米国や中国と対等に渡り合うような大

ルに関しては、
「国際的に合意された実践、ルール、慣例、

識が背後に存在していたことは自明である。

国外交のプレーヤーたり得るかである。その意志と能力が

る。ＥＵは二〇一八年九月に政策文書「欧州・アジア連結

そこでＥＵが新たに打ち出したのが「連結性戦略」であ

らに、連結性戦略で示される、インド太平洋地域における

構想とＥＵの連結性戦略は、重なる部分が少なくない。さ

して、日本の「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）
」

純粋な経済面にとどまらない広がりを持っている。結果と

地域のみならず、アフリカや中東を含む広域戦略であり、

これは必ずしも安全保障戦略ではないが、インド太平洋

技術的基準」を重視すべきという立場が示された。

国際関係の荒波の中で沈没しかねない。

ない限り、欧州は、米国追従と対中宥和の間を激しく揺れ、

前ではかすんでしまう。

17

性戦略」を発表し、欧州とアジアという二つの地域間の連
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経済社会インフラの構築支援は、日本の推進してきた「質

ＥＵの対中認識については、一九年三月の対中政策文書

ることも、自然なことだったといえる。二〇一九年九月に

そのため、ＦＯＩＰと連結性を軸に日本とＥＵが協力す

さらには、
異なるガバナンスのモデルを広めようとする
「体

渉のパートナー」としつつ、同時に、
「経済的競争相手」
、

が注目される。同文書は中国を「協力のパートナー」
「交

ブリュッセルで開催された「欧州連結性フォーラム」には、

）
」だと表現したのである。
制上の対抗者（ systemic rival
欧州にとっても重要である経済関係を維持することは当

の高いインフラ」の考え方と、極めて整合的である。

安倍晋三首相が基調講演者として招かれ、その機会に「持

するとの意思表示からはまだ遠かったとしても、ＥＵの対

然だが、
「体制上の対抗者」という用語のインパクトは大

この新しいパートナーシップにおいて、いかに具体的な

中認識が大きな転換点を迎えたことは明らかであり、そう

続可能な連結性及び質の高いインフラに関する日ＥＵパー

成果を上げていけるかが、目下、日本とＥＵにとっての課

したメッセージをＥＵ自身も否定しようとしなかったこと

きく、中国政府は強く反発した。安全保障面で中国に対峙

題であり、すでに具体的な協力案件が検討されている。た

は、
新たな変化だといえる。あるＥＵ高官が述べたように、

トナーシップ」と題された文書が署名された。

だし、中国の排除が目的なわけではない。日本とＥＵの双

連結性戦略は「価値中立的ではない」のである。

欧州による防衛関与、日本の課題

方にとって重要なのは、日欧協力の対象となる現地におい
て、複数の選択肢が常に存在することである。これを保証
し、選択肢が中国（との協力）のみだという状況を避ける

逐することは不可能であるし、たとえ可能だとしても、膨

ても、アフリカにしても、中国のプレゼンスをいまから駆

というのも、東南アジアにしてもインド洋沿岸諸国にし

し、マクロンによるイニシアティブがなかなか前進しない

で、残されたのはフランスだけという状況になった。しか

州の二大軍事大国の一つである英国がＥＵを離脱したこと

ると、その主体はＥＵではなく、各国になる。ただし、欧

最後に、軍事力によるインド太平洋地域への関与を考え

大なインフラ需要を踏まえれば、それが常に望ましいかど

ことは、前述のとおりである。

ことが目指されている。

うかも自明ではないからである。
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る防衛装備品の輸出は、フランスによる関与の大きな柱に

が、インドを筆頭にシンガポールやマレーシアなどに対す

ランスである。各国軍との共同訓練・演習も重要な要素だ

の海外県・海外領土に一六〇万人もの国民を擁するのがフ

それでも、ペルシャ湾岸地域を含めたインド太平洋地域

な関心事である。

てそれは、欧州との協力の効率性を維持するためにも重要

であると同時に、欧州と価値・利益を共有する日本にとっ

力や恒常的なプレゼンスの維持といった観点で欧州の利益

かである。ＥＵと英国が今後も連携し続けることは、影響

洋関与の文脈に、離脱後の英国をいかにつなぎとめられる

欧州では、ブレグジットを見据え、
「Ｅ３」と呼ばれる、

なっている。ニューカレドニアのヌメアに司令部を有し、
艦艇を常駐させていることも、南シナ海を含めた地域への

にともない、
「グローバル・ブリテン」の標語のもと、ＥＵ

訓練を増やすなど、積極的な動きを見せている。ＥＵ離脱

ライバルといえる英国も、近年は日本の自衛隊との共同

渉されるものの、
「Ｅ３」は、インフォーマルで柔軟であ

ることも多い。英国とＥＵとの間の正式な枠組みは別途交

三ヵ国に加えてＥＵ（ＥＥＡＳ：ＥＵ対外行動庁）が加わ

は、
イランの核問題への対応として使われた枠組みであり、

英仏独三ヵ国による枠組みが活性化されつつある。当初

外のパートナー諸国との関係強化に余念がなく、インド太

るがゆえに、関係国にとっては使い勝手がよいといえるか

仏軍艦艇の派遣を容易にしている。

平洋地域への関与強化は特に優先順位が高いとされる。

はないことを継続的に示すことは、中国に対する戦略的

えば南シナ海に関心を有しているのが沿岸国や日米のみで

には限界があり、過大な期待は禁物である。それでも、例

必要である。その際には、
単なる対中国という視点を超え、

る交渉を見極めつつも、自らイニシアティブをとることも

ても有益であろう。そうであれば、ＥＵ・英国関係に関す

この「Ｅ３」に日本を加えた枠組みの形成は、
日本にとっ

もしれない。

メッセージとして意味がある。欧州諸国にとっては、同盟

インド太平洋地域の新たな秩序、さらには国際秩序全般に

インド太平洋の安全保障に関して欧州諸国にできること

国である米国の戦略的重心が対中国にシフトする中で、そ

対するビジョンをいままで以上に発信し、欧州を取り込ん

でいくという発想が求められる。●

れに関わるという考慮もある。
ブレグジットを受けた課題の一つは、ＥＵのインド太平
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