防衛研究所主任研究官

家と豪労働党議員の癒着が明るみになり、中国政府によ

た。一六年九月には、共産党とつながりのある中国人実業

ける重要インフラへの投資などにより徐々に悪化してい

国による南シナ海の軍事化や南太平洋への進出、豪州にお

感情は、二〇一〇年代前半から半ばにかけて顕在化した中

の対中警戒感が急速に高まっている。そもそも豪州の対中

近年の豪中関係の悪化を受け、オーストラリア（豪州）

一九年にシドニーのローウィー研究所が実施した年次世

題などをめぐり、両国の間ではいさかいが絶えなかった。

豪州へのサイバー攻撃疑惑、新疆ウイグル自治区の人権問

じていた。また中国政府による中国系豪州人学者の拘束や

られるなど、中国による経済制裁をうかがわせる事態も生

際、一八年以降、豪州産ワインの一部が中国の税関で止め

るものとして不満を表明し、報復措置をちらつかせた。実

中国政府は、こうした措置が中国への脅威を不必要に煽

業「ファーウェイ」を豪州の第五世代移動通信システム（５

答した。同調査ではまた、
「中国との経済関係を犠牲にし

七五％以上の人が、豪州が中国に過剰に依存していると回
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豪州 対中関係悪化の苦悩
主権維持と経済的利益の狭間で
——

佐竹知彦

る豪州に対する組織的な「内政干渉」疑惑へと発展した。

論調査では、中国が世界で責任ある行動をとっていると答

さたけ ともひこ 二〇一〇年オー
ストラリア国立大学大学院博士課程
修了（国 際関 係 論 博 士）
。一〇年 防
衛研究所入所、一 五年より現職。専
門はアジア太平洋の安全保障。共著
に『冷戦後の東アジア秩序』など。

一八年六月には、外国のスパイ活動や内政干渉の阻止を目

えた人の割合が前年から二〇％も減少して三二 に、また

豪中関係が悪化の一途をたどっている。
相次ぐ輸入制限など中国の強硬措置に、
豪州も一歩も引かない構えだが、
対立が長期化すれば、経済的ダメージは大きい。
豪州はインド太平洋諸国との連携に活路を見出す。

的とした外国干渉法が豪州議会で可決。八月には、中国企
Ｇ）ネットワークから実質上排除する決定も行われた。

%

てでも、中国の地域における軍事行動に抵抗するために
より多くのことをすべき」と回答した人の割合が、実に

航自粛要請などの措置を次々と打ち出した。

その後も中国は、豪州産ワインの一部銘柄に対するダン

半以降の豪中関係の悪化により、従来までは安保コミュニ

州全体の声とはならなかった。ところが、二〇一〇年代後

る政治家や経済界の声も根強く、中国脅威論は必ずしも豪

後押ししてきた。その一方で、中国との経済関係を重視す

度存在し、豪州の国防力の強化や対米・対日関係の強化を

安全保障コミュニティに中国脅威論を唱える勢力が一定程

そもそも豪州の中には、国防や外交関係者を中心とした

託し、中国の封じ込めを目論んでいるという趣旨の批判を

ディアは、豪州が中国に対する強硬姿勢を強める米国と結

する圧力を強化させた。その間中国政府の報道官や官製メ

人キャスターの拘束といった措置をとることで、豪州に対

在北京の豪州人ジャーナリストに対する取り調べや、豪州

められていることも明らかになった。さらに中国政府は、

は、豪州産の石炭を積んだ数十隻の船舶が中国の港湾で止

材、羊肉といった農林畜産物の輸入を停止した。一一月に

ピング調査を名目とした輸入停止に続き、ロブスターや木

ティを中心に語られていた中国に対する警戒心が、一般の

執拗に展開した。

七七％に上っていた。

レベルにまで急速に浸透してきたのである。

こうした中国側の強硬な措置に対して、豪州はいっそう

張すると、中国側はこれに激しく反発し、翌月に豪州産牛

する独立した検証作業（以下、
「独立調査」
）の必要性を主

ロナウイルスの感染拡大への中国当局の初期対応などに関

ペイン外相やスコット・モリソン首相が、武漢におけるコ

係の悪化に拍車をかけた。二〇二〇年四月、
豪州のマリス・

中国を起源とした新型コロナウイルスの発生は、豪中関

れている。

んだ一帯一路（ＢＲＩ）に関する覚書も含まれると解釈さ

同法の対象には、一八年にビクトリア州が中国と独自に結

国関係法）を議会に提出し、
同法案は一二月に採択された。

等が外国の政府と結んだ合意を政府が破棄できる法案（外

持していた。八月にはモリソン首相が、州や自治体、大学

七九％の有権者がモリソン政権による独立調査の追求を支

反発を強めている。
六月上旬に行われた世論調査によれば、

肉の輸入停止や、大麦への追加関税、国民への豪州への渡
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新型コロナでさらに対立深まる
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でも中国側と正面から争う姿勢を示している。

貿易機関（ＷＴＯ）に提訴する意向を示すなど、貿易問題

ミンガム貿易相が中国の大麦への追加関税をめぐり、世界

バック」
（押し戻し）を図った。一二月には、
サイモン・バー

ＮＺ）と共に強めるなど、
中国の圧力に対する「プッシュ・

に対する非難を他の
「ファイブ・アイズ」
諸国
（米・英・豪・加・

ストに対する入国ビザの取り消しや、
香港の「国家安全法」

豪州はまた、スパイ容疑のある中国人学者やジャーナリ

ることで、かえって豪州を西側諸国の側に追いやっている

豪州の「アジア化」路線を弱め、中国に対する反発を強め

経済界や学会の声が存在した。
近年の中国側の強硬姿勢は、

の裏には、成長著しいアジアと豪州の結びつきを重視する

異なる独自の対中姿勢を維持していた。こうした独自路線

インフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）に参加するなど、日米とは

中国と自由貿易協定を結び、また、中国の主導するアジア

さらに中国の台頭が顕在化した一〇年代以降も、豪州は

ようにも見える。

少なくなかった。
例えば〇五年に米国と日本が欧州連合
（Ｅ

が同盟国である米国や日本と異なる対中姿勢をとることも

から二〇〇〇年代にかけての豪中「蜜月」時代には、豪州

る方が、はるかに得策であろう。実際、一九九〇年代後半

離間を図るのであれば、むしろ良好な対豪関係の維持を図

間を図っているとの見方もある。だが、仮に中国が米豪の

執拗に批判することで、米豪関係に楔を打ち込み、その離

けるのだろうか。専門家の中には、豪州の対米「追随」を

それにしても、中国はなぜここまで強硬な対応を取り続

が如実に表れていた。また豪州の議会では、対中強硬論を

年の八二％から五五％まで落ち込むなど、対中感情の悪化

が「経済上のパートナーである」と答えた人の割合が一八

年にはわずかに一二％であった）
。同調査ではまた、中国

四一％まで上昇した（同様の回答をした人の割合は、一八

豪州に対する安全保障上の脅威」であると回答した人は

さらに減少し、二三％にまで落ち込んだ。さらに「中国が

界における中国の行動に対する信頼感は前年の三二％から

による年次世論調査の二〇年版（六月発表）によれば、世

えるレベルにまで悪化している。前述のローウィー研究所

実際、新型コロナ後の豪州の対中感情は、決定的とも言

Ｕ）に求めた対中武器輸出制限措置の継続要求に、豪州は

唱える三〇代から五〇代の若手議員を中心とした超党派の

対立緩和の気配なし

賛同しなかった。
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主権を断固として守るという原則的な部分において、与党

維持を求めつつも、民主主義や人権といった豪州の価値や

グループが台頭している。野党である労働党は対中関与の

フェイク画像が「固定ツイート」として掲げられている。

前述の報道官のツイッターでは、依然として豪州軍兵士の

中旬の時点で、中国側がこうした提案をのむ気配はない。

して融和的なシグナルも出し続けている。もっとも、一月

「ファーウェイ」の５Ｇネットワークからの除外、一八年

る独立調査要求に加え、中国からの投資に対する制限や

布した。それらの項目には、豪州による新型コロナに対す

不満を一四項目にわたり記載した文書を豪州メディアに配

化している。二〇年一一月には駐豪中国大使館が、中国の

中国の台頭に伴う構造的な要因に基づく以上、そうした懸

の軍事化や南太平洋における影響力の拡大といったいわば

ではない。また豪州の対中警戒感が、中国による南シナ海

立の争点も多岐にわたることから、その解消は容易なこと

がさらに反発を生むという悪循環に陥っており、また、対

このように、豪中間の対立は相手国の行動に対する反発

揺らぐ「相互依存」関係

と立場を共有している（もっとも、労働党の一部の政治家
は最近対中政策をめぐって与党への批判を強めている）
。

に成立した外国干渉法や中国人学者へのビザの取り消しな

念が払拭される可能性は低い。これは豪州に限らず、アジ

こうした中、中国側は豪州に対する揺さぶりをさらに強

どが含まれていた。同月末には、中国の報道官がＳＮＳサ

その一方で、コロナ禍においても高まる豪中間の経済的

アや欧州の主要国の対中警戒感が軒並み高まっている現状

その一方でモリソン首相は、中国側に抗議する動画の中

な相互依存関係を受け、双方（特に豪州）が対立の激化や

イト「ツイッター」に、豪州軍がアフガニスタンで犯した

で豪中関係の「リセット」を提唱し、条件なき対話の再開

長期化を望んでいないこともまた事実である。中国の実質

を踏まえれば、
明らかであろう。少なくとも豪中の関係が、

を中国側に呼び掛けた。モリソン首相はまた、豪州が中国

上の経済制裁により、豪州の農畜産物の対中輸出は一部大

とされる戦争犯罪を揶揄したフェイク画像を投稿し、モリ

に対する経済的な「封じ込め」には加担せず、むしろ中国

幅に減っているものの、全体の対中輸出量そのものは、依

以前のような「蜜月」関係に戻ることは考えにくい。

との「幸せな共存」を望むことを強調するなど、中国に対
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然として増加する傾向にある。二〇二〇年一〇月の時点
で、豪州の対中輸出額は一八年のそれを一三〇億ドルも上

対中依存からの脱却は困難な道のり

サプライチェーンを、
日本やインド、
東南アジアなどに「多

こうした中、豪州ではこれまで中国に偏っていた貿易や

そもそも中国が実質的な制裁を課している大麦や牛肉、

角化」する動きを強めている。二〇二〇年九月には、日豪

回り、歴代二番目に高い数値を記録した。
ワインといった品目の対中輸出量全体に占める割合は、

印の経済閣僚によるサプライチェーンの「強靭化」に関す

その一方で、中国への輸出は豪州の全輸出量のおよそ三

四％程度に過ぎないとの指摘もある。とはいえ、仮に中国

これに対し豪州の対中強硬論者からは、中国との経済関

分の一を占めており、また鉄鉱石を含むいくつかの主要な

る共同声明が発表され、インド太平洋地域におけるサプラ

係はあくまでも「相互」依存であり、特に安価で質の良い

品目は中国以外に輸出の相手国が存在しないため、貿易の

の経済制裁が鉄鉱石などの資源に及んだ場合、その影響は

豪州産の鉄鉱石や石炭に中国が依存する以上、経済的な被

多角化は簡単ではないとの見方もある。貿易多角化の相手

イチェーンの再構築に向けた動きを三 カ国が共同で進める

害は限定的にとどまるとの声も上がっている。実際、中国

国の筆頭となるインドに対し、豪州は三五年までに輸出を

甚大である。また貿易に限らず、中国からの観光や留学生

では豪州からの石炭の輸入停止により電力不足に陥ってい

四五〇億豪ドルにまで伸ばす目標を掲げているが、一九年

ことが示された。またこれまで衰退の一途を辿っていた豪

るとの報道もある。また仮に豪州が中国の経済的な
「脅し」

から二〇年にかけての対中輸出は、その三倍以上の額（約

も主要な収入源になっており、豪州の経済界や州の自治体

に屈した場合、米国や地域諸国に対して誤ったメッセージ

一五〇〇億ドル）であった。そもそも豪州の企業や大学は

国内の製造業を、再活性化させる動きも出始めている。

を送ることを懸念する声もある。先に挙げた中国の「一四

コロナ以前から対中依存を減らす試みを行っていたが、さ

からは、
対中関係の改善を求める声も徐々に強まっている。

項目の不満」に対して、モリソン首相は「豪州は豪州であ

したる成果はあがっていなかったとの指摘もある。

筆者は経済の専門家ではないが、豪州にとっての中国の

り続ける」ことを強調し、いっさいの妥協を拒否する姿勢
を示した。
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済的利益の狭間で揺れ動く豪州の苦悩がうかがえる。

間の非対称な経済関係という現実を前に、主権の維持と経

せな共存」を望むというモリソン首相の発言からは、豪中

ＤＰは六％も減少するとの試算も出ている。中国との「幸

国のＧＤＰは〇・五％しか減少しないのに対し、豪州のＧ

ようである。仮に豪中間の貿易が九五％減少した場合、中

な「デカップリング」が現実的ではないことは、明らかな

経済的重要性を踏まえた場合、少なくとも豪中経済の完全

に基づく秩序」を維持する上で、地域において日本ほど頼

義の推進の旗振り役となってきた。豪州が求める「ルール

いると言える。また豪州同様、日本は自由貿易や多国間主

ている日本は、豪州にとって理想的な立ち位置を維持して

力などを推進する一方で、中国とも安定的な関係を維持し

ても緊密な対米同盟を維持し、また日米豪印の安全保障協

ソン首相の意図が明らかになろう。トランプ政権下におい

わざ日本を訪問し、菅首相との対面での会談に臨んだモリ

りになる国は他に存在しないのである。

訴えるとともに、同じような圧力にさらされる危険のある

経済強制を極力「国際化」し、ＷＴＯのような国際機関に

の改善を図るという構図が最も望ましい。また中国による

中国に対して有利な国際環境を形成し、その中で対中関係

上、米国やその同盟国ないし地域諸国と連携することで、

からすれば、一国で中国に対抗することが不可能である以

要性が、豪州にとってこれまで以上に高まっている。豪州

こうした中、米国を含むインド太平洋諸国との連携の重

捉え、豪州や他の地域諸国と共に、ＷＴＯの紛争解決機能

看過すべきではない。日本はこの問題を自国の問題として

という世界貿易機関（ＷＴＯ）の理念に反するものであり、

歪曲的な行為は、ルールに基づく多角的な自由貿易の推進

り、直接・間接的に貿易や人の移動を制限するという市場

国家が貿易に恣意的に介入し、関税を一方的に引き上げた

とっても決して他人事ではない。特に、政治的な理由から

る。また中国が豪州に行っている経済的な強要は、日本に

進する上で、豪州は米国に次ぐ最も重要なパートナーであ

日本にとっても、
「自由で開かれたインド太平洋」を推

地域の中小国と連携していくことも、豪州にとって重要な

の強化を含む、ルールに基づく国際秩序の維持に向けた取

り組みをいっそう強化していくことが求められている。●

課題の一つである。
このように考えると、コロナ禍においても一一月にわざ
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