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本研究の結論は︑﹁日本︑英国︑豪

栗を得ることである︒

州のNSSは︑いずれもオープンで緊
密かつ不確実な世界の中で︑サイバー

・豪 州

究では︑そうした3国における共通点

わたり直面する安全保障上の課題︵環

く戦略環境の中で︑将来の一定期間に

民主主義︑言論の自由︑人権等といっ

任理事国︑核兵器保有国︑④法の支配︑

以上︑いくつかの経済指標を比較し

日本が特に大きい︒

豪も世界的に見れば高水準であるが︑

2322・6億ドルとなっており︑英

た価値観を有する︒

相違点があることも事実である︒本研
と相違点を認識したうえで︑NSSを

で︑受﹁後採るべき具体的方策︵アブ

境変化・リスク︶を特定・分析した上

ー

比較検討していく︒

−
︺

一人当たり名目GDPは︑英国4万

場にある︒

し

ては内陸的な側面もあるが︑安全保障

上︑他国とは海を隔てており︑日英豪

6461ドル︑豪州6万2290ドル︑

豪州は︑の世界で6番目に大きな国
はいずれも長大な海岸線や広大な排他

てきた︒少なくとも近年においては︑

であるとともに︑長い海岸線を有する︑

いずれも世界的に見れば高水準である

いずれの国も堅調であるが︑日本が国

日本3万6230ドルとなっており︑

が︑先に見たような人口の相違もあり︑

家としての経済力においては一歩リー
ドし︑生活レベルでは豪州が優位にあ

的経済水域を有する海洋国家である︒

いる一方で︑英国は一部がアイルラン

豪州がかなり高水準になっている︒

るように見える︒しかし︑このことを

②船舶によるかなりの物量の輸出入が
の国であり︑人権︑法の支配を支持︑
ドと地続きである︒また︑英国は︑地

実質経済成長率は︑英国2・9％︑

なお︑日豪はいずれも海に囲まれて

④ルールに基づく世界秩序に関与する
球上に点在する形で海外領土を保有す

ある資源大国である︑③自由民主主義

国際社会の責任あるメンバーである︒

もって︑日本が国家として経済的に余

は財政問題や超高齢化という事態に直

裕があるとは言えないだろう︒日本に

豪州2・7％︑日本0％となっており︑

失業率は︑英国6・1％︑豪州6・

るという特性を持ち︑日本は︑海を隔

1％︑日本3・6％となっており︑比

いずれも低い︒

本

力圏と接する︒

てているとはいえ︑米中ロ3大国の勢

・日

日本は︑①豊かな文化・伝統を有す
る︑⑧目由︑民主主義︑基本的人権の

を推し進めていななければならない事

面している︒経済的制約の中でNSS

日英豪が世界的に見ても巨大な経済活

較的日本が低くなっている︒このこと

動を行い︑世界との経済的つながりは

口

人口は2015年時点で︑英国64

輸出︵FOB︵本船渡し︶︶︑英国4

人

有する︑③高い教育水準を持つ人的資

70万人︑豪州2400万人︑日本1

779億ドル︑豪州2412億ドル︑

の影響力を持つということは共通であ

避けられない一方で︑世界経済に

b

源・高い文化水準を有する︑④開かれ

億2690万人であり︑人口だけで見

日本6902億ドルとなっており︑輸

尊重︑法の支配といった普遍的価値を

た国際経済システムの恩恵を享受し発

ても大きく差異がある︒先ほどの国土

入︵CIF ︵運賃保険料込み条件︶︶

疋

情は︑日英豪いずれにもある︒他方で︑

展した︑高い技術力を有する経済大国︑

面積に比しても非常に人口が少ないと

面積と合わせて考えると︑豪州は国土

は国内の安定性に影響するものと思わ

①海に囲まれ︑広大な排他的経済水域

なお︑G20内における日英豪の相対

的な位置づけを視覚的に把振するため

︒
る

ルとなっており︑輸出入ともに日英豪

州2276億ドル︑日本8119億ド

れ
る
︒

と長い海岸線を有し︑海上貿易を通じ

については︑英国6637億ドル︑豪

経済力

済力︵名目GDP︶という三つの要素

を用意した︒これは︑人口︑面積︑経
経常収支は︑英国1614億ドルの

る︒日本︑英国は︑面積はそれほど大

を同時かつ視覚的に表現した図であ

に︑別紙第1﹁人口・面積・経済力﹂
89億ドル ︵米ドル︑以下同様︶︑豪

マイナス︑豪州403・7億ドルのマ

いずれも高水準ではあるが︑特に日本

州1兆4714億ドル︑日本4兆60

イナス︑日本240億ドルのプラスと

が大きい︒

︵世界第3位︶となってお

あること︑豪州は面積において超大国

きくない一方で経済力において有数で

︵以下︑同じ時点︶ で︑英国2兆98

まず︑名目GDPは2014年時点

C

言える︒

て経済発展を遂げた海洋国家︑㈲戦後
一貫した平和国家︑専守防衛︑非軍事
大国︑非核三原則︑日米同盟︑人間の

安全保障の理念に立脚した国際貢献︑

55億ドル

英豪はかなりの赤字となっている︒

なっており︑日本は黒字である一方︑

国連憲章の遵守︑の戦争被爆国である︒

り︑いずれも世界的には大きな経済力

外貨準備高は︑英国962・0億ド

○日英豪3カ国の国力比較

を持つ国であると言える︒また︑日英

ル⁚豪州509・5億ドル︑日本1万

面積は︑英国24・3万嘩豪州76

勢

はG7︑豪州はG20に名を連ねており︑

地

9・2万撼︵世界第6位︶︑日本37・

世界経済に一定の影響力を与えうる立

a

8万緑であり︑豪州が圧倒的に大きい︒

が見て取れる︒

レベルである一方で人口が少ないこと

豪州は︑面積が大きいゆえに国土とし
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牢己亡ed駕︶

知己に5円甲袈莞

・桧田康博編著﹃NSC 国家安全保

積極的平

哲cu乳首知e一計竜﹄と吋ゝ軒cu蒜Bd

∽町已辱1琶d∽汁⊇叶几阻りbn軒コCe巴已

・nQくe33ent象︷﹂声り訂賢邑紆与

安全保障戦略﹂︵首相官邸HP︶

における資料三﹁諸外国における国家

︵第一回会合︶ ︵2013年9月12日︶

・安全保障と防衛力に関する懇談会

和主義﹄2016年︵外務省HP︶

課編﹃日本の安全保障政策

・外務省総合外交政策局安全保障政策

国家安全保障戦略﹄ ︵内閣官房HP︶

・冨︶巴∽R零す∽百が首唱Rl名賀

ニズムの比較研究﹄

障会議1危機管理・安保政策統合メカ

ランケル 国際関係論︹新版︺﹄

・J・フランケル著︑田中治男訳﹃フ

政治 権力と平和︵上︶﹄

・モーゲンソー著︑林彬久監訳﹃国際

障学入門 新訂第四版﹄

武田康裕・神谷万丈責任編集﹃安全保

・防衛大学校安全保障学研究会編著︑

全のための12章﹄

研究所編﹃戦略研究の視角⊥半和と安

・西原正著︑財団法人平和・安全保障

︻主要な参考文献等︼

ヽ■′

言えよう︒他方で︑英国の弱みは経常

コモンウェルス、・ （EU）

（2016−17年）

（2013−14年）、

G7、
安保理非常任理事国

＼J

とと外貨準備高の高さ︑などにあると

安保理非常任理事国
ファイヴ・アイズ、

410
＿
228

＋240

の少なさ︑日本の弱みは憲法上の制約︑

8，119

︵別紙第2﹁日英豪の国家安全保障

6，902
2，412

収支の悪化︑豪州の弱みは人口・兵力

148
266

137

坑空兵力（作戦機数）

日米同盟、
ANZUS、
NATO、G7、
国際関係

安保理常任理事国、
（国連・同盟・パートナーシップ等）

−
ー
保有
核兵器

【別紙第2】
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戦略における国力の比較﹂参照︶
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（出所）総務省統計局『世界の統計2016』、TだE几瓜JTA只y且4エAⅣCE20J6等より筆者作成。

