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産党はいま、その支配の正統性を揺るがしかねない問題に直面している。

改革・開放政策の進展で社会が多様化する一方で、党が大衆から遊離し、

大衆の要求を政治に反映させる従来の機能がマヒしかけているのであ

る。党幹部による腐敗は深刻さを増し、1999年に共産党への抵抗を始め

た「法輪功」は、2000年もその動きを止めていない。危機感を強めた共

産党指導部は、党員に対する思想政治工作を強めることで正統性の回復

を図っている。江沢民総書記は「３つの代表」を提起し、党幹部の思想

引き締めと、大衆の党に対する支持の拡大を目指した。

特権を悪用した党・政府幹部による汚職は後を絶たない。2000年３月

に江西省副省長の胡長清、９月には中国の国会にあたる全国人民代表大

会（全人代）常務委副委員長の成克傑が、汚職の罪で相次いで死刑とな

った。また11月には福建省アモイを舞台に建国以来最大規模といわれる

大型密輸事件が摘発され、高級幹部に死刑が言い渡された。共産党の幹

部による汚職や不正の横行は、党に対する大衆の強い反発を買っている。

党指導部も国民の批判については十分認識しており、例えば朱鎔基総理

は、10月の中国共産党第15期中央委員会第５回全体会議（第15期５中全

会）で腐敗の撲滅は「党の生死存亡にかかわる」と指摘している。

さらに、「法輪功」は政府が非合法化し取り締まりを強化した後も活

動を続けている。建国記念日の2000年10月１日には、1000人余りの法輪

功の会員が天安門広場で抗議行動を行い、公安当局によって検挙された。

気功の修練を目的としたグループである法輪功は、数千万の会員を有す

る大組織で、会員の多くは市場経済化に乗り遅れた中高年者ともいわれ

る。中国共産党は、こうした法輪功会員の不満を吸収することができず、

99年４月の法輪功による中南海での抗議行動を招いた。法輪功の会員の

中に、共産党や軍の幹部が加わっており、その組織力は、共産党指導部

にとって深刻な問題となった。政府は法輪功を「邪教」として活動を禁

止したが、会員が法輪功に加わった背景には、老後の生活保障の不安や、

帰属意識の欠如といった、会員以外の国民にも共有される問題がある。

それだけに、政権にとって法輪功問題は重大である。
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中国を取り巻く内外の情勢は、2000年は比較的平穏で、経済的にも対

外的にも大きな問題はなかった。しかし、中国政府が目指す、経済発展

の継続と共産党政権の維持を21世紀にわたっても確保していくために

は、国内、国外ともに数多くの対立点があることがいっそう顕著になっ

た。江沢民政権にとっては、どこで折り合いを付けるか、難しいかじ取

りが必要とされる。

経済面では、国有企業改革など当面の改正を実施したほか、諸外国との

交渉に合意し世界貿易機関（WTO）加盟に向けて前進した。しかし、

経済発展と国際化に伴う社会の変動は、共産党幹部による不正腐敗や失

業者増大という問題を生むと同時に、国民の価値観の変化を促している。

これらはいずれも共産党体制に対する支持を低下させる、政権にとって

難しい問題となっている。中台関係は「１つの中国」の原則をめぐって

対話が進まず、問題解決の糸口が見出せない状況が続いた。

中国外交は協調と対立の２つの側面を見せた。米国の国家ミサイル防

衛（NMD）などをめぐってはロシアとの協調を強化し、米国に対抗す

る動きを見せたが、経済関係の重要性から日米との関係でも基本的に協

調姿勢を保った。また、北朝鮮との関係改善やASEANへの接近を進め、

東アジアにおける影響力の拡大を図った。

軍の近代化は、組織面、兵器面ともに進んだ。活動面でも海軍の情報

収集艦とみられる艦艇が日本を一周するといった動きが確認されるな

ど、近代化に伴い、活動範囲の拡大が見られた。その一方で、引き続き、

「党の軍に対する絶対的指導の堅持」が強調されるなど軍においてさえ

も、思想引き締めが必要とされる状況にある。

（１）思想政治工作を強化する江沢民体制

中華人民共和国の建国以来、一貫して中国の政権を担ってきた中国共
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堅持するよう求めた。彼は、「各級指導幹部は大衆の観点をしっかり持

ち、誠心誠意人民に奉仕すべきである」と述べ、全党が「３つの代表」

の要求に従って党の建設を強化するよう要求した。共産党機関紙『人民

日報』は、５月21日の社説の中で、江沢民が提起した「３つの代表」は

「21世紀において、われわれがいかなる党を建設するかという問題に対

する根本的な回答であり、新たな歴史的条件下において、党の建設を全

面的に強化する偉大な綱領である」と論じた。これは江沢民発言を党の

指導理論として権威付けるとともに、毛沢東、�小平、江沢民に次ぐ第

４世代の指導者への政権引き継ぎを意識したものである。2002年に予定

される第16回共産党大会では、この「３つの代表」が党建設の綱領とし

て党規約に盛り込まれるとも伝えられており、江沢民は次世代の指導者

に対する影響力の維持を図っているのである。

江沢民は６月、全国党学校工作会議で若手党員を前に講話し、今は

「党幹部の新旧交代の重要な時期である」と指摘した。そして、「今後激

烈な国際競争の中で終始隆盛を極めるか否かのカギは優れた人材を絶え
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ますます深刻化する党幹部の腐敗や、法輪功のような大規模かつ組織

的な抵抗活動に直面して、共産党指導部は党幹部に対する政治思想工作

を強化することで危機の乗り切りを図った。99年に江沢民が提起した県

クラス以上の党・政府指導幹部に対する「３講教育（1学習、2政治、

3正しい気風を重んじる）」に加えて、新たに「３つの代表（1先進的

な生産力の発展、2先進的文化の前進する方向、3最も広範な人民の根

本的利益、を代表する）」という政治スローガンが掲げられ、党幹部・

官僚によるこの学習が徹底された。これは、江沢民が打ち出したもので、

党が「３つの代表」となってこそ、「全国各民族人民から支持され、人

民を絶えず引っ張って前進することができる」と強調したものである。

彼はさらに、「大きな隊列を管理するのは容易なことではない」と指摘

し、「党内に思想面、組織面、作風（態度）面で党と人民の利益にそぐ

わず、さらにそれに背くといった問題もかなり多くある」とも述べ、党

が抱える問題点を率直に指摘した。共産党指導部は、「３つの代表」を

提起することで、党内の思想引き締めを図るとともに、「最も広範な人

民の根本的利益」を代表することで、大衆の党に対する支持拡大をも視

野に入れているようである。

６月に開かれた、党中央思想政治工作会議でも、江沢民は大衆路線を
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３つの代表とは江沢民総書記が2000年２月、広東省を視察した際
に提唱した新たな時代における党建設の理論。中国共産党が、1中国の先進
的生産力の発展要求を代表し、2先進的文化の前進方向を代表し、3最も広
範な人民の根本的利益を代表する、ことを提起したものである。これは共産
党が今後迎えるであろう複雑で錯綜した国内外情勢において、さまざまな試
練があろうとも中国の特色を持った社会主義建設事業を絶えず推し進め、改
革・開放と近代化建設に引き続き成功を収め、広範な人民・大衆から終始支
持を得るとともに人民を絶えず率いて党が永遠に不敗の地位を占めようとす
るものである。党はこの「３つの代表」の要求に基づいて党建設を推し進め、
常に党と人民の利益を第１に置き、各級指導幹部が党の先鋒、模範となると
ともに自らを厳格に管理・監督し、「代表」として人民・大衆を導き近代化
建設を貫くことを目指している。

3つの代表COLUMN

３講教育とは党・政府の指導幹部に対する思想教育で、「３講」と
は「学習を重んじ、政治を重んじ、正しい気風を重んじる」ことを意味する。
1998年11月にこの学習が始まり、99年３月から本格化した。これは全国の
県級以上の党・政府指導グループ、指導幹部が�小平理論や第15回中国共
産党大会の精神を掘り下げて学習し、政治的資質を引き上げ、党性修養を強
化し、思想作風を正そうとするものである。この教育では「中国の特色をも
つ社会主義」建設という党の基本路線と、誠心誠意人民に奉仕するという大
衆路線を堅持し、かつ党の優れた作風を広く推し進めることが求められてい
る。

3講教育COLUMN
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し、さらに経済成長を高められるとみている。こうした努力の結果、中

国の国家情報センターによれば、2000年の国内総生産（GDP）は１兆ド

ルを超え、前年比8.3％の成長を達成すると見られている。中国政府の

発表を見る限り、中国経済に明るさがみられ始めた。

急速な市場経済化に対応できず、苦境に立たされている国有企業を立

て直すことは、中国政府の重要な課題となっている。７月時点で6,599

社の国有大中型企業と国有大中型持ち株企業の52.5％にあたる3,463社が

赤字経営から脱却し、工業部門では14の重点工業業種のうち、石炭業と

軍需工業を除き、紡績、冶金、石油化学工業などが利潤を上げたといわ

れる。ただし、中国の一部には、こうした苦境脱却は初歩的な段階に過

ぎないとの指摘もある。より本質的な問題は、国有企業の欠損責任を明

確化する制度改革や、国有企業が独力で生き残れるだけの競争力をいか

につけるのかにあるというのである。

国有大中型企業からリストラされた「下崗」（一時帰休者）は、６月

末時点で677万人となり、年末には1,200万人に達するとみられている。

99年の一時帰休者数は1,100万人に達し、そのうち再就職できたのは半

分に満たない492万人であった。2000年上半期、政府は一時帰休者に対

する生活保障費を月平均323元と前年同期比27.7％増やしたが、それを

まかなう財政に決して余裕はない。政府が赤字経営からの脱却を目指し

ている国有大中型企業は6,599社であるが、中小の国有企業は20万社以

上あり、これらの経営建て直しはなおさら難しい。党幹部の不正腐敗が

まん延する中、職を失った一時帰休者の生活苦や貧富の格差拡大を原因

として、国民の不満や将来に対する不安が高まる可能性も否定できな

い。

発展から取り残された内陸地域の不満解消も、中国政府が早急に取り

組まなければならない課題である。改革・開放政策の恩恵を受けて、沿

海地域が急速な経済成長を実現した一方で、条件に恵まれない内陸地域

の経済発展は緩慢であり、沿海地域と内陸地域の経済格差が拡大した。

内陸地域の経済発展を促し、中国全土の均衡的な発展を達成することは、
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ず養成できるかどうかにある」と述べ、とりわけ中・青年指導幹部に対

する思想教育が重要であると強調した。若手の党員たちは改革開放によ

って市場経済の下で実践的経験を積み上げてきたため、経済建設に対す

る知識は極めて高いが、その反面「人民に誠心誠意奉仕する」という党

の根本的目的や伝統を十分に理解していないとみるからである。今後、

党が直面する問題がますます先鋭化・複雑化する中で、将来の党幹部に

は優れた「党性」を発揮できる思想面での資質が不可欠であると、共産

党指導部はみている。８月、党中央弁公庁は、党・政府、国有企業の幹

部登用に公開選抜方式などを導入する「幹部人事制度改革綱要」を発表

し、競争原理に基づく幹部選抜制度をとり始めた。これによって、より

優秀な人材を確保するとともに、幹部の腐敗問題を緩和することも狙っ

ているのであろう。

（２）回復に向かう中国経済

第９次５カ年計画（96～2000年）の総仕上げの年となった2000年の中

国経済は、目標としていた国有企業の改革に一定の成果を上げ、上半期

の経済成長率が8.2％という高い伸び率を記録するなど、回復の兆しが

見られた。そうした中で、経済発展の地域格差の是正を目指した「西部

大開発」が提起された。また、WTOへの加盟に向けた交渉を積極的に

推し進めるなど、経済のグローバル化による競争の激化に備える努力を

続けた。だが、その一方で、国有企業から一時帰休させられた失業者問

題、地域間格差の拡大など、中国経済が直面する不安材料も少なくな

い。

中国経済は、97年のアジア金融危機などの影響によって輸出が減少し、

消費需要がふるわず、外資利用額が減少するなど低迷していた。これに

対して中国政府は積極的な財政政策を行い、内需拡大によって経済成長

を促進するために98～2000年に3,600億元に上る国債を発行した。中国

政府の試算によれば国債の発行によって98年は1.5ポイント、99年は２

ポイント前後成長率を押し上げた。2000年も500億元の長期国債を発行
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きい。中国はWTOへの加盟が地域経済と世界経済の安定・促進に貢献

すると主張している。しかしWTOに加盟した後、中国は権利を享受す

る一方で国際的なルールに従う義務も負うことになる。今後、WTO加

盟に伴い国際競争に生き残れない企業が出現し、国際ルールをめぐる国

内の対立などマイナス面が色濃くなった場合、中国政府が社会の安定や

政権維持を優先する可能性もあり、中国経済に国際ルールが定着するま

でには時間と経験が必要になろう。

（１）中国外交の特徴

経済発展の持続と共産党の権威の維持という中国政府にとっての課題

は、対外政策にも反映された。その結果、中国の外交は、協調と対立と

いう２つの側面を併せ持つものとなった。

中国は、経済発展を続けるために、日米など先進諸国の協力、援助を

必要としており、2000年はWTOへの加盟を控えて各国との協調を重視

した外交を展開した。だが、その一方で、国内世論を統合するために、

大国としての体面を保つ必要があり、アメリカへの追随や弱腰と映るよ

うな政策は避けなければならない事情がある。さらに、中長期的に中国

は、国際社会、特に東アジア地域における影響力の強化を目標にしてい

るため、米国が唯一の超大国であるという現状を少しでも多極化させる

必要がある。米国の国家ミサイル防衛（NMD）などにロシアと連携し

て反対したり、中東で積極的な外交を展開したりしたのはその表れであ

る。

今後も、中国が経済発展を続け、近代化を進めるに従い、協調と対立

を併せ持つ中国外交の傾向はさらに顕著になるだろう。中国の「総合国

力」の増大は、中国外交に対する国内的要求と国際社会からの要求の調

整を難しくする。中国の台頭は、各国の中国に対する警戒感を高め、互
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社会の安定を確保し、中国の統一を維持するために欠かせない課題とな

っている。この課題の解決に向けて、中国は新たに「西部大開発」とい

う大事業を掲げ、内陸地域の開発に着手し始めた。

2000年３月、朱鎔基総理は全人代で「西部大開発」戦略について報告

した。この戦略は、西部内陸地域に国内外からの投資を呼び込み、また

西部地域が有するエネルギーや鉱物資源などを生かして、東部と西部が

共に発展し、中国の総合国力を全面的に高めることを狙っている。「西

部大開発」は21世紀の壮大な事業としてメディアで大きく取り上げられ、

６月には江沢民が西部の寧夏省、甘粛省を視察するなど、党・政府指導

者らによる西部地域への視察も活発化した。さらに、政府はこの開発を

実現するために、海外の企業に対し優遇措置を与え、外資の導入を図っ

ている。６月、中国政府は「中西部地区外国企業投資優位産業目録（リ

スト）」を発表し、中西部20省・自治区・直轄市において、優遇措置を

受けられる255の産業を明記し、海外からの投資を呼びかけた。しかし、

「西部大開発」の実現にはインフラ整備などに膨大な資金が必要であり、

その投資に見合った利益を得られるかどうかも不透明である。現在のと

ころ、「西部大開発」に対する外資の反応は鈍く、また中国政府の財政

にも余裕がないことから、開発事業が本格化するまでは、まだ時間がか

かるとみられる。

2000年、中国はWTOへの加盟をめざし積極的に交渉を推し進めた。

しかし、中国はWTOに加盟した後、関税の引き下げを実行しなければ

ならず、これまで政府が保護してきた競争力のない企業は打撃を被るこ

とになる。こうしたリスクにもかかわらず、中国がWTO加盟を目指す

のは、それが経済発展に有利とみるからである。短期的には競争力のな

い産業が打撃を被るが、その一方で輸出や外資導入の拡大が見込まれ、

これが経済の成長をもたらすと考えられている。また、長期的には中国

の経済体制改革、産業構造調整、国際競争力の強化、国際的地位の向上

にも有利であると判断している。中国の経済規模は世界第７位で、貿易

額は第10位、外資の導入額は第２位を占め、世界経済に及ぼす影響も大

132

2 協調と対立で揺れる中国外交2 協調と対立で揺れる中国外交

D-東ア戦略概観/125-170/6章  01.3.1 7:31 PM  ページ 132



れ、６月にはオルブライト国務長官が、７月にはコーエン国防長官が、

北京を訪れた。江沢民総書記とクリントン大統領の首脳会談も、９月に

国連ミレニアムサミットで、11月にはアジア太平洋経済協力会議

（APEC）首脳会合で行われた。

しかし、米中が対立することも少なくなかった。中国が米国としばし

ば対立するのは、冷戦後の米国が、他の大国を大きくしのぐ「一超」と

なったことへの警戒感からである。米国の圧倒的な軍事力に加えて、人

道を理由とした他国への内政干渉を是認する米国の価値観に対して、中

国は警戒感を強めている。99年の北大西洋条約機構（NATO）のユーゴ

スラビア介入に中国が強く反発したのも、中国大使館への誤爆で中国人

の死者が出たからという理由もあるが、国内問題であっても人道を理由

に軍事介入するという政策を警戒したからだ。冷戦後に増加した人道目

的の軍事介入は、国家主権よりも人権を優先させるものであり、これが

中国に適用されれば、台湾やチベットの独立運動支持につながりかねな

いと中国はみているのである。

台湾問題では、２月に米議会下院が台湾安全保障強化法案を可決した。

その過程で、台湾に戦域ミサイル防衛（TMD）システムを供与、配備す

べきであるという議論も出たため、中国は激しく反発していた。３月の

台湾総統選挙以前は、両岸関係の緊張に呼応して、米中関係も緊張して

いた。しかし、前回96年の総統選挙の時ほどには、米中が激しい対立に

至ることはなかった。96年には、人民解放軍のミサイル演習に対して米

軍が台湾近海に空母を２隻派遣した。今回も、中国側が軍事演習を行う

などしたが、96年に比べると、米中間の対立は激しくなかった。しかし、

依然として台湾問題は米中間の最も敏感な問題である。江沢民も９月に

訪米した際、「中米関係は波乱曲折を経験したが、その多くは台湾問題

に端を発したものだ」と指摘した。

米国が開発を進めているNMDシステムについて、中国は強く反発を

続けた。『ミリタリーバランス』などによると、中国は米国本土まで届

く長距離核ミサイルを十数基保有しているといわれている。もしNMD
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いの意図に関係なく、摩擦が強まる可能性がある。経済面でも、中国の

世界経済への統合が進み、相互依存関係が進展する一方で、国内的には、

社会の安定を保ち、思想統一を図ることがいっそう困難になることが予

想される。特に、WTO加盟後、現在保護されている国際競争力のない

産業が関税引き下げや市場開放によって打撃を受け、倒産などが相次ぐ

ことも考えられる。短期的には、こうした痛みを伴うWTO加盟を、ど

れだけ中国国内が肯定的に受け止め、市場開放の実効性を上げることが

できるのかが重要である。また、国際社会もWTO加盟後の中国の制度

改革や行動に期待している。こうした国内、国外の要求を同時に満足さ

せることは容易ではなく、WTOへの加盟が今後の対外関係に影響を及

ぼす可能性は高い。

（２）改善しつつある対米関係

中国にとって、米国は依然として外交上最も重要な国である。米国は

中国にさまざまな利益をもたらす一方で、経済発展、台湾統一、東アジ

アでの影響力の増大など、中国が掲げる目標の実現を阻む能力を有する

からである。中国は、経済分野などでは米国と協調しながらも、台湾問

題やNMDシステムの開発などでは、米国の政策に強く反発した。

米中間のWTO加盟交渉が99年11月に合意に達し、12月には、５月の

在ベオグラード中国大使館誤爆事件の補償問題が決着したことを皮切り

に、米中関係は2000年を通じて修復された。特に、経済関係では中国の

協調姿勢が目立った。米国が恒久的な最恵国待遇を中国に与える「恒久

的通常貿易関係」（PNTR）法案が2000年５月、米下院を通過した際には、

江沢民国家主席がクリントン大統領に電話で、民主、共和両党をはじめ

大統領本人の法案通過に対する努力を高く賞賛し、感謝の意を表した。

９月に上院がPNTR法案を可決した時は、対外貿易経済合作部の報道官

が「米中両国民の基本利益や、希望にかなうものだ」と述べ、法案に挿

入された人権条項には「断固反対の立場をとる」としながらも、全体と

しては、強い歓迎の意を表明した。両国指導者の相互訪問も活発に行わ
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を共同で取り締まっていく決意を表明している。さらに「『人道主義』

や『人権保護』を口実にした他国の内政への干渉に反対」し、特に、

「国家統一を守り抜く中華人民共和国の願い」と、「チェチェン共和国問

題の解決に関するロシア連邦の立場」への支持を明記した。会議には、

ウズベキスタンもオブザーバーとして参加し、今後さらに「上海フォー

ラム」として参加国が増える可能性もある。

プーチン大統領が訪中した際の中ロ首脳会談では、経済面での協力に

ついても話し合われた。相互の市場でのシェア拡大や、天然ガスパイプ

ラインの敷設の可能性についても討議された。しかし、現在のロシアは、

中国の経済発展に協力できるだけの実力を有しておらず、かつてのソ連

のように米国に対抗するだけの勢力にもなり得ない。現在のロシアが中

国に提供できる具体的な協力は、武器供与にとどまっている。中国は、

「対立でも同盟でもない」現在の中ロ関係こそが冷戦後の国家関係の模

範であると強調しているが、その主張は世界の主流とはなり得ていない。

中ロ協調は多くの場合、強過ぎる米国へのけん制を目的としており、互

いに連携することで少しでも米国の影響力を弱めたいという考えによる

ものであろう。しかし現時点では、ロシアとの協調によって中国が、

「多極化世界」あるいは「１超多強」の実現を目指しているのか、それ

とも、米国との関係改善に利用することを目指しているのかは判断でき

ない。

（４）経済重視の対日外交

日本との関係でも、中国側の対応には協調と対立の両面が見られた。

その中で目立った点は、歴史問題については比較的抑制して対応した半

面、日本の防衛力の増強に対する警戒感がしばしば強調されたことであ

る。経済面では、日本の開発援助に謝意を表明したのをはじめ、協力関

係を促進する傾向が顕著だった。

歴史問題に対する中国側の対応の変化は、2000年10月に朱鎔基総理が

訪日した際に特に目立った。朱鎔基は、今回の訪日で日本国民に謝罪は
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が配備されれば、こうした中国の対米核攻撃能力が無力化される可能性

があるため、中国は米国のNMDシステムに強く反対するのである。さ

らに、ロシアやヨーロッパ諸国もNMDに反対していることから、中国

はこの問題でこれらの国々と連携して、米国の影響力をそぐことも目指

しているようである。ブッシュ新政権は、クリントン政権よりも強硬な

対中政策を唱えており、今後の米中関係の推移が注目される。ブッシュ

新大統領が中国を「戦略的パートナー」ではなく、「戦略的競争相手」

と呼んだことに対し、中国では選挙期間中は反発する議論が多かったが、

当選が決まってからは友好関係の維持に努める言動が目立った。

（３）ロシアとの協調強化

米国の一極支配に反発するロシアとは、利害が共通する問題で協調関

係を強めた。特に、米国の軍事力に対するけん制と、国内の民族分離運

動への対策で共同歩調をとった。

2000年７月にプーチン大統領が訪中し、江沢民国家主席との間で「北

京宣言」に調印した。この宣言は、中ロが「戦略的な協力パートナーシ

ップ」を発展させ、多極化世界の実現や、覇権主義や「集団政治」への

反対を表明している。この集団政治とは、米国を中心とするNATOや日

米安保といった軍事同盟を指すとみられる。また、両首脳は弾道ミサイ

ル防衛（BMD）に「断固反対」する共同声明も発表した。

中ロは民族分離運動の問題でも、米国やヨーロッパ諸国とは一線を画

し、人権や民族自決権を国家主権より優先させる考え方への抵抗を見せ

た。欧米諸国の批判が強いチェチェン問題について、中国はロシアを明

確に支持し、ロシアは中国の台湾政策について強い支持を表明した。中

ロ両国に加えて、キルギスタン、タジキスタン、カザフスタンの５カ国

は、７月、いわゆる「上海ファイブ」会議をタジキスタンの首都ドゥシ

ャンベで開催した。首脳会談で取りまとめられた「ドゥシャンベ声明」

は、政治、外交、貿易、軍事など幅広い分野で５カ国が協力していくこ

とを確認し、「民族分裂主義、国際テロリズム、過激な宗教主義」など
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際、日本のODAが「中国の経済発展にとって重要な役割を果たしている」

と感謝の意を表明した。しかし、自民党外交部会などから厳しい意見が

出されたことを受けて、河野外相は唐家Q外交部長に対し、日本の経済

状況が厳しい中、中国の軍事費が高い伸びを示しているため、国内に対

中ODAの見直しを要求する厳しい意見があることを紹介した。さらに、

2000年が第４次対中円借款の最終年にあたることもあり、今後の対中

ODAの在り方を見直す方針を伝えた。７月には外務省に有識者による

「21世紀に向けた対中経済協力の在り方に関する懇談会」が発足し、12

月には提言をまとめ、対中援助の意義は重要だと認めながらも、日本の

ODAが「軍事力強化に結びつかないよう注意を払う必要がある」とし、

従来の支援額をそのまま継続するのではなく、個別案件ごとに審査する

方針を打ち出した。また、自民党も対中ODAを縮小する方向で検討を続

け、2001年度予算大蔵原案で政府援助は全体で３％削減された。しかし、

従来の対中ODAの縮小が検討された一方で、政府は本来アジア経済危機

の影響を受けた諸国を対象にしている特別円借款を中国に対して約172

億円供与することを10月６日に、閣議決定した。

これに対し中国側は、10月12日から訪日した朱鎔基総理が、森首相に

対し、「中日経済協力は両国の友好協力関係の重要な一部である」と強

調した。また、北京では10月８日、「日中経済協力20周年招待会」が催

され、呉儀国務委員が中国政府を代表して日本の中国経済建設に対する

協力と支持に感謝の意を表した。会には、自民、公明、保守の与党３党

の幹事長をはじめ約200人が出席し、翌９日の『人民日報』も会につい

て報じ、これまでの日本の経済援助の内容や金額を紹介した。河野外相

らは、中国側の姿勢に対して、「朱総理は非常に素直に感謝をされ、そ

の重要性について説明」したと述べ、中国側が日本の対中ODAを高く評

価し、今後広報を強化する旨の発言があったことを評価した。

歴史問題や経済問題で協調姿勢が示されたのとは対照的に、日本の軍

事的役割の増大や、防衛力の向上については警戒する論調が目立った。

そこには、「日米防衛協力のための指針」（日米ガイドライン）や、いわ
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求めていないと述べ、謝

罪を強要しない姿勢を示

した。これは、江沢民が

98年に訪日した際に、歴

史問題を強調し過ぎて、

日中間のほかの問題にま

で悪影響を及ぼしたこと

への反省であろう。朱鎔

基は３月、第９期全国人

民代表大会第３回会議に

おける政府活動報告の中で、「ごく少数の日本の極右勢力が中日関係を

妨げ、破壊していることを警戒しなければならない」と述べたが、これ

は歴史認識や軍国主義の問題に関しては、日本人全体を問題にするので

はなく、極右団体など日本の一部を問題視する姿勢を示したものといえ

よう。５月に来日した唐家Q外交部長も河野外相との会談で、「日本国

内の少数の右翼が発する雑音を妨げることに注意すべきだ」と右翼への

取り締まり強化を求めた。８月15日の靖国神社参拝についての報道も、

閣僚の参拝や当日の神社の様子を報じる一方で、市民による抗議集会の

様子を紹介した。軍の機関紙である『解放軍報』などは、日本の政府、

各政党が戦争の教訓と反省に立って、平和のために努力するとの声明を

発表したことや、反戦運動などについても報じ、全体的に現在の日本が

平和愛好的であると印象付ける内容になっている。

日本は、中国に対し99年度までに累積で約２兆6,883億円の経済援助

を行っている。しかし、これまで中国側からは、98年11月の日中共同宣

言などの中で経済協力に対する謝意が述べられてはいたものの、感謝の

意があまり明確に表明されてこなかった。それに加えて、近年中国の国

防費が増大していることなどに対し、日本の一部に不満が募っていた。

このような批判にこたえ、日本との関係を改善するために、2000年に中

国は数度にわたって謝意を表明した。唐家Q外交部長は５月に来日した
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思惑が一致したとみられる。これまでなぞに包まれたイメージが強かっ

た金正日総秘書が、初めて外交の表舞台へ出る場所に中国を選んだこと

は、中朝関係の緊密さを印象付けた。

韓国との関係では、４月に曽慶紅中央組織部長が訪韓して金大中大統

領と会談したほか、李
イ

廷彬
ジョンビン

外交通商部長官が訪中した。また、同じく４

月に李
イ

秀勇
ス ヨ ン

海軍参謀長が訪中し、傳全有総参謀長らと会談した。金正日

総秘書訪中を公表した２日後、江沢民主席に近いとみられる、中国共産

党政治局員の黄菊・上海市党委員会書記が韓国を訪れた。10月17日から

朱鎔基総理が韓国を公式訪問した。金正日の訪中は、韓国に対しても中

国の存在感を高め、中国の影響力増大につながったと見る向きが韓国に

はある。

南北首脳会談が実現した後、江沢民主席は金大中大統領と金正日総秘

書に、会談の成功を祝う書簡を送った。『人民日報』も「朝鮮民族の歴

史的握手」と題した評論を掲載し、南北会談と合意が「朝鮮半島と北東

アジアの平和と安定、世界の平和と安定に有利な環境と条件をつくった」

と高く評価した。中国外交部は、「会談は歴史的な意義を持つ重大事件」

であり、南北の「自主的かつ平和的な統一」を支持する声明を発表し

た。

このように中国が朝鮮半島の緊張緩和に向けた動きを支持しているの

は、当面自国の経済発展のために安定した国際環境を必要としているこ

とが大きい。そのために、朝鮮半島についても安定を望んでおり、南北

会談の実現を歓迎するとともに、米朝関係正常化に向けた動きにも歓迎

の意を表明している。当面は、南北両国および中国とも朝鮮半島の安定

と南北両国の共存という点で、利害が一致している。しかし、中長期的

に見ると、中国が朝鮮半島に対してどのような、戦略を持っているのか

は、定かではない。中国は、北朝鮮に対して、改革・開放政策を進める

よう促しているとされるが、韓国が望むほどの改革を容認するかどうか

は明らかではない。統一問題については、台湾問題との関連もあり民族

統一は原則的には当然支持している。しかし、どのような条件の下での
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ゆる周辺事態安全確保法の下、日本の軍事的役割が増大したとの認識が

背景にある。とりわけ、台湾問題に関して日本の軍事的役割が増し、

「中国統一に対する潜在的脅威となった」という見方もなされた。

また中国は、日本の『防衛白書』が、中国の弾道ミサイルの配備状況

や、中国海軍の艦艇や海洋調査船の活動状況について記述したことなど

に反発し、『解放軍報』などは、日本が「中国脅威論」を防衛力増強の

口実にしていると非難した。12月15日に決定された新中期防衛力整備計

画（新中期防）に対しては、サイバー攻撃への対処能力向上や空中給油

機・輸送機の導入に注目し、自衛隊の装備の大型化、パワープロジェク

ション能力の増大がさらに進んだとして、周辺諸国に脅威を与える、と

警戒する論調が目立った。一方、日本では、中国の軍事費の増大や、海

軍の情報収集船が日本を一周したこと、中国の海洋調査船が日本の排他

的経済水域（EEZ）などで活動を活発化させていることへの批判が高ま

った。この問題については、河野外相の訪中や朱総理が訪日した際にも

討議され、領有権が争われている海域で調査をする場合は事前通報をす

る取り決めを具体化する交渉が事務レベルで続けられた。

（５）南北首脳会談を歓迎

初の南北首脳会談を実現させた朝鮮半島に対して中国は、南北双方と

の良好な関係を維持し、朝鮮半島問題における影響力の強化を目指した

バランス外交を展開した。

北朝鮮との関係では、６月の南北首脳会談に先駆けて、５月、金
キム

正日
ジョンイル

・朝鮮労働党総秘書・国防委員会委員長が北京を非公式訪問し、江

沢民主席をはじめとする中国指導部と会談した。また金正日は中国のパ

ソコンメーカーや天安門を視察し、海外のメディアの前に姿を現した。

３月に金正日が平壌の中国大使館を訪れたのを皮切りに、中国と北朝鮮

は一連の会合を通じて、両国の関係を改善した。中朝関係は92年の中韓

国交正常化以来、冷めていたが、南北対話を前に中国の後ろ盾が欲しい

北朝鮮と、米朝関係の進展の前に朝鮮半島への影響力を増したい中国の
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リー群島の領有権は国家主権の問題である。中国はこの問題を、台湾問

題と同様に、数年前から「愛国主義教育」にもとり入れてきた。第２に、

この問題は海洋資源の問題でもある。スプラトリー群島周辺をはじめ、

南シナ海、東シナ海には、石油など天然資源が存在する可能性があり、

持続的な経済発展を可能とするために、中国にとってこれらの天然資源

を確保することが重要である。中国政府は2000年８月、21世紀に向けて

「海洋強国」となる目標を掲げ、海洋を持続的発展が可能な最後の空間

と位置付けた。そして第３に、スプラトリー群島は、中国の戦力投射の

基盤であると同時に、群島防衛という任務のために海軍力を整備すると

いう理由を軍に与えている。2000年には、中国がすでに実効支配してい

る岩
がん

礁
しょう

や環礁の施設向上などを図り、駐とん部隊の長期滞在のために生

活面での改善が行われていることが報じられた。そのうち２カ所には、

戦備、生活物資補給用のヘリポートを建設している。

漁業をめぐる対立もあった。１月には、ルソン島沖合約200キロにあ

るスカボロー礁（黄岩島）付近で中国の漁船６隻がサンゴを密漁してい

たとして、フィリピン政府が在フィリピン中国大使館に抗議した。抗議

の後も居座り続けている中国船に対し、フィリピン海軍の艦船は威嚇射

撃を行った。その一方で２月、フィリピンは米軍と４年ぶりに合同軍事

演習を行った。３月には、フィリピンのメルカド国防相が、フィリピン

が実効支配しているパガサ島周辺の領海に中国漁船が投
とう

錨
びょう

していること

を発表し、中国漁船による領海侵犯が激しくなっていることを指摘した。

５月には、フィリピン西部のパラワン島沖で、領海侵犯した中国漁船と

フィリピン国家警察のパトロール艇との間で銃撃戦が発生し、中国側船

員１人が死亡する事件も起きた。

中国とASEANは３月、南シナ海における「行動規範」について本格

的に協議するための作業部会を初めて開催した。依然として主張に隔た

りはあるものの、中国が初めて多国間交渉のテーブルに着いたことは注

目される。ASEAN案では、規範の適用範囲をスプラトリー群島とパラ

セル（西沙）群島とし、現在占有されていない島や環礁に新たに進出す
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統一を望んでいるのかは、明確でない。例えば、在韓米軍については、

原則的には反対している。しかし、統一後も在韓米軍を引き続き駐留さ

せたい意向を金大中が表明し、これに対して金正日が認知したような反

応を示したとされることに関して、特段批判はしていない。米軍の朝鮮

半島駐留の恒久化につながりかねないこの動きを、中国が認めているの

かは明らかでない。

（６）ASEANへの接近

従来、中国は一体としての東南アジア諸国連合（ASEAN）との関係

よりも、各加盟国との２国間関係を強化することを重視していた。その

背景には、ASEANに対する米国や日本の影響力が強いことや、集団と

してのASEANよりも、各加盟国との２国間の関係を進めたほうが交渉

で優位に立てるとの認識があった。しかし、96年に域外対話国となって

からは、徐々にASEANとの関係を深めてきた。2000年は、日本や韓国

とともにASEAN＋３外相会議に参加したほか、首脳会談にも参加した。

また、東南アジア諸国と領有権を争っている、スプラトリー（南沙）群

島海域の行動規範策定を目的としたASEAN＋中国の会議にも初めて参

加した。依然として、スプラトリー群島をめぐり各国と摩擦はあったも

のの、中国は以前に比べてASEANとの関係を重視する姿勢を見せた。

中国は、ASEANが日米、米韓同盟とともに、中国封じ込めの道具と

して使われることを警戒していた。しかし、日米韓との関係が安定する

とともに、各国の対中政策が「封じ込め」ではなく、「関与（エンゲー

ジメント）」で定着してきたことによって、中国側も以前より積極的に

ASEANとの関係を推進するようになった。さらに、アジア通貨危機に

よって、アジアにおける経済的な協力の重要性が認識されたことや、危

機に伴うASEANの影響力低下などが、中国に有利な形でASEANとの関

係推進を可能としていた。

ASEANとの間の最大の懸案事項は、スプラトリー群島の領有権問題

であるが、この問題で中国が譲歩することは難しい。第１に、スプラト
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民の影響力は高まっているといえよう。

中国は、2000年10月、98年以来２回目の国防白書である『2000年の

中国の国防』を発表した。2000年版は98年版と比較して、内容的には充

実してきており、国防政策や軍備の透明性の向上に配慮している様子が

うかがわれる。しかしながら、組織、編制の具体的内容、保有兵器の数

量等については依然抑制された記述となっていて不充分であり、今後と

も一層の透明性の向上が望まれる。

国防白書に記された「国際安全情勢」の基本的な認識に大きな変化は

ないが、NMDとTMD関連で米国を、「周辺事態法」関連で日本を、それ

ぞれ具体的に国名を挙げて批判している。また、台湾問題では、いわゆ

る２国論を打ち出した李登輝前総統を名指しで批判しているほか、台湾

への武器売却、TMDシステムに台湾を組み入れることで米国を、台湾を

周辺事態の範囲に入

れようとしていると

して日米を名指しし

て批判している。98

年版が細部項目で

「核兵器問題」とし

て記述していたもの

が「核兵器及びミサ

イル問題」に改めら

れており、中国の

NMD、TMDに対す

る懸念、危機感を色

濃く反映したものと

なっている。「安全

の情勢」の項と同様、

ここでも日米両国を

名指しで批判してい
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る行動を禁止し、現状凍結を目指している。これに対し中国案は、スプ

ラトリー群島近海で敵対的な軍事演習を慎み、漁船だ捕などを行わない

ことを求めているという。これには、フィリピンとの一連の事件と、米

比の合同演習をけん制する意味があるとみられる。８月、中国の大連で、

第２回目の作業部会が開かれ、ASEAN側は、軍事演習を事前通告する

との妥協案を提示したが、中国側は受け入れなかったという。中国外交

部のスポークスマンは、ASEAN側と中国側の提示した草案の差は縮ま

りつつあると、肯定的な見方を表明した。しかしその一方で、検討され

ている行動規範は、この地域の友好と安定を促進する政治的な文章であ

り、具体的な争議を解決する法的な文章ではないと強調した。さらに、

意見の一致を見ない主要な問題点は中国側にはないと述べ、妥協を拒否

する立場を表明した。

（１）思想と実力を重視

中国人民解放軍は、共産党にとって政権を実力で支える極めて重要な

存在である。2000年の中国では、その人民解放軍に対する思想的な引き

締めがいっそう強化された。共産党による「党の軍に対する絶対的指導

の堅持」が「軍魂」として強調されたのである。これは、99年来の「法

輪功」等による非共産党組織の活動が軍内にも相当大きな影響を与えた

からであろう。中国は89年の天安門事件後、軍に対する党の指導を強化

し、軍内の西側化、自由化の動きを防止する目的で、「軍隊非党化」、

｢軍隊非政治化｣、「軍隊国家化」批判を展開したことがあるが、2000年

にはこうした批判が再登場したのである。

他方、党中央軍事委員会は、2000年も前年と同様、人民解放軍の最高

階級である「上将」に16人を任命した。現在、人民解放軍の現役上将31

人のうち、30人が江沢民によって任命された者であり、軍に対する江沢
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表６―１　中国軍首脳の上将への昇任人事
氏　名

隗福臨

呉銓叙

銭樹根

熊光楷

唐天標

袁守芳

張樹田

周坤仁

李継耐

石雲生

楊懐慶

劉順堯

王祖訓

杜鉄環

廖錫龍

徐永清

現　　　職

副総参謀長

副総参謀長

副総参謀長

副総参謀長

総政治部副主任

総政治部副主任

総政治部副主任

総後勤部政治委員

総装備部政治委員

海軍司令員

海軍政治委員

空軍司令員

軍事科学院院長

北京軍区政治委員

成都軍区司令員

武装警察部隊政治委員

生　年

1938

1939

1939

1939

1940

1939

1939

1939

1942

1940

1939

1939

1936

1938

1940

1938

党内ポスト

◎

○

◎

○

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

（注１）党内ポストは◎が15期中央委員、○が15期中央委員候補を示す。
（出所）『人民日報』2000年６月22日などから作成。
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とり入れた訓練）を展開するよう通知を発したことが明らかとなった。

総参謀部はこれを受けて直ちに、99年１月には新年度の訓練任務として

「科技練兵」を掲げ、全軍規模で展開するよう指示した。この指示に基

づき、99～2000年にかけて解放軍は、シミュレーションやインターネッ

トを利用して訓練効率を高めたり、地上軍部隊の長距離機動訓練、連合

作戦能力の向上を目的とした海空共同訓練、空軍の夜間攻撃訓練などを

積極的に実施した。

戦術面では99年６月に「新３打３防」が打ち出され、「ハイテク条件

下の局地戦に打ち勝つ」ための具体的目標が示された。「３打３防」と

は、元来は78年に出された戦術であり、戦車、航空機、落下傘を打撃し、

核兵器、化学兵器、細菌兵器からの防御を意味した。これに対して「新

３打３防」は、ステルス航空機、巡航ミサイル、武装ヘリを打撃し、精

密打撃、近代的な偵察監視、電子妨害からの防御が目指され、湾岸戦争

やユーゴスラビア空爆等のハイテク戦を考慮に入れたものとなってい

る。実際の軍事訓練も「新３打３防」を意識したものが増加してきてお

り、電子戦に対する対抗、空軍対地攻撃機部隊による敵レーダーサイト

やミサイル陣地への攻撃、巡航ミサイルを想定したミサイル、高射砲に

よる打撃、対偵察の観点からの各種偽装訓練などが行われるようになっ

てきている。

2000年10月13日から16日まで、「科技練兵」、「新３打３防」活動を集

大成する大規模連合演習である「全軍科技練兵成果交流活動」が、北京

燕山地区、渤海湾海域、内蒙古地区、東北山間部（遼寧、吉林）の４カ

所で一斉に行われた。北京地区の演習場では、演習初日に江沢民主席が

部隊を検閲するとともに重要講話を行った。４日間にわたるこの演習に

は全軍区、全軍種・兵種から１万人以上が参加し、現場での実兵実弾演

習、インターネット上での対抗演習のほか理論交流なども行われた。

なお、2000年における一連の演習では、従来の「防御」主体の演習か

ら「攻撃」主体のものが増加してきているのも特徴である。地上軍部隊

の着上陸戦闘訓練をはじめ、空
くう

挺
てい

部隊の飛行場攻撃占拠訓練、装甲師団
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る。中国としては自国の核戦力を無力化する可能性があるNMD、TMD

計画をなんとしても阻止したいと考えているものと思われ、「これに対

し強く反対する」との姿勢を示している。「国防政策」の中では、仮に

中国が核攻撃を受ければ、「中国の報復的な核反撃を受けることになる」

と記述している。

（２）ハイテク局地戦への対応

中国は、冷戦後においても世界は決して安寧ではないとの情勢認識を

示している。覇権主義や強権政治が依然として存在し、軍事集団の拡大、

軍事同盟の強化が平和と安全に対して脅威となり、内戦と局地紛争が絶

えず生起しているというのである。さらに中国は、依然として西側敵対

勢力が中国を「西側化」、「分裂化」する企図を有しているとして、西側

によるいわゆる「和平演変」に対する警戒感を抱いている。このため中

国は、侵略を防止し、社会主義体制を守護し、国家の主権、祖国の統一、

領土および領海・海洋権益を確保するためには「強大な国防」が不可欠

であるとして、国防の近代化を進めてきている。

人民解放軍は85年に、「大戦重視」から「局地戦重視」への戦略転換

を行ったが、冷戦後の情勢に対応させるべく93年に再び戦略転換を行っ

た。中央軍事委員会によって決定されたこの新戦略は、「新時期の軍事

戦略方針」と位置付けられ、単なる「一般的な局地戦」重視から「ハイ

テク条件下の局地戦」重視への転換を強調しており、湾岸戦争を意識し

たものとなっている。

この新戦略に基づき、この数年間、人民解放軍はハイテク局地戦への

対応努力を続けている。軍隊建設面では97年、これまでの単に「質を重

視」する方針から、「数的規模型から質的効能型へ、人力密集型から科

学技術密集型へ」の方針転換（「２つの根本的転換」）を行った。さらに

98年秋には、中央軍事委員会が「ハイテク条件下の局地戦に打ち勝つ」

ために、江沢民主席の「科技強軍戦略思想」（科学技術による強力な軍

隊の建設）を貫徹し、この戦略思想に基づき「科技練兵」（科学技術を
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たとは考えにくい。

今回の削減は、85年の100万人削減のような大幅な部隊改編は伴わな

かったようだが、体制、編成の部分的な改編は行われたようである。解

放軍は99年以来、軍の教育機関の改革や3軍聯
れん

勤体制への移行を進めて

きたほか、陸軍の集団軍の一部や海、空軍の編制部隊を解体したようで

ある。

これまで判明したところによれば、50万人の削減人員の内訳は幹部

20.3万人、下士官・兵10万人の計30.3万人である。残りの17.7万人につ

いては削減ではなく、兵役法の改正（陸３年、海空４年を一律２年に変

更）による徴兵人員の繰り上げ除隊や、98年度以降の徴兵人員の採用枠

を縮小することによって調整したのではないかとみられる。

兵員の削減とともに、人民解放軍は後方支援体制の改革にも乗り出し

た。2000年７月31日の建軍節レセプションで祝辞を述べた遅浩田国防部

長は、「後勤改革が着実に進展し、３軍聯勤体制が正式にスタートした」

と述べた。「後勤」とは「後方勤務」の略語であり、物資、経費、設備、

技術、輸送、医療等の後方支援業務全般を意味する、いわゆる「兵たん」

に相当するものである。また、「３軍聯勤」とは「陸、海、空３軍聯合

後方勤務」の略語であり、従来は各軍種がそれぞれ行っていた後方支援

を３軍統合の形で実施することで、効率を向上させることが目的であ

る。

この聯勤体制は、50年代、70年代、80年代において分野と地域を指定

して試行されてきた。こうした経験を踏まえて、90年には、『解放軍報』

に「３軍聯勤の若干の考察」と題する論文が掲載され、「陸、海、空３

軍は基本的にそれぞれが垂直的組織系統により後方支援体制を構築して

おり、近代戦の統合性、総合性から見て現行の体制は不適切である。こ

れを解消するには３軍聯勤体制の構築を改革の前面に打ち出さなければ

ならない」として、後方支援体制の改革の緊急性が指摘されていた。そ

の後、98年12月には、各大軍区の後勤部が聯勤部へ名称を変更したこと

が明らかとなっていた。
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による敵地上軍部隊に対する先制攻撃訓練、海軍陸戦隊の渡海上陸・島

しょ攻撃訓練などが実施された。恐らくこれは、99年の李登輝総統によ

る「２国論」発言や、陳水扁新総統の「統一は台湾の唯一の選択肢では

ない」との発言等を多分に意識して実施されたものと思われ、台湾独立

を軍事的にけん制しようとの意図もあるだろう。

一方、中国は「情報戦」に対する関心も強めている。例えば、通信指

揮学院には99年、重点部隊幹部と全軍院校の軍事指揮教員を対象とした

「情報戦理論養成班」が設けられた。また、「『制情報権』がなければ制

海権や制空権を語ることはできないし、作戦の主導権を獲得することも

非常に困難となる」との認識の下で、「中国軍のC4ISRシステムを発展

させるとともに、電子戦装備やコンピューターネットに対する攻撃手段

や電磁波衝撃弾、指向性兵器などの電子攻撃兵器の開発を積極的に推進

させなければならない」と主張する論調も見られた。これを裏付けるよ

うに、コンピューターネットへのハッカー攻撃に対する攻防戦を、軍事

訓練の緊急課題にしてきているようでもある。こうした動きは、米国が

進める「軍事における革命」（RMA）を相当意識したものとみることも

できる。

（３）組織の見直し

人民解放軍のハイテク化、少数精鋭化をいっそう進めるために、97年

９月の第15回中国共産党大会で「今後３年間をかけて50万人の兵員を削

減する計画」が打ち出された。この兵力削減計画に関しては、2000年３

月、全人代の人民解放軍代表団の全体会議で江沢民が、「現在、われわ

れは全世界に対して、99年末までに兵員50万人の削減任務がすでに完遂

したことを宣言することができる」と述べ、その完了を宣言していた。

しかし、2000年の７月には、軍幹部の地方への転業工作が継続している

ことが報道され、また、削減兵員の受け皿になるとみられる地方の政府

関係機関や国有企業も人員削減を含む改革を実施しており、転業幹部の

受け入れが容易ではないことから、99年末までに兵力削減計画が完了し
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隻の購入が伝えられていたソブレメンヌイ級駆逐艦については、その１

番艦が2000年２月までに中国に到着し、「杭州」と命名され東海艦隊に

配備された模様である。また、２番艦については、11月25日にサンクト

ペテルブルクの造船所で中国側に引き渡されたようである。ソブレメン

ヌイ級については、さらに２隻を追加購入するとの情報もある。

このほか、99年には60機のロシア製Su‐30戦闘機や、地対空、艦対

空、対レーダー、潜対艦の各種ミサイル等をロシアから導入した可能性

も指摘されている。なお、中国が導入を計画していたイスラエル製早期

警戒システム「ファルコン」は、台湾海峡の軍事バランスの変化を懸念

する米国の圧力もあって、2000年７月にイスラエルによって売却中止が

通告された。

また、戦略兵器については、99年８月に、射程8,000キロメートル、

固体燃料の東風31号とみられる長距離ミサイルの試射に成功したことを

発表した。さらに、米国防省は2000年12月12日、中国が同型のミサイル

を11月４日にも試射を行ったと発表した。また、新型の弾道ミサイル搭

載原子力潜水艦（SSBN）である094型の建造が開始されたと伝えられた

ものの、その詳細は不明である。

（５）重視される軍事交流

中国は、各国との相互理解の増進、友好関係の発展などの観点から、

軍事交流を重視しており、軍事技術、科学研究、教育、管理、文化、医

療衛生等の広範な分野において交流と協力を進めている。2000年も、米、

ロ、日、欧の主要国をはじめ、中東や第３世界諸国との間で活発な軍事

交流が行われた。

米国との間では、99年５月の在ユーゴラビア中国大使館誤爆事件を契

機として、軍事交流が中断していたが、2000年１月末に米中国防省第３

回協議に出席するため熊光楷副総参謀長が訪中したことで再開した。４

月には石雲生海軍司令員、６月には梁光烈南京軍区司令員、８月には王

祖訓軍事科学院院長、10月には于永波総政治部主任がそれぞれ訪米した。
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このように、解放軍は約半世紀をかけて後勤体制の改革、聯勤体制の

構築を考慮しており、これまでの少数精鋭化、機構簡素化の過程でもそ

の改革が模索されていたが、後方支援任務の複雑性、広範性が改革の障

害になってきた。また、後勤系統は、独自に資金を運用できることや、

企業経営や商業活動等を手広く行っていたことから、それぞれのセクシ

ョンにおいて既得権益を享受できる仕組みが存在しており、これも改革

を遅らせる原因だったと考えられる。今回、聯勤体制へ移行することが

できた要因としては、98年７月に、軍の「経済、商業活動」が禁止され

たことが挙げられる。この措置により、軍による各種の企業経営、ホテ

ル等の商業活動が、地方政府等に移管もしくは清算されることになり、

既得権益をある程度軍から切り離すことに成功したのだろう。この禁止

措置については、2000年３月には基本的に所期の目的を達成したことが

明らかにされている。

（４）装備の近代化

人民解放軍は、航空機、艦艇、潜水艦、各種ミサイルの近代化を重点

的に進めているようである。これらは、単に抑止力、防御力の向上を目

指したものではなく、装備の近代化が著しい台湾軍を相当意識したもの

であろう。独自開発では短期間に追いつけない分野の装備を、ロシア等

の諸外国から購入することによって、攻撃力、抑止力を高めるとともに、

中台の軍事バランスを維持しようとする意図がうかがえる。他方、これ

らの近代的軍事力は、領有権問題のあるスプラトリー群島海域において

も威力を発揮することが可能であることから、関係各国にとっても無視

できない存在になっている。

人民解放軍は、この数年間にロシアから、Su-27戦闘機を48機、キロ

級潜水艦を４隻、S-300地対空ミサイルを８個大隊分導入した模様であ

る。Su-27戦闘機については瀋陽飛行機製造公司ですでにライセンス生

産が始まり、今後十数年間で最大200機が生産され、キロ級潜水艦につ

いてはさらに１隻を追加購入するといわれている。また、ロシアから２
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2001年には解放軍空軍司令員が訪中することで合意した。11月に、日中

防衛次官級協議のために訪日した熊光楷副総参謀長は、佐藤防衛事務次

官との間で2001年に中国艦艇を日本に寄港させることで合意したほか、

防衛研究所で中国の国防政策に関する講演を行った。

（６）中国艦船の東シナ海、日本周辺での活動

日中間の軍事交流が進む一方で、中国側に懸念すべき動向も見られた。

日本周辺における中国艦船の活動の活発化である。中国は、東シナ海の

海底資源が有望視されたことを受けて、74年以来、同海域における海洋

調査を実施してきている。日本は日中中間線をもって排他的経済水域

（EEZ）の境界線としているが、特に、95年以降は日中中間線を越えた

EEZ内での海洋調査、海底油田の試掘などを行ってきているほか、海洋

調査と称して尖閣諸島周辺の

領海への進入などを繰り返し

ている。日本のEEZでの海洋

調査等の活動は98年が16件、

99年が30件であり、2000年

には24件であった。2000年

に関しては、９月15日から両

国政府による調査船活動事前

通報協議が始まったこともあ

って、９月５日を最後に、EEZ

内での活動は確認されていな

い。

こうした海洋調査船の日中

中間線を越えた活動の増加に

ついては、純然たる海洋資源

調査という目的のほか、同海

域における各種の活動を既成
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米国からは、２月にブレア

太平洋軍司令官、７月には

コーエン国防長官、８月に

はファーゴ太平洋艦隊司令

官、11月にはシェルトン統

合参謀本部議長がそれぞれ

訪中した。また、米海軍ミ

サイル巡洋艦チャンセラー

ズビルが青島を訪問し、中

国海軍の新鋭駆逐艦と総合

補給艦がパールハーバーとシアトルを訪問した。

ロシアとの軍事交流は、６月に徐才厚軍事委委員・総政治部常務副主

任が率いる人民解放軍友好代表団が訪ロし、７月にはプーチン大統領の

訪中に伴いセルゲーエフ国防相が訪中した。相互訪問回数は少ないもの

の、３月にはカザフスタンで、中国とロシア、カザフスタン、キルギス

タン、タジキスタンによる第１回５カ国国防相会議が開催され、世界と

地域の安全保障環境や軍事分野での信頼醸成などについて意見交換を行

い、共同声明を発表した。

中朝間の軍事交流は、６月に金
キム

鎰P
イルチョル

北朝鮮国防委員会副委員長・人民

武力部長が、７月に韓
ハン

元和
ウォンファ

軍団副司令官を団長とする朝鮮人民軍友好参

観団が訪中し、中国側からは遅浩田国防部長が10月に訪朝した。他方、

中韓間では、１月に遅浩田国防部長が訪韓し、韓国側からは４月に李
イ

秀
ス

勇
ヨン

海軍参謀長が、８月には●
チョ

�永吉
ヨンギル

合同参謀本部議長が訪中した。中国は、

南北朝鮮との軍事交流においてバランスの確保に気を使っているようで

ある。

日本との交流では、98年の中国国防部長と防衛庁長官の相互訪問以降、

比較的良好な関係にあり、2000年４月には傅全有総参謀長が訪日し、６

月には藤縄統幕議長の訪中が実現した。さらに同月には第７回日中安保

対話が北京で開催された。また、10月には航空幕僚長が初めて訪中し、
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中国の情報収集艦「東調２３２」（上）と「海冰７２３」（下）

防衛研究所で講演する熊光楷人民解放軍副総参謀長（２０００
年１１月２日、東京）
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事実化するとともに、日本と主張が競合するEEZおよび大陸棚の境界を、

中国にとって有利な形で設定しようとの意図が背景にあるだろう。

東シナ海における日本のEEZでは、これらの海洋調査船等による活動

に加え、99年からは、複数の海軍戦闘艦艇等による活動も行われるよう

になってきている。この海域における海軍艦艇の活動としては、99年に

2回、2000年は３回の活動を行ったことが確認されており、やはり増加

傾向にあるといえる。中国は80年代中期に、海軍戦略を「沿岸防御」か

ら「近海防御」に転換した。これに伴う艦艇の大型化、近代化を背景と

して、海軍艦艇の遠方海域における展開能力、作戦能力を向上させるこ

とが、こうした海軍艦艇の活動の目的であるとみられる。

このほか中国は、日本の「周辺事態安全確保法」の成立にいたる96年

以来の日米安保体制の強化に警戒を強め、特に日米が「台湾を周辺事態

の範囲の中に組み入れようと企図している」との懸念を表明している。

中国は、周辺事態の範囲に台湾を組み込むことに反対する意思を明確に

するために、東シナ海に海軍艦艇を展開させたと見ることもできる。さ

らに、日本や台湾によるTMDの導入や、新総統の誕生で独立色を強めか

ねない台湾を軍事的にけん制することも理由と思われる。また、海洋調

査船に加え、海軍艦艇が進出してきたことで、今後、これら艦艇に対す

る航空支援のため海空軍の航空機等による活動が同海域において活発化

することも予想されるため、その動向には注意を要する。

2000年５月から６月にかけて、中国海軍の砕氷艦兼情報収集艦「海冰

723」が対馬海峡付近で活動した後、日本海を北上して津軽海峡を１回

半往復し、太平洋側を南下して房総半島、四国沖、奄美大島沖を経由し

て、ほぼ日本を一周しつつ各種の情報収集活動を行ったとみられる航海

を行った。また、７月には中国海軍のミサイル観測支援艦兼情報収集艦

「東調232」が、愛知県伊良湖岬沖および紀伊半島南方で活動したことも

確認された。近年、中国の海洋調査船や海軍艦艇による日本のEEZにお

ける活動が増加傾向にある中で、情報収集艦によるこの種の活動が日本

近海において行われたことが注目された。
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沖縄�

国家海洋局船舶等：�

海 軍 艦 艇 ：　� 活動海域：　�

（おおよその場所）�

尖閣�

宮古島�

5/14～6/5�
海冰723

6/12�
艦艇3隻�

4/19、6/9、8/22�
中国海監18

3/9�
艦艇5隻�

2/4�
東調232

7/12～23�
東調232

6/6�
科学一号�

7/17�
大洋一号�

4/22�
艦艇4隻�

7/22�
海洋4

5/19�
大洋一号�

4/21、6/2�
奮斗7

6/28、8/3�
大洋一号�

7/26、8/3�
東方紅2

8/3�
中国海監49

日本海�

情報収集船海冰723の行動概要�

中国�

北朝鮮�

太平洋�
東シナ海�

奄
美
大
島�

5月14日～20日頃�
頻繁に往復�

5月23日～28日頃�
往復�

5月30日頃�
往復�

6月4日頃�
往復�

6月5日�

中
間
線
�

図６―１　東シナ海における中国艦艇の活動（2000年）

（出所）海上自衛隊公表資料等を基に作成。
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歩党（民進党）から立候補

した陳水扁・前台北市長が

当選した。この結果、台湾

で50年以上にわたり政権の

座にあった中国国民党（国

民党）から民進党への政権

交代が実現した。だが、与

党となった民進党には人材

や経験が不足しており、ま

た国会に相当する立法院で

は少数与党でしかない。陳水扁は「全民政府」を標
ひょう

榜
ぼう

し、立法院で過半

数を占める野党と協力関係を模索したが、政局の混乱を招くなど、多く

の課題に直面した。

５月20日、総統就任式が行われ、第10代総統に陳水扁が就任した。彼

は就任演説で、「中華民国憲法を守り主権を確保する決意」を表明する

一方で、中台（両岸）関係について、「中国が武力を行使しなければ、

1台湾の独立を宣言しない、2『２国論』を憲法に入れない、3統一か

独立かの住民投票を行わない、4国号を変えない、5国家統一綱領を廃

止しない」（「５つのしない」）と演説し、中国を過度に刺激しないよう

配慮した。台湾の世論調査によると、８割近くがこの就任演説に満足し、

中国も激しい反発を示さなかった。

陳水扁は新内閣の組閣にあたり、前国防部長で国民党員の唐飛を行政

院長に指名したほか、残り44（兼任３）の閣僚ポストのうち10ポストに

国民党の人材を配置するなど、前政権の人材を多く登用した。陳水扁は、

新政権を全台湾から人材を結集した「全民政府」と位置付け、党派を超

えた民意を代表する姿勢を示した。だが、「全民政府」は立法院との関

係で苦境を強いられている。与党となった民進党は、立法院では225議

席のうちわずか３割の68議席しか占めない少数与党である。それゆえに、

過半数を占める野党の国民党や親民党などの抵抗で議会運営が思うよう
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中国は、最近の日米安保体制強化の動向に関連して、1防衛重点を周

辺地域の多元的脅威への対処に変化させた、2日本が、米国がアジア地

域において軍事行動を起こすうえでの共犯者へ完全に変質した、3日本

が米軍のために作戦、情報および後方支援という軍事協力を提供するこ

とは、過去の米国の保護を受けるという状態から米軍の行動に参与する

ことへの転換である、4米国がその覇権的地位を維持するために日本と

の軍事同盟関係をさらに強化し、日本が米国との軍事同盟関係の力を借

りて軍事大国への歩みを加速している等の論調を繰り返している。これ

らの論調に見られるとおり、中国は、今後日米両国が軍事面で積極的な

行動に出る可能性をかなり懸念しているようである。

今回、日本近海に出没した情報収集艦は主として自衛隊、在日米軍に

関する電波、電子情報の収集を行ったとみられるほか、1今後の情報収

集活動に資するための慣熟訓練の一環、2潜水艦作戦など軍事目的のた

めの海洋調査（水深、水温、潮流、海底地形等）であったことなども考

えられる。また、今回の活動は、自衛隊、在日米軍に対するけん制、日

本政府、世論および自衛隊の対応の見極めなども目的にしていた可能性

も考えられる。

他方、各国の軍隊にとって情報収集活動は平時における重要な任務で

あり、海軍艦艇が周辺国等の軍事動向に関心を持つのも必然である。こ

のことから、中国海軍の艦艇が日本に対する情報収集とみられる活動を

実施し始めたことは、教育訓練や装備の近代化と同様に、海軍の情報収

集能力を向上させることを目的とした情報戦分野における近代化の一環

であると位置付けることもできる。

（１）陳水扁政権の誕生

2000年３月、台湾で総統選挙が行われ、独立を党綱領に掲げる民主進
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台湾総統選挙に勝利した陳水扁（２０００年３月１８日、台北）
（ロイター＝共同通信）

4 新政権が発足した台湾4 新政権が発足した台湾

D-東ア戦略概観/125-170/6章  01.3.1 7:32 PM  ページ 156



たされた。

対外関係では、中国の外交攻勢によって、台湾は国際社会における

「生存空間」を徐々に狭められてきている。こうした状況の下で、台湾

は活動範囲を広げ、台湾の存在を世界に誇示すべく諸外国との関係構築

に努力を続けている。８月、陳水扁は総統に就任後初の外遊として、中

米およびアフリカの６カ国を歴訪した。途中、中国の反発を振り切って

米国を経由し、約２週間にわたり、台湾と外交関係がある諸国との関係

強化を図った。現在、台湾が国交を持つ国は29カ国で、そのうち中南米

が14カ国、アフリカが８カ国である。中国は、陳水扁の中米・アフリカ

歴訪を、李登輝が進めた「金銭外交」の継承と批判したが、陳水扁は帰

国後、実務外交によって国際活動の場を開拓し、国際社会に台湾の存在

を知らしめたと成果を強調した。また、台湾が国連やその付属機関とい

った国際組織への加盟を求めるには、総統が自ら出向くべきであると述

べ、元首外交の重要性も主張した。８月初め、台湾と国交を有するセネ

ガル、グレナダなど12カ国が、国連で台湾加盟を求める提案を行った。

中国は強い反対を表明したが、台湾の国連加盟を求める提案は、93年か

ら毎年提出されている。国際的な活動の場を求めて、台湾は民主化を達

成した自らの存在を強く国際社会に誇示しようと努めている。

（２）新体制に移行する台湾軍

陳水扁は総統就任直後、台湾防衛の第一線である金門島を訪れ、内外

に総統として３軍を統帥したことを誇示するとともに、台湾の防衛を最

重視する姿勢を強く示した。新国防部長に伍世文・前国防部副部長が就

任し、引き続き軍の精鋭化を推進した。これまで５年間にわたって進め

られてきた「精実案」と呼ばれる軍改革が年内に終了する見通しとなり、

これによって火力と機動力を備えた即応性の高い台湾軍が再編を終える

こととなった。しかし、一方では、台湾軍がフランスから購入した兵器

装備に関連して軍高官が汚職に関係したというスキャンダルが明るみに

出るなど、軍が抱えている問題も少なくない。
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に進んでいない。７月末には、

増水した川に取り残された４人

の作業員の救出失敗（八掌渓事

件）をめぐり、陳政権は立法院

で厳しく批判された。

そうした中で、建設中の第４

原子力発電所の建設の是非をめ

ぐり、「全民政府」は大きな危

機に直面した。民進党は野党時

代から反原発を掲げており、与

党になってもこの政策を捨てる

わけにいかなかった。９月末、

台湾経済部（通産省に相当）が

第４原発の建設を中止する報告書を唐飛行政院長に提出した。唐飛は建

設継続を主張し、建設中止を求める民進党や陳水扁との対立を深めた。

双方の意見の違いは埋まらず、結局、唐飛は健康不良を理由として行政

院長を辞任した。後任の行政院長には与党民進党から張俊雄が就任し、

発足４カ月あまりで「全民政府」は大きくつまずいた。

陳水扁は就任以来高い支持率を維持してきたが、八掌渓事件や唐飛行

政院長辞任などによって、支持率が低下した。陳水扁政権の支持率は、

就任時は78％であったが、八掌渓事件で53％に下落し、さらに唐行政院

長辞任後では43％に急落している。第４原発の建設中止には半数以上の

国民が反対しており、野党はこの問題で陳政権への攻撃を強めた。11月

には、立法院で総統を罷免する手続きを定めた法律が成立し、与野党は

総統の罷免をめぐって厳しく対立した。だが、時間がたつにつれ建設中

止を支持する住民が増加し、また、反対した野党自身もいったんは反陳

政権で結束したかに見られたものの、それぞれの党派の思惑や７割近く

の住民が罷免に反対するなどして政治的混乱が続いた。これに連動する

ように株価が下落し、経済にも影響が出始め、陳政権は大きな試練に立

158

民進党�
68

国民党�
115

親民党�
17

新党 9
諸派 7

欠議席 4無所属 5 単位：議席数�

総議席数�
225

図６―２　台湾立法院の勢力図
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軍備競争は従来の量から質に転換し、中国の軍事力は数年後に台湾を上

回る可能性があると指摘した。また、台湾に対する武力侵攻の様式が、

今後ますます多様化するであろうとも指摘している。こうした中国軍の

近代化が推進される一方、台湾軍の予算は年々減少し、質の優勢が失わ

れかねないために、合理的な国防予算を確保する必要性があることも強

調している。

同白書は、台湾の対岸に約400基の弾道ミサイルが配備されていると

し、中でも射程300キロメートルの東風11号（M-11）や射程600キロメ

ートルの東風15号（M-9）の短距離弾道ミサイルを最大の脅威としてと

らえている。また、弾道ミサイルの配備は今後も増加し、2005年までに

は600基まで増加すると指摘している。この白書で、台湾の国防戦略が

「防衛固守、有効抑止」から「有効抑止、防衛固守」に変更された。こ

れは、陳水扁が陸軍士官学校で将来の建軍方向として示した「境外決戦」

思想（台湾に対する侵攻を台湾本土で食い止めるのではなく、本土に至

る以前に海上などにおいて阻止しようとする考え方）を反映したものと

みられる。

台湾軍は、97年から「精実案」と称する兵力見直し改革を行っており、

2000年９月初めには、一部の指揮幕僚機構を除き大部分が終了し、残り

も年内にほぼ完成するものとみられる。「精実案」は、総兵力を45万人

から40万人まで削減し、「小・精・強」（少数精鋭で戦力強化）の軍隊へ

の再編を目指すものである。2000年１月、これまで台湾軍の隷下にあっ

た海岸巡防司令部（１万8,000人）が軍から行政院に移管し、その結果

総兵力が38万人余となり、予定よりもさらに兵力削減が推進された。

陸軍兵力は19万人余で、従来の師団編成から、火力と機動力を強化し

た連合兵種旅団に再編され、敵の侵攻を阻止する任務の部隊と、上陸し

た敵を撃滅する任務の部隊で構成されている。主たる装備はM60A3戦車、

M48H戦車、M109A5自走砲、AH-１W攻撃ヘリなどである。

海軍は水陸両用作戦を行う陸戦隊を含み兵力５万人余で、ミサイル駆

逐艦やミサイルフリゲートなどを装備している。６月初めに、米国から
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国防部は８月、２年ぶりに『中華民国89年国防報告書』（『2000年版国

防白書』に相当）を発表し、中国軍の現状や侵攻予想兵力を分析すると

ともに、これに対する台湾の国防体制について明らかにした。特に白書

は中国の台湾に対するミサイル脅威を強く指摘した。

３軍の統帥者に就任した陳水扁は、まず金門島で、全国民・同胞に対

して「国家の安全なくして尊厳や主権などありえない」と強調し、国家

安全を重視することを宣言した。また、６月から各軍部隊の視察を開始

するとともに、同月末には61人の将軍の昇級を批准し、台湾軍の士気高

揚と全軍の掌握に力を注いだ。

陳水扁は６月中旬、陸軍士官学校で行われた建校76周年の式典に参加

し、伝統ある「黄埔精神」の発揚を強く求めた。ついで同月下旬には、

初の軍事会談を開き、台湾の国防体制や防衛作戦能力、両岸情勢などに

関し国防部からの報告を受けて、台湾の国防体制の現状把握に努めた。

さらに７月に入り、陳水扁は空軍の台南基地で行われた国産の経国号戦

闘機（IDF）を装備する航空団443連隊の編成完結式に出席し、戦力を

さらに向上させ台湾海峡の制空権を有効に掌握するよう要求した。また、

海軍の左営基地において実施された「旭海」艦隊編成式にも出席し、当

地の市民も含め国民の海軍への支持や、国防建設に対する理解を求め

た。

陳水扁は、こうした一連の陸海空軍の重要な式典を通じて台湾防衛の

重要性を訴えるとともに、３軍の統帥者として軍の精強化を強く求めた。

８月末から始まった、３軍連合作戦演習「漢光16号演習」にも積極的に

参加し、台湾軍の指揮中枢である南山衡山指揮所で、台湾軍が繰り広げ

る指揮所演習を直接視察した。この指揮所演習では、サイバー攻撃に対

する台湾軍の能力検証に重点が置かれ、2000種類もあるとされるコンピ

ューターウイルスを使用した対抗方式のサイバー作戦が実施された。こ

の演習には総統以下のトップ閣僚が初めて参加し、従来になく規模が大

きい演習となった。

台湾の2000年版国防白書は、中国軍の近代化の進展に伴い、中台間の

160

D-東ア戦略概観/125-170/6章  01.3.1 7:32 PM  ページ 160



却は見送られた。承認されたのは、前年の協議ですでに決定していた長

距離警戒レーダーPAVEPAWS（ペイブ・ポーズ）、改良型赤外線誘導マ

ーベリック空対地（艦）ミサイル、中距離空対空ミサイル（AMRAAM）

と後方支援および訓練などの装備である。ただし、イージス艦などつい

ては次年度以降、台湾の海上防衛の必要性を考慮して検討するとしてい

る。12月、英軍事専門誌『ジェーン・ディフェンス・ウィークリー』は

これに代わりキッド級駆逐艦４隻の購入について米軍と交渉中であると

伝えるなど、イージス艦に代わる装備を求めているようである。

このほか、国防に関する幾つかの改革も行われた。１月、立法院は

「国防法」を制定して、軍令・軍政の一元化を図り、軍に対する国民党

の指導制度を正式に廃止した。かつては国民党の軍隊だった台湾軍は、

李登輝時代に国軍への転換を進めてきたが、「国防法」によって台湾軍

が国軍として正式に再編され、法律上もシビリアン･コントロールが確

立したといえる。さらに５月には、義務兵役の一部を社会奉仕にあてる

代替兵役の受け付けが始まった。2000年は、抽選によって5,000人の代

替兵役を予定し、火災消火などの消防役、災害救助などの社会奉仕役、

環境保全（保護）役、メディカル支援役などの分野で、22カ月にわたる

代替義務が課せられる。また同じく５月、台湾軍は軍の最高学府となる

国防大学を発足させた。これは、将来の国防力を発展・強化するための

優秀な人材を養成することを目指して、陸海空３軍大学および中正理工

学院、国防管理学院などを併合して設立したものである。

（１）「１つの中国」原則をめぐる応酬

99年７月の李登輝前総統による、中国と台湾の関係は「特殊な国と国

との関係」（「２国論」）という発言以来、両岸の対話は中断し、台湾の

政権が交代した後も再開のめどはついていない。中国側は台湾が「１つ
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リースされたアンカレッジ級ドッグ式揚陸艦１隻が引き渡された。これ

は高速で大部隊を輸送する能力があり、水陸両用作戦では大きな力を発

揮する揚陸艦である。さらに７月には、米国から購入したS-70C（M)-２

対潜水艦ヘリ３機が台湾に引き渡された。この対潜ヘリはすでに10機導

入されており、この３機を含め、あと11機が引き渡される予定である。

空軍は兵力５万人余で、主たる装備は60機のミラージュ2000-5戦闘機、

150機のF-16A/B戦闘機、130機の経国号戦闘機（IDF）からなり、IDF戦

闘機は７月の航空団443連隊の編成完結をもって部隊編成を終えている。

陳総統は７月、今後５年以内に中国空軍が台湾海峡における大きな脅威

になり得ると指摘し、侵攻を抑止するためのカギとなる空軍は、新たな

次世代戦闘機の準備を始める必要があると強調した。中国が航続距離の

長いSu-27SK戦闘機や新たにSu-30戦闘機を装備しようと動き始めてお

り、これに対応するために、台湾軍は2000年末からIDF戦闘機の能力向

上を７年計画で進める予定である。

その一方、空軍が抱える問題も少なくない。台湾紙『聯合報』による

と、戦力のかなめともいえる戦闘機のパイロットが不足しているようで

ある。とりわけ、第一線部隊に配備されたF-16A/B戦闘機やミラージュ

2000-5戦闘機のパイロット不足が深刻な問題であり、訓練事故や高齢化

が進んだことによってパイロットの数が減少したことや、新たな要員の

訓練や養成に多くの時間を必要とすることなどが原因とされる。訓練時

間の不足は、99年の李登輝前総統による「特殊な国と国の関係」（２国

論）発言以来、中国空軍機が台湾海峡での行動を活発化させたため、訓

練を減らして常時警戒態勢を維持しているからといわれる。現在、IDF

戦闘機のパイロットの欠員問題は解決されつつあるといわれるが、空軍

戦力を維持するうえで、パイロットの不足は台湾空軍の大きな弱点とい

える。

台湾軍は装備の大部分を米国に依存している。毎年４月、米台は武器

購入に関する年次協議を実施しているが、2000年の協議では、中国のミ

サイル脅威に対応するため海軍が要求していたイージス艦などの兵器売
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張し、仮に共通認識があったとすれば「１つの中国は各自が口頭で表述

する」ことであり、中国の主張するような共通認識はなかったと反論し

た。

中国は８月、中共中央台湾工作弁公室の指導部を刷新した。副主任に

は米ハーバード大学への留学経験を持つ周明偉（45歳）や、台湾問題に

精通した解放軍情報参謀の王在希（53歳）少将を登用するなど、優秀な

人材を配置した。特に、国際感覚を身につけた海外留学経験のある幹部

や、専門知識に習熟した幹部を中心に人事調整を進めているようである。

９月には、台湾情勢の研究強化を目的に、各界から専門家を集めた「海

峡両岸関係研究センター」を北京に設立し、名誉主任に中国側の交流窓

口「海峡両岸関係協会」（海協会）会長の汪道涵が就任した。このよう

な動きは、中国がより多角的に台湾政策を検討し直し始めたことを意味

していよう。

中国は、陳水扁と立場を異にする勢力への接近を強め、陳政権に揺さ

ぶりをかけた。台湾の巨大野党や実業家を中国に招き、彼らを取り込む

ことで陳政権を弱体化、孤立化させようというのである。国民党、親民

党、新党の代表団が続々と大陸を訪問し、11月には野党第１党の呉伯雄

国民党副主席が中国を訪問し、銭其Rと会談するなど、すでに３分の１

以上の立法院議員が中国の招待を受けた。さらに中国は、台湾の政権政

党である民進党にも接近し、党首の謝長廷高雄市長の訪中を画策し、11

月にはかつて民進党主席を務めた許信良も招かれた。８月末、親民党の

代表団と会談した銭其Rが「世界にはただ１つの中国があり、大陸と台

湾はともに１つの中国に属している」と発言した。中国はこれまで台湾

を中国の１地方として扱ってきたが、この発言は台湾を大陸と対等に扱

う姿勢を示唆したものととらえる向きもある。ただし、これはあくまで

も台湾向けであり、それ以外の公式の場では従来通りの主張を展開して

いる。

他方で、陳水扁は８月、訪問先のドミニカ共和国で、「統一が唯一で

最終的な選択肢なのか、検討の余地がある」と述べ、中台の最終的な
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の中国」の原則を受け入れるよう主張し、これに対し陳水扁は、「１つ

の中国」を議題の１つとしてとり上げることはできると主張した。この

ため、双方の主張は平行線をたどっている。

2000年２月、中国は「１つの中国の原則と台湾問題」と題した台湾白

書を発表した。この中で中国は、「１つの中国」原則を堅持してこそ平

和統一を実現できるとする一方で、統一を実現するためには、いかなる

手段をもとる権利があると主張した。また、台湾問題はあくまで中国の

内政問題であり、武力統一は迫られてやむを得ずとる最後の選択であっ

て、中国の正当な権利であると強調した。また、「１つの中国」原則を

認めれば、台湾を「地方」としてではなく、平等あるいは対等に交渉を

行うと譲歩する姿勢を示しつつも、交渉による平和解決を無期限に拒否

した場合、武力行使を含むあらゆる可能な措置をとると警告した。白書

を、台湾は一方的な解決方法を押しつけるものだと強く批判し、米国も

この白書に対して懸念を示した。さらに、銭其R副総理が「台湾問題を

無期限に引き伸ばすことはできない」と発言し、「１つの中国」原則と

「無期限延長を許さない」とする主張を強め、「１つの中国」原則をめぐ

って緊張感が高まった。。

総統選挙後も中国側の主張に変化は見られなかった。これに対し陳水

扁は、「１つの中国」原則は協議の前提ではなく、「１つの中国」を議題

の１つとしてとり上げるなら、両岸はあらゆる問題を協議することが可

能であると主張し、中国の要求を拒否した。６月、陳水扁は韓国と北朝

鮮の歴史的な南北首脳会談を例に挙げて、中台首脳会談を呼びかけた。

しかし中国は、台湾問題は朝鮮問題と異なり中国の内戦が残したもので

あり、完全に中国の内政に属すため、「１つの中国」の枠組みの中での

み解決できると主張し、「１つの中国」原則の受け入れが対話の前提で

あると繰り返すだけであった。中国側は、92年に中台の民間交流機関が

「１つの中国」原則を堅持すると双方が口頭で表明したとして、この92

年の共通認識を堅持するよう台湾側に求めた。しかし陳水扁は、「１つ

の中国」の問題について、討議はしたが共通認識は生まれなかったと主
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きでの「コンセンサス」作りが始まった。このような動きに対して中国

国務院台湾弁公室報道官は、「台湾当局指導者の最近の発言、特に『統

一は台湾の唯一の選択ではない』、『台湾は主権、独立国家』といった発

言は実質的に『台湾独立』を堅持する分裂の発言である。これは非常に

危険なもので、台湾同胞を含む全中国人民の警戒心を呼び起こさないわ

けにはいかない」と警告を発し、統一以外の選択を模索する陳水扁の動

きに中国は敏感になり始めている。

（２）抑制された中台の軍事的緊張

中台双方の軍隊は７月以降、訓練・演習を活発化させた。また、双方

の戦闘機が台湾海峡の「中間線」を越えたとする報道も見られ、対応次

第では緊張が高まる可能性もあった。だが、危機的状況は回避され、

2000年は例年に比べて中台の軍事的緊張が抑制された年であった。

３月、中国は総統選挙を焦点に据えて、マスメディアを通じて台湾に

圧力を加えた。まず３月６日、『解放軍報』が「『台湾独立』は戦争を意

味する」と題する社説を掲載し、次いで３月13日に、『人民日報』も

「『台湾独立』はすなわち戦争を意味し、分裂に平和はない」とする論評

を掲載した。また翌日には、中央テレビも「陳水扁が登場するようなこ

とになれば、両岸関係に平穏な日はなくなる」と伝え、台湾に対する恫
どう

喝
かつ

を行った。さらに選挙直前にも、朱鎔基総理が、「だれが権力の座に

ついても絶対に『台湾独立』をやってはならない。決して武力行使の放

棄を約束しない」と述べ、さらに圧力を強めた。しかしその結果は、中

国がもっとも望まない独立派の陳水扁の当選に終わった。

こうした事態を受け、中国はこれまでの「硬軟両用」戦術から、むし

ろ「軟」の戦術を強く打ち出し、陳水扁の周辺を懐柔することで陳政権

の瓦
が

解
かい

を図ろうとしているようである。中国が10月に発表した『2000年

中国の国防』（国防白書）は、「台湾当局の新指導者は『１つの中国』の

原則に対して回避とあいまいな態度をとっている」と指摘し、「『台湾独

立』は新たな戦争を引き起こすことを意味する」と「硬」の部分を際立
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「統一」に疑問を呈した。帰国後、陳水扁は前政権が中国統一への道筋

を定めた「国家統一綱領」を事実上棚上げし、「統一」ではなく、これ

に代わる新たな「台湾人民のコンセンサス」をまとめるべきだとして、

「超党派小組」を発足させた。だが、国民党と親民党は、従来の諮問機

関である「国家統一委員会」を尊重して参加を拒否し、事実上、野党抜
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台湾�

ミラージュ�
 2000

F-16

東風15�
（M-9）�

Su-27

Su-27戦闘機・・・・・・戦闘行動半径：1,500km�
東風15（M-9）・・・・・・射程：600km�ミサイル�

F-16戦闘機・・・・・・・・戦闘行動半径：1,250km�
ミラージュ　 ・・・・・・戦闘行動半径：700km�2000-5戦闘機�

中国�

表６―３　中台の主要戦闘機・ミサイル

（出所）『世界航空機年鑑』などから作成
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したこと、あるいは中国がWTOへの加盟を目指し重要な段階にあった

ことなど、あえて台湾との過度の緊張をつくり出すことは得策ではない

と中国が判断したからであろう。緊張が高まれば陳政権の基盤を逆に強

め、「１つの中国」原則の受け入れをさらに困難にするとも考えたと思

われる。
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たせてはいる。しかし当面は、あえて緊張を作り出すことは陳政権を強

化・結束させる逆効果を招くとみているようだ。むしろ陳政権を揺さぶ

るには、これに対抗する台湾野党を抱き込んだほうが有利と判断してい

るのであろう。

軍事面では、７月中旬、台湾軍のF-16A/B戦闘機と経国号（IDF）戦

闘機が台湾海峡の「中間線」を越える動きを見せ、中国空軍のJ-8戦闘

機とSu-27戦闘機がスクランブル発進し、これを受けて台湾側は引き返

したと『解放軍報』が伝えた。一方、台湾紙『聯合報』も８月中旬、中

国空軍機が「中間線」に接近したと伝え、中台双方の戦闘機による不測

事態が起こり得る可能性が示された。こうした事態が発生した原因は、

中台を挟んだ台湾海峡が極めて狭い地域であることや、いわゆる「中間

線」が公認されたものではなく、双方が個々に認識、主張するラインに

すぎず、そもそも台湾海峡上空における中台の航空活動の地理的範囲は

双方の政策判断にゆだねられているためである。また、戦闘機の行動半

径が延伸するなど中国空軍機の能力が向上したことも、こうした動きを

生起させる要因になったといえる。

さらに８月初め、海峡を挟む台湾正面の南京軍区が参加総数11万人規

模の大演習を、江蘇省から福建省に至る地域で実施した。この演習につ

いて『解放軍報』は、東シナ海の海域で水陸両用作戦演習を行ったこと

や、海軍が陸戦隊（海兵隊に相当）の渡海、上陸作戦を支援したことな

どを伝えた。また、浙江省の沿岸では休漁期に合わせて民用船も動員し

たことが報じられるなど、大がかりな演習を実施した模様であるが、中

台の軍事的な緊張にはつながらなかった。これに対し、台湾も先述した

「漢光16号演習」を行った。しかし、規模や期間などは従来よりも大規

模であったが、実施地域を限定するなど中国を刺激するようなものでは

なかった。

このように中台の緊張が抑制されたのは、陳水扁が就任演説で「中国

が武力行使をしなければ、台湾独立を宣言しない」と発言したことや、

米下院が「台湾安全保障強化法案」を可決したものの上院が決議を延期
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