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　2013 年 3 月に開催された第 12 回全国人民代表大会（以下「全人代」）
を経て、国家ポストを確定させた習近平政権が本格的にスタートしたが、
政権の前にはさまざまな問題が横たわっている。薄熙来事件は本来政治
闘争としての性格があったが、習近平政権は腐敗取り締まりの一環とし
て位置付け、裁判を行った。腐敗取り締まりの成否への厳しい国民の視
線や鈍化する経済成長への不満、さらには少数民族暴動など、対応を一
つ誤ると習近平政権は大きな批判を被りかねない状況におかれている。
　中国は「核心的利益」が損なわれないことを前提とした「平和発展の
道」を継承するとの外交方針で、周辺諸国に対してハードな側面とソフ
トな側面を使い分けていることが注目される。また、習近平国家主席（共
産党総書記）が主張した「新型大国関係」も、中国側によればその構築
に向けて努力することに米中で合意したとされるが、両国の立場には大
きく乖離している面もみられる。
　中国の軍事動向では、2年ぶりの国防白書の発表が注目された。また、
人民解放軍は、中国共産党中央の対外政策方針との連携を視野に入れ、
各種訓練を活発に実施し、メディアを通じてそれを積極的に公開するこ
とで、外交的威嚇を形成しようとしている。武器・装備の近代化に関し
ては、中国はロシアからの技術移転による自主開発能力の向上を重視し
ている。
　中台の実務機関間で署名された経済や貿易、投資保護など多方面にわ
たる各種協定は 2013 年で 19 項目）を数え、中国から台湾への旅行者も
拡大している。その状況を受けて、中台では相互に常設事務所の設置が
討議されているほか、習近平国家主席と馬英九総統の会談の可能性もや
や現実味を帯びて語られるようになっている。一見すると順調に見える
中台関係であるが、台湾国防部が 4年ぶりに公表した「四年期国防総検
討」（QDR）は、前回版と比較して中国に対する警戒感を強めており、
中台関係の深化は台湾の感じる脅威の低下に直結していないことがうか
がわれる。
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  １　深刻な不安定要因を抱える中国

（１）鈍化する中国の経済成長
　温家宝国務院総理は 3月 5日に開幕した全人代で読み上げた「政府活
動報告」の中で、2013 年の国内総生産（GDP）成長率目標値を 2012 年
と同様の「7.5%前後」と発表した。温家宝の後を継いだ李克強国務院総
理も 17 日に総理就任後初の記者会見で、2020 年まで平均成長率 7%を
保持すると述べた。この背景には中国が 2020 年までに 1人あたり GDP
を 2010 年の 2 倍にするとの目標を第 18 回党大会で掲げた事情があり、
それを逆算すると年 7%の成長率が必要となるのである。以前の中国で
あれば、それはたやすい数値目標であったが、中国の経済は 2007 年を
ピークに減速傾向に転じている。2010 年に 10.4%を記録した GDPの実
質成長率は、2011 年に 9.3%、2012 年に 7.8%となり、2013 年 7 月に発
表された第 2四半期のそれは対前年同期比で 7.5%増であった（同年累
計では 7.6%）（図 3-1 参照）。これまで中国経済が高度成長を維持できて
いたのは、人口ボーナスによる労働投入の増加と政府および外資が主導
した膨大な投資という支えがあったからである。しかし、2012 年に生
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図3-1　中国の実質成長率の推移

（注）2013 年は上半期までの累計成長率。
（出所）中国国家統計局国家数据をもとに執筆者作成。
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産年齢人口が減少に転じ始めたことや、2008 年以後の過度な投資の揺
り戻しにより、中国は 5%程度の成長を続ける時期に入りつつあるとみ
る研究者もいる。
　最近の中国では銀行を経由せずに資金を融通する「影の銀行」（シャ
ドーバンキング）が行われている。シャドーバンキングを通じて集めら
れた資金は、需給バランスを無視した生産設備への投資、不動産開発、
さらには地方政府の過剰なインフラ整備などに利用され、統計的には
GDPの押し上げにつながっていた。このようなシャドーバンキング自
体は違法ではないものの、大量の焦げ付きが発生する事態となれば経済
へ悪影響を与えかねない。
　そこで、李克強総理は強硬な金融引き締めを行い、不動産価格バブル
の回避や環境保護の強化を目指す、開発よりも構造改革を優先する方針
を打ち出した。これは現在「リコノミクス」と呼ばれるようになってい
る。構造改革によって生産性の向上を目指す方針は、現在の投資依存型
の高度経済成長から持続可能な緩やかな成長への転換を促すが、成長率
が中国政府の目指す年 7.5%前後を確保できるかについては、先行きは
不明瞭である。また、中国が先進国にたどり着く前に成長が停滞してし
まう「中所得の罠」に陥る可能性を指摘する研究者もいる。高度経済成
長を続けることによって、国民の政治的自由を制限しつつも統治の正当
性を確保してきた改革・開放開始以後の中国共産党にとって、リコノミ
クスの推進は試練ともいえる。
　構造改革としては、社会保障改革、財税制度改革、対外開放などが挙
げられている。例えば上海でスタートした自由貿易試験区は、外国企業
を呼び込むことで地方政府や国営企業・私営企業との競争を促す対外開
放の側面があるであろう。しかし、リコノミクスは現在の構造から既得
権益を得ていた階層からの反発を買う恐れがあるだけでなく、「経済の
失速」ととらえる国民が増えれば、社会の不安定要因になり得る。
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（２）新疆ウイグル自治区で暴動発生
　6月 26 日に新疆ウイグル自治区のトルファン地区で、ウイグル族 16
人が地元の警察派出所や鎮政府庁舎、建築現場、商店などを次々襲撃し
て 24 人が殺害されるという事件が発生し、襲撃側も 11 人が警察により
殺害された。また 28 日には、ホータンでも暴動が発生した。
　事件を重く見た中国共産党は 28 日夜に政治局常務委員会会議を開き、
新疆情勢について討議し、兪正声政協主席を現地に向かわせることを決
定した。同行したのは政治局委員で中央政法委員会の孟建柱書記、公安
部の郭声琨部長らであった。兪正声政協主席は 29 日にウルムチ入りし、
党政幹部会議を主催して事態の収拾にあたった。また、政治局委員で中
央軍事委員会の范長龍副主席を派遣して新疆駐留部隊を視察させた。政
治局委員で同自治区を担当する張春賢党委書記も軍と地方政府関係者が
出席する座談会に出席したほか、新疆自治区党常務委員会を主宰し、断
固たる処置をとって新疆社会の大局の安定維持に努める旨を表明した。
　今次新疆自治区の暴動は、2009 年 7 月 5 日から 6日にかけてウルム
チ市内でウイグル族住民と漢族住民との間で発生した建国以来の大暴動
（合計 197 人が死亡、1,700 人以上が負傷）を受け、当局が警戒態勢に当
たっていた折に相次いで起こった。中国当局は暴動の背後に、東トルキ
スタン独立運動、東トルキスタン・イスラム運動、世界ウイグル代表会
議を代表とする内外の民族分裂勢力の蠢動があると非難を行うのが常で

ある。しかし、民族暴動は
政治的、経済的、社会的（宗
教的）に漢族に抑圧されて
いるという少数民族の意識
に起因している部分が多
く、容易に解決がつかない
問題となっている。10 月
に天安門で自動車が暴走し
43 人の死傷者を出した事
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件も、中国公安当局はウイグル族によるテロとの見方を強めていると報
じられている。ウイグル族、チベット族など漢族と著しく異なる文化、
宗教と、複雑な歴史関係をもつ少数民族にとって、民族融和のスローガ
ンでもある「中華民族の偉大な復興」や「中国の夢」は賛同できるとこ
ろがないのが実情であると思われる。

（３）腐敗した鉄道部の解体
　3月 14 日、全人代が公布した「国務院機構改革および職能転換計画
について」の決定に基づき、鉄道部が解体され、行政部門は国家鉄路局
として国務院交通運輸部の指揮下に入り、経営部門は国有企業の中国鉄
路総公司となった。同公司は元鉄道部の建物をそのまま引き継いで看板
が架け替えられている。鉄道部の解体は他の国務院の部局を圧倒する巨
大な権限を有していたために起きたともいえるが、そうした巨大な権限
は鉄道部のたどってきた歴史に由来する。鉄道部は 1946 年に人民革命
軍事委員会の直接指導下で成立した。中華人民共和国成立に伴い、鉄道
部は中国人民政府鉄道部として活動を開始し、ソ連の社会主義鉄道経営
を模範として基本的組織構造を構築し、同部解体までその構造は基本的
に維持された。文革期に関連部門とともに一時交通部に再編されたが、
鄧小平指導下で独立した鉄道部に戻されている。
　この鉄道部で近年まで大きな権力を振るっていたのが劉志軍部長で
あった。劉志軍は 2003 年の全人代で江沢民に 49 歳で鉄道部長に抜擢さ
れた。劉志軍は北京と上海を結ぶ高速鉄道の建設や青蔵鉄道建設を完成
させる辣腕ぶりを発揮する一方、業者からの収賄疑惑が絶えない人物で
もあった。2006 年に地方鉄道局幹部であった弟が汚職などで執行猶予
付き死刑判決を受けた際には劉志軍自身の事件への関与が取りざたさ
れ、当時の温家宝総理は劉志軍に部長辞任を促した。しかし劉志軍は江
沢民と相談の上で辞職を拒否し、温家宝総理は江沢民派との正面衝突を
恐れて劉志軍の留任を認めたと報じられている。2008 年 3 月の第 11 回
全人代では、交通運輸部との統合案を提出した李克強副総理と、国土開
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発や国防上の問題などから国家戦略上従来の体制を維持すべき旨主張し
激しく抵抗した劉志軍部長らが対立し、統合案は成功しなかった。
　その後、劉志軍は 6,460 万元余りを収賄したなどの嫌疑で 2011 年 2
月に失脚し、2013 年 7 月に執行猶予 2 年付きの死刑判決を受けた。鉄
道部が行政と経営を一体管理する特異な巨大システムであったために、
そこに存在する権限が大きく汚職も発生しやすくなっていた。今回の行
政と経営の分離はその巨大システムを分割することによって、巨大な権
限を分散縮小させ、汚職発生の可能性を減じる効果を狙ったものといえ
る。また、それと同時に執行猶予付きとはいえ劉志軍に対する死刑判決
は、習近平政権の反腐敗闘争の成果を内外にアピールする機会となった
とも位置付けることができよう。

（４）反腐敗闘争がもたらす党内亀裂
　山東省済南市人民検察院から収賄、横領、職権乱用の罪で起訴されて
いた薄熙来・元重慶市党委書記（共産党政治局委員）の公判が 8 月 22
日から 26 日にかけて 5 日間にわたり、済南市中級人民法院で開かれた。
当初は陳良宇などの前例から懲役十数年とみられていた量刑は、無期懲
役という重いものになった。これは、取り調べ段階で認めていた起訴事
実を公判に入ってから一転して否認し、法廷で争う姿勢を見せたことが
影響しているとみられている。本裁判は第二審（最終審）でも、一審と
同じ無期懲役の判決が 10 月 26 日に下った。なお、もともと本事件は、
妻の殺人事件への関与や王立軍事件はあったにせよ、文化大革命時代を
想起させる薄熙来の政治手法が、胡錦濤や温家宝ら指導部に忌避された
ことも原因の一つとみられている。しかし、中国司法当局は薄熙来を経
済犯罪で裁いた。これは、同事件をあくまでも個人の腐敗として処理し
たいという中国共産党指導部の思惑を受けたものである可能性がある。
　その流れの中で、薄熙来に連なる者にも捜査の手が伸びている。中国
最大の石油関連国有企業である中国石油天然気集団公司（CNPC）の幹
部 4 人と、前 CNPC 会長で現在は国務院国有資産監督管理委員会の蔣
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潔敏主任に重大な規律違反があったとして、党中央規律検査委員会が調
査に乗り出したのである。今後の焦点は、薄熙来を強く支持していた周
永康（第 17 期中央政治局常務委員）にまで司法の手が及ぶか否かである。
周永康は石油閥のトップに君臨していた人物であり、公安部長や中央政
法委員会書記を務めた公安系の大物中の大物でもあった。周永康が政治
局常務委員を務めていた当時、公安系統の権力と権限は肥大化した。し
かし、第 18 期では中央政法委員会書記職は孟建柱政治局委員に委ねら
れており、最高責任者の地位を下げることで制限をかける動きがみられ
る。また、周永康は 10 月 1 日に、母校である中国石油大学開学 60 周年
記念の座談会に出席したことが同大学のウェブサイトで報じられたが、
10 月 2 日に呉儀元副総理などを招いて華々しく催された 60 周年記念の
メインパーティーには出席しなかった。12 月に入ってから周永康拘束
説が報道されていることもまた、周永康の立場が依然安全ではないこと
を暗示している。
　中国では文革終結以後、党政治局常務委員の地位にあった人物は、失
脚こそあれ逮捕された例はない。党政治局常務委員を経験した人物でも
不正に手を染めれば司法の手によって裁かれるとの前例を作れるか否か
は、「虎（大物）も蠅（小物）も叩く」と号した習近平政権の共産党政
権生き残りを賭けた腐敗取り締まりへの意欲を探る目安になる。これが
達成できれば、共産党に対する国民からの信頼も一定程度取り戻すこと
はできるであろう。しかし、周永康は江沢民との関係が近く、現在の中
央常務委員会メンバーも李克強を除き、みな江沢民派といわれている。
周永康に切り込んでいく際に江沢民の了解を得ていれば問題は少ない
が、そうでない場合は党上層部で亀裂が生ずる危険性も否定できない。
反腐敗闘争は、中途半端で済ませようとすると国民からの批判を招く恐
れがある。18 期 3 中全会コミュニケで示された「公正で権威のある社
会主義司法制度の建設」や「法律にのっとった独立的で公正な審判権・
検察権の行使を確保し、司法権の運用の仕組みを整備」するとの内容も、
行政側に有利な判決を出しがちな地方での裁判に対する国民の不満を意
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識したものと考えられる。
　なお、劉志軍、薄熙来と江沢民派と目されていた人物が続けざまに汚
職で失脚する中、全人代で李源潮が国家副主席に選出された。現在の政
治局委員の顔ぶれを見てもわかるように、2017 年に政治局常務委員に
昇格するメンバーの多くは胡錦濤派になる見込みである。彼らを迎え入
れる習近平が老齢となった江沢民よりも、胡錦濤に近づいた結果が、第
18 回党大会で政治局常務委員会入りが有力視されながらも選に漏れて
いた李源潮の国家副主席選出であり、胡錦濤派に対しての一定の人事上
の配慮が働いた結果とも考えらえる。

  ２　強硬と協調を使い分けるしたたかな中国外交

（１）核心的利益を重視する外交方針
　2012 年 11 月の第 18 回党大会において、習近平を総書記とする新た
な指導部が発足したが、2013 年に入るとその外交方針が次第に明らか
になってきた。総じていえば、胡錦濤時代に比較して、習近平指導部の
外交方針は非妥協的な側面が強まっていると評価できよう。
　中国共産党中央政治局は 2013 年 1 月 28 日、中国の基本的な外交方針
である「平和発展の道」に関する集団学習会議を開催した。この「平和
発展の道」とは、2005 年に胡錦濤政権が体系化し、国内外に提示した
ものであり、その内容は同年 12 月に国務院新聞弁公室が発表した白書
「中国の平和発展の道」で詳しく説明がなされた。それによれば「平和
発展の道」とは、政治の多極化と経済のグローバル化の進展に伴って、
中国の発展と世界の繁栄が切り離せない関係となったことから、安定し
た国際環境を確保することで自らを発展させ、自らの発展によって世界
平和を促進する道であるとされている。それゆえ中国は、各国や国際社
会との協力を重視し、食い違いや対立については話し合いによる平和的
な解決に努め、中国が覇権をとなえることは決してないと強調している。
　習近平指導部は、この「平和発展の道」を継承する方針を明らかにし
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た。集団学習会議において演説した習近平総書記は、「平和発展の道を
歩むことは、時代の発展の流れとわが国の根本的な利益に根差した、わ
が党の戦略的な選択である」と指摘した。しかしながら、習近平総書記
は同時に「われわれは平和発展の道を堅持するが、決してわれわれの正
当な権益を放棄することはできず、決して国家の核心的利益を犠牲にす
ることもできない」と強調した。すなわち、中国にとっての「核心的利
益」が損なわれないことが、中国が「平和発展の道」を進む上での前提
条件だというのである。
　この「核心的利益」について、中国の指導者や公式メディアなどは、
台湾、チベット自治区、新疆ウイグル自治区に対する主権の維持を具体
的な例として従来挙げてきていた。ところが近年の中国には、この「核
心的利益」の範囲をより広範に解釈する傾向がみられる。2011年 9月に、
国務院新聞弁公室は「平和発展の道」に関する第 2の白書となる「中国
の平和発展」を発表した。この白書は、中国の公式文書として初めて「核
心的利益」の定義を示し、それが①国家の主権、②国家の安全、③領土
の保全、④国家の統一、⑤中国の憲法が確立した国家の政治制度と社会
の大局の安定、⑥経済・社会の持続可能な発展の基本的保障を含むと指
摘した。かなり多様な事象が「核心的利益」に該当し得る定義である。
　最近の「核心的利益」に関する中国の高官の発言や公式メディアの報
道は、海洋における主権・領土問題や海洋権益に関連するものが目立っ
ている。例えば、2012 年 4 月から 6月にかけて、南シナ海のスカボロー
礁（黄岩島）をめぐって中国とフィリピンの監視船が対峙を続ける事件
が発生したが、その際に『人民日報』や『解放軍報』などにはスカボロー
礁を中国にとっての「核心的利益」と位置付け、フィリピン側に強い警
告を発する論評が相次いで掲載された。また、中国は我が国固有の領土
である尖閣諸島について独自の主張を行っているが、2013 年 4 月に中
国外交部の華春瑩報道官が、尖閣諸島問題は「中国の領土主権の問題で
あり、当然中国の核心的利益に属する」と記者会見で明言した。その後
外交部のウェブサイトには、尖閣諸島と「核心的利益」を直接関連付け
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ない形に修正された華春瑩報道官の発言が掲載された。これは、同報道
官の発言が、これ以上中国に対する周辺諸国の警戒感を高めることを危
惧したためであると考えられる。
　習近平総書記も海洋権益と「核心的利益」を関連付ける発言を行って
いる。2013 年 7 月に開催された、海洋強国の建設に関する政治局集団
学習会議において習近平総書記は、「国家の海洋権益を守るためには、
海洋における権益擁護を総合的に検討する方式へ転換しなければならな
い。われわれは平和を愛し、平和発展の道を堅持するが、決して正当な
権益を放棄することはできず、国家の核心的利益を犠牲とすることはな
おさらできない」と指摘したうえで、「各種の複雑な局面に対する準備
をよく行い、海洋における権益擁護能力を高め、わが国の海洋権益を断
固として守らなければならない」と言及したのである。
　このように、習近平指導部の外交方針は、経済の発展に不可欠な安定
した国際環境を国際社会との協力によって確保することを目指す「平和
発展の道」を踏襲しつつも、中国にとっての「核心的利益」、とりわけ
海洋における主権・領土問題や海洋権益をめぐる問題についての主張や
行動を強化したものとなっている。

（２）同床異夢の米中「新型大国関係」
　経済発展の着実な実現を目指す中国にとって、世界最大の大国である
米国との間で安定した関係を構築することは、外交における最大の課題
といってもよいであろう。習近平政権は、対米関係の安定化を目指して
いる。2013 年 3 月に国家主席に選出された習近平は、米国のバラク・
オバマ大統領との電話会談において、さまざまな分野における交流や対
話を通じて、協力を拡大し、食い違いをコントロールすることによって、
中米関係の発展を促進し、両国が「新型大国関係」の道を歩むべきであ
ると提案した。
　中国側の主張によれば、過去の大国関係の歴史においては、既存の大
国と新興の大国の間で覇権をめぐる対立が生じ、しばしば大規模な戦争
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を招いてきた。現代における既存の大国である米国と、新興の大国であ
る中国は、戦争に帰結してきた古い大国関係の轍を踏むことなく、相互
尊重と協力に依拠して決定的な対立の回避を目指した「新型大国関係」
を構築するべきだというのである。2013 年 3 月、国家主席に就任して
初めての外遊先としてロシアを訪問した習近平は、ウラジーミル・プー
チン大統領との間で「新型大国関係」を打ち立てることで合意した。中
国は、この「新型大国関係」を理想的な大国関係のモデルとして喧伝し、
米国にその受容を迫っている。
　2013 年 6 月に習近平国家主席は米国を訪問し、カリフォルニア州の
リゾート施設サニーランドで、オバマ大統領と計 8時間余りにわたって
直接会談を行った。その席上、習近平国家主席はオバマ大統領に対して、
①衝突 ･対抗をしないこと、②相互に尊重すること、③協力によって共
に利益を得ることの 3点が「新型大国関係」の要諦であると主張した。
そして、中米関係を「新型大国関係」へと発展させるために、朝鮮半島
やアフガニスタンなどの問題における協調や、サイバー・セキュリティ、
気候変動、宇宙の安全といった問題での協力、また両国軍の関係の強化
など、米国の関心の高い事項に関して積極的な姿勢を示したのである。
米国側から発表された、会談におけるオバマ大統領の発言概要によれば、
オバマ大統領が「新型大国関係」という表現を使用したことは確認でき
ないが、会談の成果を説明
した外交担当の楊潔篪国務
委員によれば、このような
習近平国家主席の提案を受
けて、両国の元首は「中米
新型大国関係」の構築に向
けて共同で努力することで
合意したという。
　この習 ･オバマ会談を受
けて、米中間ではさまざま
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な対話や交流が行われた。2013 年 7 月には、5回目となる米中戦略 ･経
済対話（S&ED）が米国で開催された。経済対話においては、中国が米
国との投資協定の交渉を開始することや、知的財産権の保護のための具
体的な対応を行うことなどが合意された。戦略対話においては、海上法
執行機関同士の協力を始めることや、双方の代表間でホットラインを開
設することなどが合意された。サイバー・セキュリティについても作業
グループが初会合を開き、今後も対話を継続することとなった。翌 8月
には常万全国防部長が米国を訪問し、チャック・ヘーゲル国防長官と会
談を行った。9月には、中国海軍の艦艇がハワイを訪問し、米海軍との
間で捜索救難訓練も行った。
　米中関係は、一見すると改善の方向にあるようにみえる。しかし、現
実の米中関係には依然として根深い食い違いが存在している。この食い
違いを生む要因の一つは、中国が主張する「新型大国関係」の中にある
といえよう。習近平国家主席は、「新型大国関係」の要諦の一つとして
挙げた「相互に尊重すること」について、「相互の核心的利益と重大な
関心を尊重すること」であるとオバマ大統領に主張した。そして具体的
には、米国に対して台湾に対する武器の売却を停止することや、ハイテ
ク製品の対中禁輸措置を解除することを要求した。また尖閣問題や南シ
ナ海問題については、「関係各方が責任ある態度をとり、挑発的行動を
停止すること」を求めたのである。
　その後も中国は、米国に対して中国の利益を尊重するよう求め続けて
いる。例えば、ヘーゲル国防長官との会談において常万全国防部長は、
米国による台湾への武器売却、米軍による中国周辺での偵察活動、米国
の中国に対するハイテク物品の禁輸法を、「中米新型軍事関係」におけ
る三大障害であると指摘し、その中止・撤廃を要求した。さらに、朝鮮
半島問題に関しても、米国による北朝鮮に対する圧力の強化を問題の解
決に役立たないと批判し、米軍による朝鮮半島における演習を減らすよ
うに要求した。また、尖閣問題について、常万全部長はヘーゲル長官に
対して「何人も中国が核心的利益を取引するという幻想を抱くべきでは
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なく、国家の領土・主権と海洋権益を守るわれわれの決意と意思を見く
びるべきではない」と述べたとも報じられている。
　米中両国は「新型大国関係」の構築に向けて努力することで合意した
とされるが、両国が合意できたのは将来における深刻な対立を避ける必
要性にとどまるものと思われる。中国は対立を避けるために、米国が中
国の利益を尊重することを要求し、米国は中国に対して「責任ある大国」
として行動するよう求めている。将来の対立を避けるという目標は一致
していても、それを実現するための手段について両国の立場は大きく乖
離している。「新型大国関係」は米中両国にとって同床異夢であるとい
えよう。

（３）矛盾をはらむ「周辺外交」
　海洋における主権や権益の擁護を重視する外交を展開している中国
は、その結果として一部の周辺諸国との関係に軋轢を生んでいる。中国
は東シナ海において、我が国固有の領土である尖閣諸島について独自の
主張を行っており、南シナ海では南沙諸島や西沙諸島の領有権をめぐっ
てフィリピンやベトナムといった東南アジア諸国との間で係争関係にあ
る。中国はこうした問題に関して、力を背景にした強硬な対応を繰り返
しており、周辺諸国の懸念は強まっている。
　日本国政府が尖閣諸島の 3島の所有権を取得した 2012 年 9 月以降、
中国国家海洋局（以下「海監」）の監視船を中心とした政府公船が尖閣
諸島周辺の日本の領海に頻繁に侵入し、海監の航空機が尖閣諸島上空の
日本の領空を侵犯するなど、中国は力を背景にした対日圧力を強化した。
こうした姿勢は 2013 年においても継続し、1月の中国海軍フリゲート
による海上自衛隊護衛艦に対する火器管制レーダー照射事案にみられる
ように、尖閣諸島周辺を含む東シナ海における中国側の行動には、偶発
的な事故や衝突を招きかねない挑発的で危険なものもあった。また 7月
には、4つの海上法執行機関を統合して新たに発足した「中国海警」の
マークと船番号を付けた中国公船による領海侵入が始まり、9月には一
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度に 8隻もの中国海警監視船が領海に侵入した。
　尖閣諸島上空の日本の領空周辺における中国の活動も継続している。
2012 年 12 月に、海監に所属する航空機Y-12 が尖閣諸島の日本の領空
を侵犯する飛行を行ったが、2013 年にもY-12 が尖閣諸島に接近飛行す
る事例が繰り返されているほか、東シナ海上空における中国軍機の活動
も活発化している。なお、中国の航空機に対する自衛隊機の緊急発進の
回数は、2013 年度の第 1 四半期で 69 回、第 2 四半期で 80 回、第 3 四
半期で 138 回に上っている。また、2013 年 7 月には Y-8 早期警戒機型
が沖縄本島と宮古島の間を抜けて西太平洋に進出する飛行を行い、以降
もY-8 早期警戒機型やH-6 爆撃機が数回にわたって同様の飛行を行って
いる。
　さらに、18 期 3 中全会が終了した直後、中国は尖閣諸島をあたかも
自国の領土であるかのような形でその範囲に含む、「東シナ海防空識別
区」の設定を発表した。その内容は、公海上の空域を飛行する航空機に
対して一方的に自国の手続きに従うことを義務付けるものであり、さら
にこれに従わない場合には中国軍が「防御的緊急措置」をとることに言
及している。こうした措置は、国際法上の一般原則である公海上空にお
ける飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、国際航空秩序に対
して重大な影響を及ぼすものといえる。このように中国は中国海警や人
民解放軍による活動を強化することによって、尖閣諸島をめぐり、力を
背景にして日本に譲歩を迫る対応を続けている。
　中国の指導部の対日関係改善に向けた対話を始めようとする動きにつ
いて、いまだ明確な見通しは立っていない。2013 年 10 月に、インドネ
シアのバリ島で開催されたアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に
参加した習近平国家主席は、安倍晋三首相との会談を行わず、会議の際
に両首脳はあいさつを交わし握手するにとどまった。その後、ブルネイ
で開催された東アジア首脳会議（EAS）に参加した李克強総理と安倍
首相の会談も実現しなかった。安倍首相は、日中関係を安定化させるた
めに、中国との対話のドアは常に開いていることを表明しており、中国
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側がいつ首脳会談に乗り出すのかが注目される。
　中国は、南シナ海においても、とりわけフィリピンに対して主権や海
洋権益をめぐって力を背景にした対応を続けている。中国は 2012 年に、
フィリピンが領有権を主張しているスカボロー礁を、政府公船を用いて
支配下に置いた。2013 年 5 月には、フィリピンが海兵隊員を常駐させ
て支配しているセカンドトーマス礁（仁愛礁）において、フィリピン軍
による海兵隊員への補給を、中国の軍艦と監視船が妨害した。中国は、
フィリピンが南シナ海の領有権争いをめぐって国連海洋法条約
（UNCLOS）に基づく仲裁手続きに付したことについても応じる気配を
見せていない。また中国は、9月に開催された中国・東南アジア諸国連
合（ASEAN）博覧会に参加するために、フィリピンのベニグノ・アキ
ノ 3世大統領に出していた訪中要請を直前になってキャンセルした。こ
のように中国は、フィリピンに対しては、対話を拒否し、力による圧力
を強化する姿勢を強めているようにみえる。
　他方で中国は、東南アジアで高まりつつある中国に対する脅威感を緩
和し、東南アジア地域に対する影響力を拡大することを目指した動きを
活発化させている。2013 年 10 月にインドネシアを訪問した習近平国家
主席は、インドネシアの国会で演説し、インドネシアと協力して「中国・
ASEAN運命共同体」を構築する希望を表明した。その上で、「アジア・
インフラ建設銀行」を設置して、ASEAN諸国のインフラ建設に協力す
ることや、中国政府が出資した中国ASEAN海上協力基金を活用して、
21 世紀の「海上シルクロード」を構築する方針を示した。また同年 10
月にブルネイで開催された中・ASEAN首脳会議において、李克強総理
は、ASEANとの間で「善隣友好協力条約」を締結することを提案した。
南シナ海問題については、「当事者」による話し合いを通じた解決を主
張し、問題が解決する前に資源を共同開発することを提案した。焦点と
なっている「行動規範」（COC）については、「南シナ海における関係
国の行動宣言」に基づいて、「積極的かつ穏当に『行動規範』の制定過
程を進めていく」とした。
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　中国共産党は 10 月に「周辺外交工作座談会」を開催した。ここで習
近平総書記は「周辺諸国との善隣友好関係を発展させることはわが国の
周辺外交の一貫した方針」であり、「周辺の平和と安定を維持すること
は周辺外交の重要な目標である」と強調した。それを行動で示すかのよ
うに、同月には中国首脳による周辺諸国との外交が活発に行われた。李
克強総理はベトナムを訪問してグエン・タン・ズン首相と会談し、両国
が海上、金融、経済、貿易、インフラ分野の協力文書に調印したほか、
北京でインドのマンモハン・シン首相と会談して「国境防衛協力協定」
に署名した。さらに、モンゴルのノロブ・アルタンホヤグ首相が訪中し、
習近平国家主席、李克強総理と会談して両国は戦略的パートナー関係の
中長期的な発展や経済分野での協力強化などに関する合意文書に署名し
た。今後は習近平指導部が、「核心的利益」を重視する方針と、周辺諸
国との安定した関係を築く方針とのバランスを、いかにとっていくのか
が注目される。

  ３　軍事力の積極的な運用と装備の近代化の進展

（１）新たな国防白書の発表
　2013 年 4 月、2 年ぶりに中国の国防白書が発表された。過去の国防白
書は中国の国防政策や安全保障認識を包括的に説明していたが、今回の
国防白書は中国の軍事力の多様な運用原則を紹介することに特化した。
同白書が取り上げる軍事力には、陸軍、海軍、空軍、第二砲兵、人民武
装警察、民兵が含まれ、その内容は、伝統的安全保障分野から非伝統的
安全保障分野に至るまで広範囲に及んでいる。
　今回特に議論を呼んだのは、第二砲兵の運用原則に関して、中国が一
貫して主張してきた「核の先行不使用」（no fi rst use）原則という表現
が登場しなかったことである。ただし、中国国防部の報道官は、後日「核
の先行不使用」原則は変化していないと答えた。また、国防白書の核兵
器の使用原則の記述内容も概ねこれまでの中国の説明を踏襲するもので
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あった。
　また同白書では、中国海軍について、「近海防御の戦略要求に基づき、
海軍は近海総合作戦能力の向上に力を入れ」、「遠海機動作戦能力を高
め」、「戦略抑止と反撃能力を増強している」と紹介した。活発化してい
る遠海訓練に関しては、対空訓練、対潜訓練、対機雷訓練、対テロ訓練、
対海賊訓練などの対抗実兵訓練を行っていると説明された。また、「戦
略抑止と反撃能力」に関する記述は、晋級潜水艦と JL-2 潜水艦発射弾
道ミサイルの開発に進展があったことを示唆している。
　中国空軍に関する記述では、偵察・早期警戒監視能力、空中攻撃能力、
対空ミサイル能力、戦略投射能力を重点として、戦力体系建設が進めら
れていると説明された。また、中国空軍は、偵察・早期警戒、抵抗、反
撃、および防護が一体化した空中防御力体系を確立しており、対空レー
ダーと早期警戒機を主とし、技術偵察、電子対抗偵察を従とする空中情
報収集手段を備えている、と紹介された。このように、中国空軍はKJ-
2000 などを中心とする、自国の早期警戒管制能力に徐々に自信を深め
ている。実際、2013年4月、中国空軍はKJ-2000を24時間運用可能となっ
たと、『解放軍報』などが報じている。
　今回の国防白書は、中国の軍事力の運用原則を紹介するという点にお
いては、意図の透明性を向上させている。しかし、国防費の内訳などは
紹介されず、能力に関する透明性は従来の白書に比べむしろ後退したと
もいえる。

（２）対外政策とリンケージした軍の活用
　近年、人民解放軍による演習の特徴の一つとして、中国共産党中央の
対外政策方針に沿う形で各種訓練を実施し、中国本土や香港のメディア
を通じて、そうした訓練内容を積極的に公開していることが指摘できる。
『解放軍報』に掲載された論説も、対立情況にある国際関係での軍事手
段の活用の重要性を説き、相手を特定し、実戦に即した演習を行うこと
は、重要な準備を整えるだけではなく、ある種の威嚇を形成することに
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なる、と論じている。
　2013 年、人民解放軍は党中央の対日政策を念頭におき、いくつかの
軍事演習を実施した。第 1に、尖閣諸島近辺で日中の対峙状況が続く中、
中国海軍は西太平洋での軍事演習を例年以上に活発化させた。近年、同
海域での演習は常態化しているが、2013 年に入ってからもこうした姿
勢に変化はなく、中国海軍が沖縄本島と宮古島の間の海域を通過した回
数は 10 回に及んだ。特に 10 月には北海艦隊、東海艦隊、南海艦隊の 3
艦隊が集結し、「機動 5号」と称する大規模な演習が西太平洋で実施さ
れた。こうした演習の実施に際して、中国の国防部報道官やメディアは、
沖縄本島と宮古島の間の海峡が「国際水道」であり、中国海軍が西太平
洋で演習を行うことは国際法上問題ないと主張するとともに、日本によ
る警戒監視活動を一方的に批判した。
　中国側のメディアは、一連の演習では遠海機動作戦と海上権益の保護
を目的として、実弾発射訓練、対空訓練、対潜訓練、洋上補給訓練など
が行われたと報じている。また、2月の北海艦隊の演習では、中国が独
自に開発した衛星測位システム・北斗が、初めて遠海訓練で使用された。
3月の南海艦隊の演習でも、指揮情報システムの向上に成功したと指摘
されたほか、大型揚陸艦・井崗山も参加し、南シナ海で着上陸作戦訓練
が行われた。「機動 5号」については最大限実戦を想定した演習であり、
遠海での指揮統制能力の検証などを実施したと報じられている。
　2013 年 7 月、ロシアで行われた中露海軍合同演習「海上連携 2013」も、
対日政策との関連で注目された。7月 1日、モスクワを訪問した房峰輝・
人民解放軍総参謀長は中露合同演習の実施に関する記者会見で、この演
習が第三国に向けたものではないと発言した。しかし、7月 4日の『解
放軍報』に掲載された人民解放軍軍事科学院の陳学恵研究員の論説は、
「我々は地域の注目されている問題の起伏の現実を見ないわけにはいか
ない」と指摘し、同演習が日本を意識していることを示唆した。また尹
卓・退役海軍少将は、同演習は日本への抑止効果を有する、と発言した。
解放軍系メディア『中国国防報』も、日本がこの中露合同演習に注目し
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ていることは、日本側の焦りであると報じた。
　中国海軍の参加艦艇のうち 5隻が、同演習終了後に初めて宗谷海峡を
抜け、日本を一周したこととの関係で、同演習を対日政策の一環として
とらえる見方もある。事実、中国側の研究者には、この宗谷海峡通過は、
中国が日米の包囲網を打破したことを象徴していると主張している者も
いる。また同艦隊は太平洋上で、中国本土から飛来したY-8 早期警戒機
型と合流し、演習を行ったとされている。こうした活動について、中国
国防部報道官は一連の行動はすべて国際法上合法であると主張し、自ら
の行動の正当性を指摘した。
　他方、中露合同演習は、必ずしも高度な内容を含んではおらず、多分
に象徴的なものであった。今回の演習における中国の主眼の一つは、前
年同様、ロシアからの対潜作戦能力の獲得にあった。しかし、中国側の
報道を見る限り、対潜訓練の内容は、両国の水上艦艇がそれぞれ縦隊を
組み、潜水艦が配置されていると想定した海域を通過するというもので
あった。中国側の単独による対潜実弾射撃訓練も行われたが、その演習
は時間的にかなり限られていた。だが、中国側は一連の演習の成果を喧
伝し、今後中露の海軍合同演習を常態化させると主張した。その背後に
は、引き続きロシア側から対潜能力をはじめとするノウハウを獲得する
ことを目指すのと同時に、中露の緊密化をアピールすることで、日本に
対して圧力を形成するもくろみがあると思われる。

（３）ロシアからの技術移転を活用した装備の近代化
　2013 年、中国人民解放軍は空軍、海軍を中心に装備の近代化を目指
した。こうした装備の近代化に際して、中国はロシアからの技術移転を
重視した。
　空軍については、2012 年 12 月、中国国防部報道官が、国産のY-20
大型輸送機の開発が順調に進んでいると発言した。その後 2013 年 1 月
26 日に Y-20 が初飛行に成功したと『解放軍報』が報じた。『漢和防務
評論』によれば、Y-20 の外形は中国がロシアから購入した大型輸送機
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IL-76や米国のC-17輸送機の影響を受けていると指摘されている。また、
そのエンジンにはロシア製のKD-30KP が搭載されているともいわれて
いる。Y-20 の実用化により、人民解放軍は戦力投射能力を向上させる
と考えられている。さらにY-20 をベースとして、早期警戒管制機や空
中給油機を開発することができると見込まれている。
　『人民日報』は、Y-20 には最終的に国産エンジンが搭載されると報じ
た。しかし、国産作戦機の開発・生産に関しては、エンジン開発が中国
のボトルネックであると指摘されている。Y-20 についても、中国はロ
シア製 PS-90 エンジンの導入を希望し、ロシアから同エンジンを搭載し
ている IL-476 大型輸送機を購入することも検討していると指摘されて
いる。
　戦闘機の開発に関して、2013 年 3 月、中国中央電視台（CCTV）は、
中国がロシアから Su-35 戦闘機の購入を決定したと報じた。『漢和防務
評論』は、中国が Su-35 を購入する目的は、ロシアのエンジンおよびレー
ダー技術を吸収し、国産の J-20 戦闘機の開発に利用することにあると
指摘した。他方、同誌はロシア側も過去の反省を踏まえ、中国に 117S/
AL41F エンジンを大量に輸出することはない、とのロシア側の内話も
報じている。
　空軍の装備開発に関する第 3の注目点は、ステルス無人攻撃機・利剣

の登場である。2013 年 5
月、利剣が陸上での滑走
テストに成功したと報じ
られた。利剣は 3年間の
開発を経て、2012 年 12
月に江西省航空機製造工
場で組み立てを終え、陸
上でのテストを実施して
いたといわれている。中
国は、無人機の自動的な

P103-134_3章.indd   123 14.3.14   0:05:03 PM



解 説 18期3中全会における中央国家安全委員会の
設置と国防・軍隊改革の提唱

　2013 年 11 月、18 期 3 中全会が開催された。会議終了後発表されたコミュニケは、
中央国家安全委員会の設置と国防・軍隊改革の実行に言及した。
　コミュニケによれば、中央国家安全委員会の設置の目的は、国家の安全保障体制と
国家安全保障戦略を改善し、国家の安全を確保することにある。習近平国家主席も、
中国が国内外で厳しい安全保障環境に直面する中で、強力な組織を発足させ、国家安
全保障の任務を統括する必要があると指摘した。そして、中央国家安全委員会を創設
することは、国家安全保障政策に対する集中統一指導を強化することであり、当面の
急務となっていると説明した。
　中央国家安全委員会の具体的な活動については、いまだ不透明なところが多い。今
回の中央国家安全委員会が設置された理由としては、伝統的安全保障領域から非伝統
的安全保障領域まで含む、国内外の多様化した安全保障上の脅威に迅速に対応するた
め、国家安全保障戦略を策定し、同時に国家安全保障政策に係る関係各部門に対する
統一指導と政策調整の制度化を行うことがある。この中央国家安全委員会が米国の国
家安全保障会議（NSC）のような組織になるか否かは定かではない。しかし、習近平
国家主席が中央国家安全委員会のトップに就任したことで、国家安全保障政策の指導
体制の制度化を通じて、その権力基盤が強化されることになったといえる。
　一方、国防・軍隊改革に関しては、①軍隊体制編制調整改革、②軍隊政策制度調整
改革、③軍民融合の発展の 3つの方向性が示された。許其亮・中央軍事委員会副主席
は、①に関して、中央軍事委員会と四総部を中心とした統合運用体制の強化を指摘し、
また各軍兵種間の比率を調整し、海軍、空軍、第二砲兵を今後重点的に強化すると説
明した。②では、将校の職業化、兵役制度改革、退役軍人の再就職制度などの重要性
が言及された。③については、中国の総合国力を背景として、装備開発における軍民
協力、軍事人材確保のための国防教育改革などが指摘され、これらを実現するために
も国防動員体制のメカニズムを改善する必要があると説明された。
　国防・軍隊改革に対する説明は曖昧な箇所が多く、その具体的な中身については明
らかとなっていない。香港『文匯報』では識者コメントとして、今回の改革により軍
区の再編が行われる可能性も指摘されている。人民解放軍が具体的にどのような国防・
軍隊改革を実行していくのか、今後も注目する必要がある。

124

離陸・帰還・着陸などに必要な飛行制御・ナビゲーション技術、ワイヤ
レスデータリンク技術、無人機用の動力技術、無人機離着陸技術などの
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コア技術を把握しているという。また、高解像度リモートセンシング衛
星や衛星測位システム・北斗の運用により、重要地域の高精度デジタル
地図を獲得し、無人機の任務・航路を精密に計画できるだけでなく、珠
海エアショーで展示した各種の小直径誘導爆弾により目標への精密誘導
攻撃が可能といわれる。香港『文匯報』は、利剣には空母への離着艦能
力や空中給油能力も備わっていると報じた。ただし、これらの情報は中
国政府および軍から公式に発表されたものではないため、利剣の能力に
関しては今後とも検証が必要である。
　海軍の装備については、Su-35 の購入と同時に、中露が合計 4隻のラ
ダ級通常動力型潜水艦を合同で建造すると報じられた。このうち 2隻は
中国で建造され、中国の大気非依存型推進（AIP）設備を搭載する可能
性があると香港『文匯報』が報じた。中国側はAIP などの潜水艦の技
術能力においてロシアに劣っているため、かかる合同開発はその技術力
の向上に寄与すると指摘されている。
　中国海軍の遠海訓練の常態化と、アデン湾での海賊対処活動の継続を
受け、不足が指摘されていた大型補給艦に関しても、2013 年、北海艦
隊に「太湖」、東海艦隊に「巣湖」が配備された。これらはいずれも新
造艦で 2万 t 級の大型遠洋総合補給艦である。こうした大型補給艦の配
備により、中国は西太平洋をはじめとする日本近海での遠海訓練をます
ます活発化させていくものと考えられる。

  ４　信頼のないまま深まる中台関係

（１）密接化する経済関係と人の交流
　中台は 2008 年 5 月の馬英九政権成立直後から、それぞれの実務機構
である海峡両岸関係協会（以下「海協会」）と海峡交流基金会（以下「海
基会」）との間で協議を再開させ、2013 年 6 月までに 9回のトップ会談
を行ってきた。トップ会談は中台交互に開催され、5年余りの間に 19
項目の協議に調印するなど、中台間の交流はさらに密になってきた。
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　ただし、表 3-1 からもわかるように、第 6回まではほぼ年 2回のペー
スで行われてきた会談も、それ以降は約 10 カ月の間隔を置くようになっ
ている。合意が比較的得られやすいものから協議が進められていったが、
現在はそのような分野がなくなり、投資保障やサービス貿易といった難
しい分野の解決に向けた努力を中台は迫られている。
　また、馬英九政権が中国からの団体観光客、次いで自由旅行客を認め
るようになった結果、2012 年には延べ 200 万人の観光客が台湾を訪れ
ており（図 3-2 参照）、中国から台湾への訪問者数は 1988 年以来累計で
1,084 万人余りを記録している。中国人観光客から台湾が得た外貨収入

表3-1　中台実務者トップ会談

（注）�協議署名者は第 1回から第 8回までは中国側が海協会の陳雲林会長、台湾側が海基会の江丙坤
理事長。第 9回は中国側が陳徳銘会長、台湾側が林中森理事長。

（出所）行政院大陸委員会「歴次会談総覧」をもとに執筆者作成。

実施年月日 開催地 会談の成果

第1回 2008年 6月 11～ 14日 北京

中台両会が正式に対話メカニズ
ムを回復。チャーター便会談紀
要、中国居民の台湾旅行の 2協
議に署名

第2回 2008年 11月 3～ 7日 台北 中台間の空運、海運、郵政、食
品安全の4協議に署名

第3回 2009年 4月 25～ 29日 南京
犯罪の共同取り締まりおよび司
法相互協力、金融協力、空運補
充の3協議に署名

第4回 2009年 12月 21～ 25日 台中
農産品検疫検査、漁船員労務協
力、標準計量検査認証の 3協議
に署名

第5回 2010年 6月 28～ 30日 重慶
両岸経済協力枠組み協議、海峡
両岸知的財産権保護協力協議の
2協議に署名

第6回 2010年 12月 20～ 22日 台北 医薬衛生協力協議に署名

第7回 2011年 10月 19～ 21日 天津 原発安全協力協議に署名

第8回 2012年 8月 8～ 10日 台北 投資保障促進、税関協力の 2協
議に署名

第9回 2013年 6月 20～ 22日 上海
サービス貿易協議に署名。中国
大陸から金門島への引水につい
て協議
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も 2008 年下半期が 36 億台湾元であったが、以後順調に数字を伸ばし
2012 年が 857 億台湾元となり、2013 年 5 月までに台湾は総計 2,810 億
台湾元の観光収入を得た。また、台湾への自由旅行は当初中国の北京、
上海、アモイの 3都市（の住民）を試験的に認めて以後、現在では 26
都市の住民に台湾自由旅行が認められている。
　こうした状況を受けて、中国人が台湾で事故や犯罪に巻き込まれる
ケースも目立ってきたほか、海協会と海基会の協議の調整や連絡の回数
も増加している。そのため、中台は常設事務所を台湾と中国にそれぞれ
設けることについて協議を進めているが、台湾側が重視している「面会
権」のシステムを中国側が認めていないことが解決すべき問題点として
挙げられている。これは「領事面会」と同等の意味を持つが、「中台関
係は国と国との関係ではない」というのが中台双方の政府の見解である
ため、「領事」の名称は使われてはいない。王郁琦主任委員によれば、
中国側は「面会権」が国と国との間で認められている「領事面会権」の
ようになることを恐れているという。なお、旅行証の発給業務について
は、それなりの進展があったことを王郁琦主任委員は認めている。
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図3-2　台湾を訪問した中国人

（出所）行政院大陸委員会ウェブサイト「102年 7月両岸交流統計比較表」をもとに執筆者作成。
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（２）中台要人の接触――指導部レベルへ上昇か
　国民党で中国共産党総書記（国家主席）と会談するのは、連戦および
呉伯雄の両名誉主席の役目となる。2013 年に入ってからも、2月に連戦
が、6月に呉伯雄が訪中し、共産党総書記の胡錦濤および習近平とそれ
ぞれ会見した。呉伯雄名誉主席の訪中は国民党の政権復帰から 6度目で
あり、共産党総書記と国民党名誉主席の会見は年中行事となった感があ
る。
　今回の呉伯雄名誉主席の訪中は連戦名誉主席のそれとは異なり馬英九
総統の委託を受けたものと報じられているが、この会見は急遽設定され
た予定外のものだったと指摘する者もいる。この会見で呉伯雄名誉主席
は①政治的相互信頼の基礎を堅持する、②両岸経済関係と経済整理再編
の強化、③台湾の意義ある国際活動への参加を希望、④両岸の相互事務
所設置の積極的推進、⑤文化交流の強化と教育協議の推進、⑥できるだ
け早期の外貨取得協議署名と両岸金融協力の強化、⑦民族アイデンティ
ティの強化、などを述べたと伝えられる。これに対して習近平共産党総
書記は、①中華民族の総体的利益から両岸関係の大局を高度に把握する
ことを堅持する、②歴史の発展趨勢をしっかりと認識する中で、両岸関
係の前途を把握する、などと述べた。両者の発言を比較すると、台湾は
やや個別具体的な目標を提起したが、そこには「一つの中国」と台湾独
立反対を主張しつつも、中国との統一に向けた交渉は避け、経済関係の
強化と社会・文化交流を進めていく狙いがある。それに対して、中国は
統一につながる大きな方向性のみを提示しており、具体性を伴った提案
はない。両者に共通項を探すとすれば、中華民族というアイデンティティ
の強化による中台のつながりを再確認することを目指していることがう
かがわれるという点であろう。
　国務院台湾事務弁公室（以下「国台弁」）の張志軍主任が積極的に与
野党を問わず台湾要人と会見しているのも注目される。6月には民進党
の謝長廷・元行政院長が張志軍主任と深圳市で会談した。今回の会見は、
謝長廷元院長が香港でのシンポジウムに出席した後に深圳に赴き実現し
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た。これは国台弁がセットしたもので、中国が民進党の重要人物に対す
る積極的アプローチを継続していることが確認できた。今回の会談が食
事を交えて 2時間に及んだこともそれを裏付けている。
　8月には天津を訪問中だった高雄市の陳菊市長が張志軍主任と会見し
た。陳菊市長は中国と一線を画した政治思想で知られているが、彼女の
訪中は都市交流の一環と中国では整理している。中国としては、たとえ
民進党だとしても相手を知っておくべきだとの認識を抱いているものと
思われる。
　台湾で国台弁主任のカウンターパートに相当するのは、行政院大陸委
員会（以下「陸委会」）主任委員である。8月、同委員会の王郁琦主任
委員とマカオ特別行政区の崔世安長官がマカオで会見した。今次会見は
陸委会主任委員が正式な肩書を使用してマカオ特別行政区長官と行った
初めての会見であった。今回の両者の会見実施は、将来的に陸委会主任
委員が香港の行政長官や国台弁主任と正式会見する可能性を示唆したも
のとして注目される。今回会談した両名の正式な職称はそれぞれ「中華
民国行政院大陸委員会主任委員」、「中華人民共和国マカオ特別行政区長
官」であるが、双方のプレスリリースによれば、マカオ側は王郁琦主任
委員を「台湾方面陸委会主委」と呼び、台湾側は崔世安長官を「マカオ
政府行政長官」と呼んでいる。
　2013 年 10 月にバリ島で開催されたAPEC には中国からは首脳とし
て習近平国家主席が、台湾からは蕭萬長前副総統が馬英九総統の名代と
して参加した。両者は 6日に会見したが、習近平国家主席が「長期的に
存在する政治対立の問題は最終的に一歩一歩解決されなければならな
い」と、これまでよりも踏み込んだ発言を行ったことが注目された。ま
た、随員として参加していた張志軍主任と王郁琦主任委員は習近平国家
主席と蕭萬長前副総統の会談後の流れの中で立ち話を行い、両名が役職
名で呼び合ったことで、海協会、海基会を超えて国家機関同士の直接接
触が開始される可能性もみえてきた。
　2014 年秋に北京で開催されるAPECを利用して、習近平・馬英九会
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談が実現する可能性も報道で取りざたされている。これまで、台湾は政
治的にできる限りハイレベルの人物をAPECに送りこもうとしてきた。
例えば民進党政権は 2005 年釜山で開かれたAPECに王金平立法院長の
派遣を模索し、韓国が拒否した事例があるが、これは中国が韓国に強く
働きかけたためとみられている。国民党政権になって中台関係が改善し
てからは、台湾代表を連戦・元副総統が務めていた。2013 年には馬英
九総統の出席を台湾側は模索したとされるが、中国側はAPEC の備忘
録の規定と慣例によって処理されるべきだとして馬英九総統の参加を拒
否し、その結果が蕭萬長前副総統の派遣となった。APEC 首脳会議に
おいて台湾は総統の出席ができず代理を出すことは、1993 年のシアト
ルAPEC で首脳会議が始まって以来破られたことのない前例となって
いる。中国も台湾の総統に国際的に活躍する空間を自ら与えては、その
後の台湾を牽制するカードを失うことにもなりかねない。また、台湾側
もクリアすべき問題が多く残されている。仮に馬英九が「台湾地区指導
者」という身分で北京に招請された場合、台湾内では異論が噴き出てき
て、招請を拒否せよとの声が必ず上がってこよう。台湾指導者が中国指
導者に会いに行くという形式も、臣下が皇帝の下に参内したかのように
見られ、台湾住民に拒まれるであろう。ただし、そのような報道がでて
くるほど、中台間のハイレベル会合が頻繁に開かれるようになっている
事実が背景にあることは忘れてはならないであろう。

（３）台湾の国際社会への参加と中国の反応
　台湾は 2013 年 9 月 24 日から 10 月 4 日にモントリオールで開催され
た第 38 回国際民間航空機関（ICAO）総会へ「チャイニーズタイペイ」（中
華台北）名義で理事会議長のゲストとして参加することが認められた。
これは、中国政府が台湾の総会出席を理事会議長に建議したためである
と議長が証言したとの報道がある。それに対して、米国務省は、「この
取り決めは国際協力を通じて達成されたもの」と表明し、議長発言を間
接的に否定した。もちろん各国による台湾への後押しの効果はあったは
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ずである。現に世界保健機関（WHO）総会への台湾のオブザーバー参
加の際も、日本や米国が後押ししている。しかし、1997 年からWHO
加盟を目指して活動してきた台湾が、総会へのオブザーバー参加を認め
られたのが、中国との関係が劇的に好転した馬英九政権成立から 1年後
の 2009 年からであった事実は、中国による支持が大きく作用している
ことを裏付けている。
　なお、ICAO事務局が発表した代表団リストには 184 の国家代表団と、
オブザーバーとして 53 団体の名前が記されているが、理事会議長ゲス
トの台湾はこのリストに掲載されていない。2013 年のWHO総会にお
いて、台湾はオブザーバーの中で最初に演説し、委員会でも報告を行う
などしているのに対し、ICAO総会において台湾代表は発言権が与えら
れていない。待遇の差を見せつけられた台湾としては、理事会議長ゲス
トからオブザーバーへの早期格上げを強く望んでいることは間違いない
が、今回の ICAO総会への参加についても、2012 年 9 月のAPECで胡
錦濤国家主席が、今後台湾が適切な方式で ICAO関連活動に参加でき
るよう大陸側が真剣に検討する旨の発言を行った後に事態が好転した経
緯を考えると、それも中国の意向に左右されることが予想される。
　台湾が国際社会で存在感を示すのは、国際機関への参加に限らない。
台風 30 号による甚大な被害を受けたフィリピンに対して、台湾は
C-130H 輸送機を延べ 18 機派遣して計 150t の緊急援助物資を空輸した
ほか、中和級（ニューポート級）戦車揚陸艦を利用して 530t の支援物
資を輸送した。台湾海軍の軍艦が海外の人道支援に使用されたのは初め
てのことであったが、中国側は特段の反応を示していない。

（４）中国への警戒感が高まった台湾版QDR
　2013 年 3 月に台湾国防部が 2009 年に続き今回で 2 回目となる 2013
年版 QDRを発表した。今回のQDRはまず、「第一列島線」と「接近阻
止・領域拒否」（A2/AD）という用語を複数回用いて中国の軍事戦略を
説明している。A2/ADが比較的新しい概念であるのに対し、第一列島
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線の概念自体は 30 年以上前からあった。ただし、前回のQDRではこ
れを用語として使用することはなかった。今回それらを利用して中国軍
の動向を説明したことは、4年前よりも第一列島線以西の海空域におけ
る中国軍のプレゼンスの高まりを台湾が強く意識し、脅威として認識し
ていることの表れと考えられる。ただし、この対中脅威認識はQDRに
限ったことではなく、外交部が 2月 8日に出した声明「釣魚台列島問題
で、台湾が中国大陸と連携しない理由」や、日台民間漁業取決めの署名
などもその流れの中にあるように思われる。台湾当局者の中で中国に対
する脅威が共通認識となっているのかもしれない。
　中台間の軍事的相互信頼メカニズム構築については「主観的にも客観
的にも条件が未成熟であり、将来の政府の政策と調整して、慎重に審議
を進めなければならない」という書きぶりで、4年前のQDRよりも同
メカニズム構築への意欲は明らかに後退した。さらに、国土防衛のため
の具体的措置として、4年前は 4番目に記されていた高効率の統合戦力
の構築が 2番目に列挙された。台湾は統合作戦をより重視するように
なっていると考えられる。
　近代化された兵器の購入という項目が新たに入ったことは、戦闘機に
しても潜水艦にしてもなかなか手に入れることのできない台湾の焦りが
感じられる。ここで注目されるのは、台湾が将来の目標として、ステル
ス性や空対地・空対艦ミサイル運用などの能力を具備した次世代戦闘機
および無人飛行機、そして潜水艦の生産に触れている点である。台湾は
米国に対して通常動力型潜水艦や F-16C/D 戦闘機の売却を要請してい
るが一向に実現していない。先の言及は、その状況にしびれを切らして
いるようにも受け取れる。QDRが公表された前後に潜水艦や戦闘機を
自力建造するとの報道が流れたことも、その流れでとらえることができ
る。ただし、当時の高華柱国防部長は立法院（国会）において、台湾が
これらを自主製造するには依然として条件が成熟していないことを認め
る発言を行っている。
　なお、10 月には 2年ぶりに 12 回目となる「国防報告書」も発表され、
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中国軍が 2020 年に台湾に対する全面的作戦能力を完成させることを計
画していると指摘している。台湾は 2013 年に E-2T 早期警戒機のアッ
プグレードを完成させたほか、P-3C 哨戒機、AH-64E 攻撃ヘリ、ペト
リオット PAC-3 システムの導入を開始しているが、中台間の軍事バラ
ンスが決定的に中国側に有利な状況に変化はない。
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