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第4章 

「グレー・ゾーン」の中の日中関係 

―威嚇と抑止の中の安定追求― 

浅野亮 

 

はじめに 

  本論文は、中国の安全保障、特に2012年の日中関係の展開を主に安全保障と対外政策の接点に焦

点をあてて分析を試みる。軍事的な側面に関する分析や記述よりも、緊張が高まり、完全な平和でも

完全な武力対立でもないいわば灰色の状況についての分析をするという位置づけである。 

 これからの日中関係は、たとえ一時的に安定が保たれたとしても、再び緊張が高まる可能性は小さ

くない。つまり、灰色の状況がこれからも続くと考えられる。以下では、このような灰色の日中関係

の背景分析を進めることとする。 

 なお、政治や軍事の指導者たちの発言は数が少なく、しかも非常に慎重な物言いなので、分析が難

しい事が多い。そのため、中国の分析者たちの意見や論評も参考としていく。彼らの意見がそのまま

中国政府を代表するものではないが、政策決定の中枢にきわめて近い分析者を選んでその考えを見て

いけば、かなりの程度、中国側の考えが推定できることが経験上わかっているからである。 

 

１．対外政策決定のメカニズム：中国理解の前提 

 中国の態度や行動をみるとき、多様な意見が中国に存在することをまず認めなければならない。そ

して、宣伝と冷静な解釈を選り分けなければならない。おおむね、政権の中枢に近いほど慎重で、遠

くなるほど勇ましい。しかし、それらが入り交じる場合がある。多くのメディアは、国民に対して中

国の偉大さと共産党政府の正当性、政策の妥当性を強調しなければならない。このため、卑劣な諸外

国に対して中国政府は毅然とした態度を見せ、圧伏しているとの「絵」を見せる。世論が当局の許容

するレベルを超えて強硬になってくると、これらのメディアは、中国政府も十分にやったとしてそろ

そろ諸外国とも関係を改善しようか、とするのである。さらに、態度を一転して、中国にも慎重さが

必要と明確に主張することになることもある（注：この段落の趣旨は、松田康博・東京大学教授のご

教示に基づく）。 

 中国で行われるデモも、当局が指示、あるいは組織したものが多いとさえ言われている。間接的な

証拠として、2012年に中国各地で行われたデモを呼びかけるネット上の画面が、場所や時間が異なる

ものの、テンプレートはほぼすべて同じ「絵」を使っていたことが挙げられている。デモが行き過ぎ
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たのは、胡錦濤に批判的な指導者の影響力が強い地方都市であったとの分析もあった。つまり、中国

のデモが民意をどこまで表しているのか、またどこまで中国当局の意志が貫かれているのか、よくわ

かっていない。 

 尖閣諸島を巡る問題でも、2012年９月、日本政府による「国有化」発表直後に習近平をトップとす

る領導小組が組織された。このニュースは 11 月に主に台湾メディアで流れ、2013 年２月３日の『朝

日新聞』でも報道され、『朝日新聞』はこの問題が党の主導で動いてきたと報じた。確かに党の最高指

導層にまで情報が上がっていたのはほぼ間違いなく、日中戦闘機どうしの接近などもかなり早い段階

で情報が上がったという。しかし、情報がすみやかに伝達されるとしても、実際にコーディネートが

うまくいくとは限らない。ふつう、小組の組織は、さまざまな組織の暴走を抑えるためとも言われる。

しかし、暴走の抑制だけでコーディネートがうまくいったとはいえないであろう。 

 ふつう、対外政策はさまざまな政策の束であり、この束の中の諸政策はお互いに矛盾する事も少な

くない。当初から諸政策に矛盾があるとすれば、制度化や専門化が進むと、それら個別の分野では一

貫性があり、前任者の仕事を引き継いだにすぎなくとも、諸政策の間の調整は放置されるということ

になる。コーディネートが試みられるとしても、完全な調和というより仮の小康状態がもたらされる

にすぎない。諸政策のコーディネートは共産党の重要な役割だが、党の力にも限界がある。 

 海軍や海監などの法執行機関の艦艇や監視船の急ピッチの建造は、海軍戦略や監視活動を含む海洋

戦略の観点からだけではなく、供給過剰に苦しむ造船業界からの要請のためかもしれない（張嘉国、

2012）。つまり、海洋はグローバルな経済活動の大動脈で資源の宝庫でもあり、経済と軍事の両面で

競争が繰り広げられる舞台だが、中国の深海や遠海への発展はなかなか進まず、海洋国土の３分の１

は外国に侵され、４分の１は分割される危険に満ちていて、ベトナムやフィリピン、マレーシアはい

くつかの島嶼を軍事占領し、日本の「国有化」も進んでいるのに、中国の「海洋公務船」は不足して

いる、というわけである（鄭礼建[2012]）。こうなると、中国の対外関係の安定と中国の造船業界の利

益の調和をどのように両立させるかという観点も必要となる。 

 ネット、新聞や雑誌など、中国のメディアに現れるいろいろな論評や論文を読み解く上では、この

ようなメカニズムを念頭に置かなければならない。 

 同様に、党大会報告の内容を解釈する上でも、報告の作成プロセスを知っておかなければならない。

指導者が非カリスマ化している21世紀初頭、各分野の専門家の役割は飛躍的に増大したと考えられる。

報告は最高指導者ひとりが作成するわけではなく、多くの専門家が関与する。対外政策や安全保障政

策でも、多くの研究教育機関の専門家の意見が聴取される。党大会以後、報告の内容に関する専門家

たちの解説は、宣伝や啓蒙という面も否定できないが、同時に彼らの主体的な考察の結果でもある。 
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 専門家について冷静に考えてみると、世界中、また歴史的にも、専門家はおおよそ５種類の理念型

に分けることができ、日本や中国も例外とは言えない。つまり、純粋に学術的な専門家、真剣な政策

提言者、自覚的な宣伝家、自覚的な迎合者、無自覚な迎合者である。報告にかかわる専門家が常にこ

の５つの分類のどれに当てはまるかは、専門家の資質とともに、専門家を取り巻く政治的、また生活

を含む実際的な環境（たとえば、お金を稼ぐ必要が大きいなど）なども大きく影響するであろう。さ

らに、１人の専門家を単純にこの５つのカテゴリーのうち、どれか１つにだけ属するともいえない。

１人の専門家が慎重な対外政策を主張すると同時に、（外国からみれば）対外拡張的な意見を述べるこ

ともあるからだ。 

 これらを無視して、中国で発表される論評がすべて中国を代表すると考えることはできない。また、

中国の論評のどれを読むか、選び方が違えば受ける印象も大きくことなる。 

 報告が使う特徴的な表現についての解説も、同じく、内外に対する表明であるとともに、彼らの一

部が実際に参加した場合もあり、その場合には突っ込んだものとなろう。また、報告そのものでは詳

しく言及されなかったことについて、専門家による独自の見解や主張が説明の中に盛り込まれ、明確

な政策方針として定着していくことがありうる。 

 ここで非常に重要なことは、政策決定に深く関わる専門家にとって、中国の政策が常に明確な戦略

を持っているとは限らないこと、また（は）実施段階で不十分なことがないとは限らないということ

である。「中国はさらに明晰なグローバル戦略を制定すべきである」という中央党校教授・門洪華の意

見がそれを示唆している（門洪華 [2012])。 

 日本でもしばしば見られた「韜光養晦」は終わったのか、という議論は、中国の対外戦略に直接関

わるものである。単純化していえば、中国国内では、中国の能力や影響力の増大に見合った主張をす

るのが当然という点ではたとえ総論で賛成であっても、各論、すなわち選ぶべき争点、スタイルや限

度などについて十分にコンセンサスが得られていない。対外政策の実施のレベルでは、積極的な政策

を進める事ができる分野とできない分野があり、したがって変化は不均等なものになるのであり、一

度にすべてが変わるのではないと考えることができる。「韜光養晦」とその見直しは、中国の対外政策

の骨格そのものに関わる重要なものであるので、次の節で詳しく述べよう。 

 

２．対外政策の骨格 

 中国が最も警戒するのはアメリカとの正面衝突で、特に大規模な軍事衝突、次に平和だが極度の緊

張と対立が続く状態であろう。中国の公式文献でも使われる「大国が鍵」というレトリックは、その

ような意味であると考えられる。 
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 中国を取り巻く国際環境に関する分析は、中国にとって有利なのか不利なのか、中国の将来はどう

なるのか、という根本的な疑問に直結している。有利か不利かについても、中国国内ではさまざまな

意見があった。2002年11月の党大会の報告では、「大国が鍵で、周辺が最も重要」とされた。大国と

周辺に対するレトリックの使い分けは、中国にとって大国と周辺諸国に対する扱いを別にした、とい

うことである。 

 2010年代の中頃から中国国内で盛んになった「韜光養晦」と「有所作為」をめぐる論争でも見られ

たように、中国がアメリカの国力を超えるのは目前であり、もっと大きな影響力をふるうべきである

という勇ましい意見があった。 

 しかし、能力面でアメリカと対等となるのは困難という判断のもとでは、主に何ができるかという

手段が焦点であり、衝突の回避という点では大きな違いはなかった（浅野 [2011]）。そして、能力面

で米中間の格差がすぐには大きく縮まらないという判断は、政策決定の中枢に近い人々にほぼ例外な

く共有されていた（たとえば、王緝思、2012年５月）。 

 総体的にみてなお「戦略的チャンスの時期」が続く、つまり中国の台頭にとって有利な時期が基本

的には続くという楽観は、党大会の報告にも書き込まれ、中国メディアの基調となった。しかし、中

国が国によっては「摩擦期」に入っていて、中国に友人がいなければ安全保障上孤立する可能性があ

り、中国一国とほかの国々との間で紛争が生じるかもしれず、国家主権や権益の維持と周辺の安定の

間にはジレンマがあるという悲観的な見方も確実に存在していた（「『戦略機遇期』盛世憂患録」[2012]）。 

 中国の国力増大という点でほぼ一致していたとしても、政策方針の見直しで意見が分かれていた事

例を紹介しておこう。2012年７月、崔洪建（中国国際問題研究所研究員、欧州研究部主任）は、それ

までの新安全保障観（協調的安全保障に近い概念で、江沢民と胡錦濤の時代の安全保障政策の指針と

された）や不干渉主義（平和五原則の概念の一つで、内政への外国の介入を批判する）の見直し、さ

らにはグローバルに広がりつつある中国の権益の保護を強化するよう提唱した。 

http://opinion.huanqiu.com/1152/2012-07/2961005.html 

 すると、イギリスの『ファイナンシャル・タイムズ』が16日、中国は、鄧小平以来の同盟を結ばな

い政策をやめ、軍事同盟ネットワークを建設するかもしれないとの論評を掲載した。 

http://mil.huanqiu.com/observation/2012-08/3036273.html 

 これらを受けて、８月30日、ふだんは勇ましい主張をすることで知られている『環球時報』が、張

沱生（中国国際戦略研究基金会対外政策研究センター主任）の論文を掲載し、中国海軍にグローバル

な覇権を獲得させるような展開を進めようとするのは危険な考えであると、崔洪建論文への批判を展

開した。 
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http://mil.huanqiu.com/observation/2012-08/3035581.html 

 このような論争と党大会報告にも見られる「大国が鍵」を結びつけて考えれば、中国の対外政策の

主要な焦点は、引き続きアメリカとの関係の維持であろう。そして、論争は政策決定に大きな影響を

与える人々も関与したもので、彼らの意見が中国の対外政策方針の記述に反映したと考えるのが妥当

である。 

 解放軍の中にも、このような慎重な見方をする研究者がいた。南京国際関係学院の教授である宋徳

星は、その論文の中でイギリスの歴史家のエドワード・ギボンやドイツの神学者のパウル・ティリッ

ヒを引用しつつ、「冒険的政策」を否定した（宋徳星 [2012: 10-13]）。 

 つまり、中国の対外政策の方針は「中国の国際的地位を的確に理解し、冒険的な政策をせず、その

中でもとくにアメリカと対抗するようなことにならないようにし、同時にできることをする」と同時

に「中国自身を発展させるとともに、積極的に国際関係の多極化と民主化を推進し、覇権国家の単独

支配の策謀をチェックし、中国の責任ある大国というイメージと世界的強国としての地位の追求を失

わないようにする」ということであった（宋徳星 [2012: 13]）。 

 ここでいう「中国の国際的な地位の的確な理解」とは、中国の国力や役割を過大評価しないという

ことで、特にアメリカとの正面衝突はなんとしてでも避けるということが基本となるということであ

る。 

 対米関係を安定させた上で、中国の国力を増大させ、それによって対米格差を縮めてアメリカに対

する交渉力を高める。それによって中国の国際的役割を増大させ、アメリカ中心の秩序に必ずしも従

わない国々との連携を強めて、アメリカの対中圧力を軽減し、またアメリカの国際的リーダーシップ

の相対的低下が進む中でも、中国は国際社会への貢献を進めて味方を増やし、軍事的な正面衝突は避

け続ける、ということである。 

 ただ、彼は、中国の対外政策の持つ深刻なジレンマにも気づいていた。それは、現実的利益と価値

の追求の上で、「不当頭」（指導的な役割を果たすという重荷を背負わない）と「責任を負う」の間、

戦略的理性と大衆路線との間に適切なバランス点を探す、という言い方に表れている（宋徳星 [2012: 

10]）。 

 言い換えれば、中国の国力増大に伴い、国力に見合った国際的役割を果たさなければならなくなっ

たが、これが苛重な負担や不要な警戒を招かないように、役割の大きさや果たすスピード、独りよが

りではなく他国との協調スタイルをとる事が必要ということ、また「韜光養晦」が内包するジレンマ、

つまり国際的な低姿勢や忍耐が国内の感情的な反発を招き、これが共産党体制を揺るがす危険性を内

包しているので、ある程度国内の意見にも配慮しなくてはならないが、かといって、諸外国との関係
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を決定的に悪化させるわけにはいかず、関係改善を図っていくべきであるというロジックである。こ

のような冷静で慎重なロジックに対して感情的な反発があるのはほぼ間違いない。ギボンやティリッ

ヒの引用は、歴史家や思想家の高い権威を使って説得力を高めようとした宋徳星の工夫なのであろう。 

 では、アメリカとの正面衝突は避けるとしても、「中国の台頭」によって米中関係は何の変化もなか

ったかといえば、実はそうではない。次に、中国の対外政策や安全保障政策の中で最も重要とされる

米中関係、特に中国側の新たな認識について見ていこう。その手がかりとなるのが「新型の大国関係」

というレトリックである。 

 

３．基軸としての米中関係：「新型の大国関係」 

 「新型の大国関係」というレトリックは、米中関係における中国にとり有利なパワー・バランスの

変化を象徴したものである。2012年以前にも、米中関係を基軸としてグローバルな役割を果たすとい

う認識が広まり定着していた。 

 「新型の大国関係」は2012年２月15日、習近平国家副主席の訪米時に使われ、５月３日の第４回

米中戦略・経済対話の開幕式で胡錦濤もこの用語を使った。胡錦濤が演説の中で強調し、戴秉国（国

務委員）や崔立如（現代国際関係研究院院長）などによる解説を含め、米中戦略・経済対話に関する

主な論評も焦点をあわせたたように、「新型の大国関係」とは米中の対等を象徴する言い方であった。

５月25日に東京で行われた第18回「アジアの未来」で李肇星（前外交部長）は、「新型の大国関係」

という概念は日中関係にも適用されると述べたのである。 

 ７月のARF（ASEAN地域フォーラム）でも、中越・中比関係が緊張していたにもかかわらず、米

中が決定的な対立を回避した事を受け、中国外交部の高官は米中関係を「個別の問題が大局に影響し

ない新型の大国関係」であると述べて、新たな意味をつけ加えた（『朝日新聞』2012 年７月17 日）。

さらに、蔡英挺・副総参謀長が訪米しカーター米国防次官と会見した時にも、この用語で米中関係を

形容した。アメリカのメディアの取材に対して、彼は「新型の大国関係」を胡錦濤とオバマが構築し

たコンセンサスであると説明し、アメリカが中国の主張を受け入れたかのような説明をしたのである。 

 ８月に第２回中独政府協議のためにメルケル独首相が訪中した時にも、中国の論評は中国とドイツ

の実務的協力は、大国関係の積極的有意義なモデルとならなければならないとし、「新型の大国関係」

という表現は使わないものの、両国の貿易が1972年から2011年までに600倍になり、ドイツは欧州

で対中投資と技術輸出が最多の国であり、またドイツは中国の欧州最大の投資先となっているなど、

密接な関係ぶりをアピールした。 

 なお、「新型の大国関係」という表現は、2012 年 11 月の党大会報告でも出現した。「開発途上国と
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先進国と関係を改善し、協力する領域を広げ、意見の違いを適切に処理し、長期的に安定し健全に発

展する新型の大国関係の建設を推進する」。 

 「新型の大国関係」という表現は、使われる場所と時期でニュアンスが変わっていたことは、以上

の事例からも明らかであろう。 

 しかし、「新型の大国関係」が焦点を合わせていたのは米中関係であったことは間違いない。中国現

代国際関係研究院院長補佐兼アメリカ研究所長の袁鵬は、現在の米中関係は、40 年前、20 年前、甚

だしくは 10 年前とは異なる」「当時は『一つの超大国と多くの強国』の関係の中で、中国は強国の一

つにすぎなかったが、今や実力が接近し、対等に近づいた」、そして「第２次大戦時の日独とは異なり、

アメリカと共存できる」と述べた（袁鵬 [2012]）。つまり、米中関係の力が接近するという新たな状

況下、米中の衝突は回避でき共存できるという主張であった。中国現代国際関係研究院は、中国の対

外政策や安全保障政策に関するシンクタンクの中でも最も重要な一つである。袁鵬はバランスのとれ

た分析で広く知られ、影響力の大きい論者である。 

 実務者である、中国外交部助理の楽玉成の論文も、ウインウインによる共存、対立の回避が可能と

いうことが趣旨で、袁鵬の論旨と共通している（楽玉成 [2012])。中国国際連合協会会長で中国人民大

学国際関係学院院長である陳健は、より具体的に、政治や安全保障面の対立が経済まで大きく波及し

ない枠組みや、高いレベルの交流と対話の維持を提案した（陳健 [2012]）。 

 この「新型の大国関係」で、日中間の紛争は、本来、米中関係を揺るがす性格のものではないはず

というのが中国側の見立てであった。袁鵬によれば、中国の漁船と日本の巡視船との衝突や「アメリ

カの南シナ海問題への介入」は、米中の戦略ゲームを局地的なものから米中関係全体を揺るがし、言

論中心のやり取りが具体的な行動を伴うものに変わり、心理的な性格ものもから外交的な対立になっ

てしまったというのである（袁鵬 [2012]）。 

 陳健も、「新型の大国関係」の障害は、主にアジア太平洋地域の摩擦と衝突であると判断していた。

アジア地域では「経済では中国に依存し、安全保障上はアメリカに依存」という局面で、アメリカが

日米、米豪にインドを引き込んでおり、さらに二国間を三国間軍事同盟にして日米韓の軍事同盟を作

ろうとしている、と警戒した（陳健 [2012]）。しかし、一方では、米中によるアジア太平洋集団安全

保障メカニズムの建設が可能となっているとも考えていた。 

 要するに、「新型の大国関係」とは、中国は国力を大きく増大させてきたにもかかわらず、既存のヘ

ゲモニー国家であるアメリカと正面衝突をするつもりはないということを示す表現であった。その為

の手段が経済的相互依存で、ウインウイン、つまり米中関係はゼロサムゲームではないということが

その議論の骨格であった。 
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４．「周辺外交」の中の日中関係 

 「周辺外交」は、すでに述べた大国との関係維持を最優先するための下位目的もしくは手段として

の性格を強く帯びていたといえるであろう。2010年代中頃までに、中国の見解では、日本はアメリカ、

ロシア、EU と並ぶ大国ではなく、周辺国家の中で役割の大きい国に変化していた。しかも、長期的

な経済の停滞と国内政治の混乱から、日本の国際的役割は急速に小さくなり、国際的な地位も大きく

低下したと判断がほぼ定着した。ただ、この見方も、政権の中枢に近い分析者は必ずしも共有してお

らず、日本の役割と力を侮りがたいレベルであるとし、中国の最高指導層もそのような慎重な見方で

あった（王緝思 [2012]）。 

 地政学の観点からは悲観的な分析もあり、中国周辺には政治的または軍事的な同盟を結んでいる国

はなく、逆に日本、インド、ベトナム等との間に領土・領海紛争があり、アメリカとアジア諸国との

二国間軍事関係は中国に焦点を合わせているわけで、独仏やブラジルのようにその地域を代表して国

際政治の舞台で発言しているわけではなく、リーダーや代弁者としての役割を果たしていないとした

（王緝思 [2012]）。 

 ただ、楽観か悲観かは絶対的というよりも、分析者がどこに線を引くかで大きく異なる。中央党校

教授の門洪華は、中国周辺では「高烈度の競争」は起こらないと予測していた。なぜなら、「国家間の

競争は当たり前のことだが、極端なやり方で中国から所期の目的を引き出す事ができる国家はない」

からとした。 

 彼によれば、中国は戦争以外の方法で国家利益を追求すべきであり、もし東アジアで戦争が発生し

たならば「中国が勝利するかどうかにかかわらず、最大の失敗者は中国である」のであった。中国の

地域戦略はまずアジア戦略が重要で、中国のポジショニングは「アジアで優勢さを持つ準世界的大国」

とすべき、と論じた（門洪華 [2012]）。 

 門洪華は、日本は中国の将来の主要なライバルとはならないと判断した。なぜなら「米中関係の安

定が保たれれば日中関係はそれほど悪化せず、中国と東アジアの関係が安定すれば、日本は東アジア

で大きな問題を引き起こさない」からである。つまり、日本は決定的要因ではなく、中国の東アジア

戦略のかく乱要因にすぎないというのである。 

 中国の経済成長が、７パーセント台に減速したとしても、引き続き次の10年間（つまり習近平の総

書記２期10年）続けば、米中の経済規模はほぼ同等となり、追い越し、さらに差を広げる事が期待で

きる。GDPが増大し続ければ、これまで対GDP比２パーセント台とほぼ一定の比率を保ってきた軍

事費も引き続き増大し、10年でほぼ２倍となり、すでに凌駕した台湾や日本の国防費をさらに引き離
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すことになる。このような予測を見せられれば、多くの中国人は自国の将来について、自信をもって

論評を発表することを躊躇しないであろう。 

 もちろん、このような予測は外挿法、つまり今までどおりのドレンドがおおよそ続くとする最も簡

単な方法に基づく。たとえ、量的な増大がそのまま続いたとしても、それは力や役割の単線的増大を

意味しない事が多い（江口・吉田・浅野 [2012]など）。 

 しかし、他国と同じく、中国国内でも同調圧力、つまり多数意見が不適当かもしれないと思いつつ

も、異論を唱えにくい傾向はきわめて強いと考えられる。世論やジャーナリズムはこのような輝かし

い未来を歓迎するし、専門家も市場経済や外部評価ともますます関係が深くなってきているので、社

会の雰囲気に影響されやすい。同調圧力に耐性が強いのは、十分な見識を備えて視野が広く、政治的

に堅固に守られ（政治の中枢に長期間にわたり非常に近くいて）、しかも権力闘争とはほぼ無縁で、さ

らに世論やジャーナリズムからの批判にも強く、同じ意見の専門家と感情的に張り合わないという、

少なくとも５つの条件を備えていなければならない。 

 2012年、日中関係が緊張する中、中国メディアも沸騰し、冷静な議論はなかなか表面に出なかった。

しかし、きわめて少数の例外である冷静な分析を読むと、中国の基本方針を推測することができたこ

とがある。それは、８月、新華網の「新華社区 発展論壇」の中で公表された徐静波（新華社の日本

問題専門家）の分析である。 

 彼女は、日本政府が迅速に「中国保釣人士」を釈放した背景を、日本政府は海上保安庁に二つの指

示を出し、一つは全力で阻止すること、しかし舟に衝突するな、まして沈没はさせるな、傷を負わせ

るような行動はとるなというものであった。実際、阻止プロセスでは、巡視船は一連の措置はとった

ものの、直接の衝突はなく、上陸後、暴力的な逮捕措置もなかったことが指摘された。 

 野田政権は、日中関係の一大事件となって日中関係が寒冬、つまり極度の冷却状態に陥ることを望

まず、船長を逮捕するだけで主権を示す目的を達成した。経済的には日本は中国から離れられず、日

本の国運を左右する日中間FTAの建設には中国の支持が必要であり、日中は「政冷経熱」の状態に陥

ったとしても、日本政府は「政経双冷」によって日本が大きな打撃を被る事は望んでいない。 

 日本は領土問題で周辺国家と「多面作戦」を進めている状態で、中国、ロシアと韓国の３カ国の連

携は日本が最も懸念する悪夢である。日本はもともとアメリカに出てきてほしかったが、アメリカは

日中両国間でこの問題の平和的解決を望むとして日本だけを支持する態度ではなかった。中国人の上

陸成功は世界に対して中国の主権を示したが、日本国民の防衛意識を刺激した。このように彼女は論

じたのである。 

 ８月の時点ではこのようなきわめて冷静な分析の公表ができていたが、「国有化」の発表以来、この
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ような分析は影を潜めることになった。それに代わって、日中間の軍事衝突の可能性が公然と論じら

れるようになった。これは、1972年の日中国交正常化以後、日中の正面衝突に関する本格的な議論が

メディアで広く行われたほぼ初めての現象であった。将来の日中関係の展開によっては、日中関係の

転換期の事象と見なされるに違いない出来事といえよう。そこで、この種の議論についてみていくこ

とにする。 

 

５．日中戦争の可能性に関する中国の見解 

 実際には、中国では、日中戦争に関する中国側の論文や論評はきわめて少なかった。あっても、ブ

ログが多く、個人の見解にすぎなかった。このことから、日本との武力衝突について、あまりに明確

な意見の公表はシステマティックに統制されてきたと推測できる。 

 しかし、中国側が日中間の武力衝突に関する分析を進めたことはほぼ明らかであろう。このような

シナリオの想定は、発生する確率にかかわらず最悪のケースを考慮する安全保障の担当者としては当

然のことであり、必ずしも好戦的な姿勢を意味しない。ただ、注意すべきは、彼らは、日本との正面

戦争だけでなく、そのほかのシナリオも広く考えているということである。 

 それを考える上で、党大会報告の国防に関する記述を詳しく解説した中国人民解放軍機関紙『解放

軍報』の論評が参考になる（『解放軍報』2012年９月10日）。そこでは、「近海防御の戦略的要求のた

めに、近海防御型から遠海防衛への転換を徐々に実現していく」という表現が出ていた。これは、こ

れまでの近海防御戦略が焦点のままということでは変化はないが、近海防御のために遠海防衛を目指

していき、しかも将来は遠海防衛に移行していくという新たな考えが明確に示されたということであ

る。 

 ごく簡単にいえば、近くを守るためには遠くに出て行かなければならない、という意味になる。香

港のメディアなどによれば、空母「遼寧号」建造（実際には「ワリヤーグ」の改装）も、遠海防衛の

ためという理由があったという。「遼寧号」の政治委員が「近海の防衛には遠海に出て行き、防衛を固

める必要がある」という発言も報道された（『新華網』2013年１月16日）。 

 また、東シナ海に進出する中国海軍艦艇にもこのような遠海進出の背景があるという（新華網、2012

年 11 月 14 日）。2012 年 11 月下旬には中国海軍艦艇の東シナ海以遠での訓練が遠洋進出を想定した

ものであるという論評や中国国防部スポークスマンの発言があった。遠海訓練の常態化は、「大国の地

位に相見合った海軍の建設の必然の選択なのである（『人民日報』2012年12月14日）。2013年１月

の海軍艦艇の演習範囲は、東シナ海、南シナ海、宮古海峡、バーシー海峡、西水道（朝鮮半島と対馬

の間）と台湾東の海域と報道された（『新華網』2013年１月31日）。 
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 中国海軍が、これまで日米があまり想定してこなかった第１島嶼線以遠の海域、特に宮古水道、グ

アム付近、台湾の東部や南部、フィリピン付近の海域などへのパワー・プロジェクションを持ちつつ

あるというイメージを広げようとしたことは否定できないであろう。 

 ただ、このような動きや発言があるからといって、中国が無制限戦争を目指しているということで

はない。中国が想定してきたのは「局部戦争」、つまり政治的な目的が明確に限定され、範囲や規模も

大規模ではない戦争であった。戦争の目的や規模が限定されているかどうかは、戦争の相手によって

受け取り方がかなり違うであろうが、少なくとも中国にとっては、コントロールを失わずに維持する

かが非常に重要な問題として強く意識されてきた（王勇男[2010]）。つまり、戦争がいったん始まれば、

当初の政治目的、つまり何のための戦争かが急速に忘れ去られ、戦争が自己増殖的に拡大し継続して

しまうということは避けなければならないということである。 

 特に「情報化条件下の聯合作戦」（限定的 IWにおける統合運用にほぼ相当）における指揮（コマン

ド）が問題となったようである（程暁東 [2012]）。そこでは、有利、均衡、不利という３つのシナリ

オが示され、まず有利な条件のもとで、敵に降伏させるか、戦闘を停止させるかによって戦争目的を

実現させ、小さなコストで最大の利益を確保するという構想が提案されている。均衡、つまり有利と

も不利とも決めがたく、敵も味方も現状を変える力がなく、しかも戦争を続けても出口がない状況で

は、協定の締結によって戦争を終わらせる方法が提案された。また、不利な状況では、損失を最小限

に抑えて収拾する方法が、第３者の関与、妥当な譲歩、接触を断ち切り撤退するなど３つのアプロー

チが示された。このような議論の中で特に強調されたのは、当然ながら戦争終結の目的を明確にして

終わらせることと、作戦範囲・規模・持続時間など、作戦の限界をきちんとコントロールすることで

あった。 

 2012年の日中関係は、両国で軍事的な衝突が起きる可能性だけでなく、その場合の得失も議論され

た。軍事的な観点からいえば、日中の局部戦争における中国の手段、及びその手段をとった場合の事

態の展開が議論のテーマであった。 

 多くのシナリオが議論され、かなり勇ましい意見も多かった。ここでは省略するが、特に羅援（中

国戦略文化促進会常務副会長兼秘書長、少将）は強硬な意見を数多く述べていた。彼の強硬な意見は

解放軍軍人の強い支持を得ていたといわれている。 

 しかし、中には慎重な意見も存在した。解釈がむずかしいのは、慎重な意見はふつう勇ましい意見

に織り込まれているからである。単なる慎重な意見は弱腰と批判される恐れがあったからであろう。

中国でも著名な軍事専門家である尹卓は、８月８日の「強国論壇」（人民網（人民日報系のポータルサ

イト）の一部で、個人の意見が掲載されるが、ネットで読者と直接交流する場でもある）で、「日米の
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共同防衛指針の改定と中国の国家安全保障」をテーマとしてネット交流を行った。 

 尹卓は、中国は先進国と比べて国防科学技術面で大きな格差があるが、敵が戦争をわれわれに強制

するとすれば、中国軍は防御的戦略を執行しているので家の門前で戦争となり、近海で戦争となるが

だれも恐れない、ただ、遠海や遠洋でその他の国家に対する戦略的進攻作戦は追求しない、と述べた。 

 これは、日中間の武力紛争が兵器や装備に１世代以上の格差が存在する非対称な戦争になると考え

られる（したがって、中国のすぐ近くで戦争になり、中国側の損害が大きいであろう）が、戦争にな

ったなら戦うと決意を述べている。しかし、ニュアンスとしては戦争を歓迎していない事は明らかで

ある。また、中国から離れた海域で軍事作戦はしないというのは、実力というよりも、戦争の拡大を

しないという意図の表明と考えてよいであろう。つまり、局部戦争のいたずらな拡大はしないという

ことである。 

 2012年9月13日には、十人の将軍（退役を含む）が「釣魚島解決の道を議論する：狭い道で衝突

するなら、勇者が勝つ、知者が勝つ」という連名の論評を発表した。 

 名前を連ねたのは、羅援、彭光謙（中国政策科学研究会国家安全政策委員会副秘書長、少将）、楊運

忠（済南軍区教授、文職将軍）、喬良（空軍指揮学院教授、少将）、張召忠（国防大学教授、少将）、王

海運（中国中ロ関係史研究会副会長、少将）、鄭明（もと海軍装備技術部長、少将）、黄林異（もと解

放軍軍事法院副院長、少将）、超英富（もと南海艦隊政治委員、中将）、徐光裕（中国軍備管理と軍縮

協会理事、少将）であった。内容は、必ずしも戦争を歓迎しないものの、「勇者が勝つ」というように、

エスカレーションを恐れない神経戦を唱えるものであった。 

 これも解釈は難しく、論調はきわめて強硬だが、実際の戦争を歓迎しないという点では慎重である

一方、エスカレーションを恐れないという点では相手側からは挑発的で好戦的に見えないわけがない。 

 2013 年１月には、鋭い分析で知られる中国現代国際関係研究院の林利民による、「釣魚島紛争の４

種の戦略シナリオとその見通し」と題する論評が公表された（『北京日報』2013年１月23日）。その

ころには、両国の世論もほぼ沈静化したが、東シナ海では海上自衛隊と中国海軍の間でにらみ合いが

続いており、中国側からの射撃統制レーダーの照射もたびたび行われていた。林利民がいったんは落

ち着いた世論か、それとも軍事的な対立色を強めた状況か、どちらを想定していたのかはわからない。 

 第１のシナリオは、全面衝突だが、この種の情勢は最も危険で目前の段階では出現しない。現在は

グローバル化時代で日中間にも経済的相互依存関係があり、同時に中国とアジア太平洋諸国とアメリ

カの間にも相互依存関係があり、全面的開戦は日中の根本利益にあわない。第２のシナリオは、局部

戦争で、特に釣魚島付近海域で海空局部戦争の場合だが、これも日中の根本利益にあわない。日本の

海空軍は優れたアメリカ式の装備で有利である。しかし、中国の海空軍戦よくも近年急速に発展し、
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実力は日本に劣らない。日中双方は海外経済依存度が高いので、いったん海空で戦争が起こると、両

方ともに損失は非常に大きく、対外経済活動が大幅に萎縮し、その損害に双方とも耐えられない。し

かし、お互いに妥協がむずかしい状況下でエスカレーションが局部戦争に発展する可能性は完全には

排除できない。 

 第３のシナリオは、当該の海域で海空の衝突が発生する場合で、中国の海監の飛行機と艦船はすで

に海域でパトロールしているが、日本の艦船や戦闘機も「パトロール」し、しかも中国側の海監の飛

行機や船舶に対して「警告射撃」をすると脅している。もし両者が相見えて衝突すれば「猫と鼠のゲ

ーム」（追うものと追われるもの）になる可能性が大きい。いったん衝突したら大衆の感情が沸騰し、

局部戦争になる。 

 第４のシナリオでは、双方が冷静に処理し、戦略的な妥協を達成し、釣魚島紛争は「軟着陸」する。

この種の戦略的な見通しは存在し、双方の利益に符合するが困難はきわめて大きい。つまり、実現は

非常に困難である。どのように釣魚島紛争を解決するかは、日中双方の戦略的知恵にかかっていると

いえよう。 

 2012年秋の時点で、中国の政策決定サークルではこのような計算が素早く行われたに違いない。４

つのシナリオのうち、最善は双方の冷静な対応による「軟着陸」であることは読んでいけば多くの読

者はわかるであろう。少なくとも、2013 年１月には前年12月に成立した安倍内閣が日中関係の改善

を進めようとしていたことは中国にも明らかで、林利民の論評は、戦略的な妥協への地ならしの試み

の一つと読めるのである。 

 しかし、その一方で、同じ現代国際関係研究院の研究員である任衛東が主張したように、中国の平

和的発展のためにも抑止は必要であり、そのためには軍事力の充実が不可欠という意見も存在した（任

衛東 [2013]）。このように、抑止のための軍事力の充実が必要という枠組みは、前述の李大光のよう

な解放軍メンバーだけでなく、任衛東のようなシビリアンにも共有されていた。 

 全体として、中国では、戦争を好まないが、抑止のための軍事力は必要という意見が大半を占めて

いるといえる。しかし、抑止のためといっても、相手への威嚇を伴うため、相手の警戒心をあおる面

はなくならない。この矛盾は中国に特有というよりも、安全保障でよく知られている「安全保障のジ

レンマ」による一般的なものである。 

 多くの議論がすでに指摘しているように、「安全保障のジレンマ」が存在しているとき、武力紛争が

拡大するのは、同盟国が引き起こす不用意な武力紛争に巻き込まれるか、それとも関係国の政策決定

が国内に存在する感情的で強烈だが将来を深く考えない意見に引きずられる（つまり政策決定者が社

会の同調圧力に屈する）場合、また政策方針があっても、政策の実施段階で混乱が生じ、収拾がつか
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なくなってしまってエスカレーションが止まらなくなる場合である。 

 中国は今のところ、中国を引きずり込む同盟国はない。しかし、中国の国内政治は党や政府による

妥協や譲歩を難しくしていて、一時的な小康状態に持ち込むにも素早い行動はできにくく、このよう

な状況での交渉は決裂の危険を常にはらんでいる。さらに、2013年3月には海監や漁政などさまざま

な法執行機関が国家海洋局海警局のもとに統一され、局長には公安部副部長が就任したが、関係諸機

関のコーディネートがうまくいくかどうかはわからない。要するに、日中関係では中国の選択肢は限

られ、対応のタイミングは遅れがちであり、さらに関係諸機関のコーディネートは引き続き混乱する

可能性がある。 

 また、すでに議論したように、「新型の大国関係」は、中国の自信増大と米中衝突回避の方針とを折

半してバランスをとった表現で、中国の能力が増大したものの、長期的な対米優位を確保するには不

十分であるということを中国側も明確に意識していることを示している。アメリカの著名な現代中国

政治研究者であるデイヴィッド・シャンボーの言葉を借りれば、中国は、力は増大したが真の意味の

グローバル・パワーではなく、「パーシャル・パワー」であるということである。なお、シャンボーは、

中国の影響力の増大を認めつつ、中国が国際的な公共財を提供するような「パワー」とはなっていな

いというコンテクストで「パーシャル」であると述べている(Shambaugh, [2013])。 

 このような時期に、日米同盟は日本に国力回復のための「戦略的なチャンスの時期」を提供する。

中国から見れば、米中関係を維持すれば日中関係はコントロールできるという計算があり、日本の中

には不満を持つ向きもある。しかし、それは日米同盟で日本が払うべきコストの一つであり、このコ

ストは日本にとって受け入れられるものである。日米同盟が堅固であれば、中国側の対日政策も安定

する。 

 中国の行動や態度が、アメリカにとって過度に強硬である場合には、アメリカ政府は日米関係の強

化を図る。逆に、日本が過度に強硬と考えられる場合には、米中関係が緊密になって東アジアの秩序

安定が図られる。国際関係論の理論研究分野ではあまり開拓されていないが、「多国間の安全保障のジ

レンマ」とも言えるような論理である。 

 日本はもちろん毅然とした対応をし、足下を見られないようにすべきであるが、同時に中国の国内

政治が中国の対外政策を大きく制約して、再び関係諸機関がばらばらに行動してしまわないような工

夫も必要であろう。これは常にできることではないが、日本が軽く見られないようにするとともに、

決定的な時期に中国側を過度に追いつめて望ましい選択肢を選べなくなってしまわないような配慮も

ないと、日本が困るということである。もちろん、このような配慮は必要ないという勇ましい意見も

ありうるが、その場合には日中の武力衝突による人命や財産の損失の大きさとのバランス（そして責
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任）を考えてから結論を出すのが唯一良心的なやり方であろう。逆に、日中関係の安定には、相互抑

止による冷たい平和も選択肢の一つであることを忘れてはならない。 

 日本は総体的に有利な国際環境を維持するよう努め、国力を回復しつつ対外政策ではできることを

するという、日本版「韜光養晦」政策が一つの選択肢である。しかし、中国は、日本が低姿勢なのは

「臥薪嘗胆」のためと見て、日本の牙を抜こうとするであろう。中国としてはこれが合理的であり、

違いがあるとすれば洗練されているかそれとも威丈高に行うかのスタイルをめぐるものでしかない。

たとえば、相互協力や共同の目標という名のもとに、日本に譲歩を求めるなどである。日本のリアリ

ズムが試される所以である。 
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