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中国の「新安全保障観」

高　木　誠一郎

はじめに

　冷戦後安全保障をめぐる議論は拡散しており、極めて多様な問題を扱うようになった。安

全を保障されるべき対象は、かつては当然のごとく国家に限定されていたが、今や個人やエ

スニック・グループ等の非国家主体も含むものとなった。安全保障が実現されていない事態

も単に他国の武力攻撃やその脅しを受けない事態だけでなく、国家を対象とするものに限定

しても、食料、エネルギー、その他基幹資源の供給途絶から環境破壊までもが考察の対象と

なった。その他に、非国家集団や個人が被る様々な被害がある。従って、安全を脅かす主体

としても、別の（敵対）国家だけでなく、国内の反社会集団や国際的なテロリストや犯罪組

織が考察の対象となり、場合によっては環境や国際経済システム等も議論されている。安全

保障を実現する手段としても軍事力以外の様々な影響力の源泉が考えられている。このよう

な変化は、冷戦中に既に部分的に生起していたが、冷戦の終焉を契機に拡大深化し、9.11テ

ロによってさらに新たな展開を見せるようになった。このようなことは既に多くの専門家が

指摘しているところである1。

　西側諸国を中心とするこのような安全保障論議の多様化は90年代中頃から中国でも共振

作用を引き起こした。その影響は政策当局にも及び、その一つの帰結が「新安全保障観」

（中国語では「新安全観」）の提唱である。しかし、中国の提唱する「新安全保障観」は、

単に西側の特定の「新」安全保障概念を翻訳したものではない。その概念規定には中国独自

の内容があり、その提唱にも中国独自の状況認識と利害関心が反映しているのである。本稿

は、それらを析出し、中国の提唱する「新安全保障観」の特質を確定することによって、中

国の安全保障政策の一端を解明しようとするものである。中国の「新安全保障観」について

は、既にいくつかの研究が公刊されている2が、本稿はそれらを批判的に吸収するととも

1 このような問題を検討した最近の論考として、『国際安全保障』第30巻第1-2合併号（2002年9月）

所収の山本吉宣「安全保障概念と伝統的安全保障の再検討」（12-36頁）および納家政嗣「人間・国
家・国際社会と安全保障」(37-50頁)参照。
2 David M. Finkelstein, China’s New Security Concept: Reading Between the Lines, Issue Paper, The
CNA Corporation, April 1999；毛里和子「ポスト冷戦と中国の安全保障観－「協調的安全保障」を
めぐって－」、山本武彦編『国際安全保障の新展開－冷戦とその後－』（早稲田大学出版部、1999

『防衛研究所紀要』防衛研究所創立50 年記念特別号（2003年３月）68 ～89 頁
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に、新たな資料の分析を加えることによって、より全体的な把握を試みる。

１　｢新安全保障観」の確立過程

（１）実質的提示と論議の新展開　　

　唐家�外相は2002年7月にバンダル・セリ・ブガワンで開催された第9回ASEAN地域

フォーラム（ARF）外相会議における演説で、中国が1996年7月のARF外相会議で初めて

「新安全保障観」を提示したと述べた3。しかし当時このことはほとんど注目されておら

ず、中国がメディアを使って特に宣伝した形跡もない。翌日の記者会見で、銭其�外相が

ARFについて、それまでの消極的態度から一転して、｢地域安全保障協力の新たな試みであ

り、一種の新しい安全保障観念を代表するものである」という高い評価を表明したと報じた

『人民日報』の記事4は、この「新しい安全保障観念」に中国が特別な意味を込めているこ

とも、そしてそれが何を意味するのかも、特に説明していない。この会議における演説で銭

基�外相は「対話と協議を通じて相互理解と互いの信頼を確立し、経済交流と協力および共

同参加と密接な協力の拡大深化を通じて、地域の安全保障を促進し、政治的安全保障を強固

にすることを主張する」と、後に「新安全保障観」と言われるようになるものとほぼ同様の

主張をしているが、そのことを報じた『人民日報』の記事5には「新安全保障観」に類する

表現は用いられていない。この段階では、まだ「新安全保障観」について、指導者間に十分

なコンセンサスが成立していなかったものと思われる。

　しかしながら、この頃を転換点として中国における冷戦後の安全保障概念をめぐる安全保

障問題専門家の議論に新たな展開が見られるようになった。1996年前半には中国でも公開

のメディアで冷戦後における新たな安全保障概念をめぐる論評がなされるようになったが、

それらは概して新概念とされるものを限定的に評価したり、旧来の思考を新たな用語で語っ

ているに過ぎないものであった。例えば、軍事科学院の李雲龍は、「総合的安全保障」に対

年11月)、32-49頁；施子中「911事件後国際情勢発展対中共『新安全観』之衝撃」『戦略与国際研究』
第4巻第3期（2002年7月)､1-42頁；浅野亮「中国の安全保障政策に内在する論理と変化」『国際問題』
No. 514（2003年1月）、17-35頁。
3「唐家�外長在第九届東盟地区論壇外長会議上的講話(2002/08/06）」（二〇〇二年七月三十一日　
斯里巴加湾)、中華人民共和国外交部（http://www.fmprc.gov.cn/chn/33223.html）
4『人民日報』1996年7月25日。なお、それまでの消極的態度については、高木誠一郎「中国とアジ
ア・太平洋の多国間安全保障協力」『国際問題』1997年1月（No. 442）、60-62頁参照。
5「銭基�在東盟地区論壇会議上発表講話」『人民日報』1996年7月24日。なお、演説の全文は発表さ
れていない。
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して地域内の多様な国々の利益を併せて配慮し、冷戦後の激烈な綜合国力をめぐる競争がも

たらしかねない矛盾や衝突を解決し、旧来の地域的ホットスポットを安定化ないしは除去す

るという積極的側面があることを認めながらも、｢西側のいくつかの大国」が「総合的安全

保障協力」をアジア太平洋地区の安全保障問題に関与ないし主導する道具にしたり、「総合

安全保障」実現を覇権主義や権力政治を推進し、地域の指導権を握るための隠れ蓑にする危

険を指摘する。また「総合的安全保障」は、彼らが国際世論と多数国の力を利用して他国の

内政に干渉したり、経済、社会、環境等の問題を政治化し、安全保障概念の外延を無制限に

拡大し、西側の価値観や安全保障観によって地域の安全保障問題を処理する口実となり、そ

れによって発展途上国の利益を損なう可能性があるとも述べている6。

　現代国際関係研究所の閻学通は、ARFを多国間の協力的安全保障を促進するものと評価

し、多国間協力的安全保障機構が中国の「安全保障係数」を高めるとして、それに対する中

国の積極性を述べながらも、隣国が非常に多いという中国の地理的特性から中国の安全保障

戦略の重点は2国間安全保障協力の推進であると論じた7。また、南開大学（天津）の陳建栄

と李平は、冷戦後の政治の経済化とグローバリゼーション、経済統合と地域化を特徴とする

世界的政治経済的構造の転換を背景に各国が安全保障概念の革新を行いつつあるとして、そ

の特徴として、安全保障の内包の経済化と広範化、安全保障措置の制度化と全面性、安全保

障戦略の協力的予防的性格、安全保障モデルの地政経学性を指摘するが、結局のところ地域

協力の本質は政治的影響力の問題であって、国際協力において主動的になるか受動的になる

かが国家の生存と発展の鍵を握ると主張する。そして、アジア太平洋の地域協力が事実上海

洋に向けての協力であり、安全保障の経済化が海上権益の各種の矛盾を引きおこすので、中

国は「中国脅威論」といったデマや誹謗に束縛されることなく、強大な近代化した海軍を一

日も早く建設し、アジア太平洋協力においてより多くの作用を発揮すべきであると説くので

ある8。

　ところが10月に、国際問題に関する教養誌で、外交部と深いつながりのある『世界知識』

誌が欧州研究所の青年学者討論会から選択して掲載した論文には、それまでの枠を大きく越

える議論を展開しているものがいくつかあった。例えば、湯広輝は、冷戦後安全保障概念は

もはや単一的かつ準軍事的なものではなく、政治、軍事、外交だけでなく経済、科学技術、

文化、および資源、環境、通信といった領域を含む複合概念となった、また、安全保障はも

はや一国の主権内に限定されず、人類社会の「共同安全保障」となった、と論じた。そし

6 李雲龍「亜太地区的総合安全合作」『現代国際関係』、1996年第5期（5月2日）、23-25頁。
7 閻学通「中国安全戦略的発展趨勢」『瞭望』、1996年8-9期（2月19日）、50-52頁。
8 陳建栄、李平「亜太合作与中国安全新概念」『世界経済与政治』（月刊）、1996年第4期、54-57
頁。
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て、一国の軍事力の利用による利得は２国が妥協によって得る利益より小さいのであり、安

全保障はゼロサム・ゲームではなく双方の利得の和がゼロより大きいノン・ゼロサム・ゲー

ムと考えるべきであるという「新思考」を提唱した9。蘇長和10は、伝統的な安全保障観に

ついて、軍備の作用を過度に重視しているが、現実の国際関係においては一国の軍備拡張が

他国の警戒心、ひいては安全保障環境で受動的立場になることを避けるための対応措置を引

き起こし、かくして循環往復的かつ螺旋上昇的な軍備拡張行為により双方が永久に安全保障

が得られないこととなり、国際政治環境も危険で不安全な状況に置かれることになる、とい

ういわゆる安全保障ジレンマを指摘した上で、それが今や、科学技術と経済のグローバリ

ゼーションとグローバルな相互依存による挑戦に直面しており、非通常的安全保障アジェン

ダが人類の生存を脅かしているという状況の下で新しい安全保障観が生まれたと論じた。そ

してその西側諸国における解釈の共通点として、(1)相互依存的な共同の安全保障、(2)全面

的な総合安全保障、(3)協力的安全保障によるグローバルな安全保障の３点を指摘した上

で、伝統的安全保障観と新安全保障観の相違として以下の３点を指摘する。(1)前者が安全

保障を国家の安全保障ととらえ、それを至上のものとするのに対して、後者は世界と人類の

安全保障を強調する。(2)前者が安全保障の政治的軍事的側面を強調するのに対して、後者

はその概念の内包を拡大し、経済的福祉、社会正義、環境の調和と発展を含むものとしてい

る。(3)前者が安全保障と国家主権擁護を密接に結合させ、軍事力をその重要な手段とする

のに対して、後者は時には主権に対する制限やその委譲が必要な場合があることを認める11。

　社会科学院欧州研究所前所長で国際政治研究の長老である陳楽民は、この討論会で受けた

啓発として以下の３点を挙げている。(1)冷戦後の安全保障問題では軍事の比重が低下し、

その他の要因が重要性を増したため、安全保障は「単一」概念ではなくなった。(2)この状

況は、近代性の程度と生活の質の向上の後に出現した必然的現象で、人類社会の不断の進歩

を反映したものであり、人類はもはや低水準の安全には満足しない。(3)現在の人類社会に

おいては、主権国家が依然として普遍的に存在するが、種々様々な国際組織も存在してお

り、いかなる国際組織のも属さず、いかなる国際関係の準則の拘束も受けず、孤立して存在

しうる国家はほとんど一つもない12。

　公開メディアにおけるこのような議論は、「新安全保障観」の実質的提示を背景に可能に

9 湯広輝「冷戦後安全問題断想」『世界知識』、1996年第19期（10月1日）、8-9頁。
10 当時の肩書きは不明であるが、2年後上海の復旦大学博士課程学生の肩書きで論文を書いている。
有望な若手との評価で参加したものと思われる。
11 蘇長和「安全観的演変」『世界知識』、1996年第20期（10月16日）、6頁。
12 陳楽民「一時生動的討論会有感」、同上、２頁。
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なったものであるとともに、その内容の確定過程にも貢献していたものと思われる13。

（２）本格的提示と定式化

　「新安全保障観」という用語が公刊された公式文書に初めて登場するのは、1997年4月の

中ロ共同宣言においてである。４月23日付で発表された共同宣言は、その第３項で、両国

が、「新たな、普遍的意味を持つ安全保障観」の確立を主張し、「冷戦思考」を放棄し、

「ブロック政治」に反対し、平和的な方式で国家間の不一致や紛争を解決し、武力や武力に

よる威嚇に訴えず、対話と協議によって相互理解と信頼を確立し、２国間および多国間協調

と協力を通じて平和と安全保障を追求する必要があると認めた、と述べている14。同日江沢

民主席はロシアの国会(Duma)における演説で、翌日中ロ両国に中央アジア３カ国を加えた

５国で署名する予定の「国境地区軍事力削減協定」を「冷戦思考とは全く異なる一種の新し

い安全保障観」を体現するものと評価した15。以後中国の指導者が折に触れて「新しい安全

保障観」を語ったことが報じられるようになった。同年7月27日のARF会議において銭基�

外相は、新たな国際情勢の下で「新たな安全保障観」が求められているのであり、安全保障

は軍備や軍事同盟に依拠することはできない、と述べた16。

　以上において「新しい安全保障観」は抽象的な原則論として簡潔に提示されているに過ぎ

なかったが、1997年12月15日のASEAN成立30周年の祝賀会における銭基�外相の演説を報

じた『人民日報』は、公開の文献として初めて、冷戦後の新しい情勢の下で培うべき「新し

いタイプの安全保障観念」の内容を幾分体系的に詳しく説明して、以下の３つの側面がある

とした。第１は、内政不干渉等のいわゆる平和五原則で、世界および地域の安全保障の「政

治的基礎」である。第２は、経済分野における互恵的協力の強化等による国家間の格差の縮

小、共同繁栄であり、安全保障の「経済的基礎」である。第３は、対話と協力による相互理

解の増進と平和的な方式による国家間の不一致や紛争の解決であり、平和と安全保障確保の

「現実的方途」である17。銭基�外相は、同年末に１年の中国外交を回顧した際にも、中国

13 筆者は1997年初めに、このような議論が行われたのが必ずしも中国社会の周辺部という訳ではな
かったことから、特に多国間安全保障協力に対する中国の関与との関係で、以後の政策形成への影響
に注目すべきことを指摘した。（前掲論文、66-67頁）
14「中華人民共和国和俄羅斯聯邦関于多極化和建立国際新秩序的聯合声明(1997／04／23)」、中華人
民共和国外交部(http://www.fmprc.gov.cn/chn/3178.html)。
15「為建立公正合理的国際新秩序而共同努力」（江沢民主席1997年4月23日在俄羅斯国家杜馬的演
講)、中華人民共和国外交部（http://www.fmprc.gov.cn/chn/2568.html)。
16「在第四届東盟地区論壇会議場銭基�就亜太形勢闡述我観点和立場」『人民日報』、1997年7月
28日。
17「在慶祝東盟成立30周年大会上銭基�闡述新安全観」『人民日報』1997年12月16日。
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が対話を通じて信頼を増進するという「新安全保障観」を唱道していると述べた18。遅浩田

中央軍事委員会副主席兼国防部長も、『人民日報』紙の年末論文で「新安全保障観」の形成

発展に伴い、軍事外交の重要性が高まったとして、中国の過去1年の軍事交流を回顧してい

る19。翌1998年７月に発表された２回目の国防白書は、新しい情勢下で培うべき「新しいタ

イプの安全保障観念」について前年末の銭其�外相のASEAN成立30周年祝賀会における演

説とほとんど同じ説明をしている20。

　1997年4月の中ロ共同宣言以降「新安全保障観」をめぐる専門家の議論は一段と活発化し

た。12月下旬には、『解放軍報』傘下の一般紙『中国国防報』編集部主催で「新安全保障

観と21世紀の国家安全保障モデル」に関するシンポジウムが開かれた。このシンポジウム

を報じた解放軍報の記事は、「新安全保障観」を「中国政府が提唱し積極的に推進してい

る」、あるいは「江沢民同志を核心とする党の第三世代の指導グループが確立した」と説明

しており、国際戦略学会、国際問題研究所、軍事科学院、国防大学、海軍機関等の専門家が

参加したことを明らかにしている21。

　1999年3月26日江沢民主席は、ジュネーブ軍縮会議における演説で、「冷戦思考」が依然

として存在し、覇権主義と強権政治が時に姿を現し、軍事同盟強化の傾向が台頭し、「新し

い『砲艦政策』が暴虐を恣にしている」状況に警鐘を鳴らした上で、軍事同盟を基礎とし、

軍備強化を手段とする旧安全保障観、に代わる「新安全保障観」の確立を時代が要求してい

ると主張した。そして、「新安全保障観」の核心が「相互信頼、相互利益、平等、協力（相

信、互利、平等、合作）」であるべきであり、平和５原則が平和擁護の政治的基礎、互恵的

協力と共同繁栄がその経済的保障、対話、協議、交渉が紛争解決と平和擁護の正しい手順で

あると主張した22。この江沢民の演説は「新安全保障観」という用語とその定式化が基本的

に完了したことを示すもので、以後公式文件には同様の表現が繰り返されることになる。

　しかしながらこの段階においても「新安全保障観」に関する指導部のコンセンサスはま

だ必ずしも十分なものでなかったようである。ある香港誌の記事は、1999年4月に外遊し

た李鵬全人代常務委員長と朱鎔基首相が「新安全保障観」について良い説明をしており、

18「多極化進程加快　中国外交成果豊碩－銭基�副総理兼外長接受本報年終専訪」『人民日報』1997
年12月18日。
19「我軍対外交往活躍的一年」『人民日報』1997年12月26日。
20 中華人民共和国国務院新聞辧公室『中国的国防』（1998年7月）（邦訳「中国の国防」『北京週報』
1998年No.32、22頁。なお、本文中の翻訳は筆者のものである。）
21「確立新的国家安全観　唱導維護和平新方式」『解放軍報』1997年12月26日。
22「推動裁軍進程維護国際安全－在日内瓦裁備談判会議上的講話」（1999/3/26）（千九百九十九年三
月二十六日　中華人民共和国主席　江沢民）、中華人民共和国外交部（http://www.fmprc.cn/chn/
2521.html）
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このことは「新安全保障観」に関して上層部でコンセンサスが成立したことを示すとして

いる23が、両首脳の外遊を報じた『人民日報』の記事では「新安全保障観」とういう表現は

一切使われておらず、どこでそのような説明がなされたのかは必ずしも明白ではない。ま

た、3月17日と4月14日に中国国際戦略学会が開催し、副総参謀長でもある熊光楷会長が司会

した「国際金融情勢連続シンポジウム」に関する『人民日報』の報道は、参加者が、グロー

バリゼーションの加速が各国の政治、経済、安全保障情勢にますます直接的影響を与えてお

り、当時の国際安全保障情勢が冷戦思考、覇権主義、強権主義の新たな発展と軍事同盟強化

の傾向の台頭を示しているという状況認識の下に、政治的安全保障、軍事的安全保障、経済

的安全保障を統合した「大安全保障観」を確立する必要を提起したとしているが、「新安全

保障観」という表現や、江沢民の言う４項目の「核心」には一切言及していない24。上記香

港誌の記事も、江沢民の「新安全保障観」を経済的安全保障と軍事的安全保障のバランスに

十分配慮したものとしながらも、軍と政府部門がその枠組み内の平衡点を見つけていないこ

とを示唆している25。

　その後、2000年10月の国防白書は、前年の江沢民発言の定式化を踏襲する形で「新安全

保障観」に触れ、江沢民自身翌年の共産党創立80周年の演説で同様の発言を繰り返した。

2002年5月には、ロンドンの国際戦略学研究所（IISS）における演説で熊光楷中国国際戦略

学会会長が江沢民発言を敷衍する形で「新安全保障観」を語った26。2002年7月31日のARF外

相会議には中国代表団が「新安全保障観に関するポジション・ペーパー」27（以下「立場文

件」と略記）を提出した。この「立場文件」は、1999年の江沢民演説を敷衍する形で「新安

全保障観」を最も詳しくかつ体系的に説明した政府の公式文献であり、ここに「新安全保障

観」の定式化は完了したと言ってよいであろう28。

23 伊然「江澤民的『新安全観』透視」『鏡報月刊』5月号、24頁。李鵬は1999年3月30日から4月18日
までギリシャ、トルコ、シリア、パキスタン、バングラデシュ、タイを、朱鎔基は4月7日から21日ま
で米国とカナダをそれぞれ歴訪した。
24 ｢中国国際戦略学会挙行研討会」『人民日報』1999年4月15日。
25 伊然、前掲論文、25頁。
26 熊光楷「中国唱道的新安全観」（2002年5月22日在倫敦国際戦略研究所的演講）『国際戦略研究』
2002年第3期（7月）、1-4頁。
27｢ 中国関于新安全観的立場文件」、中華人民共和国外交部（http:/ /www.fmprc.go.cn/chn/
33224.html）；「中国向東盟論壇提交新安全観的立場文件」『人民日報』2002年8月2日。
28 なお、江沢民演説で「核心」の４番目にあげられていた「協力（合作）」は「協業（協作）」と
変えられている。
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２「新安全保障観」の論理構成

（１)「立場文件」の説明

　上述のように「新安全保障観」は、1996年に控えめに提示されて以来、その内容の規定

が様々に変化してきた。「新安全保障観」という表現さえ当初から確定していた訳ではな

い。ここでは、その最も詳細かつ体系的な説明である「立場文件」に基づいてその内容を確

認しておこう。

　「立場文件」は「新安全保障観」の本質（実質）を「一方的安全保障を越えた、相互利益

と協力による共同の安全保障の追求」と規定し、その「核心」としている、「相互信頼、相

互利益、平等、協業」については、以下のように説明している。

・「相互信頼」（互信）とは、イデオロギーと社会制度の異同を越

え、冷戦思考と強権政治メンタリティーを捨て、相互に猜疑と敵視

をしないことを指す。各国は常に自国の安全保障・防衛政策と重大

行動について対話と相互通報をすべきである。

・「相互利益」（互利）とは、グローバリゼーション時代の「社会

発展の客観的要求」に応じて、相互に相手の安全保障上の利益を尊

重し、自己の安全保障利益の実現をすると同時に相手方の安全保障

の条件を作り、共同の安全保障を実現することを指す。

・「平等」とは、国家が大小強弱に関わらず全て国際社会の平等な

一員であり、相互に尊重しあい、平等に相対し、他国の内政に不干

渉であるべきであり、国際関係の民主化を推進すべきことを指す。

・「協業」（協作）とは、平和的交渉により紛争を解決するととも

に、関心を共有する安全保障上の問題については広範な協力を行う

ことによって、戦争と衝突の発生を防止することを指す。

　熊光楷は、この４項目から成る「核心」を「有機的全体」であるとして、その間の関係に

ついて、相互信頼は「新安全保障観」の基礎、相互利益はその目的、平等はその保証、協調

はその方式であると説明している29。

　「立場文件」はまた、「新安全保障観」による協力モデルは柔軟かつ多様なもので、比較

的強い拘束力を持った多国間安全保障メカニズム、フォーラム的な多国間安全保障対話、信

頼醸成を目的とする二国間安全保障協議、および学術的な非政府レベルの安全保障対話等を

29 熊光楷、前掲論文、2頁。
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含むとしている。

　以上に述べられていることが、冷戦の終焉を受けて我が国でも議論されるようになった

「協調的安全保障｣、「共通の安全保障｣、「相互安全保障｣、「総合的安全保障｣、「集団的

安全保障」等の概念30に「内政不干渉｣、冷戦思考（イデオロギー重視、同盟強化）反対等

の中国の主張をブレンドしたものであることは特に説明の必要はないであろう。中国の立場

からすれば、｢新安全保障観」はこれらの概念の「合理的要素を吸収した上で」提起された

もの31ということになるのである。

（２）軍事的安全保障との関係

　上述のような「新安全保障観」に関する「立場文件」の規定は、伝統的な軍事的安全保障

に関して、「背景」の部分で1回言及したのみで、その役割について何も明示的に述べてい

ない。フィンケルスティーンが指摘しているように、「新安全保障観」の枠内における軍の

役割として考えられるのは、軍事外交におけるその宣伝、２国間および多国間安全保障対話

への参加、信頼醸成措置への関与国連平和維持活動への参加、超国境的諸問題の処理への関

与のみである32。

　しかしこのことが中国が伝統的な軍事的安全保障の意義を認めなくなったことを意味する

ものでないことは言うまでもない。江沢民自身､1999年3月のジュネーブ軍縮会議の演説から

１月も経たない内に、北京軍区の科学技術強化成果のネットワーク展示を視察した際の演説

で、全軍が軍事闘争の準備をしっかりとし、未来のハイテク条件下の局部戦争で勝利する能

力を高める必要を強調し、ハイテク戦争を戦うことのできる複合型軍事人材を大量に養成

し、装備の近代化を推進する必要があると訴えたのである33。ただ、『人民日報』の報道に

よる限り、必ずしも不自然なこととは言えないが、このとき江沢民は「新安全保障観」につ

いては一切語っていない。

　「新安全保障観」と軍事的安全保障の関係を明示的に論じた公式文件は、筆者の知る限

30 これらの概念の異同に関する整理としては、山本吉宣「協調的安全保障の可能性－基礎的な考察」
『国際問題』第425巻（1995年8月号）、2-20頁参照。またこれらの概念の詳しい説明としては、デー
ビッド・カピー／ポール・エバンス著（福島安紀子訳）『レキシコン・アジア太平洋安全保障対話』
（日本経済評論社、2002年）の各項目参照。
31 熊光楷、前掲箇所。
32 Finkelstein, op.cit., pp.9-10.Kenneth W. Allen and Eric A. McVadon, China’s Foreign Military
Relations, A Project by The Henry L. Stimson Center, Report #32, October, 1999、も中国の軍事外
交を説明するに当たって「新安全保障概念」（New Security Concept）に言及している（pp. 7-8)。
33「江沢民観看北京軍区科技強軍成果網上演示時強調：堅持科技強軍推進我軍質量建設、為維護祖国
安全提供堅強有力保障」『人民日報』1999年4月7日。
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り、存在しない。米国の『国家安全保障戦略』に当たる文件は中国には存在しない。「国防

白書」は、1998年以来2000年、2002年と３回にわたって「新安全保障観」に言及している34

が、いずれも「(国際）安全保障情勢」の章の中で、国際社会が確立すべきものとして言及

しているにすぎない。｢国防政策」の章に言及はなく、｢国際（安全保障）協力」の章では、

「新安全保障観」にほとんど言及することなく、その実践とも言うべき軍事交流、地域安全

保障協力、信頼醸成（2002年版には項としてはなし)、国連平和維持活動、対テロ協力（2002

年版のみ）について述べている。

　公式文件ではないが、1999年1月に出版された『中国とアジア太平洋の安全保障』の中の

閻学通（現代国際関係研究所、当時）の論文35はこの問題に対するより明確な説明を提供し

ている。閻学通は中国の安全保障戦略を論ずるに当たって先ず、冷戦の終焉により中国の

「安全保障利益の重心」が国家の生存から経済安全保障に転移し、国防の任務が主として中

国の経済建設を阻害あるいは破壊する可能性のあるいかなる戦争も防止することとなったこ

とを指摘する。その上で閻学通は、経済的安全保障は国家の生存より範囲が広いとして、主

として次の３つの側面があると主張する。すなわち、第１に戦争あるいは軍事衝突の発生を

回避することである。第２に、中国の経済的重要都市が沿海地区に集中していることから、

発生する可能性のある戦争を国境外に阻止することである。このために中国は敵を「城門の

外」に防ぐことのできる国防力を構築し、戦火が本土に蔓延しないようにする必要がある。

第３に、自国の領土、領空、領海の経済権益を守ることである。科学技術の発展により中国

の海洋資源の開発と利用の機会が増加することとなり、海洋経済活動の安全を保証すること

が必要になる。このように指摘した上で、閻学通は、軍事安全保障戦略とともに「新安全保

障観」の内実を成す安全保障協力政策、政治安全保障政策、経済安全保障政策を論じてい

る。

　軍事安全保障戦略に関しては、敵を「城門の外」に防ぐと言う戦略任務を実現するため

に、中国の「積極防御の安全保障戦略」において周辺地区における局部戦争の予防の重要性

が高まるが、局部戦争遂行を迫られる危険を排除できないため、局部戦争遂行能力としての

通常軍事力強化の必要性を指摘する。そして、今後中国が直面する局部戦争の時間が長いこ

とはあり得ないとして、戦争中の増強に期待できないため、平時における軍事力の不断の増

強が必要であると主張する。また、国防建設に政治安全保障、経済安全保障の観点が必要で

34 ただし、その規定には変化があった。1998年版は、平和五原則、経済安全保障、信頼醸成と平和的
紛争解決の「３側面」、2000年版と2002年版は４項目の「核心」。
35 閻学通「第一章　中国冷戦後的安全戦略」、「第八章　対中国安全問題的認識」、閻学通等『中
国与亜太安全：冷戦後亜太国家的安全戦略走向』、（時事出版社、1999年)、18-62頁、251-278頁。
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あり、米国が台湾、チベット、香港、人権、兵器輸出等について不断に中国に政治的圧力を

かけるのは、中国の内政に介入する軍事力を有していると考えるからだとして、通常抑止力

を構築する必要があると主張する。さらに、現代戦争の特徴が、時間が短く必要な兵力は少

ないが、単位時間の資源の消耗が大きくハイテク装備を必要とすることにあることから、局

部軍事衝突の潜在的脅威が中国軍に機動性と精強性を要求していることを指摘する。従って

国防の近代化は「積極防御戦略」の礎石と言うことになるが、直接的な軍事的脅威が消滅し

たことによりその緊迫性は低下しており、経済建設のバランスを保ちつつ遂行すべきことを

主張している。

　この閻学通論文によれば、「積極防御戦略」の目標は政策に２つの方向性を与える。１つ

は十分な自衛能力を確保することで、敵に軍事侵攻を抑止できることと戦火を「城門の外」

に阻止しうることを含む。もう一つは、友好的な外交関係を樹立して他国の武装攻撃の動機

を減少することである。従って、中国は国防近代化、地域安全保障協力メカニズムの構築、

善隣友好関係の強化と言う「３結合」の安全保障防衛政策を採用することになる、と主張し

た上で閻学通は、「安全保障協力政策」、「政治安全保障政策」という項目の下に「新安全

保障観」と基本的に同じ内容ことを述べているのである。

　このような説明が成り立つとすれば、「新安全保障観」の提起は、中国の安全保障政策に

基本的転換な変化をもたらしたものというよりも、新た一面を付け加えたものと考えるべきで

あろう。毛里和子氏は、90年代後半に入って中国の安全保障観に「明らかな変化」が生じてお

り、「新安全保障観」に述べられているような「ソフトでトータルな安全保障が中国当局の安

全保障政策になりつつある」としている。ただ、この変化はまだ定着していないとして、アメ

リカの動き、国際環境、国際経済環境如何によっては「ソフトな協調的安全保障観から堅い安

全保障観に戻ることもある」との「仮説」を提示している36。しかし、安全保障政策の変化は

そのような転換と言うよりも、拡充として捉えるべきものであり、問題は「堅い安全保障観」

に戻るか否かではなく、「伝統的な」軍事的安全保障と「新安全保障観」がどのようなバラン

スで全体としての安全保障戦略を形成するかと言うことであろう。閻学通自身、形成過程にあ

る「中国の新しい安全保障理論」の方向性について、「現実主義を基調とし、その核心となる

変数関係は国家利益の衝突と一致性であり、基本的論理は、冷戦後の安全保障上の脅威の変化
A A A A A A A A A A A A

により一種の新しい安全保障観念によって国際安全保障協力を指導することが必要になった、

ということである」（傍点筆者）と述べている37のはこのようなことを意味していると考える

べきであろう。「立場文件」も「新安全保障観」を必ずしも全般的な安全保障政策の提示と

36 毛里和子、前掲論文、32-34頁。
37 閻学通等、前掲書、29頁。
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はしておらず、「対外政策の重要な組成部分」と呼んでいるのである。

　「新安全保障観」を中国の「新しい」安全保障政策そのものと考えるならば、その表明後も

中国の軍事力増強が進展していることから、これを単なる建前の表明ないしは宣伝、あるいは

欺瞞とさえ断定することも可能である。しかしながら「新安全保障観」は中国の安全保障政策

の「新しい」構成部分と見るべきであり、その全体的提示ではないと考えるべきである。

（３）経済的安全保障

　「新安全保障観」の一環として「経済安全保障」の重要性を初めて強調したのは1997年12

月のASEAN成立30周年における銭基�外相の演説であった。それは、折から進行中であっ

たアジア通貨・金融危機を背景に提起されたものであり、良好な経済・金融秩序の維持を中

心的問題関心とするものであった。経済安全保障に関する安全保障専門家による議論のう

ち、通貨・金融危機以前のもの38は兵器貿易、資源供給、軍事力の保障としての経済力、グ

ローバリゼーションの負の側面等多面的に論じていたが、危機以降のもの39は明確にその問

題に焦点を合わせていた。

　1993年に石油の純輸入国に転じて以来経済発展に伴って石油を中心とする一次エネルギー

供給の対外依存度を高めてきた中国にとってエネルギー安全保障は重大問題になりつつあっ

たはずであるが、全般的安全保障論は言うまでもなく、より限定的な経済安全保障論におい

ても必ずしも重要課題とされてはこなかった。たしかに、1999年に閻学通は、以後中国が

直面する安全保障問題の一環として経済安全保障問題を論ずる中で、国際金融のリスク拡

大、輸出市場における挑戦と並んでエネルギー供給不足の問題に触れていた40。しかし、

2000年に出版された『中国経済安全保障報告』41は、依然としてアジア通貨・金融危機の衝

撃を明確に示すものであり、中国の金融安全保障をめぐる論考が大半を占めている。金融以

外の問題を扱った最後の２章は国有企業改革とWTO加入のもたらす影響に関するものであ

り、エネルギー安全保障に関する論考は一切含まれていない。社会科学院世界経済・政治研

究所の研究者を中心に編纂され、2001年から刊行を始めた『世界政治・安全保障報告』の経

38 厖中英「全球化時代的経済安全」『世界知識』1996年第19期（10月1日）、7-9頁。
39 王逸舟「全球化時代的国家経済、政治与安全－対亜州金融危機別一種反思」『世界経済』1998年第
8期（8月10日)、15-18頁；李少軍「論経済安全」『世界経済与政治』1998年第11期（11月25日）、55-
60頁。
40 閻学通「対中国安全問題的認識」、閻学通等、前掲書、263-265頁。
41 孫通強（主編）『中国経済安全報告』（中国経済出版社、2000年）。
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済安全保障に関する章42は、依然として金融問題に重点を置きつつも、2000年の石油価格上

昇と石油安全保障にも触れているが、基本的情勢認識は楽観的で簡単な記述があるのみであ

る。同書の2002年版は、テロリズム、難民問題、生態系等のいわゆる非伝統的安全保障問題に

関してそれぞれ一章を当てているにもかかわらず、エネルギー安全保障に関する章はない43。

　2002年に入ると、このような傾向に変化の兆しが見えてきた44。同年3月23,24日の2日間に

わたり、外交部直属の国際問題研究所と国際問題研究・学術交流基金会の共催で「国際エネ

ルギー情勢と中国のエネルギー戦略」と題するシンポジウムが開かれ、エネルギー問題およ

び国際問題専門家と学者、中国３大石油公司の代表者、外交部関係部門責任者、関係諸国大

使経験者ら73名が参加した45のである。また、同じ頃刊行された現代国際関係研究所の『国

際戦略・安全保障情勢評価』には「エネルギー安全保障情勢」と題する１章が設けられてい

る46。国際関係の専門誌にも石油の安全保障に関する論文が掲載された47。国際問題教養誌

『世界知識』も「水面から浮かび出た」石油安全保障問題を「戦略的安全保障」に関わる問

題として論じた文章を掲載した48。しかしながら、これらの変化はまだエネルギー安全保障

戦略が全体的安全保障戦略の一環として形成されたことを意味するものではない。上記のシ

ンポジウムの参加者が「国際エネルギー発展戦略」を制定すべきである等の提案をしたと報

じられている49ことや、『国際戦略・安全保障情勢評価』の「エネルギー安全保障情勢」論

文が、最後の節でエネルギー安全保障戦略制定に当たって従うべき基本原則を論じている50

のは、まさにエネルギー安全保障戦略が未形成であることを示しているのである。

42 王東「世界経済、金融形勢与環境」、李慎明、王逸舟（主編）『2001年：全球政治与安全報告』
（社会科学文献出版社、2001年2月）269-297頁。
43 李慎明・王逸舟『2002年：全球政治与安全報告』（社会科学文献出版社、2002年2月）。
44 その意味で、浅野亮、前掲論文が「新安全保障観」との関連でエネルギー安全保障を論ずるに当
たって（28-30頁）、9.11テロ以降に焦点を合わせているのは妥当なことである。しかし、以下に論じ
るように、中国のエネルギー安全保障戦略が未だ形成されていたわけではないことにも注意しなくて
はならない。このことは中国の対テロ国際協力にエネルギー戦略的な意味が認められる（同論文、28
頁）ことによって否定されるものではない。
45 永謙「“国際能源形勢和中国能源戦略”研討会在京挙行」『国際問題研究』2002年第3期（5月13
日）、59頁。
46 第５章「能源安全形勢」、中国国際関係研究所『国際戦略与安全形勢評估　2001／2002』（時事出
版社、2002年）、129-154頁。
47 張瀾涛「論石油利益与“入世”後我国的石油安全」『国際関係学院学報』2002年第5期、33-37、お
よび48頁；劉新華、秦儀「中国的石油安全及其戦略選択」『現代国際関係』2002年12期、35-46頁。
48 単衛国「中国石油：事関戦略安全」『世界知識』2002年21期（11月1日）、32-35頁。
49 永謙、前掲箇所。
50 中国国際関係研究所、前掲書、150-154頁。ちなみにその基本原則とは、1) 持続可能な発展という
エネルギー安全保障観を堅持し、発展の中に安全保障を追求する；2) 地域と集団の安全保障を重視
し、国際エネルギー安全保障協力を強化する；3) 使用の安全を重視し、クリーンで高効率のエネル
ギーを開発する；4)エネルギー供給の政策決定は市場の誘導に従い、経済効率の最大化を実現する、
の４項目である。
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３ 「新安全保障観」提起の背景と目的

（１)「立場文件」の説明

　「立場文件」は「新安全保障観」提起の背景として先ず、冷戦終焉後に国際関係の緩和と

世界経済の発展が国際情勢の基本的特徴となったという歴史的条件の下で、安全保障の概念

が総合概念になったことを指摘する。すなわち、その内容は軍事と政治から拡大して経済、

科学技術、環境にまで及ぶものとなった。安全保障追求の手段も多元化し、対話と協力の強

化が「共同の安全保障」追求の重要な手段となった。9.11事件は、世界の安全保障上の脅威

が多元化し、グローバル化の趨勢を呈して、各国間の安全保障上の共同利益が増加し、相互

依存が深まったことを突出して表明した。

　「立場文件」は、このような状況を背景にますます多くの国家が以下の５項目の原則に

従って自国と国際の安全保障を構築することを希望するようになった、と主張している。

1)  平和五原則とその他の国際関係の準則に基づく協力と国際連合の

主導的作用。

2)  領土紛争やその他の紛争の交渉による平和解決。

3)  相互利益と共同発展の原則に基づく国際経済組織と金融組織の改

革と共同繁栄の追求。

4)  外敵侵入防止や領土主権維持等の伝統的安全保障の領域以外に、

テロリズムや越境犯罪への打撃等の非伝統的安全保障領域への注目。

5)  公正、全面、合理、均衡の原則と普遍的参加を基礎とする、軍縮

と軍備管理の実行、大量破壊兵器拡散の防止、現存の国際軍備管理・

軍縮体制の維持、軍備競争の自粛。

　このような状況認識の表明を特に疑う必要はないが、これが背景の全てであるとは言えな

いことも確かである｡「新安全保障観」確立過程の節目における中国を取り巻く状況は、公

式には関連が明示されていなくても、公式文件に述べられているもの以外の目的に対する重

要な示唆を与えているのである。

（２）国際状況認識

　閻学通によれば、1996年に中ロが共同声明で戦略的パートナーシップを確立し、米日が

「日米安保共同宣言」で軍事同盟の範囲を拡大し、米欧がNATOの東方拡大問題でより確定

的になったことにより、米日、中ロ、米欧の３大戦略パートナー関係が形成され､「一超多
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強」の国際権力構造（格局）が相対的に安定した。そしてこのような状況下で、中国の指

導者は、冷戦後の多極化が長期にわたる過程であり、それがすなわち長期にわたる安全保

障環境の不確定性を意味することを認識するとともに、この時期が、平和な国際環境を必要

とする、四つの現代化の過程と重なっていることから、かつて中国が採用した軍事同盟と非

同盟に代わる、新しい安全保障理論により安全保障戦略を導くことを必要とするようになっ

た51。

　「一超多強」構造が長期に渡り維持されるという考え方は、冷戦終焉により国際権力構造

が二極構造から多極構造に転換するという期待が湾岸戦争によって打撃を受けた中から出て

きた認識で、1992年始めには確立したかに思われた。ところが、アジアの急速な経済成長

を背景に、1995年頃から多極化は加速しつつあるのであり、21世紀初めの10年間に多極構

造が成立するという、これと真っ向から対立する考え方が出てきて、両者の間で論争が展開

された52。1997年4月の「新しい普遍的意義を持つ安全保障観」を提唱した中ロ共同声明と

同日に行われた演説で江沢民が、「多極化の趨勢は全て加速的に発展している」と述べなが

らも、「世界的な多極化の権力構造の形成は依然として長期の過程である」と述べているこ

とは、政府首脳レベルでは多極化の早期実現という考え方を採らなかったことを示してい

る。「新安全保障観」は長期に渡る「一超多強」構造という状況認識を根底に持っているこ

とは確かであろう。

（３）自信とイニシアティブ

　「新安全保障観」提起の根底にある国際権力構造認識は必ずしも楽観的なものではなかっ

たが、当時の中国の対外関係がうまくいっていなかったわけではない。むしろ、フィンケル

スティーンが指摘しているように、「新安全保障観」は中国外交が比較的活発に展開され成

果をあげつつあるという状況の下で提起されたのである。1990年代中期の中国外交は、天

安門事件以降の制裁措置解除、ロシア、フランス、ASEAN、EU、英国、日本、韓国との

パートナー関係樹立およびその樹立への努力で米国との合意、香港復帰の実現、人権問題の

経済関係からの分離と重要性低下、ロシア、中央アジア主要国、ベトナムとの国境問題交渉

の進展、アジア通貨危機対応に対する「責任ある」行動との評価、台湾問題に関するクリン

51 閻学通、前掲書、9頁、20-21頁。
52 冷戦終焉から1997年頃までの中国の国際権力構造認識の展開に関しては、高木誠一郎「脱冷戦期に
おける中国の対外認識」同編『脱冷戦期の中国外交とアジア・太平洋』（日本国際問題研究所、2000
年）、3-21頁、参照。
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トンの「３つのノー」、南アフリカの承認獲得等の成果を上げており、中国指導部の発言

は、国際関係でイニシアテブを取ろうとの意欲を示していたのである53。

　閻学通は、1992年以降の中国の急速な経済成長と米国、日本の低成長、ロシアのマイナ

ス成長との対比、および97年の金融危機以降のASEANの凋落、日韓の停滞と中国の為替

レート維持の対比を踏まえて、アジア太平洋地域の安全保障における中国の役割が日増しに

増大しており、日米安保体制ではなく中米安全保障協力こそが地域の安定を保障すると主張

している54。このような自信も中国のイニシアティブへの意欲を支えていた重要な要因で

あった。

（４）米国の同盟体制強化に対する対応

　1996年７月のARF外相会議後の記者会見で、銭基�外相が「新しい安全保障観念」に言

及したのが、翌年前半に北京でフィリピンと共催で「信頼醸成作業部会」を開催することが

外相会議で決定されたことを説明するという文脈においてであった55ことは、「新安全保障

観」の形成が同年4月の日米安全保障共同宣言を契機に進行しつつあった日米安全保障体制

の強化に対抗するものであったことを示している。97年3月に行われた「信頼醸成作業部

会」会議で中国は、アジア太平洋地域における日米安保体制の役割と評価について「軍事同

盟を地域定安全保障の基礎と見なすことが正しいとは思わない。ARFはそのような同盟の補

完物でもない」との見解を表明して他の参加諸国との間で紛糾したと報じられている56。

翌月江沢民がNATOの東方拡大を懸念していたロシアを訪問し、その際発表された「世界

の多極化の発展と国際新秩序の樹立に関する共同声明」は、「新しい普遍的意義を有す

る安全保障観」の樹立を主張するとともに、「軍事ブロックを拡大し強化しようとする

企み」に関心を表明し、「この種の趨勢は一部の国の安全保障にとって脅威となり、地

域と世界の緊張情勢を激化させる」と指摘していた57。そして、同年7月のARF外相会議

で銭基�外相は、新しい国際情勢の下では「新しい安全保障観」があるべきであり、安

全保障は軍備の増強や軍事同盟に頼ることはできないと述べたのである58。

53 Finkelstein, China’s New Security Concept: Reading Between the Lines, pp. 2-4.
54 閻学通、前掲書、11-12頁。
55 銭基シン在雅加達挙行記者招待会」『人民日報』1996年7月25日。『毎日新聞』1996年7月26日。
56 『読売新聞』1997年3月14日。フィンケルスティーンはこの会議で「新しい安全保障観」という言
葉が使われたことを示唆している。（Finkelstein, China’s New Security Concept: Reading Between the
Lines, p. 8.）
57  ｢中華人民共和国和俄羅斯関于世界多極化和建立国際新秩序的聯合声明」中華人民共和国外交部
（http://www.fmprc/chn/3187.html）、第3項。
58  ｢ 在第四届東盟地区論壇会議上銭基シン就亜太形勢�述我観点和立場」『人民日報』1997年7月28日。
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　日米安全保障共同宣言を契機とする日米安保体制の強化に対する中国の懸念は、直接的に

は、安全保障条約の適用範囲がアジア太平洋全域に拡大し、能力を高めつつある自衛隊の米

軍の行動へ参加の拡大、日本の軍事対米協力の基地提供から広範なものに拡大したことに

よって、同盟体制が「盾」から「矛」に変質し、全体として「中国封じ込め」の基礎を構築

したという認識に示されている。また、共同宣言を契機に開始された「日米防衛協力のため

の指針」（ガイドライン）の改訂作業の進捗に伴い日米同盟の台湾への関与が中心的懸念と

なり、1999年度以降のミサイル防衛に関する協力の進展によりその懸念はさらに強まった。

より根本的には、中国にとって日米同盟体制の強化は、アジア太平洋地域に基本的に成立し

ていると考えていた多極構造を中国にとって不利なものに改変するものと捉えられていたの

である59。

（５）中国脅威論への対応

　1992年以降の急速な経済成長と、同様に急速な軍事費の延びを背景に、同年末には早くも

東南アジアで中国脅威論が提起されていた60が、1990年代半ばには米国でも多くの議論が成

されるようになった。「新安全保障観」提起の目的の１つが、安全保障に対するソフトなア

プローチを強調することによって、中国脅威論を緩和することであったことは明らかであ

る。その努力の中心的な対象であった東南アジにおいては、1995年2月のスプラトリー諸島

ミスチーフ礁における中国人民解放軍による建造物の構築、同年6月の李登輝台湾総統の訪

米以降の台湾に対する威嚇を目的とした軍事演習、特に翌96年3月の台湾海峡における3回

の威嚇的軍事演習、等を背景に、近未来の問題としての台湾における武力衝突、長期的な問

題としての南シナ海における軍事衝突に対する懸念が高まった61。「新安全保障観」の実践

の重要な一環である軍事外交の中でも、1995年6月から97年8月にかけての、遅浩田国防相、

張万年中央軍事委員会副主席、熊光楷副総参謀長、傅全有総参謀長等の軍首脳の外遊におけ

る訪問先は東南アジアが中心であった62。「立場文件」は、多くの隣国との国境問題が平和

59 詳しくは、高木誠一郎「冷戦後の国際権力構造と中国の対外戦略－日米安保再確認をめぐって－」
『国際問題』No.454（1998年1月）、2-14頁、および同「冷戦後の日米同盟と北東アジア」『国際問
題』No.474（1999年9月）、2-15頁参照。
60 "A New China Emerging?: Economic Energy Plus Military Menace," Intrenational Herald Tribune, December
10, 1992.
61 Allen S. Whiting, "Southeast Asia Eyes China: The Security Dimensions," Asian Survey,    なお、東南アジ
アにおける中国の勃興に対する反応の優れた分析として、Koong Paiching, •Southeast Asian Countries f
Perception of China's Military Modernization, Sigur Center Asia Papers #5, The Sigur Center for Asian
Studies, The George Washington University, May, 1999も参照。
62 具体的訪問先については、『東アジア戦略概観: 1996-1997』（防衛研究所、刊行年記載なし）、200-
202頁、『東アジア戦略概観：1997-1998』（防衛研究所、1998年）、184-185頁参照。
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的に解決したことと「南シナ海における行為原則」に関する交渉が進んでいる63ことを「新

安全保障観」の実践としてあげている。

フィンケルスティーンが指摘するように、「新安全保障観」の目的の１つが「（アジア）

地域、特に東南アジア、に対して「より優しい顔（kinder and gentler face）を見せる」64こ

とにあるのは明らかである。

（６）多国間安全保障協力の理論的枠組み

　米国の同盟強化への対抗にしても、中国脅威論への対応にしても、地域の多国間協力への

参加が重要な手段であることから、「新安全保障観」は必然的にその理論的枠組みとしての

側面を持つ。「新安全保障観」を提示した1996年のARF外相会議において中国が翌年の信頼

醸成部会の共催者に名乗りを上げたことは、中国のARF関与がそれまでの消極性、受動性

を脱して、積極的関与に転換したことを示すものであった65。「立場文件」も「新安全保障

観」の実践として、上海協力機構(Shanghai Organization of Cooperation, SOC)とARFへ

の積極的参与を挙げている。しかし、「立場文件」が安全保障協力の形式に拘束力を持った

ものとフォーラム的なものがあり得ると述べているように、両者に対する中国の姿勢には明

確な相違がある。

　『人民日報』は1997年7月のARF外相会議で銭基�外相が「新安全保障観」を論じた演説

の全文を報じたが、その約２週間前「安全保障協力と協力的安全保障」と題する興味深い論

評を掲載した66。この論評は、ARFをアジア太平洋地域で安全保障問題につき公式の多国間

対話を行う唯一の政府間フォーラムであり、対話により相互信頼を増進し、協力により共同

の安全保障を追求するという「新しいタイプの安全保障観念」を反映していると評価し、中

国の積極姿勢の証として同年3月の信頼醸成部会主催を挙げているが、同時に「新時代の安

63 2002年11月5日に拘束力のない「南シナ海行動宣言」（南海各方行為宣言、Declaratrion on the Con-
duct of Parties in the South China Sea〈 http://www.aseansec.org/13163.htm〉）の採択という形で決着
した。紛争の「主権国間の交渉による」平和的解決、紛争を複雑化しかねない行為の自粛、軍事演習
の自発的通知、重要情報の自発的交換等を規定している。
64 Finkelstein, China’s New Security Concept: Reading Between the Lines, p. 5.
65 その半年後の1997年1月、筆者はこの転換について、台湾も参加しているAPECを安全保障協力の
場にしようという構想に対抗し、日米安保再確認に対抗して二国間軍事同盟を否定して多国間安全保
障協力を「時代の潮流」とする議論を引き起こすことを目的とした「戦術的」なもので、「受動性」
を脱していない、と論じた（「中国とアジア・太平洋の多国間安全保障協力」、62-63頁）。しかし
この判断はARFへの関与だけに基づくもので、十分なものではなかった。後述するように、「上海５
国」の第１回首脳会議が1996年に上海で行われ、それが上海協力機構に発展していったことも併せて
考慮すると、1996年以降の多国間協力への関与の姿勢は「選択的積極性」と呼ぶべきものと思われ
る。
66 阿瑩「安全的合作与合作的安全」『人民日報』1997年7月16日。
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全保障協力」特徴として以下の３点を挙げている。第１に、主権平等に基づく協力であり、

共同の安全保障を目的とする。第２に、協力の発展は安全保障利益の収斂に基づく、漸進的

なものである。第３に、協力はいかなる成員の安全感をも損なうべきでなく、各国の基本防

衛体系に触れるべきではない。このような限定をおいた上でさらに、著者は「協力的安全保

障」は「集団で国家間紛争に介入し、あらゆる具体的安全保障問題の徹底的解決を図ること

を意味しない」と述べ、地域の多様な安全保障問題の大部分は関係国間の直接の平和的協議

を通じて解決すべきであると主張するのである。1996年以降のARFに対する中国の「積極

性」が極めて限定的なものであったことを如実に物語るものと言えよう。ARFは、1995年に

採択された「コンセプト・ペーパー」により、信頼醸成、予防外交、紛争解決という３段階

の発展目標を提示したが、信頼醸成から予防外交への展開は、国家主権、内政不介入原則と

の関係で消極的な参加国が多く、順調ではない。中国のこのような消極姿勢も予防外交への

進展を遅らせる要因の１つであった67。

　9.11テロ以降ARFが国際テロリズムへの対応を模索する中で、中国は2002年5月のARF高

官会議に「非伝統的安全保障領域における協力の強化に関するポジション・ペーパー」を提

出し68、積極的関与の姿勢を示した。しかしこの文件は、テロリズム、麻薬、エイズ、海

賊、不法移民等の非伝統的安全保障分野における中国の貢献を記述した部分が具体的なだけ

で、以後の協力政策に関しては、方式の多様性、予防重視等の原則を述べ、主権尊重および

内政不干渉原則の堅持、「新安全保障観」の確立を訴えているだけで、何ら具体的な提案を

していない。「新安全保障観」に関する「立場文件」もこのような文脈で同年7月のARF外

相会議に提出されたものであるが、ARFについては何ら具体的な提案をしていない。

　これとは対照的に中国は「上海協力機構」（SOC）に対しては、はるかに積極的である。

「上海協力機構」の前身の「上海５国」（上海ファイブ）は、その構成国である中国、ロシ

ア、カザフスタン、キルギズスタン、タジキスタンの首脳が上海に集まり、「国境地域にお

ける軍事領域の信頼醸成に関する協定」（「上海協定」）に署名した1996年4月26日に「誕

生した」とされている69。この「上海協定」や同日の「中ロ共同声明」を「新安全保障観」

67 予防外交に対する中国の消極性については、佐藤考一「地域紛争とASEANの機能－南シナ海をめ

ぐる協調と対立」山影進編『転換期のASEAN－新たな課題への挑戦』（日本国際研究所、2001年5
月）、188頁参照。
68 「関于加強非伝統安全領域合作的中方立場文件（2002/05/29））（二〇〇二年五月）、中華人民
共和国外交部（http://www.fmprc.gov.cn/chn/30436.html）。
69 陸忠偉「欧亜大陸地縁戦略各局演繹及其前景与意義（代序）」、中国現代国際関係研究所民族与宗
教研究中心『上海合作組織－新安全観与新機制』（時事出版社、2002年２月）、4頁。



高木　中国の「新安全保障観」

87

70 岡部達味『中国の対外戦略』（東京大学出版会、2002年11月）、226-227頁、は「上海協定」を「始
まり」、浅野亮、前掲論文、18頁、は「中ロ共同声明」に「原型」が見られる、としている。
71 『毎日新聞』1996年6月24日。
72 中国現代国際関係研究所民族与宗教研究中心、前掲書、143頁。
73 「アルマトゥ声明」の全文は、前掲書、271-274頁。
74 前掲書、280頁。

の始まりないしは原型とする先行研究の見解70は、中国が「新安全保障観」を初めて提示し

た同年7月のARF外相会議で承認された、翌年の「信頼醸成部会」の北京開催に中国が名乗

りを上げたのがやはり４月であった71ことと考え合わせると、基本的に妥当なものである。

ただ、「新安全保障観」に特定の「始まり」や「原型」があったと言うよりも、当時中国の

少なくとも外交当局の首脳の間にそのような考え方が定着しつつあったと言うのが事実に近

いと思われる。

　「上海協定」に続き翌年４月24日、やはり５カ国の首脳がモスクワに集まり、「国境地域

における軍事力の相互削減協定」（「モスクワ協定」）に署名した。「上海協定」と「モス

クワ協定」は、基本的にソ連解体以前方行われていた中ソ国境交渉を引き継いだものであ

り、中国を一方、ロシア、カザフスタン、キルギズスタン、タジキスタンをもう一方とし、

参加国への言及も「双方」という形でなされていた。しかし翌1998年7月3日カザフスタン

のアルマトゥに５国の首脳（ロシアからはエリツィン大統領の健康上の理由によりがプリマ

コフ外相）が集まり、発表した共同声明（「アルマトゥ共同声明」）は、「各国」（各方）

と言う形で参加国に言及しており、多国間協力への脱皮が行われたたことを示していた72。

「アルマトゥ共同声明」は、民族分裂主義、宗教的急進主義、国際テロ、武器や麻薬の密輸

等の越境犯罪への対応、石油と天然のガスパイプライン、鉄道、道路、水運、航空輸送等経

済領域での５国間の協力を謳い、公刊された「上海５国」の文件として初めて「新安全保障

観」に言及するとともに、初めて関係国間の協力を越えて、アフガニスタン情勢の緊張、南

アジアの核実験といった地域外の問題に対する関心を表明した73。

　その後も５カ国は持ち回りで毎年首脳会議を繰り返すとともに、1999年12月の治安・法

執行機関指導者会議、2000年3月の国防相会議、同年7月の外相会議と協議の枠組みを拡大

し、協力の具体化を進めた。このうち国防相会議の共同声明は、ABM条約維持を謳い、アジ

ア太平洋地域におけるミサイル防衛配備に対する懸念を表明することによって、米国の動き

を牽制する意図を明確に表明していた74。2000年7月のドゥシャンベ（タジキスタン）にお

ける首脳会議には「上海５国」の枠を越え、ウズベキスタンがオブザーバーとして参加し

た。翌2001年6月14-15日、持ち回りが２巡目に入り、再び上海で開催された首脳会議にはウ

ズベキスタンも正規メンバーとして参加し、６カ国から成る「上海協力機構」（SOC）設立

宣言と「テロリズム、分離主義、過激主義に対する攻撃に関する上海協約」が署名された。
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SOC設立宣言は、「新安全保障観」の４つの「核心」に「多様な文明の尊重、共同発展の追

求」を加えた「上海精神」を謳うとともに、首脳会議に加えて、外相会議、国防相会議を毎

年開催すること、「上海協約」に基づく協力とビシケクに「SOC反テロ・センター」を設立

すること等を規定するとともに、グローバルな戦略的安定の重要性を強調することによって

米国のABM条約破棄の動きへの反発を表明していた75。

　以上の展開に中国は積極的に関与してきた。その中心的動機は、中国が中心的役割を果た

す形で、中国にとっても重大な脅威である国際テロリズムへの対処を焦点とする中央アジア

の地域秩序を形成するとともに、それによってミサイル防衛等による米国の軍事・政治力の

拡大に対抗することであった。2001年9月の同時多発テロ以降のロシアの米国支持、特に中

央アジアにおける米国軍事力の展開容認と同年末の米国のABM条約破棄に対するロシアの

黙認は、中国の期待を大きく裏切るものであったが、SOCに対する積極的関与に大きな変

化はなかった。20002年6月サンクト・ペテルブルグで開催されたSOC首脳会議では、SOC

憲章が採択され、「地域反テロ機構協定」が締結された。中国はSOC事務局を北京に設置

することに同意し、同年10月にはSOCの枠組み内でキルギズスタンと反テロ合同軍事演習

を実施した。

　このような具体的貢献を伴うSOCへの関与の積極性は、ARFに対する具体性を欠いた「積

極性」とは大きく異なるが、両者の違いが中国が主導的立場に立てる度合いの違いによるこ

とは明らかであろう。

むすび

　中国が1990年代半ばに提起し同年代末に定式化を完成させた「新安全保障観」は、「協

調的安全保障」、「共通の安全保障」等西側諸国で冷戦後盛んに議論された新しい安全保障

概念に中国の主張をブレンドしたもので、「一超多強」構造が定着し、中国の期待する多極

化が長期の過程であることの認識を踏まえ、90年代初めから半ばにかけての外交的成功を

背景に提起されたものであった。その目的は、米国を中心とする同盟体制の強化に対抗し、

主として東南アジアの中国脅威論を解消することにあった。「新安全保障観」の本質は、そ

の名称とは裏腹に、中国の安全保障政策を全体的に提示したものではなく、その一端として

の対外政策（軍事外交を含む）遂行の枠組みであり道具であった。「新安全保障観」は、２

75 SOC設立宣言の全文は『人民日報』2001年6月16日を参照。
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国間および多国間の安全保障協力への参加の理論的枠組みとなるとともに、新たな安全保障

秩序のビジョンを提示することによる外交的イニシアティブ発揮の有効な手段と考えられて

いたのである。中国の「新安全保障観」は安全保障政策の全体的表明でも、単なる建前や欺

瞞的宣伝でもない。それは中国の多面的な安全保障政策の一面であり、我々は、その性格を

的確に把握した上で、その積極面を対中政策展開に活用していくべきであろう。


