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報告Ⅱ　中国の東シナ海・南シナ海政策―習近平の世界戦略の視点から
（法政大学）趙　宏偉

はじめに

三つの問題について，少し挑戦してみたいと思

います。1．東シナ海と南シナ海での争いはただ

の領土と海域の紛争ですか，2．これは地域大国

としての中国の周辺戦略によって，もたらされた

ものではないか，3．それは超大国としての中国

の世界戦略の一環ですか。結論から言うと，三つ

ともあるという安易な結論をまず示させていただ

きます。要は，領土と海域の紛争でもあります。

普通の中国人にとっては，ただうちのものだとい

う意識です。ただし問題はこの領土意識がいつ第 

2 と第 3 の局面に移っていったのですか。地域大

国としての中国の周辺戦略及び超大国中国の世界

戦略として局面にいつ移っていったのですか。私

としては，三つの局面とも存在し，今では同時進

行していて，したがって周辺地域，アジア，国際

社会には様々なインパクトを与え続けています。

では，どういうふうに見てこういう結論を導く

ことができるかですね。方法としては，三つの局

面を時空の両面から，いわゆる，歴史の経緯とい

う時間，国際関係という空間，この両面から観察

し，なおもう一つは，国際法規と，「大国の掟」

からなる国際秩序という，私の国際秩序について

のロジックをもって，分析してみます。

国際法規は，国際法だけではなく，二国間の協

定も，国際法規です。「大国の掟」は私の造語で，

普通はやくざの掟，日本語には掟というのがよく

使われます。それと似たようなものです。大国関

係はある意味でやくざ関係みたいなもので，掟と

いう日本語がすごくあっていると思って使わせて

いただきました。中国語とか他の国の言葉に訳す

と，ニュアンスが出てこないです。すごく困って

いることでもあります。そういうものはどういう

ものか，私の定義は歴史と文化に礎を持つ，暗黙

のうちの大国関係のルールというものです。しか

も，「大国の掟」は国際秩序の大変重要な部分を

実はなしているということです。そのデッドライ

ンは，大国が周辺をもっていると，そしてその周

辺に他の大国が敵対勢力を作ったり，支持したり

しないこと，これは掟です。では見ていきましょ

う。本当かどうか，このロジックが合うかどうか

です。

Ⅰ．領土と海域の争議としての東シナ海問題
―国際法規の視点

領土と海域の争議であるかどうか，結局，国際

法規から見るしかありません。国際法規上では，

中国側には領土と海域としての権利を持っていな

いという話になると，つまり中国が拡張しようと

する問題になるわけですね。いわゆる領土の拡張

は自分の領土でない部分をあらためてぶんどる

と，それが領土の拡張です。そういう認識からす

ると，国際法規がすごく重要です。じゃあ，領土

と領海の争議としての東シナ海問題について，ど

んな国際法規がありますか。並べてみました。

尖閣諸島の問題に関わる国際法規で，まず一つ

は，1946年の 1 月29日の連合国軍の命令（SCAPIN

第677号）というものがあります。GHQ命令です。

その命令の中では，日本を言及するときの定義と

して，日本の国土を決定するとしたんです。この

決定は沖縄の領土主権を日本から剝奪しました。

これは皆さんにとっても常識ですけれど，その持

つ意味が大変重要です。講和条約の前のGHQの
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を日本に返還することがけっこういいことで，そ

れを国連安保理事会または国連大会にかけて通す

と。それが本来の手続きです。アメリカはまった

くやらなかった。アメリカは一国として返還しま

した。

したがって次の問題が起こっています。アメリ

カは今でも言い続けていることは，米国は日本に

沖縄の施政権しか返していないんですという主張

です。なぜアメリカはこの立場をとっているのか，

アメリカは日本を牽制しようと政治的な説明はい

ろいろあるけれども，法規上では，国際法上では，

実はこの点においては，アメリカが国際法に従っ

ているんです。アメリカは沖縄の主権を持ってい

ないんです。国連の決議の手続きを取っていない

んです。したがって，アメリカによる沖縄の返還

は施政権のみになっていて，そういう状況です。

じゃあ沖縄の主権は国際法上で今どこにあるか。

厳格的に求めていけば，相変わらずSCAPIN第

677号命令のところにあります。その命令以降は

国連からの何の命令も，何の国際法規上のきまり

もないから，まだそこに残っているわけです。

次に見ていくことは，沖縄と尖閣の関係になり

ます。要は日本が沖縄の主権を持っていないから，

施政権しかアメリカからもらっていないから，尖

閣の主権を持っているとはいえないという話とな

るんです。

具体的には日本政府もいろいろミスを犯してき

ました。上記の1946年 1 月29日SCAPIN第677号

命令以前の長い歴史の中でもいろいろミスを犯し

てきたんで，そのミスを整理すると，一つは皆さ

んもご存知の事実で，日本政府は1895年 1 月に秘

密閣議で，尖閣の領有を決めました。しかし，そ

の後は公表を忘れました。私は忘れたという言葉

を使っています。官僚たちが忘れたと私は見てい

るんです。島に標識も秘密決議通りに設置してい

ませんでした。その秘密決議は，尖閣を領有して

島に標識を設置すると決めているんですね。それ

命令は最高位の国際法規です。その先に当然ポツ

ダム宣言とかいろいろあって，この命令はそれら

の宣言，また日本の降伏文章に基づいて，出され

た命令です。この命令の持つ意味について，次の

言葉が耳に痛いですけど，一つの事実です。敗戦

国日本は，固有領土を持たない，日本の領土の根

拠はこの命令です。この命令以前の日本の領土主

権は，敗戦によって，すべて無効になった。実は

これが国際法規です。これは大変厳しいですけれ

ど，研究者としては，これは一つの事実と言わざ

るを得ないです。

2 番目の国際法規は，サンフランシスコ講和条

約です。これはアメリカによる沖縄の信託統治を

決定したわけです。ところが，この決定は上位法

規に違反しています。上位の国際法規は，国連憲

章になるわけです。国連憲章に規定されている国

連の専権事項という信託統治ですから，したがっ

て，信託統治を行うときは，アメリカが国連によ

る議決を，それを通さなければならないです。ア

メリカはそれを一切やらなかったんです。した

がって実際はアメリカによる信託統治というもの

は国際法上に効力の問題があります。無効だとは

言わなくても効力の問題があるんです。要は 1 番

目のその連合国軍命令というものは，沖縄あたり

の主権を，連合国が扱うことにしたわけです。で

は，信託統治はどの国に任せるか，それは連合国

つまり国連を通さないといけないということで

す。

ほかにアメリカが信託支配をやってきた南太平

洋のかつて日本が領有していた島々は，それはす

べて国連の決定文があるんです。それに基づいて

アメリカが信託統治をおこなっていたわけで，沖

縄だけは，アメリカはあえて国連を通さなかった

んです。なぜでしょうか，それはさておき，法律

だけを話していきます。

それから72年，沖縄返還，それも国連を通して

いないですから，アメリカは。本来ならば，沖縄



（19）

中華民国（台湾）は，外務省による立法会（国

会）答弁の形なら1970年 7 月に立法会が尖閣諸島

を含む島々の大陸棚の領有権を定める法律を審

議・採択する席で釣魚島諸島（尖閣諸島）の領有

権を主張しました。愛知外相の国会答弁は台湾側

の前述の行為に対する反論でした。なお，中華人

民共和国は新華社の論評という形で70年12月に釣

魚島諸島の領有権を最初に主張しました。

では，結論からすると国際法上，尖閣の領有権

は，争議が存在しています。今，日本内閣の立場

では，争議が存在しないという立場ですけれども，

国際法上では，争議が存在しています。

中国の外交を見てみよう。尖閣諸島について，

領土と海域の争議があると，中国は争議があるこ

とを認めています。中国はたしかに尖閣問題を自

分の領土と海域の問題としています。要は，いわ

ゆる拡張ではなく，拡張よりは領土主権の擁護と

いう立場を取っているということです。

中国の尖閣についての政策史を見ていくと，変

化があります。一つ変わったところ，固有領土論

中心という主張，何千年前からの我が国の固有領

土だという話，この論理から実際に変わったんで

す。これは2012年の釣魚島白書のときから変わり

ました。戦後秩序論中心に変わったわけです。そ

の白書には，何千年前からの我が国の領土と一言

いっているんで，その主張をやめることをしてい

ないけれども，中心として一生懸命議論して主張

したのは，戦後秩序論というものでした。ポツダ

ム宣言とかカイロ宣言とか，領有権の国際法的根

拠としてそれを一生懸命主張していたんです。

しかし変わっていないところもあります。法根

拠をもって論破することより，今でも原則の強調

に留めています。どういう意味ですかね。実は私

が今言っているSCAPIN第677号命令をはじめと

する国際法規の諸点は，ほぼこの釣魚島白書の中

には書かれていないです。中国外務省は，連合国

命令をもって，米国による沖縄返還のプロセスを

をすべて反故にしてしまったんです。

その翌年の沖縄郡政についての天皇の第13号の

勅令，これも皆さん知っていることで，それには

尖閣云々は何も記されていないです。

この秘密決議が世に初めて公表されたのは，戦

後1952年からの外交公文書の公開と出版です。そ

れで初めて，1895年に秘密決議があったと公表さ

れたわけです。日本中でも初めて知られ，国際社

会でも初めて知られたんです。したがって1895年

の秘密決議は，国際法上何の効力もないというの

も真実です。

1952年に公表されたんですから，翌年の1953年

に米国の琉球民政府は尖閣を含む，琉球列島地理

回線というものを発表しました。尖閣を入れまし

た。入れたんですけれども，これは地方政府の公

文書，しかも米国琉球民政府の公文書で，国際法

上効力はありません。

では，中国側には弱みがないですか。もちろん

あります。中華人民共和国外交部は1950年 5 月

15日に内部文書である「対日講和条約における

領土部分の問題と主張に関する要綱草案」に，「尖

閣諸島及び海域を台湾に組み込むべきかどうかに

ついて検討する必要がある」と箇条書きしました。

しかし中国外務省は対日講和会議に参加できな

かった後，71年12月釣魚島（尖閣諸島）の領有権

を声明するまで，再提起することはなく，私の言

葉では忘れていました。71年のことは皆さんのご

存知のことで，これが中国側の弱みです。

でも，この弱みは日本外務省も同様に持ってい

ます。尖閣諸島の領有権を主張する最初の大臣発

言は1970年 9 月10日で，それも対外声明ではなく

国会での愛知揆一外相による答弁でした。さらに

国際法規の視点から見れば，日本は沖縄が返還さ

れる前の時期に，尖閣どころか沖縄の領有権も主

張する資格はありません。その時期に，米国ない

し国連は国際法上，沖縄を日本に返還しない権利

までもっているからです。
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のを安保理に出します。簡単に採決できるもので

す。これは中国が日中関係を考えるなら，そうい

うリーダーシップを発揮してやれることじゃない

ですか。2 番目は，代わりに尖閣諸島を日中両国

の協定で，立ち入り禁止の国境自然保護区としま

す。これでこれから安定していけばいいかと，個

人の思いですけれども。

Ⅱ．領土と海域の紛争としての南シナ海問題
―国際法規の視点

南シナ海の国際法規を見ていきましょう。まず，

最初の国際法規は実は面白い。1887年 6 月29日，

清仏両国は，前年つまり86年の陸上国境線に続き，

「続議界務専条」という中国とフランス領インド

シナの南シナ海の国境協定を結んだんです。こう

いうものがありました。この国境協定によると，

清と仏領のインドシナは，東経108.2度線に沿い，

すなわち清仏両国の勘界大臣が引いた赤線，それ

をもって南方向へ垂直に書いていき，海上の国境

線とする。そういう協定を結んだわけです。この

線は実は，のちの十一段線，今日にいう，九段線

のはじまりです。その起源です。これは南シナ海

についての，最初の国際法の根拠です。当時は，

海の上で国境線を書いてはいけないという国際法

規は別にないですから，清王朝とフランスのこの

協定は当然列強からも認められていて，それに

よって南シナ海のすべての島嶼の領有は清王朝の

ものになりました。国際社会もそれを認めたとい

うことです。

のちの1933年，38年に 2 回，仏軍は南沙諸島と

西沙諸島に侵入してきました。そのとき中華民国

政府はフランスとの間のこの「続議界務専条」を

もってフランスに退去を求めました。これは両国

の国境協定で，我が国の領土ですから退去してく

ださいと。そのとき日本の立場は，日本の外務省

はフランスには反対しました。フランス大使を外

務省に呼んで，中国領土への侵略に抗議していま

もって，米国が施政権しか返してないという主張

をもって，日本に対して論拠を主張していないわ

けです。ただ原則論を強調しているだけです。

ではなぜですか。たとえば私の論法でぼんぼん

やっていたら，けっこう日本政府をいじめること

ができるじゃないですか。でもやっていません。

なぜかは，私の見方ですけど，一つは勉強しまし

たが，勉強不足です。勉強は戦後国際秩序論への

変化をもたらしたんです。日本がその国際秩序を

破ろうとしているんだ，そういう論理に変わって

きました。要は勉強してわかるようになっていま

す。でも，勉強はまだ足りないです。

もう一つは，いわゆる大国意識の一つの働きが

あります。中国の外交は諸外国から様々な見方が

ありますが，中国自身はどうしても大局観にこだ

わるんです。それが一つの外交文化になっていま

す。大局を重んずるというと，何が大局ですか。

中国では大局の話となるとほぼ関係改善が大局だ

ということになります。米国との関係もそうで，

米中関係の大局は新型大国関係を構築しろという

ものです。大局観は一種のテーゼみたいになって

いて，一つの外交文化です。悪くない文化だと私

は思うんですけれども，関係改善の余地を残すと，

あまりにも相手を追い詰めてしまったら，関係改

善ができなくなると，それはあります。だから大

まかな話にしておく。原則を強調しておく。これ

以上の細かいところを言わないと。それは一貫し

た外交のやり方です。しかし，外交官たちはそん

な大局観の中に長くいるもので，大局を重んじて

いれば間違いはないってやっていくと，もう国際

法規とか歴史経緯とかを大まかに知っておけばい

い，猛勉強する必要はない，そこで思考停止して

いくことになります。よって彼らの勉強不足は一

向解消されません。

では，尖閣の争議はどうすればいいかと，私個

人の提案ですけれど，乱暴ですけれども，中国は

沖縄返還について率先して，国連追認決議という
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主張し始めたのです。

では，国際海洋法公約と南シナ海の権益はどう

いう関係でしょうか。国際海洋法公約は1994年に

発効したもので，当然それは以前の国際条約を保

護するものです。

まず，以前の国際条約は何ですか。清王朝とフ

ランスの南シナ海についての国境協定ですね。そ

れから戦後の連合国軍の命令とその執行，当然国

際海洋法条約はそれらを否定するものではなく，

守るものです。

次に，そのいわゆる十一段線か九段線か，そう

いう断続線，中国政府が「断続線」という用語を

使っています。それが国際海洋法公約における地

位についてです。要は断続線という歴史からの権

益と国際海洋法公約との整合性の問題がありま

す。その整合性について当然国際海洋公約には決

まりがあります。それは「歴史的権利」という概

念です。歴史的権利を認めるんです。認めるんで

すけれども，じゃあ，世界中に存在する各々の事

案についての歴史的権利の中身は何ですか，それ

は，当事国の交渉によるものだと思われます。

九段線は確かに歴史だから歴史的権利がありま

す。じゃあその権利はどういう意味ですか。それ

をただの「環境保護の線」とするか，「国境線」

だと定義するか，関係国によっての交渉になるわ

けですね。

「歴史的権利」は12海里領海の国際法規定を超

える場合もあります。たとえば，渤海。渤海は皆

さんご存知で，広いですよ。領海が12海里までと

すると，渤海のど真ん中は公海になります。でも，

世界では誰でも軍艦を渤海に入らせて，中は公海

ですから，自由航行だって米国もやっていないわ

けですね。誰も中国の渤海には軍艦を派遣しない

でしょうね。それは「内水」，内の水と呼ばれます。

「内水」という概念も国際海洋法公約にあります。

要はそういう「歴史的権利」というものは，複雑

なものです。

した。読売新聞の一紙面，いちばんの大ニュース

として出しました。「続議界務専条」は国際法規

で根拠になっているわけです。

次は1946年，GHQと連合国軍中国戦区司令部

の両方の命令があります。連合国軍中国戦区司令

官は蔣介石でした。要は国連の命令で米軍は軍艦 

4 隻を提供して操縦し，中国軍は乗船し，米軍と

中国軍の両軍は連合国軍として，日本が占領して

いたいわゆる「新南諸島」（日本は南シナ海の全

島嶼を新南諸島として台湾の高雄市に編入してい

た）を接収し，中国に返還したわけです。

これは連合国軍の命令とその執行ですから，当

然最高位の国際法規です。誰にも否定できないレ

ベルの国際法規です。ハーグ国際仲裁所の資格で

は裁ける国際法規ではありません。

それにもう一点，流行りの一つの言い方は台湾

についても地位未定論，南シナ海の島嶼について

も地位未定論がありますよね。日本が放棄すると

きは，放棄したといっただけで，放棄して誰にあ

げたということを言わなかったわけだという理屈

があります。それは国際法的に見てみればどうな

りますか，これもちょっと耳が痛くなるけれども，

領土の領有は講和条約等における敗戦国側による

意思表示の有無とは，全く無関係です。日本に残

す領土の決定を含めて，ポツダム宣言，カイロ宣

言，及びその執行としての連合国軍命令は最高位

の国際法規です。

続きの話も皆さんが知っている事実で，中華民

国は46年に「新南諸島」を接収してから，すぐに

47年に地図を製作し，48年 2 月に正式に公表し

ました。当時十一段線を公開したんですね，当然

その後も世界各国は誰でもノーだと言っていない

から，ずっと続いていて，南沙諸島の主島は太平

島ですね，中華民国がずっとそれを主権の象徴と

して軍民を駐在させてきました。

1970年代に入ってから，ベトナム，マレーシア，

フィリピン政府は南シナ海の島嶼に対して領有を
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出てないからです。

講評 3。九段線に対しての否定の根拠は，国際

海洋法公約ができているから，九段線が全く無効

になったと言うロジックです。このロジックは，

国際海洋法公約にある歴史的権利条項そのものを

否定しました。国際海洋法公約は，歴史的権利を

規定して認める公約ですが，この裁定は国際海洋

法公約ができてから，歴史的権利がなくなったと，

そう裁定をしたわけです。

講評 4。島を否定した基準は，「人間が居住し

て安定的な地域社会を形成すること」ができない

から島じゃないというものです。このロジックだ

と，これではすべての無人島，尖閣も含めて全部

島じゃないことになります。EEZを持ってはいけ

ないという話になるんです。実は有人島であって

も「安定的な地域社会の形成」がないとダメだと

裁定をしています。それでは日本中の過疎化して

いる島々も危なくなります。

講評 5。南シナ海周辺諸国は，実はみな，権利

が損なわれたんです。この仲裁の裁定でね。みな

持っている島は，ぶんどった島は全て島じゃない

と決めつけられてしまったわけです。EEZはみん

な持っていないと，そういう話になっています。

実際は冷静に見てみれば，フィリピンを含めてど

の国でも仲裁裁定を完全に受け入れて，それが正

しい，それに従うんだと，どの国も言っていませ

ん。それを基礎とするとか，尊重するとかいろい

ろな言い方をしています。特にベトナムは全く支

持を表明していません。なぜならばベトナムはい

ちばん多く島をぶんどっているんです。29の島を

ぶんどっています。中国は七つの島だけです。そ

れが全て島じゃないと裁定されたわけですから，

みんな損をしました。

講評の 6。誰のための仲裁ですか。裁定内容は

国際海洋法公約を認めていない米国の望みです。

米国は一貫として歴史的権利や島のEEZの権利を

できるだけ認めず，できるだけ公海を大きくして，

では，2016年の国際仲裁所の裁定と南シナ海に

ついてどう見ればいいか。要点は二つ，仲裁裁定

は一つは断続線の歴史的権利を全部否定しまし

た。もう一つは南シナ海に島はないとしました。

ついでに日本の「沖ノ鳥岩」を，仲裁書にこの言

葉が書かれていて島として認めないと，日本の主

張も否定したわけです。

仲裁書を講評してみますけれども，講評 1。ま

ず中国が主張していない事項まで，仲裁されたと

いうことです。これだけでもその仲裁が法的に無

効だと言えます。中国政府は，断続線は中国の歴

史的権利だと，主張したことはない。これを言っ

たらおそらく皆さんもびっくりするでしょう。事

実です。中国は全然主張していません。フィリピ

ンは不勉強で当たり前のように思って，これを国

際仲裁所に提訴したわけです。仲裁書が出てから

中国政府の権利声明，及び仲裁書についての声明

の中でも，九段線は中国の歴史的権利だと相変わ

らず主張していません。何を主張しているかは，

主張している言葉は，「南シナ海には中国の歴史

的権利があります」。南シナ海には歴史的権利が

ある，それを主張しています。九段線なんか言わ

ないです。実に面白いことです。

それから講評 2。フィリピンが申し立てていな

い事項まで仲裁しちゃった。だから無効になりま

す。要は九段線に対しての仲裁と同じ法律上では

無効です。存在していないこと，訴えもしていな

いことをどうして勝手に仲裁したんですか。

フィリピンの提訴は中国が南シナ海で持ってい

る七つの島嶼に対しての仲裁請求で，それらが島

じゃないと仲裁してくれと求めたんですね，それ

から台湾が持っている太平島に対してあれも島

じゃないと，仲裁してくれと。それしか申し立て

ていません。しかし，仲裁法廷は南シナ海のすべ

ての島は，島じゃないと，ついでに日本の沖ノ鳥

島も島じゃないと裁定をしてしまったんです。こ

の仲裁は当然無効です。フィリピンが仲裁を申し
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府はがんとして白書を出さないです。

何で出さないか。私は中国外交官との接触は多

くないですけど，多少の接触はあります。例えば，

こういう回答が返ってきた，おしゃべりの中でね，

「それをやってしまったら，沿岸諸国はみなパニ

ックを起こすから」と。この言葉は中国の某外交

官が直接私に言ったものです。諸外国がびっくり

するから，論破をやめようと，特に「九段線」に

ついて「曖昧政策をとる」と明確に外交政策とし

ています。外交も人間がやるもの，それぞれ自己

意識も持っているから，外交行為に影響します。

Ⅲ．無意識のうちの「大国の掟」（1950～
1960年代）

「大国の掟」はどういうものか。関連する歴史

を少し整理してみます。1949年 7 月，スターリン

は毛沢東に対して，これから東アジアの革命は中

国，ヨーロッパの革命はソ連，世界の革命は両党

が相談して決めると告げました。ソ連崩壊後に公

開されたソ連秘密文書にそう書かれていました。

これはパワーシェアリングですね。大国間の勢力

配分というものですが，革命の名義で行われまし

た。それから 5 か月後，1950年 1 月，トルーマン

声明，アチソンラインが出てきました。皆さんも

ご存知で，それは朝鮮半島，台湾，インドシナを，

米国の安全保障ラインの外に置いてしまいまし

た。大陸中国に対しての米国からのパワーシェア

リングというものになるわけです。結局，中国は

ソ連と同盟を結び，ソ連と一緒に米国に対決する

ことにしました。米国は朝鮮半島，台湾，インド

シナを共産主義から守ることにし，結果，朝鮮戦

争，台湾出兵，ベトナム戦争という歴史になった

わけですが。

当時は，米ソはまったく無意識のうちに中国に

対してこのようなパワーシアリングのアプローチ

をそれぞれ取ったのです。中国が強い大国だから，

お互いの縄張りをどうすればいいかと米ソは考え

各国の持ち分を小さくしていって，ずっとそうい

う政策をとっています。だから自由航行だと叫ん

でいます。仲裁書は米国の主張に沿って書かれた

だけのものです。

もう一つ。仲裁委員たちのエゴですね。海洋法

の新しい判例をもって新しい基準という歴史を私

たちが作った。そのエゴもあります。法律家のみ

なさんですから。でも，ロジックはあまりにも粗

末でした。結局日本を含めてどの国も実際にこの

裁定に従わないでしょう。日本は「はい！　沖ノ

鳥島は岩です」と死んでも言わないでしょう。仲

裁書は中国による反対というよりも，やりすぎた

ことで案例にならずに紙くずになっています。

では，中国の外交も講評してみます。中国は南

シナ海の紛争を領土と海域の争議として認めてい

ます。中国が国際法上最強の根拠をもっています

から，争議はないと，ただ中国のものだと，それ

は言っていません。争議があり，関係諸国と交渉

する，会話すると，そういう政策を意思表明し続

けています。やり方は先ほど話した尖閣問題と同

じです。日本の領土外交のやり方とは違います。

ただし，やはり尖閣問題と同じで中国はこれら

の国際法上の根拠を外交に利用していません。私

個人が前述の国際法規を論じているだけで，中国

の外交政策ではありません。中国政府はこれら国

際法根拠をもって仲裁書をどんどん論破すること

をやっていません。中国外交は結局，原則の強調

にとどめているだけです。おもしろいよね。

原因は何ですか。やはり勉強したけど勉強不足

に尽きます。

そしてもう一つは，大局のために当事諸国との

関係改善の余地を残すという外交文化です。特に

南シナ海問題について，中国は尖閣問題について

の「白書」のようなものも出していません。中国

では知識人からの抗議がすごく強いです。白書を

出しなさいと，細かく詳しく関係する国際法規を

全て引用して説明しなさいよと。ところが中国政
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立したわけです。

ところが，1978年の11月，ソ連・ベトナム友好

互助条約が締結されました。このソ越結盟は，米

中の1972年体制に穴を開けたものです。中国とし

ての国際責任，当時，ニクソンに約束したこと，

ニクソンは毛沢東に台湾とベトナムから兵を引く

が，権力の真空になりそうでソ連が進出してくる

かもしれないと話しました。毛沢東はそれでも撤

退しなさいと言葉を返しました。結局，ソ越同盟

とベトナムによるインドシナ支配を阻止すること

は，中国の国際責任になり，それは中越国境戦争

につながっていきました。鄧小平は戦前に米国，

アセアン，日本を回り，支持と支援を獲得しまし

た。

鄧小平はソ連が同盟国のベトナムを支援するた

めに，中ソ国境で小競り合いでも起こしたりする

と覚悟していました。当時，中国軍現役中の私の

父親趙金龍は，瀋陽軍区に三つしかない戦車師団

の二つを率いて黒竜江省に赴きました。ところが，

ソ連軍は全く動きませんでした。恐らくそれで，

鄧小平はソ連を信用するようになったんです。要

はソ連も中国の周辺利益を認めているわけだと見

直しました。のちに鄧小平は，有名な中ソ関係正

常化 3 条件を打ち出し，それは中ソ国境とモンゴ

ルからの撤兵，アフガニスタンからの撤兵，ベト

ナムの反中政策を支持しないこと，すべて中国の

周辺利益でした。ソ連も次第にそれらを全て認め，

1989年に中ソ関係の正常化が実現したわけです。

50年代，60年代，70年代，80年代のこれらの争

い，40年間の争いが終わってから，米中ソ間のパ

ワーシェアリングがこの時期についにでき上がり

ました。その後は20年間の地域平和でした。

Ⅴ．東アジアにおける「大国の掟」の20年
（1990年代～2010年）

このあいだの面白い事実は，90年からアセアン

が率先して，東アジア経済統合をやろうとして，

たのではなく，ただ中国が統一したことで，なん

となく一つの大国ができたと条件反射的にパワー

シアリングという対応策をとったわけです。

「大国」に対する認識は，ただパワーからだけ

じゃなくて，歴史と文化の要素もあるんです。米

ソは無意識のうちに直ちに中国をも大国扱いに

し，縄張りのパワーシェアリングのアプローチを

とったわけです。これは当時の歴史でした。

中国は50年代から70年代まで東アジアで三つの

大きい戦争をやりました。朝鮮戦争とベトナム戦

争と中越国境戦争ですね。ベトナム戦争時，中国

は32万人の軍隊を北ベトナムに派遣し，米中は宣

戦なき戦争を長年黙々と戦ったんです。北ベトナ

ムで，中国軍は主に防空戦と工兵部隊による戦争

インフラの整備を担っていました。中国は何のた

めにあんな貧しい時，歯を食いしばって，米軍を

相手に二つの大戦争を遂行したのでしょうか。言

えることは，中国も無意識の中，自分の縄張りだ，

自分の周辺だと大国のなすことに身体が動いたの

です。これも要は文化というものです。だから「大

国の掟だ」と，私は言っています。朝鮮半島でも，

ベトナムでも，北部に対するアメリカによる占領

を絶対に許さないと，そういうのを，意地で命か

けて戦ったということです。

Ⅳ．イデオロギーを超えて米中VSソ連の「大
国の掟」（1970年代～80年代）

米中対ソ連という時期，これは皆さんご存知で，

要は72年のニクソン訪中，このニクソン訪中の結

果は米中の1972年体制ができたというものです。

それは第 1 は米軍の台湾とインドシナからの撤兵

を約束しました。いわば中国の縄張りですから。

第 2 は日米同盟の堅持でした。堅持の目的はニク

ソン曰く，ソ連による進出の阻止と日本による再

武装の防止だと，これは皆ご存知で事実です。こ

れは実際上かつてのアチソンラインに回帰したと

いえます。これで米中のパワーシェアリングは成
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やり始めたかは，ヒラリー・クリントンがやりは

じめたわけです。ヒラリーは 7 月に南シナ海の自

由航行を守るとして中国に嚙みつきはじめまし

た。南シナ海の自由航行が過去と現在，1 回でも

邪魔されたことはなかったのに，それに中国とフ

ィリピンが華人大統領アキノ 3 世の着任で仲良く

していたところでした。それから東シナ海での尖

閣問題でも，米国は積極的に関与してきました。

そして11年にオバマによって正式に「アジア回帰」

や「リバランス」が，米国のアジア太平洋戦略と

して打ち出されました。

米国は米中1972年体制を裏切ったわけです。米

国は「大国の掟」を忘れたのでしょうか，オバマ

は「大国の掟」なんかを知らないからでしょうか。

それと同時に米国はウクライナで反ロシアの革命

をも起こしていました。米国は政治第一，革命第

一で，「大国の掟」を反故にしたわけです。

一方，このとき，中国は大国意識を完全に悟り，

それを強く持つようになりました。まず，地域大

国として，自分の縄張りだと，それをはっきりと

意識し，また求めようとしたのは，鄧小平でした。

毛沢東のときは革命だという意識で，周辺の革命

を支援し，そういう革命意識でした。

次に，超大国としての意識，それは胡錦濤政権

の第 2 任期から，北京オリンピックから生まれは

じめました。そして超大国意識を形成しかつ米国

並みの超大国外交に進もうとしたのは，今の習近

平の時代で，2012年からです。

政策の転換もすさまじいものでした。習近平は

2015年に招集した中共外交工作会議の席で，自

らの世界戦略の完成版を示しました。それは「人

類運命共同体」という新しい国際社会を作ること

として，既存の国際秩序，グローバルガバナンス

体制を改善し，そしてそれを実現するための中心

ルートとして「一帯一路」こと，中国を起点かつ

リーダーとする旧大陸（亜欧アフリカ）の統合を

進め，また中南米とのパートナー関係を強化する

東アジア経済グループを提唱しました。真っ先に

日本にリーダーになってくれと要請しました。米

国は強硬に反対し，太平洋にラインを引くような

もので，米日を分断するものだと。責められた日

本側の回答は，これから米国が参加しない国際組

織に日本もいっさい参加しないという約束でし

た。要は日本のアジアリーダーシップには，米国

が強烈に反対していたんです。

ところが，中国は94年から東アジア経済統合に

関与しはじめ，その後，どんどん積極的に進めて

いき，アジアリーダーシップを発揮するようにな

りました。それに対しては，米国はまったく邪魔

しなかったんです。その間でも，日本がときには

手を挙げたんで，典型的には97年に，日本が

AMFというものをつくろうと唱えたとき，米国

はまたも強硬に反対していて，その構想を潰しま

した。米国は無意識のうちですけど，アジアでは，

中国がリーダーシップをとることを当たり前と

し，逆に日本が役割を発揮しようとしたら強硬に

反対にしていました。「無意識」こそ，それは文

化で「大国の掟だ」からというものです。

いまの安倍政権は2012年からアジアにおける日

本のリーダーシップを発揮するんだとはっきり打

ち出していますね。要はかねてからよく聞こえて

くる「アジアにおける日本と中国のリーダーシッ

プの競争」というものは，実は安倍政権から始まっ

たのです。安倍政権以前にそれは存在しませんで

した。なぜそう言えるかは，日本がアセアンから

求められても手を挙げてこなかったこと，ただ

97年に 1 回AMFを提案しただけでも米国に潰さ

れたことで，自らアジアリーダーシップを放棄し

てきました。

Ⅵ．米国は政治第一，革命第一，「大国の掟」
を反故（2010年～2016年）

2010年から，米国は政治第一，革命第一にし，

「大国の掟」を反故にしてきました。米国の誰が
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す。トランプはヒスパニック系移民のアメリカ流

入を阻み，またプーチンロシアと組んで中東を平

定してイスラム系の欧州大移動を阻止することを

使命としています。これは地中海世界のキリスト

系白人とイスラム系白人の千年の戦いの新たなう

ねりと見てもいいでしょうか。

では，米中関係の歴史を辿ってくると，1972年

からほぼ40年間ほど「大国の掟」はアメリカが守っ

てきました。では，これからはどうなるか，1950

年のアチソンライン，米中1972年体制に戻って安

定していくか否か？

トランプと日本については，今の時点に気づい

ているところは，トランプさんは「同盟」を口に

しないという現象です。まず一つ，11月 9 日の勝

利宣言のときは「諸外国とは，共通の価値を追求

し，敵対することなく，パートナーとしてやって

いく」と，そういう言葉でした。それから10日に，

安倍首相との電話や会見の時，安倍は一生懸命，

同盟，日米同盟を言いまくったんですけれども，

トランプからの答えは，「日米関係は卓越したパ

ートナーシップで，その特別な関係を更に強化を

していきたい」と，「パートナーシップ」をしか

言いませんでした。2016年に彼の口から日米同盟

という言葉が出ませんでした。彼は同盟という意

識をまだ持ってないから，それとも商人根性で「同

盟」を今後の取引材料にしようとしているからで

しょうか。

では，習近平が打ったトランプへの祝電の言葉

を見てみます。「米中両国は世界の平和と安定，

発展と繁栄の促進において，特殊な重責を背負っ

ている」米中両国が特殊な重要な責任を背負って

いると，じゃ他の国は？　習近平は本当にG2を

自認また志向しているんですか。では，私たちは

波乱万丈の2017年を観察していきましょう。

ご清聴ありがとうございました。（拍手）

という世界戦略です。これは明らかに中国の周辺

をはるかに超えてグローバルリーダーシップを発

揮しようと，中国がリーダーシップを持つ世界シ

ステムの構築，そんなものをやりだしたわけです。

中国の東シナ海と南シナ海政策は，中国の世界

戦略に位置づけられているはずです。見えている

変化は，守勢外交から攻勢外交への転換でした。

それは2012年からでした。特に南シナ海ではいち

ばんはっきりと見えています。島の埋め立てです

ね。2014年 1 月から15年 6 月まで18か月で，千代

田区より広い陸地を一気に埋め立てました。しか

も，滑走路を3000メートル前後のもの 3 本も作り

上げたわけです。これは何のためですか。明らか

にアセアンの中小の国に対してよりは，アメリカ

の軍事プレゼンスとの競争です。いま中国は南シ

ナ海島嶼で合計 4 本の3000メートル滑走路を持

ち，米軍は沖縄とグアムそれぞれ 2 本を持ってい

ます。中国軍のプレゼンスは南シナ海では米軍を

圧倒し，西太平洋でも米軍と競い合うという競争

に打って出ています。

終わりに

トランプの言動からトランプイズムを考えてみ

ます。第 1 に「無価値観外交」という造語で言い

表したいと思います。オバマまでは，アメリカ外

交は「価値観外交」，即ち「民主・自由・人権」

を第一に掲げてきましたが，トランプは「価値観

外交」を口にせず，彼は例えばウクライナやＥＵ

の利益を無視してロシアと和解を進めようとして

います。

第 2 に，トランプ曰く「アメリカ第一」です。

オバマまでもアメリカ第一を信念としてきました

が，それは超大国としての世界覇権という第一で

した。トランプは経済第一を掲げています。

第 3 に「人種・宗教イズム」です。こんな統計

があり，20年後にアメリカでは白人が 5 割を切り，

フランスなどではイスラム人口が多数になりま


