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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「中国の安全保障戦略と軍事」 
 
日 時：2014 年 10 月 9 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
 
 
【講演概要】 

安全保障戦略は、どの国家にとっても 重要課題である。何から何をどうやって守るのか。脅威や紛争、戦争を

回避して独立、平和、そして繁栄を達成するために、政治、外交、経済、軍事などさまざまな国力が総動員される。

中国の政治、外交、経済のいずれもがその存在感を増しているが、同時に軍事力の近代化を積極的に推進する中国

にとって、安全保障とはどういうことなのか。いたずらに中国の脅威を唱えたり、あるいは中国の軍事力を軽視し

たりするのではなく、中国の安全保障戦略と軍事力近代化の現実を冷静に見つめた上で、それらをわが国の安全保

障戦略を考えるヒントに結び付けるのが本講演の目的である。 

  

 

【講師紹介】 

  安田 淳 氏  慶應義塾大学法学部 教授 

［略歴］ 

防衛庁（当時）防衛研究所教官、慶應義塾大学法学部助教授を経て、2005 年 4 月よ

り同教授。1988～1989 年、復旦大学（上海）留学。1997～1998 年、スタンフォード

大学アジア太平洋研究センター訪問学者。専門は軍事を中心とする現代中国の安全保

障。主な著作は、共編著『中国をめぐる安全保障』（ミネルヴァ書房、2007 年）、「中国

の空と安全保障―民間航空と軍との相克」、『東亜』（財団法人霞山会、第 525 号、2011
年 3 月）、「『中国の特色ある現代軍事力体系』構築と『威嚇』力―2012～13 年の中国

人民解放軍」、『慶應義塾大学日吉紀要中国研究』（慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会、

第 7 号、2014 年 3 月）など。 
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1．講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー） 

 これより月例研究会を始める。本日は講師に慶応義塾大

学法学部教授の安田淳先生をお迎えした。今日は「中国の

安全保障戦略と軍事」というテーマでお話いただくが、こ

の手の問題について安田先生はいろいろと実績をお持ち

になっている。先生は防衛庁の研究所教官や慶應義塾大学

法学部の助教授を経て、現在は教授に就かれている。復旦

大学への留学やスタンフォード大学アジア太平洋研究セ

ンターの訪問学者もされていた。お手元の資料の通り、多

くの論稿を出されている。 

中国の安全保障問題をここで取り上げるのは初めてで

はないだろうか。安全保障の戦略そのものやそれに基づい

た防衛計画は非常に不透明でメディアで取り上げるには

難しい面がある。それは一体何を意味するのだろうか。拡

張しているらしき軍備がどこに向かっているのかも見え

にくい。安田先生はその辺りについても研究されており、

今日はお話をたっぷりと伺いたい。中国の安全保障戦略に

ついては疑問を持たれている方も多いと思う。 後の質疑

応答では活発な議論を期待している。 

 

 

【講演】 

 
 

本日はこのような機会をいただき非常に光栄だ。これか

ら私の勉強しているところをお話ししたい。後の質疑応答

ではご批判、ご意見をいただけたら幸いだ。 

 

 今日は中国の安全保障戦略に触れたいと思う。ご承知の

通り、これについてはよく分からないところが多くあり、

簡単に紹介できるものではない。そこで今日は中国の安全

保障戦略とそれに対する我が国の安全保障戦略を考える

ときのヒントや手掛かりになるようなことをいくつかご

紹介し、皆さんの参考になればと願っている。 

 今日の話は大きく 3 つに分かれている。一つは中国が

“安全保障”をどう考えているのかということで、我々の

言う“安全保障”と彼らの言う“安全保障”は果たして同

じ意味なのかどうか、あるいはずれがあるのかということ。

二つ目は、近頃強い関心を集めている日中間の安全保障問

題について、尖閣諸島問題や東シナ海のエネルギー問題と

いった細かい話の影にどのような問題が隠れているのか、

あるいは注目されていない別の問題があるのかというと

ころを指摘したい。三点目に、人民解放軍についてその特

徴と抱える問題、また人民解放軍をどのように理解したら

よいのか、その位置付けについてである。ご紹介したい資

料がかなり多くあり、話は駆け足になると思う。お手元の

資料で補足いただければ幸いだ。 

 

 中国の安全保障戦略を語るにあたり、まず、中国のおか

れた自然環境あるいは地理的な環境について押さえてお

きたい。中国の国土は 960 万平方 km、我が国の 26～27 倍

と非常に広く、ロシア、カナダに次いで世界第 3位の国土

面積を持つ。彼らはこの広大な土地を守らなければならな

い。一方、海洋面積とされる 300 万平方 km には若干トリ

ッキーなところがある。世界第 7位の大きさを持っている

ということになっているが、国連海洋法条約で認められて

いる排他的経済水域からすると 96 万平方 km、国土の 10

分の 1程度である。つまり、中国は海洋国家とは言い難い。

海洋国家ではないところに、いろいろな問題が起きている。

中国が「歴史的に中国の海だ」と主張しているのが 300

万平方 km、この数字でみると世界第 7 位だが、国際的に

認められた排他的経済水域では 96 万平方 km、世界第 22

位となる。ちなみに、それにひきかえ、日本の国土は非常

に小さく世界第 60 位、しかし海洋面積は国際的な排他的

経済水域で計算すると世界第 6位とかなり大きく、間違い

なく日本は海洋国家といえる。 

中国の陸上国境は約 22,000km と非常に長大だ。地図を

見てほしい。北朝鮮から反時計回りにいくとこれだけ多く

の国々と接している。対して海上国境はどうだろう。実際

に海上に国境があるわけではないが、３つの海－黄海、東

シナ海、南シナ海－を隔てた向こう側にこれだけの国があ

る。陸上国境ほど多くはないが、それでも 6カ国と向かい

合っている。海上国境線を大まかに見ると 12,000km 程度。

中国は陸上国境、海上国境と合わせて非常に長大な国境線

を持ち、多数の国々と接している。 

 

中国の国境線について二つのポイントを挙げたい。一つ

は国境隣接国がかつてのソ連－ロシアを除くといずれも

面積の小さい「小国」であるということ。国力や人口の点

でも中国より小さい国が多く、一般的な「小国」である。

とはいえ、中国はそれら「小国」を侮れるというものでは

ない。歴史的にもそれらの国が束になって立ち向かった時

に中国は手を焼いており、「小国」だからといって決して

油断することはできない。 

もう一つは、「国境線」が 19 世紀から 20 世紀にかけて

帝国主義列強による不平等条約で画定したものだという

こと。1840 年のアヘン戦争をはじめとして、イギリス、

フランス、ドイツ、イタリア、日本といった国々が中国に

侵略し、不平等条約を結び国境線を画定したという経緯が
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あり、それがほぼ今の国境になっている。言い換えると、

今の中華人民共和国政府あるいは中国共産党にとって、現

在の国境線は自分たちが自らの責任において願いのまま

に引いたものではないという意識がある。清朝と中華民国

という中国の長い歴史の中で も弱体化した政権のとき

に外部からの力によって引かされたのが今の国境だとい

う認識だ。 

1949 年の中華人民共和国建国以降、中国は数多くの紛

争、戦争をしている。それらはいずれも領土主権に関わる

戦争で、たとえば経済、宗教、民族等をめぐるものではな

い。つまり、現代中国は領土主権に対して極めて強い執着

心を持っているのである。これまで中華人民共和国は数年

に 1度という頻度で戦争をしているが、いずれも領土主権

に関わるもので小規模紛争が続いている。そのうち朝鮮戦

争は比較的大きいともいえるが、大体が小競り合いだ。そ

して次の特徴として、陸から海へ戦場が移ってきている。

1980 年代以降に陸上の紛争はほぼ無い。 

中国は領土主権に対して極めて強い執着心を持つ。ここ

で考えられることは、中国にとって戦争、紛争に対するハ

ードルはさほど高くないということだ。同じ時期、言うま

でもないことだが、我が国は一度も戦争をしていない。つ

まり、中国と日本とでは戦争や紛争に対する認識やハード

ルが大きく異なり、非対称的だということだ。 

 

安全保障において、通常、我々が守るべきものは何だろ

うか。誰もが納得するのは領土、領海、領空といういわゆ

る領域だろう。そしてそこに住む国民－厳密に言うと国民

の生命と財産－を守ることがいずれの国にとっても重要

な国家安全保障目標の一つになる。しかし、見方を変える

と中国にはどこか違うところがあるのかもしれない。日本

は憲法において「専守防衛」という確固たる方針を持ち、

自衛隊は日本の領域と国民の生命、財産を守っている。中

国も同様のはずで、いずれの国もそうであれば問題は起き

ないはずなのだが、何故問題が起きるのだろうか。両国の

間に決定的な違いがあるのではないかという視点で振り

返ってみたい。 

繰り返しになるが、領土という観点で見返すと、中国近

代史においてはアヘン戦争を契機として帝国主義列強が

中国を侵略し、清朝、中華民国政府、軍閥政府は不平等条

約を結ばされた。そして中国は多くの領土を失ったとして

いる。例えば、帝政ロシアにはハバロフスクあるいは沿海

州を奪われ、大英帝国はインドの中印国境部分をインドに

編入されてしまったという。また日本は日清戦争、日露戦

争、世界第一次大戦を通して、朝鮮半島、台湾、琉球、澎

湖諸島を奪っていったとする。イギリスはインドの他にも

ビルマやブータン、ネパール、香港－ただし香港は 1997

年に返還された－を奪った。フランスはベトナムを奪った。

つまりそれらの土地や地域は本来、中国のものだという認

識がある。これは決して大げさではなく、1939 年に毛沢

東が書いた『中国革命と中国共産党』という論文に、それ

らの地域が全て列挙されている。1939 年ということは、

中華人民共和国が成立する 10 年も前、まだ日本と戦って

いる時だ。この時期、既に毛沢東はこのような意識を明確

に打ち出している。国家建設の意識として、これら領土を

何とかしないといけないという強い問題意識が早い段階

からあったのだ。漢民族が過去に支配した地域も含めて全

てを復興したいというのが毛沢東の強い願望だった。我々

は過去に支配した地域を歴史において“版図”という言い

方をするが、彼らにとって“版図”イコール“領土”であ

る。つまり、中華文明が広がった一番先のところまで全て

が自分の領土だという認識だ。中国にとっての“領土”と

は中国の同化力の及ぶ範囲だということだ。 

同化力とは軍事力、政治力、文化力が動員される。中国

には世界四大文明の一つ黄河文明があり、それが同化力に

よって周囲の地域を文明化することを中華思想という。そ

の過程で、次第に文化力から政治力が重視されるようにな

り、政治力が発揮できなくなると 後に軍事力が出てくる。

初は理想的な文化の力で同化させようとしていたもの

が、徐々に変わっていく可能性がある。自分たちは文化の

力で周囲の野蛮なところを良いところにしたという認識

があり、しかしそれらは近現代史の中で西欧列強や日本に

奪われ、失われた。失われたら当然取り戻す。ここに彼ら

の領土に対する考えの原点がある。自分達が引いた国境で

はなく引かされた国境。引かされたところは奪われたとこ

ろが多い。それを取り戻すという固い信念がある。 

 

国境といえば線、つまり杭が打たれ有刺鉄線が引かれた

ものをイメージしがちだと思う。しかし日本に陸上国境は

無く、そのイメージはヨーロッパや朝鮮半島の話からきて

いるものだろう。一方の中国ではどうだろう。中国で国境

を意味する言葉は「辺疆」と「辺境」の二つがある。中国

語の「辺疆」は「国境一帯の広い範囲の領土」、「辺境」は

「国境沿いの狭い地帯」を意味する。それぞれに「広い」、

「狭い」という正反対の形容詞がついているが、いずれに

しても“範囲”の領土であり “線”とは書かれていない。

つまり、中国では国境は線を意味するものではないのだ。

近、中国では日本語と同じ「国境」という言葉を使い出

したが、これも「国の主権を行使する領土範囲」を意味し

ており、つまり“面“である。国境とは固定したものでは

なく、時代や国力に応じていくらでも膨らんだりしぼんだ

りする可能性のあるものだという認識だ。一度“線”を引

いたら固定するという我々の無意識の考えとは大きなず

れがある。 

 

この国境の概念を新しい言葉で「戦略的辺疆」という。

1980 年代後半、「国防発展戦略」という概念が生み出され

た。これについてはまだはっきりと分かっていないところ

が多くあるが、軍事力とは戦時、有事、平時、平和とは無

関係に、常に様々な経済活動と一緒になり、システムとし

て増強、拡大する方法が考えられなければいけないもので、

兵器や兵員を一方的に増やせばいいというものではなく、

つまり中国の軍事とはもっと総合的に考えなくてはいけ
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ないという考え方だ。鄧小平の軍事改革において、400 万

人という数だけを頼りにした毛沢東時代の人民軍隊を変

えなければならない。その時にどう効率よく、新しい国際

情勢に応じた軍隊を作れるか、そうした課題を解決するた

めに生み出された戦略概念である。その中で「戦略的辺疆」

という言葉が出てきた。「戦略的辺疆」とは「国家の軍事

力が実際に支配している国家利益と関係ある地理的範囲

の限界」、要するに軍事力が支配できるところが国境だと

言っている。そして、総合国力の変化により「相対的に不

安定性と不確実性を持っている」。総合国力の中で彼らが

も重要だとみているのが軍事力で、それこそが国境を決

めるのだとしている。 

ここで言う「不安定性」と「不確実性」はネガティブな

意味ではない。固定されたものではないから自分が頑張り

さえすれば大きくなるし頑張らなければ小さくなってし

まう、つまりいくらでも変動するもの、未来永劫固定した

ものではないという意味だ。つまり、新しい軍事力をもと

にして、国境を押し広げることが出来るという考えだ。こ

の概念は 1980 年代半ばの新しい時代の新しい考え方を持

ち始めた当時 30 代半ばの新進気鋭の若き軍人たち－中国

大陸を駆け回り日本軍や国民党軍と泥沼の闘いを経験し

た軍人ではなく、新しい高等教育を受けた軍人たちが考え

始めた。それから 30 年経ち、彼らも今や 60 代、すなわち

現在は人民解放軍の中枢にいる。このような概念の生みの

親、育ての親が中枢にいる軍隊が現在いろいろやっている

のは当然の流れであろう。 

しかし、現在は陸上国境をそう簡単に拡大することはで

きない。国際制度やルールもあり、かつてのように軍事力

で国境線を押し出すことはできない。それができるのは、

曖昧で明確に線が無い海、空、そして宇宙となる。これ以

上拡大できない陸上国境に対して、次の国境は海と宇宙に

求められると中国は考えている。それは単なる失われた領

土ではない。ベトナムや沿海州、ブータンやネパールは失

われた陸上国境だが、海や宇宙は「領土辺疆」ではない。

近、中国はそれを「利益辺疆」呼び、利益を生むところ

が国境線になると考えている。いろいろな利益を求め、そ

れを軍事力が支えるということだ。 

 

海については 1970 年代から南シナ海で石油資源探査が

行われており、1990 年代には石油採掘に発展している。

東シナ海においても 1980 年代から着々と発展戦略が進め

られている。中国の海洋進出が注目を浴び出したのはごく

近だが決してそうではなく、「戦略的辺疆」にもとづい

て 30～40 年前からこのような展開が行われている。 

 もう一つ、我々の考えに入れておいた方がいいこととし

て、中国は政治と軍事の組み合わせが巧みなケースが多い

ということがある。メディアでは中国軍が暴走しているの

ではないか、政府あるいは共産党が軍を抑えきれていない

のではないかという見方がしばしばされているが、そうい

う考え方が必ずしも当てはまらないということを意識し

た方がいいかもしれない。かつての日本のように、関東軍

の暴走によって満州事変が始まったというような図式は、

中国の過去の例には無く、いずれの場合も政治と軍事が巧

みに組み合わさり役割分担されたりして戦争が始まり終

わっている。つまり、巧みな政治システムが働くという歴

史的事実がある。軍が暴走するという見方をそう簡単にし

てはいけないと思う。 

 

中国の安全保障は我々の安全保障とどこが違うのだろ

うか。安全保障の概念は時代や状況、その人の価値観によ

り様々に変わっていくが、その 大公約数あるいは 小公

倍数を考えると「何から何をどのように守るのか」という

ことになり、それを考察するのが安全保障という学問だと

も言われている。例えば、かつてのソ連は大国だから中国

にとっては怖いはずだ。しかし中国にとっては「脅威」だ

けでなく「取り戻すべき」もの、失ったから取り戻すと強

く信じているものがたくさんある。さらにいえば、彼らは

現在どんどん経済的に発展し、政治的影響力も大きくなっ

ている。何かが大きくなる時にはそこに邪魔なものが出て

くる。自分の発展を妨げる、あるいは自分の発展にとって

障害となるものが出てくる。そういったものを彼らは「脅

威」に含めているのではないだろうか。我々は「脅威」と

いう言葉から「怖い」というイメージしか浮かばないが、

「何から何を守るのか」といったとき、彼らにとってはそ

ういったものも含まれているのではないかと思う。 

日本は日本を守るから、中国も中国を守りさえすれば、

お互い差し障りはなく一番いいのだが、なかなかそうはな

らない。何故だろうか。中国も「守っている」、「中国は平

和を愛する」と言っている。しかし彼らの守るという概念

には「今あるもの」を「守る」にプラスして、取り戻すべ

きものを「獲る」という概念があるのではないだろうか。

我々は「守る」と「獲る」は正反対の意味で別物と捉え、

「守る」という概念と「獲る」という概念を結びつけない。

だが、彼らは当たり前のように「獲る」ということも「守

る」行動に含めているのではないだろうか。そしてさらに

「邪魔なもの」は「排除」する。これは攻撃的に見えるが、

彼らの概念に立ってすればそれも「守る」うちの一つで正

当な手段と考えているのではないだろうか。決して自分た

ちの行動が間違ったもので批判を浴びるようなものだと

いう意識はない。むしろ自分たちは正しいことをしている

という方が強いのではないか。その辺りが我々と彼らの安

全保障の違いではないだろうか。同じ立場、同じ視点にあ

ると思い込むと、根本的な認識のずれからいろいろな問題

が起きるような気がする。特に日本語と中国語は同じ漢字

を使い似ていて、文化の違いに思いが至りにくい。こうい

った可能性があるということを頭に入れておいた方がい

いのではないだろうか。 

 

 ここまで安全保障における概念の違いについてお話し

した。次に個別の具体的な日中間の安全保障問題として現

在一番大きいと思われる海洋問題に触れたいと思う。尖閣

諸島や東シナ海のエネルギー関係について、これらの中に
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どのような問題点あるいは注意すべきところがあるのか

指摘したい。 

 

尖閣問題で日本の世論が沸き立ったのは 2010 年、中国

漁船と海上保安庁の巡視船との衝突事件がきっかけだっ

た。尖閣問題は 1960 年代末、70 年代と、日中国交正常化

の時から長く続いている問題で、もとの起源はおよそ 40

年以上前に遡る。しかし私の印象として、2010 年の事件

にはもっと直近の直接的な起源がある。2008 年 12 月、中

国の海洋調査船が尖閣諸島の領海に侵入した。これこそが

中国が明確な意思表示をした直接の出発点だったとみて

いる。侵入翌日には中国外交部が「中国が主権を有する海

域で正常に航行して、何が挑発といえるのか」と反論して

いる。「中国が主権を有する海域」だと明確に言っている

のだ。そしてさらにその翌日には「この海域の管轄を強化

する」、「領有権争いがある海域では実効支配の実績が重

要」、「中国も管轄海域内で存在感を示し、有効な管轄を実

現しなければならない」と言っている。つまり 2010 年に

巡視船にぶつけられたからといって、中国が初めて強硬な

態度に出たわけではない。2008 年に既にそうしたことを

やると示唆していたのである。 

これは中国のいろいろな面でも言えることで、中国は必

ず事前にやると宣言する。そしてやるといったことは必ず

やる。いろいろな例があるが、例えば中国は秘密裏に核兵

器を開発してはいない。核兵器を開発すると明言し、開発

した。やるといったらやり、決して嘘をつかない。中国の

やることを正面から見ると分かりやすい面がある。尖閣問

題も中国がやると言った時、我々は深刻に受け止める必要

があったのだ。 

 

日中のガス田に関してだが、ご承知の通り、排他的経済

水域の境界線が未だ決まっていない。この地図でいうと、

日本側は赤色で示した中間線を主張しているのに対し、中

国は大陸棚を主張しているのでかみ合わない。しかしこれ

は必ずしも不条理なことを言っているわけではない。国連

海洋法条約には両方が明記され、中間線も大陸棚も境界線

として妥当であると認められており、まとまらなければ話

し合いをしろということになっている。よって、中国が無

茶なことを言っているわけではなく、単にかみ合わないだ

けだ。これに対する一つの妥協点として、ガス田の共同開

発が 2008 年に決まった。だがここで中国は決して主権を

日本に渡すつもりはないとし、この海域の主権は中国にあ

る、日本は「協力開発」という形で資金だけを投入してく

れとしている。我々は「共同開発」としていたが、中国側

は実際に掘るのは中国で、さらに境界線問題は棚上げだと

している。中国の姿勢は明確で、ガス田の「共同」開発は

好ましい解決になっていない。実際、進展せずに塩漬け状

態になっている。ガス田あるいは油田問題について彼らは

全く譲るつもりはないことが明確だ。 

 

 あまり注目はされていないが沖ノ鳥島をめぐる問題も

ある。中国が沖ノ鳥島について、日本と見解が異なると言

い出したのだ。すなわち沖の鳥島は日本の領土ではないと

主張している。沖ノ鳥島は太平洋にある日本の 南端の島

で、東シナ海の尖閣諸島あるいはエネルギー問題の海域と

は全く違う。 

国連海洋法条約では島があれば領土となり、領土となれ

ば排他的経済水域を設定できるとされている。島の定義と

は何かというと、自然のものであって満潮や高潮の時も水

面から出ていて水に囲まれ、人の居住や経済生活を維持で

きるということだ。これらを維持できなければそれは島で

はなく単なる岩で、岩に領有権は設定できない、つまりそ

こに排他的経済水域を設定できないことになる。日本は沖

ノ鳥島を島として排他的経済水域を設定しているが、中国

はそれを認めていない。ちなみに、沖ノ鳥島を中心とする

半径 200 海里の面積は 37 万平方 km、すなわち日本の国土

面積とほぼ同じになる。 

何故、中国はそういうことを言い出したのだろうか。沖

ノ鳥島は珊瑚礁の中にあり、戦前は頭を出している島が 6

つあった。1982 年、それが 4 つに減った。1987 年には 3

つになり今は 2つ、北小島と東小島しか残っていない。北

小島は標高 6cm、東小島は 16cm と風前の灯火状態になっ

ている。それで 1987 年から 1990 年にかけて、日本政府－

正確には東京都が海岸の保全工事を行った。海岸といって

も 6cm と 16cm の一般的に言う岩のようなものだが、日本

は島と考えるため保全工事を実施した。時間の関係で詳細

は省くが、工事するといっても島としては自然のものでな

いといけないので人工的に固められない。また島の定義と

して水と接している必要があり、干からびてはいけない。

いかにコンクリートで周りを固めようが防波ブロックを

置こうが、島が水に浸かっていないといけない。そこで日

本は科学技術を駆使して非常に気を使った保全工事をし

たのだが、当時、中国はこれを優れた試みだと高く評価し

た。さすが日本は科学技術大国だと評価したのだが、今日、

それを翻がえしてこれは島ではなく岩である、沖ノ鳥島に

日本の領有権は認められないと言いだした。確かにたった

6cm と 16cm の岩みたいな島で居住はできないのだから、

中国が全く無茶なことを言っているとも言えない。ところ

が沖ノ鳥島には住所も郵便番号（〒100-2100）もあり、NTT

により市外局番（04998）も割り振られている。つまり、

日本は沖の鳥島を郵便システムと通信システムに組み込

み、加入者がいなくても島が日本の経済システムの中にあ

るということを示している。 
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当時高く評価したものを中国は何故今になって領有権

を認めないとしているのだろうか。実はその頃、中国は南

沙諸島で同じようなことを始めていて、海域の実効支配を

確立しようとしていた。島でも岩でもない浅瀬に杭を打ち

込み小屋を立て、軍兵士が留まることで実効支配の第一歩

にしようと考えていた。そうした時に行われた沖ノ鳥島で

の日本の保全工事は非常に見事なもので、なるほどと南沙

諸島の打ち込み規模を大きくしていき、しまいには建造物

を作った。日本の工事は非常に緻密で繊細なものだったが、

大雑把にやり方を学んだということだ。南沙諸島の浅瀬に

建てたものは自然の島でも岩でもなく人工の建造物のた

め国連海洋法条約では認められないが、彼らは人間が住み

さえすれば実効支配を確立できると考えた。 

沖ノ鳥島を日本のものではないとするメリットは何だ

ろう。島は中国からかなり離れている。その前に海洋調査

をめぐる中国の矛盾を振り返ろう。中国は 1980 年代、1990

年代に東シナ海で、2000 年代に入ると太平洋でさかんに

海洋調査を行っている。海洋調査では海流、海水温、塩分

濃度、気象、海底の地形等と様々な科学調査を行う。これ

を頻繁に展開する背景には軍事的な狙いがあると考えら

れる。潜水艦戦力を東シナ海と太平洋に展開させる場合、

海洋環境を正確に熟知していることが極めて重要になる

からだ。ここで海洋調査をめぐる中国の矛盾が見え隠れす

る。例えば 1970 年代半ばの冷戦真 中に米ソが軍事的な

海洋調査を全世界で展開していたが、中国はそれはスパイ

行為であり覇権行為だと激しく非難していた。ところが今、

その中国が海洋調査を頻繁に行っている。中国は当時あれ

ほど米ソを非難していたのに、今になってそれと同じこと

をしているのだ。そしてもう一つ、やはり 1970 年代の半

ばだが、沿岸国の領海に属する海峡は自由に通行できると

いう米ソの主張を中国は厳しく非難していた。米ソは海軍

力を展開するために国際海峡を突っ切らないといけない

のだが、中国はそれを米ソの覇権主義だといって非難して

いた。しかしこうした行動を今の中国もやっている。2000

年には中国の情報収集鑑が日本を一周りした。2008 年に

は戦闘艦艇が津軽海峡を通峡した。実は津軽海峡は国際的

に特殊な扱いとなっており、津軽海峡海域には公海部分が

残されている。本来は津軽海峡全域が日本の領海に入るの

だが、冷戦時代は核を積んだ米ソの艦艇が通る可能性が高

く、わが国の非核三原則に抵触しないように海峡中央部を

日本の領海から外したためだ。領海は国際的に 12 海里主

張できるところをここでは3海里にし、青森側から3海里、

北海道側から 3海里として公海部分を残した。公海部分は

日本に関係ないとして核を積んだ艦艇も航行できるよう

にしたのだ。そのような特殊な海域ではあるが、中国はか

つて自分達が非難していた他国の行動と同じことをして

いる。 

 

このようなことから、我々は中国の言行が一致しておら

ず、かつての主張を翻しているという視点でみる。しかし

彼らは、その時代に出来ることをやり、出来ないことはや

らない、必要が生じ、できるようになったらやる、という

単純な理論にもとづいて行動している。当時はそれをする

必要も能力も無かったからそれが出来る米ソを非難し、今

は中国もやれるようになった、それによって様々なメリッ

トが得られるようになったからやる、という分かりやすい

理論だ。難しいことはない。日本の倫理観では疑問符を打

たれるようなことでも、それが国際政治の現実なのだとし

て分かりやすいことをやっている。沖ノ鳥島もまさにその

例で、海洋調査もそうだろう。 

中国はアジアを自分の勢力圏に収めてそれをコントロ

ールすることを大きな目標にしていると思う。世界を制覇

するというような大それたものではなく、アジアはアジア

の価値観によってアジア自身がコントロールするべきで、

米国に介入してほしくないという考えだ。例えば中国は台

湾の統一という目標を掲げているが、台湾に対する武力行

使を否定してはいない。朝鮮半島の問題もあるが、アジア

で何かが起きた時に米国に近寄ってほしくないのだ。その

ためにも核をちらつかせて米国をアジアに近寄らせない

ことが必要になる。しかし、米国に対して核抑止力がうま

く働かなかった場合、米国本土やハワイ、グアムから、あ

るいは在日米軍が駆け付けてくることが容易に想定され、

米国を近寄らせないようにするための対策が必要になる。

そうした時に必然的に米中がぶつかるのが西太平洋で、ま

さに沖ノ鳥島周辺海域であり、現在中国が海洋調査を展開

している西太平洋海域である。そういう意味で中国にとっ

て太平洋は間違いなく重要な海域で、あえて言うと彼らの

目は既に尖閣諸島や東シナ海を超えて太平洋を見ている

と考えていいかもしれない。 

 

 現在、中国では「海上権力論」、「海洋権益論」、「海洋国

家論」といった本が山ほど出されている。それらをざっと

見ると、大体が同じような内容で、海軍の軍人によって書

かれた本が多い。要約すると、国益を地球規模に拡大させ

るための軍事力が極めて重要で、中国の未来の生存権と持

続可能な発展維持のために積極的かつ広範囲に海洋進出

するべきだと言っている。こういった考えにもとづいて見

ると、中国の海洋調査や沖ノ鳥島に対する申し立てが全て

繋がる。 

地図を 90 度ひっくり返してみよう。中国からみると東

シナ海は日本の南西諸島や先島諸島に囲まれた内海であ

り、太平洋に出るにはそれを越えないといけないことが分

かる。つまり、ここは中国の上に被さる存在になる。ここ

を通らないと太平洋に出られないから、日本と競り合いに

なることは必至だ。また、中国にとって台湾統一は中国革

命の完成というような大義名分以上に、太平洋や南シナ海

に出ていくための戦略的な位置の確保として極めて重要

になる。ここが自由になれば外へも出やすく、つまり、台

湾との緊張にはそのような狙いが隠れていると見ること

もできる。 

さらにアジアの地図を 180 度ひっくり返すと、中国はこ

れだけの国々に囲まれたやはり大陸国家であって、海に面
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した部分は非常に小さいことが分かりやすくなる。この矢

印は中東地域からのオイルルートで、我が国のルートと同

じだ。彼らの外からの入り口、外への出口はこの小さい部

分しかない。太平洋に出るためにぶつかるのは、その矢面

にある日本や東南アジアの国々だ。 

中国はやはり大陸国家であって海洋国家ではない。それ

が海洋権益を求めようとしていることで様々な矛盾やひ

ずみを招き、いろいろな衝突が起きるのは当然の帰結だろ

う。地政学的に海洋国家になりきれないひずみが出ている

のが現状とみていいと思う。 

 

 後のトピックとして中国の軍事についていくつかご

紹介したい。人民解放軍が非常に発展していることは既に

広く知られているが、その特徴の一つに統合作戦能力の向

上を目指すということがある。大陸国家の中国であっても

陸軍だけの戦闘というものはあり得ず、勿論、海軍だけ、

空軍だけといった戦闘もない。いずれの国においても統合

作戦能力が重要かつ不可欠で、そのための能力向上を目指

していることは間違いない。中国の場合はそこにプラスし

て宇宙空間やサイバー空間という非常に扱いにくい空間

が加わりつつあり、それらに特に力を入れているところだ。

これについては分かりにくい面が多いため、対応が遅れが

ちになる。しかし中国が宇宙とサイバーに乗り出そうとし

ていることは間違いない。そして兵器装備の近代化を図っ

てもいる。特に 2000 年代に入ってからは、スホーイ 27

戦闘機や空母キラーとされるソブレメンヌイ級駆逐艦－

米国の空母を叩くため、かつてのソ連で開発された駆逐艦

－といったロシア製の兵器がソ連崩壊後に大量に中国に

売却され、様々な戦力強化が図られた。しかしそれは 近

落ち着いてきているとみていいだろう。それにプラスして

国産自主開発による兵器装備が出始めているからだ。これ

は大きな変化だ。中国はロシア製の兵器に頼っているとこ

ろにある種の危うさがあったが、その危うさは次第に解消

されつつあると言っていいと思う。一般的には空軍や海軍

が使う兵器に目が向きがちだが、中国は 1980 年代から

2000 年代という長い期間を通して陸軍の陸戦兵器の国産

開発にも力を入れてきた。今や陸戦兵器のほぼ 100％を国

産でまかなえるようになっている。それは中国の兵器産業

や軍事工業を引っ張る大きな役割を果たし、陸戦兵器の近

代化と国産化が兵器装備全体の近代化の大きな牽引力に

もなっている。大きく注目されるようなことがないような

陸戦兵器をこつこつと開発し、生産する成果が、海空軍兵

器装備に次第に応用されつつあるようだ。これからの中国

では国産による兵器装備がますます充実するだろうと考

えられる。 

 

 中国は核大国である。とかく日本は北朝鮮の核兵器開発

を懸念しがちだが、中国にはある程度確立された核兵器が

既にあり、戦略ミサイル戦力を非常に重視しているという

ことを忘れてはいけない。米国やソ連のような核戦略理論

家が中国には現れていないため、中国がどういう核ドクト

リンを持っているのかは分かりにくい。しかし彼らの弁か

ら明確になっていることがある。彼らは「威懾」のために

核を持っていると明言している。「威懾」の意味を日本語

に訳すと、「武力で敵を威嚇する」ということ、つまり核

兵器は敵を威嚇するためのものである。それは何のためか

というと、我の意思を強要するためである。「威嚇」とい

う手段を も効果的に発揮できるのが核兵器だと明示し

ている。これほどわかりやすい戦略理論はない。 

しかしここに若干の注意点がある。中国は 2 年に 1 度、

いわゆる国防白書を発行しているが、それは各国語に翻訳

され公式に発表しており、日本語版も出している。これを

よく見ると、中国語で「威嚇」とあるところが「抑止」と

訳されている。相手を怖がらせることで「抑止」するとい

うことに間違いはないが、日本語の受け取るイメージとし

て「威嚇」と「抑止」ではニュアンスに差がある。中国は

対外的なイメージを大事にする国だ。「威嚇」というあま

りにも直截的な言葉は出さず、「抑止」として「抑制的に

核兵器を使う」というイメージを作っているのではないだ

ろうか。いずれにせよ中国版でははっきりと「威嚇」とし

ている。彼らは核兵器を単なる大量破壊兵器としてではな

く、自らの意思を実現させるための道具として考えている

ようだ。 

 

 ここ 2、3 年、日本のメディアで中国があたかも戦争準

備をしているかのような報道がされることがある。中国軍

が発行している『解放軍報』という新聞で、「軍事闘争」

という言葉が非常に頻繁に表れるようになったことにも

一因がある。『解放軍報』の社説には、軍事闘争の準備を

深化させなければならないというものもあった。わが国で

は、それをさも戦争準備のように受け取る解釈や報道が見

受けられるが、これはいささかフライングではないだろう

か。中国は明日にも戦争を始めるつもりはない。軍事力を

「使う」ということに間違いはないだろうが、それが悪い

ことだという考えはなく、使わないに越したことはないと

いう考え方もない。軍事力ほど使い道があり、使い勝手が

良く、効果のあるものはないという考え方だ。「軍事闘争」

といっても軍事力イコール戦争だけではない。確かに戦争

においては侵略排除が軍事力の根幹的役割だが、それ以外

にも新たな軍事闘争がたくさんあると中国は考えている。

中国は新しい状況と新しい時代、新しい環境に直面してお

り、軍事力の使い方にもいろいろなバリエーションが出て

きていると認識しているのである。やたらと破壊すればい

いというものではない。核は撃ってしまったらおしまいで、

あくまで脅しのレベルに使うこと、すなわち見せつけるこ

とに意味があるという使い方だ。軍は単なる戦争屋ではな

く、これから新たな領域に出て行くのであって、軍事力に

は災害派遣や国際的な疫病対策等の人道主義的役割も有

している。中国は、そういった様々な闘争があると言って

いるのだ。 

 

 実際に彼らは何をやると言っているのだろうか。毎年、
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全国人民代表大会では政府活動報告が発表される。これは

前年度の政治を総括し、今年度をどうするかといういわば

所信表明の場だ。政府活動報告の国防・軍事の部分を取り

上げてよく見てみると面白いことが分かる。確かに中国は

軍事政策でいろいろなことをやると言っている。大まかに

いうと 2011 年あたりから、軍事闘争という言葉に関連し

ていろいろな言葉が出てきている。たとえば「国の主権、

安全、発展の利益の擁護」とあるが、こうした表現が同報

告の軍事の項目にあるということは、つまり、軍事力によ

って国の主権や安全、発展の利益を守ることを明示してい

るということだ。中国が発展する利益を軍事力によって守

るということ。そして軍事力が「小康社会を全面的に建設

する重要な保障」になると言っている。飛躍的な経済発展

をした社会ではなくとも、国民の生活レベルがまずまずの

ところにある「小康社会」を軍事力が保障するということ

だ。中国軍は「思想・政治建設を も重要な位置に置く」

というところについては、このようなことを言わないとい

けないところに今の中国軍の問題がありそうだ。軍は単に

軍事力を発展させるのではなく、軍の中で思想や政治建設

を も重要な位置に置くと言っている訳だが、戦闘機やミ

サイルの数を増やしたり船を建造したりする以上に思想･

政治建設を重要な位置に置くというのはどういうことな

のだろうか。つまり、そうしないと中国がまとまっていけ

ないという中国共産党の危機感の表れではないか。いわゆ

る軍人の精神教育や思想教育を強化しなければ団結や統

率に問題が生じてくる恐れがあるということだ。それ以外

にも「軍と人民の融合的発展」とある。軍だけが突出する

のではなく、民間と融合的に、持ちつ持たれつで手を取り

合って発展していくのだと言っている。軍だけに資源をつ

ぎ込まず、かといって経済優先で民間だけに資源をつぎ込

むわけでもない。両方のバランスを取るということだ。 

2012 年の政府活動報告では、「思想・政治建設」という

言葉がさらに明確になっている。「軍に対する党の絶対的

な指導という根本的原則ならびに人民の軍という根本的

趣旨を堅持する」とあり、これこそが「思想・政治建設」

の具体的な意味合いになる。あくまで党が軍に対して絶対

的な指導をする、党が全てに優先するということ。人民解

放軍は「国軍」ではなく「党軍」であり、党を守ることが

本来の任務である。こういうことをわざわざ言わざるを得

ないことが起きているのではないだろうか。そして次には、

「資質の高い新たなタイプの軍事的人材の育成に力を入

れる」としている。新しい兵器や装備を使いこなすには教

育水準の高い、合理的な考え方ができる軍人が必要になる

が、人民解放軍は「国軍」ではなく「党軍」だと言うと、

新しい世代の兵士は首をかしげるかもしれない。軍事のプ

ロフェッショナルになればなるほど、「党軍」の意味合い

に疑問を抱き、中国共産党の意図する「思想・政治建設」

重視という考え方に希薄な人が出てくるというところに

彼らの悩みがありそうだ。 

2013 年の政府活動報告では「強大な軍を建設する」と

はっきり打ち出している。至極当然のことではあるが、人

民解放軍を強くて大きい軍にすると言っているのだ。軍事

闘争の備えを深化するという軍の方向性も明確に示して

いる。我々は中国の軍事力の増強を懸念しているが、それ

は実にその通りで、彼らは明らかに増強すると言っている

のだ。今年の報告では「強軍目標」として、強い軍を作る

ことが彼らの も大きな目標としている。「『威嚇力』、『実

戦力』を絶えず向上させる」とし、見せかけではなく戦え

る軍を作るということを明示している。 

 

 
 

 「中国の特色ある現代軍事力体系」は胡錦濤の置き土産

と言ってもいいかもしれない。習近平政権に代わる時、胡

錦濤は「中国の特色ある現代軍事力体系」を確立すると言

い残している。一見、曖昧な概念だが、具体的には情報化、

兵力投射、ハイテク兵器、ミサイル迎撃システム、サイバ

ー戦、ネットワーク情報戦といったことを重視し、能力を

確立すると言っている。どれをとってみても莫大な経費が

かかるものばかりで、かなりの財源を投入しないといけな

いことは間違いない。ここで国防費を見ると、しばしば懸

念されるように毎年二桁成長を続けている。25 年にわた

る脅威的な増大の仕方だ。しかし彼らはやるといっている

ことにお金をつぎ込んでいるのであって、悪いことをして

いるとは思っていない。我々はそこに何がしかの悪意や企

みがあるかのように見ているがそうではない。彼らは自分

達が立てた目標のために当たり前のことをやっているだ

けなのだ。 

 

中国の対外伸展と軍事力の行使が表裏一体の密接な関

係にあるのではないかと我々は捉えがちだが、単に彼らが

軍事力を増強、拡大しているところに直結して対外伸展し

ているとは言い切れないのではないだろうか。日中間でい

えば1980年代から2000年代までこういう問題は散発的に

起きていた。ある時には尖閣問題、ある時には海洋調査船

派遣、またある時には中国の艦船の日本一周等が生じ、注

目された。こうして散発的に起きていたものが、 近にな

って軍事を媒介に連関してきた。これらのことは相互作用、

相互連関してきているのではないだろうか。何かある時に

は必ずその裏で何か違うことをやっていると見た方がい

い。これからもこのようなことが連関し、拡大していく気

がする。 
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中国は海軍力を増強しているところに一つの特徴が表

れており、空母をはじめ、さまざまな艦艇が建造されたり、

空母の戦闘力に繋がる海軍航空兵部隊が拡充されたりと、

海軍力を増強している。これが海洋戦略と密接に結びつく。

海軍力は政治的な道具として使える、空母を持ったという

ことが政治的に大きな力を発揮すると認識しているのだ。

それを明日にでも空母で尖閣諸島に攻めてくるというの

はやや極端な発想だ。かたや、それらは彼らにとっては玩

具だ、あれだけで戦力は発揮できないという見方も短絡的

すぎだろう。彼らは戦力を高めるためにたゆまぬ努力をし

ている。まだまだと見ているとあっという間に戦力は増強

されるだろう。 

そのような意味において、中国は軍事力を使いこなすこ

とが巧みだと思う。彼らにとって日本が潜在的な脅威であ

ることは間違いなく、軍のある教材にも「安全構築に対す

る日本の潜在的脅威は絶えず増大する趨勢にある」と書か

れている。そこから、日本の潜在的脅威にどうやって立ち

向かうかという工夫をしているのだ。脅威が悪いのではな

く、脅威があるのだからそれにどう対応するのかを考えて

いる。日本にもそのような見方が必要なのではないだろう

か。 

 

 海の上には空がある。空へも拡大していくことを考えて

おくべきだろう。そう思っていたところ、昨年 11 月に彼

らは「防空識別区」を設定した。海だけ見ていても駄目だ

ということだ。中国の空への伸張志向に関して、彼らの言

う「防空識別区」では、空を軍事的に利用すると考えてい

ることがわかる。これは、日本と中国の「航空法」を比較

すると両者の違いが分かりやすい。いずれもその第一条は

航空法の理念を示しているが、日本のそれは、まずは航空

の安全、そして航空の健全な発展を願っている。ところが

中国の航空法の第一条には主権の確保が掲げられ、次に国

家の安全を挙げていて、航空の安全ではない。同じ民間航

空を扱う法律でも中国の航空法は主権の確保と国家の安

全を目標にしており、つまり、空の扱いも我々の概念とは

全く違うのだ。今は日中間の往来が盛んだ。航空輸送を活

用することが大きな手段になっているが、空についてもそ

れだけ見方が違うということを常に意識する必要がある。 

日中間の航空路には一日に数多くの便が飛んでいるが、

日本と中国の航空路は 2本だけだ。言い方を変えると、日

本から中国に入る玄関口は北と南の二つしかない。南の方

は東シナ海にあり、日本から見ると福江島の上空から上海

へ抜ける幹線航空路となっている。中国の南の方へ行く航

空機のほぼ全てがここを通るため、たいへん混雑している

航空路だ。航空管制を行う時、航空機はスピードがあり、

しかし安全を確保しないといけない。そこで、領空の概念

を超えて航空管制を行おうということで、国際航空機関

（ＩＣＡＯ）により空が区画割りされ、それぞれの国が責

任をもってコントロールすることになっている。東シナ海

も日本が担当するエリア、中国が担当するエリア、韓国が

担当するエリアに分けられている。日中間の航空路につい

ては、韓国の管制エリアを通っているが、現実のここを飛

行するのは日中間を結ぶ民間機であるから、そこの部分に

ついて韓国の管制当局は関与しなくてよいことが 3 国間

で合意されており、30 年以上にわたってこの特殊な仕組

みが運用されている。ところが現在、中国と韓国の間にも

いわば領有権争いがある。この日中間の航空路の真下に離

於島（蘇岩礁）という浅瀬があり、中韓間の論争になって

いる。この海域の上空は韓国の管制エリアになっている。

そこを中国は自分たちの管制エリアとして延ばしたいと

考えているようである。日中間の航空路は日中双方の管制

機関が担当する取り決めだが、そこには韓国と東南アジア

を結ぶ幹線航空路も通っており、韓国としては安全を守る

ために重要なエリアだから管制空域を中国に譲るわけに

はいかない。だが中国はもっとずらして欲しいと考えてい

るようである。領有権争いのある海域が下にあることが、

中国がそういうことを言い出すきっかけになっている。民

間航空の世界でもこのような兆しがあり、南シナ海でも海

上であれだけ揉めているため、今後上空にもいろいろと問

題が出てくるだろう。民間航空という形を取りつつ、中国

の伸長志向は黄海や日本海の上空にまで及ぶかもしれな

い。本来は航空の安全と快適性を守るための国際航空シス

テムだが、彼らにとっては主権と国家安全保障のためのも

のでもある。今後、それらに密接に絡ませ、動いてくる可

能性があると思う。 

 

あたかも順調に発展しているかのように見える中国軍

ではあるが、ここで中国人民解放軍の抱える問題について

話したい。先ほども触れたが、軍事のプロ集団であって欲

しいと同時に、党軍でなければならないところに矛盾が生

じている。つまり新しい人材は高学歴であることが必要だ

が、絶対的な党への忠誠心や党の優越をどのように守らせ、

まとめ上げるかというところに彼らは悩んでいる。また、

いずれの国においてもそうだが、軍が人間集団である以上、

様々な問題が生じる。例えば福利厚生面では軍人の保険や

子弟の教育、単身赴任者のケアというような問題がある。

このようなことがどんどん表面化してきていて、 近では

新入隊員の若者たちからスマートフォンをどうやって取

り上げ、その替わりに何を与えて満足感を与えるかという

ようなことにも頭を悩ませている。先日、軍の前のナンバ

ー2（徐才厚中央軍事委員会副主席）が巨額の不正疑惑で

党籍剥奪処分を受けたが、そのようなことも「軍と民の融

合的な発展」の中の問題として出てくる。たとえば兵器調

達の場においては腐敗汚職も容易に発生すると考えられ

るからである。それと関係して、軍は社会とのバランスを

取らなければいけないという新たな状況もある。毛沢東時

代のような、「右向け右」と言えば言うことを聞かせられ

るというような、軍が何か言えば全てが収まる時代ではな

くなっている。社会とのバランスを取り、社会と軍の発展

を同時並行にやるということが中国の大きな方針だ。どち

らにパイを多く与えるというものではなく、そのバランス

について軍は悩んでいるところだ。 
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中国軍が不透明であることは間違いない。兵器装備の性

能や数量、開発状況、ミサイルの威力など分からないこと

は数多い。中国軍の指揮統制はどうなっているか、国防費

の実際はどうなのかということも分からない。部隊の練度

がどの程度でどれくらい強いのかも分からないし、戦術、

戦法も分からない。しかし軍事の世界では不透明なのが当

たり前だ。世界を見渡せば、米軍もそうだし自衛隊もその

ようなことを全て公開することはしない。軍事の世界には、

分からないことが山ほどあるのは当たり前だろう。 

ところが、中国の軍事力とは何なのか、その意味と位置

づけ、それをどう扱い何にどう使おうとしているのかとい

うことこそ、我々一般市民や政治という大きな括りにとっ

て大事なことではないだろうか。軍事マニアであれば、た

とえばミサイルが何キロ飛ぶかというところこそ興味

津々だろうが、それを知ったところで政治に直結するよう

な話ではない。必要なのは軍事力の意味と位置づけで、中

国のそれは非常に分かりやすく、今日お話ししたように、

中国が軍事力を何に使おうとしているかは既に分かって

いる。かえって日本のそれの方が分かりにくいかもしれな

い。中国からしたら、日本の方が不透明で不思議な国に映

っているかもしれない。我々は中国が不透明だなどと言わ

ない方がいいのではないだろうか。たとえば、もし中国が

突然、これまで発表していた国防費は全部嘘で本当は発表

した数字の 10 倍だとしたら、我々はどうするのか。中国

の国防費は不透明で分からないと批判していて、それでは

これが真実だと、いわばボールが投げ返された時、我々は

どうするのか。そこが重要だ。不透明さに拘らず、中国の

軍事力の意味や位置づけを常に見つめていればいい。その

ためにも中国に対する勉強を続けることが必要だ。さらに

言うと、「中国は不透明だ」と言うことは自らの勉強不足

をさらけ出すようなもので恥ずかしいことかもしれない。

実は中国は分かりやすい国だということを、軍事を通じて

一つの結論にさせてもらえれば幸いだ。 

 

 

【質疑･応答】 

（JST中国総合研究交流センター  倉澤上席フェロー） 
非常に明確なお話で熱弁をふるっていただいた。これよ

り質疑応答に入るが、一人一問で端的にお願いしたい。 

 

（フロア） 

「兵力投射」という言葉の意味するところを教えてほし

い。 

 

（安田） 

独特な表現なので分かりにくいと思う。兵力を投射する

というのは、実際にそれが使えるように移動させるという

ことで、英語ではパワー・プロジェクションという。単に

運ぶだけではなく、移動させて効果を発揮できるような体

制を作らせるということだ。そしてそのための過程と手段

全体を意味している。何故こういう言い方をするかという

と、様々な状況に応じた、それに適切な軍事力の使い方や

展開の仕方があるからだ。いい例は米国で、全世界で兵力

を展開できるようにしている。中国もこれに関心を持って

おり、とりわけ遠距離に対して兵力を効率よく展開させ効

果を発揮できる体制を作ろうとしている。 

 

（フロア） 

軍事と内政、治安についてだが、ソ連しかり米国しかり、

軍事拡張は国家財政を破綻させる。中国は内政にも予算が

かかるが、軍事力と内政のバランスは取れるのだろうか。

また、中国としては覇権を求めずアジアとして力を集合す

るという。例えば米軍がエボラ抑制や自然災害対応といっ

た平和のために軍事力を行使しているように、中国はアジ

ア全体の調和のために軍事力を展開することを考えてい

るのか。 

 

（安田） 

確かに中国は大きく経済発展しているが、中国経済がい

かに危ういか、どういう破綻の兆しがあるかということも

議論されている。中国経済が軍事力を支える面は大きくあ

り、経済破綻により軍事力が順調に発展しなくなる可能性

も否定できない。しかしこれは西側の考え方。1960～70

年代の文化大革命という政治的大混乱や経済、社会的どん

底の時期においても、中国は核兵器、潜水艦、ミサイルと

いう 3 つの兵器の研究開発を何かを犠牲にしても着実に

遂げてきた。彼らはそういうやりくりに優れている。経済

成長が頓挫したから軍事も頓挫ということも有り得るか

もしれないが、経済発展だけが軍事の首根っこを掴んでい

るとは簡単に結論づけられない。だからこそ新しい概念を

打ち出しているのだと思う。 

軍事闘争は様々な分野に展開する。これから中国軍は災

害派遣や疫病対策に軍事力を大きく展開するかもしれな

い。たとえば中国軍には“平和の方舟号”という立派な病

院船があり、実際中南米諸国で医療活動を展開した。中国

にとって、中東、中米、南米、アフリカは政治的に影響力

を発揮したい重要な地域だ。そこに病院船を派遣して医療

活動を行う。軍事力のこのような使い方は今後ますます増

えていくだろう。 

 

（フロア） 

日本の安全保障は日米安保条約で、米国と日本の海上自

衛隊が海上を警備している。中国が尖閣諸島に積極的に出

ているが、それに対して米国は尖閣に手を出したら日米安

保に抵触するから黙っていないとコメントしている。それ

らも含め、中国は日米安保条約を恐れているのだろうか。 

 

（安田） 

中国は歴史的にみても日米安保に対して様々な態度を

示している。非常に嫌がった時期もあれば、鄧小平などは

日米安保がソ連に対する抑止力になり、極東の情勢が安定
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化すると高く評価した。我々は、中国が突如として掌を返

すような言動を取ることを疑問に思うが、彼らはその場に

応じて物事を考える。現状では習近平が明言したとおり、

アジアのことはアジアの国々でやりたいとしている。そう

なると日米安保は厄介で彼らにとって米軍は大きな脅威

になると思う。しかしそれがこの先も長く続くかどうかは

分からない。今の概念では米国をできるだけ入ってこさせ

ないようにしたいため、日米安保が も障害になっている

のは事実だろう。とすれば、日本としてはそれは日米安保

が有効に働いている証左と考えていいと思う。 

 

（フロア） 

今日のタイトル「中国の安全保障戦略と軍事」は対外的

な話だと思う。人民解放軍の脅威力や実戦力は内側にも向

けられているのだろうか？ 

 

（安田） 

国内の格差拡大に伴う社会不安問題や少数民族問題な

ど中国国内にも様々な問題があり、それらに対する人民解

放軍の役割も想定されている。しかし、1980～1990 年代

の世界的な社会主義体制の崩壊－天安門事件から 終的

にソ連崩壊にいたるまで－の時代に比べれば、今日におい

て社会主義を安定させるために軍事力を内向きに直接使

わないといけないという明確さは薄れている。 

中国の軍事力は人民解放軍、人民武装警察、民兵の 3

つにより構成されている。武装警察が国内治安を担当する

というように役割分担ができている。軍事力を内向きに使

うというご指摘はその通りだが、対外的には治安対策など

についてあまり言わないようになっているという印象が

ある。 

 

（フロア） 

アジアを考えるとイスラムのテロやアフガニスタン情

勢の安定化が重要だと思う。これまでは米国の軍事力で抑

えてきたが、今後中国はあの辺りとどう対応するだろうか。 

 

（安田） 

中国が中央アジアに対してどう反応するかは分からな

い。これには彼らも悩んでいると思う。 

反テロやテロ対策は世界共通の利益であり目標で、反テ

ロを前面に出せばほとんどの軍事行動は正当化されがち

だ。反テロを掲げて国際協調を謳うのはたやすい。テロと

少数民族の分離独立運動には紙一重のところがあり、中国

にとっては厄介な問題だと思う。テロとすり替えることで

国際協力を得やすい面があるが、それは果たしてテロなの

か、それとも民族独立運動の論理なのか。中国がテロ対策

として上海協力機構を使い中央アジアとの関係を深め、軍

事演習することは、世界的正義としてテロ撲滅のためだけ

なのか、もしくは少数民族への弾圧という側面が含まれて

いないか。我々はそこを注意して分別しなければいけない。

中国もテロ対策を前面に掲げているが、それが果たして本

当にそうなのか、あるいは彼らなりの事情なのかを考えな

ければならない。 

 

（フロア） 

中国の将校たちを教育、養成する機関について伺いたい。

大学のようなところかと思うが、北京大学や清華大学とい

った中国のヒエラルキーの中で、どういう人達が目指すの

だろうか。 

もう一つ、広大な中国の中にも軍閥があると思うが、将

校の人事制度がそれに関係するのかを知りたい。 

 

 

（安田） 

初の質問に対しては、一部不透明ではあるが、軍隊を

知的にアップして人材を育成するための教育、研究システ

ムを充実させていることは間違いないだろう。日本や米国

のシステムとの違いとして、中国では部隊勤務と研究教育

を交互にするのではなく、研究者であれば始めから研究者

として役割を付与された軍人がおり、その中で将軍になる

者もいる。例えば国際シンポや研究会では、中国では話の

うまい人や見栄えがする軍人が壇上に上がることが多い

ように思うが、軍人としてどれくらい経験や知識があるか

というと、疑問に思うこともある。彼らなりのやり方があ

るのだろう。 

軍閥については中国も過去の経験から、教訓としている

ところがたくさんあるのだと思う。かつては人事制度に問

題があり、軍閥化したりあるいは徒党を組むといったりす

ることもあった。今は人事配置ができるだけまんべんなく

回るように、偏らないようにやっている印象がある。近代

的な軍隊として人事的な懸念はかなり改善されているよ

うに思う。 

 

 

【閉会】 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

時間になった。先生への大きな拍手をもって本日の研究

会を閉会したい。 

 

 

               （了） 
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2．講演資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


