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問題の所在

冷戦の終結によって、東アジアおよびアジア太平洋の国際政治情勢は大きく変
化した。冷戦期では北東アジアに圧力をかけていたソ連に対してアメリカを中心
とした同盟国が抑止をしていたが、ソ連が崩壊したことによって共通の敵を失っ
たのである。これによって中国と日本がアメリカの東アジア戦略における問題点
として浮上した。まず、中国との関係は対ソ封じ込めのもとで人権問題などを棚
上げにして構築されていたが、1989年の天安門事件で人権問題が争点となったの
である。また、日本との関係は日米安全保障条約のうえで成り立っていたが、折
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からの貿易摩擦によって関係が悪化していたうえに安全保障戦略の一致が図れな
くなったことにより、日米同盟の見直しを強いられた。また同時に中国も冷戦後
の国際権力構造が多極化することを見込んでおり、アメリカの一極覇権に否定的
であった。このように、冷戦終結後、日米中の 3 か国関係が流動化していったの
である。このなかで、日米中 3 か国の安全保障上の争点となったのが台湾問題で
あり、これは1995年から1996年にかけての台湾海峡危機で表面化した。本論は、
この台湾海峡危機を中心に、冷戦後の日米中関係を、それぞれの安全保障観に注
視しつつ分析するものである。
冷戦後の日米中関係についての先行研究として、1997年に発表された国分良成
の論文がある1）。この論文では東アジア地域の国際関係は日米中関係のなかで展
開されてきたとし、日本、アメリカ、中国がともに地域の「問題」であると述べ
られている。一方で、台湾海峡危機が日米中関係にもたらした影響については、
包括的な議論にとどまっている。また、1998年に発表された高木誠一郎の論文2）
は、冷戦後の中国の国際政治観に言及するとともに台湾海峡危機後の日米安保共
同宣言に対する中国の反応を詳細に記述しているが、台湾海峡危機後に対する日
米の反応や、中国が日米両国との関係を早期に改善したことについては触れられ
ていない。また、船橋洋一『同盟漂流』は1990年代中ごろの日米関係をドキュメ
ンタリー調で詳細に記述しており、ジェームズ・マン『米中奔流』はニクソン・
キッシンジャーによる米中接近からクリントン政権期にいたる米中政府間のやり
取りを記述しており、どちらも本論を執筆する上で参考にした。これらをはじめ
とした先行研究をもとに、本論では冷戦後の日米中関係を、1995年から1996年に
かけての台湾海峡危機前後に分け、表面上の国家関係と潜在的な安全保障認識の
それぞれが、台湾海峡危機によってどのような影響を受けたかを分析する。

Ⅰ

台湾海峡危機前の日米中関係

1

天安門事件と日本の対中姿勢

戦後日中関係の開始は、日本の戦略性の欠如という日本外交の伝統的問題点が
際立つものであり、日本は中国との関係を、米中関係をもとに受動的に構築して
いった。
日本が対中外交において積極的な姿勢を打ち出したのは、1989年の天安門事件
においてであった。米中修好に続く西側諸国との関係改善によって、1970年代以
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降中国は西側諸国からの経済的恩恵を享受していたが、これは同時に中国の共産
主義体制にとって不安定要素ともなった。すなわち、「1989年 6 月に起きた天安
門広場でのデモ鎮圧は、指導部が国際的非難を覚悟してまでも、暴力行使をため
らわないということを証明するものであった」3）。
この事件は日本国内には衝撃をもって迎えられた。内閣府の世論調査によると、
1988年時点で「中国に親しみを感じる」と回答したのが68.5パーセントで、
「親
しみを感じない」と回答したのが26.4パーセントであったのに対し、1989年では
前者が51.6パーセントに、後者は43.1パーセントになった4）。これは日本の対中
世論が天安門事件を契機に悪化したことを示している。
また、世界の反応も厳しいものであった。フランスのミッテラン大統領は 6 月
4 日、中国政府は「自由の名の下に立ち上がった若者に発砲するまでに成り下
がった」と非難し、そのような政府には「未来はない」と言明した5）。さらに、
8 日にはオーストリア、スイス、スウェーデン、フィンランドの欧州の中立四か
国は、ウィーンで開いた外務次官級会議で、中国との外交的接触を当面凍結する
ことを決定した6）。
一方、日本政府は事件発生当初、反応に遅れていた。成立したばかりの宇野内
閣の官邸は、
「何か天安門でゴタゴタがあったことは知っていましたが、あれほ
どの事件になっていると知ったのは、少し時間がたってからでした。」と回想し
ている7）。一方で宇野は隣国としての中国の孤立を早期から憂慮していた。 6 月
18日には、
「一日も早く中国国内が平静に戻ることを祈っている。中国が国際社
会から孤立しないように、良き隣人として中国に申しあげたい。
」と語った8）。し
かし、 6 月20日には第三次円借款や日中友好環境保全センターなどの新たな経済
協力を凍結した。日本のとった措置そのものは、欧米諸国と比べて格別穏やかな
ものであったわけではない。
しかし各国の反応が出そろったのちのアルシュ・サミットにおいて、日本だけ
が中国の孤立を防ぐべきであると主張した。サミットの「中国に関する宣言」は、
サミットとして制裁を科すことは回避し、各国がこれまでに課した制裁を列挙す
るにとどまった9）。これ以後日本は中国に対する制裁解除にもっとも積極的な働
きをすることになる10）。1989年半ばから、日中関係は早くも修繕へと向かった。
「中国は永遠に重要な隣国である。中国が現在行っている改革開放路線に対して、
11）
日本は好意的に協力し、両国関係が一層深く発展するよう努力する。
」
と表明

した海部首相のもと、 8 月18日には中国への渡航自粛が解除され、 9 月には外相

138

政治学研究55号（201６）

会談が行われた。こうして、翌1990年 7 月のヒューストン・サミットにおいて、
海部首相は対中経済協力凍結を徐々に解除することを表明した。さらに1991年 8
月には海部首相の訪中が実現した。これは、西側諸国としての初の訪中であり、
対中関係修繕を意味するものであった。さらにこの訪中は、「世界のなかの日中
関係」という概念を初めて提起したことも画期的であった12）。
日本が天安門事件に対してとった姿勢は、他の西欧諸国とは異なるものであっ
た。これは日本が単に経済的利益を得ることを求めていたものにとどまらず、中
国に対する積極的な関与政策のあらわれであった。このような日本の態度に対し、
中国は日本との関係を重要視するようになった。アジアの一員であり、中国の孤
立を避けようとしていた日本は、天安門事件以降の中国外交にとって、とりわけ
重要な位置を占めるようになったのである。
このように冷戦終結直後の中国は、孤立から脱却するための仲立ち役として、
日本に期待し、日中間の戦略的な一致は民間にも波及した。もっとも、天安門事
件後における日本の対応や、その後の天皇訪中が日中関係を安定化させたとはい
え、長期的な安定をもたらしたわけではない。1990年代初頭より、中国は歴史認
識の問題と、日本の軍事脅威を警戒していたのである。もっとも、1990年代前半
では、日本が軍事大国化すると考えた中国人専門家は少なかった。1996年までは
中国は楽観的であり、日米同盟が日本軍国主義の復活に蓋をする作用があるとみ
なしていたのである13）。
日本もまた中国の軍事成長を注視していた。1995年に防衛庁は九州や沖縄の防
衛強化を実現するために F-15戦闘機を沖縄基地に配備した。これは中国がロシ
アからスホイ27型戦闘機を購入したことを受けたものであった14）。もっとも、こ
の時点では日本の防衛費のほうが中国より多く、また核攻撃力こそないものの、
日本の軍備は近代化を模索する中国より圧倒的に進歩していた。日本は中国に対
する警戒感は有していたものの、それを表に出すことは控えていた。これは、
1995年の防衛大綱で、
「中国の脅威」への言及が控えられていることからも分かる。
冷戦下では、日中関係は米中関係の改善に付随して作られたものであった。特
に日本外交にとってアメリカの要素は大きく、過去50年間のほとんどの時期にお
いて、日本は隣国と真の二国間関係を経験しえなかった15）。しかし天安門事件を
機に日本は中国と積極的な二国間関係を築く機会を得た。これは中国にとっても
自国が欧米諸国と関係を改善するために有益であった。冷戦終結後、1990年代前
半における日中関係は、軍事的警戒を両国が有しながらも、日本の関与政策を基
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に築かれた友好的枠組みが維持されたのである。

2

湾岸戦争と冷戦後の日米同盟

1980年代に始まった日米構造問題協議が完結して間もなく、日米同盟には新た
な危機が浮上した。日米同盟成立の主要な要因であった冷戦は、1989年のマルタ
会談をもって終結が宣言された。これを受けてブッシュ大統領は 8 月の演説で、
ソ連が西ヨーロッパに対して奇襲的侵略を行う危険は「戦後史のどの時期よりも
遠のいた」と宣言した16）。これに先駆けて発表されたアメリカの1990年 4 月の国
防報告書には、冷戦後もアメリカが「地域のバランサー、正直な仲介者、安全保
障の究極的保障」としての役割を担っていく意思を表明するとともに、従来のア
ジア政策の主要要素である前方展開兵力、海外基地、二国間協定が依然有効であ
ることが明記された17）。これらの文言は、冷戦の終結によって、アメリカの安全
保障に対する関心がグローバルなものから地域的なものに移りつつあることを示
している。これに対して日本の反応も肯定的であった。1990年の日本の防衛白書
には、
「アメリカ行政府が、アメリカのグローバルな役割と同盟国に対するコミッ
トメントを今後とも果たしていくと明らかにしている。このため、引き続き前方
展開戦略を維持するとともに、アメリカ軍の再編を、財政状況の制約にもかかわ
らず、東アジアにおける不透明な軍事情勢を十分見極め、この地域の安定に配慮
しつつ、段階的に進めようとしている。したがってアメリカ軍がこの地域で果た
している役割に大きな変化はなく、わが国の防衛のあり方に基本的な影響はない
ものと考えている。」と述べられている18）。つまり、冷戦終結後も日米両国とも
日米安全保障体制の必要性を共有していたのである。しかし、安全保障体制が、
ソ連の脅威に対応するグローバルな性格をもった冷戦型の同盟から、冷戦後の世
界に対応した体制に移行していなかったがゆえに、1990年の湾岸戦争で、冷戦後
の日米同盟は深刻な課題を突き付けられることになる。
1990年 8 月 2 日未明、イラクはクウェートに侵攻した。イラクは同日中にク
ウェート「暫定自由政府」の樹立を発表し、 8 日にはクウェートの統合を宣言し
た。これに対する国際社会の反応は迅速であった。国連安全保障理事会は 2 日の
うちにアメリカ主導のもと、イラクの行動を国連憲章 7 章における「平和の破壊」
と認定し、満場一致でイラクのクウェートからの無条件撤退を求める決議660号
を採択した。日本の反応も異例の素早さであった。 5 日の官房長官記者会見で、
イラク・クウェートからの石油輸入禁止を含んだ経済制裁を発表した。
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しかし日本は 5 日に発表した避難こそ迅速であったが、その後の対応は遅れて
いた。日本が29日に発表した「第一次貢献策」はこれを露呈したものであった。
ここでは平和回復のための資金援助が表明されたが、具体的な援助金額は示され
ていなかった。これは、翌日の記者会見で10億ドルという金額が示され、 9 月14
日にさらに30億ドルが追加されたが、これは、アメリカの圧力によるものである
という印象を与えた19）。さらに、援助に際して自衛隊を極力排除したことは、外
国の批判を呼んだ。11月29日には安保理は武力行使を容認する決議678号を採択
したが、このとき日本は国連平和協力法の成立に失敗していた。1991年 2 月24日
に地上戦が開始されると、日本は90億ドルの支援と避難民の輸送を目的とした自
衛隊機 C-130の派遣を決定した。ここでも、資金の使途やドル建てか円建てかと
いう点で紛糾した。戦闘そのものは 4 日間で終結し、連合軍が圧勝した。
湾岸戦争は、冷戦後初の戦争であり、石油という重要な経済資源が関わる戦争
であった。特に独自の資源を持たない日本にとっては、国際社会の利益のために
貢献する意思があるかを問われるものであった。また同時に、冷戦後の世界にお
ける日米同盟の役割が最初に試されたのであった20）。しかし日本が実行できたの
は経済援助だけであり、国際的な評価を得られなかった。これは、戦争の主体が
「地域的なイラク」であったためである21）。日本が地域の有事に際して一切軍事
貢献ができないという事実は、従来の日米安保体制が冷戦後の世界に対応するに
は欠陥があることを露呈した。一方で、「極東の平和と安全」の維持という日米
安保体制の重要性は増していた。80年代以来の貿易問題、そして湾岸戦争によっ
て、日米両国は安保体制改革の必要性を認識したのである。
この問題を受けて最初に動きだしたのは日本であった。1994年 2 月に細川護熙
首相の私的諮問委員会として、冷戦終結による国際事情の変化に対応した防衛力
を検討することを目的とした防衛問題懇談会が、樋口廣太郎アサヒビール会長を
座長として発足した。この懇談会は同年 8 月に『日本の安全保障と防衛力のあり
方―21世紀に向けての展望』という報告書を発表し、
「多角的安全保障」と、
「日
米安全保障協力関係の機能充実」、「信頼性の高い効率的な防衛力の維持と運用」
が主張された22）。このように、首相が自らの防衛政策の基礎となる考え方を確か
めるために、広く有識者の周知を集め、さらにそれに取り組む姿勢を示したこと
は画期的であり、同報告書は日本の安全保障の青写真となった一方で、日米同盟
軽視という批判をアメリカ側から受けた23）。もっとも、アメリカ側の批判は日本
側に対してだけでなく、アメリカ政府にも向けられていた。懇談会の裏方を務め
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た防衛庁幹部は、「ワシントンでの批判は要するにワシントンの政策官庁に対し
て日本にもう一度関心を向けさせるためのショック療法的側面があったと思っ
た」と回顧している24）。このような日本側の動きを受けて、アメリカではジョセ
フ・ナイ（Joseph S. Nye, Jr. ）国防総省次官補を中心として、冷戦後のアジア太平
洋戦略の検討が進められた。そして1995年 2 月に国防総省は東アジア戦略報告を
発表した。この報告書では、二国間関係の進展、前方展開兵力の維持などが表明
された25）。日本側はこれに対して11月に採択された新防衛計画大綱において、冷
戦後においても米国との安全保障体制が日本の安全にとって重要であり、緊密な
日米協力関係が地域的な多国間安全保障対話・協力や国際連合の諸活動に資する
ものであるとの認識を再確認した26）。1994年から1995年にかけて行われた日米両
国による日米安保体制の再定義作業は、両国の主張を受けつつ発展していった。
この点について渡邉昭夫は「日米安保関係の再定義の作業が、ワシントンからの
一方的なイニシアティヴで進んだというのは事実ではなく、それは相互作用の過
程として侵攻した」と主張している27）。
1990年代初頭の日米関係は困難に直面していた。冷戦の終結は、共通の敵の脅
威が除去された一方、同時に日米双方に相互不信を増大させた28）。1992年にブッ
シュ大統領が訪日した以来の数か月間の日米関係は、過去数十年で最悪のレベル
に落ち込んでいたといわれた。一方で両国の関係が危機に陥っていたことは、両
国に同盟体制の見直しをする機会を提供したのである。そして日米安保体制の再
定義作業は、1995年の東アジア戦略報告をもって完成した。

3

人権問題と米中

冷戦下でのアメリカの対中外交は、思想の相違や台湾といった問題を「棚上げ」
にし、交渉を政府高官同士で完結させることで、安定した関係を築いた。また、
中国側もこれを受け入れていた。しかし冷戦が終結しようとしていた1989年の天
安門事件を契機にアメリカは中国に対する姿勢を再び転換せざるを得なくなる。
1989年 6 月 4 日に中国人民解放軍は民主化運動が行われていた天安門広場を急襲
した。その状況を伝える生々しい映像は、国際社会に「人権を抑圧する国」とい
う中国のイメージを植え付けることとなった29）。ブッシュは 6 月 5 日にホワイト
ハウスの記者会見で中国との軍事交流の凍結を発表した。これによって、中国は
1980年代にはアメリカから仕入れていた高性能兵器の調達を、ロシアなど他の国
から確保する必要が生じた。さらに新たな世銀融資を延期した。一方で、 6 月30
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日にはスコウクロフト（Brent Scowcroft）をひそかに中国に派遣していた。ブッ
シュ政権にとっては対中関係の決定的悪化を避けることが重要であったのであ
る30）。また、中国に対する最恵国待遇（MFN: Most Favored Nation Treatment） は
争われることなく更新された。さらに当初人権問題として取り上げられた対中問
題は、1989年の年末には早くも長期的な戦略、経済的利益をめぐる問題に移り変
わっていったのである。ここで、ブッシュは経済を人権に優先させた。ブッシュ
は12月にもスコウクロフトらを中国に派遣した。そして1990年の 1 月には合意に
達し、アメリカはアメリカ国内の経済上の制限を緩和し、中国側は戒厳令解除と
人権活動家の一部釈放を実施した。両国は事件の発生から半年で、関係改善の局
面に入っていたのである。しかしこれは問題の解決を意味したわけではなかった。
中国の公的報道機関は反米的な論調を改めず、中国国内の人権状況に変化は見ら
れなかったのである31）。
1992年に大統領に当選したクリントンは発足当初、ブッシュ前政権が中国との
関与政策を進めたのを批判し、人権問題を全面に立てた対立的な対中政策を進め
ようとした32）。彼は大統領選挙において、対中国最恵国待遇を条件付きとするこ
とを主張していた。しかし、クリントンは選挙戦での大言壮語にもかかわらず、
明確な対中政策を携えて大統領に就任したわけではなかった33）。それどころか、
彼は任期 1 期目の後半には、自らが批判した対中緩和政策をとることになったの
である。政策変換の原因は彼の支持層であった。中国に進出していたアメリカ企
業の連合体である米中商業評議会が政府に積極的なロビー活動を展開したのであ
る。クリントンは1993年 5 月の大統領令で人権状況改善という条件付きで MFN
更新に応じることを決定し、MFN をもう 1 年延長することを認めた。しかしこ
れに対する中国の反応は期待とは正反対であった。1994年 2 月、アメリカ国務次
官補シャタックが中国のもっとも著名な反体制活動家魏京生と会ったことを受け、
中国は翌日に魏京生ら著名な活動家を一斉に検挙した。クリントンは自らが発し
た宣言に直面することになった。クリントンは中国の譲歩を求めたが、中国はさ
らなる弾圧をもって応じた。ここで李鵬首相のクリストファー国務長官に対する
発言は中国の姿勢を象徴していた。「ワシントンのわが大使館は、最恵国待遇は
いずれにしても更新されると伝えてきている。
」と李鵬は言った34）。つまり、中
国はクリントンの譲歩を確信していたのである。結末は中国の思惑通りとなった。
クリントンは部分的制裁をなすことなく、1994年 5 月に、中国への最恵国待遇の
更新問題と人権を切り離すことを発表した。人権問題をめぐる1989年以来の米中
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摩擦は、中国の勝利であった。クリントンの対中外交は、自らが批判したブッ
シュのそれと同じであり、彼は人権問題を「棚上げ」したのである。
一方、政府間交渉において人権問題は「棚上げ」されたが、天安門事件後の人
権問題は別の問題を誘発した。これはすなわち、台湾を中心とした安全保障の問
題である。1989年に起きた天安門広場での民主化運動の弾圧は西側に中国の政治
システムを再認識させ、1991年にソ連が崩壊したことで、中国とアメリカが共有
した戦略的利益のほとんどが消滅した35）。天安門事件は、アメリカの中国観に転
換をもたらしたのである。そして、中国とは対照的に、民主化した台湾はアメリ
カとの価値の面で急接近をもたらした36）。台湾はアメリカが台湾化関係法で要求
していた人権問題の改善という課題を進展させていた。1988年に本省人である李
登輝が総統の座についたことは、台湾の人権問題の改善を象徴していたとともに、
民主化への流れも象徴していた。この流れは、1982年以来消極的であったアメリ
カの対台湾姿勢を転換させた。1992年 9 月、ブッシュは長年拒絶していた F-16
の台湾に対する売却を決定したのである。この決定は大統領選挙と切り離して考
えることはできない。彼の支持基盤のテキサスは、雇用確保のために F-16の売
却を求めていた。しかし、より重要な要素として、1980年代後半に中国がロシア
との関係を改善していたことがある。上述の通り、天安門事件によってアメリカ
から兵器を輸入できなくなった中国はロシアを頼った。そして1991年 5 月、中国
はロシアから最新鋭戦闘機である SU-27型ジェット戦闘機を24機購入することを
決定した37）。これによって中国は初めて近代的な戦闘機を手に入れた。1992年 5
月の F-16の台湾輸出はこれに対応したものであった。チェイニー国防長官は輸
出について 9 月 4 日にインディアナポリスで行った講演で、「米国の安全保障に
沿ったものだ」と正当性を強調した38）。F-16の輸出は冷戦期の米中関係において
はおよそ考えられないものであり、冷戦の終結が米中の安全保障関係にもたらし
た影響を象徴していた。アメリカ政府の関心は強大化した人民解放軍が東アジア
に及ぼす影響のほうに移っていた39）。クリントン政権下において台湾を中心とし
た安全保障問題に対する姿勢は人権外交で見せた譲歩姿勢と異なっていた。1994
年 4 月、アメリカ下院で台湾関係法が米中共同コミュニケに優位することが採択
されたのである。
1989年の天安門事件により、1990年代の米中関係は人権問題が争点に上り緊張
した。しかしこれは中国の巧みな外交と、ニクソン・キッシンジャーと毛沢東・
周恩来が築いた政府間交渉により外交を行う米中関係の伝統により棚上げにされ
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た。しかし同時期の冷戦終結と相まって、台湾が安全保障面での争点となったの
である。

Ⅱ

台湾海峡危機の過程

1

李登輝の訪米と1995年の演習

冷戦度、天安門事件により国際社会の信頼が揺らいだ中国に対し、民主化と経
済発展に成功した台湾は、相対的にその立場を強化し、国際社会に独自の影響力
を持つようになった。一方で台湾が「台湾化」していくことを認めない中国との
間で「台湾問題」
、が表面化した。また、これは台湾独自の内政・外交上の発展
と国際環境の変化が生み出した新しい性格を持つものであった40）。台湾の地位向
上、そして台湾の戦略的・地理的重要性によって東アジア全体の問題へと発展し
ていくのである。
1994年 5 月、李登輝は中南米を訪問したのち、南アフリカでネルソン・マンデ
ラ大統領の就任式典に出席する途上、専用機の給油活動のためにハワイのホノル
ルに降り立った。李登輝の訪問に対し、アメリカは李登輝が空港から出ることを
認可しなかった。クリントンは、台湾総統がアメリカ本土に上陸することは中国
の反発を誘発すると予測し、これを恐れていたのである。李登輝一行はホノルル
の空港内のターミナルで屈辱的なほどに簡素な扱いを受けた。ホノルルの丁懋時
は李登輝の専用機に電話をかけ、アメリカの受け入れ態勢がいかに貧弱であるか
を報告した。その結果、李登輝総統は飛行機が着陸したあとも外にでなかった41）。
これは李登輝自身にとっても屈辱的なものであった。彼はアメリカ担当官ベロッ
キに対し、「もはや台湾はこれまでのような二流国の扱いにおとなしく耐えるこ
とはできない。
」と語った42）。李登輝によるホノルル訪問は、中国が台湾を取り
込もうと世界各国に働きかけ、その影響力を拡大していたことに対抗するための
外交努力であった。
アメリカ議会は李登輝に対する政府の対応を問題視した。1994年 6 月、ブラウ
ン（Hank brown）ら上院議員 2 名は李登輝に書簡を送り、アメリカ訪問へと招待
した。彼らは親台派の議員として知られていたが、議会においてはすでに多くの
議員が台湾に傾斜していた。さらに 8 月には上院は台湾の高官にアメリカ訪問の
ためのビザ発給を認める決議案を可決したのである。こうした議会の圧力を政府
は無視することはできなかった。 9 月 7 日、政府は1979年の断交以来維持してき
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た対台湾政策の変更を発表した。主要な変更点は、①経済、技術関連省庁の米政
府高官の台湾非公式訪問を解禁する、②台湾首脳の訪米は認めないが、第三国に
向 か う 場 合 の 米 国 通 過 を 認 め る ③ 台 湾 の 関 税 貿 易 一 般 協 定（GATT: General
Agreement on Tariffs and Trade）加盟を支持する。ただし、国連加盟は支持しない、

④台湾の在米実務機構の名称を従来の「北米事務強調委員会」から「台北経済文
化代表処」に変更する、⑤これまでの「一つの中国」政策に変更はない、という
ものであった43）。この変更は台湾側にとっては一つの成果であった。これを象徴
する事として、同年12月 4 日にはペーニャ運輸長官が台湾を訪問した。また台湾
にとってアメリカの姿勢変更は対米関係のみならず、対日関係においても追い風
となったのである。李登輝は広島アジア大会の出席意思を公式に表明しており、
アメリカが台湾首脳の米国通過を認めたことは、李登輝が西側諸国との首脳外交
を進める土台となったのである。しかし李登輝の訪日に対しては中国の強い反発
により、 9 月30日に徐立徳行政院副院長が訪日することで妥協がなされた。徐立
徳は訪日について、「私が訪日したこと自体が全てを物語っている」と述べ、訪
日実現を外交上の成果とみなしているとの認識を示した44）。民主化した台湾は、
アメリカの議会にとっては中国より好ましい存在となっており、台湾はこの支持
をもとに国際舞台における発言力を増加させたのである。
台湾はアメリカとの関係強化の次なる段階として李登輝自身の訪米実現の方法
を模索した。そして台湾が目を付けた訪米の大義名分は、ハワイのコーネル大学
で博士号を取得している李登輝を、そこの同窓会に出席させるというものであっ
た。1995年より、台湾行政府は、李登輝のコーネル大学同窓会出席を実現するた
めアメリカに打診を行った。これに対して大学側は李登輝受け入れの姿勢を表明
した。また、アメリカ議会も李登輝受け入れに向けて積極的に動いた。 3 月 6 日、
アメリカ上下両院で、李登輝がコーネル大学の同窓会に出席できるようにするた
めのビザ発給を求める決議案が出された45）。さらに、22日には上院外交員会が李
登輝の訪米許可を求める決議案を出し、翌 4 月 5 日には下院外交委員会も同様に
決議案を可決したのである。もっとも、これらの決議はクリントンに対して拘束
力を持つものではなかった。
アメリカ政府は当初議会の圧力にたいして頑なであった。国務省は中国に対し
て李登輝が訪米ビザを与えられることがないと繰り返し明言した。しかし1995年
5 月に下院が李登輝のコーネル大学訪問を無条件で認めるよう政府に求める決議
案を396対 0 という圧倒的多数で可決すると、政府は李登輝訪米を受け入れざる
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を得なくなった。 5 月22日に、アメリカは李登輝が 6 月に個人的に訪米するため
のビザ発給を認めることを発表した46）。これは私的訪問に限ることが強調された
とはいえ、台湾の現職大統領が訪米することは前代未聞の出来事であった。ビザ
発給を決めた政府が優先したのは中国に対する配慮であった。ビザが発給される
という発表ののち、国務省とその他の官僚は中国に対してアメリカの基本的方針
に変更がないことを保証し、クリントン政権の対中国外交姿勢は「建設的関与」
が維持されること、そして民主政治のメカニズムがアメリカ政府の選択を制限し
たということを繰り返し主張したのである47）。しかしアメリカのこうした努力に
もかかわらず、中国の反応は厳しいものであった。中国の銭其琛副首相・外相は
23日、米国のロイ駐中国大使を呼び、李登輝・台湾総統の非公式訪問を受け入れ
る決定について、
「今後の情勢次第では、中国は強烈な反応を取らざるを得ない。
その責任はすべて米国にある。」と警告した48）。
李登輝は 6 月 7 日に台湾を出発した。アメリカは、非公式訪問であることを印
象づけるため、米側の公的人物との接触が控えられた。また、予定されていた国
内での記者会見も中止された49）。さらに政府はコーネル大学での李登輝の演説を、
政治と無関係になるように台湾側に強く念押しをした。アメリカは、李登輝の訪
米に対する中国の反発を恐れ、台湾にも自制を求め続けたのである。しかし李登
輝が 9 日、コーネル大学で行った講演は政治主張にあふれており、中国の許容範
囲を越えるものであった。講演では台湾の民主化、経済発展が強調された。さら
に「（冷戦終結後）共産主義はひん死の状態。中台はイデオロギーの対立を放棄し、
平和な競争と統一の新時代を切り開こう50）。」と指摘したことなどは、中国にとっ
て受け入れがたい内容であった。
この講演に対して中国は苛烈な反応を見せた。 6 月17日、1979年の国交正常化
以来、初めて中国は大使をアメリカから召還したのである。また台湾に対しては
実務レベルでの定期会談を停止した。 7 月以降は李登輝個人への批判を繰り返し
た。さらに中国は台湾に対して軍事力をもって抗議した。 7 月21日から24日にか
けて、中国は台湾北方の東シナ海でミサイル発射訓練を実施した。発射されたミ
サイルは、最大射程600キロメートルの戦域・戦術弾道ミサイル「東風15号」 4 発、
最大射程1600キロメートルの中距離弾道ミサイル「東風21号」 2 発であった51）。
中でも東風15号は移動式であり、この発射訓練によって中国は台湾全土をミサイ
ル射程に収めることができることを示したのである。さらに 8 月には 2 回目の訓
練が実施された。前回と異なるところは、訓練海域が広大である点もさることな
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がら、使用された兵器として、前回は地対地誘導ミサイルのみであったのに対し
て、今回の訓練では中国の軍艦と航空機が訓練海域に入り、さらに空対艦、艦対
艦などの各種戦術ミサイル、および火器が使用された52）。ミサイル発射実験は台
湾に大きな衝撃をもたらした。台湾の株式市場ではその後数週間で株価が33パー
セントも落ち込んだ。李登輝は28日の演説で、台湾防衛のための兵器近代化を訴
え、中国の軍事行動を警戒した。
李登輝の訪米、そしてコーネル大学の演説は中台関係を悪化させる決定的要因
であった。そして中国による軍事活動は、 8 月の訓練にとどまらず拡大した。
1995年の夏になると、中国は武力行使をちらつかせはじめ、東アジアのアメリカ
の同盟国に動揺をもたらしていた53）。

2

1996年の軍事演習と空母派遣

台湾海峡をめぐる緊張は、1995年の秋にかけてさらにエスカレートした。この
ような状況下で、アメリカが中国に対して抑制を求めるようになる。11月14日、
ジョセフ・ナイ国防次官補は中国を訪問し、台湾に対する軍事行動は重大な過ち
になると警告した。しかしこの警告は既に手遅れのものであった。翌11月15日、
中国人民解放軍は最大規模の軍事演習を執り行ったのである。この演習は中央軍
事委員会によって直接計画されたものであった。また演習では東山島の制圧訓練
が含まれていた。この演習には16,000から18,000人の兵士が参加し、200隻の上陸
用舟艇と100のその他船舶が招集された54）。また中国はさらなる軍事演習の実施
も予告した。これらは中国が台湾に対する態度を一層硬化させ、またアメリカの
忠告の効果が依然として不十分であったことを示しているのである。さらに、こ
のころ中国はアメリカが台防衛を試みないよう圧力をかけ、「アメリカは台湾よ
りロサンゼルスのほうが大事であるから、中国はアメリカの介入を心配せずに台
湾に対して軍事行動をとることができる」と発言し、核兵器の使用も示唆するよ
うになっていた55）。
一方、こうした中国の動きに対して、アメリカも1995年末より対抗策を講じる
ようになる。12月11日、12月19日の 2 回にわたってアメリカの空母ニミッツが巡
洋艦、駆逐艦、フリゲート艦それぞれ 1 隻と支援艦 2 隻とともに台湾海峡を通過
した56）。これはアメリカが台湾海峡を依然管理していることを示し、中国の行動
を抑制しようとする意志を反映したものであった。当初、国防総省はニミッツの
通過を天候によるやむを得ない航行であったと発表したが、のちに、ニミッツの
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台湾海峡通過は決して偶然的なものや天候の影響によるものではなく、太平洋軍
司令官が慎重に考慮した結果によるものだったと述べている57）。また、台湾も中
国に対抗する反応を見せた。1993年に開発に成功した「天弓Ⅰ型」ミサイルに続
いて、開発した地対地ミサイルの「天弓Ⅱ型」の改良版のミサイルである射程距
離300～600キロメートルの中距離地対地ミサイルの開発に着手したのである。ま
た「天弓Ⅱ型」ミサイルは台北県の 6 か所に配備した。こうした状況のなかで台
湾テレビは 2 月 2 日、台湾の中山化学研究院が開発した戦闘機搭載用の空対空ミ
サイル「天剣Ⅱ号」の試射に成功したことを伝え、それを同時に量産中の国産音
速戦闘機「経国号」など（そのほか米国製の F-16C 戦闘機やフランス製のミラージュ
など）に搭載した場合、台湾の防空能力が大きく向上することを示すものであっ

た58）。これらの動きは、台湾がアメリカによる防衛とは別に独自で防衛能力を確
保する必要性を認識していたことを示しているのである。また、このころ李登輝
は「緊張緩和のためには和平協定の締結の方が先決」とも語るなど、柔軟な姿勢
も見せた59）。台湾は中国に対して、総統選挙成功のために柔軟な姿勢で問題解決
にあたっていたのである。しかし、1996年 3 月の総統選挙が近づくにつれ、中国
はその姿勢を一層硬化させていった。問題はもはや台湾のみで対処できるもので
はなくなっていたのである。
1996年 2 月には人民解放軍は中国全土各地から兵力を南京軍区に集結させた。
集まった兵力は15万人に上り、陸、海、空の三軍が集結した。さらに 3 月 5 日に、
中国の国営新華社は人民解放軍が 8 日から15日にかけて台湾近海の北東、南西部
の二海域にむけて地対地ミサイルの発射訓練をすることを発表したのである。こ
れは台湾の総統選挙に軍事的圧力をかけるもので、1995年の演習以来 5 回目の演
習が実施されることになったのである。
中国の新たな演習とミサイル発射を受けて、アメリカは非公式のシグナルを送
るだけでは、もはや事態を収拾できないと判断し、対応をより強硬なものへと転
換した60）。 3 月 7 日、ホワイトハウスはミサイル演習を「挑発的かつ無謀な行為
だ」と厳しく非難し、台湾への威嚇を中止するよう訴えた。さらに中国外務次官
劉華秋率いる代表団とのワシントンでの晩餐会で、ペリー（William J. Perry）国
防長官と国家安全保障問題担当補佐官アンソニー・レイク（William Anthony K.
Lake）は、台湾に対するいかなる軍事行動も中国にとって「深刻な結果」をもた

らすだろうと警告した61）。これは米中国交正常化以来の米中関係のやり取りにお
いて前例のない強い表現での警告であった。しかし中国は 8 日にもミサイル演習
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を実施した。江西省楽平基地より移動された弾道ミサイル「東風15号（M-9）」が、
台北湾に 1 発、高雄沖に 2 発発射された。これは前年に発射されたミサイルより、
より陸の近くに向けて発射された。中国は台湾島の南北両端を挟むかのようにミ
サイルを発射し、加えて基隆、高雄という台湾の 2 大港湾都市から50キロメート
ル以内が射程となったのであった。中国がこのような目標設定を行ったことには、
中国が台湾をいつでも海上封鎖できることを示すという意図が含まれていたので
ある。台湾はこれに対して 5 段階を最高段階とする台湾本島の警戒体制を 3 段階
から 4 段階に引き上げた。一方、同日 8 日の全人代での福建省代表との会合で演
説した遅浩田国防相は、李登輝総統を「二つの中国「一中一台」を作り出す「敵
対勢力」
」と呼び、祖国統一のための当、政府、軍、人民の団結を呼びかけた62）。
さらに中国は18日から25日までの間に台湾海峡で軍事演習を行うことを報じてお
り、これは台湾の総選挙投票日をまたいでいたのである。
このような中国の威嚇を受けて、アメリカは軍事力を対抗手段として考慮する
ようになった。特に強硬な手段をとることを主張したのはペリー国防長官であっ
た。 ペ リ ー は 3 月 9 日、 レ イ ク（William Anthony K. lake）、 ク リ ス ト フ ァ ー
（Christopher R. Hill）
、シャリカシュヴィリ（John M. Shalikashvili）、ロード（Winston
Lord）、ドイッチェ（John M. Deutch）を集め、中国を抑制するために 2 隻の空母

を派遣する必要があることを主張した。空母 1 隻の派遣は象徴的なものにしかと
らえられない恐れがあるのに対して、空母 2 隻の派遣は現実的な抑止力を伴って
いたのである。これに対してシャリカシェヴィリらは 1 隻の派遣で十分という姿
勢をみせたが、ペリーはさらに空母を、台湾海峡を通過させることまで主張した。
しかしこれは中国に対して挑発的になりすぎるとして、結局台湾の近海に空母ニ
ミッツとインディペンデンスの 2 隻を派遣し、海峡は通過しないことが決定され
た。インディペンデンスは 9 日にミサイル巡洋艦オブライエンを伴って台湾沖に
派遣され、ニミッツは11日にペルシア湾から護衛艦とともに台湾沖に派遣された。
アメリカが派遣した艦隊は、ヴェトナム戦争が終結してのち、アメリカが東南
アジア付近に展開したものとしては最大規模のものであり、中国に衝撃を与え
た63）。 3 月14日、アメリカ国防総省報道官は、中国政府が米政府に対し「台湾に
軍事行動をとるつもりはない」と保証していることを明らかにした64）。中国の軍
事演習は予定通り12日から25日まで行われたが、22日になって台湾の軍事筋の情
報として、中国はアメリカに対し台湾への軍事威嚇を停止することを条件に、25
日の軍事演習終了までに空母「ニミッツ」が台湾海峡に入らないよう要請し、ア
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メリカが同意したことが報じられた65）。危機はこれ以降収束した。台湾の選挙は
予定通り行われ、李登輝は55パーセントに近い票を得て総統選挙に勝利した。
1995年の時点では、アメリカは台湾海峡での中国人民解放軍のミサイル発射に
対して消極的な反応しか見せなかった。しかし1996年に中国が緊張をエスカレー
トさせると、アメリカは空母派遣を台湾防衛に対する誓約と解釈したのである66）。
アメリカは1958年の台湾海峡危機同様、圧倒的な軍事力によって中国による台湾
に対する軍事活動を抑制した。しかし一方で、中国がその軍事力を近代化させつ
つあったことは、以前の危機とはその様相を異としていた。1995年から1996年に
かけての中国による軍事活動は、台湾に対して独立への気運を抑制するのみなら
ず、中国の軍事的潜在力の増大を示すものとなったのである。冷戦期においては
アメリカと歩調を合わせていた中国は、アメリカとの国交正常化以来、初めてア
メリカの安全保障上の課題となったのである。

Ⅲ

台湾海峡危機後の日米中

1

アメリカの対中認識の変化

台湾海峡危機によって米中関係は後退した。特に、 3 月にアメリカが 2 隻の空
母を台湾海峡に派遣したことは、中国側の激しい反発を招いたのである。 3 月19
日には、中国外務省報道官がアメリカの空母派遣について「アメリカは海峡の緊
張を激化させる一切の行動を即時停止しなければならない」と述べ、米中間の緊
張を高めかねない同空母の海峡通過を中止するよう強く求めた67）。さらに、アメ
リカの空母が台湾海峡に到着したのちの22日には遅浩田国防相の訪米延期を発表
したのである。このように激しく抗議するほど、中国はアメリカの空母派遣を重
く受け止めていたのである。
このように1996年 3 月の時点での米中関係は極めて悪かったが、同年の半ばよ
り両国は早くも緊張緩和を模索しだすのである。これの契機となったのは、1996
年 7 月に実現したレイク（Anthony K. Lake）安全保障担当大統領補佐官の訪中で
あった。この訪中による最大の成果は、「建設的かつ戦略的な米中関係」が国際
秩序の安定にとって不可欠であるという認識を両国が再確認したことである。こ
れ以降、米中間での会談が頻繁に行われるようになるのである。中でも、同年の
11月24日に実現した米中首脳会談や、12月 9 日に実現した遅浩田の訪米は米中間
の関係改善に向けた動きの一環であった。
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そして台湾海峡危機によって悪化した米中関係は、1997年末には再び緊密化し
たのである。これは、10月29日に江沢民が中国の首脳として12年ぶりとなるワシ
ントン訪問を実現したことに象徴される。同会談では、核・大量破壊兵器の不拡
散、人権問題での基本的立場の相違、首脳・閣僚の相互訪問とホットラインの開
設、中国の世界貿易機関（WTO: World Trade Organization）早期加盟に向けて二国
間協議を強化、香港などアジア市場の安定で協力、環境分野でアメリカは中国に
技術協力、といった点が確認された。また、争点の台湾問題においても、アメリ
カが「一つの中国」政策の厳守を改めて表明し、中台対話の促進を確認したので
ある68）。この会談によって、米中両国は「戦略的パートナーシップ」としての 2
国間関係を構築することを表明したのである。さらに10月31日には、台湾問題に
関して国務省のスポークスマンであるルービン（James P. Rubin）が「三つのノー」
として固められつつあるアメリカ側の方針を口にしたのである。これは、「①台
湾独立を支持しない、②二つの中国、一つの中国と一つの台湾を支持しない、③
国家を要件とするいかなる組織のメンバーになるべきだとも信じない」という発
言であった69）。クリントンは1997年から1998年にかけてこの発言を繰り返した。
中国政府の働きかけが功を奏し、アメリカはこの点で中国の望む方向へ動いてい
た70）。一方で、アメリカにとって優先すべきことは地域の安定を維持することで
あった。台湾問題と米中関係はより大きな、包括的な戦略枠組みに位置づけられ
なければならなかったのである71）。アメリカにとっては、中国に譲歩してでも米
中関係の安定化を図る必要があったのである。これは1997年の米中首脳会談に際
してアメリカが中国の WTO 加盟を支持したことにも表れており、中国を国際社
会に引き出すことで秩序の維持を実現しようとしたのである。また、これはアメ
リカ側の一方的な願望ではなかった。江沢民は1996年 4 月 9 日、江沢民は訪中し
ていたアメリカのブッシュ前大統領と北京で会談し、「米中間の相互理解を深め
るために影響力を発揮してほしい」と語った72）。 8 日には李鵬首相も同様の要請
をした。さらに江沢民は11月10日には再度ブッシュ前大統領と会談し、米中関係
に波乱が生じないことを希望する旨を伝えている。中国は、ブッシュ前大統領を
仲介者として、アメリカ同様1996年半ばから米中関係の改善を模索していたので
ある。台湾海峡危機から1997年にかけての米中関係の改善と緊密化は、米中双方
の強い意志の一致によって実現したのである。
このように両国間の関係改善は早期になされたが、アメリカの中国に対する安
全保障観はそれほど楽観的ではなかった。1990年代半ばまでのクリントン政権下
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における安全保障政策の基本は、「関与と拡大」という標語のもと、民主主義と
自由主義経済の世界的な浸透を通じて、アメリカ主導で世界の安全と繁栄を確保
しようとする戦略であった73）。この戦略の下で、安全保障上の懸念要素としての
中国の優先度は低かったのである。また、ホワイトハウスは1994年から1996年に
かけて、戦闘可能な戦力の維持、アメリカ経済再活性化の強化、民主主義の促進、
を目標とした「関与と拡大の国家戦略」という報告書を発表している74）。このう
ち1996年 2 月の報告書の東アジアに関する項目において、
「安定して、開かれ、
反映して、強い中国はアメリカとその地域でのわれわれの友好国および同盟国に
とって重要である。
」と述べている75）。1996年冒頭の時点では、アメリカは中国
の市場開放に積極的であり、中国の経済台頭と軍事力の強化について楽観的で
あったのである。
しかし、1996年台湾海峡危機以降は、アメリカの中国の軍事的台頭を懸念する
動きが見られるようになる。そうした中、1997年 4 月には国防総省が議会の要請
を受けて、初めて中国の軍事力に関する報告書を提出したのである。この報告書
では、「中国の長期的な目標は世界的な大国になることである。中国の指導者は
21世紀の上半期には確実に東アジアにおける経済的、政治的な大国になることを
心に描いている。中国の声明や行動は、中国の国家的な卓越を創設するために軍
事力より経済成長と近代化を進めることを示している。また、台頭する大国とし
て、中国は通常兵器によって自国の国家安全保障に対する地域内の潜在的脅威や
世界的な戦略的脅威に関与し撃退できるようになるまで自国の軍事力を強化する
だろう。」と述べられている76）。前年に発表された報告書ではもっぱら中国の市
場開放についての期待が述べられていたのに対して、1997年の報告書では中国が
大国として経済的のみならず軍事的にも台頭しうると明言しているのである。ま
た、アメリカは1996年の戦力構成見直し法を受けて、 4 年ごとに防衛力の見直し
が行われることとなった。これによる報告書は QDR（Quadrennial defense review）
と題されたが、最初の見直しが行われたのが1997年であった。同報告書の「グ
ローバルな安全保障環境」という項目において、「中国はアジアにおける大国と
なる潜在力を有している。アメリカは中国への関与を続け、利益共有ができる範
囲での協調促進を追求し、地域の安定に積極的に貢献し国際社会で責任ある一員
としての行動をとるように影響力を行使する。（中略）アメリカは今後15～20年
間政治的、軍事的に世界に対して関与を続け、現在のそして潜在的な敵国に対す
る軍事的卓越を維持する。」と述べられている77）。この報告書ではそれまでの報
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告書同様、中国の台頭について言及しつつも関与政策の維持を表明している一方、
同時に潜在的な脅威に対して軍事力の優位を維持することを付け加えている。こ
れは、アメリカの対中安全保障政策の中に抑止的な側面が含まれたことを示して
いるのである。
アメリカの対中国政策変化は台湾政策において反映された。1996年以降、中国
は台湾に対して抑止から抑圧へと姿勢を変化させ、ミサイル技術や空軍力、海軍
力を強化した。同年の台湾海峡危機は台湾の防衛力が中国に対して不足している
ことを浮き彫りにした。そして、「ソフトウェア・イニシアチブ」と呼ばれる危
機以降の自省から起こった動きは、台湾に対してきらびやかで高価な機械を売る
ことに時間を割くことをやめ、戦略形成、訓練、連携、兵站や受動的防御に取り
組む潮流を伴った78）。1996年の中国によるミサイル演習をうけてアメリカは台湾
との軍事的連携を強化したのである。
台湾海峡危機後、アメリカは中国との関係改善を優先し、1997年末の米中首脳
会談によってこれは達成され、米中関係は台湾海峡危機以前よりも緊密になった。
しかし一方で、軍事面においてアメリカは中国の軍事力が潜在的な脅威となるこ
とを認識したのである。これによって、中国に対して関与だけでなく抑止政策を
選択肢に加えるようになったのである。

2

1997年ガイドラインの成立過程

1995年夏に勃発した台湾海峡危機は、日本にも衝撃をもたらした。1996年 3 月
に行われた演習の際に発射されたミサイルの目標地点は、与那国島からわずか60
キロメートルであり、現地住民の生活および安全が大きく脅かされたのであった。
また、橋本龍太郎首相は官僚たちに対して、「計画した演習を計画通りに行って
終われば、実は危機は起きない。ミサイルの精度がどの程度かわれわれは知らな
い。もしそれが外れて何かが起こった時、台湾がどう出るか。台湾も今では民主
主義だ。総統は民選だ。だからこそ、こちらも偶然の要素が働くかもしれない。
それが怖い。
」と語っている79）。中台危機が偶然によって武力衝突に発展するこ
とを、当時の日本は何よりも恐れていたのであった。このため、日本は情報収集
に追われることになった。
この情報収集を担当したのは内閣情報調査室、防衛庁と外務省が中心であった。
特に内閣情報調査室は早期に中国側の行動の見通しを報告しており、橋本の評価
を受けた。また防衛庁は 3 月11日にメモを提出しており、そこにはアメリカが空
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母ニミッツを派遣することが記されていた80）。このように、日本の情報収集は 3
月時点では早さと正確さを兼ね備えていたのである。しかし一方で日本の情報収
集は断片的でもあり、アメリカに頼らざるを得ない面が多かった。しかしアメリ
カは日本との情報共有が不十分であった。アメリカは空母インディペンデンス派
遣に際しては日本に事前報告を行ったが、空母ニミッツ派遣の際は通知がなかっ
たのであり、日本側には同盟国を軽視するものであるととらえられたのである。
また、空母が沖縄基地から派遣されたことは、沖縄の海兵隊の重要性を改めて認
識させた。台湾海峡危機は、日米同盟、危機に際しての日米両国の連携すなわち、
日米同盟の機能性が問われたのである。
3 月の中国による軍事演習が終結した翌月の 4 月16日、クリントン大統領が首
脳会談のために来日した。この来日は本来であれば前年に行われ、そこで日米安
全保障共同宣言が発表される予定であったが、アメリカの国内政治上の都合によ
り延期されたのであった。すなわち、本来であれば日米安全保障共同宣言は台湾
海峡危機とは関連性を有さないものであった。しかし、延期されている間に台湾
海峡危機が起こったことによって、この問題に対する日米両国の公式見解を発表
する場となったのである。既に、日本にとって台湾海峡危機は安全保障における
重要な議題となっていた。 3 月12日には自民党の安全保障調査会が「日米安保体
制の今日的課題」とする提言をまとめていた。そこでは、有事を含めた日米防衛
協力のあり方について「わが国として全力を挙げて取り組み、策定する必要があ
る」と強調するとともに、中国の動向について「中国の軍事的活動はわが国の安
全にも影響を及ぼしうる」と懸念を表明しているのである81）。また中台間の衝突
や朝鮮半島における有事を想定して、具体的な日米協力の一環として①難民救援、
②米軍への便宜付与、③日米防衛協力指針の見直し、を列挙した。台湾海峡危機
によって浮上した日米間の論点は周辺有事に際して日本に何ができるかという点、
すなわち日米安全保障条約 6 条に関わる問題であり、日本はこれの枠組み整備を
求めていたのである。
共同宣言は、日米同盟関係が持つ重要な価値を再確認した82）。共同宣言内にお
いて注目すべき点は 3 点ある。第 1 に地域情勢についての項目である。ここでは
アジア太平洋地域における不確実性として、朝鮮半島における緊張、核兵器を含
む軍事力の集中、未解決の領土問題、潜在的な地域紛争大量破壊兵器及びその運
搬手段の拡散、を挙げている。これによって、日米間で冷戦後のアジア太平洋地
域における問題に対する理解の一致が図られたのである。「ここに日米安保体制
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は、冷戦後の米国の新戦略との一貫性をもった形で再定義されたのである」83）。
第 2 に共同宣言が地域における諸問題の平和的解決を強調するとともに、この
地域の安定と繁栄にとり、中国が肯定的かつ建設的な役割を果たすことが極めて
重要であることを強調した点である84）。これは、日米両国が台湾海峡危機を受け
て、中国を地域不安定化の要素として懸念するようになったことを表しているの
である。日米安保共同宣言の草案は1995年の秋に出来上がっており、これは11月
に発表される予定であった。また共同宣言が起草されることとなった直接の契機
は1994年に勃発した北朝鮮によるミサイル問題であった。しかし一方でウィンス
トン・ロード国務次官補は「結局はキャンセルされたが、前年11月のクリントン
大統領訪日の際に準備していた共同宣言案は日米安保協議の強化を明確に打ち出
していた。しかし、キャンセルされた11月と実際に訪日した1996年 4 月との間に
起こった台湾危機が共同宣言をさらに強いトーンにしたことは間違いない」85）と
証言している。すなわち台湾海峡危機は、協同宣言において中国脅威という問題
を強調させることとなったのである。日米両国は、中国が台湾を武力で統一する
方針を放棄していないことは、東アジア地域の安全保障にとって重大な脅威とな
りうると推定しているのである86）。
第 3 に1978年に発表された「防衛協力のための指針」
、すなわちガイドライン
の見直しが明記されたことである。これによって、共同宣言において明記された
日米安保体制の強化に実効性がもたらされることとなるのである。このガイドラ
インは、1997年 9 月23日にニューヨークで開催された日米安全保障協議委員会の
場で決定された。指針における目的は、「平素から並びに日本に対する武力攻撃
及び周辺事態に際してより効果的かつ信頼性のある日米協力を行うための、堅固
な基礎を構築すること」とされた87）。また、新ガイドラインにおいては日本周辺
地域における事態での日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の協力が明記
され、アメリカに対する日本の支援として自衛隊施設の使用、物資輸送となどの
後方支援が表明されたのである。1978年ガイドラインにおいては日本に対する武
力攻撃への対処を規定するにとどまっていたが、1997年のガイドラインによって、
日米安保体制が日本の周辺事態で発生する有事へとその適用範囲を拡大させたの
である。この周辺事態の概念は指針内で地理的なものでなく、事態の性質に着目
したものであるということが明記されており、日米両国はこの点を度々強調した。
しかし一方で周辺事態という概念には台湾危機が含まれていることは成立の過程
から明らかであった。また当時日本政府内でも見解に不一致が見られたものの、
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8 月17日には梶山静六官房長官は「中国が台湾を武力解放することに懸念を持っ
ている。（周辺事態の対象に台湾海峡は）当然入っている」と述べた88）。すなわち、
1997年ガイドラインは、前年の台湾海峡危機を受けて中国の軍事行動を念頭に入
れた日米安保体制が構築されたことを示しているのである。
1996年の日米安全保障共同宣言、そして1997年の防衛協力指針は、冷戦後の日
米同盟の在り方を決定づけた。1950年代に締結された日米同盟は、冷戦期におい
てはソ連を封じ込めるための同盟、すなわち敵国を明確にした同盟であったが、
これがアジア太平洋地域の安定化という地域秩序維持のための安全保障体制へと
変容したのである。同時に、1997年のガイドラインによって、それまで疑問視さ
れていた有事における日本の役割も明確化された。また、旧安保条約以来アメリ
カは東アジアにおけるアメリカの責務を果たすため駐留する米軍に対して、日本
政府は真剣に「汗を流して」まで協力しないのではないのか、という疑問があっ
た89）。ガイドラインによって日本の役割が明確化されたことは、こういったアメ
リカ側の対日不信に対する回答を提供したという意義も有しているのである。
このように日米安保体制が地域の有事に対処し、秩序を維持することを目的と
されることとなった原因の一つが台湾海峡危機であった。中国による軍事行動と
いう有事が現実に起こったことで、日米両国は地域の安定という共通の利益を一
層強く認識したのである。一方で共同宣言、1997年ガイドラインは対中抑止を目
的としたものではないという点は重要である。日米同盟は反中国ではなく、親平
和主義であり親安定主義なのである90）。すなわち、日米安保体制の強化は、冷戦
期の体制に相似するような一国に対抗することを目指したものではなかったので
ある。

3

日米安保強化と中国

日中関係は、台湾海峡危機に先立つ1995年の中国による核実験を契機に悪化の
兆しを見せていた。1995年 5 月15日、中国は村山富市首相訪中の直後に地下核実
験を行った。中国外務省スポークスマンは同日、談話を発表し「①中国は核実験
を十分に自制している、②包括的核実験禁止条約（CTBT: Comprehensive Nuclear
Test Ban Treaty）を締結する交渉に積極的に参加する、③この条約が発効した後

は一切、核実験をしない、④核兵器の相互先制不使用条約の締結を呼びかける。
」
と強調した91）。中国は、CTBT 締結が近づく中、滑り込みで核実験を行ったので
あった。一方これは日本にとっては衝撃的な事件であった。外務省は同日、「我
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が国からの再三の核実験停止申し入れにもかかわらず、本日、中国が核実験を
行ったことを重大に受け止めている。中国が今後核実験を繰り返さないことを強
く求める。
」と抗議した92）。このような抗議に加えて、日本は1995年度の対中無
償資金協力の一部削減を決定した。しかし、中国は 8 月17日にも再び核実験を
行ったのである。実験に対して中国の徐敦信・駐日大使は「中国は核兵器の先制
不使用を提唱しており、核実験にもきわめて自省的な立場を取っている。
」
「包括
的核実験禁止条約が発効すれば、核実験を中止する。
」と述べた。一方日本は同日、
野坂浩賢官房長官談話を発表し、「被爆50周年を迎え、国際社会が核軍縮への願
いを新たにしている時期に、中国がまたもや核実験を強行したのは極めて遺憾
だ。
」と非難した93）。さらに、日本は 8 月23日、人道・災害援助を除く1995年度
の対中無償資金協力の凍結に踏み切ったのである。被爆経験をもつ日本にとって
中国の核実験は無視できない問題であり、すでに 7 月には台湾沖にミサイルが発
射されていたにもかかわらず、日中関係でもっぱら問題となったのは核実験で
あった。しかし、対中無償資金協力の凍結という行為は、あくまで日本の政治的
な抗議にとどまるものであった。これを裏付けるかのように、1995年11月17日に
は日中外相会談が行われている。会談では歴史問題と核実験や化学兵器問題など
が議題となったが、河野洋平外相は「国際社会の意見を正面から受け止めてほし
い。来年の包括的核実験禁止条約交渉の早期妥結にむけて努力してほしい。
」94）
と述べ、核実験に対する抗議は抑制的であった。さらに18日には日中首脳会談が
行われている。会談では村山は「日中共同声明や日中友好条約などの歴史を大事
にしながら、前進のためのパートナーとしてこの（アジア太平洋）地域の平和と
安定のために貢献していきたい。お互いに協力し合い、日中関係をより強固なも
のにする必要がある。」と述べ、これに対して江沢民は「中国の潜在的な力を自
負している。日本との協力で中国の発展を進める。未来は明るい。」と述べ、同
年 8 月に発表された「村山談話」についても高く評価した95）。1995夏の中国によ
る核実験は日中関係を一時的に後退させたが、日中両政府の意思によって悪化を
免れたのである。
1996年 3 月の台湾海峡における中国のミサイル演習に対しても、日本の非難は
抑制的であった。 3 月31日に行われた日中外相会談において、池田行彦外相は中
国の台湾付近での軍事演習に対して「今回のやり方は疑問を呈せざるをえない」
と懸念を表明した96）。これに対して銭其琛は「台湾は中国の一部であり、内政問
題だ」と主張し、武力行使の可能性を否定しなかった。しかしこれは中国の従来
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の主張とほぼ等しく、日中双方の関係は悪化したものの、決定的なものではな
かったのである。しかし、 4 月に日米安全保障共同宣言が発表されると、日中間
の緊張は深まった。当初、日本は日中共同宣言に中国への非難を盛り込むことに
消極的であった。林貞行外務次官は 4 月 1 日に「日米安保条約は中国を念頭に置
いたものでは全くなく、日本の防衛と地域全体の平和と安定のためにある。懸念
には全く及ばない」と述べている97）。 3 月31日の外相会談において、すでに銭其
琛は日米安保の再確認を牽制しており、日本の消極姿勢は中国側への配慮による
ものだったのである。当時の中国側が持っていた懸念の 1 つは、日米安保の適用
範囲であった。しかし共同宣言で日米安保の適用範囲は「アジア太平洋」へと拡
大した。これを受けて中国外務省報道官は17日に「中国を含めアジア諸国は、日
米安保がその（防衛）範囲を超えず、アジア地域の安定に影響を与えないよう希
望する」とのコメントを発表した98）。18日には中国政府の公式見解が発表された。
これは、①中国は平和共存五原則に基づき、日本とアメリカとの協力関係を強化
したい。これはこの地域および世界の平和と安定に寄与する。②台湾問題は中国
の内政であり、いかなる国がいかなる方法をもってしても中国の内部のことに干
渉することには反対する。③日米安保条約は歴史上、 2 国間の安全、防衛のため
に形成されたもので、このような条約は 2 国間の範囲を超えてはならない。もし、
その範囲を超えたら、当該地域の情勢に複雑な要素をもたらす。日米協力の努力
はこの地域の平和と安定に寄与するものでなければならない。④日本の自衛隊が
装備を増強し、防衛の範囲を拡大したら、必ずアジア諸国の重大な関心と警戒を
引き起こす。この問題に対し、日本政府が慎重な態度をとるよう希望する99）。と
いうものであった。中国は共同宣言が 3 月の台湾海峡危機を受けたものだととら
えており、日米両国が台湾にまで適用範囲を広げることに対して反対していたの
である。
また、中国政府の公式見解では日本の軍事力増強についての懸念も述べられて
いる。これは、共同宣言そのものとは直接的なかかわりを持たないものである。
日本の軍事力に関して中国は、海上自衛隊および航空自衛隊の装備と全般的軍事
技術の向上に注目していた100）。当時、すでに海上自衛隊は「八八艦隊」編成の
拡大、イージス艦の保有や艦艇のミサイル化を果たしており、航空自衛隊も戦闘
機保有数の増加や航続能力向上などの技術革新を果たしていた。中国にとって、
共同宣言はこのように強化した日本の軍事力に戦略的枠組みが付与され活動範囲
を拡大させることを警戒したのである。すなわち、1996年の共同宣言は、中国の
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対日脅威を呼び起こしたのである。
一方で中国が 7 月29日の核実験以後、核実験を凍結する旨を発表したことで、
日中関係は同時に改善へと向かう気運が生じた。池田は徐大使に対して核実験に
対する抗議を伝えるとともに、「モラトリアム（核実験凍結）が続くと期待してい
る」と述べたのである101）。さらに1997年に入ると、日中関係改善は一層明白に
なった。1997年 8 月28日に読売国際経済懇話会において橋本首相は『新たな対中
外交を目指して』と題する演説を行った。その中で「中国とアジア諸国に不信が
生まれないような努力は弛まなく続けていく必要がある。（中略）我が国が台湾
102）
の独立を支持しない」
と述べ、中国との対話促進を主張した。さらに 9 月 5 日

の日中首脳会談において橋本は「二つの中国」や台湾独立を支持しない旨を改め
て強調し、日米安保が中国を念頭においたものではないことを伝えた。これに対
して江沢民は橋本が中国北東部を訪問したことを評価した。そして翌1998年11月
26日は江沢民が訪日し、小渕恵三首相との首脳会談が実現し、「平和と発展のた
めの友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」が発表された。こ
れによって、両国は毎年いずれか一方の国の指導者が相手国を訪問すること、東
京都北京に両政府間のホットラインを設置すること。また、両国の各層、特に両
国の未来の発展という重責を担う青少年の間における交流を、更に強化していく
ことを確認した103）。1972年以来の共同声明が発表され、日中間の対話促進が明
言されたことで、1996年の台湾海峡危機以来悪化した日中関係は回復したのであ
る。
一方、1997年から1998年にかけて日中関係が改善へと向かった中で、中国は日
米間で進められた防衛協力指針見直しを警戒していた。1997年 8 月17日にガイド
ラインにおける「周辺有事」に台湾が含まれることを梶山官房長官が発表すると、
104）
唐家璇外務次官は「大変露骨で変な発言だ。遺憾の意を表明せざるを得ない」

と激しく抗議した。 9 月23日にガイドラインが発表されると、24日に中国外務省
の沈国放報道局長は「直接的であろうと、間接的であろうと、台湾海峡を日米防
衛協力の範囲に入れるのは、中国の主権に対する侵犯と干渉であり、これは中国
政府と中国人民が絶対に受け入れない」と強調した105）。さらに1998年 7 月27日
には、中国は初の国防白書となる「中国の国防」と題する白書を発表した。この
中で「直接であろうと間接であろうと、いかなる国または軍事同盟であれ台湾海
峡を安全協力の範囲に画定するのは中国の主権に対する侵犯と干渉になる」と明
記した106）。これは日米新ガイドラインを牽制するものであった。中国にとって、
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日米同盟が台湾にまで拡大することは最大の関心事であり、脅威であったのであ
る。
台湾海峡危機は日中関係を緊張させたが、これは1995年に起きた核実験同様、
日中関係を決定的には悪化させなかった。しかし、その直後に日米安保共同宣言
が発表されたことで、中国側は日米両国が台湾問題に関して中国を抑止しようと
していると受け止め、激しく反発した。これに日中間の歴史問題や領土問題が重
なったことで、日中関係は悪化したのである。また、日中関係そのものは1998年
に回復したが、中国の日米安保強化に対する警戒は1997年ガイドライン発表に
至って一層強まった。そしてこの警戒の中身は日米安保の適用範囲と、日本の軍
事力の 2 点であった。特に、当時技術革新によって強化された日本の軍事力が、
ガイドラインによって台湾をはじめアジア太平洋に進出が可能になるということ
を中国は懸念していた。すなわち、台湾海峡危機以後の日中関係の推移によって、
中国はアメリカとともに日本を安全保障上の潜在的脅威とみなしていたのである。

終章

日米と中国における潜在的な脅威認識の醸成

以上の点より、日中・米中関係は、国家関係の変遷と安全保障観の変化におい
て、それぞれ異なった変化をしていることがわかる。冷戦終結後、両関係ともそ
れぞれ危機を通じて一時的な悪化を見せたが、いずれの危機においても 1 年から
2 年のうちに関係修繕がなされているのである。これは台湾海峡危機に関しても
同様であった。台湾海峡危機後の1997年には、日中・米中それぞれにおいて共同
宣言が発表されているのである。一方で、日米中それぞれの安全保障観は、冷戦
終結以来およそ直線的に、日米は中国、中国は日米への警戒感を増加させていた。
特に、台湾海峡危機は、アメリカの対中脅威認識を増幅させたのである。しかし
一方で中国が日米に対する脅威認識を強めたのは台湾海峡危機ではなく、直後の
日米安保再定義であった。日米関係の問題点は同盟再定義であったが、これが進
められていく中で台湾海峡危機が勃発した。しかし再定義は台湾海峡危機以前に
ほぼ完結しており、日米両国は台湾海峡危機を受けて1996年の共同宣言を発表し
たわけではなかったのである。しかし中国は、台湾海峡危機後に発表された共同
宣言が中国を文言に含んでいたため、 2 つの事件の関連性を過大評価した。すな
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