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はじめに

　米国にとって中国は、第二次世界大戦以前から現
在にいたるまで、商業上のパートナーとして大いに
期待する相手国であり、それゆえに、かつて日本と
の間に太平洋を挟んで戦火を交えることにもなった。
だが、戦後、共産主義の中華人民共和国が建国され、
朝鮮戦争で米国と直接戦うようになると、中国は米
国にとっての敵対国となった。米国が反共防衛ライ
ンを堅持するために、台湾に逃げ込んだ中華民国を
防衛しようとすれば、朝鮮半島と同様、中華人民共
和国と米国との直接対決も想起される事態となった。
　米国は1954年12月に米華相互防衛条約を締結し、
中国による台湾解放と、台湾による対中国反攻を相

互に阻止することを約束させて、二つの中国が台湾
海峡を挟み、「現状維持」のまま対峙する構造を固
定化させた。この背景には、中国がソ連とも対立す
れば、米国としても中国がソ連に負けることを望ま
ないだろうという毛沢東の読みがあり、米国も中国
を盾としてソ連の圧力をかわそうとしたのである１。
そして54～55年と58年の２度にわたる台湾海峡危
機が、「現状維持」の適用範囲の試金石となって、
台湾・澎湖諸島のみならず、金門島・馬祖島など福
建省沿岸諸島にまで現状維持範囲が及ぶことを相互
に確認する結果となり、米国と中国が直接の軍事衝
突にまで対立がエスカレートするのを回避していく
ことになった。
　このような対立構造は、その後、米国が72年２月
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28日の米中共同コミュニケ（上海コミュニケ）で、
中国は一つ、台湾は中国の一部であると認識し、台
湾から軍を撤退させることを約束して大きく舵を切
る。米国が78年12月16日の外交関係樹立に関する
米中共同コミュニケに基づき翌79年１月１日に中華
人民共和国を唯一の正統政府として承認し、さらに
81年の米華相互防衛条約失効後、82年８月17日に
３つ目となる台湾への武器売却に関する米中共同コ
ミュニケ（第２次上海コミュニケ）を発表して、米
中対立の緩和は進行していった。
　南シナ海には、パラセル諸島（中国名：西沙群島
／ベトナム名：ホアンサ群島）、スプラトリー諸島（中
国名：南沙群島／ベトナム名：チュオンサ群島／フィ
リピン名：カラヤアン群島／マレーシア名：ツルン
ブ群島）があり、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、
マレーシアといった沿岸諸国が岩礁の領有権や海洋
資源の権利を主張し、各々軍を駐留させて対立して
いる。中国、台湾の他にベトナムが、これら南シナ
海諸岩礁全てに対する領有権を主張しているが、米
国・台湾・中国が、これら南シナ海諸岩礁について、
前述の米華相互防衛条約で規定された台湾周辺の
現状維持区域に含まれるか否か明言したことはなく、
81年の条約失効後も状況は変わらない。
　本稿では、中国がスプラトリー諸島の実効支配に
着手した80年代後半以降、南シナ海における米国
の対中戦略がいかに変容してきたかをみていくこと
にする。とりわけ、米国国防長官府が2000年以降、
ほぼ毎年作成してきた年次議会報告書を中心に中国
に対する評価の変化をみていくことにする。

１�　中国のスプラトリー諸島進出に対する
米国の静観２

　パラセル諸島には、戦後、中国と南ベトナムが各々、
軍を駐留させて対峙していたが、ベトナム戦争末期
の1974年に中国軍が実力行使によって南ベトナム軍
を排除して以降、中国が独占して同群島の実効支配
を継続している。

　一方、香港に近い東沙群島と、中国沿岸から遥か

沖合のスプラトリー諸島中最大の岩礁であるイツア
バ島（中国名：太平岛／ベトナム名：バビン島／フィ
リピン名：リガウ島）は、台湾が終戦直後から実効
支配を継続している。しかしながら、中国がこれを
静観しているため、米国も関与していない。
　また、スプラトリー諸島の他の主要な岩礁につい
ては、80年代後半、中国がようやく同諸島海域まで
偵察飛行を可能にした頃には、すでに他国の軍隊に
よって実効支配され、にらみ合いが続いていた。実
効支配に出遅れた中国は、劉華清海軍司令員の提唱
する近海防御戦略３に基づいて、日本から台湾、フィ
リピンに至る「第一列島線（第一岛链）」の内側に位
置する黄海、東シナ海、南シナ海の防衛体制強化を
図るようになり、スプラトリー諸島でも、駐留軍のい
ない一部の狭小な無人岩礁を占領し、人工建造物を
構築して、ついに実効支配を開始することになった。
中国が88年にファイアリークロス礁（中国名：永暑
礁／ベトナム名：チュタップ岩／フィリピン名：カギ
ティンガン礁）への人工構造物の構築に着手すると、
周辺で活動するベトナム艦艇と中国艦艇の間に交戦
事件が発生した。さらに中国が、翌89年にファイア
リークロス礁など６つの岩礁に領土標識を設置した
ため、関係国間の緊張状態は最高潮に達した。また
中国は、89年の天安門事件で社会的・政治的自由を
求めるデモ隊を武力鎮圧して、西側諸国から経済制
裁を受けるようになり、中国は民主主義に対する脅
威としても認識されるようになった。
　中国のスプラトリー諸島における行動拡大に危機
感を抱いたASEANは90年１月、南シナ海の潜在的
紛争に関する非公式協議を開催して、当事国同士、
現状維持で行動を自粛することを約束し、交渉によ
る解決に向けた協力関係の構築へとシフトした。こ
のようなASEANの動きに対し、李鵬中国総理が同
90年８月、領有権問題を棚上げにしたASEAN諸国
との共同開発を提案したことから、南シナ海問題の
平和的手段による解決への期待が高まった。とはい
え、中国の提案は、各国駐留軍の引き上げを前提に
していることが明らかとなり４、駐留軍の引上げた岩
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礁に中国軍が進駐する懸念もあって、中国と
ASEAN諸国との協調は進展しなかった。
　92年２月に領海法５を制定した中国が、スプラト
リー諸島の拠点整備を進める一方、ASEANは連携
強化に努め、同７月に「南シナ海に関するASEAN
宣言」６を採択し、南シナ海行動規範の策定に向け、
関係各国が行動自粛の上、力の行使によらず平和的
手段による解決に努めることを確認した。以後、中
国は、スプラトリー諸島の実効支配で優位に立つ
ASEAN諸国間の連携を阻もうと、二国間に限定し
た対立情況をつくりだし、第三国の介入を阻止しつ
つ、二国間協議による解決を画策することになる。
これに対して、G.H.W.ブッシュ政権下の『国家安全
保障戦略』90、91年版７では、中国国内の社会的・
政治的自由に対する抑圧問題や台湾問題に懸念を示
しつつも、南シナ海問題に言及することはなかった。
《米軍による抑止力としての海からの戦力投射》
　1991年のソビエト連邦崩壊後、米ソ冷戦の二極構
造は解消されたが、米国の覇権とはならなかった。
米国海軍と米海兵隊は共同で92年に『海から』と題
する白書を発表し、新たな国際情勢下での海軍戦略
として「海からの正確な戦力投射（Project Precise 
Power from the Sea）25」に言及した。ここでいう「戦
力投射」とは、規模が縮小されたとはいえ、陸海空
の統合された軍事力を迅速に動員・展開する能力を
高め、情報化された正確な攻撃能力をもって、その
攻撃範囲内にある相手に攻撃を思いとどまらせる

「抑止力」として機能させる、というものである。さ
らに94年版の『海から…さらに前へ』では、その国
の必要に応じて柔軟に編成を組み替える能力も戦力
投射の重要点に加えられ26、この２年間に、沿岸域
での戦争と、そこでの戦力投射能力の向上に優先的
に予算を割いてきたことが説明されている27。
　ブッシュ政権末に刊行された『国家安全保障戦略』
93年版では「中国の世界部隊への台頭を注意深く監
視し、米国の利益を擁護する必要に応じて、中国の
台頭を支援したり、封じ込めたり、均衡をとったり
する必要がある８」と指摘され、中国の台頭が米国

の利益を損なう可能性があることについて初めて言
及された。以後、米国と同盟国による中国への戦力
投射が課題となるが、地域の問題については、「地
域の問題に対する地域の解決取組みを支援し、可能
な限り地域の問題解決プロセスの促進を支援する９」
としており、南シナ海問題については、米国が直接
関与しないとする態度に変わりはなかった。

２　クリントン政権―米中対立の顕在化

　米クリントン政権１年目となる1993年には、北朝
鮮が核不拡散条約NPT脱退を通告し、弾道ミサイ
ルの発射実験を行うようになり、朝鮮半島有事の危
険性と朝鮮半島非核化のため、東アジアにおいて北
朝鮮に影響力をもつ中国の存在感は高まった。北朝
鮮のNPT脱退は回避されたものの、米国では93年
５月にL. アスピン米国防長官が戦域ミサイル防衛
TMDの運用を表明し、敵の発射した弾道ミサイル
を、直後に海上のイージス艦から発射されるスタン
ダードミサイルSM-2（後にSM-3）で迎撃するシス
テムに加え、陸上からは、ミサイルが大気圏内に再
突入した際に発射される終末高高度防衛ミサイル
THAADによる高層迎撃システムと、低層高度まで
達した際に発射される地対空誘導弾ペトリオット
PAC-3による低層迎撃システムを組合わせた新たな
複合システムでの防衛が進められることになった。
またJ.ナイ米国国防次官補が『東アジア戦略報告
1995（ナイ・イニシアティブ）』10を作成し、日米、米
韓の同盟関係を強化するとともに、10万人規模の米
軍派遣を継続させて、米国がアジアおよびグローバ
ルの平和維持に影響力を行使することを表明した。
《スプラトリー諸島の中国・フィリピン二国問題化》

　地域の安全保障問題を協議するASEAN地域
フォーラムが94年に開催されるようになり、翌95年
のベトナムのASEAN加盟を控え、東アジアにおけ
る米国の同盟強化に対する中国の警戒が高まるな
か、92年のフィリピンからの米軍撤退によって生じ
た南シナ海の力の空白をついて、中国がフィリピン
を相手に行動を開始する。中国は、フィリピンに実
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効支配されていたミスチーフ礁（中国名：美济礁／
ベトナム名：ファインハン岩／フィリピン名：パンガ
ンバイアン礁）を94年12月29日に占拠し、漁民の
保護を名目に人工建造物を設置して駐留した11。こ
の事態にASEANが深刻な懸念を示したことから、
中国は翌95年８月、フィリピンと協議を行い、問題
解決に向けた二国間協議と海洋活動での広範な二国
間協力を進めることに合意する共同声明（中比行動
規範）12を発表した。同声明では「適切な時期に南シ
ナ海での多国間協力を追求する」可能性も残された
が、中国・フィリピンによる二国間協議の方向性を
強化する内容となった。
《台湾民主化の進展に対する中国の警戒感増大》
　台湾では、民主化を推進する李登輝が、1995年
６月に母校コーネル大学での講演のために訪米し、

「台湾の中華民国」の国民が民主化と発展を望むこ
とを力説した。これを台湾独立の動きと見た中国は、
台湾周辺で大規模軍事演習とミサイル発射実験を行
い、台湾への威嚇を強めた。そして、銭其琛中国外
交部長が７月、ASEAN外相会議において「我々は
アメリカをアジアの平和と安定を維持する資格のあ
る国と認めない13」と述べて、米国の介入を牽制した。
　クリントン米大統領は、「中国との国交正常化を果
たして以来、アメリカは一貫して、台湾とも良好な
関係を保ち、両国に、平和的に意見の対立を乗り越
えるよう求めてきた14」とする立場を、自らも継承し
ており、中台関係についても「両国の政治家がばか
なまねをしない限り、問題はいずれ自然に解決す
る15」という楽観的な見方をしていた。クリントン米
大統領は８月、江沢民中国国家主席宛に書簡を送り、

「米国が引き続き一つの中国政策を実施し、三つの
共同コミュニケを遵守し、「二つの中国」、「一中一台」
の主張に反対し、台湾独立に反対し、台湾の国連加
盟に反対する16」と米国の立場を伝えたとされてお
り、中国に自制を求めた。南シナ海問題については、
クリントン政権下３冊目となる『国家安全保障戦略』
96年版で初めて言及されたが、ASEAN地域フォー
ラムなど同地域の問題解決プロセスを米国が支持し

ていると説明されただけで17、その後も米国が直接
関与しない姿勢は維持された。
　だが、台湾初の総統直接選挙直前の96年３月に
も中国が台湾周辺でミサイル発射実験を行い、台湾
を恫喝したため、クリントン米大統領は、中国の対
応に「行きすぎがあった18」と判断し、台湾海峡に
２つの空母戦闘群を派遣した。台湾海峡危機は一時、
高潮に達したが、台湾の総統選挙が李登輝の圧勝
に終わると、中国軍が活動を縮小して危機も収束し
た。翌97年５月に刊行された米国の『国家安全保
障戦略』97年版でも、引き続き中国との対話を深め、
中国に関与していくことが表明された。同97年10月
に江沢民中国国家主席が米国を訪問し、米中首脳会
談後に出された共同声明19では米中関係を「戦略的
パートナーシップ」と位置づけ、危機後も中国との
経済的な結びつきが維持され、安全保障に関する二
国間対話の強化につき合意されることになった。
　しかしながら、この96年の台湾海峡危機により中
国は、台湾有事の際には米空母戦闘群との交戦が避
けられないことを思い知らされ、米海軍の進出を阻
めるだけの海軍力を早急に整備する必要に迫られ
た。しかも、台湾の民主化は急速に進んでおり、97
年に返還された香港の民主化を抑えるためにも、中
国には一刻の猶予もならない状況であった。とはい
え、中国は93年に「ハイテク条件下での局地戦争に
勝利する20」という軍事戦略を立てていたものの、
89年天安門事件により世界貿易機関WTOへの加盟
を逃し、西側諸国からの武器禁輸も受けており、先
端技術の獲得には厳しい環境にあった。そこで、93
年の中国・ロシア軍事協力協定締結以後、協力関係
を深めてきたロシアから、96年以降、冷戦時代に米
海軍の空母戦闘群に対抗するために設計された時代
遅れのソヴレメンヌイ級駆逐艦２隻やキロ級潜水
艦、Su-27戦闘機などの購入・生産ライセンス契約
を結ぶなどして、台湾への米国介入の阻止に向けた
準備を開始した。
　一方、米国では、冷戦期の85年には国家予算の
28％、国民総生産の７％を占める約4000億ドル（実
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質［97会計年度基準］）あった国防総省予算が、97
年には国家予算の15％、国民総生産の推定3.2％を
占める約2500億ドルに縮小しており、兵士も220万
人から145万人に削減されるなど軍関係の人員も大
幅に縮小され、米中の軍事バランスは変容しつつ
あった24。米国と中国の海洋における軍事衝突の危
険性が高まるなか、両国は98年１月軍事海洋協議協
定22を締結したが、条文に具体的な衝突防止策は盛
込まれず、実効性を期待できるものではなかった。
《米国のコソボ紛争介入に対する中国の懸念》
　米国と中国との対立は、西太平洋海域に限らない。
セルビア人が多数派を占めるユーゴスラビアで、ア
ルバニア人の住むコソボ自治州のコソボ解放軍が独
立を求めて1998年に闘争を開始すると、米国を中心
とするNATOがコソボ解放軍を支援し、これを治安
部隊で弾圧するミロシェヴィッチ・ユーゴスラビア
大統領をロシアと中国が支援して対立した。翌99年
初の和平交渉に失敗し、３～６月にNATOが国連
安保理の承認を得られぬまま空爆作戦を遂行する
と、５月７日に米軍が在ユーゴスラビア中国大使館
を空爆して、中国人３名を死亡させる事件が発生し
た。
　この事件についてクリントン米大統領が誤爆で
あったと説明して謝罪したが、江沢民中国国家主席
は、国防総省やCIAによる陰謀と考えており23、米
中関係はいっそう冷え込んだ。また、同５月にフィ
リピンが米国と訪問米軍地域協定を結び、米軍との
関係を復活させたことで、米国がコソボに介入する
のと同様、南シナ海問題や台湾に対しても軍事介入
することを想起させ、中国の米国に対する警戒感は
高まった。以後、中国は軍事面の現代化を加速させ、
ロシアとの戦略的パートナーシップを強化し、米国
のパワーを相殺するため、海外での活動を拡大する
ようになり、98年には、後に遼寧として就役させる
アドミラル・クズネツォフ級航空母艦のヴァリャーグ
をウクライナから取得し、空母配備計画も始動した。
さらに中国は併行して海洋法制の整備も行い、96年
に国連海洋法条約を批准した後、98年６月に排他的

経済水域・大陸棚法21を制定し、海洋進出を強めた。
　前述の96年台湾海峡危機においても、台湾海峡
に派遣された２つの米空母戦闘群の戦力投射能力に
よって台湾は中国側からの攻撃を回避しており、90
年代においては米軍の戦力投射が機能していたこと
がわかる。だが、この米軍の戦力投射が、中国軍の
現代化の進展によって弱められることへの警戒から、
中国軍の現代化の進展に焦点があてられることにな
り、米国防長官府が2000年以降、『中華人民共和国
の軍事力に関する年次報告書（以下、「米国防長官
府年次議会報告書」）』で毎年、継続的に注視してい
くことになったのである。
《中華人民共和国の軍事力に関する年次議会報告書》
　2000年３月の台湾総統選挙では、独立を主張する
民主進歩党の陳水扁が当選したが、陳水扁は５月20
日の就任演説28で、中国が武力を発動しない限り、
独立宣言、国名変更、二国論の憲法条文化、統一
／独立を問う国民投票のいずれもせず、国家統一綱
領・国家統一委員会の廃止を任期中には行わない

（「４つのノー、１つのない（四不一没有）」）と宣言
した。
　中国は小規模ながらも核保有国であるが、保有目
的が報復攻撃を意図した核抑止のためのものであ
り、先制攻撃の危険性は小さい29が、米国によるイー
ジス艦の配備を含むTMDが、台湾問題へのアメリ
カの介入を阻止しようとする中国の抑止力を弱める
ことから、中国の警戒感を増大させる要因になる、
との懸念が米国にはあった30。中国の陸上配備ミサ
イルについては、東風-15（CSS-6）・東風-11（CSS-7）
という短距離弾道ミサイルSRBMが、すべて台湾対
岸の南京軍区に配備されている。これらSRBMは、
固体燃料ロケット型で短時間での発射準備や車両移
動も可能であり、台湾の軍事施設を射程に収め、台
湾空軍を無力化する力をもつと評価された31。
　また空軍力では、人民解放軍空軍と海軍航空隊の
合計で人員40万人以上、戦術戦闘機4,300機、爆撃
機・近接航空支援機1,000機、輸送機650機と、数
の上では台湾を凌ぐが、50年代のF-5またはF-6戦
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闘機が約2,900機、60、70年代のF-7戦闘機が1,000
機と旧型機がほとんどで、精密誘導ミサイル（PGM）
の装備も確認されていない。離隔攻撃機能を備えた
爆撃機も80年代の轟炸-6D（H-6D）爆撃機と殲轟
-7（JH-7）攻撃爆撃機のみ、重輸送機は12機のみ
で32、空中給油能力や早期警戒管制プログラム
AWACSも実用化が遅れており33、質の面では米国
の脅威にならなかった。
　中国海軍の構成については、人員26万人、駆逐
艦20隻とフリゲート艦約40隻、ディーゼル潜水艦
約60隻と原子力潜水艦６隻、強襲揚陸艦約50隻と
補助艦艇・小型巡視船数百隻、海軍航空隊500機以
上（ほとんどが時代遅れの固定翼機）とヘリコプター
約30機と記録されている34。「近海防御戦略」から、
さらに外へ広げるための老朽艦の更新が進行中では
あるが、域内の海軍の中でも指揮・統制・通信・コ
ンピュータ・情報（C4I）、防空、監視など、ほとん
どの技術分野で中国は遅れており、揚陸艦隊も大隊
規模の揚陸作戦が可能なレベルではあるが35、即座
に米軍の戦力投射に影響があるとはみていない。
　また搭載兵器も、艦対艦ミサイルについてはロシ
アから納入予定のソヴレメンヌイ級駆逐艦２隻には
ロシア製P-270巡航ミサイルSS-N-22が装備される
可能性はあるものの、中国の主要な水上艦には、
CSS-N-1（ロシア製P-170の国産型）やYJ-8（C801）、
YJ-83（C802）といった旧式の国産巡航ミサイルが
搭載されており、艦対空ミサイルSAMについては
更新艦に短距離SAMが搭載されている他、旧型艦
には搭載されておらず36、米空母戦闘群の脅威には
なっていない。
　情報戦でも、C4Iセンター、空軍基地、中国周辺
に展開する空母戦闘群など、オペレーションの重心
を標的に、ウイルス攻撃でシステムを破壊すること
に重点を置いてはいるが、民間や後方支援施設の脆
弱な米国のPCにウイルスを侵入させられる程度と
みており37、米国に差し迫った脅威はない。
　2000年度版で米国防長官府が警戒したのは、中
国の潜水艦が台湾より圧倒的優位をもっているうえ、

新たにロシアからキロ級潜水艦を取得し、一部の潜
水艦には海中発射巡航ミサイルを装備される予定も
あって、対潜戦ASW訓練を盛んに行なっているこ
とから、東シナ海・南シナ海での潜水艦の脅威が高
まっていたことである38。中国は、国力増強に不可
欠となる資源を確保するために黄海・東シナ海・南
シナ海への戦力投射能力を高めようとしていると米
国防長官府はみており39、台湾海峡とともに東シナ
海・南シナ海に対して注意を向けている。とはいえ、
米国防長官府の関心の中心は、あくまでも台湾にあ
り、東シナ海・南シナ海についての詳細な検討は、
まだなされていない。クリントン政権最後の12月に
刊行された『国家安全保障戦略』2000年版でも中
国の台頭について懸念は示されたが、米国が前面に
出ることはなく、地域協力の枠組みを利用して海賊
行為や麻薬取引など国境を超えた脅威との戦いで協
力を推進し、多国間の安全保障対話を強化する方針
であることが示されたにすぎない40。

３　G.W.ブッシュ政権
　（ラムズフェルド国防長官期）

《2001年海南島危機》
　2001年からのブッシュ政権は、民主主義の同盟国
と対立する中国との関係をクリントン政権が「戦略
的パートナーシップ」としたことを選挙運動中から
批判しており、自らは中国を「戦略的競争相手」と
呼び、中国との対立姿勢を強めた。ブッシュ大統領
は就任後、巨額の武器売買契約の承認に向けて台湾
とは交渉していたが、中国との友好関係の基盤は構
築できずにいた。そのまま大統領就任後３か月が経
過しようとしていた４月１日、中国南部の海南島付
近の南シナ海公海上で監視任務を遂行中の米海軍
EP-3E Aries II電子信号偵察機が、接近してきた中
国人民解放軍海軍J-8II戦闘機と空中衝突する事故
が発生し、損傷した米軍偵察機が、海南島の飛行
場に緊急着陸し、乗員24名全員の身柄を拘束され
た。中国軍パイロットが行方不明となったこともあり、
謝罪を求める中国と、あくまでも航行の自由が認め
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られる公海上の偵察活動に対する中国側の妨害行為
とする米国が双方非を認めず、乗員の返還交渉は難
航した。最終的に、パイロットと戦闘機が行方不明
となったこと、偵察機が緊急着陸のためとはいえ口
頭の発着許可なしに中国領空に入ったことに対する
遺憾の意を米国が中国に書面で送り、11日に米軍捕
虜全員が釈放され、調査のためにバラバラにされた
偵察機が数か月後に返却されて事態は収束した。41

　このように大統領交代後、まだ間もない時期の米
中関係は、微妙な状況になり、中国の軍事力に関す
る議会報告書の01年度版は刊行されなかった。
　９月30日に作成された米国防総省『４年ごとの国
防計画見直し』01年度版では、「将来の敵」が戦力
投射能力の多くを無効にする手段として、弾道ミサ
イルや巡航ミサイルによる集中攻撃、高度な防空シ
ステム、軍事／商用衛星・水平線OHTレーダー・
ステルス機による広域監視、対艦巡航ミサイル、高
度なディーゼル潜水艦、高度な機雷などを挙げ、「接
近阻止」と「領域拒否」という用語で米軍の戦力投
射能力に対する脅威を説明し、これらによってもた
らされる脅威の増大に対処すべきと指摘した42。だ
が、同計画書では「将来の敵」が「中国」であるか
否かは明確にされず、以後、米国防長官府の中国の
軍事力に関する議会報告書でも、05年度版までは「接
近阻止」と「領域拒否」という用語が大きく扱われ
ることもなかった。
《2002年度版米国防長官府年次議会報告書》
　中国は2001年11月にWTO加盟を承認され、12
月11日に正式に加盟した。また、同時に加盟が認め
られた台湾も翌１月「台湾、澎湖諸島、金門及び馬
祖から成る独立関税地域」としてWTOに加盟を果
たし、以後、中国経済の市場化・グローバル化が加
速していくことになった。
　７月に刊行された02年度版米国防長官府年次議
会報告書では、台湾対岸に配備された中国の短距離
弾道ミサイルSRBMは、300基以上と報告され、以後、
大幅に増加することが見込まれた43。
　空軍では、2000年４月に轟炸- ６（H-6）爆撃機を

改造した空中給油機が南シナ海上空での給油に成
功し、数年で実用化される見込みがあると評価され
た44。また、A-50早期警戒管制機からAWACSを下
した機体Il-76MDをロシアからリースし45、後の国産
早期警戒管制機Y-8AEWへとつながるAWACSの
開発に着手したことも報告された。
　海軍では、02年に老朽艦・機体の更新がさらに
進み、人員が３万人増の29万人、ヘリコプターが20
機増の約50機、ディーゼル潜水艦が10隻減の約50
隻、強襲揚陸艦が10隻減の約40隻、補助艦艇・小
型巡視船が150隻減の約350隻となっている46。
　ロシアから納入されたソヴレメンヌイ級駆逐艦２
隻には、艦対艦用に予想通りロシア製P-270（SS-N-
22）巡航ミサイルASCMが装備された他、艦隊防
空用のロシア製3K90（SA-N-7）ミサイルシステムや、
AK-630M全自動艦載機関砲システム30mmガトリ
ング砲と130mm自動連装砲まで搭載され、さらに２
隻が追加購入予定とされた。また、最新鋭の旅海型
駆逐艦には、中国製の主力対艦ミサイルとなる
YJ-83（C-802）とHQ-7短距離対空ミサイルシステ
ムSAMが装備され、対艦・対空ともに性能の強化
された艦への更新が進んだ47。とはいえ、中国の駆
逐艦・フリゲート艦のうち、SAMが装備されている
のは約12隻にとどまり、また長距離SAMも開発段
階で48、量・質ともに充分とはいえない評価であった。
　中国の潜水艦も実際の稼働艦は約半数となった
が、01年までに３隻就役した国産新型ディーゼル潜
水艦の宋型に対潜戦用の海中発射巡航ミサイルが配
備され、従来の明型ディーゼル潜水艦も21隻就役さ
せて数を増やし、さらにロシアから購入したTest-
71ME有線誘導式魚雷と53-65KE航跡追尾式魚雷を
装備したキロ級877型及び636型ディーゼル潜水艦
各２隻が納品されている。また、原子力攻撃潜水艦
も漢型の後継で有線誘導・航跡追尾魚雷を搭載する
国産の093型が05年の就役にむけて準備されている
ことも報告された49。
　台湾の民主化問題に対しては、情報戦、空軍・ミ
サイル作戦、海上封鎖などの強制手段にとどまらず、
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ほとんど警告なしに、政治的降伏を強制する手段と
して揚陸・空挺部隊で台湾の主要施設を迅速に占領
する可能性を示唆し、同様の選択が、東シナ海・南
シナ海でも起こりうるとしている。中国の戦力強化
が、すぐに台湾進攻につながるほど洗練されたもの
にはなっていないという評価ではあるが、警戒を促
している50。
　９月に刊行されたG.W.ブッシュ政権の最初の『国
家安全保障戦略』02年度版では、「強力で、平和で、
繁栄する中国の台頭を歓迎する51」とし、建設的な
関係構築を模索しながらも、アジア太平洋地域の近
隣諸国を脅かしうる高度な軍事力を追求し、社会的・
政治的自由の抑圧を止めない中国に対する警戒感が
示された。
《2003年度版米国防長官府年次議会報告書》
　朝鮮半島の非核化は進まず、北朝鮮が核兵器開
発に必要なウラン濃縮を進めて、2003年１月10日に
２度目のNPT脱退を通告したため、中国の仲介で４
月に米国・北朝鮮・中国の三者会合を開催し、さら
に８月に日本・韓国・ロシアを加えた六者会合を開
催して、北朝鮮に核放棄を求めていくことになった。
中国の対北朝鮮の仲介能力に期待が高まる一方で、
中国は、陳水扁台湾総統が国民投票による新憲法制
定を９月に提案したことを受けて、台湾での独立運
動が高まることを警戒していたが、翌04年３月の台
湾総統選挙を前に、対立のトーンを弱めていた。
　南シナ海問題でも中国は02年11月４日に「南シナ
海における締約国の行動に関する宣言（南シナ海行
動宣言）」52に署名し、ASEANとの協調姿勢を示し
た。同宣言では、領有権問題棚上げの上、行動自粛
による現状維持で、関係国間の対話をもち、海洋環
境・安全保護、海難捜索・救助、国際犯罪取締な
どで協力すると約束したが、法的拘束力はないため、
前述の92年「南シナ海に関するASEAN宣言」と同
様、中国が自国の主権に譲歩してまで宣言に従うと
は考えられず、問題解決は足踏み状態となった。
　03年度版米国防長官府年次議会報告書では、中
国のトーンダウンに関する指摘もあったが、中国が

国家主権と領土に関わる問題で譲歩することはない
とみており53、むしろ台湾・南シナ海問題・国境防
衛といった潜在的問題に米国の軍事力を分散させ、
台湾への米国の介入を複雑化させる試みである54と
みて警戒を緩めない内容となった。
　台湾対岸に配備された中国の短距離弾道ミサイル
SRBMは、450基と報告され、年間75基以上の生産
ペースで増加することが見込まれた55。また、将来、
東風-21（CSS-5）中距離弾道ミサイルMRBMを保
有する可能性も指摘された56。
　中国空軍・海軍航空隊では、従来、ロシア製の防
空戦闘機Su-27、長距離多用途戦闘機Su-30への更
新が進められてきたが、Su-27の国産化が進められ
るようになったほか、対潜巡航ミサイルを装備可能
なSu-30をロシアから購入する予定であることが報
告され、時代遅れと評価されてきた空軍も、10年ま
でに現代化が予想されるようになった57。
　海軍については、長距離射程のステルス機能を
もった防空ミサイルシステムを装備するといわれる
051C型駆逐艦２隻が02年に進水したと伝えられ
た58。また02年６月、長射程の3M-54E巡航ミサイ
ルと発射プラットフォームを装備したキロ型潜水艦
８隻の追加購入契約がなされ、早ければ05年までに
潜水艦の交戦範囲を拡大することが可能になった。
さらに国産の093型原子力潜水艦は10年までに３隻
追加されることになった59。こうして02年11月に南
シナ海で実施された艦隊演習は、過去最大規模とな
り、海軍の訓練も進んだ60。
《2004年度版米国防長官府年次議会報告書》
　2004年３月の台湾総統選挙は、陳水扁の再選とな
り、中国は対抗措置として、翌05年３月14日「反国
家分裂法」を制定した。同８条には「「台独」分裂
勢力がいかなる名目、いかなる方式であれ台湾を中
国から切り離す事実をつくり、台湾の中国からの分
離をもたらしかねない重大な事変が発生し、または
平和統一の可能性が完全に失われたとき、国は非平
和的方式その他必要な措置を講じて、国家の主権と
領土保全を守ることができる。61」と規定され、台湾
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が独立することになれば、武力解放も辞さない中国
の強い姿勢を示したものになった。
　04年度版米国防長官府年次議会報告書では、台
湾問題への米国の介入を早期に阻止できるよう、中
国が準備を急いでいると報告された。また、そのた
めに軍産複合による防衛産業の発展がクローズアッ
プされ、これまでに報告された弾道ミサイルの開発・
製造や短距離対艦巡航ミサイルASCMの生産をは
じめ、ミサイル用固体燃料の開発や、ロシア製
Su-27戦闘機用エンジンAL-31Fに匹敵する国産戦闘
機J-10（殲撃-10）用ターボファンエンジンWS10A
の開発が進められていることが報告された62。
　中国空軍・海軍航空隊では総計約3,400機の軍用
機をもち、機体の更新が進められているが、Su-27、
Su-30の第４世代戦闘機が台湾の1/3に過ぎず、依
然、台湾には質で劣っていると評価された63。とは
いえ、台湾対岸に配備された中国のSRBMは、見込
みより少なめとはいえ50基増の500基と報告されて
おり、台湾空軍を無力化する能力をもつことから、
米国の警戒感は高まった64。
　また、中国海軍の任務が、台湾周辺の「静的な沿
岸防御」から沖縄や南シナ海まで展開する「動的な
沖合防衛（active offshore defense）」に転換したと
確認され65、活動範囲の拡張にも警戒が必要となっ
た。
《2005年度版米国防長官府年次議会報告書》
　2005年度版では、中国の西太平洋における「海
上拒否」戦略が、海軍部隊ばかりでなく、空・陸・
水上・海中を利用した多元的防衛のための海軍部隊
の使用に拡大されたことを説明し、機雷・潜水艦・
巡航ミサイル、特殊作戦部隊など同海域での海上拒
否能力の開発に努め、台湾を超えて東シナ海・南シ
ナ海へと戦力投射を拡大させている、と指摘され
た66。
　台湾対岸に配備された中国のSRBMは650～730
基と報告され、年間75～120基の生産ペースで増加
すると見込まれた67。また、数年で巨浪-2潜水艦発
射弾道ミサイルの運用が始まる可能性68や、地上配

備ASCMのP-270（SS-N-22）が、潜水艦・新型コ
ルベット艦・哨戒艇などに搭載される可能性がある
こと69、さらにレーダーサイトや無線通信施設を攻
撃する対レーダーミサイルも、ロシアやイスラエル
から輸入されることが報告された70。
　中国空軍・海軍航空隊では、補給なしで台湾をカ
バーできる航空機を700機以上もっており、国産第
４世代機の殲撃-10（J-10）の実戦配備も始まった。
さらにロシアからSu-30MKK全天候型長距離戦闘機
と改良型のSu-30MK2を購入するほか、ライセンス
生産中のSu27SKから国産の殲撃-11に切替えたり、
代わりに空中給油も可能なSu-27SNKのライセンス
生産に切り替えを図ったり、大量の老朽機を無人戦
闘機UCAVに変えたり、機体の更新を進めている。
また、FB-7に夜間の海上攻撃を可能にさせるなど、
夜間戦闘への対応も開始された71。
　中国海軍については、艦隊の2/3が東シナ海・南
シナ海に配備されていると報告された。また、02年
度版に記載された対艦巡航ミサイルや高度な防空装
備をもつソヴレメンヌイ級駆逐艦２隻が東海艦隊に、
紅旗-7（HHQ-7C）短距離対空ミサイルを装備した
旅大型駆逐艦と旅海型駆逐艦深圳の２隻を含む高
性能水上艦と潜水艦が南シナ海を管轄する南海艦
隊に配備されたと報告された。またYJ-82海中発射
巡航ミサイルを装備する国産の宋型ディーゼル潜水
艦が量産体制に入ったほか、元型ディーゼル潜水艦、
093型原子力潜水艦も運用の目途が立ってきた72。
　以上、見てきた通り、2000年代前半においては、
台湾対岸配備の弾道ミサイル増加とともに、中国海
空軍の艦艇・航空機と各種装備の更新が着実に進
み、米国の中国に対する警戒感は高まりつつあった。

おわりに

　1990年 代 以降、スプラトリー諸 島において
ASEANに優位な状態での協調を許した中国は、海
域の安全管理を名目に実効支配を一方的に強化し、
問題解決を当事国間の二国間協議に限定して他国の
介入を阻止しつつ、その間に軍備の更新を急いだ。
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　一方、米国は、東アジアに不安定要因を残したま
ま、米国の影響力を残しつつ、政治的には中国と対
立しながらも、経済面では中国との関係を強化して、
中国の変節を待つという姿勢を長らくとってきた。
そして、南シナ海においては、90年代以降、当事国
間での平和的手段による解決枠組みの下で事態が推
移していることもあって、台湾など同盟国との軍事
演習によって中国を牽制するにとどめ、米国が直接
関与しない態度をとりつづけた。
　このような米国の姿勢は、中国の台頭が懸念され
始めたばかりのクリントン政権では、中国との関与
を深めようとするクリントン大統領自身の姿勢を反
映したものである。米国は、朝鮮半島の非核化に中
国の仲介を期待する一方で、台湾を守るために米軍
の戦力投射が弱められないよう中国の軍事力を注視
するようになり、『中華人民共和国の軍事力に関する
年次議会報告書』が毎年刊行されるようになった。
　G.W.ブッシュ政権でD.H.ラムズフェルドが国防長
官を務めた01年１月20日～06年12月18日の間に刊
行されたのは『中華人民共和国の軍事力に関する年
次議会報告書』02年度版～ 04年度版と『年次議会
報告書―中華人民共和国の軍事力』05年度版、06
年度版の４つであるが、05年度版までは、中国の軍
事力の拡大・性能の向上が予想を上回る速度で展開
していることを明らかにしているものの、中国の脅
威をことさら強調するほどではなかった。このような
視点は、ラムズフェルド自身の回顧録に書かれてい
る通り、中国に対する姿勢について「中国と不必要
な問題を起こすのを避ける／中国がどうするべきか
を伝える要望書を突き付けてもうまくいかない／私
たちの目的は、今日、中国が脅威であるというのを
強調せず、中国がさらに強大になった時に、米国が
利益を得られるような関係を確立するチャンスを探
ることである73」と明確な考えをもっており、その姿
勢を貫いたものであったといえよう。
　だが、ラムズフェルド国防長官の任期最終年の06
年度版になると、中国の脅威を「破壊的能力」と形
容する方向に転じる。この06年以降の米国の対中国

戦略については機会を改めて論じることにする。
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