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2002年11月に開催された中国共産党第16回全国代表大会（以下、16全

大会と略す）で江沢民から胡錦濤に総書記のポストが委譲されて以来、

中国政治は新指導者・胡錦濤の時代に入った。本稿の目的は、この新指

導者の下、日中関係は如何なる展開を見せるのかを、中国の対日外交の

スタンス及びその形成要因を分析することによって考察することにある。

この考察を行うに当たって留意すべき点が3つある。第1の留意点、そ

れは胡錦濤時代の実態についてである。周知の通り、江沢民は総書記を

退いた後も共産党中央軍事委員会を主宰する立場にありその政治力は依

然として強い。今後数年程度は胡錦濤が公然と独自の路線を打ち出す可

能性は少なく、最高実力者・江沢民の承認を得ながら政治を執り行い、

同時に漸次自己の権力基盤を固めつつ、将来の真の胡錦濤時代の到来に

備えるのであろう。このことは、今後数年間の中国の対日外交スタンス

は江沢民時代、1）特にその後半期のそれが引き継がれる可能性が高いとい

うことを示唆している。したがって、本稿の最初の作業として、江沢民

時代、特にその後半期の対日外交スタンスを明らかにする必要がある。

第2の留意点は胡錦濤自身の対日イメージである。通常、国家レベルの

政治指導者が自己のイメージのみに基づき一国の外交スタンスを決める

ことはない。しかし、イメージがスタンス形成の要因の一つであること

は否定できないし、イメージと近似する事態が発生した場合、指導者の

中で単なる朧気なイメージが確信、決定の確固たる根拠へと転化するこ

とは想像に難くない。第2の作業として、中国共産党総書記就任前に胡錦

濤が日本との関係において如何なる体験をしてきたかを調べ、そこで形
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成されたであろう胡の対日イメージを推察する。

第3の留意点は中国にとっての日本の「価値」である。江沢民政権の対

日外交スタンスは当時の、中国にとっての日本の価値に基づき生成され

たものである。もし、この価値が2002年11月以後も変化していないので

あれば、江沢民時代後半期の対日外交スタンスが継続されることになろ

う。しかし、1年足らずとはいえ、変化し始めているのであれば、スタン

スもそれに応じて変わることになろう。第3の作業として、現在、日本の

価値がどのように推移しているのかを検討する。

第1章　江沢民・中国の対日外交スタンス

江沢民時代の中国の対日外交スタンスを知る上で、最近『中共党史研

究』（中国共産党中央党史研究室刊）誌上に掲載された中共中央党史研究

室副研究員・林暁光氏の論文「党的第三代領導集体与跨世紀的中国対日

外交」は有益な資料の1つである。以下に、同論文中にある幾つかの記述

を訳出する。2）

記述1＝1996年、米国のクリントン大統領が訪日し、米国と日本は安

全保障問題に関する共同宣言を発表した。翌年、また米日の共同防衛指

針を修正し、米日安保を強化・拡大し、冷戦終結後の米日安保体制の

「再定義」を完成した。日本外交の戦略上の選択は米国に追従し「借船出

海（船を借りて海に乗り出す）」政策を強化し、米国の中国・日本に対す

る戦略的優位を強化した。

記述2＝1990年代初めの、「脱米」「入亜」の議論の後、日本は最終的

にやはり「搭車」及び「借船」の戦略方針を選択し、米国との同盟を継

続することで戦略的な対中優位を打ち立てることを企図した。

記述3＝1990年代の中日関係は1992年を境として、状勢と特徴がはっ

きりと異なる2つの時期に分けられる。1989年以降、日本政府は基本的

に1972年以来の対中友好政策を堅持し、中国の経済現代化建設を支持し

てきた。一度、西側諸国の対中制裁に参加したが、一貫して、日本と欧
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米の対中政策の目的における同一性と政策手段における差異を強調し、

海部首相の訪中によって最初に対中制裁を解除しODAを再開した。中国

側と協力して、1992年の中日国交正常化20周年時の天皇訪中を成功させ

た。

記述4＝1993年以来、日本の「バブル経済」が破綻して経済的衰退が

10年の長きに及び、中国経済が安定的に成長するにつれ、中日の経済的

実力差が縮小した。日本は急速に成長する中国がライバルになりつつあ

ると認識し始め、日本国内に「中国脅威論」が溢れ、中国に対する防衛

的心理と過度の競争意識が強まった。・・・日本政府の対中政策の修正

は、中日間に、経済貿易関係の発展が相対的に順調である以外、その他

の分野では摩擦が増加し、政治的に安定し難く、戦略的には互いに競争

し、安全保障上は相互信頼を欠く、文化的には相互不理解、国民感情は

疎遠という結果をもたらし（た）。

記述5＝1998年6月、クリントンが訪中した後、慣例に従わずに日本を

訪問しなかった。中米、米日関係の微妙な変化が即座に中日関係に影響

を及ぼした。日本のメディアはクリントンをニクソンと並べ立て、これ

はまたもや日本に対する「頭越し外交」であり、米国の対日政策がバッ

シングからパッシングに変わったことを示すものと見なした。・・・特

に、中国が他の大国と前後して様々な形式の「戦略的パートナーシップ」

を結んだ後、日本政府は対中政策面での遅れを明確に感じ取り、危機感

が生じた。また、ある種の戦略的意義を持つ2国間関係を構築して中日関

係を推進し改善することを企図した。

記述6＝両国の「戦略」という言葉に対する異なる理解は、言語文化的

差異の他に、実のところ、中日の戦略面での2国間関係に対する構想の違

いを反映している。日本政府は日米同盟の強盛によって日中関係を制約

することを望み、日中関係を日米同盟と同等に重要な戦略レベルにまで

引き上げたいとは思っていない。中国は中日関係の発展によって、大国

間にある種の勢力均衡ないし拮抗状態を作り出し、各大国及び周辺国と

の関係を安定化させることを希望する。・・・日本側が自身の戦略思想

胡錦濤・中国の対日外交

－ 87－



と外交理念を持ち、中国と「戦略的パートナーシップ」を結ぶことに消

極的態度をとる以上、中日関係は中米、中露、中欧関係とは確実に異な

るものになる。

記述7＝1998年11月、江沢民訪日が実現した。これは中国の国家元首

が初めて日本に国事訪問したもので、中日関係が新たな発展段階に入っ

たことを示している。・・・訪日は多大な成果をあげ、満足のいく成功

を収めた。中日は共同で『共同宣言』を発表し、「平和と発展に尽力する

友好協力パートナーシップ」樹立を宣言した。・・・これらの成果の主

要なものは次の通りである。（1）将来の中日関係の原則・枠組み及び基

本的方向を確定した。・・・友好協力パートナーシップは・・・（中日）

双方の主要な観点と見方を取り込み、中日関係の現状に符合し、2国間関

係の将来の発展方向を示している。（2）再び歴史問題に関する基本原則

を確認した。『共同宣言』には「日本側は1972年の中日共同声明と1995

年8月15日の内閣総理大臣談話を遵守し、過去の中国への侵略に対し中

国人民に重大な災厄と損害を与えた責任を痛感し、このことを深く反省

すると述べた」と明記されている。「お詫び」、「謝罪」の文言はなかった

が、日本側は初めて中国を侵略した事実と責任を認め、深い反省を表し

口頭で詫びた。日本側も「歴史を鏡とし未来に向かう」が歴史問題を処

理する原則であることを認めた。・・・（3）台湾問題について、「日本

側は引き続き日本が中日共同声明の中で表明した台湾問題に関する立場

を遵守するとし、改めて中国は1つだと述べた。日本は台湾とただ民間及

び地域の交流を維持する」と表明した。再び「1つの中国」の原則が確認

されたが、「三不政策」を文面に入れることは拒否され、また日米共同防

衛指針の「周辺事態」に台湾を含まないことへの明確な承認は得られな

かった。

記述8＝（2002年11月の）中国共産党16全大会の政治報告が指摘す

る・・・小康社会の全面的建設という戦略目標からして、「先進国との関

係の改善と発展」及び「周辺国との交流と協力」は中国外交の二大重点

である。日本は唯一その両方に重なる国家で、地縁（地域）戦略的視点
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で見れば、中国の隣国の中で経済総量が最大の先進国でもある。「善隣友

好を強化し、与隣為善・以隣為伴を堅持する」、日本を含む周辺国との交

流及び協力を新たな水準に高めることは中国の対日外交の主要工作であ

り、基本目標である。・・・中日間の問題は決して完全には解決されて

いない。真に「平和と発展に尽力する友好協力パートナーシップ」を形

成するには、両国が存在する問題を2国間関係の戦略的及び長期的、制度

的枠組みの中で考え処理する必要がある。

記述1～8から、日中関係並びに、日本の対中ないし対米外交スタンス

等について中国側が各時点でどのように理解していたかがわかる。その

要点をまとめ、時系列的に並べると次の通りである。

①1990年代初頭、中国指導部（江沢民政権）は日本が「脱米」する、つ

まり、伝統的な対米関係・日米同盟重視の外交路線から脱却する可能性

があると認識していた。3）

②中国は1992年を境に日本の外交スタンスが72年以来の友好的なものか

ら、中国をライバル視する警戒的・競争的なものへと変化し始めたこと

を察知した。また、外交スタンスが変化した背景を、バブル後の日本経

済の長期的衰退と、それに逆行して進んだ中国経済の安定的発展にある

と認識した。

③中国は1996～97年に日本が冷戦終結後の日米安保の再定義を行い、対

米関係・日米同盟重視の外交路線の継続を決定したことに重大な関心を

寄せた。また、この決定を日本が日米同盟の力に頼って対中優位を保持

しようとした結果と認識した。さらに、決定によって、米国の中国に対

する戦略的優位、同時に日本に対する戦略的優位 4）が続くことになると

分析していた。

④中国は1998年6月のクリントン大統領の日本素通り訪中が日本政府に

対中関係改善の必要を痛感させ、日本を中国との戦略的パートナーシッ

プ樹立協議に向かわせたと分析した。しかし、協議の過程で、日本側に

日中関係を日米関係と戦略上同レベルにまで引き上げる意思がないこと
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がわかり、日本側との「戦略的」の意味をめぐる見解の相違等もあって、

日中間には米中や露中、欧中間に存在するような戦略的パートナーシッ

プが成立し得ないと判断するに及んだ。

⑤中国は1998年11月の江沢民訪日で、今日に繋がる新しい日中関係（友

好協力パートナーシップ）の枠組みを作り、歴史問題及び台湾問題で日

本側に従来の原則を確認させることができたと考えたが、同時に、日本

側がいずれの問題でも中国側の重要な要求を拒否したことに不満を抱き、

両問題を2国間交渉の枠組みの中で継続的に提起する必要を認めた。

⑥2002年11月の中国共産党16全大会までに、中国指導部は全国的経済発

展を達成する国際的環境を整えるために、先進国との関係改善及び周辺

諸国との協力関係の強化を決定し、日本を近隣で最大の経済力を有する

先進国と規定した。日本に対するかかる評価は「地縁（地域）戦略的」

観点に立った場合のものであり、対日外交は中国の対周辺国外交の中で

捉えられた。

林暁光論文からは、中国が当初抱いていた日本に対する期待（「脱

米」・欧米とは異なる中国への対応）が1990年代前半に徐々に、そして、

96～98年の日本の日米同盟最重視の決断によって完全に剥落し、中国は

日本を、対中優位保持のために自ら米国の戦略的優位を容認する、米・

露・EUと同等の戦略的パートナーとはなり得ない、周辺地域の経済先進

国と認識するに至ったという、江沢民政権の対日認識の軌跡が読み取れ

る。

江沢民時代後半期の中国指導部内では、1998年頃までに形成された対

日認識に基づき、日本を「米国外交の従属変数」として捉える、また、

日中関係を中国と周辺第三国の関係と調整可能な国家関係と位置付けて

対処する外交スタンスが生成されたと推察される。そして、このスタン

スは下記の対日外交の形式が生み出されることを必然とした。

①2国間問題（尖閣諸島・歴史認識・民間賠償・日台交流レベル等の問

題）或いは戦略的重要度の低い問題については日本と直接交渉する。

②アジア・太平洋地域やグローバルな問題（台湾の統合・北朝鮮の核
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開発・イラク核査察等の問題）或いは戦略的重要度の高い問題（米国の

ミサイル防衛構想・イスラム過激派等の国際テロ防止等の問題）につい

ては米国（或いはEU、ロシア）と交渉し、日本との交渉は特に必要とし

ない（少なくとも戦略的な意味での交渉はしない）。

③東アジア地域の問題については、周辺国（特に韓国、東南アジア諸

国連合＜ASEAN＞構成国）に対して、日本と同時にまたは日本に先行し

て外交的働きかけを行い、日本の支持・参加を不可欠の条件として特に

求めない、或いは周辺諸国との合意・協調の事実をもって日本の態度を

支持・参加に転換させる。

さらに、中国の対日外交スタンスについて考察を続ける。中国はソ連

邦崩壊後、核兵器を保有する最大の共産国として、唯一の超大国で資本

主義国たる米国と激烈な競争を続け、執拗に対立を繰り返してきた。そ

れゆえに、1990年代後半に日本が対米関係・日米同盟最重視の基本路線

を再確認したことは、日本列島の地勢学的位置からいっても、中国に

とって不都合極まりないことであり、また、日米の経済衝突という実状

からして理解困難なことでもあり、斯くして中国の対日外交スタンスは

冷淡と諦観を帯びることになった。『現代日本』2001年第1号に掲載され

た論文の中で、蕭向前中日友好協会副会長は「アジアが日増しに団結し

壮大になり、総合的な国力が不断に増強されるにつれ、日本が聯米入亜

から脱米・・・入亜に変わるのは必然的趨勢である。日本人自身が賢い

選択をすべきだ」5）とやや突き放した表現をとっている。なお、原文では

「脱米」の後にその意味が括弧付きで、「主として、中国を仮想敵とする

軍事同盟及び、イデオロギーで敵・味方を区別する冷戦思考からの脱

却」6）と説明されている。日米同盟に対する不快感、敵愾心が滲んでいる

のである。

ここで、1998年11月の江沢民訪日について改めて取り上げる。中国側

は訪日に先立ち、日中共同文書に日本の対中戦争に関するお詫びの言葉

を明記することを日本政府に求めていた。これには江沢民訪日直前の金

大中韓国大統領の訪日（同年10月）が関連していた。金大中訪日の結果、
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日韓両国政府は、日本は過去の韓国に対する植民地支配について「心か

ら謝罪」するという文言を盛り込んだ共同宣言を発表した。これを見た

江沢民が日韓共同宣言と同等の表現を入れた共同文書の作成を求めたの

である。しかし、日本側が日韓共同宣言にお詫びの言葉を入れたのは、

金大統領側から事前に、今後韓国側から歴史問題を持ち出すことはない

とのメッセージを送られていたためであり、日本は政府間レベルの歴史

問題に決着をつけるべく文章化に同意したのである。日本政府としては、

歴史問題に関して韓国と異なる態度をとる中国に対して、韓国と同様の

対応をすることはできなかった。また、日本政府は既に日中共同声明

（72年）、天皇訪中時の「お言葉」（92年）、村山富市首相の談話（95年）

の中で謝罪の気持ちは十分表明されていると考えており、それを上回る

表現やその文書化には拒否反応が強かった。それから、江訪日の前、中

国政府は三不政策（台湾独立、「両個中国」「一中一台」、台湾の国家とし

ての国際機関への加盟を不支持）に対して日本が文書をもって承認する

よう要求した。98年6月、クリントン米国大統領が訪中し、口頭で台湾

に関する「3つのノー（三不）」を表明したことを受けて、強気となった

中国側は日本政府に対して米国以上の行動、つまり、三不政策への文書

による承認を求めたわけである。これに対して、日本政府は米国同様、

首相の口頭による承認までしか認められないとの態度を崩さなかった。

さらに、中国は日本国内で日米安保協力のガイドライン策定の議論が起

こると、日米安保が発効する「周辺事態」の中に台湾が含まれることに

不快感を露にし、周辺事態から台湾を除外することを強く求めた。これ

に対して、日本側は周辺事態は「地理的概念」ではなく、具体的にどの

地域の有事を想定しているわけではないと説明し、台湾除外の言質を中

国側にとらせなかった。上述の点で日中の合意が得られないまま、訪日

が実現され、訪日期間中の折衝でも状況は変わらず、ついに小渕恵三首

相も江沢民国家主席も共同文書に署名しないという異例の事態となった。

中国の公式メディアは国家主席たる江の面子を重視して、訪日の成果の

部分を集中的に取り上げたが、「江沢民の日本訪問は、完全に失敗に終
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わった」7）と厳しい評価を下す中国人研究者もいる。確かに、中国の元首

として初めて訪日したにもかかわらず、重大な点で日本政府の譲歩を引

き出せなかったのであるから、訪日は完全な成功というにはほど遠いも

のだったといえる。この一件が江沢民の対日観の好転をもたらすことは

あり得ず、対日外交スタンスの冷淡と諦観を増幅させこそすれ縮減させ

ることはなかったであろう。

第2章　胡錦濤の対日イメージ

前任者からスタンスを引き継いだとしても、実際の政策執行に当たっ

ては、後任者の政策対象者に対する心情・イメージが影響するものであ

る。それでは、総書記就任以前に胡錦濤は日本に如何なるイメージを抱

いていたのだろうか。

総書記就任前の胡錦濤が来日したのはわずかに2回である。1回目は

1985年3月で、この時は共産主義青年団中央書記処第1書記として、中国

青年代表団を率いての訪日であり、2回目は98年4月で、3月に就任した

ばかりの国家副主席の肩書きを付けての訪日であった。この2回だけの短

期の日本滞在で、胡の確固たる対日イメージが形成されたとは考えにく

い。98年前半までの、胡錦濤の対日イメージは恐らく人民共和国建国後、

中国共産党によって徹底された対日歴史教育の中で植え付けられた「侵

略国としての日本」「資本主義国としての日本」というものであったと推

察される。8）

しかし、上述した1998年11月の江沢民訪日の「失敗」は、江のみなら

ず胡錦濤の対日イメージにも重大な影響を及ぼしたと考えられる。なぜ

ならば、胡の2回目の訪日、つまり、98年4月の訪日は、後の江沢民訪日

の地ならしを目的としており、いわば江沢民訪日は江と胡の共同作業で

あったからである。「失敗」は両者に同等の衝撃を与えるもので、江と胡

に同形の対日イメージを抱かせた可能性が大である。

中国共産党第15期中央委員会第4回全体会議（以下、15期4中全会と略

す）の後（1999年9月下旬以降）、胡錦濤は中国共産党中央軍事委員会第
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1副主席・中国共産党中央外事工作小組副組長の肩書きをもって、中国人

民解放軍の軍級幹部に対して、同党の世紀を跨ぐ対外路線・方針・戦略

について報告した。その要点は次のようなものであった。

1．米国に対する戦略について。中米関係発展の前途は、長期的緊張の中

にも緩和があり、対立の中にも協力があるというものだ。

2．中露関係については、既に全面的友好・協力の新段階に入った。

3．中国とEUの関係については、総体的に見て、理解と対話の、健全で

正常な発展方向に向かっている。

4．中日関係について。日本は米国の対中戦略の影響を受けるので、中日

関係は長期にわたって徘徊状態となろう。

5．中国は政治上、道義上、国連と国際（国際的機関のことか＝筆者）に

おいて、第三世界の主権・独立・経済発展を保護する。

6．中国は東南アジア各国との友好・協力関係を全面的に発展させ、レベ

ルアップさせる。9）

米国、ロシア、EU、第三世界、東南アジア諸国に対する言及とは対照

的に、日本に関する言及の中には積極的要素が存在しない。単に、「徘徊

状態となろう」と述べただけで、その状況を打開するために積極的に行

動を起こそうという意思が全く感じられない。日本は「米国外交の従属

変数」であるから働きかけても無意味といった認識が形成されているの

がわかる。これは前章に示した江沢民政権の対日イメージそのもので

あった。

第3章　中国にとっての日本の「価値」

国家関係は協力者と競争者・対立者の両面を有する。日中関係も例外

ではない。国家関係上の国の「価値」はそれが相手国に協力者として与

える「プラス」から競争者・対立者として与える「マイナス」を差し引

いた差額によって決まる。2002年11月以後、中国にとって日本の価値が
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どのように変化したかはそれ以前のプラスとマイナスがそれぞれどのよ

うに変動しているかを見ることでわかるはずである。

ここでいう協力者として与えるプラスとは、日本が1980年代から長期

にわたって中国に対して実施してきた資金及び技術の提供であり、また、

中国製品の大量の輸入、つまり中国の貿易黒字である。2002年以降も、

日本の資金・技術の提供は、日本企業等の対中投資・技術移転・生産基

地移転によって活発で、中国の対日輸出も好調である。確かに、日本政

府による円借款・ODAの大幅見直しが予測されるし、貿易面でも日本の

対中輸出が増加し始めている。今年の9月には、国際的な中国の為替制度

に対する批判及び人民元の切り上げ要請が高まり、それは中長期的に、

日本企業の対中進出・対中投資を基軸とした海外展開戦略に変化をもた

らす可能性がある。しかし、こうした留意事項も、現時点ではまだ、資

金・技術及び貿易という経済的領域における、日本が協力者として与え

るプラスを大きく変動させるには至っていない。

したがって、日本の価値の変化を調べる場合には、競争者・対立者と

して与えるマイナスが変化しているか否かを見れば良いわけであるが、

ここでは、日本と中国の国家戦略上の競合性という観点から検討を試み

たい。より具体的にいえば、江沢民時代を通じての中国の国家的対外戦

略である、①米国一極集中の国際秩序の打破・多極化の実現及び②台湾

の統合に、日本がどのように関わってきたか、胡錦濤時代に入ってその

関わりが変化したかを見てみるということになる。

A．中国の「米国一極集中打破」戦略と日本の対米重視路線

江沢民時代の中国は米国との対話を進めるのと同時に、米国による一

極集中の国際秩序を打破し多極化を現出させたいとの意図を持ち続け、

国連等の場を利用してロシア等国際情勢の現状に不満を抱く国々と提携

して米国に対抗してきた。一方の米国も、ソ連邦崩壊後は中国を国際政

治上の最大のライバルと認識し、中国と「戦略的パートナーシップ」を

結びつつも、台湾や中国人民主運動家に対する支援を行い、或いは人権
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外交を展開して中国に圧力をかけ続けた。近年、貿易面で中国製品の対

米輸出ラッシュが常態化すると、米国の中国に対する警戒心・競争意識

は強まり、ダンピングや知的財産権侵害等様々な経済貿易に関するク

レームを中国につけるようになった。米中両国は江沢民時代には既に激

しい競争－時に厳しい対立を伴う競争－の渦中にあった。日本は米中両

国の競争・対立関係において首尾一貫して親米の立場をとっており、明

らかに中国の競争者・対立者であった。

イラク戦争、イラクの戦後処理・国連軍の派遣、北朝鮮の核開発、イ

ランの核開発疑惑・国連査察、イランに対する中国製兵器の売却疑惑、

中国のWTO（世界貿易機関）協定遵守状況の検査等、胡錦濤総書記誕生

後も、米中間には引き続き様々な戦略的に重要な問題が存在してきた。

そうした中、今年の中盤以降、新たな米中間の懸案として、中国の為替

制度・人民元相場の問題が浮上し、9月末現在、同問題をめぐる米中間の

折衝が執拗に続けられている。大統領選挙を控えたジョージ・W・ブッ

シュ政権が、有権者たる米国の製造業者の「中国が人民元の相場を不当

に安くして米国に製品を売り込んでいる」という不満 10）に応えるべく、

中国政府に対して人民元の切り上げ並びに為替制度の変更（実質的な対

ドル固定相場制から変動相場制への移行）を求めるようになったとメ

ディア等では分析されているが、より根元的には、今次の行動も、長期

的経済発展で国力を増大する中国に圧力をかけ制御していこうとする米

国の国家戦略の一環であろう。米国が展開した対中折衝、並びに国際的

「人民元包囲網」形成工作の執拗さがそれを示していると思われる。

9月3日、ジョン・スノー米財務長官は温家宝中国首相と会談し、中国

首脳に為替に関する米国政府の要望を直接伝えた。会談後、長官は記者

団に向かって、中国側から「長期的には変動相場制移行を目指す」との

言質を引き出したと述べた。しかし、その後、中国・国営新華社通信は、

会談で温首相は人民元相場の安定が米中の利益であり、現行の為替制度

が「中国の現状に適している」と回答したと報じた。11）スノー長官が温首

相から引き出したという制度の移行時期はあくまで「長期的」とされ具
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体的にいつのことなのかは不明であるし、新華社通信の報道と併せて考

えて、3日の米中折衝では、「当面、為替制度を変更しない」との中国側

の強い意思が米国の要求を押し返したものと思われる。この会談の直後、

9月4日から5日にかけてタイのプーケットで開かれたアジア太平洋経済

協力会議（APEC）の財務相会議で、米国は正式に為替制度の問題を提起

する。4日の会議は、米国の「為替レートの柔軟性を増す必要がある」

（間接的に、人民元の自由化・中国の変動相場制への移行を求めている）

という意見と中国の「為替管理の方法は国によって事情がある」（間接的

に、現行為替制度＜固定相場制＞の当面の維持を主張している）という

意見が対立し、共同声明案を取りまとめることができない事態となった。

翌5日、会議は共同声明を採択することに成功したが、声明文は人民元に

ついて「間接的に引き上げに言及しながら、当面は固定相場制の維持を

認める」という折衷案となった。12）国際会議における米中の対立が顕在化

する中、5日、米国政府は商務省内に中国の貿易慣行（関税障壁・人為的

為替操作等）を監視するための対中通商専門部署を新設することを明ら

かにした。同部署は製造業担当次官補の直属で米国政府の中で製造業に

関係がある12の政府機関と横断的に連携する組織とされる。13）米国政府

は組織制度的措置を講じることで、為替問題に対する真剣さを中国政府

に示したのである。

為替問題は続いて、9月20日にアラブ首長国連邦のドバイで開催され

た先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議（G7）でも米国等によって提起

された。同日、採択された共同声明の中には「為替レートの柔軟性が主

要国にとって望ましい」との一文が入れられ、「主要国」という表現なが

ら、対ドル相場を事実上固定している中国の人民元の切り上げが暗に求

められる結果となった。中国側は当地のG7メンバーとの非公式会合にお

いて、「資本取引の自由化などの変動相場制度への移行に向けて今後も努

力する姿勢を示した」が、「移行には時間がかかる」と付け加え、14）当面、

為替制度の変更はないとの立場を依然として貫いた。なお、共同声明案

の作成過程で、米国は「国際的不均衡を調整する」という強い表現を案
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に盛り込もうとしたとされる。15）国際的不均衡を生起させる国とレッテル

を貼ることで中国により強い圧力をかけようとしたのである。

G7後、中国は世界各国に向け為替問題に関するシグナルを盛んに発す

るようになる。その一例を示す。9月24日、東京の経団連会館でシンポ

ジウム「中国経済と人民元の行方」（主催、経済広報センター）が開催さ

れた。これに出席した余永定中国社会科学院世界経済政治研究所長は

「個人的な立場での発言」と断りながらも、「人民元は、対ドルで固定し

ている現在の為替相場を、一定の変動幅をもたせる管理変動制へ徐々に

移行するだろう」と展望し、「発展途上にある中国が変動相場制をとるの

は現実的でない。・・・将来的には、（複数の主要通貨を相場の基準とす

る）通貨バスケット制もあり得る」と述べた。同席した関志雄（C. H.

Kwan）経済産業研究所上席研究員は「元切り上げは中国にプラス」、「市

場経済を進める上で、元の低い為替水準は中国にとって中長期的に弊害

しかない」と発言し、元切り上げ・管理変動制への移行により積極的な

姿勢を見せた。関氏は妥当な変動幅（切り上げ率）として具体的に「年

率3～4％」という数値をあげた。16）余氏のポジションからいって、この

発言は基本的に中国経済当局の見解と考えてよいと思われる。米国の強

い圧力を受けた中国側は一定レンジ内で為替を管理する新制度への変更

を代案として提示し、米国との妥結点を模索しようとしているようだ。

この中国案は相場の制御を前提としており、その変動幅の設定によって

は、米国が考える為替レートの柔軟性を十分に確保し得ない恐れがある。

しかも、中国側はまだ、そこに至る道筋や時期さえ示していない。24日、

米国では上下両院合同の「中国に関する議会執行委員会」が公聴会を開

き、通商代表部（USTR）や商務省の幹部、対中ビジネスに携わっている

産業界の代表等が出席したが、中国の為替制度に対する様々な批判の声

が上がった。サンダー・レビン、マーシー・キャプター両下院議員等が

「為替レートを通商に利用するのはガット（関税貿易一般協定）違反だ」

と非難し、全米製造業者協会（NAM）のウィリアム・プリモッシュ理事

は「中国の為替政策は明らかに中国の産業保護と輸出促進を狙っており、
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WTO加盟国の義務を果たしていない」、「為替操作に関する多くの不満が

協会に寄せられているほか輸出補助金、知的所有権の侵害、付加価値税

の操作などに関する報告も受けている。中国では市場原理が機能してい

ない。三〇一条による制裁措置を考えるべきだ」と主張した。さらに、

フランク・ウルフ下院議員等は「自由と民主主義を全面に出し中国の不

公正貿易を正すことが大事だ。三〇一条に関する調査を早急に実施すべ

きだ」と主張した。17）こうした国内の強烈な対中批判の後押しもあって、

米国政府の為替問題に関する対中圧力は強まる情勢にある。事態は中国

側が送ったシグナルでは沈静化しそうにない。

為替問題をめぐる米中折衝が激しさを増す中、日本政府の立場は一貫

して米国支持であった。スノー財務長官が9月3日に温家宝首相と会談す

る前、米財務省は日本の財務省と打ち合わせ、日米間で「人民元包囲網」

が既に形成されていた。そして、日本は米国の意向を受けて、今年の7月

にインドネシアのバリ島で開かれたアジア欧州会議（ASEM）の財務相

会議で人民元の切り上げを提起し、欧州を包囲網に取り込むために貢献

した。18）さらに、9月4日のAPEC財務相会議では中国に一定の配慮を示

しつつも、「為替の柔軟性は非常に大事」と主張して、米国の主張を強く

支持したのである。19）

日本政府が米国に同調した背景には、中国人民元の切り上げ・中国の

変動相場制への移行が日本の製造業の保護に有効だからという面が当然

ある。しかし、日本の企業も今や中国に大々的に進出し業績を伸ばし始

めているし、また、それら業績好調の企業に向けた日本国内の企業から

の製品の輸出も増大している。人民元の切り上げ等によって、仮に中国

経済の成長力が低下した場合、これら企業の業績が低下することは不可

避となる。日本の産業界全体が政府と同意見というわけではない。9月10

日に発表された第一生命経済研究所のレポートは、人民元の切り上げで

中国の内需が低迷して日米の対中輸出が減少すると分析し、「通貨切り上

げを見送っている中国の政策は正しい」と結論付けた。20）日本経済新聞社

が9月上旬に実施し195社（製造業150社、非製造業45社）から回答を得
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たアンケート調査は、元切り上げでマイナスの影響が出ると答えた企業

は全体の36パーセントに達し、プラスの影響が出ると答えた企業の倍で

あったとしている。同アンケートではさらに、各企業にとって望ましい

元のレートを尋ねているが、結果、60パーセントの企業が1ドル＝8.0～

8.28元の範囲内で回答したという。なお、これはアンケート実施時のド

ル・元レートである1ドル＝8.2760～8.2800元に極めて近い値である。21）

また、日本貿易会の宮原賢次会長は、人民元の切り上げは「必要ないと

感じている」22）と明言し、財界トップの中にも異論が存在するのが現状で

あった。それにもかかわらず、日本政府が米国に歩調をそろえたのは国

内製造業保護という経済的理由からだけではなく、伝統的な外交路線、

すなわち、対米関係・日米同盟最重視路線の堅持によるところが大き

かったと考えられる。

この日本の対米一辺倒的な外交スタンスは、昨今、北朝鮮による日本

人拉致事件や、日本を射程に含む核兵器の開発が発覚し問題化すること

により、日米安保の重要性がますます認識される中でいっそう鮮明に

なってきている。川口順子外相の私的諮問機関「外交政策評価パネル」

（座長・北岡伸一東大教授）は9月18日に外相に報告書を提出したが、そ

の中で日米安保に触れ、「北朝鮮が核開発を本格化した際、日本を守るた

めの抑止力をどの程度制限するかは大問題」と述べ、核を搭載する米軍

艦の日本への一時寄港を認めるべきだと提言した。23）いうまでもなく、日

本の大原則「非核3原則」の変更を含意する重大な提言である。

日本政府の要である小泉純一郎首相はブッシュ米国大統領と2001年6

月にワシントン郊外のキャンプデービットで最初の会談を行って以来、

今年5月の会談まで計7回もの首脳会談を行い、24）日米関係は1990年代以

降の歴代内閣中最も親密化している。9月26日、第157臨時国会召集に際

して所信表明演説を行った小泉首相は外交・安全保障の下りで冒頭、「日

米同盟と国際協調が、日本外交の基本」と明言した。25）中国の国家戦略－

米国一極集中の打破・多極化の実現を目指す－と日本の外交路線は現在

も競合関係にあり、この領域における中国にとっての日本の価値は胡錦
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濤時代に入った後も変化していない、或いは小泉内閣の下で日本の対米

同調が進んだことにより、下落傾向にあるともいえよう。

B．対台関係をめぐる日中の確執

中国は1949年10月1日の人民共和国成立以来、台湾の動向に常に重大

な関心を寄せてきた。中国の台湾に対する姿勢は「1つの中国」という政

治用語に凝縮されているように、台湾の分離・独立を決して認めない、

中国の唯一の合法政府は北京政府であるというものである。そして、中

国は台湾問題解決のための武力行使の可能性を今日に至るまで一度とし

て否定したことはない。2002年11月8日、16全大会の席上、江沢民は政

治報告を読み上げたが、台湾問題に触れた箇所で「我々は決して武力行

使の放棄を認めない。これは台湾同胞に対するものではなく、外国勢力

の中国統一への干渉、及び台湾分裂勢力の『台湾独立』行動に向けられ

るものだ」26）と述べて、従来の方針を繰り返している。

一方、日本政府は1972年の国交正常化以降、一貫して「1つの中国」

政策に理解を示し尊重もしてきた。88年の李登輝総統の誕生後、台湾で

は独立を目指す動きが活発化しそれは現在まで継続しているが、日本政

府はこの台湾独立運動とも一線を画してきた。確かに、2001年4月には

李登輝前台湾総統の訪日という一大事件が発生したものの、この時の訪

日目的は「病気（心臓疾患）の治療」であり、人道的見地からして日本

がこれを受け入れないということは困難であったし適切でもなかったろ

う。日本政府は治療以外の目的による李の訪日に対しては拒否の態度を

貫いている。2002年11月に李が慶應義塾大学の三田祭で講演を行うため

に訪日ビザを申請した時には、政府は発給を許可しなかった。そのため、

李は訪日を断念している。日本政府の対台政策は原則部分－「1つの中国」

を尊重し台湾独立を支持しない－において貫徹されている。

ただ、江沢民時代後半期、米国で「同盟国重視」のジョージ・W・

ブッシュ共和党政権が誕生すると、日本の対台政策に影響を及ぼす変化

が表れた。米台関係の親密さが改めて確認され、台湾の国際的地位がク
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リントン政権期に比較して上昇し始めたのである。2002年1月1日、台湾

は初めて加盟申請してから12年かけてついにWTOの正式メンバーになっ

た。中国はこれより早く2001年12月11日に正式に加盟したが、最初の加

盟申請から15年の歳月が経ってのことで、台湾よりも加盟に要した時間

は長かった。台湾はWTOという国際機関において中国と正面から向き合

える地位を得たのである。今年8月21日には、台湾はWTO加盟後初めて

のFTA（Free Trade Agreementの略。訳語は自由貿易協定）27）をパナ

マとの間に締結した。補足すると、8月5日には、15カ国（ベリーズ、ブ

ルキナファソ、チャド、ドミニカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、

ガンビア、グレナダ、マラウイ、ニカラグア、パラオ、セントビンセン

ト、ソロモン諸島、スワジランド、ツバル）の駐国連大使が連名で国連

事務局に対して、「国連における中華民国（台湾）の代表権問題」を9月

の国連第58回総会の討議補充項目に入れることを要求した。この要求の

主旨は国連による台湾排除に対する批判と台湾の国連における代表権の

確認（台湾の国連加盟提議）であった。28）

なお、ブッシュ大統領がフランスのエビアン・サミットで胡錦濤に

「米国は台湾の独立に反対する」と口頭で伝えたことで米台関係修正の憶

測が生じたが、その後も関係は変わっていない。今年の6月上旬、台湾の

林中斌国防部副部長が米国防総省を公式訪問した。国防部副部長の国防

総省公式訪問は実に24年ぶり、1979年の米台断交以来初めてのことであ

る。また、6月5日、ジーズ・シャヒーン米在台協会理事長はブッシュ大

統領の発言について、「米国はこれまでも台湾独立は支持しないと述べて

きており、これは米国の一貫した政策である」、大統領の発言は「政権の

政策転換を意味するものではない」と解説し、その上で、「米国は今後と

も必要に応じて台湾の自衛を支援し続ける。米国は、台湾海峡両岸問題

は両岸双方が容認できる形で平和的に解決されることを望んでいる」と

述べた。29）最も重要な安全保障面で、米台関係は確固たるものがあるとい

えよう。

対米関係・日米同盟最重視の日本政府は台湾との交流レベルを格上げ
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する制度的措置をとって米国に追随した。正に胡錦濤時代の幕が開けた

2002年11月下旬、外務省は国家公務員の台湾出張に関する内規を、「技

術的専門的な」知識が必要とされる公務員の台湾出張について「課長級

未満」に限って認めていたものを「課長級以下」と改定し、「課長級」よ

り上位の職員の出張についても、WTO等日台双方が正式メンバーとして

加盟する国際的枠組みに関する業務である場合は柔軟に対応すると改め

た。30）原則部分が変わっていないとはいえ、日台関係が以前に比べ高級化

し日台のより高度な共同作業－政治レベルではなくあくまでも事務レベ

ルでの作業－が可能になるこの措置は中国にとっては愉快なものではな

かったはずである。そして、現実にWTOの場で、日本が台湾と共同作業

を行う事態が生まれている。例えば、今年9月11日に、WTOの閣僚会議

全体会合で日本は、農業分野における関税上限の撤回等を盛り込んだ案

をノルウェー、スイス、韓国等8カ国・地域とともに提出したが、その共

同提案者の中に台湾が加わっていた。31）

政府外の状況に目を転ずると、日本では民主主義・自由主義体制の下、

国民が政府の公式見解と異なる考え方を持つことが当然の如く容認され

るため、1972年以後も台湾に対する様々な見解が存在してきた。そうし

た見解の中には、中国側が嫌悪する、「台湾独立」、「両個中国」、「一中一

台」、「一辺一国（別々の国）」論も含まれる。今年の8月31日、東京池袋

で、東京都議会、京都府議会、兵庫県議会、神戸市議会等全国の地方議

会議員から構成される「日台関係を促進する地方議員の会」の設立大会

が地方議会議員約40人の参加を得て開催された。大会で会長に選出され

た名取憲彦東京都議はその就任演説の中で、「日本について言えば、台湾

は非常に重要な国であり、日本の地方議員として『日本と台湾は対等の

国と国との関係のもとに共存共栄を追求していかねばならない』との必

要を痛感している」と述べ、台湾を国家として認める立場を鮮明に打ち

出した。そして、名取会長は、9月6日に台北で行われる「台湾正名運

動」32）に早速会員20人を参加させるとともに、呂秀蓮台湾副総統を表敬

訪問させ、呂副総統の訪日を要請させる方針を表明した。設立大会に出
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席した羅福全駐日代表は祝辞の中で、「『一辺一国』から『台湾正名』へ

というのが、今日の台湾の動きである」と述べ、「日台関係を促進する地

方議員の会」が台湾正名運動支持を明らかにしたことに感謝の意を表明

した。創立大会は決議文を採択したが、それは「台湾が国連に加入し、

国際社会の一員として十分な活躍が出来ることを切に願っている。よっ

てここに台湾の国連加盟を支持する旨を記す」と締めくくられている。33）

時期を同じくして、盛岡市の団体が、10月18日に行われる新渡戸稲造没

後70年の式典での講演を李登輝に依頼した。34）いうまでもなく、前台湾

総統の再来日を企図したものである。政府に参加しない与党議員や野党

議員から一般の民間人に至るまで、台湾に関して政府に異論を唱える

人々は少なくない。また、日本国内には在日台湾人が数多く生活し、彼

らの間では台湾独立運動や台湾正名運動が活発に展開されている。日本

のメディアの中にはそれを無視せずに、報道という形で汲み上げていこ

うとする者も存在する。こうした政府外の動きが日本政府の中に影響を

及ぼしていく可能性は否めない。

米国・共和党政権の誕生並びに日本政府の対台政策の部分的調整とい

う追い風を受けて、昨今、台湾側の対日接近は極めて活発である。9月3

日、台湾の邱義仁総統府秘書長は東京都内でスピーチした際、1972年の

日台断交から「民間団体」の形式をとっている双方の窓口機関について、

「将来、双方の関係拡大を求める人々を満足させ得るのか」と述べ、日本

政府に現行方式の格上げを検討するよう訴えた。35） 72年以来の非公式的

な交流の在り方に終止符を打ち、公式的な、国と国との交流に変えてい

こうとする台湾側の意図は明白である。このスピーチから暫く後の9月

19日、今度は、来日した台湾の林義夫経済部長（商務相に相当）が「日

米など主要貿易相手国との自由貿易協定（FTA）締結をより積極的に進

める」考えを明らかにした。その際、林部長は日台「双方は最も敏感な

農業問題で近い立場にあるなど、障害は少ない」として、日本への働き

かけを強めたいと言明した。36）既に、日台の農業分野における利益の一致、

農業大国に対抗する連携の有効性はWTO閣僚会議で実証されており、確
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かに、台湾は日本にとって経済連携上適当な相手であるし、目下、日本

政府はFTA締結等の経済連携政策を懸命に推進している最中でもある

（これについては次節で詳述する）。日本側の事情も考慮しつつ、台湾側

の対日接近外交はいよいよ活発になっている。

日本国内の対台交流の活発化・外交ルートの格上げを求める動き、台

湾側の対日接近外交の積極化、これらは中国側からは実に不都合なもの

と認識される。9月24日、川口順子外相と会談した李肇星中国外相は、

北朝鮮問題、歴史問題、旧日本軍遺棄化学兵器処理問題等とともに台湾

問題にも触れ、「中国と友好国との関係を挑発する動きがみられる。日中

関係を壊さないようにすべきだ」と警告し、同時に「政治的な重要人物

に日本を舞台に中国の分裂活動を行わせないようお願いしたい」と要望

したという。37）李外相のいう政治的な重要人物が李登輝前台湾総統である

ことはいうまでもない。日台間の協力・接近を目指す双方向的な動きの

活発化が台湾統合という国家的対外戦略の推進を妨げるのではないかと

の、中国側の懸念は拡大しているように見える。台湾問題の領域におい

ても、中国にとっての日本の価値はマイナスに転じつつあるといえる。

C．東アジアの経済連携をめぐる日中の競争

以上、2つの重要な領域における日本の価値について検討したが、ここ

でもう1つ、日中両国にとって重要性が高まる可能性が高い領域について

見ておきたい。

その領域とは、将来の広範かつ自由な経済貿易圏の構築を視野に入れ

た、FTA（自由貿易協定）・EPA（経済連携協定）38）締結を軸とする2国

間或いは多国間の経済的連携である。FTA締結の動きは既に前世紀に現

れていたが、今世紀に入って、米国やEU、中国が周辺の国や地域と－時

には遠隔な国・地域とも－FTAを結ぶことを重要視し、そのための外交

努力を強化し始めた。中国のFTA締結を軸とする経済連携政策について

説明するならば、東アジアに関しては東南アジア諸国連合（ASEAN）構

成国及び韓国を対象とし、特に前者に対して重点的な働きかけを行って
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きた。例えば、中国は江沢民時代後半期の2000年にFTA締結の可能性に

ついてASEANに初めて打診して以来、積極的に行動し、翌2001年にFTA

の枠組みに関する交渉に漕ぎ着け、2002年11月には枠組みに関する合意

を取り付けた。この経済連携に向けた動きは胡錦濤時代に入った後も変

わっていない。中国とASEANのFTA完成時期は2010年と設定されてい

るが、既に今年に入って、中国はASEAN各国と関税引き下げ交渉を開始

し、10月1日からタイとの間で野菜・果物の関税相互免除が前倒しで実

施される予定になっている。39）

米国やEU、そして中国がFTA・EPAの締結に力を注ぐ理由とは何か。

2002年4月に日本外務省が作成した『我が国のFTA戦略』は、FTAない

しEPA締結の利点を次のように説明している。40）

1．経済上のメリット

イ．関税・非関税障壁が取り除かれ、サービス・資本の更なる自由化、

投資の促進、基準認証や競争政策の共通のルールを含めた幅広い市場の

一体化が達成されることで、輸出入市場が拡大する。

ロ．安価で良質なモノ・サービスの輸入促進や域内での企業間の競争

や提携の促進が実現され、より効率的な産業構造への転換、規制改革を

含む構造改革等が促される。

ハ．EPA／FTAは原則的に域外に対しては差別的枠組みであり、これ

に参加しない国には利益が自動的に共有されず、また貿易転換も起こり

得る。（日本と）ある程度以上の経済関係にある国とEPA／FTAを締結す

ることで差別効果を減少することができる。

ニ．EPA／FTA締結の過程で紛争処理のルールを作ることによって、

経済問題が政治問題化することを回避でき、政治摩擦を最小化できる。

ホ．EUは途上国とのFTA締結に際して農作物の受け入れと同時に、

EUのルール、制度への調和を求め、ルールの普及に努めている。EPA／

FTAを通じて、近代的経済制度を普及させ、地域全体の制度改革を促す

ことができる。
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2．政治外交上のメリット

イ．EPA／FTAは基本的に二国間で締結されるものであるため、様々

な経済的問題について交渉がしやすく、経済外交における戦略的柔軟性

が確保し得る。

ロ．EPA／FTAを通じて、経済的相互依存を強化することによって、

政治的連帯と信頼を増進させ、地勢学的ないし戦略的な意味での一体感

を形成することができる。

ハ．EPA／FTAを通じて、地域の発展に対して、安定的な経済発展の

制度の構築を通じて貢献することで、国際的影響力及び発言力を強める

ことができる。

経済上のメリットの「ハ」に示されるFTA・EPAの持つ差別効果（参

加しない国は利益を共有できない）、「ホ」に示される主導的立場にある

国のルール・制度の普及拡大、並びに、政治外交上のメリットの「ロ」

に示される経済的相互依存の政治的連携強化効果、「ハ」に示される国際

的影響力・発言力の強化は、十分に各国、特に独自の対外戦略を有する

大国をして経済連携競争に駆り立てる原動力となるものである。米国一

極集中体制打破・台湾統合という大戦略を有する中国がこの利点を鋭敏

に察知してFTA締結への動きを本格化させたのは当然のことである。

雑誌『民主中国』の元編集長・楊中美氏は、江沢民政権の経済連携政

策の背景を次のように分析する。

（ASEANとのFTA枠組み合意の後、中国は）「韓国と日本に『自由貿

易協定』の締結を呼びかけた。ASEANの次にまず韓国を囲い込み、拒否

反応をしている日本を孤立させてから最終的に引き込むという戦略を推

し進めている・・・中国が東アジア自由貿易圏政策をこれほどハイス

ピードで進める理由は、単に経済目的のみではない。中国外交は、あく

までも台湾問題を基本問題にして、アメリカを主要相手国として展開し

ている・・・中国は韓国と日本を含む二十億の人口を有する東アジア自

由貿易圏の構築を通して、台湾を徹底的に孤立させ、台湾を屈服させて、
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中国との統一を受け入れさせようとしているのである。そして台湾を守

ろうとするアメリカに対して、東アジア自由貿易圏をもってアメリカに

よる一極集中の世界秩序を脅かし、渡り合って、台湾から手を引かせる

ことを最終的な政策目標としているのである」。41）

楊中美氏は中国の究極的目的を対米牽制と中国による台湾統合と見て

いる。楊氏はまた「中国が自由貿易圏の構築へと政策転換を始めた一九

九九年という年は、ちょうど台湾の李登輝総統が『台湾と中国大陸の関

係は国と国の関係である』という『二国論』を打ち出した年であり、

ASEANと自由貿易圏の共同研究を始めた二〇〇〇年は、台湾独立派の陳

水扁が総統に就任した年だった」42）と述べ、台湾情勢の変化と中国の経済

連携・「東アジア自由貿易圏」形成政策の始動・加速の符合を指摘する。

中国が主導権を握りつつ「自由貿易圏」を作り上げ、FTA・EPAの持つ

政治外交上のメリットをASEAN及び韓国に対して十分に発揮できれば、

確かに東アジアの大半の国家を政治的に連帯させ中国の戦略に同調させ

ることは可能であろうから、楊氏のシナリオは現実となる可能性が出て

くる。

中国がその外交努力を傾注し始めて暫く後、日本も経済連携に向けた

取り組みを積極化する。実は、日本の経済連携政策の端緒は既に1998年

頃にあったのだが、日本の競争力が最も脆弱な農業分野の関税撤廃を覚

悟しなければならないFTA・EPAは国内農業保護の観点から敬遠され、

数年にわたって、日本の経済連携政策は停滞し続けた。その間に、世界

各国は相次いでFTA等を成立させていき、今年の9月中旬時点で、世界

で成立しているFTA・EPAは150件以上に上った。一方、日本が締結に

至ったのはシンガポールとの1件だけだった。43）日本が経済連携政策を積

極化させる場合、その重要な対象国・地域は韓国とASEANである。『我

が国のFTA戦略』（外務省）は、韓国について「隣国」であり「政治的重

要度、幅広い国民的接触」があるため、「FTAを通じた深い経済の相互依

存関係を構築する必然性は大」で、「今後、日中韓を中心とした東アジア

経済関係をいかに発展させるかにつき共通のビジョンを（持つよう）十
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分に議論すべき」相手と記している。そして、ASEANに関して、「（その）

経済的安定は東アジアの安定にとって不可欠の要因」であり「東アジア

全体の経済提携を達成するためにも、日ASEANのEPA／FTAは、東アジ

アにおける経済連携の中核となるべき（だ）」とし、日本とASEAN諸国

全体の貿易額が2002年時点で米国との貿易額に次いで第2位であり、そ

の95パーセントをシンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、イン

ドネシアが占めているという経済実態を特記した。44）既に日本とASEAN

の間に深い経済関係が存在し、FTA・EPA締結の必要条件を満たしてい

ることを示しているのである。

ところで、韓国とASEANは中国の経済連携政策の主要対象でもあり、

中国にとってそれらとのFTA締結は「東アジア自由貿易圏」形成のため

の必須条件である。日本と中国の経済連携政策は東アジアという同一の

空間で重なり合うことになったのである。FTA・EPAの締結はEUに見ら

れるように、主導的国家が自身のルール・制度を相手の国や地域に拡大

する契機となり、締結国間の政治的連携・戦略的一体化が進行する契機

となる。したがって、競争的な他者に先駆けて、標的となる国家・地域

と締結することが重要になってくる。国家的対外戦略を有する中国が、

日本の巻き返しに対抗して、政策の遂行を加速することは必至であった。

最近の日中両国の経済連携政策の進行状況を、まずはASEAN方面から

見てみることにしよう。

日本政府は今年9月3日、プノンペンで開催された日本とASEANの経

済閣僚会議で、FTAについて来年予備協議を始め2005年1月に本格交渉

を開始すること、FTA完成時期を域内先発6カ国は2012年、後発4カ国は

2017年までの早い時期とすることでASEAN側と合意し、インドネシアの

バリ島で10月に開かれる日本ASEAN首脳会議で合意文書に正式調印する

ことにした。また、会議に出席した平沼赳夫経済産業相は、ASEANの貿

易投資促進や新規加盟国支援等を柱とする「日ASEAN経済連携協力イニ

シアチブ」を提案し、ASEAN側は同日採択された共同声明の中で同提案

に対する歓迎の意向を示した。45）一方、中国も3日、ASEANとの経済閣
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僚会議に臨み、そこでFTA交渉を加速させる方針を確認し合い、農業等

での早期自由化措置を2004年1月から実施することでASEAN側と合意し

た。46）農業分野の現時点での自由化は中国側にとって不利といわれている。

中国は日本の追い上げに対抗して、不利を負ってもFTA締結への歩みを

加速させる戦術をとったのであるが、間もなく、日本の経済産業省が

「関税撤廃だけでなく、ASEANからの要求度が高い情報技術（IT）技術

者や看護師・介護士などの特殊技能を持つ外国人の受け入れも積極的に

後押しする」と述べ、47）ASEANに対する譲歩の可能性を示唆した。経済

連携に向けた日本の強い意思を表明したわけである。

9月中旬以降、中国は 10月上旬のインドネシア・バリ島における

ASEANとの首脳会議で、内政不干渉・領土保全を謳ったASEANの基本

条約・「東南アジア友好協力条約（バリ条約）」に調印する方針を公言す

る。48）中国は経済面のみならず、政治外交面及び安全保障面でもASEAN

に同調する姿勢を示して、経済連携へ向けた動きに弾みをつける総合的

な戦術をとった。さらに、9月29日、中国は2002年にASEANとの間に成

立を見た「包括的経済協力枠組み合意」を改正する議定書案を明らかに

した。中国側によれば、これで「全体で合意した自由化のスケジュール

にかかわらず、ASEAN各国と中国が個別に関税を削減・撤廃することを

認める」ように合意は改正されることになる。なお、既にバリ島の中国

ASEAN首脳会議で双方が議定書に署名する予定とされた。49）一方、日本

では9月26日、第157臨時国会召集に当たって小泉純一郎首相が所信表明

演説を行い、通商面での方針として、WTO新ラウンドへの取り組みの強

化とともに、「二国間の自由な貿易・交渉を目指す経済提携を積極的に進

め」る旨を明言した。50）そして、同月 26、27日と日本とフィリピンの

FTAに関する産学官による最初の研究会がマニラで開かれた（29日には

マレーシアとの研究会が開会される）。51）

韓国に対する日本の働きかけも活発化している。52）日韓両国は、FTA締

結の最大の問題領域と予想される農業分野の関係者を予め参加させて産

官学の共同研究会を設立し、意見調整を進め、今年の6月に日本で行われ
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た日韓首脳会談では、早期にFTA締結交渉を始めることで合意した。6月

9日、経済産業省事務次官は首脳会談の結果について記者団に、「それぞ

れお互いの国の事情というものがある・・・が、ともかく交渉するんだ

というゴールを共通認識として持ちながら、それに向けて・・・事情を

克服すべく努力するという段取りづけが両首脳の頭の中にきちっと位置

付けられて・・・両国民に公にしたということ自体、非常に大きい」53）と

説明した。交渉開始というゴールをまず決めて行動するというところに

日韓FTA締結への並々ならぬ決意を垣間みることができよう。9月下旬の

段階で、日韓両国は 10月下旬にタイで開催されるAPECで、両首脳が

FTA締結に向けた政府間交渉を開始することで合意する方向で最終調整

に入っている。54）

日中両国政府が凌ぎを削る中で、日本企業の中でも経済連携に関する

様々な考え方が表れ始めている。わけても、日中韓とASEANの間で多国

間FTAを締結して経済連携を進めるという考え方は企業間で既に相当程

度浸透している。経済産業省の「東アジア企業戦略を考える会」（座長・

木村福成慶應大学教授）の調査（今年9月に実施。60社から回答あり）

では、東アジアの F T Aで企業が期待する組み合わせの第 1位は

「ASEAN＋日中韓」（47パーセント）で、2位の「日本＋ASEAN」（15

パーセント）、第3位の「日本＋中国」（11パーセント）を大きく上回っ

た。55）その他、日本経済新聞社と日本経済研究センターがアジアに進出し

た有力企業を対象にアンケート調査を実施した際、多国間FTAの締結を

求める企業が49パーセントに達し、個別に「期待するFTAの組み合わせ」

を尋ねたところ、「日本、中国、韓国、ASEANを軸とする東アジア貿易

国」との回答が目立ったという。56）

但し、「東アジア企業戦略を考える会」の調査結果を得た経済産業省は

「中国を含む広域的な東アジア経済連携を視野に入れ、検討段階の

ASEAN、韓国とのFTA締結作業を先行して進める」57）と応じており、企

業との間に差異が見られた。同省は即座に中国とFTAを締結して、東ア

ジア全域を網羅する経済貿易圏を構築しようとは考えていなかった。外
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務省の『我が国のFTA戦略』も、中国は「WTOに加盟したばかりであり、

当面はWTO協定に整合的な国内体制を整備するための経済改革に専念す

ることが優先的課題である」、「中国については、究極的には日中韓＋

ASEANを中核とする東アジアにおける経済連携を形成するとの観点

（『地理的基準』・『政治外交的基準』）から将来的にはEPA／FTAの可能

性を視野に入れつつも、当面はWTO協定の履行状況、中国経済の動向を

含む日中関係全体の状況・・・等を勘案し、方針を定めるべき（だ）」と

述べており、58）そこからは、日中FTAに対する経済産業省と同様の立場

が見える。要するに、日本政府は当面、日中FTAに対しては消極的な対

応に留め、韓国、ASEANとの経済連携樹立に外交努力を集中する方針を

固めているのである。

東アジア経済貿易圏の形成過程に経済大国・日本が現時点で本格参入

した意味は大きい。上述した日中間の競争はやがて、日本の経済連携網

と中国の経済連携網が合体した巨大な経済貿易圏を創出することになる

だろうが、それに加盟するASEAN諸国と韓国は、競争し合う日本と中国

の間で、日中両大国に対する交渉余地の拡大を期待できるであろう。こ

れは、将来生まれる経済貿易圏が如何なる盟主も持たない、構成メン

バーが対等の立場で自由闊達な経済活動を展開し得る空間になることを

示唆している。日中の競争から生まれるその空間は、楊中美氏が指摘す

る「台湾を徹底的に孤立させ、台湾を屈服させて、中国との統一を受け

入れさせ」るための「東アジア自由貿易圏」にならない可能性が高い。

日本の経済連携政策は今後いっそう加速される。東アジアで進行中の

日中の経済連携をめぐる競争は激しさを増すであろう。この新たな、し

かも非常に激しいものとなることが予想される競合領域の出現は、当面、

中国にとっての日本の価値を低下させる方向に作用する可能性が大きい。

結論

第1章では、江沢民時代後半期の対日外交スタンスを明らかにした。そ

れは1998年頃までに同政権内で形成され、具体的には、①日本を「米国
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外交の従属変数」として捉え、②日中関係を中国と周辺第三国の関係と

調整可能な国家関係と位置付けて対処するというもので、③それに付帯

する情緒は冷淡と諦観であった。

江沢民から後継者の地位を譲られ、今なお後見を受ける立場の胡錦濤

の対日外交が基本的に上記のスタンスに基づくとしても、胡が抱く対日

イメージによって、実際のスタンスに一定の変化が生ずる可能性がある。

この点について第2章で検討した結果、遅くとも1998年11月の江沢民訪

日「失敗」時点で、胡錦濤は江と対日イメージを共有したと思われ、

2002年11月を転機に、中国の対日外交が政治指導者の対日イメージの違

いに影響され実態面で変化を生ずる可能性はなかったと判断される。

しかし、なおも中国にとっての日本の価値が江沢民時代後半期と胡錦

濤時代とで異なるのであれば、対日外交スタンスも当然変化を生じ、中

国の対日外交の変化を結果する可能性がある。第3章では、日本の価値の

変化を、日本が中国に協力者として与えるプラスと競争者・対立者とし

て与えるマイナスが2002年11月以後どのように変化したかを見ることで

判断し得るとの前提で検討してみた。但し、協力者として与えるプラス、

つまり、日本の対中資金・技術提供及び中国の対日貿易黒字については

大きな変動がないことは周知の通りであるため、後者の競争者・対立者

として与えるマイナスを中心に価値変化の検討を行った。その結果、胡

錦濤時代に入った後の日本の政治外交活動はそれまで以上に中国の国家

的対外戦略（①米国一極集中の国際秩序の打破②台湾の統合③「東アジ

ア自由貿易圏」の形成）との競合性が高まっており、マイナスが拡大し

ていると判断された。

以上のことから、胡錦濤時代の最初の一時期、中国の対日外交は江沢

民時代後半期のスタンスを引き継ぎ、スタンスの情緒的要素である冷淡

と諦観がさらなる深まりを見せると予想する。当面、胡錦濤の中国は、

日中の2国間問題（尖閣諸島・歴史認識・民間賠償・日台交流レベル等の

問題）や戦略的重要度の低い問題に関しては日本と交渉するが、アジ

ア・太平洋地域やグローバルな問題（台湾の統合・北朝鮮の核開発・イ
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ラク戦後処理・イラン核開発疑惑等の問題）、戦略的重要度の高い問題

（米国ミサイル防衛構想・イスラム過激派等の国際テロ防止等の問題）に

関しては米国、或いはEU、ロシアと交渉して日本を頭越しにする、或い

は協議の席に着いても実質的に戦略的意味のある交渉はしないであろう。

また、東アジア地域の問題においてさえ、中国は外交的働きかけを、韓

国やASEAN構成国等の周辺国に対して日本と同時、または日本に先行し

て実施し、日本の支持や参加を不可欠の条件として特に求めない、或い

は周辺諸国との合意・協調の既成事実を作ってそれをもって日本に支

持・参加を迫るといった姿勢で臨むことになろう。

目下、日中関係の稀薄さは歴然たるものがある。9月末の時点で、小泉

首相と胡錦濤総書記との相互訪問形式（訪中・訪日）の首脳会談の予定

はなく、胡錦濤時代に入ってから中国の首脳クラスで訪日したのは呉邦

憲全国人民代表大会常務委員長（9月4日訪日）だけである。59）9月24日

に中国の国連代表部で川口順子外相と李肇星外相が会談した際、10月7

日からインドネシアで開かれるASEANの首脳会議で、小泉首相と温家宝

首相の初会談を行うことで合意が成立したものの、ASEANという第三者

から場所を借りての短時間の会談にすぎない。しかも、翌25日に中国外

交部が定例記者会見で「胡錦濤国家主席が年内にオーストラリアを訪問

する」と発表し（今年8月にハワード豪首相が訪中し胡錦濤訪豪を要請し

ていたのに対応）、60）小泉・温会談の外交的インパクトは弱まった。

最後に、日中の深刻な2国間問題である歴史問題と「領土問題（尖閣諸

島問題）」について触れておきたい。9月18日、「外交政策評価パネル」

は報告書を川口順子外相に提出した。それは対中政策に関連する部分で

歴史問題を取り上げ、中国側の「不当な批判については反論すべきだ。

中国の愛国教育のもとで歴史教科書を含め、日本について事実無根の情

報が流通することが少なくない」と述べ、外務省に毅然とした対応を求

める内容だった。61）歴史問題で「反論すべきは反論すべし」という論調が

国内で依然強いことを窺わせた。また、昨今、日本政府は尖閣諸島の3島

を民有地として借り上げ国が島を管理する方針を打ち出した。これは、
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従来の「尖閣諸島は日本領土である」との主張を対外的に改めて示す行

為であったが、かかる行動に対して、同諸島に領有権を主張する中国－

そして台湾も－が反発することは必至である。62）今後も歴史問題・尖閣諸

島問題が両国の間に間欠泉的に湧き出すことは避けられない。歴史・領

土という領域における日中の確執は中国にとっての日本の価値を低下さ

せる一因である。

注

1）本稿でいう江沢民時代は江が1989年6月に中国共産党総書記に就任し、2002

年11月に同職を退くまでの間とする。

2）記述 1～ 8は、林暁光著「党的第三代領導集体与跨世紀的中国対日外交」

（『中共党史研究』総第93期＜2003年第3期＞、30～32、86頁）より抜粋し

訳出した。

3）田桓主編『戦後中日関係史1945－1995』（中国社会科学院出版社、北京、

2002年）は「米国の地位が相対的に低下し日本の実力が増大すると、米日

関係はもはや以前の、主従の区別がはっきりした関係、緊密で隙間がないよ

うな関係ではなくなり、米日間の貿易摩擦は激しくなり、米日関係はますま

す平等で月並みなものになっていった。アジア経済が突出しアジア太平洋地

域が世界の発展の重要ポイントになり、日本の朝野、各界の人々は新たな自

己批判を始め、過去の一貫した脱亜入欧の観念からアジア回帰の観念へと転

換した。日本は各分野でアジア太平洋地域の各国と政治的、経済的連携を強

化しようと努めた。中国はアジアの中心に位置しており、中日関係の強化は

90年代において条理に適ったことだった」と述べている（417頁）。1990年

代初期、中国側に、日本で生じていた「脱亜入欧」論見直しの動きに対する

過大な評価、そして、日本が対アジア（＝中国）関係に外交の重点を移すこ

とへの過大な期待が存在したことがわかる。

4）前出の田桓主編『戦後中日関係史1945－1995』は米国の対日戦略の基本ス

タンスについて、「米国のアジア太平洋戦略は、日米同盟に依拠して西太平

洋地域の覇者の地位を保持するが、日本が強大になり過ぎ米国の覇者として
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の地位に挑戦することを防がねばならない」というものだと説明している

（459頁）。

5）蕭向前「歩入新世紀中日関係如何発展」、前掲『戦後中日関係史1945－1995』、

471頁。

6）同上。

7）趙宏偉「胡錦濤の中国と日中関係」［補章Ⅱ］、楊中美著・趙宏偉監修・青木

まさこ訳『胡錦濤－21世紀中国の支配者－』、NHK出版、2003年、267頁。

8）胡家の系譜、生い立ちから、「日本軍に対する胡錦濤の恨みや憎しみは計り

知れない。・・・胡錦濤は戦後世代の指導者だから、日中戦争時代のしがら

みがないということは決してない」との指摘もある（趙宏偉「胡錦濤の中国

と日中関係」［補章Ⅰ］、前掲『胡錦濤－21世紀中国の支配者－』、252～256

頁）。

9）楊中美『中共新領袖－胡錦濤－』［歴史与現場150］、時報出版、台北、2003

年版、250頁。

10）米国製造業界の中国に対する不満は強く、例えば、今年の9月17日、全米製

造業者協会（NAM）は「中国政府が人民元相場を不当に安く維持し、商品

を安く米国に輸出している結果、米国の製造業者が打撃を受けている」とし

て「米通商法301条に基づき米通商代表部（USTR）に提訴する」と述べた。

また、同協会のジャシノウスキー理事長も同日、「農業団体、労働組合など

他の団体とも連携して、中国の不正貿易慣行を是正していく」と声明を発表

した（『産経新聞』、2003年9月19日、朝刊、参照）。

11）『読売新聞』、2003年9月4日、朝刊。9月2日、北京の米大使館でスノー長官

は金人慶中国財政相、周小川中国人民銀行総裁と会談し、中国側が「人民元

の自由化に前向き姿勢を示した」との感触を得た。但し、その時も、中国側

は自由化の具体的な時期については明言しなかった（『産経新聞』、2003年9

月4日、朝刊、参照）。

12）『産経新聞』、2003年9月5日、朝刊、参照。『読売新聞』、2003年9月6日、

朝刊、参照。

13）『産経新聞』、2003年9月7日、朝刊、参照。
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14）『産経新聞』、2003年9月21日、朝刊、参照。9月22日付け『読売新聞』［朝

刊］が伝えた共同声明の要旨は以下の通り。「為替相場は、ファンダメンタ

ルズを反映すべきことを再確認。為替相場を監視して、適切に協力する。主

要な国や地域にとって、金融システムの円滑で広範な調整を促進するために

は、市場原理に基づく、より柔軟な為替政策が望ましい」。

15）『読売新聞』、2003年9月25日、朝刊、参照。

16）『産経新聞』、2003年9月25日、26日、朝刊、参照。

17）『産経新聞』、2003年9月26日、朝刊、参照。

18）『読売新聞』、2003年9月6日、朝刊、参照。

19）『産経新聞』、2003年9月5日、朝刊、参照。

20）NIKKEI NET、2003年9月11日、参照。

21）NIKKEI NET、2003年9月14日、参照。

22）『産経新聞』、2003年9月19日、朝刊。

23）同上。

24）『産経新聞』、2003年9月5日、朝刊、参照。

25）『読売新聞』、2003年9月26日、夕刊、参照。

26）江沢民「全面建設小康社会、開創中国特色社会主義事業新局面－在中国共産

党第十六次全国代表大会上的報告－」（2002年11月8日）、『中国共産党第十

六次全国代表大会文件 編』、人民出版社、北京、2002年、45頁。

27）FTAは、物品の関税及びその他の制限的通商規則、サービス貿易の障害等の

廃止を内容とする協定で、2国間で結ばれるのが一般的だが、多国（地域）

間での締結も有り得る。GATT第24条及びGATS（サービス貿易に関する一

般協定）第5条に基づく。

28）『台北週報』第2109号（2003年8月28日号）、2～4頁参照。

29）『台北週報』第2101号（2003年6月26日号）、2～3頁参照。

30）岡田充『中国と台湾－対立と共存の両岸関係－』［講談社現代新書］、講談社、

2003年、220頁参照。

31）『産経新聞』、2003年9月12日、朝刊、参照。

32）台湾正名運動とは、台湾当局が正式国名とする「中華民国」の名称を「台湾」

胡錦濤・中国の対日外交

－ 117－



に改める運動を指す。在日台湾同郷会の林建良顧問によれば、同運動は元々、

在日台湾人の国籍記載問題が発端で始まったとされる。今年9月6日に台北

で李登輝前総統の呼びかけによって行われたデモ行進には15万人以上が参

加したという（『産経新聞』、2003年9月19日、朝刊、参照）。9月7日付けの

『読売新聞』［朝刊］は、デモの主催者側は①台湾の名称で国連に加盟申請す

る②新憲法を制定して国名を台湾に変更する③2004年3月の台湾総統選挙で

陳水扁総統を支持すること等を求めた声明を発表したと報じた。『台北週報』

第2112号（2003年9月18日号）によれば、7日、李登輝前台湾総統がデモ参

加者を前に演説し、「現在の中華民国は正常な国家ではない。国土はなく、

国名が台湾に残っているだけであり、中華民国はすでに消滅している。われ

われは・・・台湾の主権をもって主体性のある国家を樹立し、いつの日かわ

れわれの国家の本当の名は『台湾』であると大声で叫べるようにしよう」と

訴えたという。なお、李登輝は中華民国が既に存在しない理由として、「一

九一二年に中華民国が建国された時、そこに台湾は入っていなかった。台湾

は国民党政権が第二次世界大戦後に武力占領したものであり、国土であった

中国大陸は一九四九年に中国共産党政権によって占領され、中華民国はその

領土を失った。さらに一九七一年に中華人民共和国が国連で議席を得た時点

において、中華民国は消滅した」との見解を示したとされる。同誌は、デモ

主催者は「国名は『台湾国』か『中華民国』かを明確にし、台湾の前途は

『独立』か『中国との統一』かを明確に選択しよう」と呼びかけ、会場では

「台湾国」のシュプレヒコールが繰り返されたと報じている。台湾正名運動

は事実上の台湾独立運動である。

33）『台北週報』第2112号（2003年9月18日号）、4頁参照。

34）『産経新聞』、2003年9月28日、朝刊、参照。結局、9月下旬になり、日本政

府からビザ発給が受けられそうにないということで、李登輝側が来日を断念

した（同前）。

35）『産経新聞』、2003年9月4日、朝刊、参照。

36）『産経新聞』、2003年9月20日、朝刊、参照。

37）『産経新聞』、2003年9月25日、朝刊、参照。
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38）Economic Partnership Agreementの略。FTAの要素を含みつつ、締約国

間で経済取引の円滑化、経済制度の調和、協力の促進等を通じて、市場制度

や経済活動の一体化を図るための協定で、対象領域が幅広いといわれる。本

来はFTAとEPAは区別される概念であるが、日本とシンガポールの間で

2002年11月30日に締結した経済協定は『我が国のFTA戦略』（外務省）が

「先進的で包括的なEPA」と明記しているにもかかわらず、一般にメディア

等で取り上げられる場合は「日・シンガポールFTA」と説明されている。一

般の理解においては境界は曖昧である。

39）『産経新聞』、2003年9月27日、朝刊、参照。

40）外務省HP、分野別外交政策サイト、参照。

41）前掲『胡錦濤－21世紀中国の支配者－』、214頁。

42）同上。

43）『日本経済新聞』、2003年9月15日、朝刊、参照。今年10月中にメキシコと

FTAの枠組みに関する合意がなされる可能性があるが、豚肉問題が未解決で

その行方は流動的である（『産経新聞』、2003年9月12日、朝刊、参照）。

44）外務省HP、分野別外交政策サイト、参照。

45）『産経新聞』、2003年9月4日、朝刊、参照。

46）『読売新聞』、2003年9月4日、朝刊、参照。

47）NIKKEI NET、2003年9月22日、参照。

48）『産経新聞』、2003年9月27日、朝刊、参照。

49）『読売新聞』、2003年9月30日、朝刊、参照。

50）『読売新聞』、2003年9月26日、夕刊、参照。

51）『読売新聞』、2003年9月28日、朝刊、参照。

52）日韓FTAの締結に向けた行動は1998年頃に日本側から始められた。しかし、

様々な原因によって、その後数年間、停滞していた。

53）経済産業省HP、対外経済政策総合サイト、参照。

54）『読売新聞』、2003年9月23日、朝刊、参照。

55）NIKKEI NET、2003年9月22日、参照。

56）『読売新聞』、2003年9月15日、朝刊、参照。
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57）NIKKEI NET、2003年9月22日、参照。

58）外務省HP、分野別外交政策サイト、参照。

59）『産経新聞』、2003年9月5日、朝刊、参照。

60）NIKKEI NET、2003年9月26日、参照。

61）『産経新聞』、2003年9月19日、朝刊、参照。

62）日本政府の尖閣諸島に関するアピールに対して、中国側も直ぐに反応した。

9月21日付け『産経新聞』［朝刊］によれば、「中国国家海洋局は、尖閣諸島

（中国名・釣魚島）に対し中国の個人や団体から出された少なくとも四件の

借地申請を受理した。・・・申請は、今年七月一日施行の『無人島の保護と

利用管理に関する規定』にのっとったもので（ある）・・・借地を申請して

いるのは愛国主義者と名乗る個人や団体で、商業開発ではなく中国の主権主

張が目的という」「日本政府が同諸島三島を民有地として借り上げたことに

抗議、今年六月、同諸島に上陸しようとした中国人活動家らも申請者に含ま

れているもよう。当局は『規定に従い処理を進める』としている」とのこと

である。

付記　本稿は2003年9月30日に執筆し終えた。したがって、本稿中の

今年とは2003年のことである。また、月日のみで表記され西暦年を付け

ない場合は自動的に2003年を意味するものとする。
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