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アジア冷戦の後退と日本外交
─日中国交正常化後の政策検討─
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　以下に引用するのは、外務省内に設けられた「アジア政策プロジェクト・チーム」が、

1973年９月のアジア太平洋地域大使会議に向けて用意した討議資料である。出典は、外務

省外交史料館で公開された「アジア・大洋州地域大使会議（昭和48年度）」（2013−3843）

である。

　1973年当時のアジアは、秩序変動の只中にあった。前年２月の上海コミュニケに結実し

た米中和解を背景に、戦乱の続いたインドシナでは和平協定が締結に至り、また朝鮮半島

においても限定的であるにせよ南北の対話が試みられていた。そうしたアジア冷戦の後退

を受けて、他の地域諸国と同様に日本も、対外政策の見直しを迫られることとなる。とは

いえ、すでに「経済大国」として頭角を現わしつつあった日本からすれば、そうした情勢

は望ましい地域秩序を形づくるための好機でもあった。時あたかも沖縄返還と日中国交正

常化を成し遂げて、日本はアジア外交を構想し実施に移すだけの余裕を手にしていたので

ある。

　本文書は、そうした模索の一つの到達点として注目される。とりわけ、1970年代におけ

る日本のアジア外交を特徴づけた二大基調たる、全方位的かつ漸進主義的な緊張緩和への

志向と、途上国の国造り支援への意欲が明示的に表現されている点は特筆されよう。前者

については、「アジアのバランス」に配慮しつつ、「イデオロギーや体制の異なるアジア諸

国」とも「できるだけ関係を密にして、わが国の外交的な基盤を広める」とあり、また後

者については、「わが国の経済力を積極的に活用」して「アジア諸国の存立の基盤強化と

経済的自立性増進の努力を助け、これらの国が大国の不当な介入から身を守つて安定と繁

栄の道を歩みうるようにする」とある。

　本文書が作成された後、アジア太平洋地域大使会議の開催までに生じた金大中事件は、

朝鮮半島をめぐる日本外交にとっても不幸な出来事であった。周知の通り、事件を受けて

日本は数年にわたって日韓関係の調整に追われ、その間、朝鮮半島をめぐっては本文書が

描くような地域秩序への考慮に根ざした外交の展開は困難となる。金大中事件以前の朝鮮

半島外交の方向性を捉える上でも、本文書は貴重だろう。

　翻刻に当たり行頭の字下げなど形式については手を加えたが、促音や拗音、字体や下線

などは原文通りとした。また、目次は省略した。
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わが国のアジア政策

昭４８. ７. ３

アジア政策プロジェクト・チーム

Ⅰ　基本目標

　わが国の基本的外交目標は、わが国が（イ）安全を脅かされることなく、（ロ）経済の

安定と成長を期しうる国際環境を造ることにある。

　これは、そのままアジア外交の目標でもある。

Ⅱ　地域別重要度

 （１）�アジア地域全体

アジア全域は、地理的にも、歴史的にも、また、現状からみても、わが国の直接の

国際環境を形成している。よつて、上記目標を効果的に達成するに当つては、アジア

地域全体の平和、安定及び繁栄に関心を払うべきことは言うまでもない。

 （２）極東及び東南アジア地域

わが国の安全と経済活動に重要な関係のある極東及び東南アジア地域は、アジア地

域の中でも特に重視しなければならない。就中、中国及び朝鮮半島は、わが国の狭義

の安全保障の見地からも重要な地域である。

 （３）大洋州地域

豪、ニュージーランド両国は、最近その外交の重心をアジア・大洋州地域におきつ

つある。これは今後のアジアにかなりの影響を及ぼしうる一つの要素である。

Ⅲ　一般的施策

１．主としてわが国のアジア外交の目標達成に資するための施策

 （１）アジアの平和と安全に大きな影響を有する米、中、ソとの関係については、

　（イ�）（米国との関係）アジアにおける米国のプレゼンス（軍事、政治、経済面）がア

ジア地域の重要な安定要因であることにかんがみ、この地域の安定度に即した米

国のプレゼンスが維持されることがのぞましいので、日米友好関係を緊密に維持

し、特にアジア政策について間断なき対話を行なつてゆく。

　（ロ�）（中ソとの関係）中、ソ両国それぞれとできる限り相互理解の増進に努め、少な

くとも敵対的関係に至らぬよう努力する。

　�　なお、自由アジア諸国は、みづからの安全の見地から、米国のプレゼンスの後

退を懸念する一方、中国の今後の出方には極めて敏感である。（特に東南アジア諸
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国は国内に反乱分子や華僑問題を抱えている。）よつてわが国は、単に日中関係の

見地からのみに止まらず、このような意味からも中国の今後の対外姿勢には十分

注意を払わなければならない。

　他方、ソ連本来の拡大主義的傾向は、アジアにおいても引続き警戒を要するが、

同時に、ソ連の動向は、中ソ対立との関連において、中国のアジアに対する出方

を支配する重要な要因ともなつている点に注目しなければならない。

 （２�）自由アジア諸国との関係については、これら諸国との連帯感を強め、アジア地域に

できるだけ多くの友好国を持つよう努め、出来うれば、これら諸国が進んでわが国を

相談相手として選ぶような関係醸成をはかる。

　なお、アジア地域においてはわが国と同地域の戦後における経済的な係り方や、一

部に残存する廻
マ マ

去の戦争の記憶等に由来する対日警戒心が存在し、わが国はアジア諸

国からは未だ全幅の信頼や理解を得るに至つていないので「自主積極外交」といつて

も、政治面においては着実に一歩一歩をつみ上げてゆくことが賢明である。

　　　以上の目的をもつて、

 （イ�）キメ細い二国間外交（相手国に対するわが国の利益の係り方、相手国の対外的立

場、内部事情等を総合的に把握しつつ、これを個々の案件処理に有機的に反映させ

る。）をより精力的に進める。その場合、

　　 （ⅰ）アジア諸国のナショナリズム及び多様性、異質性に留意する。

　　 （ⅱ�）多くのアジア諸国が独裁的政体を採用していることに鑑み、相手国の政権の安

定性及び国民大衆一般の願望や利益の所在に特に留意する（特に経済協力政策と

の関連において）。

　 　（ⅲ�）経済協力、通商政策、広報・文化活動、人物交流等の推進を有機的に関連させ、

より高次元の政策目的の遂行に資せしめるよう留意する。

 （ロ�）相互理解を深める努力を一層強化する。この点は、いわゆる反日・排日運動の根

源を断つ意味からも重要である。

　　 （ⅰ）このため、首脳外交を含め、幅広く層の厚い対話と意見交換を進める。

　　 （ⅱ�）わが国の在り方、対外姿勢等を常に正しく認識させて不信や誤解を防止し、安

心感を持たしめる一方、わが国としてもアジアを知る努力をより一層重ねてゆく。

（広報・文化活動、人物交流、アジア研究の拡充等）

　　 （ⅲ�）アジア諸国における従来の対日理解層の維持のみならず、新しい対日理解層の

育成に努める。（留学生制度の拡充、そのフォローアップ等）

 （３�）イデオロギーや体制の異なるアジア諸国（モンゴル、北越、北鮮など）との関係に

ついては、これら諸国ともできるだけ関係を密にして、わが国の外交的な基盤を広め
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る。但し、わが国の存在がアジアに有する重味と責任を自覚し、アジアのバランスを

急激に変化させたり、不必要な混乱を生じさせないよう特に留意すべきは当然である。

 （４�）大洋州諸国との関係については、豪州及びニュージーランドの対アジア姿勢がわが

国のアジア外交の諸施策遂行上好ましいものと判断される場合には、これを積極的に

評価し、アジアにおけるわが国とこれら両国との協力関係を強化してゆく。

２．わが国がアジア諸国のためになすべき施策

　�　以下の施策は、アジア諸国のためになると同時に、ひいてはわが国のアジア外交の目

標達成にも役立つことを念頭においたものである。特に、「経済大国」にふさわしい責

任ある行動が期待されていることを自覚して、これら諸国との間に「自他共に利益とな

る関係」の樹立に心がける。また、わが国の経済力を積極的に活用しつつ、アジア諸国

の存立の基盤強化と経済的自立性増進の努力を助け、これらの国が大国の不当な介入か

ら身を守つて安定と繁栄の道を歩みうるようにすることが、ひいてはアジアの平和と安

定に貢献する所以であることに留意する。

 （１）経済協力

経済協力は、実際問題として相手国政府との友好関係を維持発展させる上で効果的

な外交手段でもありうるので、引続きこの見地からも十二分に活用するが、それとと

もに経済協力本来の趣旨に立つて、相手国の発展に真に貢献する援助に心掛ける。

　　　右を有効に進めるために、

 （イ�）経済協力の一般政策の立場からも、ODAの絶対額の増加、借款条件の緩和（標

準条件の設定を含む）、アンタイイング、無償援助の増大等、わが国の援助を質、

量ともに改善する。

 （ロ�）援助対象分野としては、相手国の調和ある経済発展の基盤となる基礎部門（農業、

インフラ、人造り等）の充実のための援助を増大する。

（ハ�）援助の供与にあたつては、アジアの開発途上国の夫々の実情、必要性等をキメ細

かく配慮する。

 （２）一般経済関係

（イ�）わが国とアジア諸国の間の長期的に調和のとれた経済関係の樹立を念頭におきつ

つ、アジア諸国産品に対してわが国の市場を拡大する。特にこれら諸国が強い輸出

関心を有している一次産品の輸入増大を促進することが急務である（特恵関税に関

しては今後の一般的関税引下げにより、そのメリットが縮小するという問題はある

にしても、当面アジア諸国の利益を一層考慮して制度の改善を図る）。

（ロ�）民間投資については、わが国企業の利益となるばかりでなく、資本投下国の発展

にも役立つものとなるよう政府の指導力を強化する。
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　（ハ�）資源の開発輸入に当つては、資源収奪とならぬよう、特に資源の再生産に十二分

の配慮をするよう民間を強く指導する。

　　�　総じてこれらの問題につきアジア諸国と常時十分協議を重ね、その希望をできるだ

け尊重する心構えと体制を確立する（例えば東南ア開発閣僚会議の活用等）。

 （３）経済以外の分野

（イ�）将来求められれば、アジア諸国のために信頼される仲介者、裁定者の役割りを果

たしうるような地盤を涵養する。

（ロ�）アジア地域において国際的平和維持活動が行なわれるときは、これに出来る限り

積極的に協力する（そのための国内体制の整備を急ぐ）。

（ハ）アジア地域における人道、緊急援助は、より一層機動的かつ効果的に行なう。

３．地域協力機構・国際会議構想

　�　最近におけるアジア情勢の変化や、ASPACの維持が困難となつた事情を背景として、

新らしい地域協力の場造りを求める声はあるが、その必要度、目的及び性格、組織形態、

構成国の範囲等についての各国の思惑は様々であり、この問題はいまだ機熟さずの感を

免がれない。（従つて、いわゆる田中構想（国際会議提唱）も機が熟していない。）

　�　新しい地域協力体制の創設の問題は、インドシナ半島における和平の定着、南北朝鮮

の平和共存、ASEAN諸国の対中正常化を見た上で現実性を帯びて来ることと思われる。

　　よつて、当面わが国としては、

 （１�）東南ア開発閣僚会議等既存の機構の十分な活用をはかつて、この地域の連帯感の維

持増進に努めるほか、あらゆるチャネルや場を通じてアジア諸国（体制の如何を問わ

ない）との意思疎通を図り、新らしい地域協力体制創設の機が熟すればこれを失する

ことなく、十分の寄与の出来るよう心掛ける。その際、特に、その時点における米中

ソの対アジア政策のほか、オーストラリア、ニュー・ジーランド、ビルマについても

留意する。

 （２�）ソ連の提唱するアジア集団安保構想は、当面問題にしない。（但し、ソ連が同構想

を東南アジア中立化構想等に結びつけ、アジアに自己に有利な「中立ムード」を煽ろ

うとする可能性もあることに留意する。）

 （３�）ASEANは、未だわが国との建設的協力関係に入る態勢を整えるに至つていないが、

将来の問題としては、その「自主性」が健全に育つことを期待する見地からも、先方

より求められれば援助ないし協力の手をさしのべうる態勢を整えておくべきである。

 （４�）軍事的又はイデオロギー的色彩の強い機構には組しないが、国連その他による国際

的な平和維持機構のようなものができれば、積極的に協力する。
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Ⅳ　個別的施策

１．朝鮮半島

　　朝鮮半島における平和と安定の確保を基本的目標とする。

 （１�）南北の平和的統一が可能となるまでは、「二つの朝鮮」の平和的共存による安定を

目指す。そのため、韓国との友好関係を維持しつつ、北朝鮮との間にも国交を樹立す

る。

 （２）当面は、

（イ�）国連の場、対米、対ソ、対中接触、韓国との協議等を通じて、「二つの朝鮮」の

平和的共存の国際的レベルでの定着化（たとえば諸外国による南北鮮承認、南北鮮

の国連同時加盟等）の促進に努める。

（ロ�）韓国については、同国が安定した経済発展をとげ、北朝鮮に対して常に優位に立

ちうるよう経済協力を促進し、その重点を農業分野等国民大衆の福祉に直結する分

野におく。このほか、同国の国力の充実強化に不可欠な政治的社会的安定のために

も、要すれば率直な助言を行なうこと等により、できうる限り積極的に協力する。

（ハ�）北朝鮮については、米国の対朝鮮半島政策、韓国政府の立場に考慮を配り、当面

政治性の強い交流は依然差控えることとするが、ケース・バイ・ケースの原則の下

に輸銀資金使用の延払いに踏み切り、また民間レベルでの貿易事務所の設置等につ

いてもしかるべき時点で許可する方向で検討を続ける等、実質的な関係をひろげて

ゆく。

２．中国

 （１�）基本的には日中の共存関係を維持するという方針の下に、将来生ずべき競争関係な

いし利害対立にそなえ、常に相互理解と意志の疎通をはかり、日中関係の推進に努め

る。

　　�　特に、日中首脳及び両政府間の信頼関係の維持に努める。そのさい、両国の対外政

策特にアジア政策について、その一致点・不一致点を相互にこだわりなく理解しうる

ような関係の醸成につとめる。

 （２）当面は、

（イ�）正常化された公的接触経路を活用して、正常化前の異常な対中姿勢を正しつつ、

まず、相互の立場の違いについて理解を深める。

（ロ�）日中関係を進めるに当つては、内政不干渉の基本線を常にはつきりさせ、個々の

問題処理は是々非々をはつきりして対処する。そのさい、中ソ関係を斟酌する必要

がある場合でも、基本的には日中二国間の問題として事を処する姿勢を維持しつつ、

個々の案件についてはメリットに応じて処理する。
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　（ハ�）中国が広く国際社会特に（多数国間の場）での経験を深めることは、その対外姿

勢をより柔軟かつ合理的なものとすることが期待されるので、かかる機会を多くす

るよう留意する。但し、台湾の経済的利益についてはできるだけの配慮をする。

（ニ）台湾問題もあり、対中国関係についても緊密な日米間の協議を行なう。

（ホ�）実務協定はできるだけ迅速に締結に至ることを意図するも、拙速を避け、着実に

進める。

（ヘ�）日中平和友好条約の締結については、わが国の外交目的の達成に最大限利用しう

る時期にこれを行なう。

３．台湾

 （１�）基本的には、台湾の国際的地位に根本的変化が生じない限り、日台実務関係は維持

する。

 （２）当面は、

（イ�）マルチの場では、台湾の経済的利益が損なわれないようできるだけ配慮するが、

表決等の際には日中間の基本関係にもとづいて対処する。

（ロ�）日台経済面では、輸銀資金使用の延払いを含め、台湾の経済的向上に役立つ面で

好意的に協力する。

　（ハ�）政治面では、「二つの中国」や「一つの中国・一つの台湾」ととられるような行

動には一切加担せず、節度を守る。

４．インドシナ半島

 （１�）情勢が極めて流動的であるので、長期的政策を樹てることは困難なるも、当分の間

は、南越、北越、ラオス、カンボディアの４カ国の平和的共存による安定（南北越の

国連加盟を含む。）を目指す。

 （２�）当面は、パリ協定が４当事者、特に南越の２当事者と北越とによつて忠実に遵守さ

れることを前提として、

（イ�）南越における政治的解決をまつまでもなく、人道民生安定援助は積極的に行なう

旁ら、プロジェクト援助を継続し、また、対南越援助がマルチの枠内において行な

われるよう米国その他とともに努力する。

（ロ�）北越の国際社会参加がその対外姿勢を穏健化させることを期待して、北越との接

触の幅を広め、余り遠くない適当な時期に国交を樹立する。国交樹立後は、北越の

要請があれば、ある程度の政府間ベースの援助を行なう。

（ハ）いわゆる「南越臨時革命政府」には、いかなる意味でも公的承認を与えない。

（ニ�）ラオス及びカンボディアについては、中立的政権が樹立され一種の緩
マ マ

衡地帯とし

ての役割を果すことがこの地域の安定に資するとの認識の下に、（ⅰ）ラオスにつ
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いては、ここに連合政権ができた場合は、求められれば援助その他の面で積極的に

協力し、（ⅱ）カンボディアについては、関係大国の利害、国内諸勢力の関係には

なお微妙なものがあるので、わが国が火中の栗を拾うことにならないよう事態を見

守る。

　（ホ�）なお、対インドシナ地域援助を行なうに当つては、将来この地域の政治軍事情勢

が再び不安定化し、大規模な戦闘が再発することもありうるので、そのような場合

わが国が抜き差しならない立場におかれないよう配慮する。

５．その他の東南アジア諸国

 （１�）長期的には、大国の不当な介入から解放された安定勢力として成長することを期待

しつつ、各国の存立の基盤強化と発展を援助する。

 （２）当面は、

　（イ�）わが国の経済的プレゼンスが内容的に相手国経済への貢献度の高いものとなるよ

う積極的施策を行なう。

　（ロ�）ASEANについては、全体としてわが国にとつて不利な方向に動くことなく、親

密なグループになることが望まれるので、これを念頭におきつつ、さし当つては構

成国とのバイラテラルな友好関係の強化に重点を置く。その際、構成国間の立場の

相違やASEAN内のリーダーシップ争奪の動きに巻き込まれぬよう注意する。

６．インド亜大陸

 （１�）基本的には、この地域における最近のソ連の影響力の増大傾向にかんがみ、当該地

域特にインドの非同盟中立政策を評価して、その政策を維持せしめるべく、特に経済

協力を中心として支援を行なう。

 （２）当面は、

　（イ�）関係３カ国相互の間の現状改善努力を見守る。またわが国の介入をつつしみ、い

ずれかの特定の国と片寄つて緊密化して他の関係国を刺激することを避ける。

　（ロ）この地域における米国のプレゼンスの回復のために、機あらば側面的に援助する。

７．当面の大陸棚資源問題

 （１）日韓大陸棚共同開発は、積極的かつ速やかに実施する。

 （２�）日中大陸棚石油資源問題については、中国側にその意図があるのであれば、いつで

も話し合いに応ずる。ただし、尖閣諸島の領土的帰属の問題については、北方領土や

竹島の例と異なり、現に日本政府の完全な施政権下にあるわが国固有の領土であるの

であるから、これを中国側と話し合わねばならないような性質のものと認識するのは

正しくない。
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１　はじめに

　2008年の世界金融危機以降、米中間のパワー・トランジションが盛んに議論されるよう

になった。近年でも、たとえばグレアム・アリソン（Graham�Allison）が「アテネの台頭

に対して、スパルタが抱いた恐怖が戦争を不可避にした」という「ツキディデスの罠」の

観点から米中関係を論じている（１）。アリソンは、相互依存の進展や核兵器の存在、国際

制度の拡大など戦争の可能性を低下させる要因の存在を指摘しつつも、米中間で戦争が起

こる可能性は想定されているよりも高いと主張している。

　一方で、パワー・トランジション論が、米中二カ国のパワーだけに着目する傾向がある

のに対して、一部では大国とその同盟国の総合したパワーの分布によって大国間の戦争の

生起が決まるとする理論が存在する。こうした議論からは、単に既存の大国と新興大国間

のパワーバランスだけでなく、他の中小国の行動も大国間の政治に大きな影響を与えるこ

とがわかる。本稿では、この点に着目して東アジアにおける中小国の行動、特に東南アジ

ア諸国の行動についての理論についてまず概観したのち、米国の主要同盟国である日本と

の行動の違いについて検討する。

２　米中間におけるパワー分布の変容と中小国の対応

（１）大国のパワーを補完する中小同盟国
　１　同盟トランジション論（Alliance�Transition�Theory）

　大国間のパワー分布の変容と中小国の行動に関する理論として、まず挙げられるのが同

盟トランジション論である（２）。この理論は、前述したパワー・トランジションの系譜に

あるもので、大国間のパワー分布を大国だけでなく大国の同盟国まで含めてとらえるとこ

ろにその特徴がある。同盟トランジション論の論者の一人であるキム（Kim�Woosang）は、

大国のパワーを同盟国まで含めてとらえ、大国間のパワーが均衡した時に最も戦争が起こ

りやすいと論じた。また、戦争を引き起こしやすいのは、大国のうち現状に不満を持つ側

であり、同盟国の支持を得られるときであるという。

　この同盟トランジション論をアジアにおいて検証した黄洗姫は、現状では米国とその同

盟国のパワーが中国に対してまだ優位な状況にあるが、米国を中心とした現状維持は難し

くなっているという（３）。黄は、米国のアジアにおける同盟国は米国のコミットメントの

保証と米国の関与に反発を強める中国に同時に対処しなければならず、米国がうまく同盟

国の要請に対処できなければ、同盟国の離脱を招き米国のパワーの衰退を招くおそれがあ
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ると指摘している（４）。こうした指摘は、米国が衰退する中で同盟国やアジア諸国の行動

が与える影響が大きくなっていることを示唆しているといえよう。そして、アジア諸国の

パワーの増大から次に見るように、米国はアジアにおける安全保障の提供者からアジア諸

国の安全保障の努力を支援する立場へと転じるべきだという議論がみられるようになって

いる。

　２　同盟国の支援による勢力均衡の維持

　近年、米国のパワーの衰退によって米国は、これまでのように自ら安全保障を直接担う

のではなく、アジア諸国が行う対中バランスを支援する役割に回るべきだとする議論が再

びみられるようになった。たとえば、ベックリー（Michael�Beckley）は、米国は中国に

対抗して軍備拡張をするのでもなく、アジアから撤退するのでもない第三の戦略を採るべ

きだと主張している（５）。その第三の戦略とは、「積極的拒否戦略」というもので、「米国

は東アジアにおける制海権を維持する努力を放棄する一方、その代わりとして、域内にお

いて中国が制海、制空権を獲得するのを拒否しようとしている周辺国を支援することに焦

点を当てる（６）」という戦略である。

　この米国による同盟国の防衛努力の支援という戦略は、冷戦後のオフィショア・バラン

ス論（７）や1970年代のニクソン・ドクトリンとも類似した戦略であるといえよう。特に、

ニクソン・ドクトリンの米国のコミットメント維持、通常戦力における同盟国の自助努力、

米国の核による拡大抑止という組み合わせは、米国の国力の衰退を同盟国の安全保障にお

ける自助努力で補うという点で、積極的拒否と共通するところがある（８）。一方、同盟ト

ランジション論との比較では、同盟トランジションが、米国が主導して同盟国が補完する

関係であるのに対して、積極的拒否は同盟国およびアジア諸国が主導し米国が補完すると

いう形になっている。そして、どちらも米中間でのパワー分布の変化に対して、米国の同

盟国やアジア諸国という中小国が米国の側に立つことで既存の秩序維持できるという議論

を展開している。

　しかし、こうした議論は、安全保障を中心とした議論であり、そこに経済的な側面が加

わると中小国の行動はより複雑な計算が必要となる。多くのアジア諸国は、安全保障にお

いては米国に依存する一方、経済的には中国に依存するようになっている。こうした米中

双方への依存から次に見るように米国と中国双方との関係を維持しようとする戦略も存在

する。
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（２）大国間政治における自立性の追求
　１　ヘッジ戦略

　中国の台頭に対して、アジア諸国は軍備拡張のような勢力均衡政策だけでなく、中国と

の関係を維持する政策も取っている。中国は、一方で海洋における現状変更の動きを見せ

ながら、1978年に改革開放政策を採択して以降、市場経済への移行を進め、2001年には世

界貿易機関（WTO）に加盟するなど国際経済システムへの統合を進めてきた。つまり、

中国は、かつてのような秩序外の存在ではなく、少なくとも経済的には既存の秩序内の国

家になっているのである。アイケンベリーは、安全保障における米国優位と経済における

中国優位をアジアにおける「二重のヒエラルキー（Dual�Hierarchy）（９）」と呼んでいる。

　こうした米中双方との関係を維持しようとする中小国の戦略がヘッジである。ヘッジ戦

略には様々な定義が存在するが（10）、バランシングとバンドワゴン（若しくは関与政策）

を組み合わせたものということができる。また、現在優位にある大国が衰退しているとき

に、短期的には既存の大国との関係を維持しつつ、長期的なパワーの変化に備えるという

側面も持っている（11）。東アジアにおける各国のヘッジ戦略は、中国による覇権獲得と米

国の撤退という望まない結果を回避することを目標としている（12）。また、東南アジアや

韓国といった中国への依存の大きい中小国だけでなく、オーストラリアも経済的には中国

を重視し、安全保障では米国との関係を強化するというアプローチをとっている（13）。

　２　影響力の均衡

　こうしたアジア各国によるヘッジ戦略は、地域的に見ると米中双方の影響力を均衡させ

る効果があると指摘されている。たとえば、シオルシアリ（John�D.�Ciorciari）は、東南

アジア諸国は米国からの安全保障上の保護を必要とする一方、中国を過度に刺激すること

を避けるために、米国に対して恒常的な駐留を望まない限定的な同盟を選好していると指

摘している。そして、彼は、中国に隣接している大陸部東南アジアでは中国の影響力が強

まり、一方で海洋部の東南アジアでは米国の影響力が維持されることで東南アジアには、

米中間で影響力の均衡が成立するだろうと指摘している（14）。また、ゴウ（Everlyn�Goh）

も、東南アジア諸国が採るバランシング政策には、既存の米国優位を維持するために中国

に対して、間接的に米軍との関係を強化するソフト・バランシングと政治外交的に地域秩

序に取り込み、その中で大国間の競争を管理しようという影響力の均衡の二つで構成され

ていると論じている（15）。こうした大国間の影響力の均衡において、中小国は大国間の影

響力の争いを利用して、大国から利益を引き出すこともできる。

　しかし、こうした中小国の行動は、シオルシアリが指摘するように限定的な同盟にとど

めている場合に効果がある行動である。日本のように米国との同盟関係が存在し、それを
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強化しようとしている場合には、こうした政策は採りにくい。加えて、日本はゴウの影響

力の均衡においては、地域内に取り込むべき大国の一つとなっている（16）。つぎは、日本

のような同盟国の行動について検討していきたい。

３　米国の同盟国としての日本の役割とその難しさ

　上述したように、日本は米中間の影響力を均衡させて利益を得るという戦略を採ること

が難しい国である。一方で、日本は米国の同盟国として他のアジア諸国よりも米国から強

いコミットメントを受けている。ゴウは、日本は他のアジア諸国と同様、米国のコミット

メントの維持の支援、中国の国際秩序への参画への支援、地域主義の促進という3つの課

題を抱えていると指摘している（17）。先に見た東南アジア諸国は、この三つの課題を米中

へのヘッジと地域秩序に米中を取り込むことによる影響力の均衡という形で両立させてい

た。

　しかし、日本は、この三つの課題を果たすためには独自の難しさが存在する。まず、米

国のコミットメントの維持という観点では、日本は、米国の同盟国として他のアジア諸国

よりも強いコミットメントを受けているが、日本は同時に米国のアジアへの展開にとって

不可欠な基地を提供し、そのコストも負担している。加えて、1990年代以降、日米同盟は

1996年の日米安全保障共同宣言、1997年の「日米防衛協力のための指針」の見直し（97年

ガイドライン）など日米の間での安全保障の役割分担を進めてきた。これは米国の安全保

障上のコミットメント維持を支援する働きである一方で、日本の役割拡大は中国にとって

脅威と認識され、安全保障のジレンマを生じさせる可能性がある（18）。これは中国の国際

社会への取り込みという課題と矛盾することになる。

　一方、中国の関与という観点からは、日本と中国は、地域主義の促進における主導権を

めぐって、競合関係に陥る可能性がある。中国は、近年、国際制度における地位の向上を

目指している。このとき地位の向上においては、米国主導の金融秩序に対する挑戦が議論

されることが多いが（19）、東アジアにおいては日中の地位が問題となる。1997年のアジア

通貨危機に際して、日本のアジア通貨基金構想に反対したのは米国と中国であった（20）。

このように日本が地域主義において主導権を取ろうとした場合、米中双方から反発を受け

る可能性がある。加えて、地域主義の推進では、中国封じ込めとみられるような政策は、

他のアジア諸国からは警戒される可能性がある。実際、日本との安全保障協力に積極的な

オーストラリアさえ、日本や米国との多国間安全保障対話が対中封じ込めというメッセー

ジとして受け取られることを警戒している（21）。このように日本の置かれた状況からは、
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米国のコミットメント維持と中国の関与、地域主義の進展に対して慎重なかじ取りが必要

となろう。

４　おわりに

　本稿では、米中間でパワー分布が変化する中で、アジア諸国がどのような行動をとるの

か、理論的な観点から検討してきた。アジア諸国の中でも、東南アジアや韓国などは中国

と米国との間で安全保障では米国との関係を強化する一方、中国との経済関係を強化しよ

うとしてきた。こうした政策は、東南アジアにおいては米中間の影響力の均衡をもたらし、

東南アジア諸国にとっては米中両国から利益を得る機会を得ることにつながっている。

　一方で、日本にとって、米中間のパワーバランスの変化は、米国の安全保障上のコミッ

トメント低下に対する補完、地域における日中の主導権をめぐる争いなどを生じる要因に

もなっている。こうした日本への制約は、米国の地域における同盟国として強い保護と米

国への影響力を持っていることの裏返しでもある。一方、日本は日米同盟を強化し、中国

への備えを強化しようとしているが、東南アジア諸国は米国との同盟は限定的なものにと

どめ、中国との関係も維持しようとしている。こうした政策の違いが日本と他のアジア諸

国との間の認識の相違を生じる可能性がある点は、今後も留意していく必要があるだろう。

注

（１�）�Allison,�Graham.�Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?�
（Boston:�Houghton�Mifflin�Harcourt,�2017）.ま た、 米 中 間 の 対 立 を 論 じ る 文 献 と し て、
Mearsheimer,�John�J.�The Tragedy of Great Power Politics updated edition,�（New�York:�
W.W.�Norton,�2014）.

（２�）�Kim,�Woosang.�“Alliance�Transitions�and�Great�Power�War.”American Journal of Political 
Science,�vol.�35,�no.�4,�1991,�pp.�833-850.

（３�）�黄洗姫「冷戦後東アジアの秩序変動と日本外交─パワー・トランジション研究から見る対
立の構図と展望」添谷芳秀編『秩序変動と日本外交─拡大と収縮の七〇年』（慶應義塾大学出
版会2016年）173−195頁。

（４）同上　190−191頁。
（５�）Beckley,�Michael.� “The�Emerging�Military�Balance� in�East�Asia,”� International Security,

vol.�42,�no.�2,�2017,�pp.�78-119.
（６）Ibid,�p.�79.
（７�）オフショア・バランス論の代表的文献として、Layne,�Christopher.� “From�Preponderance

to�Offshore�Balancing:�America's�Future�Grand�Strategy.”International Security,�vol.�22,�no.�1,�
1997,�pp.�86-124がある。

- 1 6 -



（８�）ニクソン・ドクトリンに関しては、Litwak,�Robert�S.�Détente and the Nixon Doctrine: 
American Foreign Policy and the Pursuit of Stability, 1969-1976,�（Cambridge:�Cambridge�
University�Press,�1986）を参照。

（９�）Ikenberry,�John�G.�“Between�the�Eagle�and�the�Dragon:�America,�China,�and�Middle�State�
Strategies�in�East�Asia,”�Political Science Quarterly,�vol.�131,�no.�1,�2016,�pp.�9-43.

（10�） 参 照 し た 文 献 と し て、Cheng-Chwee,�Kuik.� “The�Essence�of�Hedging:�Malaysia�and�
Singapore’s�Response�to�a�Rising�China,”�Contemporary Southeast Asia,�vol.�30,�no.�2,�2008,�
pp.�159-185,�Han,�Sukhee,�“From�Engagement�to�Hedging:�South�Korea’s�New�China�Policy,”�
The Korean Journal of Defense Analysis,�vol.�20,�no.�4,�2008,�pp.�335-351�and�Tessman,�Brock�
F. “System�Structure�and�State�Strategy:�Adding�Hedging�to�the�Menu,” Security Studies,
vol.�21,�no.�2,�2012,�pp.�192-231.

（11）Tessman,�“System�Structure�and�State�Strategy,”�p.�203-205.
（12）Han,�“From�Engagement�to�Hedging,”�p.�338-339.
（13�）Manicom,� James.� and�O’Neil,�Andrew.� “China’s�Rise�and�Middle�Power�Democracies:

Canada�and�Australia�Compared,”�International Relations of the Asia Pacific,�vol.�12,�no.�2,�
2012,�pp.�199-228,�p.�211.

（14�）Corciari,� John�D.�The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers since 
1975,�（Washington�D.C.:�Georgetown�University�Press,�2010）,�p.�236-237.

（15�）Goh,�Everlyn.� “Great�Powers� and�Hierarchical�Order� in� Southeast�Asia:�Analyzing�
Regional�Security�Strategies,”� International�Security,�vol.�32,�no.�3,�2007/08,�pp.�113-157,�p.�
132.

（16）Goh,�“Great�Powers�and�Hierarchical�Order�in�Southeast�Asia,”�p.�152-153
（17�）Goh,� Everlyn.� “How� Japan�matters� in� the�Evolving�East�Asian� Security�Order,”

International Affairs,�vol.�87,�no.�4,�2011,�pp.�887-902.
（18�）Christensen,�Thomas�J.�“China,�the�U.S.-Japan�Alliance,�and�the�Security�Dilemma�in�East�

Asia.”International Security,�vol.�23,�no.�4,�1999,�pp.�49-80.
（19�）Katada,�Saori.�Roberts,�Cynthia.�and�Armijo,�Leslie�Elliott.� “The�Varieties�of�Collective�

Financial�Statecraft:�The�BRICS�and�China,”�Political Science Quarterly,�vol.�132,�no.�3,�2017,�
pp.�403-433.

（20�）Rapkin,�David�P.�“The�United�States,�Japan,�and�the�power�to�block:�the�APEC�and�AMF�
Cases,”�The Pacific Review,�vol.�14,�no.�3,�2001,�pp.�373-410.

（21�）日豪関係と中国に関しては、石原雄介「冷戦後の日豪関係の発展と中国─「チャイナ・ギャッ
プ」と「チャイナ・コンセンサス」の間で」添谷、前掲書、197−298頁を参照。

- 1 7 -



〔資料紹介〕
中国共産党第19回党大会「中国共産党規約」の

新旧対照表
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まえがき

　2017年10月、中国共産党は、第19回全国代表大会を開催した。大会は、第19期の中央委

員を選出すると共に、党規約（以下、19回規約の形式で略記）を改正し、「習近平の新時

代の中国の特色ある社会主義思想」を、全党の新たな指導思想に位置付けた。

　以下の表は、19回規約と18回規約（2012年11月採択）との異同をまとめたものである。

党規約の新旧対照表は、管見の限り、中国で刊行された、新規約の解説本の付表があるも

のの（張福倹、張紹元編著『党章必修課』中国言実出版社、2017年）、日本語のものは見

当たらない。本表は、筆者が独自に作成したもので、中国語のそれとは表記の仕方が異な

り、また、中国側の表にはない修正意図なども記している。19回規約の理解の一助となれ

ば幸いである。なお、党規約の修正と内容に関する筆者の分析は、近日発表の別稿で論じ

る。

No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

1

大綱
　中国共産党は、マルクス・レーニ
ン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、
「三つの代表」重要思想、科学的発
展観、習近平の新時代の中国の特色
ある社会主義思想を、自らの行動指
針〔行動指南〕とする。

大綱
　中国共産党は、マルクス・レーニ
ン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、
「三つの代表」重要思想、科学的発
展観を、自らの行動の指針とする。

【追加】

・�習近平の権力と権
威の強化

2

大綱
　新中国成立以後、社会主義的改造
を順調に進め、新民主主義から社会
主義への過渡期を完成し、社会主義
の基本制度をうち立て、社会主義の
経済、政治、文化を発展させた。

大綱
　建国以後、社会主義的改造を順調
に進め、新民主主義から社会主義へ
の過渡期を完成し、社会主義の基本
制度をうち立て、社会主義の経済、
政治、文化を発展させた。

【修正】

3

大綱
　11期3中全会以来、鄧小平同志を
主要な代表者とする中国共産党人
は、新中国成立以来の正負両面の経
験を総括し、思想解放と実事求是に
より、全党の活動の中心を経済建設
に移行させることを実現し、改革開
放を実行し、　（略）

大綱
　11期3中全会以来、鄧小平同志を
主要な代表者とする中国共産党人
は、建国以来の正負両面の経験を総
括し、思想解放と実事求是により、
全党の活動の中心を経済建設に移行
させることを実現し、改革開放を実
行し、　（略）

【修正】

4

大綱
科学的発展観は、……マルクス主義
の中国化の重要な成果であり、中国
共産党の集団的智慧の結晶であり、
中国の特色ある社会主義を発展させ
る上で長期にわたって堅持すべき指
導思想である。

大綱
科学的発展観は、……マルクス主義
の中国化の最新の成果であり、中国
共産党の集団的智慧の結晶であり、
中国の特色ある社会主義を発展させ
る上で長期にわたって堅持し、貫徹
すべき指導思想である。

【修正】
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No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

5

大綱
　18回党大会以来、習近平同志を主
要な代表者とする中国共産党人は、
時代の発展に順応し、新時代にどの
ような中国の特色ある社会主義を堅
持し、発展させるのか、中国の特色
ある社会主義をどのように堅持し、
発展させるのかという重要な時代的
課題に、理論と実践を結びつけて系
統的に回答し、習近平の中国の特色
ある社会主義思想を創造した。習近
平の新時代の中国の特色ある社会主
義思想は、マルクス・レーニン主義、
毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの
代表」重要思想、科学的発展観の継
承、発展であり、マルクス主義の中
国化の最新の成果であり、党と人民
の実践経験の集団的智慧の結晶であ
り、中国の特色ある社会主義理論の
重要な構成要素であり、全党全国人
民が中華民族の偉大な復興を実現す
るために奮闘する際の行動指針〔行
動指南〕であり、長期にわたって堅
持し、かつ、絶えず発展させなけれ
ばならない。習近平の新時代の中国
の特色ある社会主義思想の指導の
下、中国共産党は、全国各族人民を
指導〔領導〕して、偉大な闘争、偉
大なプロジェクト、偉大な事業、偉
大な夢の全てを掌握して〔通攬〕、
中国の特色ある社会主義が新時代に
入ったことをさらに推し進める。

【追加】

・�習近平の権力と権
威の強化

6

大綱
　改革開放以来、我々が獲得した全
ての実績と進歩の原因は、次のよう
に総括される。中国の特色ある社会
主義理論体系を形成し、中国の特色
ある社会主義制度を確立し、中国の
特色ある社会主義文化を発展させた
ことである。全党の同志は、党が多
くの苦難を経て切り拓いたこの道
路、この理論体系、この制度、この
文化をますます大切にし、長期にわ
たって堅持し、絶えず発展させ、中
国の特色ある社会主義の偉大な旗を
高く掲げ、道路の自信、理論の自信、
制度の自信、文化の自信をうち固め、
党の基本理論、基本路線、基本方略
を貫徹し、現代化建設の推進、祖国
統一の実現、世界平和の擁護と共同

大綱
　改革開放以来、我々が獲得した全
ての実績と進歩の原因は、次のよう
に総括される。中国の特色ある社会
主義理論体系を形成し、中国の特色
ある社会主義制度を確立したことで
ある。全党の同志は、党が多くの苦
難を経て切り拓いたこの道路、この
理論体系、この制度をますます大切
にし、長期にわたって堅持し、絶え
ず発展させ、中国の特色ある社会主
義の偉大な旗を高く掲げ、現代化建
設の推進、祖国統一の実現、世界平
和の擁護と共同発展の3つの大きな
歴史的任務を実現するために奮闘し
なければならない

【追加】

a）�思想統制、イデオ
ロギー工作の強化

b）�国家目標の提示、
共有
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No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

6

発展の3つの大きな歴史的任務を実
現するため、「二つの百周年」の奮
闘目標を実現し、中華民族の偉大な
復興という中国の夢を実現するため
に奮闘しなければならない

7

大綱
　わが国は、今まさに、そして、今
後も長期にわたって社会主義の初級
段階にある。これは、当初は〔原本〕
経済文化が遅れていた中国で、社会
主義の現代化をうち立てるために超
えることのできない歴史的段階であ
り、あと百年の時間が必要である。

大綱
　わが国は、今まさに、そして、今
後も長期にわたって社会主義の初級
段階にある。これは、経済文化が遅
れていた中国で、社会主義の現代化
をうち立てるために超えることので
きない歴史的段階であり、あと百年
の時間が必要である。

【追加】

・�「社会主義初級段
階」の一部見直し

8

大綱
　現段階において、わが国の社会の
主要な矛盾は、人民の日増しに増大
する素晴らしい生活〔美好生活〕へ
の必要と、不均衡・不十分な発展と
の間の矛盾である。

大綱
　現段階において、わが国の社会の
主要な矛盾は、人民の日増しに増大
する物質・文化面の必要と、遅れた
社会的生産との間の矛盾である。

【修正】

・�「主要矛盾」と発
展観の変化

9

大綱
　一部の地域と一部の人が先に豊か
になることを奨励し、貧困を逐次消
滅させ、ともに豊かになること〔共
同富裕〕を実現し、生産の発展と社
会の富の増大の基礎の上に、人民の
日増しに増大する素晴らしい生活
〔美好生活〕への必要を絶えず満足
させ、人としての全面的な発展を促
進しなければならない。

大綱
　一部の地域と一部の人が先に豊か
になることを奨励し、貧困を逐次消
滅させ、ともに豊かになることを実
現し、生産の発展と社会の富の増大
の基礎の上に、人民の日増しに増大
する物質・文化面の必要を絶えず満
足させ、人としての全面的な発展を
促進しなければならない。

【修正】

・�「主要矛盾」と発
展観の変化

10

大綱
　発展ということを、わが党の執政
と国家の振興にとっての第一の要務
とする。人民を中心とする発展の思
想を堅持し、創造革新、協調、環境、
開放、共有〔創新、協調、緑色、開
放、共享〕の発展理念を堅持しなけ
ればならない。諸般の活動は、社会
主義社会の生産力の発展に有利か否
か、社会主義国家の総合国力の強化
に有利か否か、人民の生活水準の向
上に有利か否か、これらを全ての出
発点と検証の基準とすべきであり、
　（略）

大綱
　発展ということを、わが党の執政
と国家の振興にとっての第一の要務
とする。諸般の活動は、社会主義社
会の生産力の発展に有利か否か、社
会主義国家の総合国力の強化に有利
か否か、人民の生活水準の向上に有
利か否か、これらを全ての出発点と
検証の基準とすべきであり、　（略）

【追加】

a）�「主要矛盾」と発
展観の変化

b）�18期3、4、5、6中
全会決議の強調点
の再確認

11

大綱
　中国の特色のある社会主義事業の
「五位一体」の全体的構成と「四つ
の全面」の戦略的配置に基づき、経
済建設、政治建設、文化建設、社会

大綱
　中国の特色のある社会主義事業の
全体的構成に基づき、経済建設、政
治建設、文化建設、社会建設、エコ
文明建設を全面的に推し進めなけれ

【追加・修正】

・�「四つの全面」の
明記
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No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

11

建設、エコ文明建設を総合的に推し
進め、小康社会の全面的建設、改革
の全面深化、法に基づく全面的な国
家統治、党の全面的な厳格管理をバ
ランスよく推進しなければならない。

ばならない。

12

大綱
　新しい世紀の新たな時代〔新世紀
新時代〕の経済と社会の発展の戦略
目標は、党創立百周年の際に、小康
社会を全面的に築き上げ、建国百周
年の際に、社会主義の現代化強国〔社
会主義現代化強国〕を全面的に築き
上げることである。

大綱
　新しい世紀の新たな段階〔新世紀
新段階〕の経済と社会の発展の戦略
目標は、すでに初歩的に達成した小
康水準をうち固め、発展させ、党創
立百周年の際に、十数億の人口に恩
恵が及ぶ、より高いレベルの小康社
会を築き上げ、建国百周年の際に、
1人当たりの国内総生産（GDP）が
中程度の発展を遂げた国家のレベル
に達して、現代化を基本的に実現す
ることである。

【修正】

・�国家目標の提示、
共有

13

大綱
　中国共産党の社会主義初級段階の
基本路線は、全国各民族人民を指導
〔領導〕し、団結させ、経済建設を
中心とし、四つの基本原則を堅持し、
改革開放を堅持し、自力更生と刻苦
創業により、わが国を富強、民主、
文明、調和のとれた、美しい〔美麗〕、
社会主義の現代化された強国に築き
上げるために奮闘することである。

大綱
　中国共産党の社会主義初級段階の
基本路線は、全国各民族人民を指導
〔領導〕し、団結させ、経済建設を
中心とし、四つの基本原則を堅持し、
改革開放を堅持し、自力更生と刻苦
創業により、わが国を富強、民主、
文明、調和のとれた、社会主義の現
代化された国家に築き上げるために
奮闘することである。

【追加・修正】

・�国家目標の提示、
共有

14

大綱
　中国共産党は、社会主義事業を指
導するにあたり、経済建設を中心と
し、その他の活動は全てこの中心に
従い、奉仕することを堅持しなけれ
ばならない。科学と教育による国家
振興戦略、人材強国戦略、イノベー
ション駆動戦略〔刷新駆動戦略〕、
農村振興戦略〔郷村振興戦略〕、地
域協調発展戦略、持続可能な発展戦
略、軍と民間の融合発展戦略〔軍民
融合発展戦略〕を実施し、第一の生
産力としての科学技術の役割を十分
に発揮させ、発展の第一の動力とし
てのイノベーションの役割を十分に
発揮させ、科学技術の進歩に依拠し
て、労働者の資質を高め、国民経済
のより質が高く、より効率的で、よ
り公正で、より持続可能な発展を促
進しなければならない。

大綱
　中国共産党は、社会主義事業を指
導するにあたり、経済建設を中心と
し、その他の活動は全てこの中心に
従い、奉仕することを堅持しなけれ
ばならない。時機をしっかりと掴み、
発展を速め、科学と教育による国家
振興戦略、人材強国戦略、持続可能
な発展戦略を実施し、第一の生産力
としての科学技術の役割を十分に発
揮させ、科学技術の進歩に依拠して、
労働者の資質を高め、国民経済の立
派で急速な発展を促進しなければな
らない。

【追加・修正】
〈�「1つの中心、2つ

の基本点」のうち、
1つの中心＝経済
建設〉に関する記
述

・�「主要矛盾」と発
展観の変化
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No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

15

大綱
　改革開放の堅持は、われわれの強
国の道である。改革開放を進めてこ
そはじめて、中国を発展させ、社会
主義を発展させ、マルクス主義を発
展させることができる。改革を全面
的に深化させ、中国の特色ある社会
主義制度をより優れたものにし、発
展させ、国家のガバナンス能力とガ
バナンスシステムの現代化を推進し
なければならない。生産力の発展を
束縛している経済体制を根本から改
革し、社会主義市場経済体制を堅持
し、それをより優れたものにしなけ
ればならない。また、これに対応し
て、政治体制改革とその他の分野の
改革を行わなければならない。対外
開放の基本国策を堅持し、人類社会
が創造した全ての文明の成果を吸収
し、参考にしなければならない。改
革開放にあたっては、……改革の政
策決定の科学性を高め、改革の系統
性、全体性共同性〔系統性、整体性、
共同性〕に一層の注意を払い、実践
の中で新たな道を切り拓いていかね
ばならない。

大綱
　改革開放の堅持は、われわれの強
国の道である。改革開放を進めてこ
そはじめて、中国を発展させ、社会
主義を発展させ、マルクス主義を発
展させることができる。生産力の発
展を束縛している経済体制を根本か
ら改革し、社会主義市場経済体制を
堅持し、それをより優れたものにし
なければならない。また、これに対
応して、政治体制改革とその他の分
野の改革を行わなければならない。
対外開放の基本国策を堅持し、人類
社会が創造した全ての文明の成果を
吸収し、参考にしなければならない。
改革開放にあたっては、……改革の
政策決定の科学性を高め、改革措置
の整合性〔協調性〕を強め、実践の
中で新たな道を切り拓いていかねば
ならない。

【追加・修正】
〈�「1つの中心、2つ

の基本点」のうち、
2つめの基本点＝
改革開放〉に関す
る記述

・�18期3、4、5、6中
全会決議の強調点
の再確認

16

大綱
　中国共産党は、人民を指導〔領導〕
して、社会主義市場経済を発展させ
る。……資源配分における市場の決
定的役割を発揮させ、政府の役割を
よりよく発揮させ、充実化したマク
ロコントロールシステムを構築す
る。……経済構造を調整し、経済の
発展パターンを転換させ、サプライ
サイド構造改革〔供給性決構性改革〕
を推進する。新しいタイプの工業化
〔新型工業化〕、情報化、都市化、
農業現代化の歩調のとれた発展を促
し、社会主義新農村を建設し、中国
の特色のある新しいタイプの工業化
の道を歩み、革新型国家と世界科学
技術強国を建設する。

大綱
　中国共産党は、人民を指導〔領導〕
して、社会主義市場経済を発展させ
る。……資源配分における市場の基
礎的役割を発揮させ、充実化したマ
クロコントロールシステムを構築す
る。……経済構造を調整し、経済の
発展パターンを転換させる。工業化、
情報化、都市化、農業現代化の歩調
のとれた発展を促し、社会主義新農
村を建設し、中国の特色のある新し
いタイプの工業化〔新型工業化〕の
道を歩み、革新型国家を建設する。

【追加・修正】
〈�「五位一体」のう

ち、経済建設〉に
関する記述

・�18期3、4、5、6中
全会決議の強調点
の再確認

17

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義の民主政治を発展させる。党
の指導、人民の主人公としての地位、
法に基づく国家統治の有機的統一を
堅持し、中国の特色のある社会主義

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義の民主政治を発展させる。党
の指導、人民の主人公としての地位、
法に基づく国家統治の有機的統一を
堅持し、中国の特色のある社会主義

【追加・修正】
〈�「五位一体」のう

ち、政治建設〉に
関する記述
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17

政治の発展の道を歩み、社会主義の
民主を拡大し、中国の特色ある社会
主義の法治システム〔中国特色社会
主義法治体系〕を確立し、社会主義
の法秩序を整備し、社会主義の法治
国家を建設し、人民民主主義独裁を
強固にし、社会主義の政治文明を作
り上げる。……より広範で、より充
実し、より健全な人民民主を発展さ
せ、協商民主の広範で、多層の、制
度化された発展を推し進め、人民が
国家と社会の事柄を管理し、経済と
文化の事業を管理する権利を適切に
保障する。人権を尊重し、保障する。
　（略）

政治の発展の道を歩み、社会主義の
民主を拡大し、社会主義の法制度〔法
制〕を整備し、社会主義の法治国家
を建設し、人民民主主義独裁を強固
にし、社会主義の政治文明を作り上
げる。……より広範で、より充実し、
より健全な人民民主を発展させ、人
民が国家と社会の事柄を管理し、経
済と文化の事業を管理する権利を適
切に保障する。人権を尊重し、保障
する。　（略）

・�18期3、4、5、6中
全会決議の強調点
の再確認

18

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義の先進的文化を発展させる。
……愛国主義を核心とする民族精神
と創造革新を核心とする時代精神を
発揚し、社会主義の核心的価値観を
育成し、実践し、社会主義の栄辱観
を唱導し、民族の自尊・自信・自強
の精神を強め、資本主義と封建主義
の腐敗した思想の侵食を防ぎ止め、
各種の社会的に醜悪な現象を一掃
し、わが国の人民が理想、道徳、教
養、規律のある人民となるよう努め
る。……教育、科学、文化事業の発
展に大いに力を入れ、中華の優秀な
伝統文化の創造的転化と創造的発展
を促し、革命文化を継承し、社会主
義の先進文化を発展させ、国家の文
化的ソフトパワーを高める。イデオ
ロギー活動の指導権〔領導権〕をしっ
かりと掌握し、イデオロギー分野に
おけるマルクス主義の指導的地位を
絶えず強固にし、全党全国人民の団
結奮闘の共同の思想的基礎をうち固
める。

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義の先進的文化を発展させる。
……愛国主義を核心とする民族精神
と創造革新を核心とする時代精神を
発揚し、社会主義の栄辱観を唱導し、
民族の自尊・自信・自強の精神を強
め、資本主義と封建主義の腐敗した
思想の侵食を防ぎ止め、各種の社会
的に醜悪な現象を一掃し、わが国の
人民が理想、道徳、教養、規律のあ
る人民となるよう努める。……教育、
科学、文化事業の発展に大いに力を
入れ、民族の優秀な伝統文化を発揚
し、社会主義の文化を繁栄、発展さ
せる。

【追加・修正】
〈�「五位一体」のう

ち、文化建設〉に
関する記述

a）�「社会主義の核心
的価値観」の明記

b）�「中華」ナショナ
リズムの強調

c）�思想統制、イデオ
ロギー工作の強化

19

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義の調和のとれた社会を構築す
る。……民生の保障と改善を重点と
し、人民が最も関心を持ち、最も直
接的で、最も現実的な利益の問題を
立派に解決し、発展の成果をより多
く、より公平に全人民に行き渡らせ
るようにして、人民大衆の獲得感を

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義の調和のとれた社会を構築す
る。……民生の保障と改善を重点と
し、人民が最も関心を持ち、最も直
接的で、最も現実的な利益の問題を
立派に解決し、発展の成果をより多
く、より公平に全人民に行き渡らせ
るようにして、全人民がそれぞれの

【追加】
〈�「五位一体」のう

ち、社会建設〉に
関する記述

a）�「主要矛盾」と発
展観の変化
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19

絶えず強め、全人民がそれぞれの能
力を尽くして働き、またそれぞれに
得ることがき、かつ、相睦まじく共
存できる状況を努力して作り出す。
……社会治安の総合管理〔社会治安
綜合治理〕を強化し、国家の安全と
利益を損ない、社会の安定と経済の
発展を損なう犯罪行為と犯罪者を、
法に基づいて断固取り締まり、社会
の長期安定を維持する。総合的国家
安全観〔総体国家安全観〕を堅持し、
国家の主権、安全、発展の利益を断
固として守る。

能力を尽くして働き、またそれぞれ
に得ることがき、かつ、相睦まじく
共存できる状況を努力して作り出
す。……社会治安の総合管理を強化
し、国家の安全と利益を損ない、社
会の安定と経済の発展を損なう犯罪
行為と犯罪者を、法に基づいて断固
取り締まり、社会の長期安定を維持
する。

b）�「総合的国家安全
観」の明記

20

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義のエコ文明を作り上げる。自
然を尊重し、自然に順応し、自然を
保護するエコ文明の理念を確立し、
緑水青山は金山銀山に等しい〔緑水
青山就是金山銀山〕との意識を強め、
……生産が発展し、生活が豊かにな
り、生態環境が良好であるとの文明
的発展の道を堅持する。資源節約型
社会、環境にやさしい社会の構築に
注力し、最も厳格なエコ環境保護の
制度を実行し、……人民のために良
好な生産生活環境を創造し、中華民
族の永続的な発展を実現する。

大綱
　中国共産党は人民を指導して、社
会主義のエコ文明を作り上げる。自
然を尊重し、自然に順応し、自然を
保護するエコ文明の理念を確立し、
……生産が発展し、生活が豊かにな
り、生態環境が良好であるとの文明
的発展の道を堅持する。資源節約型
社会、環境にやさしい社会の構築に
注力し、……人民のために良好な生
産生活環境を創造し、中華民族の永
続的な発展を実現する。

【追加】
〈�「五位一体」のう

ち、エコ文明建設〉
に関する記述

・環境保護の推進

21

大綱
　中国共産党は、人民解放軍とその
他の人民武装力に対する絶対的指導
〔絶対領導〕を堅持し、習近平強軍
思想を貫徹し、人民解放軍の建設を
強化し、政治による軍隊建設、改革
による軍隊強化、科学技術による軍
隊振興、法に基づく軍隊統治〔政治
建軍、改革強軍、科技興軍、依法治
軍〕を堅持し、党の指揮に従い、戦
いに勝利し、活動の風紀に優れた〔聴
党指揮、能打勝仗、作風優良〕人民
の軍隊を作り上げ、人民解放軍が新
世紀新時代における軍隊の歴史的使
命を履行することを着実に保証し、
国防強化、祖国防衛、及び、社会主
義現代化建設に参加する中での人民
解放軍の役割を十分に発揮させる。

大綱
　中国共産党は、人民解放軍とその
他の人民武装力に対する指導〔領導〕
を堅持し、人民解放軍の建設を強化
し、人民解放軍が新世紀新段階にお
ける軍隊の歴史的使命を履行するこ
とを着実に保証し、国防強化、祖国
防衛、及び、社会主義現代化建設に
参加する中での人民解放軍の役割を
十分に発揮させる。

【追加】
〈�軍事、安全保障政

策〉に関する記述

a）�軍に対する党の
「絶対的」指導

b）�習近平の権力と権
威の強化

22
大綱
　中国共産党は平等、団結、互助、
調和のとれた社会主義の民族関係を

大綱
　中国共産党は平等、団結、互助、
調和のとれた社会主義の民族関係を

【追加】
〈�統一戦線政策〉に

関する記述
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22

擁護し、発展させ、少数民族の幹部
を積極的に養成、選抜し、少数民族
と民族地区の経済、文化、社会事業
の発展に助力し、中華民族の共同体
意識をしっかりと作り上げ〔鋳牢〕、
各民族がともに団結奮闘し、ともに
繁栄発展することを実現する。　
（略）

擁護し、発展させ、少数民族の幹部
を積極的に養成、選抜し、少数民族
と民族地区の経済、文化、社会事業
の発展に助力し、各民族がともに団
結奮闘し、ともに繁栄発展すること
を実現する。　（略）

・�「中華」ナショナ
リズムの強調

23

大綱
　中国共産党は全国各民族の労働
者、農民、知識人と団結し、民主諸
党派、無党派人士、各民族の愛国的
勢力と団結して、全ての社会主義の
労働者、社会主義事業の建設者、社
会主義を支持する愛国者、祖国統一
を擁護し、中華民族の偉大な復興に
尽力する愛国者からなる最も広範な
愛国統一戦線をいっそう発展させ、
拡大する。　（略）

大綱
　中国共産党は全国各民族の労働
者、農民、知識人と団結し、民主諸
党派、無党派人士、各民族の愛国的
勢力と団結して、全ての社会主義の
労働者、社会主義事業の建設者、社
会主義を支持する愛国者、祖国統一
を擁護する愛国者からなる最も広範
な愛国統一戦線をいっそう発展さ
せ、拡大する。　（略）

【追加】
〈�統一戦線政策〉に

関する記述

・�「中華」ナショナ
リズムの強調

24

大綱
　中国共産党は独立自主の平和外交
政策を堅持し、平和発展の道を堅持
し、互恵とウィンウィンの開放戦略
を堅持し、……わが国の改革開放と
現代化建設に有利な国際環境を勝ち
取るよう努力する。国際問題の処理
には、道義と利益をめぐる正確な観
念〔義利観〕を堅持し、わが国の独
立と主権を守り、覇権主義と強権政
治に反対し、世界の平和を擁護し、
人類の進歩を促進し、人類運命共同
体の構築を推進し、恒久平和、共同
繁栄の調和のとれた世界の構築を努
力して推し進める。……わが国と周
辺諸国との善隣友好関係を絶えず発
展させ、発展途上国との団結と協力
を強化する。ともに協議し、ともに
作り上げ、成果をともにする〔共商
共建共享〕という原則を遵守して、
「一帯一路」の建設を推し進める。
　（略）

大綱
　中国共産党は独立自主の平和外交
政策を堅持し、平和発展の道を堅持
し、互恵とウィンウィンの開放戦略
を堅持し、……わが国の改革開放と
現代化建設に有利な国際環境を勝ち
取るよう努力する。国際問題の処理
には、わが国の独立と主権を守り、
覇権主義と強権政治に反対し、世界
の平和を擁護し、人類の進歩を促進
し、恒久平和、共同繁栄の調和のと
れた世界の構築を努力して推し進め
る。……わが国と周辺諸国との善隣
友好関係を絶えず発展させ、発展途
上国との団結と協力を強化する。　
（略）

【追加】
〈�外交政策〉に関す

る記述

a）�「人類運命共同体」
の明記

b）�「一帯一路」構想
の明記

25

大綱
　中国共産党が全国の各民族人民を
指導して、「二つの百周年」の奮闘
目標と中華民族の偉大な復興を成し
遂げるという中国の夢を実現するに
は、必ずや党の基本路線を中心に据
えて、党が党自身を管理し、党を全
面的かつ厳格に治め〔党要管党、全

大綱
　中国共産党が全国の各民族人民を
指導して、社会主義現代化の偉大な
目標を実現するには、必ずや党の基
本路線を中心に据えて、党の執政能
力建設、先進性と純潔性の建設を強
化し、改革と創造革新の精神によっ
て党建設の新しい偉大なプロジェク

【追加・修正】
〈�党建設〉に関する

記述

a）�国家目標の提示、
共有
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25

面厳従治党〕、党の長期執政能力建
設、先進性と純潔性の建設を強化し、
改革と創造革新の精神によって党建
設の新しい偉大なプロジェクトを全
面的に推進し、党の政治建設を筆頭
〔統領〕とし、党の政治建設、党の
思想建設、組織建設、活動の風紀〔作
風〕の建設、規律建設を全面的に推
進し、制度建設を中心として貫きつ
つ、反腐敗闘争を深く掘り下げて推
進し、党建設の科学化のレベルを全
面的に高めなければならない。公の
ために立党し、人民のために政治を
行うことを堅持し、党の優れた伝統
と活動の風紀を発揚することを堅持
し、党の指導水準と執政水準を絶え
ず高め、腐敗を拒み、変質を防ぎ、
リスク防止の能力を高め、自己浄化、
自己改善、自己革新、自己向上の能
力を絶えず高め、党の階級的基盤を
絶えず強化し、党の大衆的基盤を拡
大し、　（略）

トを全面的に推進し、党の思想建設、
組織建設、活動の風紀の建設、反腐
敗と清廉政治の建設、制度建設を総
合的に推進し、党建設の科学化のレ
ベルを全面的に高めなければならな
い。公のために立党し、人民のため
に政治を行うことを堅持し、党が党
自身を管理し、党を厳格に治め、党
の優れた伝統と活動の風紀を発揚す
ることを堅持し、党の指導水準と執
政水準を絶えず高め、腐敗を拒み、
変質を防ぎ、リスク防止の能力を高
め、党の階級的基盤を絶えず強化し、
党の大衆的基盤を拡大し、　（略）

b）�「党の長期執政能
力」の構築

→�一党支配の堅持、
党の指導の強化

c）党建設の内容変更
→�習近平の権力と権

威の強化

d）�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

26

大綱
　党の建設では、次の五つの基本的
要求を断固実現しなければならない。
　第一、党の基本路線を堅持する。
全党は鄧小平理論、「三つの代表」
重要思想、科学的発展観、習近平の
中国の特色ある社会主義思想、及び、
党の基本路線によって、思想を統一
し、行動を統一し、かつ、それらを
揺るぐことなく長期にわたって堅持
しなければならない。改革開放と四
つの基本原則を統一させ、党の基本
路線を全面的に実行し、全ての「左」
と右の誤った傾向に反対し、右も警
戒するが、主には「左」を防止しな
ければならない。各級の指導グルー
プの建設を強化し、党と人民が必要
とする立派な幹部を育成、選抜し、
社会主義事業の後継者を多く育成
し、組織面から党の基本理論、基本
路線、基本方略の貫徹実行を保障す
る。

大綱
　党の建設では、次の四つの基本的
要求を断固実現しなければならない。
　第一、党の基本路線を堅持する。
全党は鄧小平理論、「三つの代表」
重要思想、科学的発展観、及び、党
の基本路線によって、思想を統一し、
行動を統一し、かつ、それらを揺る
ぐことなく長期にわたって堅持しな
ければならない。改革開放と四つの
基本原則を統一させ、党の基本路線
を全面的に実行し、社会主義初級段
階における党の基本綱領を全面的に
執行し、全ての「左」と右の誤った
傾向に反対し、右も警戒するが、主
には「左」を防止しなければならな
い。各級の指導グループの建設を強
化し、改革開放と社会主義現代化建
設の中で際立った政治的実績を上
げ、大衆の信任の厚い幹部を選抜、
登用し、社会主義事業の後継者を多
く育成し、組織面から党の基本理論、
基本路線、基本綱領、基本的経験の
貫徹実行を保障する。

【追加・削除】
〈党建設の基本的要
求〉に関する記述

a）�習近平の権力と権
威の強化

b）�「社会主義初級段
階」の一部見直し

27
大綱
　第三、誠心誠意、人民への奉仕を
堅持する。党は労働者階級と最も広

大綱
　第三、誠心誠意、人民への奉仕を
堅持する。党は労働者階級と最も広

【修正・削除】
〈�党建設の基本的要

求〉に関する記述
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27

範な人民大衆の利益のほかに、自己
の特殊な利益を持たない。……わが
党の最大の政治的優位は大衆と緊密
に結びついていることであり、執政
後の党にとって最大の危険は大衆か
ら遊離することである。党の活動の
風紀〔作風〕の問題、党と人民大衆
との連携の問題は、党の危急存亡に
関わる問題である。党は、自らの活
動において大衆路線を実行し、全て
は大衆のために、全てを大衆に依拠
し、大衆の中から大衆の中へと、党
の正しい主張を大衆の自覚的な行動
に変えていく。

範な人民大衆の利益のほかに、自己
の特殊な利益を持たない。……党は、
自らの活動において大衆路線を実行
し、全ては大衆のために、全てを大
衆に依拠し、大衆の中から大衆の中
へと、党の正しい主張を大衆の自覚
的な行動に変えていく。わが党の最
大の政治的優位は大衆と緊密に結び
ついていることであり、執政後の党
にとって最大の危険は大衆から遊離
することである。党の活動の風紀の
問題、党と人民大衆との連携の問題
は、党の危急存亡に関わる問題であ
る。そのために党は、末端と根本の
問題をともに解決し、総合管理を行
い、懲罰と予防の両面に力を入れつ
つ、予防を重視するという方針を堅
持し、腐敗の懲罰・予防システムの
確立と整備を図り、腐敗にたゆむこ
となく反対し、党の活動の風紀の建
設と清廉政治の建設を強化する。

・�大衆からの政治的
遊離への警告と、
「大衆路線」の説
明の順番を入れ替
え

→�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化については、第
五の義務として独
立させ、この部分
では削除

28

大綱
　第四、民主集中制を堅持する。
……正確な集中を実行して、政治意
識、大局意識、核心意識、一致団結
意識〔看斉意識〕をしっかりと樹立
し、習近平同志を核心とする党中央
の権威と集中統一指導〔領導〕を揺
るぐことなく擁護し、全党の団結統
一と行動の一致を保証し、党の決定
が迅速かつ効果的に貫徹執行される
よう保証しなければならない。党内
の政治生活を強め、規則化〔規範化〕
し、党内の政治生活の政治性、時代
性、原則性、戦闘性を強化し、積極
的で健康的な党内の政治文化を発展
させ、清廉で風紀が正しい良好な政
治生態〔政治生態〕を作り出す。党
は、自己の政治生活の中で批判と自
己批判を正しく繰り広げ、原則的問
題では思想闘争を行い、真理を堅持
し、誤りを是正する。　（略）

大綱
　第四、民主集中制を堅持する。
……正確な集中を実行して、全党の
団結統一と行動の一致を保証し、党
の決定が迅速かつ効果的に貫徹執行
されるよう保証しなければならな
い。組織性と規律性を強化し、党の
規律の前では皆が平等である。党の
指導機関と党員指導幹部、特に主要
な指導幹部に対する監督を強化し、
党内の監督制度を絶えず充実させ
る。党は、自己の政治生活の中で批
判と自己批判を正しく繰り広げ、原
則的問題では思想闘争を行い、真理
を堅持し、誤りを是正する。　（略）

【追加・削除】
〈�党建設の基本的要

求〉に関する記述

a）�習近平の権力と権
威の強化

b）�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

→�党内監督について
は、第五の義務と
して独立させ、こ
の部分では削除

29

第五、党を厳格に管理し、党を厳格
に治める〔従厳管党治党〕ことを堅
持する。党の全面的で厳格な管理は、
永遠に道半ばである。新たな情勢の
下、党が直面している執政の試練、
改革開放の試練、市場経済の試練、
外部環境の試練は、長期的で、複雑

【追加】
〈�党建設の基本的要

求〉に関する記述

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化
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29

で、厳しいものであり、精神弛緩の
危険、能力不足の危険、大衆遊離の
危険、消極腐敗の危険は、全党の前
にさらに激しく迫っている。厳格な
基準、厳格な措置を、党を管理し、
党を治めることの全過程と各方面の
中心を貫くようにしなければならな
い。規則に基づいて党を治め、末端
と根本の問題をともに解決すること
を堅持し、規律を前面に押し出すこ
とを堅持し、組織性と規律性を強化
し、党の規律の前ではみなが平等で
ある。党を管理し、党を治めること
の主体的責任と監督責任を強め、党
の指導機関と党員指導幹部、特に主
要な指導幹部に対する監督を強化
し、党内の監督システムを絶えず充
実させる。党の活動の風紀と清廉な
政治の建設、及び、反腐敗闘争を深
く掘り下げて推進し、一切容赦しな
いとの態度で腐敗を処罰し、不正を
敢えてせず、不正ができず、不正を
したくないという有効なメカニズム
を構築する。

30

大綱
　中国共産党の指導〔領導〕は、中
国の特色ある社会主義の最も本質的
な特徴であり、中国の特色ある社会
主義制度の最大の優位性である。党、
政、軍、民、学の各方面、東西南北
中の全国各地で、党は全てを指導す
る〔党政軍民学，東西南北中，党是
領導一切的〕。……党は、憲法と法
律の範囲内で活動しなければならな
い。党は、国家の立法機関、司法機
関、行政機関、監察機関、経済文化
組織、人民団体が、積極的かつ主体
的に、独立して責任を負い、一致協
力して活動できるよう保証しなけれ
ばならない。党は、労働組合、共産
主義青年団、婦女連合会などの大衆
組織と団組織〔群団組織〕への指導
を強化し、それらが政治性・先進性・
大衆性を保ち、強めるようにさせ、
その役割を十分に発揮させるべきで
ある。　（略）

大綱
　党の指導〔領導〕は、主として政
治、思想、組織面での指導である。
……党は、憲法と法律の範囲内で活
動しなければならない。党は、国家
の立法機関、司法機関、行政機関、
経済文化組織、人民団体が、積極的
かつ主体的に、独立して責任を負い、
一致協力して活動できるよう保証し
なければならない。党は、労働組合、
共産主義青年団、婦女連合会などの
大衆組織〔群衆組織〕への指導を強
化し、その役割を十分に発揮させる
べきである。　（略）

【追加・修正】

a）�一党支配の堅持、
党の指導の強化

b）�国家機関に、監察
機関を追加

31 第1章　党員
第3条　党員の義務

第1章　党員
第3条　党員の義務

【追加】
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31

（1�）マルクス・レーニン主義、毛沢
東思想、鄧小平理論、「三つの代表」
重要思想、科学的発展観、習近平
の新時代の中国の特色ある社会主
義思想を真剣に学び、党の路線、
方針、政策、決議を学び、党の基
礎知識を学び、科学、文化、法律、
業務の知識を学び、人民に奉仕す
る能力を努力して高める。

（1�）マルクス・レーニン主義、毛沢
東思想、鄧小平理論、「三つの代表」
重要思想、科学的発展観を真剣に
学び、党の路線、方針、政策、決
議を学び、党の基礎知識を学び、
科学、文化、法律、業務の知識を
学び、人民に奉仕する能力を努力
して高める。

・�習近平の権力と権
威の強化

32

第1章　党員
第3条　党員の義務
（4�）党の規律、〔なかでも〕第一に党

の政治規律と政治規矩を自覚的に
順守し、国家の法律法規を模範的
に順守し、党と国家の秘密を厳格
に保持し、党の決定を実行し、組
織による配属に服従し、党の任務
を積極的に完成させる。

第1章　党員
第3条　党員の義務
（4�）党の規律を自覚的に順守し、国

家の法律法規を模範的に順守し、
党と国家の秘密を厳格に保持し、
党の決定を実行し、組織による配
属に服従し、党の任務を積極的に
完成させる。

【追加】

・�習近平の権力と権
威の強化

33

第1章　党員
第3条　党員の義務
（6�）批判と自己批判を適切に繰り広

げ、党の原則に反する言行、活動
の中での欠点と誤りを、勇気を
もって摘発、是正し、消極的で腐
敗した現象と断固闘う。

第1章　党員
第3条　党員の義務
（6�）批判と自己批判を着実に繰り広

げ、活動の中での欠点と誤りを、
勇気をもって摘発、是正し、消極
的で腐敗した現象と断固闘う。

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

34

第1章　党員
第3条　党員の義務
（8�）社会主義の新たな気風を広め、

社会主義の核心的価値観と社会主
義の栄辱観を率先して実践し、共
産主義の道徳を提唱し、中華民族
の伝統的美徳を発揚し、国家と人
民の利益を守るため、いかなる困
難と危機に臨んでも、勇敢に事に
当たり、英雄的に闘い、犠牲を恐
れない。

第1章　党員
第3条　党員の義務
（8�）社会主義の新たな気風を広め、

社会主義の栄辱観を率先して実践
し、共産主義の道徳を提唱し、国
家と人民の利益を守るため、いか
なる困難と危機に臨んでも、勇敢
に事に当たり、英雄的に闘い、犠
牲を恐れない。

【追加】

・�思想統制、イデオ
ロギー工作の強化

35

第1章　党員
第�5条　党員をリクルートする際に

は、政治的基準を第一位に置き、
党の支部を通じて、個別に入党さ
せるという原則を堅持しなければ
ならない。

第1章　党員
第�5条　党員をリクルートする際に

は、党の支部を通じて、個別に入
党させるという原則を堅持しなけ
ればならない。

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

36

第2章　党の組織制度
第�14条　党中央と省、自治区、直轄

市の党委員会は、巡視制度を実行
し、毎任期内に、所管の地方、部
門、企業事業単位の党組織に対し、
巡視の全面カバーを実現する。

第2章　党の組織制度
第13条　（略）
　�　党中央と省、自治区、直轄市の

党委員会は、巡視制度を実行する。

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化
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36

�　中央の関係する部門と委員会、
国家機関の部門の党グループ（党
委員会）は、活動の必要に応じて、
巡視活動を繰り広げる。
�　市（地区、州、盟）と県（市、
区、旗）の党委員会は、巡察制度
をうち立てる。

37

第3章　党の中央組織
第20条　党の全国代表大会の職権
（2�）中央規律検査委員会の報告を審

査する。

第3章　党の中央組織
第19条　党の全国代表大会の職権
（2�）中央規律検査委員会の報告を、

聴取し、審査する。

【削除】

・�No.40の地方各級
代表大会の修正と
同じ

38

第3章　党の中央組織
第23条　（略）
　�　党の中央軍事委員会の構成員

は、中央委員会が決定し、中央軍
事委員会は主席責任制を実行する。

第3章　党の中央組織
第22条　（略）
　�　党の中央軍事委員会の構成員

は、中央委員会が決定する。

【追加】

・�習近平の権力と権
威の強化

《参考》
中華人民共和国憲法
第�4節　中央軍事委

員会
第93条　（略）
　中央軍事委員会は
主席責任制を実行す
る。

39

第3章　党の中央組織
第�24条　中国人民解放軍の党組織

は、中央委員会の指示に基づいて
活動する。中央軍事委員会は、軍
隊における党の活動と政治活動に
責任を負い、軍隊における党組織
の制度と機構について規定を行う。

第3章　党の中央組織
第�23条　中国人民解放軍の党組織

は、中央委員会の指示に基づいて
活動する。中央軍事委員会の政治
活動機関は、中国人民解放軍総政
治部であり、総政治部は軍隊にお
ける党の活動と政治活動の管理に
責任を負う。軍隊における党組織
の制度と機構は、中央軍事委員会
が規定を行う。

【修正】

・�軍改革の進捗状況
への対応

40

第4章　党の地方組織
第�26条　党の地方各級代表大会の職

権
（2�）同級の規律検査委員会の報告を

審査する。

第4章　党の地方組織
第�25条　党の地方各級代表大会の職

権
（2�）同級の規律検査委員会の報告を、

聴取し、審査する。

【削除】

・�No.37の全国代表
大会の修正と同じ

41

第5章　党の末端〔基層〕組織
第�31条　党の末端委員会、総支部委

員会、支部委員会は、各期の任期
を3 ～ 5年とする。末端委員会、
総支部委員会、支部委員会の書記、
副書記を選出した後は、上級の党
組織に報告し、承認を得なければ
ならない。

第5章　党の末端組織
第�30条　党の末端委員会は各期の任

期を3 ～ 5年とし、総支部委員会、
支部委員会は各期の任期を2 ～ 3
年とする。末端委員会、総支部委
員会、支部委員会の書記、副書記
を選出した後は、上級の党組織に
報告し、承認を得なければならない。

【修正】

・�末端党組織の幹部
任期の統一
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42

第5章　党の末端組織
第32条　党の末端組織の任務
（2�）党員を動員して、マルクス・レー

ニン主義、毛沢東思想、鄧小平理
論、「三つの代表」重要思想、科
学的発展観、習近平の新時代の中
国の特色ある社会主義思想を真剣
に学び、「両学一做」〔「中国共産
党の規約と規則を学び、習近平総
書記の一連の重要講話の精神を学
習し、基準に適った党員になる」〕
学習教育の常態化、制度化を進め、
党の路線、方針、政策、決議を学
び、党の基礎知識を学び、科学、
文化、法律、業務の知識を学ぶ。

第5章　党の末端組織
第31条　党の末端組織の任務
（2�）党員を動員して、マルクス・レー

ニン主義、毛沢東思想、鄧小平理
論、「三つの代表」重要思想、科
学的発展観を真剣に学び、党の路
線、方針、政策、決議を学び、党
の基礎知識を学び、科学、文化、
法律、業務の知識を学ぶ。

【追加】

・�習近平の権力と権
威の強化

43

第5章　党の末端組織
第32条　党の末端組織の任務
（3�）党員に対し、教育、管理、監督、

サービスを行い、党員の資質を高
め、理想と信念をうち固め、党性
を強化し、党の組織生活を厳格に
し、批判と自己批判を繰り広げ、
党の規律を守り実行し、党員が義
務を確実に履行するよう監督し、
党員の権利が侵されないことを保
障する。　（略）

第5章　党の末端組織
第31条　党の末端組織の任務
（3�）党員に対し、教育、管理、監督、

サービスを行い、党員の資質を高
め、党性を強化し、党の組織生活
を厳格にし、批判と自己批判を繰
り広げ、党の規律を守り実行し、
党員が義務を確実に履行するよう
監督し、党員の権利が侵されない
ことを保障する。　（略）

【追加】

・�思想統制、イデオ
ロギー工作の強化

44

第5章　党の末端組織
第32条　党の末端組織の任務
（7�）党員幹部、その他全ての公職要

員が、国家の法律法規〔国家法律
法規〕を厳格に順守し、国家の財
政経済の法規と人事制度を厳格に
順守し、国家と集団、大衆の利益
を侵害しないように監督する。

第5章　党の末端組織
第31条　党の末端組織の任務
（7�）党員幹部、その他全ての公職要

員が、国家の法律と政治の規律〔国
法政紀〕を厳格に順守し、国家の
財政経済の法規と人事制度を厳格
に順守し、国家と集団、大衆の利
益を侵害しないように監督する。

【修正】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

45

第5章　党の末端組織
第32条　党の末端組織の任務
（8�）党員と大衆が不良な傾向を自覚

的に防止し、各種の規律違反と法
律違反〔違紀違法〕の行為と断固
闘うよう教育する。

第5章　党の末端組織
第31条　党の末端組織の任務
（8�）党員と大衆が不良な傾向を自覚

的に防止し、各種の違法な犯罪〔違
法犯罪〕行為と断固闘うよう教育
する。

【修正】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

46

第5章　党の末端組織
第�33条　街道、郷、鎮の党の末端委

員会と村、コミュニティ〔社区〕
の党組織は、当該地域の活動と末
端の社会管理〔基層社会治理〕を
指導〔領導〕し、行政組織、経済
組織、大衆自治組織がその職権を
十分に行使できるように支持、保
証する。　（略）

第5章　党の末端組織
第�33条　街道、郷、鎮の党の末端委

員会と村、コミュニティの党組織
は、当該地域の活動を指導〔領導〕
し、行政組織、経済組織、大衆自
治組織がその職権を十分に行使で
きるように支持、保証する。　（略）

【追加】

・社会統制の強化
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47

第5章　党の末端組織
第33条　（略）

�　国有企業の党委員会（党グルー
プ）は、指導的役割〔領導作用〕
を発揮し、方向性をつかみ、大局
を管理し、実行性を確保し、規定
に基づいて、企業の重大事項を討
論し、決定する。国有企業と集団
所有制企業の党の末端組織は、企
業の生産経営を中心に活動を行
う。当該企業における党と国家の
方針、政策の貫徹執行を保証し、
監督する。……党組織自体の建設
を強め、思想政治活動、精神文明
建設、労働組合、共産主義青年団
などの大衆組織・団組織〔群団組
織〕を指導する。

第5章　党の末端組織
第32条　（略）
　�　国有企業と集団所有制企業の党

の末端組織は、政治的核心の役割
を発揮し、企業の生産経営を中心
に活動を行う。当該企業における
党と国家の方針、政策の貫徹執行
を保証し、監督する。……党組織
自体の建設を強め、思想政治活動、
精神文明建設、労働組合、共産主
義青年団などの大衆組織〔群衆組
織〕を指導する。

【追加・修正】

・社会統制の強化

・�「群団組織」の用
語 統 一（No.48、
No.49、No.68に同
じ）

48

第5章　党の末端組織
第33条　（略）
　�　非公有制経済組織の党の末端組

織は、党の方針、政策を貫徹し、
企業が国家の法律法規を順守する
よう導き、労働組合、共産主義青
年団などの大衆組織・団組織〔群
団組織〕を指導し、職員と労働者、
大衆を団結、結集させ、各方面の
合法的な権利と利益を守り、企業
の健全な発展を促進する。

第5章　党の末端組織
第32条　（略）
　�　非公有制経済組織の党の末端組

織は、党の方針、政策を貫徹し、
企業が国家の法律法規を順守する
よう導き、労働組合、共産主義青
年団などの大衆組織〔群衆組織〕
を指導し、職員と労働者、大衆を
団結、結集させ、各方面の合法的
な権利と利益を守り、企業の健全
な発展を促進する。

【修正】

・�「群団組織」の用
語統一

49

第5章　党の末端組織
第33条　（略）

�　社会組織の党の末端組織は、党
の路線、方針、政策を宣伝実行し、
労働組合、共産主義青年団などの
大衆組織・団組織を指導し、党員
を教育管理し、大衆を先導し大衆
に奉仕し、事業の発展を推進する。

【追加】

・社会管理の強化

50

第5章　党の末端組織
第33条　（略）
　�　行政指導者責任制を実行してい

る事業単位の党の末端組織は、戦
闘堡塁〔戦闘堡塁〕の役割を発揮
する。党委員会指導下での行政指
導者責任制を実行している事業単
位の党の末端組織は、重要問題に
ついて討議し、決定を下し、同時
に、行政指導者が自身の職権を十
分に行使できるように保証する。

第5章　党の末端組織
第32条　（略）
　�　行政指導者責任制を実行してい

る事業単位の党の末端組織は、政
治的核心〔政治核心〕の役割を発
揮する。党委員会指導下での行政
指導者責任制を実行している事業
単位の党の末端組織は、重要問題
について討議し、決定を下し、同
時に、行政指導者が自身の職権を
十分に行使できるように保証する。

【修正】

・�「行政事業者責任
制を実行している
事業単位」での、
党組織に対する行
政指導者の優越
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51

第5章　党の末端組織
第33条　（略）
　�　各級の党と国家機関の党の末端

組織は、行政責任者による任務の
完成と活動の改善を助け、行政責
任者を含む全ての党員に対して、
教育、管理、監督を行うが、当該
単位の業務活動は指導〔領導〕し
ない。

第5章　党の末端組織
第32条　（略）
　�　各級の党と国家機関の党の末端

組織は、行政責任者による任務の
完成と活動の改善を助け、行政責
任者を含む全ての党員に対して、
監督を行うが、当該単位の業務活
動は指導しない。

【追加】

・社会管理の強化

52

第5章　党の末端組織
第�34条　党支部は党の基礎的組織で

あり、党員を教育し、党員を管理
し、党員を監督し、かつ、大衆を
動員し、大衆に宣伝し、大衆を結
集させ、大衆に奉仕するという直
接的な職責を担っている。

【追加】

・社会管理の強化

53

第6章　党の幹部
第�35条　党の幹部は党の事業の中核

であり、人民の公僕であり、忠実
で真心があり、清廉で、責任感が
強い〔忠誠干浄担当〕ことが求め
られる。党は、徳才兼備、徳の優
先という原則に基づいて幹部を選
抜し、全国に広く人材を求め、賢
者のみを任用することを堅持し、
使命重視と公正誠実〔事業為上、
公道正派〕を堅持し、縁故本位の
任用に反対し、幹部隊列の革命化、
若年化、知識化、専門化を努力し
て実現する。

第6章　党の幹部
第�33条　党の幹部は党の事業の中核

であり、人民の公僕である。党は、
徳才兼備、徳の優先という原則に
基づいて幹部を選抜し、全国に広
く人材を求め、賢者のみを任用す
ることを堅持し、縁故本位の任用
に反対し、幹部隊列の革命化、若
年化、知識化、専門化を努力して
実現する。

【追加】

・�規律厳守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

54

第6章　党の幹部
第�36条　党の各級の指導幹部は、固

い信念を持ち、人民に奉仕し、政
務に勤しみ実際を重んじ、困難を
あえて引き受ける〔信念堅固、為
民服務、勤政務実、敢于担当〕人
物でなければならず、本規約第3
条に規定された党員の諸義務を模
範的に履行し、かつ、以下の基礎
的条件を身につけなければならな
い。

第6章　党の幹部
第�36条　党の各級の指導幹部は、本

規約第3条に規定された党員の諸
義務を模範的に履行し、かつ、以
下の基礎的条件を身につけなけれ
ばならない。

【追加】

・�規律厳守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

55

第6章　党の幹部
第�36条　幹部の備えるべき基礎的条

件
（1�）職責の履行に必要とされるマル

クス・レーニン主義、毛沢東思想、
鄧小平理論、「三つの代表」重要
思想、科学的発展観の水準を身に

第6章　党の幹部
第�34条　幹部の備えるべき基礎的条

件
（1�）職責の履行に必要とされるマル

クス・レーニン主義、毛沢東思想、
鄧小平理論の水準を身につけ、「三
つの代表」重要思想を真剣に実践

【追加】

・�習近平の権力と権
威の強化
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55

　�つけ、習近平の新時代の中国の特
色ある社会主義思想を率先して貫
徹実行し、マルクス主義の立場、
観点、方法を用いて、実際の問題
を分析し解決し、学習を重んじ、
政治を重んじ、公明正大な信念を
重んじ、各種の危険な事柄の試練
に耐える。

　�し、科学的発展観を率先して貫徹
実行し、マルクス主義の立場、観
点、方法を用いて、実際の問題を
分析し解決し、学習を重んじ、政
治を重んじ、公明正大な信念を重
んじ、各種の危険な事柄の試練に
耐える。

56

第6章　党の幹部
第�36条　幹部の備えるべき基礎的条

件
（3�）思想解放、実事求是、時代とと

もに変化する適応力〔与時俱進〕、
積極的な創造革新〔開拓創新〕を
堅持し、調査研究を真剣に行い、
党の方針、政策を当該地域、当該
部門の実情と結びつけ、抜きんで
た成果を上げるように活動を繰り
広げ、ありのままを語り、事実を
重んじ、実効性を求める。

第6章　党の幹部
第�34条　幹部の備えるべき基礎的条

件
（3�）思想解放、実事求是、時代とと

もに変化する適応力、積極的な創
造革新を堅持し、調査研究を真剣
に行い、党の方針、政策を当該地
域、当該部門の実情と結びつけ、
抜きんでた成果を上げるように活
動を繰り広げ、ありのままを語り、
事実を重んじ、実効性を求め、形
式主義に反対する。

【削除】

・�「形式主義」は、
No.57の記述に統
合

57

第6章　党の幹部
第�36条　幹部の備えるべき基礎的条

件
（5�）人民から賦与された権力を正確

に行使し、原則を堅持し、法に基
づいて事務を処理し、清廉公正に
して、人民のために政務に励み、
自ら手本を示し、刻苦質朴であり、
大衆と緊密に連携し、党の大衆路
線を堅持し、党と大衆の批判と監
督を自覚的に受け入れ、……形式
主義、官僚主義、享楽主義、奢侈
の風紀に反対し、職権の乱用と私
利を図る全ての行為に反対する。

第6章　党の幹部
第�34条　幹部の備えるべき基礎的条

件
（5�）人民から賦与された権力を正確

に行使し、原則を堅持し、法に基
づいて事務を処理し、清廉公正に
して、人民のために政務に励み、
自ら手本を示し、刻苦質朴であり、
大衆と緊密に連携し、党の大衆路
線を堅持し、党と大衆の批判と監
督を自覚的に受け入れ、……官僚
主義に反対し、職権の乱用と私利
を図る全ての不正の風紀に反対す
る。

【修正・追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

58

第7章　党の規律
第�40条　党の規律には、主に、政治

規律、組織規律、清廉規律、大衆
規律、活動規律、生活規律が含ま
れる。

　�　前の誤りを後の戒めとし、病を
治して人を救い、規律を必ずや厳
格にし、規律違反は必ずや責任を
追及し、早めに小さい内に処理し、
悪事が軽微なうちに対応して拡大
を防ぎ、過ちの性質と情状の軽重
に応じて、批判教育から規律処分
までの対応を行う。「4種類の形態」
を運用し、監督し、規則通りに行
い、「顔が真っ赤になるほど批判

第7章　党の規律
第�38条　党組織は、党の規律に違反

した党員に対し、前の誤りを後の
戒めとし、病を治して人を救うと
いう精神に従い、過ちの性質と情
状の軽重に応じて、批判教育から
規律処分までの対応を行う。刑法
に重大な抵触をした党員は、党籍
を剥奪すべきである。　（略）

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

- 3 5 -



No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

58

　�と自己批判を積極的に行い、末端
の現場で汗をかいて苦労する」〔紅
紅臉、出出汗〕ことを常態化させ、
党の規律処分、組織の調整を、党
を管理し党を治めるための重要な
手段とし、重大な規律違反、刑法
に重大な抵触をした党員は、党籍
を剥奪すべきである。　（略）

59

第7章　党の規律
第�41条　党員に対する規律処分は、

警告、厳重警告、党内職務の罷免、
留党観察〔留党察看〕、党籍剥奪
の5種類である。

第7章　党の規律
第�39条　党の規律処分は、警告、厳

重警告、党内職務の罷免、留党観
察、党籍剥奪の5種類である。

【修正】

・�語句の意味内容の
明確化

60

第7章　党の規律
第42条　（略）

党の中央委員会委員、候補委員
に、警告、厳重警告の処分を与え
る時は、中央規律検査委員会常務
委員会で審議したのち、党中央に
報告し承認を得る。地方の各級の
党委員会委員、候補委員に、警告、
厳重警告の処分を与える時は、1
級上の規律検査委員会の承認を
得、かつ、同級の党委員会に報告
し、記録に残さなければならない。

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

61

第7章　党の規律
第42条　（略）
　�　党の中央委員会と地方の各級委

員会の委員、候補委員に、党内職
務の罷免、留党観察、党籍剥奪の
処分を与える時は、本人が所属す
る委員会全体会議で3分の2以上の
多数で決定しなければならない。
全体会議の閉会期間は、まず、中
央政治局と地方の各級委員会常務
委員会で処分の決定を下し、委員
会全体会議の開催を待って、追認
することもできる。地方の各級の
委員会委員と候補委員に、上述の
処分を与える時は、上級の規律検
査委員会常務委員会での審議を経
て、この上級の規律検査委員会が、
〔委員、候補委員の所属する〕同
級の党委員会に報告して承認を得
なければならない。

第7章　党の規律
第40条　（略）
　�　党の中央委員会と地方の各級委

員会の委員、候補委員に、党内職
務の罷免、留党観察、党籍剥奪の
処分を与える時は、本人が所属す
る委員会全体会議で3分の2以上の
多数で決定しなければならない。
特殊な状況下では、まず、中央政
治局と地方の各級委員会常務委員
会で処分の決定を下し、委員会全
体会議の開催を待って、追認する
こともできる。地方の各級の委員
会委員と候補委員に、上述の処分
を与える時は、上級の党委員会の
承認を得なければならない。

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

62

第7章　党の規律
第�44条　党組織が、党の規律を守る

面で、職責を尽くさない時は、問
責〔問責〕を受けなければならない。

第7章　党の規律
第�42条　党組織が党の規律を守る面

で、職責を尽くさない時は、追及〔受
到追及〕を受けなければならない。

【修正】
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No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

63

第8章　党の規律検査機関
第�45条　党の中央規律検査委員会

は、党の中央委員会の下で活動を
進める。党の地方各級の規律検査
委員会と末端の規律検査委員会
は、同級の党委員会と上級の規律
検査委員会の二重指導の下で活動
を進める。上級の党の規律検査委
員会は、下級の規律検査委員会に
対する指導〔領導〕を強化する。

第8章　党の規律検査機関
第�43条　党の中央規律検査委員会

は、党の中央委員会の下で活動を
進める。党の地方各級の規律検査
委員会と末端の規律検査委員会
は、同級の党委員会と上級の規律
検査委員会の二重指導の下で活動
を進める。

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

64

第8章　党の規律検査機関
第�46条　党の各級の規律検査委員会

は、党内監督に専門の責任を負う
機関であり、その主要な任務は以
下の通りである。党の規約とその
他の党内法規の履行保証、党の路
線、方針、政策、決議の執行状況
の点検、党委員会による党の全面
的な厳格管理の推進、党の風紀の
改善〔党風建設〕強化、反腐敗活
動の実行と調整の支援。

第8章　党の規律検査機関
第�44条　各級の規律検査委員会の主

要な任務は以下の通りである。党
の規約とその他の党内法規の履行
保証、党の路線、方針、政策、決
議の執行状況の点検、党委員会に
よる党の風紀の改善強化、反腐敗
活動の実行と調整の支援。

【追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

65

第8章　党の規律検査機関
第46条　（略）

党の各級の規律検査委員会の職
責は、監督、規律遵守、問責であ
り、常には党員に対して規律順守
の教育を行い、党の規律を守るこ
とに関する決定を行う。党組織と
党員指導幹部による職責の履行と
権力の行使を監督し、党員と大衆
の通報、告発を受理、処理し、口
頭や書面での注意、事情聴取〔談
話提醒、約談函詢〕を行う。……
問責の実施、または、責任追及の
建議を提出する。党員の告訴、申
し立てを受理する。党員の権利を
保障する。

第8章　党の規律検査機関
第44条　（略）
　�　各級の規律検査委員会は、常に

は党員に対して規律順守の教育を
行い、党の規律を守ることに関す
る決定を行う。党員指導幹部によ
る権力の行使を監督する。……党
員の告訴、申し立てを受理する。
党員の権利を保障する。

【修正】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化

66

第8章　党の規律検査機関
第46条　（略）
　�　各級の規律検査委員会が、同級

の党委員会委員による党の規律違
反の行為を発見した際には、まず
は〔その規律検査委員会が〕初歩
的な事実確認を行うことができ、
事件として調査する必要がある場
合には、同級の党委員会に報告す
ると同時に、1級上の規律検査委
員会にも報告しなければならな
い。党委員会の常務委員が関係す

第8章　党の規律検査機関
第44条　（略）
　�　各級の規律検査委員会が、同級

の党委員会委員による党の規律違
反の行為を発見した際には、まず
は〔その規律検査委員会が〕初歩
的な事実確認を行うことができ、
事件として調査する必要がある場
合には、同級の党委員会に報告し
て、その承認を得なければならな
い。党委員会の常務委員が関係す
る時は、同級の党委員会に報告し

【修正・追加】

・�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化
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No. 19大規約 18大規約 備考、特記事項
（修正意図等）

66

　�る時は、1級上の規律検査委員会
に報告し、1級上の規律検査委員
会が初歩的な事実確認を行い、審
査の必要なある場合には、1級上
の規律検査委員会が、〔常務委員
が所属する〕同級の党委員会に報
告し、承認を得る。

　�た後に、1級上の規律検査委員会
に報告し、その承認を得る。

67

第9章　党グループ
第�48条　中央と地方の国家機関、人

民団体、経済組織、文化組織、そ
の他の非党組織の指導機関の中に
は、党グループを設置することが
できる。党グループは、指導的核
心〔領導核心〕の役割を発揮する。
党グループの主な任務は次の通り
である。党の路線、方針、政策の
貫徹執行。当該単位における党建
設の指導強化、党の全面的な厳格
管理の責任の履行。当該単位の重
要問題の討議と決定。幹部管理活
動の適切な実行。末端党組織の設
置と調整、党員リクルート、党員
の処分などの重要事項についての
討議と決定。非党員幹部と大衆を
団結させ、党と国家が提出した任
務を完成させること。　（略）

第9章　党グループ
第�46条　中央と地方の国家機関、人

民団体、経済組織、文化組織、そ
の他の非党組織の指導機関の中に
は、党グループを設置することが
できる。党グループは、指導的核
心の役割を発揮する。党グループ
の主な任務は次の通りである。党
の路線、方針、政策の貫徹執行。
当該単位の重要問題の討議と決
定。幹部管理活動の適切な実行。
非党員幹部と大衆を団結させ、党
と国家が提出した任務を完成させ
ること。　（略）

【修正】

・�党グループの活動
の明確化

→�規律順守と反腐
敗、綱紀粛正の強
化が中心

68

第�10章　党と共産主義青年団との関
係

第�51条　中国共産主義青年団は、中
国共産党が指導する、先進的な青
年による大衆組織・団組織〔群団
組織〕であり、広範な青年たちが
実践の中で中国の特色ある社会主
義と共産主義を学ぶための学校で
あり、党の助手にして予備軍であ
る。　（略）

第�10章　党と共産主義青年団との関
係

第�49条　中国共産主義青年団は、中
国共産党が指導する、先進的な青
年による大衆組織〔群衆組織〕で
あり、広範な青年たちが実践の中
で中国の特色ある社会主義と共産
主義を学ぶための学校であり、党
の助手にして予備軍である。　
（略）

【修正】

・�「群団組織」の用
語統一

〔出典〕以下の資料を、筆者の問題関心に従って整理した。
「�中国共産党章（中国共産党第19次全国代表大会部分修改、2017年10月24日）」『新華網』2017年12月13日

確認。（http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/28/c_1121870794.htm）
「�中国共産党章（中国共産党第18次全国代表大会部分修改、2012年11月14日）」『中国共産党新聞網』2017

年12月13日確認。（http://cpc.people.com.cn/n/2012/1119/c64387-19616005.html）
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1. はじめに

　本稿の目的は、現代中国の反テロ政策を構造的に分析することにある。中国は新疆のウ

イグル族をめぐる民族問題を抱えている。漢族とウイグル族の衝突はこれまで幾度と生じ

てきたが、2009年夏に新疆ウイグル自治区で発生し、大規模衝突へと発展した「ウルムチ

事件」は依然として記憶に新しい。当局はこれらを「反革命武装暴乱」、「民族分裂主義者

の破壊活動」として徹底的に鎮圧してきており、民族問題が国内統治の安定性を脅かす大

きな要因となっている。しかし、2013年を境に新疆をめぐる民族問題は新たな段階に突入

したと言える。ウイグル族が実行犯とされる「天安門広場テロ事件（2013年）」、「昆明駅

テロ事件（2014年）」、「ウルムチ駅テロ事件（2014年）」の発生は、海外（中央アジアおよ

びアフガニスタン、パキスタン）から中国国内にプロフェショナルなテロが流入し始めた

事を示唆しているからである。それでは、緊迫化する新疆のテロ問題に中国政府はいかに

対処しているのか、そしてその試みは成功するのか。これが本稿の根底にある問題関心で

ある。

　9.11事件以降、中国の反テロ政策は「三股勢力（テロ勢力、民族分離主義勢力、宗教上

の急進主義勢力）」を打倒すべき敵とみなして展開されてきた。同時に、中国政府はこの「三

股勢力」との戦いを、アメリカが主導する「テロとのグローバル戦争」の一部に位置付け

ている。しかし、対テロ政策を包括的に規定する「反テロ法」の施行は、2016年まで待た

ねばならなかった。そこで本稿では、まず、「反テロ法」が施行されるに至る経緯を踏ま

えて、反テロ法と反テロ組織からなる中国の反テロ構造を分析する。その上で、新疆を事

例として、中国国内で展開される反テロ戦略を安全保障面、経済面、政治面から論じ、中

国の反テロ政策の構造的分析を試みる（２）。

2. 中国の反テロ構造：反テロ法と反テロ組織

　まず法制面に関しては、中国では1990年代以降、刑法改正と反テロ立法を目指す努力が

払われ、1997年に全国人民代表大会で新刑法が成立した。この新法では、それ以前に使用

されていた「反革命罪」という用語が「国家安全危害罪」に置き換えられ、テロ犯罪に関

する法律が初めて明文化された（Gunaratna�2010:�158）。2001年12月には、全人代常務委

員会は「刑法修正案（三）」を採択し、例えば第120条第1項においては「テロ活動の組織

を結成し、指導した者は、10年以上の懲役又は無期懲役に処する。積極的に参加した者は、

3年以上10年以下の懲役に処する。他の参加者は、3年以下の懲役、拘役、管制、又は政治
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的権利の剥奪に処する。」と改正され、具体的な規定がなされた（甲斐・劉�2011:�133）。

2011年10月には、全人代常務委員会は「テロ対策の強化における問題に関する決定」を採

択した。この「決定」は、組織や個人をテロリストのリストに掲載する手順、その資産を

凍結する手順、テロ対策における国際協力の手順を明記している（劉�2013:�48-49）。

　その後、2015年7月1日に「国家安全法」が施行された。「国家安全法」は、「国は、民族

区域自治制度を堅持・整備し、平等、団結、互助、調和の社会主義民族関係を強化・発展

させる。」（第26条）、「国は、国民の信教の自由及び正常な宗教活動を法に従って保護し、

宗教の独立・自主・自営の原則を堅持し、…（中略）…正常な宗教活動秩序を維持する。」

（第27条）、「国は、いかなる形のテロリズム及び過激主義にも反対し、テロリズムに対す

る警戒・処理能力を強化し、…（中略）…法に従ってテロ活動組織を取り締まり、及び暴

力テロ活動を厳しく処罰する。」（第28条）、と規定している（３）。

　次いで、2016年1月1日に「反テロ法」が施行された。「反テロ法」は、テロを「暴力、

破壊、恐喝等の手段を通じて、社会の恐慌を引き起こし、公共の安全に危害を及ぼし、若

しくは身体・財産を侵害し、又は国家機関若しくは国際機関を脅迫することにより、政治、

イデオロギー等の目的を実現しようとする主張及び行為をいう。」（第3条）と定義する（４）。

この「反テロ法」の主な目的は、行政手段、司法手段、軍事手段を融合して、効果的な反

テロ政策を実現する事にある。さらに「反テロ法」を補うために、2017年6月には「サイバー

セキュリティ法」が施行された。

このように中国は約20年間に渡って、テロに対抗する法律を制定、強化する試みを続け

てきた。現在、反テロ政策の法制面では、2015年の「国家安全法」の傘の下で、2016年の

「反テロ法」が中心となり、2001年の「刑法修正案（三）」、2006年の「反マネーロンダリ

ング法」、2009年の「人民武装警察法」（詳しくは後述）、2012年の「出入国管理法」、2017

年の「サイバーセキュリティ法」が補助的な役割を果たしている。

　次に組織面に関しては、9.11事件後間もなくして、「国家反テロ工作協調小組」が設置

された（その後2013年8月に、国務院議事協調機構の「国家反テロ工作指導小組」として

改組されている）。その指揮下に反テロ課題の調査、計画、指導、調整を行う公安部「反

テロ局」（５）が設立され、全省の公安庁もこれに倣って「反テロ処」を設置した（李・梅・

李�2012:�119）。さらに、この反テロ局の指導下に「人民武装警察部隊」の辺防部隊、消防

部隊、警衛部隊が存在した。加えて、国家反テロ工作協調小組の指揮下におく形で、各情

報機関（公安部、国家安全部、人民解放軍総参謀部第二部）にテロ対策を担当する部署が

設置され、テロ活動・テロ事件を監視・防止するための早期警報システムを整備し、反テ

ロ情報ネットワークを構築した（Gunaratna�2010:�156）。

このような反テロ組織も、2015年の「国家安全法」および2016年の「反テロ法」の施行
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で改編が進むこととなる。「国家安全法」は、「中央国家安全指導機構」を設立し、現在こ

の機構は総合的に国家の安全保障を管理している（第44条）。さらに「反テロ法」は、全

国のテロ対策の統一的な指導を行う「反テロ工作指導機構」（第7条）と、部門と地域を越

えて情報収集メカニズムを構築・運用する「反テロ情報センター」（第43条）を設立した。

図：中国の反テロ構造（2017年時点）

3. 中国の新疆における反テロ戦略

　中国の反テロ構造はかくのごとくであるが、新疆での反テロ戦略には三つの柱が存在す

る。第一は「四位一体」の共同防衛システムを核とする安全保障面の戦略、第二は「西部

大開発」を核とする経済面の戦略、第三は民族政策と共産党のリーダーシップを核とする

政治面の戦略である。

（1）反テロ戦略：安全保障面
　以下に安全保障面の反テロ戦略、すなわち新疆における対反乱作戦（counter-insurgency:�

COIN）の分析に移る。2003年に国務院が発表した白書『新疆の歴史と発展』によれば、

新疆では人民解放軍、人民武装警察部隊、新疆生産建設兵団、人民大衆が「四位一体」の

共同防衛システムを確立し、過去50年間にわたって国内外の分裂勢力による破壊・浸透活

反テロ構造

国家安全法
(2015)

反テロ法
(2016)

刑法修正案（三） (2001)

反マネーロンダリング法 (2006)

人民武装警察法 (2009) 

出入国管理法 (2012)

サイバーセキュリティ法 (2017)

中央国家安全
指導機構

反テロ工作
指導機構

人民武装警察

・辺防部隊

・消防部隊

・警衛部隊
反テロ情報
センター
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動を阻止し、辺境の安定と安全を守るうえで特別な役割を果たしてきたという（中国国務

院新聞辦公室�2009:�90）。新疆のCOINは、この「四位一体」システムの各構成要素（人民

解放軍約5万から6万人、人民武装警察部隊約10万人（６）、新疆生産建設兵団約270万人（７）、

新疆に居住する各民族）によって支えられている。

　次にこのシステムの特徴を述べる。新疆に駐留する人民解放軍は、広大な領域を管轄す

るにもかかわらず、他軍区に比してその人員数が決して多いとはいえない。新疆軍区（司

令部：ウルムチ）は、次の師団をかかえている（Shichor�2004:�122-126）。

・第4自動車化歩兵師団（配置：クチャ）

・第6機械化歩兵師団（配置：カシュガル）

・第8自動車化歩兵師団（配置：ウス）

・第11自動車化歩兵師団（配置：カラコルム山脈）

軍は国外への牽制を目的としてその実力を誇示せぬ一方で、国内の治安維持のために、国

境地帯、内地へ通じる要衝、区都ウルムチ、主要な幹線に配備されている（Wayne�2008:�

75）。�

　人民武装警察部隊は、国内の暴動制圧などの治安維持を目的とする準軍事組織である。

その内部構造は非常に複雑で、共産党、人民解放軍、公安部の間に存在する微妙な勢力均

衡を反映している。政府の国防白書『2006年中国の国防』によると、「武装警察部隊は、

中国の武装力の一部分で、国務院の編制序列に属し、国務院と中央軍事委員会の二重指導

を受けている。…（中略）…公安任務の執行と関連業務の構築においては、公安部の指導

と指揮を受け、総隊及びそれ以下の部隊は、同レベルの公安部門の指導を受ける。部隊の

隊員総数は、現在66万人である」という（富田�2007:�144）。その後、2009年に生じたウル

ムチ事件の鎮圧失敗を反映して、政府は同年「人民武装警察法」を導入し、次のように部

隊を再編した。越智と四元によれば、人民武装警察部隊は、①内衛部隊、②警種部隊（黄

金部隊、水電部隊、森林部隊、交通部隊）、③公安現役部隊（辺防部隊、消防部隊、警衛

部隊）の三つに分類される。③の公安現役部隊は公安部の指揮下にあり（越智・四元

2010:�209-210）、各地で展開されるCOINの最前線で活動している。

　新疆生産建設兵団は、農地開墾と国境警備を目的として1954年に設立された。その母体

は、1949年に新疆に進駐した人民解放軍第1野戦軍第2軍および第6軍、1940年代の「東ト

ルキスタン共和国」の旧民族軍を改編した第5軍、新疆に駐留していた旧国民党軍を改編

した第22兵団の兵員がもととなっている（包�2010:�49）。兵団は中央政府と新疆ウイグル

自治区政府の二重の指導下にあるが、その管轄地域の行政・司法などを独自に裁量できる

権限を有している。兵団の総人口は新疆ウイグル自治区総人口の12％にあたり（８）、兵団

内の人口構成比において漢族は85.6％を占める（新疆維吾爾自治区統計局�2014:�79,�99;�新
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疆生産建設兵団統計局�2012:�280）。1984年に成立した兵団武装警察部隊は、人民武装警察

新疆部隊と兵団の指揮下にある（白�2010:�55）。ベケリンによれば、兵団は植民の推進力

として、移民や復員兵の受け皿となり、都市・農場・工場を結んで領域の安全を守ってき

た（Becquelin�2004:�367）。新疆のCOINは兵団の準軍事的活動によって強化され、兵団の

存在が中央政府の新疆支配を効果的にしている。

（2）反テロ戦略：経済面
　1978年に鄧小平は、対外貿易と海外直接投資を拡大する対外開放政策を開始した。新疆

は中央アジアおよびイスラーム圏市場と中国を結ぶ拠点とされ、自治区政府は貿易促進の

ためにイスラームに対する政策を緩和し、ウイグル族をはじめとする各ムスリム少数民族

に対して、国外に居住する同民族との交流を促進した（Christoffersen�1993:�136-137）。

ソ連崩壊直後は中国－中央アジア間の貿易は縮小されたが、1996年－2000年間には貿易

額が1990年代前半に比べてほぼ倍増した（Paramonov�and�Strokov�2010:�72）。新疆では、

石油資源の豊富なタリム盆地の開発が進み、内地と南新疆とを結ぶ幹線道路や鉄道が敷設

された（Becquelin�2000:�74）。

　改革開放以降に中国が直面した主要課題の一つは、沿岸部と内陸部の不均衡成長の防止

であった。1999年に発表された「西部大開発戦略」（９）は、中国の辺境地域開発の大きな

転換点となった。この戦略は「第10次5カ年計画（2001年－2005年）」の基礎となり、以下

の主要目標を掲げた（Guo�2009:�203）。

・辺境開発の促進

・地域間格差の漸進的解消

・民族団結の促進

・辺境防衛と社会安定の強化

・社会進歩の促進

これらの目標に鑑みるに、西部大開発は単なる地域開発戦略ではなく、むしろ本格的な国

家建設プロジェクトといえよう（10）。西部大開発戦略発案の源となった胡鞍鋼、王紹光、

康曉光の報告書では、1978年以降の国家の経済政策が、辺境地域とそこに暮らす少数民族

に与えたマイナス影響を明確にしている（胡・王・康�1995）。

　西部大開発が新疆で目指す主目標は、経済発展を通じた地域の社会的、政治的緊張の解

消である。さらに以下の二次的な目標を確認できる（Becquelin�2004:�360）。

・漢族季節労働者問題の解決

・都市化がもたらす弊害の防止

・環境破壊の防止
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・新疆生産建設兵団の長期的発展

加えて、主要プロジェクトに対して2010年までの10年間で9000億元の投資を行うことを発

表し、キルギスとウズベキスタンへ通じる鉄道の敷設計画、水資源保護プロジェクト、タ

リム川の大規模再生プロジェクト、タリム盆地の輪南－上海間を結ぶ天然ガスパイプライ

ン建設計画を明らかにした（新疆維吾爾自治区計劃委員会�2000）。これらインフラおよび

エネルギー計画において、新疆生産建設兵団は重要な役割を担っており、各種プロジェク

トへの設備・技術提供を行っている。

西部大開発戦略についてグレワルとアフメドは、中国のGDP、貿易量、海外直接投資

の辺境地域に占める割合、および辺境地域の財政収入が、戦略が開始された2000年以降減

少してきていることを示している。成長を促進する投資に資本が活用されなかったこと、

そのために戦略が長期的目標を達成する軌道に乗らなかったことを指摘している（Grewal�

and�Ahmed�2010:�241-242）。

ウルムチ事件の翌年に新疆で開催された中央工作会議（2010年5月17－19日）は、「新ラ

ウンド西部大開発」（11）戦略を発表し、安定と発展の均整を保つことを念頭に、以下の新

疆支援政策を採択した。①新疆に対する投資拡大、および19の省・市による新疆支援（各

行政区が年間予算の0.3％－0.6％を供与）の義務化。②自治区政府に有利な税制度の導入、

天然資源に対する課税方式の変更、南新疆地域の中小企業に対する免税・減税政策の導入。

③カシュガル経済特区の建設、阿拉山口とコルガスでの国境経済圏の形成（Shan�and

Weng�2010:�62-64）。

　1995年に自治区党委員会書記に就任した王楽泉は、バリン郷事件やイニン事件といった

1990年代に生じた大規模衝突事件を受けて、新疆社会の安定を優先目標に掲げる政策を

とったが、2009年のウルムチ事件の責を負う形で新疆を離れた。後任には穏健派とされる

張春賢が就き、「新ラウンド西部大開発」戦略以降は経済発展を第一目標とする政策に転

じる事となる。しかし2013年に天安門広場テロ事件が発生すると、習近平国家主席は新疆

に対する戦略を再度転換し、新疆社会の安定維持を優先課題とした。ただし、この転換は

2010年に発せられた戦略を否定するものではなく、注意深く社会安定と経済発展との均衡

を目指すものとされる。この政策目標の下で、例えば、テロ組織の活動が最も活発な南新

疆での雇用創出対策が強化された（12）。

　さらに、2014年以降は「シルクロード経済ベルト」構想の下で、新疆ウイグル自治区政

府は「三通道、三基地、五大中心」という各分野での新しい開発戦略に着手し始めた。三

通道（三つの道）は、①北京・天津から新疆のハミを通じてカザフスタンとロシアに至る

北路、②上海から新疆のウルムチを通じてカザフスタンに至る中央路、③広州・香港から

新疆のカシュガルを通じてタジキスタンとパキスタンに至る南路を指す。三基地（三つの
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基地）は、①石炭・石炭化学産業、②石油・天然ガス産業、③再生可能エネルギー産業（主

に風力と太陽光発電）を指す。五大中心（五つの中心）は、長期的展望で新疆が、①交通・

輸送のセンター、②貿易のセンター、③金融活動のセンター、④科学・教育のセンター、

⑤保健衛生のセンターとなることを意味する（石�2016）。

（3）反テロ戦略：政治面
　これまで新疆で展開されてきたCOINは比較的高い効果を上げており、加えて新疆の

GDPは着実に増加してきた（13）。しかしミクロレベルの社会的、経済的不平の存在と政治

的自治権の欠如により、新疆社会から民族間の軋轢が消える事はない。中国政府はこの緊

張を緩和するために、経済成長を少数民族の生活水準向上につなげ、現行の民族政策を調

整する必要に迫られている。

　最近まで中国共産党の指導者は、経済発展を新疆問題解決の万能薬と捉え、それがウイ

グル族の中国統治の受容と不満解消につながると考えていた。しかし、2008年にチベット

のラサで生じた騒乱と2009年のウルムチ事件を経て、従来の解決策が不十分であるという

認識が生まれ、民族政策自体にメスを入れる必要性が様々な研究者の間で主張され始めて

いる。

　北京大学の著名な社会学者である馬戎は、これまでの「少数民族」および「自治区」の

枠組み自体に異議を唱えている。まず馬は、中国では「民族」という用語が中華民族およ

び56のエスニック・グループを指し、この公式のカテゴリーが紛らわしいために、中国国

民全体を「民族nation」という用語で表す一方で、少数民族に対しては「族群ethnic�

group」という語の使用を提案している。すなわち馬によれば中国は「多民族」ではなく、

「多族群」国家といえる（馬�2007:�132）（14）。次に馬は、現代中国の民族政策はソ連をモデ

ルにしているがために、少数民族間の関係（inter�-�ethnic�group�relations）を「政治化」

し、非意図的にその相違を固定化して緊張を高めたという（馬�2007:�137-139）。そしてこ

の問題解決のために「政治一体、文化多元」のモデルを提案し、政治面では一つの民族の

創造、文化面では各族群の多元主義の実現を提案した（馬�2007:�149）（15）。さらに馬は、

現行の少数民族に対する優遇政策を撤廃し、真に社会の所得格差を是正するための方策と

して、①後れた地域への支援政策の導入（16）、②全国的な労働市場の形成と労働者の自由

移動の促進、といった経済対策を提唱する（馬�2009:�123-126）。

　一方で、清華大学の経済学者胡鞍鋼と胡聯合は、現行の民族政策の枠組みが長期的な国

家安全保障に重要であることを認めつつも、各民族の中国国民としてのナショナル・アイ

デンティティを強める為に、「民族交融一体」（各民族を融合し一体とする）を促進し、「第

二世代民族政策」の実施を求めている。胡らは民族交融一体を、次の四つの面から進める
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べきとする。①政治面では、民族間に生じた問題を社会問題として法律に従って処理し、

問題の政治化を防ぐ。さらに各民族の中華民族意識を強化し、個別の民族意識を弱める。

②経済面では、各民族の経済関係を紐帯として西部大開発などの開発戦略を実行し、中国

の東部、中部地域が西部地域への支援を行う。③文化面では、各民族文化の本質を保護し、

中華文化の不可欠な一部とする。④社会面では、各民族に対する計画生育政策を続け、民

族人口と各地域の資源、環境、経済・社会発展との調和を図る、などを主張する（胡・胡

2011:�1-12）。

　さらに、新疆師範大学の馬黎輝と新疆工業高等専科学校の夏冰は、ウイグル族と漢族の

緊張関係を緩和するために、少数民族の声を政策決定過程に取り入れる「審議民主主義

deliberative�democracy」の新疆政治への導入を提言する（馬・夏�2013:�37-40）。

　以上を要約すると、現行の民族政策をどの程度改革あるいは調整するかに関して次の方

向性を確認できる。

・�民族政策の抜本的改革（馬戎）：少数民族優遇政策の撤廃、全国的な自由な労働力移

動の促進など。

・�民族政策の部分的改革（胡鞍鋼と胡聯合）：理論面では実質的な同化政策を目指す大

きな転換、ただし実践面では政治・経済・文化・社会面の各政策で漸進的改革。

・�民族政策の調整（馬黎輝と夏冰）：新疆ウイグル自治区の政治制度において審議民主

主義メカニズムを導入。

ただしカルルソンが指摘するように、現行の民族政策の枠組みを改革する場合、少数民族

は法律上認められた政治的、経済的自治権を失い、さらに脆弱な立場に立たされる恐れが

ある（Carlson�2012:�61）。以上の提案が、将来的に共産党に採用されるか否かは未知数で

あるが、国家指導者は民族間の緊張が経済発展と国家統合に与える悪影響を憂慮して、民

族政策の大規模な改革でなくとも、細かな調整を行っていく可能性がある。

4. おわりに

　以上、本稿では中国政府が進める反テロ政策を、反テロ構造（反テロ法と反テロ組織か

らなる）と反テロ戦略（安全保障面、経済面、政治面からなる）の観点から分析した。

2016年の「反テロ法」施行によって法整備が一段落し、テロとの戦いに関連する国家組織

も改編された。また、三つの側面からなる反テロ戦略によって、テロに対抗し、テロを生

む政治・経済・社会環境を改善する試みがなされている。

　ただし、冒頭で指摘したとおり、中国（特に新疆）を取り巻くイスラーム・テロの国際
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化が著しい。新疆では、イスラーム国家建設を目指す組織「東トルキスタン・イスラーム

運動（East�Turkistan�Islamic�Movement:�ETIM）」が1980年代に設立され、中国政府は

過去にウイグル族を巡って生じた様々な衝突事件・テロ事件の黒幕にこの組織があると認

定している。ETIMは近年パキスタンに拠点を移し、中央アジアや南アジアに拠点を置く

様々な国際テロ組織との連携を強めている（田中�2017）。このように国際化するテロ問題

に対して、中国政府は「上海協力機構（Shanghai�Cooperation�Organization:�SCO）」の「地

域対テロ機構（Regional�Anti-terrorist�Structure:�RATS）」を安全保障戦略の土台に据え

て、SCO加盟国との国際連携を強めている。中国政府が展開する反テロ戦略の国際要素を

考察する事は、中国の反テロ政策を包括的に分析する上で不可欠であるが、これに関して

は別稿で論じたい。
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注

（１�）本稿は、以下の学会・国際会議報告の一部内容に基づく。
①�田中周「中央アジアにおける経済開発－安全保障のネクサス：新疆のテロ問題を事例とし

て」、「アジア政経学会2016年秋季大会」、福岡：北九州国際会議場、2016年11月19日。
②�Kolodziejczyk-Tanaka�Aleksandra�Maria� and�Tanaka�Amane（2015.12.19.）� “The

Structure�and�Content�of�China’s�Counterterrorism�Policy:�The�Case�of�Uyghur�Islamist
Terrorism”,� International Conference on “Xinjiang in the Context of Central Eurasian
Transformations”,�Tokyo:�The�University�of�Tokyo.

（２�）反テロ政策、反テロ戦略、反テロ構造の概念を区別することは重要である。ベルは1968年
の有名なエッセーの中で、政策と戦略の違いを「政策とは目的を決めることであり、戦略と
はその目的を達する手段を決する事である」と述べている（Bell�2008:�202）。本稿では、国家
の反テロ政策は、反テロ構造（反テロ法と反テロ組織からなる）と反テロ戦略（安全保障面、
経済面、政治面からなる）によって構成されるものと考える。

（３）「国家安全法」の日本語翻訳は、岡村（2016b）を参照。
（４）「反テロ法」の日本語翻訳は、岡村（2016a）を参照。
（５�）2011年の「決定」ではその活動内容と目的を明確にしていないが、反テロ局は実質的に中

国の反テロ政策を統括、指導するものであった（史�2013:�61-62;�劉�2013:�49）。
（６�）新疆に駐留する人民解放軍および人民武装警察部隊の人員数に関しては、Shichor（2004:�

122-123）を参照。
（７）新疆の兵団人口に関しては、新疆維吾爾自治区統計局（2014）を参照。
（８�）『新疆統計年鑑』の情報を基にこの割合を算出。ただしこの年鑑の表記では、公表されてい

る兵団人口が新疆総人口に含まれるか否かが実のところ定かでない。したがって実際の割合
は異なる可能性がある。

（９�）西部大開発戦略の対象地域は以下のとおり。重慶市、四川省、貴州省、広西チワン自治区、
雲南省、チベット自治区、新疆ウイグル自治区、青海省、陝西省、甘粛省、寧夏回族自治区、
内モンゴル自治区。

（10）詳しくはGoodman（2004）を参照。
（11）詳しくは劉（2011:�196-222）を参照。
（12）http://www.globaltimes.cn/content/836495.shtml（2017年12月1日閲覧）を参照。
（13�）2013年のデータによれば、中国のGDP成長率7.7%に対して、新疆は11.0%であった。また

2001年－2013年の中国の平均GDP成長率9.7%に対して、新疆は10.6%であった（中国国家統計
局編�2014;�新疆維吾爾自治区統計局�2014）。

（14�）これは『北京大学学報（2004年第6期）』に掲載された「理解民族関係的新思路：少数族群
問題的“去政治化”」という論文の改定版である。

（15�）ただし馬は、この「一体」を目指す際の「大漢族主義」の危険性と、その排除の必要性を
強調してもいる（馬�2013:�1-5）。

（16�）馬によれば、この地域支援政策は①中央政府の直接投資と優先的融資の提供、②各地域に
おける公共事業の実施、③ローカル・レベルのNGO設立支援からなる（馬�2009:�123）。
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はじめに

　2010年末にチュニジアで起こった民主化運動は、アラブ諸国に波及した。チュニジア、

エジプト、リビアなど、民主化運動が波及した多くの国では政権が退陣し、民主化運動は

「アラブの春」と呼ばれ、国際社会の多くの「民主国家」はこれを歓迎した。2011年３月

には、「アラブの春」はバッシャール・アサド政権のもとで社会的「安定」を保っていた

シリアにも飛び火した。しかし、シリアでは政権が倒れることはなかった。民主化を要求

するシリア国民と、彼らの運動を暴力で押さえつけようとするアサド政権の間での攻防は

長期化し、またその激しさを増していった。2014年以降、イスラーム国などに代表される

イスラーム過激派がシリア国内で活動を活発化し、シリア国内の紛争はもはや民主化を望

む市民たちとそれを抑圧する体制という構図の中に収めることはもはや不可能となっ

た。（１）それに加え、「テロとの戦い」を名目にアメリカが主導する有志連合はシリア領内

で大規模な爆撃を開始した。さらに2015年にはロシアがイスラーム過激派に対し空爆を開

始した。このように様々な国家がシリアにおける紛争に介入することにより、シリアはア

メリカ、ロシア、そしてトルコなどの周辺国、そしてアラブ諸国の利害が衝突する場所と

なった。このようにシリアにおける紛争が泥沼化していく中で、シリアでは膨大な数の死

者や負傷者、そして難民が発生し、シリアを取り巻くこのような状況は「今世紀最大の人

道危機」と呼ばれるようになった。国際社会や国連機関はシリアにおける人道危機に対処

するため、多くの対策を講じてきた。しかしそのような活動を主導する立場である西欧を

中心とした国々は、自国で起こるイスラーム国に忠誠を誓った実行犯によるによるテロ事

件の頻発を受けたことで、シリア紛争で傷つき、住む場所を追われた人々への支援に対し、

有効な手段を講じることを妨げられている。

　特に、ヨーロッパの国々は、シリア難民に限らず、トルコやギリシャを経由した多くの

数の難民の流入を経験し、「難民危機」と呼ばれる現象が国際社会に蔓延した。しかし、

実際のシリア難民の受け入れ数を概観すると、その受け入れ人数の最も多い国は、順にト

ルコ約336万人、レバノン約100万人、ヨルダン約65万５千人となっており、非西欧のシリ

アに隣接する途上国が占めている。その一方で、ヨーロッパにたどり着いたシリア難民は

全体の８％にすぎないと言われている。（２）

　中でも、ヨルダンやレバノンといった国々は1948年に端を発するパレスチナ難民の発生

以来、その建国から間もなくして近隣のアラブ諸国から難民を受け入れてきた国々である。

発展途上国から先進国へと流れる難民と彼らに対する対処が国際社会での議論の中心とな

るのに対し、それ以上の数の難民を抱える途上国であるヨルダンやレバノンなどの国家に

おける負担や問題に関しては、相対的にあまり注意が向けられない傾向がある。このよう
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な非対称的な現状を考慮すると、「難民危機」という現象と、それに対する国際社会から

の認識は再検討される必要があるだろう。（３）

　このようなシリア難民を取り巻く国際的な状況の中で、西欧などの先進国へ移動を行う

シリア難民は増加している一方で、ヨルダンやレバノンといった途上国へ移動する難民の

数は減少していない。それはいったいなぜか。また、ヨルダンやレバノンといった国家に

流入し、滞留する難民たちは、なぜ欧州の先進国ではなく、近隣のアラブの途上国に滞留

するのだろうか。あるいは、そこが彼らの最終目的地ではなく、彼らの「旅」の中継地点

にしかすぎないのであれば、彼らはどのような認識のもとで、どのようなプランのもとで

移動をしているのだろうか。そのような疑問のもとで、本稿では、中でも筆者が2017年の

8月から９月にかけてフィールドワークを行ったヨルダンを中心に論じる。本稿は、シリ

ア難民の国境横断的なダイナミックな移動の流れと、受け入れ国の情勢、そしてわずかな

がら現地での聞き取り調査をもとに、以上の問題に対して一つの考察を加えるものである。

１．ヨルダンの難民政策

　先述のように、ヨルダンにおける難民の受け入れの歴史は長く、1948年のイスラエル建

国の前後および1967年の第三次中東戦争において、大量のパレスチナ難民の流入を経験し

た。さらに、イラク戦争の際には多くのイラク難民の流入を経験した。ヨルダンはイスラ

エル建国に伴うパレスチナ難民流入に際し、ヨルダン川西岸地区をヨルダン領としたため、

パレスチナ難民に対してヨルダン国籍を付与し、ヨルダン国民とほぼ同様の市民権を付与

した。しかしこれらの措置はヨルダンへの聖地の編入という政治的利益に基づく戦略であ

り、その後の難民の流入や、昨今のシリア難民の受け入れに際しては、市民権を与えると

いった「同化」措置は行っていない。ヨルダンは難民条約や難民議定書には参加しておら

ず、国際機関は政府との間でMoU（Memorandum�of�Understanding）を取り交わす形で

国内での難民支援活動を行っている。

　天然資源に乏しく、目立った産業もないヨルダンは、難民の流入に際し自国が受ける負

担を国際社会にアピールすることで（４）、難民支援のみならず、自国の開発支援および経

済支援も同時に呼び掛けてきた。（５）シリア紛争における難民の流入に際しては、ヨルダ

ン政府は難民自身に対する支援とともに、受け入れ国のホスト・コミュニティに対する支

援も含めたより包括的な国際援助を国際援助を明確に求めるようになった。そのような呼

びかけのもとで、国連主導の「The�Regional�Refugee�and�Resilience�（3RP）」（６）が発足し、

受け入れ国の開発を含めた持続可能な支援を実現するという目標が国際社会の中で目指さ
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れることとなった。このようにヨルダンでは、国際社会からの支援は自国の財政収入の一

部として活用されている。（７）

２．ヨルダンにおけるシリア難民

　UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）によると、2017年12月の時点で、ヨルダンには

　約66万人のシリア難民が登録されている。（８）シリア難民の急激な流入に際し、ヨルダ

ンでは急きょザアタリ難民キャンプ（2012年設立）やアズラック難民キャンプ（2014年設

立）が設置され、2017年11月時点で約14万人がキャンプで生活している。一方で、ヨルダ

ンで生活するシリア難民の約8割の51万５千人が都市部や校外に居住している。（９）

シリア難民の居住地はヨルダン全土に及んでいるが、そのほとんどは、首都のアンマン

を含め、シリアと国境を接している北部に集中している。（10）また、一部ではあるがパレ

スチナ難民キャンプに居住する者もおり、家賃の安い地域を中心にシリア難民が急増して

いる。

　UNHCRに登録しているシリア難民はUNHCRから月に数百JOD（2017年12月現在で約

160円前後）の支援や、WFP（国連世界食糧計画）からのフード・クーポンなどの支援を

受けることができる。しかし、それらの支援は支給が不定期であったり、年長者や障がい

者、子どもなどに対して優先的に支給される傾向にあるため、国連からの支援のみで生活

を送ることは困難が伴う場合が多い。また、各国NGOなどの支援団体が個別に経済援助

やその医療支援などを行っているほか、ヨルダンの現地のローカルな宗教コミュニティに

よる草の根の支援も行われている。（11）

　一方で、ヨルダン国内におけるシリア難民の労働は基本的に禁じられている。しかしな

がら上述のように国際機関や支援団体からの支援だけに頼って生活することが困難である

人々が多数おり、市街地に住む多くのシリア人が「違法で」労働をしている。ヨルダン警

察はシリア難民の「違法」労働に対して取り締まりを行っており、警察による検挙が複数

回に及んだ場合、市街地から難民キャンプへの強制移送や、最悪の場合シリアへの強制送

還も行われると言われている。

　このように、ヨルダンにおけるシリア難民の生活には経済的な困難が多く伴うが、ヨル

ダンは治安が安定しており、国際機関やNGOによる支援が十分とは言えないまでも存在し

ている。また、共通言語のアラビア語が用いられていることから、ヨルダンで生活を送る

ことはもちろん、労働をすることもリスクは伴うが不可能ではない。これらの条件は、日々

生命の危機に晒されるシリアから非難する場所として、十分合理性が認められるだろう。

-54 -



３．シリア難民はどこへ向かうのか

シリアでの紛争が長期化していることで、短期間でのシリア難民の帰還が困難であると

いう認識が、国際社会のみならず、難民自身の間でも共有されているように思われる。そ

のような状況下で、彼らは「最終」目的地として、どこを目指すのだろうか。

　筆者が東アンマンで非公式な聞き取りを行った、6人の子どもと妻を連れてアレッポか

らヨルダンへ避難してきた40代の男性は、「もし今日シリアで紛争が終わったならば、明

日にでもシリアへ帰る。ここ（ヨルダン）には何もないが、シリアには何でもある。」と語っ

た。（12）当然現実的に考えれば紛争が「終結」した直後に帰国することは不可能であるよ

うに思われる。しかし、ヨルダンに留まることも、どこか他の国へ移住することも望まず、

故郷へ帰ることを第一に考え、ヨルダンは仮の住まいとしか考えていない人々は少なくな

い。

　一方で、家族、特に若い子どもたちの将来を考え、欧米への移住を望む人々も多く存在

する。サルトに住むダラア出身の48歳の男性は、現在イギリスに第三国定住の申請を行っ

ている。将来的にどこに生活の基盤を置きたいかという筆者の質問に対して、「私と妻は

シリアの情勢が安定すればシリアに帰って暮らすだろう。しかし子ども達にはヨーロッパ

で、より良い機会を得てほしい。」と答えた。（13）このように、年齢によっても移動に関す

る意識には差異が生じている。さらに言えば、親と子どもの間にも、どこで生活を送るこ

とを望むかという認識の間に差異があるかもしれない。

　また、シリア難民の多くがシリア国内やヨーロッパにすでに移住した親族や親せきと電

話やインターネットを介して頻繁に連絡をとっており、近況報告や情報交換が行われてい

る。そのような親族の存在や、彼らとの継続的な関係も、シリア難民の移動に関する意識

に影響を与えているだろう。

おわりに

　本稿で見てきたように、ヨルダンにおけるシリア難民を取り巻く状況は困難であり、シ

リア人にとって、難民先としてのヨルダンが最低限の条件を満たしているとしても、より

「良い」環境を望んでいるシリア難民は数多く存在している。

　一方で、どのような条件をより「良い」とするかという認識は彼らの間にも差異があり、

類型化することは難しい。しかし、ヨルダンのみならずシリアの周辺国に居住している難

民たちの状況に対して西欧の「難民危機」以上の関心が払われていないという事実は依然
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として存在している。それがヨルダンにおけるシリア難民の困難な状況に有効な手段を講

じられていないということは、シリア難民の移動の様態に直接・間接的に影響を与えてい

るだろう。

　なお、本稿で考察を加えられなかった点として、難民のカテゴリには当てはまらない人々

の移動の問題がある。例えば、シリア国内で負傷し、紛争下のシリアで十分な医療サービ

スを受けられないため、国境を越えヨルダンで治療した後、またシリアに帰るといった人々

も少なくない。難民とはカテゴライズできない彼らの移動を如何に定義づけるべきか。あ

るいは彼らの移動は送り出し社会、および受け入れ社会に対してどのような影響を与えう

るだろうか。

　また、シリア難民のジェンダーの差異が彼らの移動に与える影響についても考察する必

要があるだろう。例えば紛争で夫を亡くしたといった理由で、母と子ども単独の母子家庭

で難民生活を送る人々も多い。そのように生産手段や社会的な条件が制限された人々は、

また異なった移動に関する意識を持つだろう。

シリア難民に関しては、医療や開発援助、あるいは政治的な側面からは多くの研究がな

されている。しかし一方で、社会的な側面から意思決定を行う主体としての彼らの意識に

注視した研究は未だ十分になされていないのが現状である。そのような視点に基づいた研

究がなされることは、「難民危機」に代表されるネガティブな国際社会におけるシリア難

民のイメージ、および立ち位置を再検討するきっかけとなるのではないだろうか。
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はじめに

　2017年11月、トランプ大統領（Donald�Trump）が日本、韓国、中国、フィリピン、ア

ジアを歴訪した。その最大の目的は、北朝鮮に対する圧力強化を各国に訴えるためである。

アメリカが日本をはじめとするアジア各国とアジアの安全保障について共通認識を持つこ

とができたという点で、その成果を一定程度評価することはできる。しかし、アメリカが

アジア太平洋地域における独自の戦略を描き、この地域の平和と安全を維持するために明

確な戦略を打ち出すまでには至らなかった。

　日本を含むアジア諸国を訪れ、対アジア戦略を明確にするアメリカ大統領は少なくない。

フォード大統領（Gerald�Ford）もその一人である。1974年、フォード大統領はアジアを

歴訪し、最後に寄港したハワイでアジア戦略の見直しに関する演説を行った。本稿の目的

は、フォード政権期に行われた対アジア戦略の見直しについて考察し、その中でフィリピ

ンにある米軍基地がどのように位置づけられたのかを再検討することである。フォード政

権期にフィリピンにある米軍基地の基地協定について、協定を改定するための交渉が行わ

れていたが、その交渉を通じてアメリカとフィリピンの間に生じた関係の変化について考

察する。

1．ベトナム戦争後におけるアジア戦略の見直し

　1975年以降、インドシナ情勢は急速に展開し、カンボジアとベトナムでは共産主義勢力

が熾烈な攻撃を行ったことにより、戦局は最終局面を迎えつつあった。ニクソン・ドクト

リンの下で戦争の「ベトナム化」を進めていたアメリカにとって、北ベトナムの攻撃でサ

イゴンが陥落すれば西側諸国はアメリカの防衛コミットメントに不安を抱き、アジア太平

洋における東西バランスに大きなインパクトを与える可能性があった。フォード大統領は、

このように急転する東南アジア情勢を鑑み、アジア諸国との関係改善の必要性を痛感して

いた。

　実際、1975年4月にサイゴンが陥落すると、これまで親米路線を歩んできたタイがアメ

リカとの関係を見直す姿勢を見せるようになっていた（１）。こうした動きを受け、米国務

省のハビブ東アジア太平洋担当次官補（Philip�C.�Habib）は、ベトナム後の対アジア政策

について、アジア太平洋全体を対象とした包括的な文書を提出した（２）。この文書は、ベ

トナム戦争終結後のアジア太平洋地域において、フィリピン、韓国、タイ、オーストラリ

ア、ニュージーランドなどアメリカの同盟国が、外交関係を多角化し、自国の防衛体制を
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整え、かつ、積極的に地域での連携をとっていると分析した。加えて、こうした同盟国の

対外行動は、アメリカによる軍事的コミットメントへの疑念を起因として対米関係を相対

化するものであり、同盟国のアメリカ離れを促すものであるとも評価している。ハビブの

視点からすると、フィリピンやタイによるアメリカとの関係の再検討や、韓国独自の核開

発を含めた防衛体制構築への動きは、アメリカに不信感を抱いた同盟国によるアメリカか

らの離反として映った（３）。

　このような流れを受け、アメリカ政府は、ベトナム戦争終結後の東南アジア政策につい

て、ASEAN諸国に対する積極的な関与が必要であると考えていた。ただ、アメリカは、

対米関係について見直しを検討していたフィリピンとタイについて、アメリカと完全に離

反する意図はないであろうと判断していた様子も伺える（４）。また、アメリカに対して関

与を要請していたマレーシア、シンガポール、インドネシアとは積極的に関係を発展させ

るなど、アメリカはこれまでの東南アジア諸国との関係を改善し深めようとしていた（５）。

　とりわけ、キッシンジャー（Henry�Kissinger）は対東南アジア政策の重要性を感じて

いた。キッシンジャーは、アメリカの外交路線を二国間関係の重視よりもアジア太平洋地

域全体の安定を重視するという新たなアプローチに変えたうえで、東南アジアとの関係を

構築すべきであると考えていた。1975年6月に行われたジャパン・ソサイエティの晩餐会

においてキッシンジャーは「アメリカがアジアに背を向けることや、アジアを犠牲にして

ヨーロッパに関心を集中させることはあり得ない」と述べ、アメリカがアジアに対して積

極的、かつ建設的な役割を引き続き果たすことを主張した（６）。こうしたキッシンジャー

のアジア観の牽引もあってフォード政権はアジア諸国に対して安心供与としての再保障を

行うことになる。

　このようにフォード政権はニクソン・ドクトリンの発表以降に崩れていたアジアとの関

係改善に乗り出した。その具体的一歩として1975年9月、アメリカ政府は12月に予定され

ているフォード大統領の中国訪問に加えて、東南アジア諸国への訪問を決定した。その12

月の東南アジア諸国歴訪を経て立ち寄ったハワイにて、のちに「新太平洋ドクトリン」と

言われる演説によってフォード政権の新アジア戦略が明らかになった。演説の中でフォー

ドは、「世界の安定とアメリカの安全は、アジアに対する関与にかかっている」と述べた。

さらに、アメリカがニクソン・ドクトリンによってアジアにおいて孤立主義的に陥ってい

たという反省から「アメリカは孤立主義における行動の自由を捨て、グローバル・パワー

としての責任を果たすことになった」と述べ、太平洋における力の均衡と安定の基礎とな

るのはアメリカの強さであることを主張し、アメリカはアジアの安全に対して責任を担う

覚悟があり、そのために同盟国と協力していくことを確認した（７）。

フォードの新太平洋ドクトリンを受けて、1976年1月にはアジア太平洋における新たな
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安全保障態勢の構築に向けたアメリカの対アジア戦略が具体化していく（８）。まず、スコ

ウクロフト大統領補佐官（Brent�Scowcroft）が新ドクトリン下でのアジア太平洋地域に

おけるアメリカの利益と安全保障上の目的を明確にした国家安全保障研究覚書第235号

（National�Security�Study�Memorandum:�NSSM�235）を公表した。在比米軍基地に関して

中心的に議論している当該文書には、「アメリカがアジア地域において継続的な役割とプ

レゼンスを維持することに根本的な利益を有している」と記されている（９）。つまり、サ

イゴン陥落を通じてアメリカのコミットメントの後退を目の当たりにしたアジア諸国は、

自分たちが困った時にアメリカは本当に助けてくれるのかと同盟に対する疑念を強めた。

その信頼の低下は、アジア太平洋地域での勢力均衡においてアメリカにとって好ましくな

い状況を作り出し、アメリカとして戦略的に避けなければならない展開を生むと考えられ

たのである。このように、フォード政権は公式発表にて従来のドクトリンにおける孤立主

義的側面を批判し、公式文書でアジアでの米軍のコミットメントの重要性を再評価した。

ニクソン政権期にはなかった戦略思考上の不安をフォード政権は如実に示したとも言えよ

う。

　米ソ間の軍事バランスもまた、アメリカが抱く不安の要因となっていた。1975年以降、

米ソの軍事バランスは、ソ連に傾き始めていた。とりわけ海軍においてバランスの変化が

顕著であり、数ではソ連が保有する潜水艦がアメリカのそれを上回っていた。中でもソ連

は原子力潜水艦の質的、量的向上に力を注いでいた。これを受けて、アメリカ政府はソ連

の軍備増強に対抗する姿勢を示すようになっていた。先のNSSM235は、太平洋、インド

洋におけるソ連海軍の増強を指摘し、ソ連の海軍に対抗しうる米軍の能力について分析し

ていた。11月になると、56頁にもわたるNSSM235の実施要領が完成し、ソ連の海軍力に

は大きな進展が見られ、ソ連海軍は戦闘能力を高めていることが記された。さらに、

NSSM235ではこのように海軍力を増強するソ連とアメリカが戦争することになった場合

には、アメリカ海軍は制海権を確保しなければならないことや、そのために空母が重要で

あることを記していた（10）。アジア諸国との信頼回復の必要性や、ソ連海軍力増強に対す

るアメリカの不安が高まる中、まさにアメリカは対応に迫られていた。こうしたことを背

景として、在比米軍基地の戦略的重要性は間違いなく高まりつつあった。

2．アジア戦略における米比基地協定改定交渉

　先に述べたように、フォード大統領は1975年12月、アジア諸国との関係改善が急務と考

えるキッシンジャーの助言により、中国だけでなく東南アジア諸国を訪問することが決
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まった。こうしたキッシンジャーの対東南アジア政策重視の考えに沿って、アメリカの対

フィリピン政策にも変化が表れはじめた。

1975年12月にフォード大統領はフィリピンを訪れ、米比同盟を強化するとの共同宣言を

行った（11）。米比首脳会談では、ベトナム戦争後の新時代に即応するための経済的・軍事

的関係の再検討を進めることで両国は一致したとし、キッシンジャー国務長官ものちに「率

直な話し合いで両国の関係は前進した」と述べている（12）。フォード大統領はニクソン・

ドクトリンによって失われつつあったアジアにおける信頼関係を取り戻そうと対アジア政

策へ積極的に取り組み、「特別な関係」の解除が求められていた米比関係は、フォードの

アジア政策によって同盟を強化することになった（13）。マルコス大統領は就任当初から第

三世界や社会主義国との関係改善に積極的に取り組んでおり、アメリカとの交渉において

はこれがテコとなった側面もある。

フォードの「新太平洋ドクトリン」としてアジアにおける同盟国の重要性を強調し、同

盟国との関係を基軸にしてアジア太平洋地域の安定化を図ることを示したのはすでに述べ

た通りであるが、この演説の中で、フォードは、特にフィリピンとの関係について「アメ

リカにとって最も古い同盟国のひとつ」、「フィリピンとの友好は、アジアにおけるアメリ

カの利益であることを証明している」と言及し、歴史的観点からフィリピンとの関係の重

要性を強調した（14）。

　また、1976年1月にスコウクロフト大統領補佐官が作成したNSSM235は、「アジア・太

平洋地域におけるアメリカの利益と安全保障上の目的」と題していたが、「在比米軍基地

をめぐるフィリピンとの交渉」とのサブタイトルも付記しており、フィリピンの重要性を

示していた（15）。NSSM235は、「アメリカがアジア地域において継続的な役割とプレゼン

スを維持すること」が目的であると記しているが、特に、在比米軍基地における空軍、海

軍、全ての兵力維持を明記している点で特徴的なものと言える。

　こうしたアジア重視を背景としたアメリカ政府による対フィリピン政策と自主路線を進

んでいるマルコスの対米政策は両者の関係を一層乖離させるかのように見えた。現に、マ

ルコスは、フィリピン国民に対して「もはやフィリピンに米軍基地が存在する意味とは何

か」、「米軍がフィリピンに駐留することを正当化するため、米比相互防衛条約の見直しが

必要である」と訴えた。しかも、反米感情を抱く国民の支持を背景に、マルコスはアメリ

カに基地協定を見直すことを目的として米比間で交渉を行うことを申し出た。1976年6月、

在比米軍基地についてフィリピンが抱えている問題をフィリピン側からアメリカに提示す

る形で改定交渉が開始されたのである。しかし、これは米比それぞれの戦略が互いの現状

の方針を受け入れることができない結果からなされたフィリピンによる問題提示と言うよ

りは、要求を吊り上げられるだけ吊り上げて、フィリピンが重要視する基地の主権の返還
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実現とそれに伴う基地賃貸協定締結による多くの賃借料獲得を狙ったマルコスの交渉戦術

であった。

　むしろ、外交や安全保障戦略においてマルコスが問題視していたことは、ベトナム戦争

後の米比相互防衛条約第4条についてであった。対外コミットメントに極めて消極的なア

メリカ連邦議会の動きを見るに、外部侵略に対するアメリカの軍事支援を定めた米比相互

防衛条約第4条が本当に機能するのかという不安がフィリピン政府内部で根強かった。そ

のため相互防衛の内容確認も改定交渉の焦点とされた。

アメリカ側はフォードが1975年12月のアジア歴訪に際してフィリピンを訪れた際に、こ

うしたフィリピン側の要求を一定程度受け入れる準備はしていた。しかし、基地の使用に

対して賃借料を支払うということについては受け入れることができず、この点で交渉は難

航した。キッシンジャーは、米軍が基地を使用することに対して「賃借料」ではなく「援

助」で支払い、軍事援助と経済援助を上乗せして増額することを提案した。フィリピン側

から交渉の代表として出席していたロムロ外務大臣（Carlos�P.�Romulo）とエンリレ国防

長官（Juan�P.�Enrile）は、アメリカ側が提案した援助の上乗せについては賛同していた。

しかし、在比米軍基地はすでに東南アジアで唯一の米軍基地となっていたこともあり、マ

ルコスはキッシンジャーに対して強気な態度を崩さず、さらなる援助増額をアメリカから

引き出すことを考えていた。

　1976年10月に交渉が再開すると、マルコスの強気な態度はエスカレートしていった。こ

れに対し、1976年12月、キッシンジャー国務長官はフィリピンのロムロ外相にアメリカと

してでき得る最大限の譲歩を示し、最終的には5年間で総額10億ドルの軍事援助・経済援

助の案を提案した。しかし、マルコスは要求した軍事援助額をアメリカが満たしていない

という理由でこの提案を拒否した（16）。トルコやスペインにある米軍基地への対応と比較し、

交渉によって増額が可能になるとマルコスは考えたのかもしれない。しかし、キッシン

ジャー国務長官が提示した5年間で10億ドルという援助額は、当時、アメリカが在外米軍

基地受入国に対して年間2億5千万ドル以上支払ったことがないということにも表れている

ように、アメリカがフィリピンの要求に小さくない譲歩をしていることは明らかであっ

た（17）。キッシンジャーは増額の要求を繰り返すばかりのマルコスに対して、「経済援助、

軍事援助のパッケージで10億ドルとする。それ以上はなければ、それ以下もない」とロム

ロに断言した（18）。
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3．在比米軍基地の評価と「戦略的な関係」の兆し

キッシンジャーは、アメリカにとって注意すべきマルコス独裁政権と交渉を行う中で、

極めて譲歩的な姿勢を示したのは明らかである。その理由は、アメリカが求める戦略目的

と戦略的価値が在比米軍基地には存在していたからである。在比米軍基地には、ベトナム

戦争時、2万7,000人の米兵が駐留し、改定交渉が開始された1976年でも1万5,000人の米兵が

駐留していた。在比米軍がどのようにフィリピンに駐留を続けるかが、アメリカのアジア

太平洋戦略、インド洋戦略に大きく影響することは明らかであった。つまり在比米軍基地

は戦略上、極めて重要な基地であったのである。そのため、アメリカは在比米軍基地の改定

交渉において「アメリカ離れ」を見せ始めたフィリピンに対し慎重にならざるを得なかった。

　軍部からの評価も高かった。ブラウン統合参謀本部議長（George�S.�Brown）は「在比

米軍基地はソ連海軍の脅威から自由諸国の海上交通生命線を守るのが主たる任務だ」と述

べ、インド洋のディエゴ・ガルシアと一体になってアメリカ第七艦隊の機動性が確保でき

ると評価した。その一方で、在比米軍基地がフィリピンのものとなれば基地機能に大きな

制約を受けることになり、基地における戦略的重要性の低下は避けられず、米軍の広域戦

略展開の支障となりかねないとの見解を示していた。

　さらに、スービック海軍基地は、西太平洋とインド洋に展開するアメリカ第七艦隊の最

大の修理補給基地として位置付けられていた。また、在比米軍基地は訓練基地としても重

要な役割を果たしている。ソ連を仮想敵国と想定し、徹底的な訓練を行う施設が整ってい

たため、沖縄の海兵隊も参加した大規模な訓練が行われた。このように、補給・訓練基地

としてだけではなく、戦略的には在比米軍基地はアメリカにとって西太平洋の最前線基地

であったことから、インド洋でのソ連海軍の動きが活発となると同時に重要視されるよう

になっていった。また、ベトナム終結後、ソ連のベトナムに対する積極的な関与も米軍部

の懸念要因となっていた。かつてアメリカの基地であったカムラン湾の基地は、ベトナム

戦争後にソ連最大の在外基地となっており、それと対峙する在比米軍基地は戦略的に決し

て手放せないというものであった。

　従来のニクソン・ドクトリンの視点に立つと1975年のベトナム戦争の終結は、在比基地

撤退論を正当化する要素となっていた。しかし、仮にアメリカが在比米軍基地から撤退す

れば、力の真空が生じ、アメリカに代わる国が勢力を伸長させることが懸念された。実際、

アメリカ撤退後の基地の使用に中国が名乗りを上げていた。1975年にマルコス大統領は訪

中し、フィリピンと中国は国交を樹立している。ベトナム、ラオス、カンボジアでの共産

主義の勝利によって進行した東南アジアの共産主義化にフォード政権は大きな不安を感じ

ていたのは既述した通りだが、マルコス大統領はアメリカとの基地協定改定交渉でさらな
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る援助を引き出すために、中国、ソ連への歩み寄りを対米交渉のカードとして用いようと

していた。こうしたフィリピンの揺さぶりに直面してもなおフィリピンに歩み寄る姿勢を

見せたフォード政権の対応は、米比間の緊張を緩和しようとするものであり、フィリピン

との「戦略的な関係」を確固たるものにするための政策であった。

　基地をめぐるアメリカとフィリピンの関係において、1970年代前半までと1975年以降の

大きな違いは、「戦略的な関係」であるか、そうでないかということである。1970年代前

半における米比関係は、「戦略的な関係」ではない。そもそも両国間にある基地問題は、

第一義的に基地の設置国であるアメリカと基地の受入国であるフィリピンとの間にある

「基地の権利」と「援助」をめぐる二国間関係上の問題であり、フィリピンの要求にアメ

リカが応えるという戦後独立時からつづく米比関係であった。しかし、本稿で明らかにし

たように、1975年以降の米比基地協定の改定をめぐる交渉でみられる関係は、それまでと

は異なるものである。在比米軍基地における戦略的重要性がフォード政権で行われたアジ

ア戦略の見直しと密接に結び付いたものであり、その意味で「戦略的な関係」と言える。

アメリカ政府は米比基地協定改定交渉を、次の二つの点から対アジア戦略再編のための布

石として位置づけていたのである。第一に、米比基地協定改定の成立の際にフィリピンの

要求に応じることでフィリピンが米軍基地に抱く反発を少しでも鎮め、フィリピンの自主

路線を阻止し、同盟の結束を強めることである。この意味から在比米軍基地の維持、米比

同盟の強化は、フォード政権にとってアジア戦略の見直しを進める上で不可欠であった。

第二に、在比米軍基地の維持により、アジアにおける戦略的優位を保持しながら対アジア

戦略の見直しを進めることである。ソ連が軍事力を増強する中で戦略的優位性を保つため

には、在比米軍基地を維持することは不可欠であった。

　このように、米比同盟の結束の再強化と対ソ優位という戦略的観点から米比基地協定改

定を経た形での基地の維持を望み、アメリカはフィリピンの要求に応じ、援助しようとし

た点で従来の米比関係で見られたようなフィリピンの対米追従は見られず、むしろアメリ

カの対比譲歩の度合いが強い関係、すなわち「戦略的な関係」がそこには見受けられるの

である。しかし、残念ながら、両国間で行われた交渉は、アメリカの大統領選挙によって

中断され、フォード政権下でキッシンジャーが提案した基地協定改定の内容で締結される

に至らなかった。したがって、フォード政権期において「戦略的な関係」は完全な形、す

なわち在比米軍基地協定の改定による同盟関係の強化として達成できなかったのである。

　このように在比米軍基地は、ニクソン政権期にアジア諸国によるアメリカ離れが進み、

東南アジアでは在比米軍基地が唯一の基地となったことや、ソ連の脅威や共産主義の一部

勢いが増したことを背景にフォード政権におけるアジア戦略見直しが進む中で、その戦略

的重要性が高まっていった。結果、1979年に改定された米比基地協定は、アメリカ国内に
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おいてベトナム戦争終結によって在比米軍基地の役割は終わったとする基地存続に対する

反対意見を封じ込め、アメリカ主導によるアジア地域における秩序の再編として大きな意

義を持つものであった。まさに、その萌芽がフォード政権での基地協定改定をめぐる交渉

から読み取れるのである。

おわりに

　本稿では紙幅の関係上触れていないが、1960年代後半、ニクソン・ドクトリンに基づく

アメリカの対アジア外交の展開によって、アジアに駐留していた米軍は次々と撤退し、ア

メリカによる「アジア離れ」とアジア諸国による「アメリカ離れ」が進展した。これは

1960年代終盤から1970年代前半にかけてニクソン・ドクトリンに基づくアメリカの軍事プ

レゼンス縮小によって、その相対的な劣位から多くのアジア諸国がアメリカの地域からの

撤退を危惧した帰結である。実際、1973年に至りベトナム戦争が収束に向かっていたこと

を理由にアメリカは米軍のプレゼンスを縮小したことによって、フィリピンを含むアジア

諸国の不安は一層高まり、一部アジア諸国が独裁国家になっていった。さらには、アメリ

カとの関係を見直して自主路線を歩み始める国もあるなど、フィリピンも例外なくその兆

候を示していた。

　結果的に、引き続きフィリピンに米軍基地は維持されることとなった。つまり、時代が

もはや旧宗主国と旧植民地という歴史の遺産の延長にあるロジックとは違うものを要して

いた。それが本稿で示した通り、フォード政権になると如実となった。アメリカは、アジ

ア諸国のアメリカ離れの加速に不安を抱き、アジア最重視に大きく舵をとった。キッシン

ジャー国務長官の対アジア戦略の見直しによって、在比米軍基地における戦略的重要性は

一気に高まる。キッシンジャーは二国間関係よりもアジア全体の安定を考えていたため、

アメリカとフィリピンにある基地問題として捉えるのではなく、在比米軍基地をアジアに

おける重要拠点として位置づけたのである。ここで特に留意すべきは、フォード政権下に

おいて在比米軍基地に対する不安を抱いていたのはフィリピンではなくアメリカ側であっ

たことである。アメリカがフィリピンから撤退することを検討し、それに対して米軍がフィ

リピンに留まるようフィリピンが米軍駐留の継続を要求するという戦後一貫して続いてき

た構図は、1975年以降に一気に崩れる。基地の存在価値に対して疑義を唱えるマルコスに

対して、アジア全体の安定を戦略的観点から捉えるならば在比米軍基地は不可欠と考える

キッシンジャー国務長官との間で行われた基地をめぐる交渉で生じたのはまさに「戦略的

な関係」であったと言えよう。
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