
対中国対決姿勢を明確にした米国
米国上院は 8月 1日、2019年度（18
年 10月～19年 9月）国防予算の大枠を
定める国防権限法案を可決した。予算総
額は、アフガニスタンなどでの戦費を含
め約 7,160億ドル（約 79兆円）という
最大規模となった。
国防権限法で特に目を引くのは、中国
への強硬姿勢である。南シナ海での軍事
活動の拡大を懸念すると共に、米国のハ
イテク技術窃取行為に対する警戒心を顕
わにした。また米国の技術の輸出規制見
直しについても言及している。
米政府機関が中国の通信大手「中興通
訊（ZTE）」と「華為技術（ファーウエイ）」
の利用を禁ずると共に、中国が南シナ海
の軍事拠点化を中止するまで、中国の環
太平洋合同演習（リムパック）参加を禁
止した。また台湾の防衛能力向上支援な
どが明記されたのも特徴的だ。
今年 1月 19日に公表した 2018年国
家防衛戦略（NDS）では、中国とロシア
の「軍備増強と急速な科学技術の発展」
を警戒し、「米国の優位が脅かされてい
る」との認識を明らかにした。「米国の
繁栄と安全保障を巡る最重要課題は、長
期的かつ戦略的な競争の再出現」と位置
付け、「米軍即応力強化、核、宇宙・サ
イバーを中心に軍事力の近代化と増強」
の必要性を強調した。今回の国防権限法

には、この危機感が反映されている。
国防権限法では、中国について「自国
に有利なようにインド・太平洋地域の秩
序を塗り替えるため、軍の近代化や情報
作戦、略奪的な経済政策を通して近隣諸
国を抑圧している」と強い警戒心を示し
た。中国の南シナ海軍事拠点化を念頭に、
国防長官に対し、「インド太平洋地域の
安定化」に向けた軍備拡充 5ヵ年計画の
提出を義務付けたことも特徴的である。
約 79兆円という空前絶後の国防予算
ではあるが、国内で強い反発の声は聞か
れない。中国やロシアとの競争に一段と
力を入れる必要があるとの認識は、超党
派的コンセンサスを得ているようだ。

8月 16日に米国防総省が発表した中
国の軍事・安全保障に関する年次報告書
でも、中国軍の量、質の両面での増強が
進む状況を明らかにし、アジア太平洋に
おける米軍の圧倒的優位が揺らぎつつあ
る現実を浮き彫りにした。トランプ政権
は、中国を長期的な最大の脅威と位置付
け、本格的に力で対抗する構えである。

始まった米中貿易戦争
貿易面では米中間で既に貿易戦争が始
まっている。トランプ大統領は 4月 3日、
通商法 301条を発動して約 1,300品目、
総額 500億ドル（約 5兆 3,200億円）相
当の中国製品に 25％の追加関税を課す
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案を発表した。これに対し、中国政府は
即座に反発し、世界貿易機関（WTO）
の紛争解決手続きによって米国製品に対
し「同規模の対抗措置を取る」ことを表
明した。
これに対し 6月 18日、トランプ大統
領は「約 2,000億ドルの中国製品に
10％高関税を課す」と表明し、もし「2,000
億ドル」に対しても中国が報復に出るな
らば、「更なる 2,000億ドルの高関税」
を中国製品に課すと述べた。
言葉のヒートアップにも拘わらず、「ア
メリカと中国との間で表面上では激しい
言葉の応酬が行われているが、水面下
では着実な交渉が進行中で、7月 6日に
は『大人の対応』で決着」がつき、市場
も落ち着くだろうと大方の予想は、楽観
的だった。
だが 7月 6日、米国は予定通り 340
億ドル（約 3兆 7,500億円）相当に関税
をかけ、8月 23日には第二弾として残
り 160憶ドル（約 1兆 8千億円）相当
に 25％の関税上乗せを発動した。
中国商務省は直ちに「断固として反対
し、必要な反撃を続けざるを得ない」と
の談話を発表し、石炭、トラック、オー
トバイなど 333品目（160億ドル相当）
を対象とした報復関税を発動した。同時
にWTOに提訴することを表明した。
米国は、第三弾として 2,000億ドル分
（約 22兆円）に 25％の関税上乗せを検
討している。中国も液化天然ガス、携帯
電話など 600憶ドル（約 6.6兆円）相当
に最大 25％の報復関税で対抗する構えだ。
米産業界からは貿易摩擦は、両国の景
気に悪影響が出るとの懸念が出ており、
8月末、次官級協議が再開したが、米国
通商代表部（USTR）のライトハイザー
代表やナバロ大統領補佐官は中国に対す

る強硬姿勢を崩しておらず、今後の見通
しは不透明である。
米国のマーケットは好景気に支えられ
て反応は依然鈍いが、中国では早速、市
場のみならず社会全体に動揺が見られ
る。その好ましからざる影響は、遅かれ
早かれ当事国のみならず世界に飛び火す
るに違いない。正に世界第 1位と第 2位
の大国が貿易面で激突するという激動の
国際情勢が到来した。当然、日本も無傷
ではあり得ず、大きな痛手を被ることを
予期しておかねばならない。

進展しない北朝鮮の非核化
朝鮮半島情勢についても、米中の動向
と密接に関連している。6月の米朝首脳
会談以降、北朝鮮の非核化については、
殆ど進展していない。北朝鮮は、米兵の
遺骨の返還、そしてミサイルエンジン試
験施設の破壊などを実施した。これらの
「好意」に対し、米国が制裁解除に踏み
出さないのみならず、「休戦」状態を「終
戦」にもっていくことに耳を貸さないこ
とに苛立った北朝鮮は、「（米国が）一方
的で強盗のような非核化の要求だけを持
ち出してきた」と非難した。
実務者協議も全く機能していない。米
国が「完全かつ検証可能で不可逆的な非
核化（CVID）」を求めているのは、米朝
首脳会談の精神に反していると開き直る
始末である。この膠着状態を打開すべく、
8月 27日からポンペオ国務長官が訪朝
する予定であったが、「現時点で大きな
進展があるとは思えない」とトランプ大
統領は延期を支持した。
「非核化」に対する北朝鮮の頑なな態
度は、中国が北朝鮮を背後で操り、交渉
を妨害しているとトランプ大統領は捉え
ている。トランプ政権発足時は、米国の
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対北朝鮮政策について、中国の影響力に
依存せざるを得なかったため、対中国政
策も抑制的なところがあった。だが、米
朝首脳会談以降、米国は北朝鮮との独自
のパイプができ、直接交渉ができるよう
になったため、中国に対する遠慮はなく
なった。米国の対中強硬一辺倒への政策
転換は、こういう事情もある。

日本に秋波を送り始めた中国
中国は対米貿易戦争については激しい
言辞で対抗しているが、国内を意識した
ものが多い。経済的にも軍事的にも、ま
ともに米国と対峙すれば勝ち目はない。
従って、中国はアンダーグラウンドで米
国と妥協点を探りつつ、同時に EU、ロ
シア、そして日本にも秋波を送り始めて
いる。
他方、覇権争奪という観点からは、トラ
ンプ政権が保護貿易主義を打ち出し、国際
協調に背を向けている現状を、中国は寧ろ
好機と捉えている面もある。米国を国際的
に孤立させ、中国が「グローバルな統治体
制の改革に積極的に関与し、リードする」
ことによって、欧米主導で構築されてきた
国際秩序を中国主導で書き換えていくチャ
ンスと思っているようだ。
歴史的に見て、中国は大国関係がギク
シャクしてくると、日本にすり寄ってく
る傾向がある。1980年代、中ソ関係が
悪化した際、露骨に日本にすり寄ってき
た。この時、中国は日本に防衛費増額を
求め、中国高官による「防空力強化要請」
の発言さえあった。今では全く考えられ
ない。

1990年代後半、中国の台湾に対する
露骨な軍事威嚇で、クリントン政権は対
中姿勢を硬化させ、米中関係は急速に悪
化した。この時、日本からの約 5千人の

訪中団を北京に受入れ、日本に対する微
笑外交を展開した。
今年 5月、李克強首相が来日した。習
近平政権発足以降 5年半に亘り、25名
の政治局員の内、誰一人として訪日の実
績なかったことを考えると、対日政策の
大きな転換である。また現在、安倍首相
の年内訪中を受け入れる調整が行われて
いるという。

8月 16日には、尖閣諸島周辺の禁漁
期が終わって漁が解禁された。報道によ
ると、中国当局は尖閣諸島周辺での操業
を控えるように漁民に通知したという。
福建省の地元漁協には「敏感な海域に近
付き過ぎず、（日本側と）衝突を起こさ
ないように」と指示したらしい。これら
中国の対日強硬外交から「微笑み政策」
への転換は、米中関係の悪化によるとこ
ろが大きい。

基本原則を堅持し、「力の空白」を作っ
てはならない
日本としては、チャンスに違いない。
だが、中国の方からすり寄ってきたから
と言って、日中懸案の解決といった期待
を安易に抱かない方がいい。下手な妥協
や譲歩は将来に禍根を残す。田中首相と
鄧小平との首脳会談で、田中氏の不用意
な発言で尖閣の領有権が「棚上げ」と受
け取られてしまった。この轍を踏んでは
ならない。
中国は、日米間に楔を打ち込み、日米
分断を企ててくるだろう。同時に、日本
の資金と技術を活用して米中貿易戦争の
被害局限を図ろうとするに違いない。中
国は米国と激しく対立することで、親米
反中傾向にある日本、ASEAN、インド
などが更なる中国離れを起こし、外交的
孤立に陥ることは避けたいと思っている
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はずだ。そのためには反中の親玉である
日本を攻略するのが一番手っ取り早い。
こういう思惑を持っても不思議ではない。
米中という二大国が激突するという激
動の時代の幕が切って落とされた。先行
きは全く不透明である。暫くは日中関係
は回復基調が続くかも知れない。だが油
断は禁物である。下手に中国に歩み寄る
と、米国のみならず自由主義諸国から孤
立しかねない。日米同盟は日本の安全保
障の要であり、中国がすり寄ってきたか
らと言って、日米関係を弱体化させるよ
うなことはあってはならない。
日中間の関係改善を図りながらも、引
き続き南シナ海の軍事拠点化阻止、台湾
の武力統一阻止、自由貿易の維持、知的
所有権保護、自由と民主主義、人道、人
権重視、法の支配等の基本原則は維持し
なければならない。米国と緊密に連携し
ながら、東アジアの平和と安定に積極的
に貢献していくことが重要である。何よ
り日本自身が「力の空白」を作り出し、
不安定化を誘引することは絶対避けねば
ならない。不安定化の種は、引き続き尖
閣諸島を含む南西諸島にある。南西諸島
の島嶼防衛については、日本固有の任務
であり、日本は当事者意識をもって防衛
体制を構築し、「力の空白」を作らぬよ
うにせねばならない。

日中関係改善の陰で着々と進む中国の
実効支配
昨年、日米首脳会談が行われ、「日米
共同宣言」に「尖閣諸島は、日米安保条
約 5条の対象」が、初めて明記された。
日本はこれで「やれやれ、これで尖閣へ
の中国の武力侵攻はなくなった」と思考
停止した。今後の日中関係改善の基調に
よっては、更に思考停止が進む可能性が

ある。だが、尖閣を守るのは日本自身で
あり、情勢は一夜にして変わり得ること
を忘れてはならない。
尖閣諸島は中国の核心的利益である。
日米共同声明後も、中国は直ちに反応し
た。「日米は言行を慎み、誤った言論を
発表するのを止めろ」、「釣魚島は中国固
有の領土である。国家主権と領土保全を
守る意思と決意は揺るがない。日米安保
条約というものを名目に、日本がアメリ
カを引き寄せて、違法な領土主張を裏書
きするのに反対だ」と。 
中国は米国とは事を構えたくない。軍
事力は未だ遥かに米国が強くて、戦いを
挑めば必ず負けるからだ。日米共同声明
以降、中国は如何に米国を介入させない
で、尖閣を手に入れるかという戦術を採
るようになった。軍事力行使は安保条約
5条発動を誘引する可能性があるのでこ
れを避け、非軍事、準軍事的手段で実効
支配を奪う戦術である。
具体的には軍事力行使を回避し、実効
支配を少しずつ奪い取る「サラミ・スラ
イス作戦」である。米国は「POSOW
（Paramilitary Operation Short of War
＝準軍事手段を活用した戦争に至らない
作戦）」とも呼んでいる。準軍事手段で
既成事実を積み重ねて実効支配を奪取す
るやり方である。
軍隊を投入しない代わりに、同様な機
能を持つ「海警」、つまりコーストガー
ドを使う。
米国は「ホワイト・シップ・ストラテ
ジー」とも呼んでいる。海警の船が払い
下げられた軍艦を、白く塗って巡視船に
して投入するところからきている。
海警は今年になって「武装警察」に編
入された。武装警察は、中央軍事委員会
に直属しているので、海警は軍と同じ中
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央軍事委員会の指令によって動くように
なった。海警は軍と一体化したと言って
よい。
海警の活動は、「月に 3回、3隻の海
警が領海侵犯して、2時間居座る」こと
を繰り返している。「3・3・2フォーミュ
ラ」とも呼ばれる所以である。最近では、
「3・4・2フォーミュラ」つまりに月に
3回、4隻の海警が領海侵犯することが
多くなったと米国の年次報告書も指摘し
ている。
海軍を出さずに、海警を多用すること
によって日中の摩擦を局限し、静かに既
成事実を積み重ねる。そして実効支配は
中国がとっているということを、メディ
アで世界に発信する。これを 10年、20
年と続けると、もし将来仮に、国際司法
裁判所の判断を仰ぐようになった場合
に、日本は敗訴することにもなりかねな
い。これが「輿論戦」「法律戦」である。
この実態は米国の「米中経済安全保障調
査委員会」によって既に議会報告されて
いる。
また海警が日本の領海に自由に侵入し
て、自由に航行できれば、日本が実効支
配しているとは言えない。そうなれば尖
閣諸島は「施政下」にあるとは言えなく
なる。「安保条約 5条の対象」というの
は「日本の施政下にある領域」なので、
施政下になければ安保条約 5条の対象に
はならない。中国はそこを狙っている。

実効支配の戦いには、先ず海上保安庁
の強化を
日中関係が回復基調にある当分の間
は、海警は意図的に海上保安庁と摩擦を
起こすことは避けようとするだろう。だ
が、不測事態が起きる可能性はいつでも
ある。事態が海上保安庁の手に負えなく

なった場合、政府は「海上自衛隊を投入
する」方針のようだ。だがこれは避ける
べきだ。
先に自衛隊を投入すれば、「最初に軍
を出したのは日本である」と海軍投入の
口実を中国に与えてしまいかねない。し
かも海自出動の根拠は “海上警備行動”
か “治安出動” なので、海自を出動させ
ても海保以上のことは出来ない。手足を
縛って海自を出動させる愚は避けねばな
らない。
「力の空白」を作らないためには、海
保を強化するしかない。問題は、海上保
安庁法にある。2条による海保の任務は
「海上の安全と治安の維持」であり、「領
域警備」の任務は含まれていない。海保
は、苦労しながら事実上の「領域警備」
を実施しているのが現実である。この現
状は早急に改善しなければならない。
海保は 1948年に創設された。現行憲
法が制定された直後であり、未だマッ
カーサーの占領下にあった。自衛隊も創
設されていない。このため、海上保安庁
創設に当たっては、憲法 9条の手前、敢
えて「軍隊ではない」と強調するため、
こういう規定になった。
海上保安庁法 25条にも「この法律の
いかなる規定も海上保安庁又はその職員
が軍隊として組織され、訓練され、又は
軍隊の機能を営むことを認めるものとこ
れを解釈してはならない」とある。これ
が実効支配争奪戦の今、「力の空白」を
生んでいる。
暫く日中関係は凪が続くことが予想さ
れる今こそ、海上保安庁法を改正し、「海
上の安全と治安の維持」に加えて、「領
域警備」或いは「臨検活動」「船団護衛」
の任務を付与し、装備、人員共にも充実
させることが必要である。
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空での熾烈な実効支配争奪の戦い
実効支配争奪の戦いは、海だけではな
い。上空では既に熾烈な鍔迫り合いが起
きている。尖閣諸島の領空主権は、航空
自衛隊が守っている。陸には警察があり、
海には海保があるが、空の場合は、平時
でも航空自衛隊しかない。
領空主権は、領海とは違ってより厳し
い。「排他的かつ絶対的」であり、領海
のような「無害通航」というものはない。
海の場合は、軍艦であっても、「無害通航」
は国際法上許されているが、領空の場合、
それはない。もし軍用機が領空侵犯すれ
ば、退去、強制着陸させる。これに従わ
なければ、撃墜も排除されない。これが
国際慣例となっている。国際慣例通り実
行できなければ、実効支配しているとは
言えない。つまり「施政下」にないこと
になる。
ここで問題になるのは、自衛隊法 84
条の「領空侵犯措置」には、権限が規定
されていないことだ。発足当初は、領空
侵犯措置の権限については、明文化はし
ていないが国際慣例、国際法に従って、
武器の使用はできるという解釈だったよ
うだ。だが、その後の国会答弁の積み重
ねで、自衛隊は「法律に書いてなければ、
1ミリたりとも動かしてはいけない」と
いう解釈が定着した。
元裁判官が書いた論文にはこうある。
「権限規定が無いということは、侵犯機
がこれに応じない場合でも、武器を使用
してまで、領空から退去、あるいは強制
着陸させるべき強制的権限を与えないと
いう国家意思と解さざるを得ない」
これでは、領空侵犯措置を「国際慣例
に従って厳正に対処しろ」と言われても、
現場は困る。権限も与えず、これを実行
するのは現実的には難しい。空において

も、日本自らが「力の空白」を作ってい
る。日中関係が穏やかな時にこそ、これ
ら懸案を改善するチャンスである。

巧妙な「日米共同声明」空文化の動き
米中貿易戦争が始まり、そして南シナ
海の軍事拠点化について国際社会の非難
が高まる中、中国が敢えて日本と摩擦を
起こして尖閣諸島を武力で強奪すること
は考えられない。だが、諦めたかという
とそれもあり得ない。尖閣諸島は「核心
的利益」であり、中国は静かに長期的戦
略で手を打っている。
目立たないが実効支配争奪の静かな闘
いは既に始まっている。実効支配してい
なければ、それは「施政下」にあるとは
言えない。竹島しかり、北方領土しかり。
従って竹島、北方領土は安保条約 5条の
対象ではない。尖閣諸島についても、実
効支配が奪われた瞬間、「尖閣は 5条の
対象」という日米共同声明は空文化し、
米国の抑止力は尖閣には及ばなくなる。
このようなシナリオは今後十分にあり得
る。問題は、日本自らが「力の空白」を
作っていることにある。
今後の米中貿易戦争の行方、朝鮮半島
情勢、東アジア情勢は極めて不透明であ
る。このような情勢にあって、揺らいで
はならないのは日米同盟の更なる緊密化
である。同時に、日本自らが「力の空白」
を作って日米同盟の足枷になることは避
けねばならない。

このような時こそ「左警戒、右見張り」で
旧海軍の言葉に「左警戒、右見張り」
という言葉がある。どちらかに集中する
のではなく、全体に眼を配れということ
だ。我が国周辺には、尖閣諸島のみなら
ず沖縄も虎視眈々と狙っている異形の大
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国がある。また核、ミサイル兵器を持ち
「日本列島を海に沈める」と公言して憚
らない独裁国家が存在する。日本の同盟
国たる米国は「米国第一主義」を決め込
み、中国との対決姿勢を強める。今後の
国際情勢は極めて不透明である。こうい
う時には広く全体に目を配り、あらゆる
可能性を想定しておくことが必要だ。
尖閣諸島が安保条約 5条の対象と日米
共同宣言に明記されたからといって、安
心して思考停止に陥っている場合ではな
い。核・ミサイル問題で北朝鮮に耳目が
集まっても、中国の脅威について忘れる
ことがあってはならない。
米朝首脳会談が実現した途端、「イー
ジス・アショア」ミサイル防衛システム
が無用の長物かのような論調がまことし
やかに語られる。南シナ海の軍事拠点化
を巡り米中で鍔迫り合いがあっても、日
本人は全く他人事であり、日本として如
何に対応すべきか、という戦略的議論は
起こらない。日本の生命線であるシー
レーンがそこを通っているにも拘わらず
だ。日本はもっと当事者意識を持たねば
ならない。東アジアの平和と安定は日本
の平和と安定そのものなのである。
米中貿易戦争の成行きは、日本にとっ

ても死活的に重要である。このまま米中
が本格的貿易戦争に突入すれば、日本も
甚大な被害を受けるだろう。状況に応じ
て先手を打ち、被害局限するため身構え
ておかねばならない。だからといって東
シナ海で今起きている実効支配争奪の熾
烈な闘いについて、無関心になることが
あってはならない。
朝鮮半島、南シナ海、貿易戦争などを
「警戒」しながらも、東シナ海、尖閣諸
島もしっかり「見張り」が必要である。
何より、日本自らが「力の空白」を作っ
てはならない。そして現にある「空白」
は早急に埋めなければならない。
中国が日本にすり寄ってきても、油断
して日米分断工作に乗せられてはならな
い。寧ろ日中関係改善の動きは、これま
で放置してきた問題解決の好機と捉え、
未着手だった法改正等を粛々と図ってい
くべきである。
激動する不透明な国際情勢にあって
は、「左警戒、右見張り」しながら、全
体への目配りが欠かせない。同時に、顕
在化している課題を着実に改善しつつ、
情勢の急変に対しては、間髪を入れず対
応していく。こういう対応が今日本には
求められている。
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