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【解題】著者である牛軍氏は現在、北京大学国際関係学院・教授、専門は
中国外交政策決定、冷戦期中国外交史および共産党史である。本稿は、
2015 年 8 月 24 日から 8 月 27 日にかけて、新潟大学法学部でおこなわれた
著者による集中講義「中国政治の現在 2015」の第 7・8 回講義（2015 年 8
月 27 日）の録音を文字に起こしたうえで、著者による加筆修正をへて成
稿としたものである。本稿は、三つの部分から構成されている。「1．アジ
ア冷戦における米中関係と国共内戦」、「2．朝鮮戦争とヴェトナム戦争」、
「3．米中接近と国交正常化」である。「1」では、著者の冷戦観がまとまっ
た形で示される。アジアの冷戦の特徴は、実は、「冷戦」ではなく、国共
内戦、朝鮮戦争、ヴェトナム戦争と三つの大きな戦争があったことである
とされる。また、冷戦は、1975 年を境に二つの段階に分けられるという
のが著者の大枠的な視点である。さらに、米中関係はアジア冷戦の核をな
すが、米中関係を著者は三つの時期に区分する。それは、1949 年から
1969 年の第 1 期、1969 年から 1978 年の第 2 期、第 3 期は 1978 年から 1991
年ということになる。
「1」では、第 1 期に先立つできごととして、主に国
共内戦と、第 1 期のできごとである中ソ同盟について分析されている。中
ソ同盟関連では、フルシチョフ時代になっての関係悪化の背景として、以
下のような見解が示されている。「毛沢東たちの認識ではスターリンは中
国の特別な地位を認めてくれたわけだが、フルシチョフはそのスターリン
を全否定してかかった。ここに対立する余地があったのではないか（16
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頁）」。なお「1」では、以下の独特な観点が示されており興味深い。「この
東アジアのポジティブな面、平和で発展して繁栄するアジアを築いたもの
は、一つは日米同盟であり、そしてもう一つはおそらく米中の戦略的な協
力関係である。この二つが冷戦が終わって今日まで続く東アジアの発展の
基礎になったというのが筆者の考えである。このように言うと、奇異に感
じられるかも知れない。中国人は基本的には日米同盟に嫌悪感をもってい
るからである。また、米国人は中国に嫌悪感をもっている。けれども、筆
者の観点に立てば、関係者がこぞって嫌っている日米同盟と米中の戦略的
な協力関係がなければアジアの発展はなかったと言えるのである（8–9
頁）」。「2」では、朝鮮戦争とヴェトナム戦争が、米中関係の視点から関連
させて論じられている。やはり、同じく第 1 期に属する問題である。ヴェ
トナム戦争初期の段階で、中国が米国に軍事行動の抑制を求めた条件に対
してヴェトナムが感じていた不満の指摘は重要である。なお、ここでは、
1956 年の中国共産党第 8 回党大会の際に、毛沢東が金日成に向かって、朝
鮮戦争発動の過ちを指摘したというエピソードが紹介されている。「3」で
は、第 2 期に属する米中接近と米中国交正常化について分析されている。
「中国が西側にとって信頼するにたるパートナーに変わったという意味で、
1972 年のニクソン訪中は大きな転換点であった（23 頁）」というのが、著
者の米中接近に対する基本的な評価である。この基礎のもとに、米国の
ヴェトナムからの撤退が実現し、米中関係と日米関係はこの地域の安定要
因になっていった。他方、米中国交正常化では、中国の「改革開放路線」
こそが、推進の決定的な動力だったことが強調される。米中国交正常化交
渉は、鄧小平自らが担当するが、その交渉は 1978 年 12 月 13 日午後から 16
日までの 4 日間におこなわれまとめられた。それは、改革開放路線を定着
させた中央工作会議と 11 期 3 中全会の隙間の 4 日間であった。その他「3」
にも興味深いエピソードがちりばめられているが、「むすびにかえて」こ
そ、ブレジンスキー大統領補佐官の鄧小平への回顧という意義深い内容で
締めくくられている。著者の米中関係に対する観点が、本稿では包括的な
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形で示されている。本稿はその意味においても貴重である。

はじめに
本稿のテーマは米中関係と東アジアの冷戦である。東アジア地域の冷戦
は欧州地域の冷戦と比べてどのような特徴をもっているのかという問いが
内容の一部になる。当然そこでは米中関係が柱になっていく。この問題に
は、中国でも高い関心がもたれている。もっとも残念ながら、関心がもた
れているのは歴史に関心をもっている人が多いからというわけではなく、
米中関係に関心をもっている人が多いからである。米中関係はいま、非常
に緊張していて、新たな冷戦が始まろうとしているのではないか、もしく
はもうすでに新しい冷戦の時代に入っている、そういう考え方もある。こ
のような考え方には、四つの背景がある。一つ目には、中国の多くの論者
は、中国の国力は米国を除けばもうすでにすべての国を超えた、つまり世
界でナンバーツーだ、と考えていることである。筆者の認識はまったく異
なるが、このように考えている人が中国には非常に多い。二つ目に、中国
と米国はイデオロギーも違えば政治体制も違うので、このことも関心を呼
んでいる。三つ目は、アジア太平洋地域で、実際にさまざまな軍事的緊張
が高まっている。特に、東シナ海、南シナ海における島嶼の領有権をめぐ
る争いである。ここでは米国が関与しているが、これは第二次世界大戦の
ときとよく似ていて、実は米国自身は当事者ではない。しかし、米国は当
然、準当事者の位置に出てこざるをえなくなっている。それから四つ目
は、この東アジア地域で軍拡が続いていることはまぎれもない事実で、し
かも間違いなく一番軍拡を進めているのが中国であるという現実がある。
中国の国防力はほぼ毎年二桁で拡大している。こうしたことはおそらく中
国の将来に影響をあたえることになろう。
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１．アジア冷戦における米中関係と国共内戦
冷戦についてその特徴を簡単に示すと、特に欧州を中心に第二次世界大
戦が戦われ、その結果欧州はかつての覇権国の地位から撤退していった。
そして米国とソ連という二つの超大国が突出した地位を獲得し、主に
1946 年から 1947 年にかけて冷戦体制が確立していった。それは 1989 年の
マルタ会談、あるいは 1991 年のソ連の解体までを含めて 40 年強の期間続
いた体制であった。この冷戦を今日われわれが学問的に考察するときに注
目すべき点は、全部で 4 点ある。第 1 は、米ソの地政学的な対立関係。こ
の視点は最も根本的なもので、外すことができない。第 2 に忘れてはなら
ないことは、これがイデオロギーの闘争であったことである。このことは
意外と無視されがちだが、筆者はこれがイデオロギーの対立であったこと
は無視できないと考えている。なぜなら、冷戦時期以外にも大国の対立は
あったが、それがイデオロギーの対立であったことは他にはない。まさに
冷戦という大国対立の決定的な特徴はイデオロギーの対立であったという
点にある。それは人類発展のモデルとしてどちらが正しいのか、どちらの
生活方式が正統性をもつのかをめぐる争いでもあった。したがって、それ
は主権をめぐる争いでもなかったし、領土を獲得する争いでもなかった。
当時のその時点で、米国人がしている暮らしとソヴィエト人がしている暮
らしのどちらが世界中の人間にとってより好ましい暮らしなのかというこ
とが体制の問題として問われた。その意味では冷戦以前には存在しなかっ
た対立の一つの性格であったということができる。第 3 の特徴は、核兵器
の存在だが、これについては本稿ではあまり多くは触れない。第 4 は、冷
戦体制の特徴として、反植民地主義という大きな歴史の流れに米国もソ
ヴィエトも同時に対峙しなければならなかったという面がある。この体制
のなかで国の数はますます多くなり、大きい国はどんどん分裂して小さく
なっていった。そして、国際政治への参与者はどんどん増えていったので
あった。それと同時に単純に主権の問題ではなく、民族主義やさらに人権
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といった価値に配慮せざるをえなくなっていった。われわれは冷戦を研究
するときに、こうした四つの特徴を考慮しなくてはならない。そしてそれ
は世界史的なものである。このグローバルな現象が東アジアではどのよう
な形をとったのか、それが本稿の課題ということになる。
冷戦の 40 年強の期間にアジアで何があったのかを、その他の地域、特
に欧州と比べてみる。欧州は冷戦の本家で、ここでは NATO とワルシャ
ワ条約機構という二つの軍事機構が明確に対峙していた。ミサイルや核兵
器も、蓄積され配備された量はこの地域が一番多かった。しかし、それに
もかかわらず結局欧州では一度も戦闘は起こらなかった。冷戦が「冷
［cold］」と呼ばれる所以である。ところがアジアとなると、冷戦ではなく
熱戦が戦われた。たとえば朝鮮半島では、「まだ冷戦は終わっていない」
という言い方さえある。実際に朝鮮半島の 38 度線を挟んでは、これはま
だ停戦状態であって、まさに朝鮮半島ほどなお冷戦が生き残っていること
を端的に表している場所はない。さらに言えば、台湾海峡を挟んで、これ
もイデオロギーの異なる二つの政治実体が対立をしている。もちろん中国
の見方からすればこれは内戦ということになる。このようにアジアでは欧
州と比べて冷たい戦争ではなく熱い戦争であった。それは主に 3 回の戦争
に象徴される。最初のものは中国の内戦であり、約 3 年強続いた。1946 年
から 1949 年まで、この戦争に参加した兵士の数は 700 万～800 万と言われ
ており、第二次世界大戦で欧州戦線に参加した人数にほぼ匹敵する。中国
一国内の内戦であったのにもかかわらず、莫大な人数になったわけであ
る。それから 2 回目の戦争は 1950 年から 1953 年までの朝鮮戦争である。
1952 年から 1953 年のある時期の統計によれば、一番多かった時期につい
てだが、双方がそれぞれ 100 万規模の兵士を投入していたという記録があ
る【訳注 1】。いずれにせよこの 3 年間の朝鮮戦争に動員された兵士の数は、数
百万におよぶと思われる。前述の 100 万人規模という数値は中国と米国が
それぞれ投入した兵力であって、これには韓国と朝鮮の兵士は含まれてい
ないので、トータルでは数百万になる。3 回目のヴェトナム戦争では、
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1962 年から 1973 年までのほぼ 10 年間戦闘が続いた。米国はピークで 50 万
弱、中国は 17 万の兵力を派遣している。もちろん中国の部隊は戦闘に参
加する部隊ではなく後方支援をする部隊のみであったという特徴はあるの
だが、これに北ヴェトナムと南ヴェトナムの兵士を加えると、これもやは
り相当な数になる。強いて言えば 4 回目の戦争として中国とヴェトナムの
戦争もあるが、これは 28 日間の戦争であり、ここでは同列には論じない
でおくこととする。
これら 3 回の戦争があったことが東アジア地域における冷戦の特徴であ
る。二つの超大国が存在し、その二つの超大国との関係に巻き込まれるよ
うな形で戦争が発生した。中国にしてもソヴィエトと同盟を結んだことに
よって戦争に関与していくことになった。さらにこうした軍事的な面での
考察を続けていくなら、欧州では二つの大きな軍事的な同盟ができあがっ
たが、アジアでは結局、中・ソ、中・越、中・北朝鮮という 3 種の同盟軸
と日米同盟が対峙する形で軍事的な均衡が作られていた。米国もソ連も最
終的には戦争をつうじて衰退の経験をした。10 年続いたヴェトナム戦争
によって、今でも米国は超大国だが、しかし世界を支配する圧倒的な力を
もっていた突出した超大国としての米国の時代はヴェトナム戦争の終結と
ともに終わっていった。ある米国の研究者が共同で書いた著作では、米国
は太平洋戦争で一気に昇って、朝鮮戦争が終わったあたりでピークに達
し、ヴェトナム戦争が始まったときはまだ良かったが、ヴェトナム戦争の
過程で急激に落ちていったという基本的な観点に立っている。同じように
ソ連もアフガニスタン戦争に介入したことによって超大国の地位から滑り
落ちていった。米国がヴェトナム戦争で国力を衰退させ始めたその時期
は、まさにソヴィエトが世界で活動空間を拡張する時期にあたっていた。
ソヴィエトは世界中で勢力拡張をおこなったが、それほど思うようにでき
たのは、その拡張期が米国の衰退と軌を一にしていたことによる。1970
年代はソヴィエトの活動が非常に活発だったが、1979 年にアフガニスタ
ンに手を出したことによって、急激に衰退していった。第 2 の特徴は、ア
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ジアでは─実際にはアジアだけではないのだが─戦後になって多くの国が
独立した。アジアで戦前から独立国であったのは日本、中国、タイだけで
ある。中国は半植民地になったのは事実だが、中国人の政府がなくなった
ことはない。インドではインド人の政府はなくなってしまう。つまり、植
民地化されたのである。しかし中国で中国人の政府がなくなってしまった
ことは一度もない。したがって、租界とか租借地とかという形でずいぶん
と領土を侵略されはしたが、中国自体が植民地になったことは一度もない
のである。日本と中国とタイ以外の国々は独立国ではなく、これらの国々
は戦後になって独立したのだった。このときに先述のイデオロギーの問題
がでてくる。独立した国々はどういった体制を選ぶかという選択を迫られ
た。そこで米国型なのかソヴィエト型なのかという選択肢が生まれた。こ
こでアジア以外にも世界中に新興国ができたときに、米国やソ連の影響が
およんで、冷戦が蔓延してゆく大きな温床があったということが言える。
欧州ではすでにファシズムはありえない選択肢になっていて、ネオナチの
ような組織自体は存在したりはするが、ドイツのように完全に非合法とさ
れているところもあるし、オーストリアでかつてヴァルトハイムが大統領
候補になったときに、ナチ突撃隊に属していた経歴が明らかになり、米国
や西欧の主要国から非難を受けたことがあった。彼は国連の事務総長まで
務めた人物だが、大統領選に際して、第二次世界大戦中にユーゴスラビア
で虐殺行為をおこなった部隊の通訳を担当していたことが判明して、大統
領になってから非難がすごく集中することになった。米国からは入国を拒
否され、6 年の在任期間中、ほとんど外遊をできなかった。欧州で植民地
主義を肯定しようものなら袋叩きに遭うし、欧州で今後ソ連型の社会主義
が再度影響力をもつということは非常に考え難い。欧州ではそういう意味
でのイデオロギーの紛争は確実に終わっているのだが、アジアにはなお中
国、北朝鮮、ヴェトナム、ラオスといった依然として社会主義のイデオロ
ギーを信奉する国々が存在している。こうしたイデオロギーの対立がいま
だに残っていることがアジアの一つの特徴であるということができる。
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米中関係に言及する前に、最後にもうひとつ、冷戦を大きい視野から振
り返っておきたい。冷戦には二つの段階があるというのが筆者の認識であ
り、1975 年のヴェトナム戦争の終結に境界線を置きたいと考えている。
1973 年には米国がヴェトナムから撤退を始めるので、そこに視点を定め
ても良いのだが、ほぼ 1975 年を前後にして二つの時代に分けることがで
きる。第 1 段階の期間に、1949 年から 1950 年にかけて中ソ同盟ができ、
1951 年のサンフランシスコ講和条約とともに日米同盟ができるので、ア
ジアの冷戦とはこの時期から始まったと言って良いのではないかと考え
る。その間 1962 年にキューバ危機があり、これはいかなる意味でもおそ
らく冷戦のピークであった。つまり核戦争が現実の危機として存在した。
これほどの危機があったのはこのときだけである。後述するとおり、1972
年に米中接近がある。この米中接近には独自の価値があるが、それについ
ては後に言及する。1975 年を境に冷戦が二つの段階に分けられるのは欧
州でも同じで、1975 年にヘルシンキ条約が結ばれ、欧州全体の軍縮ムー
ドが広がっていき、軍備管理がきちんとできるようになった。この状態の
なかで、1979 年のソヴィエト軍アフガニスタン侵攻とそれを受けて立つ
形でレーガン政権が登場し、新冷戦と言われた時代が続き、それは結局ソ
連の消滅まで続くことになった。冷戦が 1975 年を境としてこの二つの時
期に分けられることを前提として、今日のアジアは一方で大局的には平和
で発展した繁栄する地域となっている。米国、欧州についで繁栄している
地域といえば、これは間違いなく東アジアで、日中韓の GDP を合わせれ
ばものすごく大きな数値になるわけである。ここからが筆者の観点である
が、この東アジアのポジティブな面、平和で発展して繁栄するアジアを築
いたものは、一つは日米同盟であり、そしてもう一つはおそらく米中の戦
略的な協力関係である。この二つが冷戦が終わって今日まで続く東アジア
発展の基礎になったというのが筆者の考えである。このように言うと、奇
異に感じられるかも知れない。中国人は基本的には日米同盟に嫌悪感を
もっているからである。また、米国人も中国に嫌悪感をもっている。けれ
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ども、筆者の観点に立てば、関係者がこぞって嫌っている日米同盟と米中
の戦略的な協力関係がなければ、アジアの発展はなかったと言えるのであ
る。ここから、米中関係の分析に入る。
米中関係は、まず、三つの時期をへてきた。最初の時期が 1949 年から
1969 年の期間である。この期間、米中は軍事的にも非常に激烈に対峙し
ており、実際の戦闘行為もあった期間である。まず大きな戦争が 2 回あっ
た。朝鮮戦争とヴェトナム戦争である。朝鮮戦争では中国軍は実際に米国
軍と戦ったので、まさに対立していた時期であった。ヴェトナム戦争で
は、米国と中国自身は戦わなかったが、実際にピークには南ヴェトナムに
は米国軍が 50 万人派遣され、北ヴェトナムには中国軍は 30 万人派遣され
対峙をしていた。まったく危険な状態になかったというわけではないので
ある。そのほかに、戦争に発展するかもしれない危機が 2 度あった。それ
は 1954 年の第一次台湾海峡危機と 1958 年の第二次台湾海峡危機である。
これがどこまで現実の戦争に発展する可能性があったかということを示す
一番大きな材料は、第二次台湾海峡危機のときに、あの狭い台湾海峡に米
国が 6 隻の航空母艦を派遣したことである。米国が当時世界中に展開して
いた航空母艦は 12 隻しかないので、6 隻ということは半分が集結したとい
うことである。現在では確か 11 隻しかないと思うが、その半分が集結し
たということである。しかも航空母艦一隻にだいたい 10～15 隻くらいの
補助艦がついていく。駆逐艦だとか巡洋艦だとか。それで一つの艦隊に
なっているので、空母が 6 隻来るということは、大ざっぱに 100 隻近くの
軍用艦が集結したことを意味した。第二次台湾海峡危機は、まさに第二次
世界大戦以来最初で最後のできごとであったと思われる。第三次台湾海峡
危機のときに派遣された空母は二隻だったので、1968 年の危機は相当大
規模な動員状態にあったことが理解される。これが第 1 段階である。な
お、ここで付言できることは、台湾海峡危機は、今後将来、米中間で何ら
かの軍事的な緊張があったときにそれを解決してくれるヒントをあたえて
くれるものだという点である。何十年も前のできごとが参考になるのか、
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という疑問はありうるが、米中の軍事的な緊張はそうそうあるものではな
い。米国が広島と長崎に原爆を落としたことについては、何百本もの研究
論文がある。世界で現実には、一度しか原爆が使われていないので、その
事例として何度も研究の対象になるのと同じで、米中関係を考えるとき、
あるいは米中の軍事的緊張を考えるときに、台湾海峡危機のことは繰り返
し反復されることになるのである。
この 1949 年から 1969 年の時代について、もう少し付言しておくと、冷
戦国際史研究という研究潮流があり、これは中国、米国、欧州にそれぞれ
研究センターがある。今ケンブリッジ大学から『国際冷戦史研究』という
英語による全集が 3 冊目まで出版されたところである【1】。この事業には全
世界 70 カ国の研究者が参加していて、比較的地域バランスがとれており、
しかも国際会議もおこなっているため、メンバー間の国境を越えた共通認
識も多い。そこで現状で共通認識と言っても良い冷戦の原因は、かつては
米国の帝国主義が原因だとか、ソヴィエトの核戦力が原因だとか言ってい
たが、今日の共通認識では、冷戦はどちらか一方のせいではなく、双方の
存在がそもそもの原因だということになる。もちろん個別のできごとにつ
いては、米国の内部事情、ソ連の内部事情、双方の中の権力闘争、双方の
相手に対する誤解、などが原因になった場合は当然あるが、一方的に米国
に責任があるとか一方的にソ連に責任があるとかという議論は成り立たな
いというのが、今日における冷戦研究の一つの共通認識である。その点か
ら米中関係を見てみると、以前中国人の基本的な観点は、冷戦とは米国側
の中国に対する侵略行為だというもので、中国人はふつうこのように考え
ていた。今日中国の冷戦史研究者の基本的な冷戦認識は、米ソと同じよう
に、米中双方それぞれに理由があって生じたというものになっている。特
に 1949 年から 1969 年、米中は非常に激しい対立をしていたわけだが、そ
の背景にあったのは米国が中国を敵視していたということだけではなく、
中国共産党の反米だけが理由ではないということである。おそらく双方の
対立だけでは朝鮮戦争にならなかったかもしれないし、ヴェトナム戦争の
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ような大規模な出兵にもならなかったかもしれない。中国があれほど大き
な戦闘に参入していった理由を考えるときに、やはり北朝鮮やヴェトナム
といった中規模な国の特別な役割を考えないと、そこまでの発展は説明で
きないことが多いのではないかと考えられる。したがって、戦争を避ける
ことは可能であったと筆者は考えている。あるいは中国がこういった戦争
に加担しないことは可能であったと思うのだが、そのことがどう可能で
あったのか、あるいはどうして参戦したのかということを考えるには、北
朝鮮や北ヴェトナムの当時の役割にまで踏み込まないと理解しきれないの
ではないかと思われる。ただ、ここで強調しておきたいのは、実際の対立
のエスカレーションには、超大国間の対立ではなく、中規模国家の役割が
見逃せないという点である。
1950 年 2 月に中ソ友好同盟相互援助条約が結ばれた。この条約が結ばれ
る直前まで、まだ米中関係は非常に多くのいろいろな可能性をはらんでい
て、米国と中国が関係を結ぶ可能性は強く残っていた。当時、中国は台湾
問題が解決するのを待っていた。一方の米国は国民党が完全に負けてしま
うのを待っていたのである。これがこのときの双方の姿勢だと思われる。
毛沢東はこの時期ひとつの有名な外交政策を発表している。「部屋を掃除
してから客人を招く」がそれである。この言葉はいろいろなところに引用
されている。それからもうひとつ、米国の国務長官だったディーン・アチ
ソンが、大きな木が倒れるときには、倒れた後さまざまな粉塵が舞い上が
るが、それが全部地面に落ちたときにだいたい全体が見えてくるので、そ
れを見極めてから決めよう、とこの当時、発言している。これは、米国は
埃が落ちるのを待っていたということの証明である。1950 年 1 月 5 日にト
ルーマン演説があり、台湾は中国のもので米国は干渉しない、中国の自決
権を認めると述べている。トルーマン演説が 1 月 5 日で、1 月 12 日にアチ
ソン国務長官が有名な不後退防衛線の演説をした【2】。そのなかに朝鮮半島
と台湾が入ってなかったので、スターリンに誤ったシグナルをあたえたと
いって、後でアチソンはさまざまな非難にさらされることになった。けれ
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ども、米国の意図としてはおそらく、中国に対して待っているのだという
メッセージを発したもので、さらに朝鮮半島と台湾に対しては野心はない
のだ、ということを示そうとしたと推測される【訳註 2】。しかしちょうどこ
の時期、毛沢東はすでにモスクワにいて、スターリンとの交渉に臨んでい
た。そして、この交渉がうまくいっていなかったのは誰の目から見ても明
らかな時期であった。中ソ交渉の決裂をにらんだ演説であったという推測
の余地もあるのだが、この時期それぞれの内部事情はどうだったのだろう
か。
1947 年にジョージ・ケナンが米国の国務省に入る。ケナンは強力な反
共主義者で、日本を立て直して日本の力を利用して中国を封じ込めるとい
う立場で、結局日本の復興を急ぐことになった。ケナンは 1947 年に着任
し、1948 年 10 月には対日占領政策が変更され、そして日米同盟にまで進
んでいくことになる【3】。ケナンが 1947 年にこういう選択をした背景には、
ちょうどそれに先立つ時期、中国でつぎのような経緯があったことが影響
してている。1945 年から 1946 年にかけて米国大統領は、マーシャル将軍
を特使として中国に派遣して、中国共産党と国民党が連合政権を作るよう
にしきりと促していた。もっとも、この構想は結局うまくいかず、1946
年 6 月には内戦が始まることになった。この内戦の開始とともに、米国は
中立策を取るわけだが、このことは中国共産党にとっては非常にありがた
い話で、国民党にとっては致命的であった。つまり、米国の支援のない国
民党に共産党は勝てる、という認識が生まれていった。これはすでに資料
があることだが、1947 年 8 月から 9 月にかけて、毛沢東と中国共産党は、
中国の内戦に米国は介入しない、という判断をするにいたった【4】。それに
もとづいて、全国政権を目指すという決断をした。逆に言えばそれまで全
国政権を打ち立てるという判断はさすがになかった【訳註 3】。しかし、米国
が介入しないからいける、という判断の変更がなされた。ちょうどこの時
期、米国は中国大陸からほぼ撤兵を終えていた。そして 1948 年末に戦争
が終わった時点で、将来米国との外交関係を築くという決定もなされてい
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る。1949 年 1 月末から 2 月初めにかけて、ミコヤンという人物が中国を秘
密に訪問した。彼はソ連共産党の政治局員であり、スターリンと直接話が
できる数少ない幹部のうちの一人であった。西柏坡という場所が河北省に
あるが、そこは共産党の秘密基地があった場所で、最後の北京解放作戦は
ここで指揮されたのであった。ミコヤンがここにきて将来の中ソ関係につ
いて話し合った。もうこの時点でソ連は中国共産党が勝つだろうと予測し
ていた。要するに北京はもう共産党の手におちていたので、ソ連の方が態
度を変えてきたのである。このときに将来の同盟関係の話もされたし、米
中関係よりも中ソ関係を重視するということが共産党のなかでも共通認識
になっていった。中国とソ連との関係が大事であるということが、ほぼ確
実にこの時点で決まっていたと言ってもよい。ただ同時に米国との関係を
築くことも忘れられてはいないので、1949 年 5 月に米国と中国との間の秘
密交渉が南京で始まった。この年の 3 月に共産党は長江を渡って南京を制
圧していたので、かつての国民党の首都はすでに共産党の支配下にあっ
た。そこに米国の駐中国大使であったステュアートがいて、彼は米国が中
国に作った燕京大学の学長だったことがあった。この燕京大学は今の北京
大学がある場所にあったのだが、共産党側の交渉代表者・黄華は燕京大学
の学生だったことがあり、あくまでプライベートな関係で、かつての教え
子と先生が会うという形式の下に、ステュアート大使と会談することに
なった。そのためこのとき黄華はステュアートの私邸で会っており、米国
大使館には一歩も足を踏み入れていない。ここで秘密交渉がいくつかなさ
れた。その目的は二つあった。一つは、中国に残っている米国軍の意図は
いったい何なのかということ【5】。まだ青島と上海に米国軍が残っていた。
これに対するステュアートの答えは明快で、これは米国の居留民を守るた
めだということであった。実際に中国軍が青島や上海を占領すると、米国
の艦船は米国人居留民を避難させるために彼らを乗せて中国を去っている
ので、ステュアートが提供した情報は正確だった。このことでステュアー
トへの信頼は非常に高まった。ステュアートは信頼できる人物だと、中国
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は考えるようになっていった。もう一つ、ステュアートは大使の資格で、
これは本国の考えとは少し違っていたのだが、とにかく北京に行って周恩
来や毛沢東と会いたいと思っていた。ステュアートは燕京大学の学長だっ
たので、燕京大学の同窓会という名目で北京に行かせて欲しいと黄華に告
げていた。最終的に 6 月 28 日に周恩来が、もしステュアートが北京─当時
は南京が首都だったので北京は北平という名前であった─にくれば共産党
の高級幹部と会えるであろうという返事を送っている。自分が今から打つ
電報をステュアートに読んで聞かせろ、と周恩来が黄華に電報を送った。
その電報はステュアートが北京にくれば共産党の高級幹部に会えるという
内容だった【6】。ところが、6 月 30 日になると毛沢東から周恩来経由で急な
電報がもう一つ舞い込んだ【7】。この電報の内容は、ステュアートが北京に
きても歓迎されないだろう、という正反対のものだった。前々日の周恩来
からの電報も毛沢東の批准を受けていないはずはないのだが、わずか 2 日
の間に何があったかというと、この時期共産党のナンバーツーだった劉少
奇がモスクワを訪問していて、スターリンと 6 月 27 日に会っている。もち
ろん時間はすべて現地時間なので、若干のずれはあるのだが、劉少奇は 6
月 27 日にスターリンと会った時のすべてのメモを 6 月 27 日に電報で北京
に送ってきている。それを読んだところ、スターリンが米国と中国の接触
をすごく気にしているという内容があったので、毛沢東は米国との接触を
停止する必要を感じたというのが実際である。おそらく 6 月 28 日電報の内
容はまだステュアートには伝わっていなかった。そのためステュアートに
は立場の変更という印象はなく、最初から北京にきても駄目だ、という情
報が伝わったのだが、中国の姿勢にこうした変化があったのは、対ソ関係
を考慮した結果だということがここでよくわかる。ただ、いずれにせよ
はっきりしているのは、中国は米国との関係改善を完全に止めることを考
えていたのではなく、あくまで対ソ関係の進展を考慮したうえで暫定的に
米国との交渉をストップするという立場であったと考えることができるの
である【8】。
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中国は結局ソ連を選び、米国のことは一旦わきに置くことにした。中ソ
同盟を中国が選んだのは至極当然のことで、その理由は 5 点ある。第 1 に
ソ連モデルが中国にとっては一番適した経済モデルだということがおそら
く認識された。第 2 にイデオロギーの共通性、第 3 はソヴィエトからの経
済援助への期待、第 4 は新疆ウイグル自治区のことにソ連が口出ししてこ
ないようにしてもらうことが、この地域の安定化のために必要であったと
いうこと。第 5 は台湾解放のための支援を期待したということである。こ
うしたことから中国はソヴィエトとの同盟関係を選ぶことになり、翌年
1950 年には中ソ友好同盟相互援助条約を結ぶことになった。しかしだか
らと言って中ソ同盟が米国との関係の樹立を妨げたという考え方は一方的
にすぎる。実際ソ連自身が米国と外交関係をもっているので、中国がソ
ヴィエトと同盟関係を結んだからと言って、米国と外交関係を結んではな
らないということにはならない。したがって、その可能性はなおあったと
思われる。もっとも、このソヴィエトとの同盟関係が中国外交の選択肢を
極めて強く拘束することになったし、中国の指導者は積極的にこの関係に
縛られることを選んでいったと思われる。
先述のとおり、1949 年 2 月にミコヤンが西柏坡にやってくる。このとき
に毛沢東は将来の中ソ同盟の提案をした。このときミコヤンはつぎのよう
な提案をしている。「中国の革命の経験はアジアにとっての大きな革命モ
【9】
デルなので、中国共産党こそアジア革命の指導者になってほしい」
。同

時に、コミンフォルムのアジア版、東アジア・コミンフォルムを作っては
どうかとも提案している。ミコヤンは 2 月末まで中国に留まっていたが、
毛沢東は考えておくとは言ったものの、このときは前向きな回答はしてい
ない。3 月になって共産党の大事な会議があったときにこの問題が話し合
われ、共産党の幹部は大喜びした。「自分たちはアジアで一番の共産党
だ」、「毛沢東はアジアの指導者だ」と言って大騒ぎしたのだが、毛沢東は
まだ非常に冷静で、「そんなことを言うな、大変なことになるぞ」という
立場だった。けれども、6 月に劉少奇がモスクワに行ったときにはスター
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リンに前向きな回答をしている【10】。仰るとおりアジアの解放のために頑
張ります、と告げているのである。このときに劉少奇がスターリンと話し
た内容が、先述のとおり、電報で送られてくるのだが、この劉少奇とス
ターリンの話し合いの内容が中国共産党を大いに感動させた。スターリン
はおおむねつぎのように言ったのだった。革命は第一次世界大戦のときに
生じ、要するに西欧で生まれたマルクス主義がロシアにやってきた。今度
は第二次世界大戦が終わってロシアから中国にやってきた。革命の理念は
東に向かって中心が移動してゆくのだ、と。これは、毛沢東たちの理解に
よれば、スターリンは事実上、将来革命の中心は中国に移ってくる、と
言ったに等しかったのである【11】。
これを受けてアジア革命の指導者になることを中国共産党が受け入れた
わけだが、長い目で見ると、スターリンが亡くなってフルシチョフの時代
になったときに、この認識が中国共産党とソヴィエトとの葛藤の材料に
なっていった。つまり、毛沢東たちの認識では、スターリンは中国の特別
な地位を認めてくれたわけだが、フルシチョフはそのスターリンを全否定
してかかった。ここに対立が生じる余地があったのではないかと考えられ
る。中国の国際的地位についてのこの認識。これが中ソ同盟が、ひいては
米国と中国との関係がうまくいかなくなる原因の一つだったと筆者は考え
ている。これが第一の原因である。もう一つは朝鮮戦争なのだが、それに
ついては次節で検討する。

２．朝鮮戦争とヴェトナム戦争
朝鮮戦争について誤解をもっている人も多いと思うので、まずその概要
について少し解説をしておく。朝鮮戦争はソ連と中国と北朝鮮が共謀して
始めたと、今でも一般的には根強く認識されている、その開始にあたって、
中国は強く反対した。スターリンも最初は反対していた。金日成だけが積
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極的で、軍隊を動かして朝鮮半島を統一したいと言っていた。スターリン
はおそらく、先ほどのアチソン演説で判断を誤ったというのが実像であ
る。毛沢東は朝鮮戦争には反対をしていた。朝鮮戦争は 1950 年 6 月 25 日
に起こったが、それに先だって、5 月 13 日に金日成が北京を訪れた。そし
てスターリン同志が朝鮮戦争に同意したと毛沢東に告げた。毛沢東は非常
に驚いて、自分と一緒に反対していたはずのスターリンが態度を変えたこ
とを疑問に思った。そこで、周恩来をつうじて駐北京ソ連大使に直接ス
ターリンの真意を確認した。翌日、スターリンから返事があったが、その
内容は以下のようなものであった。「私は確かに金日成に戦争の発動を許
可した。ただし、もし中国共産党の同志が反対すればすべてなかったこと
【12】
にするという条件をつけた。だからあなた方次第だ」
。毛沢東にはここ

でいったんは拒否するチャンスがあった。しかし毛沢東は拒否しなかっ
た。ただ、北朝鮮に対して「これはあなたたちの戦争であって中国には一
切関係がない」と確認している【13】。これはすべて資料的根拠のある経緯
である。結局、毛沢東は拒否権を行使せずに、北朝鮮は戦争を起こすこと
になった。毛沢東は中国の同志に対してはつぎのように説明をしている。
「北朝鮮と中国とソ連は三頭の馬と一つの馬車だ。二頭の馬が走りだして
【14】
いるのに中国が走らないわけにはいかないだろう」
。つまり、同盟関係

にある以上これは拒否できない、というのが毛沢東の判断であった。これ
も中国の間違いであった。つまり同盟によって戦争に巻き込まれてゆくこ
とになった。実際にソ連との同盟国、東欧のどの同盟国も米国との外交関
係をもっていた。米国と外交関係をもてなかったのは中国と北朝鮮だけ
だった。それはまさに朝鮮戦争のせいでそうなったのであり、毛沢東は朝
鮮戦争に反対していたので、朝鮮戦争さえ許容しなければあんなに長期間
米国との外交関係をもてないということはなかった、と考えられる余地は
十分にある。1956 年の中国共産党第 8 回党大会に金日成が呼ばれた際に、
毛沢東は金日成に朝鮮戦争の発動はあなたたちの一番大きな過ちだったと
告げている。その時にミコヤンも同席していて、スターリンも間違えた、
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と言って金日成をかばったのだが、毛沢東はスターリンも間違ったけれ
ど、一番大きなミスは金日成が判断を誤ったことだと言ったというエピ
ソードが残っている【15】。
米国とヴェトナム双方が軍事的に対峙していた 1965 年の夏、「北爆」が
始まった。米国が北ヴェトナムを爆撃することを北爆と言う。つまりヴェ
トナム情勢が激化したわけである。中国はこれが中国領土内にまで波及す
ることを恐れて、米国の行動にある程度の制限をつけようとした。そこで
米国にメッセージを送ろうとパキスタン大統領に託すのだが、この訪米は
中止になった。その後アフリカのある国の大統領に頼もうとしたが、これ
も中止になった。
もっとも周恩来は、1965 年 4 月 28 日の時点で、広州でインドネシアの
第一副総理スエバンドリオ［苏班德里约 , H.Subandrio 1914–2004］と会談
した際に、つぎの 4 点に言及している。すなわち、中国は自分の方から米
国に戦争を仕掛けたりはしない。中国人は約束は守る。中国はすでに準備
を終えている。もし米中が戦争を始めれば限界はない。周恩来は、この 4
点目について特に説明を加えている。その内容は、米国の地上軍が北緯
17 度線を北に越えて北ヴェトナム領に侵入したり、また「米国空軍が中
国領土内を爆撃すればそれは戦争を意味する。戦争になれば限界はない。
米国が空から爆撃すれば、中国陸軍は国境の外に出て戦うことができる」
というものであった。周恩来のこの説明は、米国にとってはかなり柔軟な
ものに聞こえた。この中国のメッセージは、米軍がヴェトナムに対して北
爆をしても中国の参戦はない、ということを含んでいたからである【16】。
周恩来は、ヴェトナム領を北に越えて、中国領土に爆撃がおよべば、軍事
行動を起こすと言った。米国はこの要請を聞いて、もともとそこまでの意
図はなかったので、中国に対してポジティブな反応を示した【訳註 4】。
米国によるこの反応の背景には重い教訓があった。1950 年 10 月初めの
ことである。当時中国は朝鮮戦争に際して米国が北朝鮮に進軍することに
ストップをかけようとして、米国が 38 度線を北に超えたら中国は黙って
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いない、というメッセージを送った。当時マッカーサーはこれを一笑に付
して、中国が黙っていなくたってどうでも良い。あんな農民の兵隊に負け
るわけがない、と言ってこれを無視して 38 度線を超えて北に進軍した。
これに対して、言った以上は行動しなければ今後中国の警告をどの国も信
用しなくなる。勝とうが負けようが米国を叩くしかないと中国は考え、毛
沢東は朝鮮戦争に参戦する決定をした。この結果、中国軍は極めて多くの
損害を出すことになった。しかし国際政治上、言ったことは必ずやるとい
うことを中国は見せつけたわけである。そして、当時、米軍の損害も極め
て大きかった。こうした朝鮮戦争時の教訓がなければ、1965 年末の周恩
来の警告は米国に対して何の意味ももたなかったはずである。中国はやる
と言った以上は必ずやるということを認識していたので、米国は地上部隊
を 17 度線以北には決して進めることはなかった。なにより、中国の領土
を爆撃することもなかった。これがいわば、国際政治の論理である。
ここに一つ後日談がある。このとき米国は朝鮮戦争の失敗経験もあり、
中国の警告を受け入れた。けれども、不満だったのは北ヴェトナムであ
る。中国のこの発言では、米国が北ヴェトナムをいくら空爆しても良いこ
とになる。だから北ヴェトナムの立場からすれば中国に本当に言ってほし
かったのは、米国空軍が 17 度線を超えたら（中国の領土に入ったら、で
はなく）、戦争を意味するということであった。そうすれば米国の北爆が
なくなるのでありがたかったのに、中国は地上軍が 17 度線を越えたらと
しか言ってくれなかった。だから中国は本気で北ヴェトナムを守ってくれ
なかった、という想いがいつまでも残ることになった。このことは後々、
北ヴェトナムが中国に対してずっと不満をもち続ける大きな原因となった
のだった【17】。
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３．米中接近と国交正常化
前節までは、米中関係の第 1 期の話をしてきた。それは対抗の時期で
あった。今度は第 2 期、1969 年から 1978 年である。この間に米中関係は
和解に向かった。そしてさらに正常化を目指すことになる。米中の場合に
は正常化とは国交、つまり、外交関係を結ぶことであった。中ソの場合に
は指導者間の頻繁な往来を回復することだったが、米中間の正常化とは国
交を結ぶことそのものであった。これに 1969 年から 1978 年の約 10 年を要
した。中国がソ連との関係を回復するのにもやはり 10 年かかった。中国
のような大国が国際関係を調整するには 10 年というような、非常に長い
時間がかかるし、実際かかった【訳註 5】。それで、この時期まず注目すべき
ことは、1968 年に米国大統領選挙があり、1968 年の年末にニクソンが当
選し、1969 年に大統領になったことである。まだ大統領候補でなかった
ニクソンは、この直前の 1967 年に世界中のいろいろなところへいき多く
の外国のリーダーと会って非常に多くの経験をした。それはニクソンが大
統領になったときに資産となった。ちなみにニクソンはアイゼンハワーの
時代に副大統領を務めた経験もあり、なるべくして大統領になった人物
だった。1967 年にニクソンは「ヴェトナム後のアジア」という論文を発
表している。この論文はいろいろな人に読まれたが、それほど注目された
わけではなかった。この「ヴェトナム後のアジア」論文には、二つのポイ
ントがあった。一つはヴェトナム戦争は絶対にやめなくてはならないとい
うこと。もう一つは、ヴェトナム戦争後のアジアをどうするか考えるとき
に、中国との付き合い方を考え直さなければならない、ということであっ
た。この論文のポイントはこの 2 点に尽きる。世界でおそらく一番この論
文に注目したのは毛沢東であった。毛沢東はこの論文に非常に強い関心を
もち、「ニクソンが大統領に当選したら米国の対中政策は調整されるかも
しれない。このニクソンの論文から、米国がヴェトナム戦争で被ったダ
メージが透けて見えるようだ」という発言をしている。こうして、この
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「ヴェトナム後のアジア」論文を翻訳して、『参考』という名の内部情報誌
に載せるよう周恩来に指示した。この『参考』は一日朝夕 2 回発行され、
世界中の重要と思われるニュースが選ばれ、中国語に翻訳され掲載されて
いたものである。ただし、同誌が配布されていたのは、中国共産党中央委
員会委員レヴェルの最高クラスに限られていた。つまり、どんなときでも
中国のトップグループは世界情勢のことをきちんと知っていたということ
である。筆者は資料として『参考』をよく読む。ここに書いてあることが
当時の中国リーダーの政策判断に影響していたので、ここから落ちている
ことは逆に判断の材料にはなっていない。そこに毛沢東はニクソンの論文
を載せさせた。それくらい注目していたということである。
ニクソンはこの後、実際に大統領に当選している。そして 1969 年 1 月に
大統領に就任し、7 月に東アジア歴訪に向かった。米国大統領の東アジア
歴訪についてはエピソードがある。日本の首相は就任すると当時はまずは
米国に行っていたが、米国の大統領、特に共和党の大統領も早晩、東アジ
アを歴訪をする。この際、日本や韓国、フィリピンなどの東アジアの同盟
国が優先される。ただ、1989 年におこなわれたジョージ・ブッシュの歴
訪は例外的事例となった。彼は CIA の長官を務めたこともあって、何よ
りも米中国交正常化の後、最初の北京駐在米国連絡事務所の所長だったの
で、自他共に認める中国通として知られていた。彼はどうしても中国にい
きたかった、そこで側近に相談した。けれども、側近から大反対を受け、
米国大統領たるもの私情で動いてはいけないし、そもそも同盟国を訪問す
るのが米国大統領の務めだと諭された。駐米中国大使に歓迎してくれるか
どうか聞いたら、当然だ、そちら次第であるとの回答だった。結局、ブッ
シュは東アジア歴訪にでかけたが、日本訪問と韓国訪問の間に一日北京を
訪問した。これは米国の大統領としては極めて例外的なできごとだっ
た【訳註 6】。さて、ニクソンが 1969 年 7 月に日本を訪問したときに広島で、
米国は同盟国を守る、ただしすべての状況ですべての国を守るわけにはい
かない、と述べた。つまり米国の力が低下していることをはっきり自覚し
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て、自分でやれるところは自分でやってくれというメッセージを送ったの
である。この方針は 1970 年 2 月の議会で 1970 年代の米国外交という方針
のなかにさらにはっきりと示された。世界はすでに二極ではなく、欧州、
日本、中国を加えた計五つの極でできあがっているので、米国だけで西側
全体を守るのは不可能であるとはっきりと認めたのだった。
ヴェトナム戦争は米国に強いダメージをあたえたが、一方で中国もこの
期間無傷でいたわけではなく、自己責任ではあるが、文化大革命の嵐を経
験することになった。当時中国が正式に外交関係をもっていた国は約 40
カ国あったのだが、そのうちきちんと機能をしていたのは 5 カ国くらいと
の外交関係でしかなく、残りの 30 カ国あまりとは何らかのトラブルがあっ
たり、先方から断交を言い渡されたりして極めて問題のある状態にあっ
た。つまり革命外交と言って文革を輸出しようとしていたので、当然他国
からは疎まれ睨まれることになっていた。ある人の回顧録に出てくるのだ
が、「われわれは世界で孤立してしまった」と毛沢東がつぶやいたという
記録が残っている【18】。この時期、それは 1968 年の夏から秋のことである。
1968 年 8 月 21 日にチェコ事件が起きた。プラハの春はワルシャワ条約機
構軍の戦車で蹂躙された。8 月 23 日に毛沢東の居室に共産党のほぼ主立っ
たメンバーが集められて話し合いがもたれた。その結果。ソ連は社会帝国
主義だという結論が出された。ソ連は世界戦争の震源地だとも考えられ
た。1969 年 3 月になると、珍宝島で中ソ国境紛争が起きた。ここに至って
毛沢東は人民解放軍の一番優秀な 4 人の老将軍を集めて、ソ連の戦略は
いったいどこにあるのかということを検討させた。この 4 人の老将軍が検
討を始め、いくつかの報告書が出されたが、そのなかの一つは、この機会
を利用して米国との関係打開の道を探るべきだという内容を含んだもので
あった。こうして 1969 年 5 月から 9 月のころには、中国、特に毛沢東の側
近の間では対米関係の打開というオプションが現れ始めた【19】。同じ時期
ニクソンもこれに共鳴するかのような行動をとった。ソヴィエトが 1969
年 8 月に中国の新疆ウイグル自治区に侵入して、国境警備兵 40 人くらいを
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殺してしまう事件があった。これはいろいろな事情から見て明らかにソ連
の側から仕掛けたという証拠が米国側で示されている。これに対してアレ
ン・ホワイティングという国務省の官僚で有名な学者でもある人が、この
機会にソ連に対して警告を発することで中国に良いイメージをあたえるべ
きだという進言をしている。この進言に沿った形で、ソヴィエトが中国の
国境を侵犯することは米国の利益に反するというメッセージを、ニクソン
は公開の場でソヴィエトに対して送っている。これは米国の歴史、特に冷
戦史のなかでは異例中の異例の行動で、米国の大統領が同盟国でも何でも
ない国のために、ソヴィエトに対して警告を発することはありえないでき
ごとであった。こうして米国から中国に対してポジティブなシグナルが送
られたのだった【20】。
その後のニクソン訪中までのプロセスについてはここでは触れない。結
果的に、1972 年 2 月にニクソンの訪中が実現した。後にニクソンは「世界
を変えた 7 日間」と呼ぶが、このニクソンの訪中によって米国と中国との
間に戦略的な準同盟関係が成立することになった。ニクソン訪中はいろい
ろな意味で破格であった。大国の大統領が国交もない国へ出かけた、しか
も旧敵国で、イデオロギーも違えば政治体制も違う。これだけでも大変な
ことであった。このニクソン訪中の翌年 1973 年には、中国は一条線とい
う戦略を発表した。反ソ統一戦線を作るという意味なのだが、こうした中
国の政策もニクソン訪中の延長上にあるものだった。ニクソン訪中によっ
て中国の存在はニクソンや米国、西側にとって大きく意味を変えた。今ま
で中国は革命を追及するトラブルメーカーであったのが、協力的で建設的
なパートナーに変わっていったのである。中国が西側にとって信頼するに
たるパートナーに変わったという意味で、1972 年のニクソン訪中は大き
な転換点であった。しかしそれはソ連の目から見れば、ソ連解体へ向かう
悪夢の始まりであったと言える。この時期さらに素晴らしかったのは、日
本の外交であった。この半年後に田中角栄首相が訪中し、米国は国交正常
化までいかなかったが、日本は一気に中国との国交正常化まで実現し
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た【訳註 7】。この田中訪中が国際政治においてもっている意味は、中国がそ
れまで日米安全保障条約を批判していたのが、その時点から日米安全保障
条約はアジア安定の重要要因だと主張するように変わったことである。ニ
クソンやキッシンジャーが訪中したときに、日米安全保障条約は日本を軍
国主義に戻らせないための瓶の蓋だと説明した。米国がいる限り日本はも
う二度と軍事大国にはならない、だから安心して欲しい。日米安全保障条
約は中国にとってすごく大事だ、これが瓶の蓋だ、と説明した。中国はこ
の説明を受け入れた。こうして米中関係と日米関係は共鳴してアジアの安
定要因になっていった。これから数年の後に、正確にいえば翌年の 1973
年に米国のヴェトナム撤兵が実現するのは、まさに米中関係と日米関係が
この地域の安定要因になったことが波及した直接の結果であった。ニクソ
ンが訪中したときの上海コミュニケの第 5 項には、米中は覇権国にはなら
ないし、その他覇権を唱えるどのような国の行動にも反対するという、い
わゆる反覇権条項が盛り込まれた【21】。米国と中国はいろいろな対立を乗
り越えて、しかしその後何十年かの単位で機能する協力関係を作り上げて
いったということができる。
本稿では論じることはできないが、米中関係の第 3 時期は 1978 年 12 月
から 1991 年まで続くことになる。本稿が論じるのは、1978 年 12 月に米中
の国交正常化がなされ第 3 時期が始まるところまでである。より正確に言
えば、1978 年 12 月 16 日に翌年の 1 月 1 日から国交を正常化するという宣
言がだされた。これに先立つ第 2 時期の 10 年間は、基本的には国家安全保
障戦略が一致し、米中は良好な関係を維持していた。けれども、双方の関
係は軍事戦略パートナーとしては良好な関係であったのにもかかわらず、
この 10 年間米中の国交は正常化しなかった。それをさらに国交が正常化
するレヴェルまで押し上げるには、もう一つ別の動力が必要であった。そ
の動力となったのは、1978 年の 12 月に開始された中国の改革開放路線で
あった。
ここでいま少し、第 2 時期の問題で論じ残したものを付け加えておく。
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1972 年にニクソンが訪中し、劇的に米中関係は改善されたが、その後米
中は国交を正常化するまでに 7 年かかっている。これは一体なぜなのか。
普通はこういう説明がされる。ニクソンは 1969 年に大統領になったので、
中国を訪問したときは大統領の 1 期目であった。北京で周恩来や毛沢東に
会ったとき、自分が大統領に再選されて 2 期目のときには必ず北京へきて
国交を正常化する。つまり、1974 年か、1975 年には、国交を正常化する
ことを内々に約束していた。ところがニクソンは自分が仕掛けたウォー
ターゲート事件で失脚することになってしまった。ニクソンに代わって副
大統領だったフォードが大統領になったが、フォードは大統領の器で言え
ばニクソンとは比べ物にならず、反対派を抑えつけることはできなかっ
た。つまり、ニクソンの失脚が米中関係の正常化を遅らせたというのが普
通の説明である。しかし、もしニクソンが失脚しなければすぐに国交を正
常化させることができたのかという逆の問題設定をすると、そんなに簡単
ではなかったことは容易に知れる。なぜかと言えば、米中は対ソ連という
軍事戦略上の必要で手を結んだものの、それ以上に関係を進展させる動機
が双方にはまだ十分にはなかった。なによりも中国はまだ文化大革命の最
中で、体制として考えれば米国が敵であることに変わりはなかった。1974
年になると、批林批孔運動が起こるが、これは毛沢東の妻の江青が仕掛け
たものであった。ただし、この運動の直接のターゲットは周恩来だった。
この当時周恩来は重い膀胱癌に冒されていて 1976 年 1 月には亡くなってし
まう。1975 年になると執務ができなくなっていた。しかもそれに先立っ
て、1973 年 10 月に周恩来は毛沢東に非常に強い批判をされることになっ
た【22】。そして事実上外交権を剥奪されてしまった。もちろん周恩来は総
理であるから外交に関与するが、外交を主管する権利を毛沢東から奪われ
てしまったのである。毛沢東に批判され、周恩来は自己批判をさせられ
る。後の側近の記録では、周恩来ほどの人がさすがにこの日は目に涙さえ
浮かべていた。自分がやったことはすべて毛沢東主席に言われるがままに
やったのにどうしてこんな目に遭うんだ、と【訳註 8】。キッシンジャーがそ
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の直前に中国へきていて周恩来と会談をした。その会談記録を見た毛沢東
が「お前は右傾化している、敗北主義だ」とかそういう根拠のない理由を
つけて周恩来を批判した。これはもうほとんど感情的な言いがかりで、到
底理性的な批判になっていない。1973 年 10 月にキッシンジャーが中国を
訪問したときに、まず最初に毛沢東と会談をした。毛沢東はこのときに支
離滅裂なことまで言っている。日米関係で米国は日本に圧力をかけすぎて
いる、そんなことをすると日本がソ連寄りになるからやめろ、などと毛沢
東は言ったりしている。毛沢東の目に映ったのは日米自動車摩擦で、たし
かに日米関係はもめていた。しかしそんなことで日本がソ連寄りになるこ
とはありえないので、これは事実誤認と言わざるをえない。そういうばか
ばかしい話を聞いて、キッシンジャーは会談の終わりに少しうんざりした
ような発言をしている。会談ではいろいろと話をしたわけだが、毛沢東は
全体としてキッシンジャーとのこの会談に不満だった。ところがその翌日
キッシンジャーと周恩来が会談をするのだが、それは非常にうまくいっ
て、とにかくキッシンジャーが周恩来をものすごく高く評価していたこと
は機密指定を解除された会談録を見ればわかる。キッシンジャーは「自分
が知っている世界各国の首脳の中で知的に優れた能力をもっているのは
ド・ゴールと周恩来だけだ」と言っているくらい周恩来を高く評価してい
たので、話もかみ合って交渉もうまくいった。そして、その日の歓迎会の
席でキッシンジャーは周恩来に向かって本当に心から「私が知っている中
【23】
国人のなかで一番聡明な方はあなたです」
と言った。これは当時の中

国では極めて繊細な意味をもつ発言だった。つまり、毛沢東の権威を侵す
ことになる。周恩来はその場で「いいえ、中国で一番聡明な方は毛主席で
す」と答えるのだが、周恩来が何と言おうが、そういう発言があったこと
自体が毛沢東の気を悪くさせた。しかも英語の通訳は王海容といって毛沢
東の「表外孫女」であった【訳註 9】。このことだけではなく、1972 年に米中
接近がうまくいったときに米国の新聞のトップページに周恩来の顔が大き
く載り、世界で一番優れた総理大臣のように紹介されたりだとか、似たよ
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うなことがいろいろとあった。それでも、特にこの 1973 年 10 月のときに
は前日の毛沢東とキッシンジャーの会談がうまくいかなかったのに、周恩
来との会談はうまくいったということがあり、そうしたことが積み重なっ
て、周恩来に対して言いがかりに近い形で批判が始まり、周恩来はついに
外交の一線から退かされてしまうことになったのだった。
そして先述のとおり、第 2 時期に仮にニクソンが失脚しなくてもおそら
く米中関係はそう簡単には好転せず、次のステップには進めなかった。そ
れは中国の国内事情による制約である。まだ文革の最中でもあり、毛沢東
がまだ生きていて周恩来にああいうことを言うような状況があったのだ。
中国を正常な軌道に乗せて安定した大国を作るという発想は周恩来の「四
つの現代化」という言葉で表現される。1975 年 4 月に第 5 期全国人民代表
大会の開会式で周恩来は政治報告をした。翌年の 1 月には亡くなってしま
うので、これは周恩来が最期に公の場でスピーチをした機会となった。こ
のとき農業、工業、国防、科学技術、「四つの現代化」に言及している。
しかしこの直後に周恩来の癌はさらに悪化し、全身の血を取り換えるよう
な状況がずっと続いていった。最後はもうモルヒネが効かなくなって、も
のすごい激痛のなかで痛ましい亡くなり方をした。その周恩来に代わって
毛沢東が第一線に送り込んだのは鄧小平である。あれだけの国を動かせる
人材はそう沢山いるものではなく、鄧小平が副総理として周恩来の代わり
に行政のすべてを取り仕切ることになり、鄧小平も現代化路線を進めるこ
とになった。しかし鄧小平のやっていることに対して文革派から批判が生
まれた。鄧小平がやろうとしたのはまさに「四つの現代化」の路線であっ
た。これに対して鄧小平を批判する声が強くなり、他方、鄧小平を守ろう
とする動きもあったが、その両方が第一次天安門事件に現れる。1976 年 4
月 4 日である。この日は清明節、中国ではお盆にあたる。亡くなった周恩
来の追悼という名目のもとに 100 万人を超える人々が花輪をもって天安門
広場に集まった。これは要するに文化大革命をもうやめろという意識ある
人々の意思表示であった。死を控えていた毛沢東は、この運動は自分を標
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的にしている、と断言した。もちろんそのとおりで、反文革の運動にとっ
ては、文革を発動した毛沢東も当然標的である【訳註 10】。そしてこの運動に
対して弾圧の指令がだされた。天安門に集まった 100 万人の民衆に対して
軍と武装警察が襲い掛かり、100 人が殴り殺されたと言われている。これ
がいわゆる第 1 次天安門事件であった。鄧小平はこの事件の黒幕として失
脚した【24】。この後中国はしばらく不安定な時期が続くことになった。文
化大革命では 1 億人の被害者がいるとされている。当時の中国の人口は 6
億人なので、6 人に 1 人がなんらかの迫害にあったというのが文化大革命
であった。結局 1976 年 9 月に毛沢東が亡くなり、その直後に四人組が逮捕
され、中国は 1977 年秋に文化大革命の終了を宣言した。ただし、文化大
革命は勝利のうちに終了した、という幕引きの仕方をした。この年に鄧小
平が復活をし、ここで文革右派と四つの現代化勢力との最後の戦いが始ま
る。この時期に鄧小平がやったことは共産党の主要な幹部を国外視察に
送ったことで、鄧小平自身も米国と日本へ行っている。このときの映像は
日本でもときおり放映されることがあるが、日本の新幹線に乗って「すご
く速い」と言ったり、製鉄所へ行って自動で多くの良質な鉄鋼が作られる
ところを見て、「これをぜひ中国に作ってほしい」と言ったり、日産の海
老名工場を見学して、工作ロボットが自動車を自動で作っているところを
見たりした。この訪問の模様はすべて中国に実況中継され、ものすごい衝
撃を中国にあたえることになった。ここで、こういうやり方をしない限り
中国の発展は永遠にない、という認識が中国国民の意識のなかに広まり根
付くことになる。このときちょうど開かれたのが 1978 年 12 月の 11 期 3 中
全会である。ここで中国は改革開放というスローガンを決定した。11 期 3
中全会で改革開放というスローガンが出たということは、これはソ連モデ
ルに決別したことを意味した。ソ連と関係が悪化し、もう関係は断絶して
いたが、しかし、中国が建国以来 30 年間やってきた路線はソ連型の計画
経済であり、毛沢東はそれをさらに自分流に変革しようとしたものの、結
局それは中国を豊かにすることはできなかった。ここで中国は改革開放と
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いう名の新しい方向を模索した。こうした動きがなければ米国との国交正
常化というワンステップ上のアクションは生まれなかったというのが筆者
の考えである。つまるところ、第 3 時期を呼び寄せたのは中国内部の変化
であり、そこから始まる動力であった。
1978 年 12 月 16 日に、米中の間で翌年の 1 月 1 日に国交を正常化すると
いう共同コミュニケが出された。このときには米国はカーター政権であっ
た。カーター政権は人権外交を推進し、軟弱外交と言われることもあった
が、軍縮をおこない、どちらかと言えばハト派の政権であった。したがっ
て、中国との関係も軽く見てはいなかった。ただこの政権は、どちらかと
言えばソ連との関係改善に重きを置いていたので、中国との関係では当
初、目に見える成果はなかったのだった。もっともその後、いろいろな政
策がうまくいかなくなって、結局 1978 年の夏くらいになると米国は中国
に対して積極的なアプローチをするようになった。こうして、1978 年 5 月
ごろからカーター政権との間では実質的に交渉が始まることになったので
あった。
もっとも、カーター政権が本気になったのは秋になってからである。当
時カーター政権は二股をかけていた。ヴェトナムとの関係改善と中国との
関係改善の試みを同時に進めていたのだった。ヴェトナムと国交を正常化
する以上、ヴェトナムが戦争賠償や援助をあれこれと要求してくるのは当
然であり、相当強い要求をしてきていた。ところが 1978 年 9 月にヴェトナ
ムの態度が軟化する。おそらく国内的にいろいろと行き詰まったことが
あったのだろうが、1978 年 9 月にヴェトナムは今までの条件をすべて取り
下げ、無条件で米国と関係正常化をしてもよいという立場をとるように
なった【25】。けれども、これから 1 カ月くらいの期間に中国とも接触があ
り、中国は「もしヴェトナムと関係改善するのであれば、われわれとの関
係改善は不可能である」と主張した【26】。つまりどちらかを取れと米国に
要求したのだった【訳註 11】。当時カーター政権の国家安全保障担当大統領補
佐官を務めていたブレジンスキーとカーターが 10 月 25 日に話した記録が
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残っているが、われわれはどちらかを選ばなければならないようだ、とい
う相談をしている【27】。結局、米国は 10 月の時点で中国との関係改善とい
うカードを選んだ。11 月 2 日に米国から国交正常化コミュニケの草案が中
国に送られてきた。これは政治局ですぐに検討され、交渉を始めることに
なった。鄧小平はこの時期に日本を 7 日間訪問したり、東南アジアを歴訪
したりと、もう 70 歳を超えていたのに非常に精力的に活動をしていた。
最終的に 1978 年 12 月 3 日に中国から米国に対する回答がなされた。まず
は、中国には米国と国交を結ぶ意思があるということが示された。それか
ら中国側の共同コミュニケ案が米国に示された。さらに、交渉は鄧小平自
身が担当することになった。基本的には米国の駐中国大使と交渉をするわ
けだが、12 月 13 日の午後に交渉を始めて 16 日には結論をだすことを中国
側が一方的に通告した。12 月 13 日は共産党の中央工作会議が終わる日で
あった。したがって、鄧小平が改革開放で党内世論をまとめ終わったその
日から米国との交渉に入り、コミュニケ草案を発表する日を鄧小平はすで
に 16 日に設定していた。その後すぐに今度は 11 期 3 中全会があるという
スケジュールであった。つまり、中央工作会議と 11 期 3 中全会の間の 4 日
間に米国との交渉をまとめる。そして米国にもこのスケジュールに同意す
るように要求したわけである。そして交渉がまとまり次第、鄧小平が米国
を訪問するということも米国側に通告された。これは 1978 年 12 月 4 日の
ことであった。結局この 12 月 13 日から 16 日までの 4 日間弱の間に米中国
【訳註 12】
交正常化の案は急いでまとめられることになったのだった【28】
。ここ

には双方の事情があった。米国の場合は、カーターが外交でいろいろ失敗
していて、もうここでポイントを稼ぐしかないという時期にあたってい
た。その意味では強い動機があった。その上で、ブレジンスキー補佐官
は、いまここで国交を正常化しないとカーター政権ではもう無理だ、と中
国側に告げていた。中国側だが、共産党のなかには、米国は依然として台
湾に武器を売っている。今回の交渉でこの武器売却をやめさせることはで
きないかもしれない。そこまで妥協してまで米国と関係改善をする必要が
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あるのか、という意見まであった。鄧小平はこれに対して、あるんだ、と
答えている。今米国と国交を正常化しなければ一体いつになるかわからな
い。たとえ台湾に武器を売っていようが売っていまいが、中国が近代化す
るためには今ここで米国と国交正常化するしか選択肢がないのだ、と同僚
を説得した。改革開放を決めたけれど、米国に対して開放できなければ世
界中のどこの国に開放をしても意味がない。米国に開放するから意味があ
るのだ、と説得した。こうして中国側の動機はいわばこの鄧小平の言葉の
なかに込められている。こうして双方は、国交正常化を決断し、実現する
ことになったのだった【29】。

むすびにかえて
晩年 90 歳代になったブレジンスキーを、ある記者が訪問しインタビュー
している。鄧小平の印象を尋ねた折に、もうずいぶんと年を取ったブレジ
ンスキーは一つだけ非常に印象に残っていることを話している。鄧小平
は、自分は 13 歳のときに自分の父親が船の切符を買ってくれて、それに
乗ってパリに行った。パリに行って思ったことは、自分の国が何て遅れて
いるんだろうということだった。それ以来自分の国を豊かにしなければな
らないということが私の使命になった。私はマルクス主義を信じているけ
れど、しかしとにかく中国を豊かな国にすることが私の使命だ【30】と言っ
た、とブレジンスキーは回顧している。鄧小平の一生を見れば、間違いな
くいろいろな困難を超えてとにかく中国を近代化させる、という道を邁進
したことがわかる。米国との国交正常化以降、台湾への武器売却問題や、
天安門事件をはじめいろいろなできごとがあった。けれども、鄧小平は常
にそれを乗り越えて改革開放を推進し、そして西側の国々、特に米国との
接触をつうじて資金や技術の導入によって、特に米国市場を利用して中国
を近代化させるという道を歩んだ。この決意は、一瞬たりとも揺るいだこ
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とはなかった。鄧小平が米国を訪問して去った翌日にある記者が『ウォー
ル・ストリート・ジャーナル』に、
「鄧小平は 9 日間の訪米を終えて国へ
帰った。米国はこの男の改革を後ろからサポートしなくてはならない」と
いうエッセイを書いた【31】。米国のその後の行動はまさにこの言葉どおり
で、鄧小平のやったことは階級闘争をする国から当たり前の国家建設をお
こなう国への転換であったし、計画経済で生産力の上がらない遅れた国か
ら市場に依拠して豊かな国を作る方向への転換であった。米国訪問が終
わったときに、「これが自分の生涯で最後の外遊になる。米国との国交正
常化で自分の歴史的使命は終わった」と鄧小平は側近に語っている【32】。
鄧小平は自分がそんなに長く生きるとは思っていなかったようだが、鄧小
平は現実にはその後さらに 20 年近く生きながらえることになった。しか
し、その言葉通り、このときの訪米が彼の生涯で最後の外遊になったの
だった。
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供する援助の内容であり、具体的には、借款、ソ連専門家の派遣、中共軍
の新疆駐留の支援、海軍・空軍建設の支援などにおよんだ。中国側の全て
の要求をソ連は満足させ、さらに一歩踏み込んだ会談を望んだ。劉少奇は
同日午後に毛沢東と中共中央に会談内容を報告した。この電報は、早けれ
ば 28 日夜、あるいは 29 日の早朝に北京に届いている。援助にソ連が同意し
たことが、毛沢東がスチュアート大使との接触を停止する決定を 30 日に下
すにいたった決定的な要因であった。「斯大林与劉少奇会談紀要：対中国的
援助」1949 年 6 月 27 日，沈志華主編『俄羅斯解密檔案選編：中蘇館関係，
1949.3–1950.7・第二巻』東方出版中心，2015 年，71–72 頁。また、以下を参
照されたい。金沖及主編『劉少奇伝・下冊』中央文献出版社，1998，647 頁
9．
「米高揚与毛沢東的会談備忘録」1949 年 1 月 31 日，2 月 3 日，沈志華主編『俄
羅斯解密檔案選編：中蘇関係 1945.1–1949.2・第一巻』東方出版中心，2015，
375 頁，410 頁
10．毛沢東「在中共七届二中全会上的総結」1949 年 3 月 13 日，中共中央文献
研究室編『毛沢東文集・第五巻』人民出版社，1996，260–261 頁
11．劉少奇「同斯大林談判推翻国民党問題」1949 年 7 月 27 日，中共中央文献
研究室，中央檔案館編『建国以来劉少奇文稿・第一冊』40–41 頁
12．「史達林関于同意朝鮮同志建議致毛沢東電」1950 年 5 月 14 日，沈志華編『朝
鮮戦争：俄国檔案館的解密文件・上冊』中央研究院，2003，384 頁（「史達林」
は「スターリン」の台湾における表記：訳者）
13．「什特科夫関于金日成訪華計劃致維辛斯基電」1950 年 5 月 12 日，沈志華編
『朝鮮戦争：俄国檔案館的解密文件・上冊』381–382 頁
14．蘇維民「揚尚昆談抗美援朝戦」
，
『百年潮』2009 年 4 期，12 頁
15．「毛沢東接見蘇共中央代表団談話記録」1956 年 9 月 18 日
16．中華人民共和国外交部外交史研究室編『周恩来外交活働大事記 1949–1975』
世界知識出版社，1993，456–457 頁。周恩来はまた、1965 年 6 月 8 日，タン
ザニア大統領ニエレレと会った際に、この 4 点の米国への伝達を依頼してい
る。以下を参照されたい。中共中央文献研究編『周恩来年譜 1949–1976・中
巻』中央文献出版社，1997，723 頁，736 頁；また、以下を参照されたい。
章百家「“ 抗美援朝 ” 与 “ 援越抗美 ”：中国如何応対朝鮮戦争和越南戦争」
，張
沱生，
（美）史文［Micheal Swan］主編『対抗・博弈・合作：中美安全危機
管理案例分析』世界知識出版社，2007，132–133 頁
17．「越南外交部白皮書 “ 三十年中越関係真相 ”」，
『参考資料・下』1979 年 10 月
8 日，31–32 頁
18．中共中央文献研究室編『毛沢東年譜（1949–1976）・第六巻』中央文献出版
社，2013，237 頁
19．熊向暉『歴史的注脚：回憶毛沢東、周恩来及四老』中共中央党校出版社，
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1995，176–197 頁
20．以下を参照されたい。
（美）
亨利・基辛格／陳瑶華等訳『白宮歳：基辛格回
憶録・第一冊』世界知識出版社，1980，240 頁
21．米中が 1972 年 2 月 28 日に上海で署名した「上海コミュニケ」
。以下を参照
されたい。牛軍『中華人民共和国対外関係史概論』北京大学出版社，2010，
244 頁
22．中共中央文献研究室編『周恩来年譜 1949–1976・下巻』634 頁
23．以下を参照されたい。
（美）
亭利・基辛格／劉麗媛等訳『働乱年代：基辛格
回憶録・第二冊』世界知識出版社，1983，333–340 頁
24．中共中央文献研究室編『毛沢東年譜 1949–1976・第六巻』中央文献出版社，
2013，646 頁
25．Zbigniew Brzezinski, Power and Principle：Memoirs of the National Security
Adviser, 1977–1981, New York, Farrar, Sruas and Giroux, 1983, p. 228
26．A message from Chinese Vice Premier Deng Xiaoping to President
Jimmy Carter regarding a deterioration of relations on the Sino-Vietnamese
border forcing China to initiate self-defensive operations against Vietnam，
DDRS, CK: 3100480164
27．以下を参照されたい。陶文釗主編『中美関係史 1972–2000・下巻』上海人
民出版社，2004 年，53 頁
28．以下を参照されたい。陶文釗主編『中美関係史 1972–2000・下巻』55 頁；
王泰平主編『中華人民共和国外交史 1970–1978・第三巻』378–379 頁
29．李慎之「談談中華人民共和国外交」
『李慎之文集』北京大学国際関係学院
資料室，編号，90100240039982，344 頁
30．以下のドキュメンタリーより引用。
『旋風九日』（Mr. Deng Goes to
Washington）
31．Wall Street Journal 記者による空港からの実況報道による。
『旋風九日』
より引用。
32．傅高義（Ezra F.Vogel）
／馮克利訳『鄧小平時代』三聯書店，2013 年，344
頁（Deng Xiaoping and Transformation of China, Belknap Press, 2011（益尾知
佐 子， 杉 本 孝 訳『 現 代 中 国 の 父

鄧 小 平（ 上・ 下 ）
』 日 本 経 済 新 聞 社，

2013；馮克利訳『鄧小平時代』三聯出版社，2013）
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訳註
【訳註 1】この数値には若干の補足が必要であろう。現在明らかになっている中国
側の資料によれば、中国・北朝鮮側が投入した兵力は、最も多いときで 180 万人
にたっしていた。それに占める中国兵の数は、約 135 万と推定される。中国軍は
優に 100 万人を超えていた。米国を中心とした国連軍と韓国軍の総兵力は最も多
いときで 120 万人強であり、そのうち韓国兵の数は 60 万人を数えた。したがって、
米軍兵の数は 50 万人から 60 万人と推定される。その他の補給要員や軍関係者、基
地の整備や後方担当を加えると、100 万に近い数値だったと推定することも可能
であろう。ただ、米軍兵力が最高時でも 100 万にはたっしてなかったことは確か
である。
【訳註 2】いわゆるアチソン演説については、以下の解釈を参照されたい。「結局
のところ、アメリカは朝鮮に対する関心が比較的薄いことを隠そうともしなかっ
た。1949 年にアメリカ軍が撤退したばかりでなく、アチソン国務長官は 1950 年 1
月 12 日の、善意からではあるが不注意な言葉使いをした演説において、南朝鮮と
台湾を西太平洋におけるアメリカの「不後退防衛線」から公に除外したのである。
アチソンはそれらの地域を放棄しようとしたのではなく、その時点でのアメリカ
の戦略を説明していたのだった。それは、毛沢東の受けた印象とは対照的に、ア
ジア大陸における軍事紛争を避け中国内戦には介入しないということであった」
J.L. ギャディス／赤木完爾，齊藤祐介訳『歴史としての冷戦：力と平和の追求』
慶應義塾大学出版会，2004，117 頁
【訳註 3】共産党にとって、内戦の動機は決して強いものではなかった。そもそも、
後ろ盾であるソ連が反対していた。開戦に踏み切った後も、その目的は自存であ
り、東北・華北の維持に止まった。つまり、自存による交渉上の立場の維持・強
化が、内戦開始時の目的だったと言えるのである。
【訳註 4】米国には実際のところ、中国領内を爆撃する用意も、17 度線を北に超え
て陸上作戦をする気もなかった。その意味では、中国の申し出は、米国にとって
は渡りに船の面があった（2017 年 8 月 13 日牛軍談）。この点は、日本語の前著（『冷
戦期中国外交の政策決定』）第七章の記述とは，幾分かニュアンスを異にしてお
り（197–198 頁）
、著者に若干の認識の変更があったことを推測させる。
【訳註 5】中国人にとってこの時間は長くないのかもしれない。この当時の中国の
リーダーがよく口にする言葉で、「我們会等」、「我們可以等」などの言葉がある。
中国は、香港返還まで 17 年待った。おそらく中国人の頭の中で 10 年待つという
ことはそんなに長くはない。この辺が少し外国のリーダーと違うところかも知れ
ない。もっとも、彼らには選挙の洗礼はなく、任期の縛りもなかった。西側と単
純に較べることはもちろんできない。
【訳註 6】もっとも、後に、クリントンが大統領になったときに、日本に寄らずに
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北京にいって、北京からそのまま米国に帰ったことがあった。これはジャパン・
パッシングと言われて米国の議会で強く非難された。
【訳註 7】日中国交正常化については、まずは以下を参照されたい。石井明，朱建
栄，添谷芳秀，林暁光編『記録と考証

日中国交正常化・日中平和友好条約締結

交渉』岩波書店，2003。なお、当時条約課長として、日中共同声明の起草に携わっ
た栗山尚一の証言と回顧は極めて重要である。以下の 2 著を参照されたい。栗山
尚一／中島琢磨，服部龍二，江藤奈保子編『外交証言録
常化

沖縄返還

日米「密約」
』岩波書店，2010；栗山尚一『戦後日本外交

日中国交正

軌跡と課題』岩

波書店，2016
【訳註 8】そういう目に周恩来は何度も遭っている。『周恩来秘録（上・下）
』（高
文謙／上村幸治訳，2007，文藝春秋。原著は『晩年周恩来』2003，明鏡出版社）
は周恩来と毛沢東の関係をかなり正確に記述しているとされる。
【訳註 9】王海容は毛沢東のもう一人の通訳であった唐聞生とともに、毛沢東の身
辺にあって、外界との特別なチャンネルの役割を果たした。王海容（1938 生）は
毛沢東の遠縁にあたり（母方の従兄弟である王季範の孫娘：表外孫女）、1960–64
北京師範学院でロシア語専攻、その後、北京外国語学院で英語を 1 年専修。1965
年 11 月，外交部弁公庁で職務、1970 年から 1972 年外交部礼賓局副局長。米中接
近に従事し、毛沢東・ニクソン会談の通訳をつとめ、1972 年外交部長助理、1974
年 11 月外交部副部長に就任した。唐聞生（1943 生）はニューヨーク生まれ。1950
年帰国、1965 年から職務につき、北京外国語大学を卒業。外交部に入った後、米・
太平洋州局副局長。1972 年 2 月、ニクソン訪中の際に通訳を務める。同年 9 月、
日本の田中角栄首相訪中の際にも毛沢東の通訳を務めた。毛沢東主治医の回顧録
につぎのような記述がある。「主席専用列車の服務員だった張玉鳳がかわってつ
かえることになり、中南海にうつってくる。それからまもなく、外務省から出向
したふたりの女性─儀典長でのちに外務次官となる王海容とアメリカ・オセアニ
ア副課長で、しばしば毛沢東の英語通訳もつとめた唐聞生（ナンシー・タン）ら
─が第一組内でかなり影響力を持つようになる。両人とも毛沢東と党最高指導部
との連絡役をつとめ、がっちりした管理体制を確立したため、しまいには周恩来
首相でさえ、毛主席と会うのに彼女たちを通さざるをえなくなった」（李志綏『毛
沢東の私生活（下）
』文藝春秋，1994，302 頁）
。引用文中、「第一組」とは毛沢東
とそのスタッフにつけられた暗号名である（『毛沢東の私生活（上）』文藝春秋，
1994，95 頁）
。また、毛沢東の晩年の秘書であった「張玉鳳」については、つぎ
のような記述がある。「張玉鳳の権力はどこから生じたのかといえば、主席のろ
れつがまわらない言葉を理解できるのは張だけだという現実からであった」
（
『毛
沢東の私生活（上）
』14 頁）
。
【訳註 10】第一次天安門事件のスローガンには「打倒当代秦始皇」というものが
あったが、現代の始皇帝は毛沢東を意味していた。
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【訳註 11】国内的に困難に陥りつつあったヴェトナムが、妥結の条件を急に引き
下げてきたことが、カーター政権にとっては好材料であり、ヴェトナムとの交渉
も検討され始めていた。中国との国交では台湾問題が足かせになることは確実
で、困難が予想されてもいた。しかし、中国にとってみれば、親ソのヴェトナム
との二股は到底受け入れることができなかった。
【訳註 12】これは鄧小平が背水の陣を敷き、相手にもそれを要求したことを意味
した。また、実際、過密スケジュールの鄧小平にはこの機会を逃せば、もう外交
に割いている時間はなかった。

