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要旨 

１．1990 年代後半以降、中台間の政治関係は冷え込みをみせている。05 年１月、中台直

行チャーター便運航をめぐる中台間の交渉が成立し、薄日が差したかにみえた中台関

係は、05 年３月 14 日の中国側による「反国家分裂法」制定で再び悪化に転じている。

他方で、中台間の経済関係は急速に拡大・進化を遂げているが、政治関係の悪化が経

済関係に波及するのかどうかが懸念されている。中台関係の先行きは日本企業にも大

きな影響を与える。日本にとって中国・台湾は重要な貿易相手国・地域であるうえ、

日本企業自身、台湾海峡を跨ぐ事業展開を行なっているからである。また、台湾企業

への OEM/ODM を通じ、日本企業は台湾企業が構築した中台間の分業ネットワーク

を間接的な形で活用している。 
２．「反国家分裂法」は、「台湾は中国の一部である」という「一つの中国」の原則や台湾

との統一（「祖国統一」）の達成という目標を再確認するとともに、台湾との統一に向

けた政策手段を立法化したものである。同法は、平和的統一を実現する手段として、

台湾との交流や対話の促進などの「平和的手段」を規定するとともに、台湾独立を阻

止・抑制するための「非平和的手段」の行使を一定の条件の下で自ら義務化している。 
３．「反国家分裂法」の記載事項自体は、既存の中国政府の対台湾政策を踏襲したものとな

っており、特段の新味はない。むしろ中国政府の狙いはその「立法化」にある。中国

政府は、台湾当局が民意の裏づけをもつ憲法・法律の制定・修正を通じて「中華民国

は主権独立の国家であり、中華人民共和国とは互いに隷属しない」という主張を現実

化しようとしていることに強い警戒感をもっている。武力行使を含む「非平和的手段」

により、そうした動きを抑制するとともに、対台湾政策に「台湾同胞を含む中国全人

民の総意」という裏づけをもたせ、中国の「大民意」で台湾の「小民意」に対抗する

という狙いがあると推察される。 
４．台湾当局は、中国政府との和解・対話の道を残しつつも、「反国家分裂法」で示された

中国政府の台湾の主権認識、「非平和的手段」の行使条項などに対し、強い反発をみせ

ている。また、圧倒的多数の台湾市民も「反国家分裂法」の内容、それを制定した中

国政府に対して強い不快感を表明しており、同法が中台間の政治関係を悪化させたこ

とは間違いない。 
５．中国政府は、「反国家分裂法」に相前後して、台湾側に対して経済交流を積極的に呼び

かけている。台湾の野党などがそれに呼応し、訪中団を派遣している。しかし、台湾

当局は既存の対中経済交流を引き締めはしないものの、「反国家分裂法」制定が台湾に

もたらす悪影響の検討、対中経済交流がもたらすリスクを軽減できる体制（「有効管

理」）の整備を行なうまで、当面、新たな対中経済交流規制の緩和を停止するとの方針

を打ち出している。ＩＣパッケージ・検査業、石油化学川上部門、半導体ウェハ製造

業（８インチ、0.18 ミクロン）の対中投資の解禁、中台直行チャーター便の増発など



 

が当面先送りされる見込みである。 
６．台湾の主権をめぐる中台間の主張には大きな開きがあることから、中台間の政治関係

が急速に改善する可能性は低い。また同時に、「非平和的手段」行使が中国にもたらす

コストが高いこと、急速な台湾独立が台湾市民の広範な支持を得ていないことなどか

ら判断して、武力行使や経済制裁といった「非平和的手段」が行使されるほどまで、

対立が激化することも考えにくい。 
７．そうしたなか、中国政府は、台湾側への経済的利益の提示を梃子に、台湾との統一に

有利な世論を形成する戦術を主軸に据えた対応を継続するだろう。また、台湾当局も、

中国との経済交流を重視する台湾世論の尊重、台湾財界からの規制緩和要求への対応、

野党対策といった内政運営上の理由から、「有効管理」の実効性向上措置などと歩調を

合わせる形で、再び漸進的に対中経済交流規制を緩和させていく可能性が高いとみら

れる。少なくとも、中台経済交流の基盤が大きく揺らぐ可能性は比較的低いものと推

察される。 
８．むろん、中台間には台湾の主権をめぐる認識の違いがあり、そうであるがゆえに中台

経済交流促進の背後にある双方の思惑が大きく異なるなど、中台経済交流の基盤には

危うさもある。中台双方の誤解や突発的事件などを契機に対立が激化し、経済関係が

大きな影響を受ける恐れがないとはいえない。引き続き中台関係の動向を注意深くウ

ォッチしておく必要はあろう。 

（調査本部 アジア調査部中国室 主任研究員 伊藤信悟） 
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１. はじめに ～中台関係の悪化と日本経済～ 

(1) 冷え込み続く中台間の政治関係 
①ハイレベルの交渉の中断続く 

1990 年代後半以降、中台間の政治関係は寒々しい状況にある。 
95 年６月の李登輝前総統（大統領に相当）の訪米を契機とした中国政府による台湾近海

でのミサイル実射演習・大規模軍事演習により、中台関係は著しく悪化した。その後、中

台双方の民間交流団体トップ会談（事実上の公的性格を帯びた最高レベルの会談）1が 98
年 10 月に開催されるなど、政治関係は一時改善に向かったものの、99 年７月の李登輝前

総統の「二国論」（「91 年の憲法修正以来、すでに両岸関係は国家と国家の関係、少なくと

も特殊な国と国との関係として位置づけられている」という認識）発表以降、再び関係が

悪化した。 
2000 年５月には台湾独立志向をもつ民主進歩党（以下、民進党と略）の陳水扁政権が発

足したことから、台湾との統一を希求する中国と台湾との関係は、引き続き冷え込んだ状

態にある。実際、関係改善を象徴的に示す中台双方の民間交流団体トップ会談は、98 年

10 月以来開催されていない。 
②「反国家分裂法」制定による対話ムードの消沈 
05 年１月 15 日、中台双方の民間航空業界団体間の交渉が妥結し、１月 29 日～２月 20

日の間、戦後初の中台直行チャーター便が旧正月休暇期限定ながらも運航された2。民間と

いう殻は被っているものの、実際には双方の航空行政担当者が出席したことなどから、中

台関係に一旦は薄日が差したかにみられたが、３月 14 日、第 10 期中国全国人民代表大会

第３回大会（国会に相当）で「反国家分裂法」が可決・即日施行されたことで、中台間の

政治関係は再び大きく冷え込んでいる。「反国家分裂法」は、台湾独立を阻止するために、

一定の条件下において台湾に対して武力行使を含む「非平和的手段」の発動を自ら義務づ

けているからである。 

(2) 他方で拡大・深化を続ける中台経済関係 
その一方で、政治関係とは対照的に、中台間の経済関係は急速に拡大・深化を遂げてい

る。中台間の貿易額は急速に拡大しており（図表１）、台湾にとって中国は第１位の輸出先、

日本、米国に次ぐ第３位の輸入先となっている（04 年）。中台貿易の拡大の牽引役を果た

してきたのが、台湾企業による対中投資である。台湾当局が台湾企業の対中投資を正式に

解禁したのは 91 年であるが、台湾の対外直接投資累計額に占める対中投資額のシェア

                                                  
1 中国側の汪道涵・海峡両岸関係協会会長と台湾側の辜振甫・海峡交流基金会会長との会談。初回は 1993

年４月にシンガポールで開催。1998 年 10 月は第２回目。 
2 中台直行チャーター便の詳細とその背後にある中台双方の思惑については、伊藤信悟［2005］を参照。 
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（1952～2004 年）は 49.5％に達している3。台湾企業の対中投資は台湾からの中国への資

本財・中間財の輸出を誘発し、また台湾への逆輸入を引き起こしている。このように中台

関係はまさに「政冷経熱」とよぶに相応しい状況にある。 
 

図表 1 台湾の対中貿易額の推移 
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（注）「対中輸出額」は台湾経済部国際貿易局の推計値。「輸出シェア」、「輸入シェア」はそれぞれ台

湾の輸出総額、輸入総額に占める対中輸出額、同輸入額のシェア。 

（資料）台湾経済部国際貿易局ホームページ（www.trade.gov.tw）により作成。 

(3) 台湾海峡情勢が日本企業にとってもつ意味 
①「政経分離」は維持されるのか 
ただし、日中間の政治関係の悪化が経済関係にも飛び火する事態が最近発生しているよ

うに、中台間の政治関係の悪化が経済関係に悪影響を与える可能性はないのであろうか。

例えば、台湾内では、台湾独立派を支持した財界人に中国政府が圧力をかけているとしば

しば報じられており、台湾内の大きな選挙の前後にこうした報道が頻出する状況にある。 
また、政治関係の悪化を契機に、対中経済依存度の高まりが台湾政治に対する中国政府

の影響力を高めるとの懸念が高まり、それが台湾当局による対中経済交流規制の大幅見直

しをつながる可能性はないのであろうか。中台間の政治対立がエスカレートすることを懸

念する声も根強く存在する。 
②日中台を跨ぐ分業体制の構築を進める日本企業 
中台関係の動向は日本企業にとっても他人事ではない。日本にとって中国は第２位、台

湾は第４位の貿易パートナーである（図表２）。中堅企業以上の日本企業の海外現地法人設

立数でみても、中国は米国に次ぎ第２位、台湾は第６位の投資先となっている（図表３）。 
しかも、中台を跨ぐ日本企業のオペレーションも拡大している。例えば、在台湾子会社

を通じた対中投資、台湾企業との中国での合弁も近年急増しており、これらの「台湾活用

                                                  
3 台湾経済部投資審議委員会『華僑及外国人投資・対外投資・対大陸投資統計年報』2004 年版。なお、

台湾当局による規制を遵守せず、対中投資を行なっている台湾企業も多く、実態はこれよりも大きなシ

ェアとなっている可能性が高い。 
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型対中投資」は 89 年～05 年２月末までに 284 件行なわれている（図表４）4。また、在

台湾日系企業は輸出を中心に対中貿易にも取り組んでいる5。 
 

図表 2 日本の主要貿易相手国・地域（2004 年） 
(単位：億ドル、％）

金額 シェア 順位 金額 シェア 順位 金額 シェア 順位

米国 1,894 18.6 1 1,269 22.4 1 625 13.7 2
中国 1,682 16.5 2 739 13.1 2 943 20.7 1
韓国 663 6.5 3 442 7.8 3 220 4.8 3
台湾 587 5.7 4 420 7.4 4 167 3.7 9
香港 370 3.6 5 354 6.3 5 16 0.4 38

総額 10,203 100.0 5,654 100.0 4,549 100.0

輸出 輸入貿易全体国･地域

 
（資料）財務省ホームページにより作成。 
 

図表 3 国・地域別にみた日本企業の現地法人数 
（単位：社） 

順位 国・地域 現法数 

1 米国 3,524

2 中国 3,476

3 タイ 1,432

4 香港 1,113

5 シンガポール 1,071

6 台湾 888

7 英国 850

8 マレーシア 837

9 インドネシア 696

10 ドイツ 615

全世界 19,815

（資料）東洋経済新報社［2004］1,580～1,583 頁により作成。 
 

                                                  
4 日本企業による「台湾活用型対中投資」の特徴、メリット・デメリットについては、伊藤信悟［2004］、

台湾経済部投資業務處・野村総合研究所［2003］を参照。 
5 2000 年時点で在台湾日系企業の対中輸出額（香港を含む）は 9.9 億米ドル（同企業の輸出総額の 7.8％）、

対中輸入額（香港を含む）は 1.4 億米ドル（同企業の輸入総額の 0.4％）であるが、台湾の対中輸入規

制の解禁や中国の生産拠点としての位置づけの高まりなどを受け、在台湾日系企業の対中貿易額は拡大

傾向にあると推察される（台湾経済部投資審議委員会［2002］）。 
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図表 4 日本企業の「台湾活用型対中投資」件数（業種・時期別） 
（単位：件） 

業種 1989～99年 2000年～ 合計 

電気・電子 23 36 59 

自動車・部品 11 38 49 

化学 16 28 44 

機械 16 24 40 

食料・飲料 8 11 19 

金属製品 4 9 13 

ゴム・皮革 8 5 13 

繊維業 11 2 13 

精密機器 4 5 9 

窯業・土石・ガラス 3 2 5 

その他 7 13 20 

合計 111 173 284 

（資料）東洋経済新報社『海外進出企業総覧』各年版、新聞記事等によりみずほ総合研究所作成。 

 
③中台経済関係の拡大・深化の恩恵を間接的に享受 

それに加え、日本企業は台湾企業への OEM/ODM を通じて、中台経済関係の拡大・深

化の恩恵を享受している。その典型例がＩＴ製品である。 
世界のＩＴ製品生産において台湾企業は非常に大きなプレゼンスを占めている。例えば、

世界のマザーボードの 78.3％、ノートパソコンの 72.4％、ＬＣＤモニタの 67.7％、ＣＤ

Ｔモニタの 53.6％を台湾企業が供給している（04 年）6。また、光ディスクドライブ（世

界シェア 41.7％）、デジタルカメラ（同 34.5％）、サーバー（同 32.8％）、デスクトッ

プパソコン（同 29.3％）の世界シェアも高い7。その他、スイッチ、ルーター、ケーブル

モデム、WLAN 関連製品、xDSL CPE といったネットワーク機器類でも台湾企業は世界

一のシェアを誇っている。 
04 年時点で台湾企業の主要ＩＴ製品8の生産額（海外生産分を含む）は 627.1 億米ドル

に達しているが、中国内生産比率は 85.1％にも及ぶ（図表５、ただし完成品ベースの数値

であり、台湾からのキーパーツの輸出は台湾内生産比率には計上されていない）。 
これが示唆するように、日本企業は台湾企業から調達している製品の大半は、台湾企業

の中国工場が生産したものである。つまり、日本企業も中台間経済関係の拡大・深化の恩

恵を間接的な形で享受しているのである。 
 

                                                  
6 台湾資訊工業策進会資訊市場情報中心『2004 年我国主要資通訊品産値産業曁産銷預測』2005 年３月３

日。 
7 DigiTimes, March 4, 2005。 
8 主要ＩＴ製品とは、ノートパソコン、ＬＣＤモニタ、ＣＤＴモニタ、デスクトップパソコン、マザーボ

ード、光ディスクドライブ、デジタルカメラ、サーバーを指す。 
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図表 5 台湾ＩＴ企業の海外生産比率（2004 年） 

その他
6.6% 台湾

8.3%

中国
85.1%

 
（資料）台湾行政院主計處『国情統計通報』第 038 號、2005 年３月２日により作成。 

 

 
④問題意識 
そこで本稿では、「反国家分裂法」の制定により、中台間の政治関係は悪化しているが、

それが経済関係にどのような影響をどの程度与えるのかについて考察する。 
まず、「反国家分裂法」の内容とその狙いを整理する（第２章）。次いで、「反国家分

裂法」に対する台湾当局・台湾市民の反応を観察し、中台間の政治対立の状況を概観する

（第３章）。そのうえで、「反国家分裂法」制定後、中台双方が経済交流面でいかなる政

策対応をとっており、中台経済関係にどのような影響がどの程度出ているのかを分析する

（第４章）。最後に、以上の分析に中台双方の内政・外交等の要素を加味し、中台経済関

係の先行きについて展望を試みる（第５章）。 
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２. 「反国家分裂法」とは何か ～同法に込められた中国政府の狙い～ 

(1) 「反国家分裂法」とは何か 

05 年３月 14 日、第 10 期中国全国人民代表大会第３回大会で「反国家分裂法」が賛成

2896 名、反対０、棄権・その他５名とほぼ全会一致で可決され、即日公布・施行された（図

表６）。 
①「反国家分裂法」制定の狙い 
「反国家分裂法」は全 10 条から成り、第１条に同法制定の狙いが列挙されている。そ

の狙いとは、(a)「台湾独立」を掲げる分裂勢力による国家分裂への反対・抑制、(b)祖国の

平和的統一の促進、(c)台湾海峡地域の平和・安定の保護、(d)国家主権の保護と領土保全、

(e)中華民族の根本的利益の保護である。 
②「一つの中国」、「祖国統一の達成」という基本政策の再確認 
中国政府にとって「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部分」であり、「祖国統一

の大業の完成は台湾同胞を含む全中国人民の神聖な職責」である（『中華人民共和国憲法』

前文）。「反国家分裂法」では、「大陸と台湾はともに一つの中国に属し」（第２条第１

項）、「台湾は、中国の一部分である」（第２条第２項）と台湾を位置づけている。「中

華人民共和国」ではなく「中国」という言葉を用いている点が『中華人民共和国憲法』と

は異なる点ではあるが、かねてから中国政府が主張してきた「世界にはただ一つの中国し

かない」（第２条第１項）という「一つの中国」の原則が堅持されている。第５条でもそ

の原則が確認されている。 

第４条では、「祖国統一という大事業の達成は、台湾同胞を含む全中国人の神聖な職務

である」という憲法前文の記述を繰り返している。 

平和統一後の政治形態として「台湾は大陸とは異なる制度と高度な自治を実行すること

ができる」と規定している（第５条）。かねてから主張してきた「一国二制度」という用

語を記載することを避け、主権の所在を「中華人民共和国」ではなく、「中国」という言

葉に変えてはいるが、「一国二制度」という構想の骨格自体は同法にも反映されていると

いえよう。 

③「祖国統一」の達成手段を規定 ～「平和的手段」と「非平和的手段」を併記～ 

「祖国統一」という対台湾政策の基本目標を達成するための手段として、「反国家分裂

法」では大別して二つの方針が法制化されている。一つは「平和的手段」、もう一つは「非

平和的手段」である。 

中国政府は「平和的手段で祖国統一を達成することは、台湾海峡両岸の同胞の根本的利

益に最も合致する」と認識しており、「最大の誠意をもって、平和統一の達成に最大の努

力を尽くす」（第５条第２項）と表明している。 

具体的な手段としては、中台間の各種交流の奨励・促進が第６条で列挙されている。ま

た、平和統一の達成のために「台湾海峡両岸の平等な話し合いと協議」を「柔軟かつ多様」
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な形で行なう用意があると中国政府は表明している（第７条）。 

 

図表 6 「反国家分裂法」全文 
第１条 「台湾独立」を掲げる分裂勢力による国家分裂への反対・抑制、祖国の平和統一の促進、台湾海

峡地域の平和・安定の保護、国家主権の保護と領土保全、中華民族の根本的利益の保護のため、

憲法に基づいて本法を制定する。 

第２条 世界にはただ一つの中国しかない。大陸部と台湾はともに一つの中国に属し、中国の主権と領土

保全を分割することは許さない。国家主権の保護と領土保全は、台湾の同胞を含む全中国人の共

通の義務である。 
台湾は、中国の一部分である。国は「台湾独立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかな

る形で台湾を中国から分裂させることも絶対に許さない。 
第３条 台湾問題は中国の内戦が残した問題である。台湾問題の解決と祖国統一の実現は中国の内部問題

であり、いかなる国外勢力の干渉も受けない。 
第４条 祖国統一という大事業の達成は、台湾同胞を含む全中国人の神聖な職務である。 
第５条 一つの中国の原則の堅持は、祖国の平和統一を達成する基盤である。 

平和的手段で祖国統一を達成することは、台湾海峡両岸の同胞の根本利益に最も合致する。国

は最大の誠意をもって、平和統一の達成に最大の努力を尽くす。 
国家の平和統一後は、台湾は大陸とは異なる制度と高度な自治を実行することができる。 

第６条 国は次のような措置をとり、台湾海峡地域の平和と安定を保護し、両岸の関係を発展させていく。 
(1) 両岸の住民の往来を奨励、促進し、理解と相互信頼を深める。 
(2) 両岸の経済面での交流と協力、直接の通信・通航・通商、両岸の経済関係の緊密化、互恵と利

益共有を奨励、促進する。 
(3) 両岸の教育・科学技術・文化・衛生・体育での交流を奨励、促進し、中華文化の優れた伝統を

ともに発揚する。 
(4) 両岸による犯罪の共同取締りの奨励・推進。 
(5) 台湾海峡地域の平和と安定の保護や、両岸関係の発展に役立つその他の活動の奨励・推進。 

国は法に基づいて台湾の同胞の権利と利益を保護する。 
第７条 国は、台湾海峡両岸の平等な話し合いと協議を通して平和統一を達成することを主張する。話し

合いと協議には段階を設け、各段階ごとに進めてよく、方法には柔軟かつ多様であってよい。 
台湾海峡両岸は次の事項について話し合いと協議を行うことができる。 

(1) 両岸の敵対状態の正式な終了 
(2) 両岸関係発展の計画 
(3) 平和統一の段階と計画 
(4) 台湾当局の政治的地位 
(5) 台湾地域の世界におけるその地位に適応する活動空間 
(6) 平和統一の達成に関連するその他のあらゆる問題 

第８条 「台湾独立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目、いかなる形であれ台湾を中国から分離させると

いう事実を引き起こした場合、または台湾の中国からの分裂を引き起こす可能性のある重大な事

変が引き起こされた場合、または平和統一の可能性が完全に失われた場合は、国は非平和的手段

やその他の必要な措置をとり、国家主権と領土の一体性を守らなければならない。 
上述の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置を講じる場合、国務院と中央軍事委

員会が決定と実施手配を行い、適時に全国人民代表大会常務委員会に報告する。 
第９条 本法の規定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置をとり、実行を手配する時、国は台湾

の一般市民と台湾在住の外国人の生命と資産の安全およびその他の正当な権益を保護し、損失を

減らすよう最大の可能性を尽くす。同時に、国家は法に基づいて台湾の同胞の、中国の他地域に

おける権利と利益を保護する。 
第１０条 本法は公布の日から実行される。 
（資料）『人民網日本語版』2005 年３月 15 日より引用。 
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④「非平和的手段」行使の要件を規定 

ただし、「平和的手段」が用いられる前提は、中台双方が「一つの中国」の原則を堅持

することである（第５条第１項）。そうでなければ「祖国の平和統一を達成する基盤」が

失われると「反国家分裂法」は表記している。 

そして、台湾の中国からの分裂が決定的となる場合には、「非平和的手段」の行使が義

務づけられている。具体的には、(a)「「台湾独立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目、い

かなる形であれ台湾を中国から分離させるという事実を引き起こした場合」、(b)「台湾の

中国からの分裂を引き起こす可能性のある重大な事変が引き起こされた場合」、(c)「平和

統一の可能性が完全に失われた場合」には、「非平和的手段」の行使による国家主権の保

護と領土保全が義務化されている（第８条第１項）。 

⑤「非平和的手段」とは何か 

「非平和的手段」が具体的に何を意味するのかは、明言されていない。ただし、中国政

府は武力行使を台湾との統一の一手段として放棄してこなかったこと、また、「非平和的

手段」などの発動権が国務院と「中央軍事委員会」に付与されている（第８条第２項）こ

とから判断して、「非平和的手段」には武力行使も含まれると考えるのが妥当であろう9。

また、経済制裁の発動なども「非平和的手段」に含まれるものと推察される。 

⑥不明確な「非平和的手段」の発動要件 

「非平和的手段」の発動要件として上記(a)～(c)の三つがあげられているが、具体的に

どのような事態がこれらの要件に該当するのかは明確ではない。中国政府に大きな解釈の

余地が与えられているといえるが、(a)には台湾の独立宣言、(b)には国家主権に関わる憲

法条文の改正（国号・領土範囲の変更など）や核兵器・長射程ミサイルの開発、(c)には台

湾による中台交渉の無期限延長などが含まれるのではないかとの見方がある10。 

⑦「反国家分裂法」制定の狙いと「非平和的手段」との関係 

中国政府による「非平和的手段」の位置づけを第１条の狙いに照らして整理し直せば、

(a)「「台湾独立」を掲げる分裂勢力による国家分裂への反対・抑制」を行なわなければ、

(b)「祖国の平和的統一」の基盤が失われるため、(c)「台湾海峡地域の平和・安定」は維

持できず、(d)「国家主権の保護と領土保全」という神聖な職責は果たせず、(e)「中華民

族の根本的利益」も損なわれる。「非平和的手段」は、「平和的手段」によってそうした

事態の発生を抑止できない場合に行使する「やむにやまれぬ」選択11、ということになる。 

 

                                                  
9 例えば、人民解放軍制服組トップの郭伯雄・中央軍事委員会副主席は、全人代の軍代表の分科会で「武

力行使を含めた断固たる措置をとると明言」している（『朝日新聞』朝刊、2005 年３月 15 日）。 
10 門間理良［2005］32 頁。 
11 饒戈平・北京大学法学院教授の論稿（「北大教授：反分裂国家法是被“台独”逼出来的」（『新華網』2005
年３月 19 日）。 
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(2) 「反国家分裂法」制定の背景 ～独立志向を強める台湾当局への強い警戒感～ 

①新味を欠く「反国家分裂法」の内容 ～対台湾政策の「立法化」にこそ意味あり～ 

「反国家分裂法」の内容それ自体は、既存の中国政府の対台湾政策を踏襲しており、特

段の新味はない。中国政府自身、「憲法、（中略）三代にわたる中央指導者、とくに鄧小

平同士、江沢民同志による台湾問題解決に関する思想、中央の一連の対台湾方針・政策」

を「指導的思想と政策的根拠」として本法を制定したと説明している12。 

むしろ、「反国家分裂法」の意義は、中国政府の対台湾政策の基本方針を「立法化」し

たことにある。では、中国政府はなぜ今、いかなる理由で台湾政策の基本方針の「立法化」

に踏み切ったのであろうか。その背景を整理してみたい。 

②「反国家分裂法」の制定過程 ～台湾独立派への警戒感の高まりと連動～ 

中国政府は台湾独立運動が日に日に活発化していると認識しており、台湾独立派の動き

に対して以前にも増して強い警戒感を抱くようになっている。こうした認識が「反国家分

裂法」制定の背景にある。 

台湾との統一を目的とした法律の制定は、最近になって検討されはじめたものではない。

多年に亘る検討を経ているとみて間違いない。各種報道では、90 年代末頃から台湾統一を

目的とした法律制定の構想が学者などから提起されはじめたといわれている13。 

その時期は、李登輝前総統が「二国論」を主張した時期（99 年７月）にあたる。中国政

府は、「二国論」を「一つの中国」こそ「現状」であるという基本原則に対する重大な挑

戦と受け止めた。これを契機に中台関係が大きく冷え込んだ14。 

                                                  
12 王兆国・全国人民代表大会常務委員会副委員長『関于《反分裂国家法（草案）的説明》－2005 年３月

８日在第 10 期全国人民代表大会第３回会議』2005 年３月８日。 
13 中国の台湾関連専門家筋の情報として、90 年代末にこの種の構想が提起されたとの報道がある（『産経

新聞』東京朝刊、2005 年３月 10 日）。また、中国学術界の動きとしては、02 年 11 月には、湖北江漢

大学法学院の余元洲教授が全文８章 31 条からなる「中華人民共和国国家統一促進法」草案を提出、04
年３月には上海東亜研究所の章念馳所長が統一法を提出すべきとの意見を表明しているとの報道があ

る（『中時晩報』2004 年 12 月 18 日）。 
14 中華人民共和国が建国され、中国国民党が台湾に撤退した 49 年 10 月から 90 年代初頭まで、中台双方

とも「台湾は中国の一部である」という「一つの中国」の原則を共有していた。両者の対立点はどちら

が「中国」を代表する正統な国家か、という点にあった。80 年代後半からの台湾の民主化の過程にお

いて、台湾側の姿勢が変化していった。「中華人民共和国」、「中華民国」がそれぞれ大陸、台湾を実効

支配しているという現実を内外に示し、浸透させることで、中国側の統一攻勢に対応していくという方

針が採られはじめたのである。また、中国共産党との敵対や「中華民国が中国の正統政権である」とい

う政策を具現化した各種法規が、台湾の民主化を妨げる要因となっており、台湾内での支配の正統性を

維持するためにも、対中政策の見直しが迫られていたのである。そのため、87 年７月には 49 年以来敷

かれていた戒厳令が台湾・澎湖地区において解除されている。 
台湾当局が中国との関係を大幅に変更したのは、91 年のことである。台湾当局は「一つの中国」の

原則、中台統一という目標は堅持しつつも、現状は中国・台湾双方に「二つの政治実体」が存在してい

るとの認識を示した（国家統一委員会「国家統一綱領」91 年２月）。そのうえで、李登輝前総統は中国

側との敵対関係の終結を一方的に宣言し（「動員戡乱時期」の終結宣言、91 年５月）、憲法の増補修正、

中国共産党取り締まりのための各種条例の廃止を行なっている。94 年には、「一つの中国」は「現状を

説明するものではない」とのより踏み込んだ表現がなされている（台湾行政院大陸委員会『両岸関係説

明書』）。ただし、中台関係が法的に国と国との関係となっているとまでは明言していなかった（伊藤信
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00 年３月には台湾独立志向の民進党候補である陳水扁氏が総統の座を射止め、04 年３月

の総統選でも同氏が再選を決め、現在に至っている。中台関係の現状に対する陳水扁政権

の基本認識は、「二国論」と類似したものであり、一般に「一辺一国」論といわれている。

すなわち、「台湾は他人の一部分ではなく、他人の地方政府でも、他人の一つの省でもな

い。また、台湾は第２の香港・マカオでもない。なぜなら、台湾は主権独立の国家だから

である。簡単にいえば、台湾と対岸の中国それぞれに一つの国があるのであり、はっきり

と区別しなければならない」という認識である15。中国政府が掲げる「一つの中国」の原則

と大きな見解の相違があることは明らかである。 

③「台湾法理独立」への強い警戒感 ～「民意」の裏づけによる「一つの中国」拒否～ 

中国政府は陳水扁政権が日増しに台湾独立運動を激化させていると認識している。なか

でも「台湾独立活動のうち最も危険で大きな危害をもたらすのは、『憲政改造』による『台

湾法理独立』であり、いわゆる『憲法』・『法律』の形で、大陸と台湾が一つの中国に属

するという現状を改変し、台湾を中国から分裂させることである」16と頻繁に表明している。

つまり、憲法・法律といった「民意」の裏づけをもった形で台湾が「一つの中国」という

現状を一方的に変更し、台湾を中国から分離させることを中国政府は強く警戒しているの

である。 

④「新憲法」制定を目指す陳政権 ～目標期限を設定～ 

中国政府が「台湾法理独立」という警戒感を強くもつに至った経緯は次のとおりである。

「憲政改造」は、03 年９月 28 日、陳水扁総統は民進党建党 17 周年記念大会の場で、06 年

に「新憲法」の成立を目指すと発表したことで中台間の政治対立のアリーナに大きく浮上

することとなった17。また、陳水扁総統は 04 年３月 29 日には、06 年までに新憲法を設立し、

08 年には正式に施行したいと、新憲法制定・施行のスケジュールを発言している18。 

そもそも民進党は、新憲法の制定を通じて「台湾の主権は独立的なものであり、中華人

民共和国には属していない。一方、台湾の主権も中国大陸には及んでいない。これは歴史

的事実であり、現状であるとともに、国際社会のコンセンサスである」という「事実」を

確立しなければ、「台湾の社会共同体および個々の国民の尊厳・安全を保障できず、人民

に自由・民主・幸福・正義および自己実現を追求する機会を与えることはできない」とい

う主張を掲げてきた19。また、新憲法の制定に際しては、住民投票制度を整備し、それを通

じて台湾全住民にその是非を問うと主張してきた。 

                                                                                                                                                
悟［2001］268～271 頁）。 

15 「陳総統於世界台湾同郷聯合会第二十九屆年会中致詞：有関両岸関係談話内容」2002 年８月３日（台

湾行政院大陸委員会ホームページ） 
16 賈慶林『賈慶林在紀念江沢民対台八項主張発表十周年紀念会上的講話 堅決遏制“台独”分裂活動 

維持台海地区和平穏定 継続争取両岸関係朝着和平統一的発展方向－在江沢民同志《為促進祖国統一大

業的完成而継続奮闘》重要講話 10 周年紀念会上的講話』2005 年１月 28 日。 
17 「扁憲改主張相関談話」（『聯合新聞網』2004 年６月 19 日、

http://mag.udn.com/mag/news/storypage.jsp?f_ART_ID=278、2005 年４月 21 日ダウンロード）。 
18 同上。 
19 民主進歩党『基本綱領－我們的基本主張』。 



 11 

ただし、陳水扁総統は、就任以来、新憲法制定という主張をあまり表面に強くは押し出

してこなかった。 

実際、00 年５月 20 日の就任演説において、陳水扁総統は「中国共産党が台湾に対する武

力行使を放棄しさえすれば、任期中に、(a)独立の宣言、(b)国号の変更、(c)二国論の憲法

への記載推進、(d)現状変更を目的とした統一・独立を問う住民投票、(e)国家統一綱領20・

国家統一委員会の廃止を行なわないことを保証する」と発言（いわゆる「五つのノー」（「四

不一没有」））21、また、その後も新憲法制定に言及することがあっても「06 年」といった

具体的な期限を提示することまではしていなかった。 

加えて、陳水扁政権は国号変更を避けつつも、政府関連機関・団体・公営企業の名称か

ら中国・中華といった言葉をとり、台湾などに変更する「正名運動」を唱導してきた。 

こうした動きも重なり、新憲法制定のスケジュールを提示した陳水扁総統の発言に対し

て、中国政府は強い警戒感を抱くようになっていったものと推察される。 

⑤台湾における住民投票法の制定と実施 

現在、陳水扁総統は、新憲法制定は(a)統一・独立問題とは関係なく、現状を変更するも

のではない、(b)「憲政改造」は決して独立のタイムスケジュールを示すものではない22、

(c)国家主権・領土や統一・独立問題を 08 年の憲政改革の対象には含めない23と、頻繁に発

言している。また、新憲法制定は、既存の憲法改正の手続きに則って進め、その内容も基

本的人権の強化、五権分立24から三権分立への変更、国会改革、住民投票制の憲法への記入

といったものになると説明している。 

しかし、中国政府は、新憲法制定の動きが台湾を中国から分離させることにつながるの

ではないかとの警戒感を払底してはいない。上述の通り、民進党政権は、住民投票制度が

台湾の主権に関わる新憲法制定の前提条件としてきたが、03年11月、台湾で住民投票法（「公

民投票法」）が可決され、04 年３月 20 日には総統選挙とともに、国防強化、中国との対等

な交渉の是非を問う住民投票が実施されている。 

⑥「反国家分裂法」制定により「大民意」で「小民意」に対抗 

住民投票制度が整備された現在、06 年に向けて「一つの中国」の原則に反する憲法が「台

湾市民の民意」という正統性を与えられた形で制定されるのではないかと中国政府は警戒

                                                  
20 中国との統一問題に関する総統直属の諮問機関である国家統一委員会が91年２月に採択した対中政策

に関する指導綱領。①「民主・自由・均富」の下での統一を目指し、交渉においては「理性・平和・対

等・互恵」を原則とすること、②統一までのプロセスを短期、中期、長期に分け、段階的・漸進的に統

一を実現すること、③中国側が大陸・台湾双方を二つの対等な政治実体と認めることを統一の前提とす

ることなどが謳われている。 
21 「中華民国第十任総統陳水扁 宣誓就職演説全文 台湾站起来－迎接向上提昇的新時代」2000 年５月 20
日（台湾行政院大陸委員会『台湾站起来－迎接新時代的両岸関係』2000 年８月、１～11 頁）。 

22 ＢＢＣとのインタビューにおける発言（「扁憲改主張相関談話」（『聯合新聞網』2004 年６月 19 日、

http://mag.udn.com/mag/news/storypage.jsp?f_ART_ID=278、2005 年４月 21 日ダウンロード））。 
23 「陳総統 2004 年五二〇就職演説：為永続台湾奠基」2004 年５月 20 日（台湾行政院大陸委員会ホーム

ページ、http://www.mac.gov.tw/big5/mlpolicy/chen930520.pdf、2005 年４月 21 日ダウンロード）。 
24 中華民国憲法では、台湾の政治制度は、立法院、行政院、監察院（公務員の弾劾・違法摘発権限をも

つ）、考試院（公務員試験等を管轄）、司法院の分立制となっている。 
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している。 

こうした認識に基づき、中国政府は「反国家分裂法」を国会である全国人民代表大会で

成立させ、一定の条件下における「非平和的手段」の行使を義務化し、台湾独立派を強く

牽制するとともに、台湾の中国からの分離反対が「台湾同胞を含む 13 億の全中国人民の要

求」25であることを台湾や諸外国に示したものと考えられる。すなわち、これまでのような

指導者の発言・白書といった形ではなく、立法化を通じて民意の支持という正統性を台湾

政策に与え、かつ、中国の「大民意」で台湾の「小民意」に対抗するという狙いが「反国

家分裂法」の立法化にはあるといえる26。 

 

                                                  
25 『国台弁副主任王在希在国務院新聞弁新聞発表会上的講話』2005 年３月 15 日。 
26 『人民網』2004 年 12 月 20 日（『環球雑誌』からの引用記事）。なお、同記事では、「反国家分裂法」

には、米国が台湾との断交（79 年１月）時に、台湾との経済・文化関係の維持、台湾への防御性武器

の売却などを規定した国内法「台湾関係法（Taiwan Relations Act）」への対抗という狙いがあると解

説されている。中国政府は米国政府が国内法を根拠に台湾問題に干渉することを警戒し、強い不満を表

明してきた。 
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３. 台湾側の強い反発 

(1) 台湾当局による激しい譴責 ～対話の道を残しつつも、中国政府を非難 

①与野党ともに「反国家分裂法」には反対 

「反国家分裂法」は台湾側の強い反発を引き起こしている。「反国家分裂法」案の本格

的審議開始が報じられた 04 年 12 月以降、台湾当局は折に触れ中国政府を強く非難してき

た。05 年３月４日には、立法院（国会に相当）は与野党一致で決議文を発表し、「反国家

分裂法」案の審議に反対の意を表明している。 

②和解・対立回避を掲げつつも、「反国家分裂法」制定を強く譴責 

「反国家分裂法」が可決された直後、台湾行政院大陸委員会が中国側を強い譴責する文

書を発表27、３月 16 日には陳水扁総統が「反国家分裂法」に関する声明を発表し、和解を

模索し、対立しないとしつつも、強い口調で中国政府を非難している28。 

具体的には、 

(a)中華民国は主権独立の国家であり、国家の主権は 2300 万人の台湾人民に帰属し、台

湾の前途に対するいかなる変更も 2300 万人の台湾人民のみが決定権を有する（「反

国家分裂法」の正統性、すなわち「台湾同胞を含む全中国人民の総意」という中国側

の見解への反論）。 

(b)「非民主的」・「非平和的」な「反国家分裂法」を制定しても、中台関係の改善には

まったくつながらない。 

(c)暴力で他人の基本的権益を侵すことはいかなる理由であろうと自由・民主・人権とい

う普遍的価値を汚すものである。 

(d)中国共産党が平和を保障せず、「非平和的」な企てを放棄しないうちは、ＥＵは潜在

的な侵略者に対して武器輸出を解禁すべきではない。 

(e)「和解の動きを退歩させず、決して対立せず」という既定の立場は変更せず、台湾の

発展の経験を台湾海峡対岸の人民と共有する用意がある。 

(f)３月 26 日に大規模なデモ行進を行ない、国際社会に対して非平和的な侵略法を拒絶

する姿勢を示し、中国共産党に対して「2,000 人あまりの全人代委員が 2300 万人の台

湾人民の命運を決めることはできない」と表明しよう。 

としている。 

次いで、台湾行政院大陸委員会は 05 年３月 24 日、「反国家分裂法」を「戦争授権法」

と形容し、次のように批判している。「「反国家分裂法」は、中国大陸との統一という一

種の政治思想を台湾は受け入れるしかなく、さもなければ中国共産党が人民解放軍に授権

し、「非平和的およびその他の必要な措置」を台湾に行使することを要求している。これ

                                                  
27 「対中共当局的最厳厲譴責」（台湾行政院大陸委員会『行政院大陸委員会新聞稿』第 36 號、2005 年３

月 14 日）。 
28 「総統就中共「反分裂国家法」代表政府提出六点厳正看法」（『総統府新聞稿』2005 年３月 16 日）。 
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は 21 世紀において、想起しうる、あらゆる政府の所作のなかでも最も恥ずべき行為である」。

29。 

②「反国家分裂法」制定の意図についての台湾当局、同法への批判の要点 

05 年３月 29 日には、台湾外交部が『中国による「反国家分裂法」制定に対する中華民国

（台湾）の立場』を発表し、「反国家分裂法」を制定した中国政府の意図の分析結果や、

同法に対する批判を列挙している（図表７）30。 

 

図表 7 『中国による「反国家分裂法」制定に対する中華民国（台湾）の立場』骨子 
●「反国家分裂法」の注視すべき主要な文言 

① 台湾の地位の決定（＝台湾は中国の一部分と認識。統一達成は台湾人民を含む全中国人

民の神聖な職責と規定） 

② 中台問題の位置づけ（＝台湾問題は内戦が残した問題。台湾問題の解決は中国内部の事

項でいかなる外国勢力の干渉も受け入れないと規定） 

③ 前提条件の付与（＝一つの中国の原則堅持が平和的統一の基礎） 

④ 非平和的手段の採用 

●「反国家分裂法」制定の主要な意図 

① 一方的な支配的地位の確立（＝中台関係において中国が立法者、裁判者、執行者を兼務）

② 対台湾武力行使の法的基礎の確立 

③ 国際社会への強硬姿勢の表明 

④ 偽善的な形での民主という正統性の形成 

●「反国家分裂法」に対する批判 

①国際法違反 

(1) 「主権在民、人民自決の原則」違反 

(2) 「平和原則」違反 

②台湾の民主主義の発展を阻害 

(1) 民主の価値の否定 

(2) 台湾の民意に対する違反 

③中台関係の発展を破壊 

(1) 一方的な現状変更 

(2) 中台関係改善に向けた動きからの離反 

④中台問題の本質を歪曲（＝台湾人民が求めているのは、中華民国が存在するという事実の

尊重、平和的発展・選択の自由、国際社会での生存空間の尊重。武力で脅した後、経済面

で施しをし、台湾人民を欺こうとするのは、中台問題の本質を歪曲している） 

⑤地域の安定に対する脅威 

(1) 対台湾武力行使の準備の加速（＝国防予算の急増による軍拡等） 

(2) 武力行使条件の拡大 

(3) 地域の安全に対する危害（＝台湾海峡は重要な国際空路・海路） 

（資料）「中華民国（台湾）対中国制訂「反国家分裂法」之立場」（『外交部新聞稿』2005 年３月 29 日）

により作成。 

 

批判の要点は、(a)同法は「主権在民、人民自決の原則」、「平和原則」を定めた国際法

およびその理念に反する、(b)一方的に台湾の民主主義の深化を台湾独立とみなし、かつ、

                                                  
29 台湾行政院大陸委員会「以民主及與和平回応中共戦争授権法」（国策研究院『台湾観点網』（Taiwan 

Perspective）2005 年３月 24 日第 69 期電子報）。 
30 「中華民国（台湾）対中国制訂「反国家分裂法」之立場」（『外交部新聞稿』2005 年３月 29 日）。 
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台湾に武力行使を行なう同法は、台湾の民主主義の発展を阻害し、かつ、台湾の民意に背

くものである、(c)「一つの中国」の原則を法律化し、「統一」が「台湾人民の法的義務、

神聖な職務」とした時点で、すでに台湾海峡の現状を一方的に変更しており、また、改善

に向かっていた中台関係を悪化させている、(d) 台湾人民が求めているのは、中華民国が

存在するという事実の尊重、平和的発展・選択の自由、国際社会での生存空間の尊重であ

って、武力で脅した後、経済面で施しをし、台湾人民を欺こうとする行為は、中台問題の

本質を歪曲するものである、(e)台湾に対する武力行使の準備を急ぎ、同法の制定により武

力行使の条件を拡大させる行為は、地域の安全を脅かすものである、という５点である。 

このように、台湾当局は「反国家分裂法」を制定した中国政府に対し、激しい批判を繰

り返し行なっている状況にある。 

(2) 台湾市民の反応 ～「反国家分裂法」への強い不満～ 

台湾当局のみならず、台湾市民も「反国家分裂法」および同法を制定した中国政府に対

して強い不満を抱いている。 

①「中国政府は台湾当局、台湾住民に対して非友好的」との認識強い 

例えば、「反国家分裂法」案の提示、趣旨説明が行なわれた後に実施された台湾の国策

研究院のアンケート調査（05 年３月９～12 日実施）では、台湾政府・台湾住民に対する中

国政府の態度は友好的ではないとの回答率がそれぞれ 79.1％、62.8％に達している（図表

８）。00 年５月の陳水扁政権発足以後に行なわれた同種のアンケート結果と比べても、高

い数値となっている（図表９）。とりわけ「台湾住民」に対して敵意をもっている（非友

好的態度をとっている）との回答率が上昇している。この水準は、李登輝前総統が「二国

論」を打ち出したことに対し、中国政府が激しい非難を行なった時期に行なわれたアンケ

ート調査（99 年８月）に次ぐ高さである。 

②「非平和的手段」行使を規定した「反国家分裂法」への強い不快感 

「反国家分裂法」の記載内容に関しても、受け入れがたいとの回答が圧倒的多数を占め

ている。 

「反国家分裂法」は「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部分であり、中華民国は

主権独立の国家ではない」という中国側の主張を示唆しているが、83.9％がこれを受け入

れられないと回答している。また、「台湾と大陸の主権をめぐる争いは、中華人民共和国

の国内事項であり、国際的な干渉を受け入れない」との主張に対しても、70.9％が反対の

意を表明しており、過半数の回答者が台湾の主権問題は国際的性格をもつと認識している。

「反国家分裂法」における台湾住民の権益保護に関する規定についても、「全く信じない」、

「信じない」との回答率が合計で 84.5％に達している。 

「反国家分裂法」の条文のなかで、台湾市民が最も強い反発を示しているのが非平和的

手段の行使に関する条文である。中台間の主権をめぐる争いを解決する手段として非平和

的手段を行使することに対して、93.4％が反対している。 

このように、台湾市民は党派を超えて「反国家分裂法」および同法を制定した中国政府
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に対して強い不快感を示しており、「反国家分裂法」の制定は、中台間の政治関係を悪化

させる方向に作用したといえる。 

 

図表 8 「反国家分裂法」に対する台湾市民の反応 
（単位：％） 

１．我々政府に対する大陸政府の態度は友好的か、非友好的か 

極めて非友好的 非友好的 友好的 極めて友好的 無回答 合計 

28.9 50.2 8.5 0.4 

79.1 8.9 
12.0 100.0

 

２．台湾人民に対する大陸政府の態度は友好的か、非友好的か 

極めて非友好的 非友好的 友好的 極めて友好的 無回答 合計 

17.2 45.6 24.5 0.6 

62.8 25.0 
12.2 100.0

 

３．両岸の現状は「中華民国は主権独立の国家であり、中華人民共和国とは互いに隷属していな

い」という主張に同意するか、同意しないか 

全く同意 同意 同意しない 全く同意しない 無回答 合計 

24.6 44.1 16.6 4.2 

68.7 20.8 
10.5 100.0

 

４．中華民国の主権は 2300 万の台湾人民に属し、中華民国の主権の現状に対するいかなる変更

も台湾人民の同意を得なければならないという主張に同意するか、同意しないか 

全く同意 同意 同意しない 全く同意しない 無回答 合計 

40.8 50.2 4.6 0.9 

91.0 5.5 
3.5 100.0

 

５．両岸関係の発展に関し、中国共産党は「一国二制度」を提示し、台湾を地方政府とみなし、

大陸の統治を受け入れさせ、中華民国政府をその後二度と存在しないものとすると主張して

いるが、中国共産党のこのような「一国二制度」の主張に賛成か、反対か 

全く反対 反対 賛成 全く賛成 無回答 合計 

42.9 37.8 10.0 1.8 

80.7 11.8 
7.5 100.0

 

６．「反国家分裂法」は中国共産党の憲法に基づき、「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一

部分であり、中華民国は主権独立の国家ではない」と主張している。この主張を受け入れら

れるか、受け入れられないか 

全く受け入れら

れない 

受け入れられな

い 
受け入れられる

全く受け入れら

れる 
無回答 合計 

37.5 46.4 8.9 0.7 

83.9 9.6 
6.6 100.0

 

７．「反国家分裂法」は「台湾と大陸の主権をめぐる争いに対し、中国共産党は非平和的手段（例

えば戦争の発動等）の行使により解決できると」主張している。このような方法に同意する

か、同意しないか 

全く同意しない 同意できない 同意 全く同意 無回答 合計 

61.0 32.4 2.8 1.7 

93.4 4.5 
2.1 100.0
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８．「反国家分裂法」は「台湾と大陸の主権をめぐる争いは、中華人民共和国の国内事項であり、

国際的な干渉を受け入れない」と主張している。このような主張を受け入れられるか、受け

入れられないか 

全く受け入れら

れない 

受け入れられな

い 
受け入れられる

全く受け入れら

れる 
無回答 合計 

29.9 41.0 18.0 1.8 

70.9 19.8 
9.4 100.0

 

９．中国共産党は「反国家分裂法」は「台湾人民の権益を侵害しない」と宣誓している。中国共

産党のこのような説明を信じますか、信じませんか 

全く信じない 信じない 信じる 全く信じる 無回答 合計 

42.0 42.5 8.6 1.2 

84.5 9.8 
5.6 100.0

 

10．中国共産党による「反国家分裂法」制定を受けて、政府は両岸交流のスピードを落とすべき

か、速めるべきか、現状維持すべきか 

落とすべき 現状維持 速めるべき 無回答 合計 

20.6 39.6 30.5 9.4 100.0

 

11．中国共産党が今後「反国家分裂法」を対台湾武力攻撃の合法的な口実にしようとしているの

を受けて、国防予算や海外からの武器購入を拡大し、台湾の防衛能力を強化すべきとの主張

に対し、同意するか、同意しないか 

全く同意 同意 同意しない 全く同意しない 無回答 合計 

18.7 36.9 24.3 14.1 

55.7 38.3 
6.0 100.0

 

12．中国共産党が今後「反国家分裂法」を対台湾武力攻撃の合法的な口実にしようとしているの

を受けて、台湾は住民投票の実施により反対すべきとの主張がある。この措置に同意するか、

同意しないか 

全く同意 同意 同意しない 全く同意しない 無回答 合計 

18.7 39.3 24.3 9.4 

57.9 33.6 
8.4 100.0

 

13．中国共産党が「反国家分裂法」制定し、対台湾武力攻撃を企図するなか、ＥＵが中国共産党

への武器売却を解禁した場合、台湾海峡の安全が著しく脅かされるとの主張がある。この主

張に同意するか、同意しないか 

全く同意 同意 同意しない 全く同意しない 無回答 合計 

22.2 36.9 24.9 5.5 

59.1 30.5 
10.4 100.0

（注）調査期間は 05 年３月９～12 日。有効回答数は 1,067 名。サンプル誤差は±3.0％。調査対象は、台

湾・澎湖の 20～69 歳の一般市民。サンプル抽出方法は、地域別人口比率、性別比率、年齢比率に歪

みが生じないよう制約をつけた形で電話帳から抽出。 

（資料）国策研究院『「台湾民衆対中共制訂反分裂国家法的看法」民意調査初歩数拠報告』2005 年３月 13

日により作成。 
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図表 9 中国政府が対台湾政府・住民に対し敵対的と認識している台湾住民のシェア 
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（資料）台湾行政院大陸委員会『民意調査（民国 93 年 12 月 21～12 月 23 日）「民衆対当前両岸関係之看

法」結果摘要』2005 年 12 月、国策研究院『「台湾民衆対中共制訂反分裂国家法的看法」民意調

査初歩数拠報告』2005 年３月 13 日により作成。 

 

③「反国家分裂法」への反対表明の大規模なデモ 

「反国家分裂法」への反対の意思表示を目的とした 05 年３月 26 日の台北市でのデモ（「民

主和平護台湾大遊行」）の参加者は、台北市政府の発表では約 27 万 5000 人31、民進党の世

論調査を基にした推計では約 93 万人とされている32。TVBS 民意調査中心の推計では約 100

万人となっている33。陳水扁総統が呼びかけた 100 万人には達したかどうかは、このように

見解が分かれているが、少なからぬ台湾市民がデモに参加したことは間違いない。 

 

                                                  
31 『中時電子報』2005 年３月 30 日。 
32 『台湾日報』2005 年３月 31 日。 
33 TVBS 民意調査中心『326 大遊行後民調』2005 年３月 28 日実施。 
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４. 「反国家分裂法」制定後の中台双方の経済交流政策 

 
このように中台間の政治関係は、「反国家分裂法」制定を契機に冷え込みをみせている。

では、政治関係の悪化が経済関係にどのような影響をどの程度与えるのだろうか。 
まず、「反国家分裂法」案提示から現在に至るまでの中台双方の中台経済関係に関する政

策を整理しておきたい。 

(1) 中国政府の対台湾経済交流政策 ～台湾側への積極的な経済交流の呼びかけ～ 
①最近の中国政府の基本戦略 ～「硬的更硬、軟的更軟」 
最近の中国政府の対台湾政策の基本戦略は、しばしば「硬的更硬、軟的更軟」と称され

ている。すなわち「強硬策はより強硬なものに、懐柔策はより懐柔的に」という方針であ

る。「非平和的手段」と「平和的手段」の併記という形で「反国家分裂法」にも反映されて

いる、この基本戦略は、05 年３月４日に発表された胡錦濤・中国共産党総書記、国家主席、

中央軍事委員会主席の重要講話でも示されている34。 
②胡錦濤の「四つのノー」 ～対台湾政策の重要講話～ 
「新形勢下における両岸関係発展に関する四つの意見」と題された重要講話で、胡錦濤

総書記は、「引き続き最大限の誠意を示し、最大限の努力をし、平和統一という未来を勝ち

取ると同時に、台湾独立を決して容認せず、台湾独立を掲げる分裂勢力がいかなる名目、

いかなる方法であれ台湾を祖国から分割することを許さない」と強調し、上記の基本戦略

を明示している。そのうえで、(a)「一つの中国」の原則を堅持し、決して動揺しない、(b)
平和的統一を勝ち取るための努力を決して放棄しない、(c)台湾の人々に希望を寄せるとい

う方針を決して変えない、(d)「台湾独立」に向けた分裂活動に対しては決して妥協しない、

との四つの意見を提示している（図表 10、なお、いずれも「ない」という言葉が使われて

いることから、通称、胡錦濤の「四つのノー」（胡四不）と呼ばれている）。 
 

                                                  
34 「胡錦濤就新形勢下発展両岸関係提四点意見」2005 年３月４日（中国国務院台湾事務弁公室ホームペ

ージ、http://www.gwytb.gov.cn/zyjh/zyjh0.asp?zyjh_m_id=1046、2005 年４月 22 日ダウンロード）。 
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図表 10 胡錦濤の「四つのノー」（「胡四不」） 
１．「一つの中国」の原則を堅持し、決して動揺しない 

・台湾当局が「92 年コンセンサス」を認めさえすれば、交渉をすぐにでも再開でき、いかな

る問題も話し合うことができる（敵対関係の正式な終結、相互信頼醸成措置の確立、台湾

の国際社会での活動空間、台湾当局の政治的地位、平和的・安定的発展のための枠組み等）。

・「一つの中国」の原則、「92 年コンセンサス」を認める者・政党ならば、以前の言動がいか

なるものであろうとも両岸関係の発展、平和的統一の推進について話し合うことを希望す

る。 

２．平和的統一を勝ち取るための努力を決して放棄しない 

・台湾海峡両岸同胞、中華民族の根本的利益である平和的統一に一縷の望みが残っている限

り、我々は百倍努力する。 

３．台湾の人々に希望を寄せるという方針を決して変えない 

・台湾人民を尊重し、信頼し、頼りにし、万策を尽くして台湾人民の正当な権益を擁護する。

・中国における台湾農産物の販売問題の解決、直行旅客チャーター便の「長期休暇時運航（「節

日化」）」・「常態化」の推進、直行貨物チャーター便運航問題に関する民間業界団体の意見

交換推進。 

・台湾同胞、両岸交流の推進、台湾海峡の平和維持、祖国統一にとって有利でありさえすれ

ば、最大限の努力を払うことを台湾同胞に約束する。 

４．「台湾独立」に向けた分裂活動に対しては決して妥協しない 

・国家分裂に反対するという重大原則の問題で、我々は一切妥協しない。台湾独立を狙う分

裂勢力は台湾独立の立場を放棄し、一切の台湾独立活動を停止しなければならない。 

・台湾当局が「五つのノー（四不一没有）」、「憲政改造」による「台湾法理独立」を行なわな

いという約束を履行することを希望する。 

（資料）「胡錦濤就新形勢下発展両岸関係提四点意見」2005 年３月４日（中国国務院台湾事務弁公室ホー

ムページ、http://www.gwytb.gov.cn/zyjh/zyjh0.asp?zyjh_m_id=1046、2005 年４月 22 日ダウン

ロード）により作成。 
 
②次々と打ち出される「懐柔策」とその中身 
強硬策の具体的中身については、この重要講話のなかでは明示されていないが、「反国家

分裂法」における「非平和的手段」の行使がそれに該当しよう。他方、「懐柔策」について

は、いくつも例示があげられている。 
(ｱ)「92 年コンセンサス」への同意を選別基準とした台湾側との積極的交流の促進 

第一に、「92 年コンセンサス」に同意するのであれば、台湾当局、政党を問わず、以前

の言動が何であれ、話し合いに応じると胡錦濤総書記は表明している。 
「92 年コンセンサス（九二共識）」とは、92 年 10 月、中国側の対台湾交流窓口である

海峡両岸関係協会と台湾側の海峡交流基金会が香港で第２回事務交渉（いわゆる「92 年香

港会談」）を行なったが、その過程で形成された「一つの中国」の原則に関する中台のコン

センサスを指す、と中国側は説明している。具体的には、こうした事務交渉を行なう前提

として、「台湾海峡両岸がともに国家統一の実現に向けて努力する過程において、双方はと

もに一つの中国の原則を堅持するが、一つの中国の含意については互いに見解が異なるこ

とを認識」し、「それぞれが口頭でその立場を表明する」ことを確認したことを指すとされ

る35。 

                                                  
35 「海協就所謂“九二香港会談基礎問題”発表談話」2004 年 11 月 14 日（中国国務院台湾事務弁公室ホ
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中国政府は台湾当局に対して「92 年コンセンサス」という対話の前提を示すと同時に、

交渉相手を台湾当局に限定せず、他の政党等と話し合いを進める用意があることを示し、

台湾内の意見の分裂を図ろうとしているものと推察される。 
(ｲ)「台湾市民」への経済交流の活発化の呼びかけ 

第二に、「台湾同胞、両岸交流の推進、台湾海峡の平和維持、祖国統一にとって有利であ

りさえすれば、最大限の努力を払うことを台湾同胞に約束」し、台湾市民に対して経済交

流の活発化を呼びかけている。台湾当局と台湾市民とを分け、台湾市民に対して交流拡大

がもたらす経済的利益を示し、平和的統一に有利となるような世論を台湾内に形成しよう

という狙いがあると考えられる。換言すれば、中国政府は「経済を梃子に政治を囲い込む

（「以商囲政」）」という戦術をより積極的に進めていこうとしているものと推察される。 
その具体的な現れが、05 年１月 29 日に実施された、旧正月休暇期における中台直行チ

ャーター便の運航である。中国政府は再三再四、直行チャーター便の運航は台湾市民への

善意の表明であると説明している36。 
また、「反国家分裂法」制定に相前後して、中国政府は、(a)中国における台湾農作物の

販売問題を解決する37、(b)旧正月休暇のみならず、他の長期休暇時期にも中台直行旅客便

をチャーター便の形で運航させる（「節日化」）、「常態化」させる、(c)中台直行貨物チャー

ター便の運航を検討するための民間業界団体の意見交換推進38といった提案を台湾側に投

げかけており、胡錦濤総書記も上記重要講話で再確認している39。 
③台湾側の反応 ～台湾野党の訪中～ 
中国政府の経済交流活発化の呼びかけに対して、呼応する動きが台湾内でも出てきてい

る。その典型例が野党の訪中である。 
最大野党である国民党は 05 年３月 28 日に江丙坤・副主席を団長とする代表団を中国に

                                                                                                                                                
ームページ、http://www.gwytb.gov.cn/92/jegs0.asp?jegs_m_id=28、2005 年４月 25 日ダウンロード）。 

36 旧正月休暇期の中台直行チャーター便に関する交渉の経緯、具体的合意事項、中台双方の思惑につい

ては、伊藤信悟［2005］参照。 
37 中国国務院台湾事務弁公室が 05 年２月 25 日に行なった記者会見では、とくに台湾南部の農業団体と

の交流を希望すると表明している（「国務院台弁新聞発布会実録」2005 年２月 25 日、

http://www.gwytb.gov.cn/xwfbh/xwfbh0.asp?xwfbh_m_id=48、2005 年４月 25 日ダウンロード）。台湾

南部の農民は、民進党支持者が多いという特徴がある。経済的利益の提供を通じて、こうした民進党の

地盤を崩す狙いが中国政府にはあるのではないかと指摘されている。 
38 中国の浦照洲・海峡両岸航空運輸交流委員会は、台北市航空運輸行業商業公会の楽大信・前理事長、

范志強・現理事長に対し、それぞれ 05 年３月 11 日、４月６日に書簡を出し、今年の旧正月休暇期と同

様の方法で他の長期休暇にも直行旅客チャーター便を運航できるよう、協議することを希望すると伝え

ている（「国務院台弁新聞発布会実録」2005 年４月 13 日（中国国務院台湾事務弁公室ホームページ、

http://www.gwytb.gov.cn/xwfbh/xwfbh0.asp?xwfbh_m_id=49、2005 年４月 25 日ダウンロード））。 
39 これらの提案は、「賈慶林在紀念江沢民対台八項主張発表十周年紀念会上的講話 堅決遏制“台独”分

裂活動 維持台海地区和平穏定 継続争取両岸関係朝着和平統一的方向発展－在江沢民同志《為促進祖国

統一大業的完成而継続奮闘》重要講話発表 10 周年紀念会的講話」2005 年１月 28 日（中国国務院台湾

事務弁公室ホームページ、http://www.gwytb.gov.cn/zyjh/zyjh0.asp?zyjh_m_id=1010、2005 年４月 22
日ダウンロード）ですでに表明されている。また、05 年２月 25 日の中国国務院台湾事務弁公室の記者

会見でも、具体的な提案がなされていた（「国務院台弁新聞発布会実録」2005 年２月 25 日、

http://www.gwytb.gov.cn/xwfbh/xwfbh0.asp?xwfbh_m_id=48、2005 年４月 25 日ダウンロード）。胡錦

濤・総書記の提案はこれらを踏襲したものであるといえる。 
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派遣、３月 30 日には陳雲林・中国共産党中央台湾工作弁公室主任らと会見し、コンセン

サスを発表している40。その具体的な内容は、中台直行チャーター便の運航、農業面での

協力、台湾企業による対中投資に対する保護協定締結、各種サービス産業の相互交流、中

国に留学している台湾人学生の待遇などの民間経済交流に関わるものが主体となっている

（図表 11）。 
また、江丙坤・国民党副主席を団長とする訪中団の交渉結果を受けて、４月 26 日～５

月３日、中国共産党中央、胡錦濤・中国共産党中央総書記の招聘により、連戦・国民党主

席が中国に訪問している。「中台関係の膠着状態の打破は大多数の台湾民主の希望であり、

党対党の話し合いを通じ、平和の扉を開く」ことが訪中の目的だと連戦主席は説明してい

る41。また、宋楚瑜・親民党主席の訪中に向けた中国共産党と親民党との話し合いも行な

われ42、同主席が 05 年５月５～12 日の予定で中国に訪問することになった43。 
このように、中国政府は「反国家分裂法」と相前後して、台湾側に対して経済交流促進

策を次々と呼びかけている状況にある。 
④中国政府による台湾企業への圧力？ 
他方で、中国政府が「反国家分裂法」支持を表明するよう、在中国台湾系企業などに圧

力をかけており、経済交流促進を呼びかける一方で、「非平和的手段」を用い、経済面から

台湾に圧力をかけていると台湾当局は非難している44。 

                                                  
40 中国共産党が発表したコンセンサスと国民党が発表したコンセンサスとでは、合意事項の順番、文言

の詳細に違いがみられるほか、国民党が発表した 10 項目以外に、中国共産党は２項目追加して発表し

ている。追加されているのは、⑪大陸側は既存の基盤の上に立って、台湾同胞の大陸往来の便に資する

措置をさらに検討する、⑫両岸共同で犯罪取り締まりを強化する、といった公権力の発動を要するとみ

られる２項目である（「政務要聞：中台弁与国民党参訪団会談取得 12 項成果」2005 年３月 30 日（中

国国務院台湾事務弁公室ホームページ、http://www.gwytb.gov.cn/gzyw/gzyw1.asp?gzyw_m_id=611、
2005 年４月 25 日ダウンロード））。 

41 「連戦対国民党未来両岸和平之旅的声明」2005 年４月 11 日（中国国民党ホームページ、

http://www.kmt.org.tw/Content/HTML/WhatNew/Story/20050411_8_7734.html、2005 年４月 27 日

ダウンロード）。 
42 05 年４月 24 日、親民党訪中団と陳雲林・中国共産党中央台湾工作弁公室主任等との会談が北京で実

施されている（「親民党先遣工作団本週日赴北京」2005 年４月 22 日（親民党ホームページ、

http://www.pfp.org.tw/news/news_detail.php?gid=1&id=905&p=1193、2005 年４月 25 日ダウンロー

ド）、「政務要聞」中央台弁与親民党先遣団開始工作会談）2005 年４月 24 日（中国国務院台湾事務弁公

室ホームページ、http://www.gwytb.gov.cn/gzyw/gzyw1.asp?gzyw_m_id=632、2005 年４月 25 日ダウ

ンロード））。 
43 『中国時報』2005 年４月 27 日。 
44 中国政府が台湾独立派を支持した財界人に対して圧力をかけていると、台湾などで報道されてきた。

例えば、許文龍・前奇美集団董事長が 05 年３月 26 日に台湾有力経済紙『経済日報』に発表した「引

退の辞（「退休感言」）」がその端的な例であると報じられている。00 年３月、04 年３月の台湾総統選

挙で陳水扁氏支持を表明していた同氏が「引退の辞」において、「台湾・大陸はともに一つの中国に属

する」、「できる限り早く「三通（中台間の「通航・通商・通信」直接交流の意）」が実現するよう呼び

かけてきた」、「00 年台湾大戦で民進党・陳水扁を支持したのは、国民党の黒金政治（暴力団と癒着し

た政治腐敗や金権政治）に不満があったからであり、陳水扁支持は台湾独立支持ではない」、「台湾独立

は台湾に戦争をもたらす」、最近の胡錦濤主席の講話、「反国家分裂法」を支持するなどと発表した。台

湾独立派支持の代表的財界人といわれてきただけに、許文龍氏の「引退の辞」は台湾内外で衝撃をもっ

て受け止められた。中国政府は、中国でカネを稼ぎ、台湾に戻って「台湾独立」を支持する者は歓迎し

ないと表明してきた（いわゆる「緑色台商」、「国務院台弁新聞発布会実録」2004 年５月 24 日、
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図表 11 国民党・中国共産党のコンセンサス（05 年３月 30 日） 

１．両岸旅客機の「祝日化」、「定期化」の実現について、大陸は積極的な態度を提示、国民

党は引き続きミッションを派遣し協議するとともに、積極的に台湾の関係部門と民間団体に

働きかけ、密に協議する。 

２．台湾産農産物の大陸での販売問題について、大陸は通関、検疫、物流面で優遇政策を与え

ることを希望、国民党も農民団体とさらに密接に協議する。 

３．両岸農業協力について、大陸は台湾の農民が海南、福建、山東、黒龍江、陝西などの農業

実験区に入植し、発展することを歓迎し、実質的な支持・支援を提供し、台湾農民の正当な

権益を保護する。 

４．大陸は両岸ができる限り早く台湾企業の投資権益を保障するための協議を締結することに

賛同し、両岸の工商団体とともに推進することを歓迎する。 

５．台湾のサービス業、観光業は大陸が大陸の民衆が台湾観光をできるよう開放することを期

待しており、国務院台湾事務弁公室は大陸民衆による台湾旅行のための準備作業をすること

を希望する。 

６．金融・保険・運輸・医療などの業種について、大陸はさらに市場を開放することを検討す

る。両岸のＩＴ産業の標準化について、大陸は台湾のハイテク人材がこれにともに参加す

ることを歓迎する。 

７．両岸のマスコミ交流について、国務院台湾事務弁公室は両岸のマスコミが互いに記者を常

駐させることを希望する。 

８．大陸漁労民の台湾船舶での労務問題について、大陸は両岸の民間漁業組織が大陸の漁労民

の保険・健康などの問題について密に協議し、手配を進め、大陸ができる限り早く漁労民の

労務輸出を再開できるよう希望する。 

９．両岸民間交流について、市・郷・鎮間の対等な交流から推進する。それにより双方人民の

理解を促し、両岸が共生しやすくする。 

10．大陸は、台湾人留学生が大陸の学生と同額の学費を払うだけでよいようにすることを希望

するとともに、台湾人大学生への奨学金支給方法について研究する。 
（注）国民党の発表。 
（資料）『中時電子報』2005 年３月 30 日により作成。 

(2) 「反国家分裂法」制定後の台湾当局の対中経済交流政策 
①経済交流拡大の呼びかけは統一戦略の一環と警戒 
こうした中国政府の経済交流拡大の呼びかけに対して、台湾当局は警戒感を隠していな

                                                                                                                                                
http://www.gwytb.gov.cn/xwfbh/xwfbh0.asp?xwfbh_m_id=37、国務院台湾事務弁公室ホームページ、

2005 年４月 25 日ダウンロード）。そしてその代表的人物が許文龍氏であると 04 年５月末頃から中国

内で報道されてきた（例えば『人民日報海外版』2004 年５月 31 日、

http://www.people.com.cn/GB/paper39/12116/1090447.html、2004 年４月 25 日ダウンロード）。こう

した経緯があることから、「引退の辞」が中国政府の圧力によるものではないかと推測を呼んでいる。 
  台湾当局は、中国共産党が許文龍氏や中国内の台湾企業、台湾人留学生に圧力をかけ、中国共産党に

有利な政治的発言をさせており、中国共産党がすでに「反国家分裂法」の非平和的手段を行使し、台湾

当局の予想通り、その最初のターゲットを台湾企業に据えていると主張している（『業行政院大陸委員

会新聞稿』第 46 號、2005 年３月 28 日、http://www.mac.gov.tw/big5/cnews/cnews940328.htm、2005
年４月 25 日ダウンロード）。 

   なお、何世忠・中国共産党中央台湾工作弁公室経済局長は、中国政府が同氏に圧力をかけ「引退の辞」

を発表させたという話は、まったく「荒唐無稽」な話であり、「捏造」であると述べている（「政務要聞：

中台弁：所謂許文龍被迫写退休感言純属無稽之談」2005 年３月 30 日（中国国務院台湾事務弁公室ホー

ムページ、http://www.gwytb.gov.cn/gzyw/gzyw1.asp?gzyw_m_id=610、2005 年４月 25 日ダウンロー

ド））。 
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い。中国政府の経済交流拡大の呼びかけは統一戦略の一環であると認識しているためであ

る。 
例えば、台湾行政院大陸委員会の呉釗燮主任は、05 年３月 16 日に「（中国政府が）長期

休暇期における中台直行チャーター便の運航や台湾農産品の中国大陸における販売支援と

いった措置を打ち出しているが、ささやかな施しを与える、硬軟併用といった（中国政府

の）やり方は決して両岸関係の発展の助けにはならない」と発言している45。３月 29 日の

台湾外交部プレスリリースでも、台湾当局は「中国が暴力行使による威嚇について定めた

反国家分裂法を制定した後に、経済上のささやかな施しを与えるというやり方で台湾人民

を騙すのは、両岸問題の本質を完全に歪曲させるものである」と指摘している46。 
②「積極開放・有効管理」を維持 ～「戒急用忍」政策への回帰は否定～ 
そのうえで、台湾当局は、既存の対中経済交流政策の基本方針を維持し、すでに開放さ

れている対中経済交流を再び禁止することはないが、対中経済交流がもたらすリスクを軽

減できるような管理体制の整備をいっそう推し進めるとともに、「反国家分裂法」が台湾に

もたらす影響がはっきりするまでは、当面、新規開放については慎重に対応する姿勢をみ

せている。 
陳水扁政権の対中経済交流の基本方針は、「積極開放・有効管理」である。「積極開放・

有効管理」とは 01 年８月に陳水扁総統が産官学政を召集し開催した「全国経済発展委員

会議」で発表された対中経済交流政策に関するコンセンサスである47。対中経済交流規制

を積極的に緩和していくと同時に、対中経済交流の結果、発生する諸問題の発生を防止・

解決できる管理体制を整備するというのが、その具体的な中身である。 
陳水扁政権は、「反国家分裂法」制定後もこの基本方針を堅持すると折に触れ強調してい

る48。また、同政権は、李登輝前総統が 97 年９月に打ち出した対中投資に関する政策であ

る「戒急用忍（急がず忍耐強く）」という対中投資抑制的な政策に回帰することはないと明

言している49。 
③「有効管理」の実効性向上 
ただし、台湾当局は、対中経済交流拡大に伴うリスクを軽減するために、「有効管理」が

可能な体制の整備を急ぐ構えである。今後、対中経済交流に関する法規を制定する場合、

「法規の内容は緩やかに、法規の執行は厳格に」という方針で臨むと謝長廷・行政院長は

                                                  
45 『行政院大陸委員会新聞稿』第 39 號、2005 年３月 16 日（台湾行政院大陸委員会ホームページ、

http://www.mac.gov.tw/big5/cnews/cnews940316.htm、2005 年４月 25 日ダウンロード）。 
46 「中華民国（台湾）対中国制訂「反国家分裂法」之立場」（『外交部新聞稿』2005 年３月 29 日）。 
47 「全国経済発展委員会議」については、伊藤信悟［2002］27 頁。 
48 例えば、「総統召開「因応両岸政経新形勢府院党党団会議」並做成七点結論」（『総統府新聞稿』2005
年４月５日、http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/shownews.php4、2005 年４月 26 日）。 

49 ３月 29 日、謝長廷・行政院長は立法院において「戒急用忍」政策に戻ることはないと答弁している。

その理由は、「戒急用忍」政策は、法規は厳格だが、その執行は緩やかであり、その政策を再度復活さ

せても対中投資拡大に伴うさまざまなリスクの軽減にはつながらないためだと説明している（『中時晩

報』2005 年３月 29 日）。 
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表明している50。そうしなければ、リスクを管理できないうえ、法規を遵守する者が損を

し、無視する者が得をするということにもなってしまうからであると説明している。 
また、陳水扁総統は、05 年４月５日に総統府、行政院、民進党幹部、同党立法委員の主

要メンバーを招集し、「反国家分裂法」制定後の中台関係に対応するために「七つの結論」

を発表し、そのなかで「単純に（対中経済交流を）開放し、最も根本的、最も重要な「有

効管理」を無視するということはできない」と述べている51。行政院はこれを受けて「有

効管理」の実効性を上げるための方策を取り急ぎ検討する方針である52。 
③「反国家分裂法」の影響見極めまで新規開放は当面見送り 
加えて、台湾当局は、「反国家分裂法」が台湾の政治・経済・安全保障、中国内の台湾企

業に与える影響について検討し、台湾の民主・国家の安全が担保できてはじめて、平和・

安定に向かって交流を進められると述べ53、当面は対中経済交流の新規開放を見送る姿勢

を示している。 
例えば、対中投資規制の緩和計画が延期されている。呉釗燮・行政院大陸委員会主任は、

対中投資が解禁されている８インチウェハ製造業（製造プロセス 0.25 ミクロン）について

は、既存の法規・手続きに基づいてその可否を審査するが、これまで解禁を検討していた

ＩＣパッケージ・検査業、石油化学川上部門の対中投資54については開放を当面見送ると

述べている55。また、中台直行貨物チャーター便の運航についても、「反国家分裂法」がも

たらす影響をまず検討しなければならないという方針が明らかにされている56。 
農業・サービス分野における中台交流の活発化については、陳水扁政権は、上記「七つ

の結論」のなかで、ＷＴＯの規範および紛争処理メカニズムに照らして中国側と交渉すべ

きであると主張している57。 

                                                  
50 「謝揆：政局穏定、投資人就能看到未来」（行政院『即時新聞』2005 年３月 28 日、

http://www.ey.gov.tw/web92/news/Wcb3fc5aa56613.htm、2005 年４月 26 日ダウンロード）。『工商時

報』2005 年３月 29 日。 
51 「総統召開「因応両岸政経新形勢府院党党団会議」並做成七点結論」（『総統府新聞稿』2005 年４月５

日、http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/shownews.php4、2005 年４月 26 日）。 
52 「第 2934 次会議院長提示」2005 年４月６日（行政院ホームページ、

http://www.ey.gov.tw/web92/Wc3ca36711bf2.htm、2005 年４月 26 日ダウンロード）。 
53 『行政院大陸委員会新聞稿』第 53 號、2005 年３月 31 日（台湾行政院大陸委員会ホームページ、

http://www.mac.gov.tw/big5/cnews/cnews940331a.htm、2005 年４月 25 日ダウンロード）。 
54 国家安全会議は 05 年２月 22 日に「両岸経済貿易政策検討会議」を開催し、対中経済交流規制の緩和

計画を推進することを決定したと報じられている。具体的には、ＩＣパッケージ・検査業、製造プロセ

ス 0.18 ミクロンの８インチウェハ製造業（0.25 ミクロン以上は開放済み）、軽油分留などの石油化学川

上工程の対中投資解禁、資本参加の形態による中国内の銀行への投資解禁、中国内の銀行による台湾内

での事務所設立解禁などが含まれている模様。解禁スケジュールは明示されなかったものの、適切な時

期に関連措置を整備し、徐々に開放していくという方針が提示されたとされる（『経済日報』2005 年２

月 23 日）。 
55 『工商時報』2005 年４月７日。ただし、同主任はこれらの業種の対中投資を永遠に開放しないという

ことではないと付言している。 
56 『行政院大陸委員会新聞稿』第 49 號、2005 年３月 30 日（台湾行政院大陸委員会ホームページ、

http://www.mac.gov.tw/big5/cnews/cnews940330.htm、2005 年４月 25 日ダウンロード）。 
57 「総統召開「因応両岸政経新形勢府院党党団会議」並做成七点結論」（『総統府新聞稿』2005 年４月５

日、http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/shownews.php4、2005 年４月 26 日）。 
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以上のように、台湾当局は既往の対中経済交流を停止することはないものの、当面、対

中経済交流規制の緩和スピードを落とす方針である。 
④野党の訪中に対する姿勢 ～公権力・主権に関わる交渉以外は容認～ 
野党である国民党・親民党が中国に訪問し、中国共産党と会談することに対しては、(a)

中台関係の正常な交流促進、双方の理解増進、誤解の回避という目的に符合するならば、

合法な民間交流活動に対して台湾当局は反対しないし、各種の支援を行なう、(b)ただし、

政党は一般の民間団体とは異なる、(c)公権力に関わる問題については、台湾当局の授権、

主管機関の許可なくして中国共産党とは協議してはならないし、中国共産党と協定を締

結・署名したり、口頭で約束したりすることは適切な行為ではなく、法に抵触する恐れが

あると注意を喚起している58。 
なお、05 年４月 25 日、連戦・国民党主席が陳水扁総統との電話会談において、法律を

遵守し、主権・尊厳・安全・台湾住民の福祉を守り、主権や公権力に関わる事項について

は中国共産党と署名しないと発言、それを受けて陳水扁総統は、翌 26 日からの連戦・国

民党主席の訪中に対して前向きな姿勢に転じている。陳水扁総統は、同主席の訪中が中台

関係に関する与野党のコンセンサスを形成するうえで非常に重要な意義をもつと語ってい

る59。 
 

                                                  
58 『行政院大陸委員会新聞稿』第 70 號、2005 年４月 25 日（台湾行政院大陸委員会ホームページ、

http://www.mac.gov.tw/big5/cnews/cnews940425.htm、2005 年４月 25 日ダウンロード）。なお、（「総

統與中国国民党主席連戦通電話」（『総統府新聞稿』2005 年４月 25 日、

http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/shownews.php4、2005 年４月 26 日ダウンロード））。 
59 「総統與中国国民党主席連戦通電話」（『総統府新聞稿』2005 年４月 25 日、

http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/shownews.php4、2005 年４月 26 日ダウンロード） 
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５. 今後の中台経済関係の展望 

 
以上のように、台湾当局は、開放済みの対中経済交流を引き締めはしないものの、「反国

家分裂法」が台湾の政治・経済・安全保障に与える影響の見極め、「有効管理」体制の整備

を行なったうえで、対中経済交流規制を新規に開放するかどうかを判断する姿勢をとって

いる。 
では、今後の中台経済関係はどのような展開をみせる可能性が高いのであろうか。中台

の政治対立の構図、中台双方の内政・外部環境などの観点から、その先行きの展望を試み

る。 

(1) 双方の急速な関係改善は望み薄 
中台間の台湾の主権をめぐる主張に大きな開きがある（図表 12）。双方がその主張を大

幅に変更することは想定しにくく、中台間の政治関係が急速に改善する可能性は低い。 
 

図表 12 台湾の主権をめぐる中台間の主張の違い 
中国 台湾 

《「一つの中国」は現状》 
・台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部

分。 
・大陸と台湾はともに中国の一部分で世界には

ただ一つの中国しかない。 

《「一辺一国」が現状》 
・中華民国は主権独立の国家。 
・中華民国と中華人民共和国は互いに隷属して

はいない。 

（資料）各種資料により作成。 
 
中国政府は、「台湾問題は内戦が残した問題」であり、台湾との統一を「民族復興」とを

結びつける形で認識している。中国ナショナリズムの高まりなどから判断して、中国側が

「一つの中国」の原則を放棄するとは考えにくい。 
他方、台湾側が「一つの中国」の原則を受け入れる可能性も低い。前掲図表８のアンケ

ート調査が示すように、圧倒的多数の台湾市民は「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の

一部分であり、中華民国は主権独立の国家ではない」という中国側の主張に同意していな

い。また、中国との早期統一を望む台湾市民は少数であり、圧倒的多数が「現状維持」を

選択している（図表 13）。このように台湾世論は中国との統一に対して慎重な姿勢を崩し

ていない。 
このように、台湾の主権認識をめぐる中台間の溝は深く、近い将来に埋まることは想定

しにくい。両者の駆け引きの過程で緊張感が高まりやすい局面が続くとみられる。 
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図表 13 統一・独立問題に対する台湾市民の態度 
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（年・月）

（％）

できる限り速く統一

やや統一志向

現状維持、後に決定

無回答

永久に現状維持

やや独立志向

できる限り速く独立

 
（資料）台湾国立政治大学選挙研究中心『国立政治大学選挙研究中心重要政治態度分布趨勢図』により作

成。 
 

(2) 「非平和的手段」の本格的行使の可能性 
ただし、中国政府が「非平和的手段」を本格的に行使するような事態が発生する可能性

も低いと考えられる。 
①台湾側 
第一に、台湾側が中国政府による「非平和的手段」の本格的行使につながるような措置

を急速に打ち出すとは考えにくいからである。 
上述のとおり、「非平和的手段」が行使される可能性があるのは、台湾の独立宣言、国号・

領土範囲の変更など国家主権に関わる憲法条文の改正、核兵器・長射程ミサイルの開発、

中台交渉の無期限延長などである。 
前掲図表 13 で早期統一を望む声が少ないことを指摘したが、早期独立を望む声も同様

に少ない。「非平和的手段」の行使を招くような選択に対して、台湾市民は慎重な姿勢をと

っていると判断できよう。 
また、内政運営上の理由からも、台湾当局が台湾独立に向けた動きを加速させにくい環

境が形成されている。 
04 年 12 月の立法委員選挙（国会議員選挙に相当）で、民進党および台湾独立色の強い

台湾団結連盟は大きく議席を伸ばすことができず、過半数を掌握することができなかった

（図表 14）。両党の獲得議席数は 101 議席にとどまり、過半数である 113 議席には遠く及

ばなかった。そのため、民進党は、野党第２党で中国との統一を掲げる親民党との協力関

係を構築しようとしてきた。親民党側も最大野党である国民党を牽制し、自らの政治的影

響力を高めるために、民進党との協力関係構築に前向きな姿勢を示した。 
その結果、05 年２月 24 日、陳水扁総統と宋楚瑜・親民党主席が会談し（いわゆる「扁
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宋会」）、台湾海峡両岸の平和、国防安全、エスニシティ60の調和という政策方針をともに

推し進めていくとの共同声明を発表している61。これが端的に示すように、内政運営上、

台湾当局は統一派である野党の主張にも一定の配慮をする姿勢をとっており、台湾独立色

の強い政策を打ち出しにくい環境におかれているといえる。 
 

図表 14 台湾立法委員選挙における政党別獲得議席数 
(単位：議席、％)

議席数 シェア 議席数 シェア

民主進歩党 87 (38.7) 89 (39.6)

台湾団結連盟 13 (5.8) 12 (5.3)

国民党 68 (30.2) 79 (35.1)

親民党 46 (20.4) 34 (15.1)

新党 1 (0.4) 1 (0.4)

無党団結連盟 - (-) 6 (2.7)

その他 10 (4.4) 4 (1.8)

合計 225 (100.0) 225 (100.0)

(資料)『自由時報』2004年12月12日付により作成

2004年2001年
政党名

  
 
外交面においても、台湾独立色の強い政策を打ち出した場合、武器購入など安全保障面

で台湾が依存している米国政府などが反対することが予想される。実際、04 年３月の住民

投票実施時に米国政府は台湾当局に対して憂慮の念を表明し、中台間の対立が激化するの

を抑えようとしている。 
②中国側 
中国側も台湾への「非平和的手段」の行使をできる限り抑制するものと考えられる。武

力行使や経済制裁を行なった場合、中国も大きな痛みを免れ得ないからである。戦火を交

えた場合はもちろんのこと、中台間の経済交流を阻害した場合でも、中国経済にも少なか

らぬ悪影響が及ぶと推察される。 
台湾企業の対中投資累計額（実行ベース）は、03 年６月時点の推計で 774 億ドルに達

している（図表 15）。上記推計値を用いると、台湾は香港に次ぎ世界第２位の対中投資国・

地域となる62。 

                                                  
60 言語・出自・慣習などに基づく特定集団への帰属意識、および、その帰属集団を指す。台湾の場合、

先住民（オーストロネシア語族）、17 世紀から戦前にかけて中国から台湾に移り住んだ漢民族（「本省

人」）、戦後に台湾に移り住んだ漢民族（「外省人」）に大別され、さらに「本省人」は、福建省南部出身

で閩南語を母語とする「福佬人」、広東省を主たる出身地とする客家語を母語とする「客家人」に分け

られる。戦後、外省人と本省人の大規模な衝突が発生したことなどから、エスニシティ間の社会的な溝

が発生し、現在でも完全にはその溝が埋まっていない状況にある。 
61 「陳総統・宋主席会談聯合声明」（『総統府新聞稿』2005 年２月 24 日、台湾総統府ホームページ、

http://www.president.gov.tw/php-bin/prez/shownews.php4、2005 年４月 26 日ダウンロード）。 
62 中国政府の公式統計では 352 億ドルとなっているが、同統計は台湾企業の対中投資の実態を過小評価

している可能性が極めて高い。台湾企業の対中投資は、台湾当局の規制、あるいは、政治リスク回避を

狙った台湾企業自身の判断から、英領ヴァージン諸島、同ケイマン諸島、香港などを経由する形で行な

われてきたからである。 
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図表 15 中国の外国直接投資受け入れ額（実行ベース） 
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（注）2003 年 6 月末までの累計値。 
（資料）投資中国雑誌『台商特別報告』2004 年 1 月 5 日、中国商務部資料により作成。 

 
中国の輸出総額に占める中国内台湾系企業のシェアも高い。中国商務部新聞弁公室が発

表した 03 年の輸出額上位 200 社ランキングでは、第 1 位の鴻富錦精密工業（深圳）、第 2
位の達豊（上海）電脳、第 3 位の名碩電脳（蘇州）を筆頭に、台湾系企業が 28 社入って

いる。この 28 社の輸出額は合計 326.1 億ドルに達しており、それだけで中国の輸出総額

の 7.4％ものシェアを占めている。 
中国の工業生産に占める台湾系企業のシェアも 10％に近い水準にあるとみられる。とり

わけ中国のＩＴ機器製造業における台湾系企業のプレゼンスは極めて高い。03 年の台湾Ｉ

Ｔ機器メーカーによる中国内生産額は 360 億米ドルに達している。同年の中国におけるＩ

Ｔ機器生産総額は 491 億米ドルであったが、そのうちの 79.1％を中国内の台湾 IT 機器メ

ーカーが生産している計算となる。中国はいまや米国に次ぐ世界第 2 位のＩＴ機器生産大

国であるが、台湾企業がその最大の立役者であるといっても過言ではない63。 
これらのデータが示すように、台湾に対して経済制裁を発動した場合には、中国経済の

発展に悪影響が及ぶことは必至である。また、台湾企業への OEM/ODM を通じ、台湾企

業の中台を跨ぐ分業ネットワークを活用している先進国企業などからの非難を招く可能性

もある。広範囲にわたる台湾企業に影響を与えるような経済制裁を発動した場合には、台

湾財界の中国離れを引き起こし、経済交流を梃子とした統一促進という手段の有効性が失

われ、政策の選択肢を狭めることになる。以上から判断して、中国政府はできる限り「非

平和的手段」の行使を控えるという行動をとる可能性が高いと考えられる。 

                                                  
63 中国における台湾系企業のプレゼンスの高さについては、伊藤信悟［2004］参照。 
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(3) 膠着状態から対中経済交流規制の漸進的緩和に向かう可能性 

このように中台間の政治関係は、急速な改善も急速な悪化も起こりにくいものと推察さ

れる。その狭間で、中台間の経済交流はどのような展開をみせることになるのだろうか。 

中国政府が経済交流拡大の呼びかけを通じて、台湾との統一を促進しようとしているの

は上述のとおりである。経済発展と祖国統一をともに達成したいという中国政府の目標か

ら判断して、中国政府は引き続き台湾に対して経済交流拡大を積極的に訴える可能性が高

いだろう。 

台湾当局は当面、対中経済交流規制の新たな緩和については慎重な姿勢を維持するとみ

られるが、内政運営上の理由から、徐々に緩和に向けた動きを模索していく可能性が高い

のではないかと予想される。 

①台湾市民の態度 ～「反国家分裂法」への不満は強いが、交流は重視～ 

前掲図表８のアンケート調査では、「「反国家分裂法」制定を受けて、政府は両岸交流

のスピードを落とすべきか、速めるべきか、現状維持すべきか」との質問が設定されてい

る。この質問に対して最も多かった回答が「現状維持」である（回答率 39.6％）。次いで

多かったのが「速めるべき」（30.5％）で、「落とすべき」との回答率（20.6％）を上回

っている。このアンケート調査が示すように、台湾市民は「反国家分裂法」の内容につい

て非常に強い不満をもっているものの、経済交流に代表される中国との交流を依然重視し

ているといえる。それだけに、台湾当局が対中経済交流を引き締めることは難しく、「反

国家分裂法」制定後の対応も、こうした民意を踏まえた慎重な対応となっている。 

②台湾企業からの規制緩和要求への対応 

また、台湾産業界から対中経済交流規制の緩和要求が今後も続く可能性が高い。台湾当

局は、引き続きこうした声に配慮していかなければならないだろう。 

04 年には、中国におけるさまざまなリスクの高まりを受けて、労働集約型産業を中心に、

台湾企業が中国からベトナムなどへ投資を分散させる動きをみせたものの（図表 16）、対

中投資額は引き続き高い成長を記録している（前年同期比 51％増、図表 17）。 

 



 32 

図表 16 台湾企業の「中国離れ」に関する報道 
● 米国商務省による中国製木製家具に対するアンチダンピング回避のために、広東省東莞の

100 社以上の台湾系中小家具メーカーがベトナムに工場を移転することを計画（『経済日報』

2004 年 6 月 28 日）。 

● 台湾系家具メーカーの中国からベトナムへの移転により、この 1 年で 44 本の木製家具生産

ラインがベトナムで新規に立ち上がった（『経済日報』2004 年 11 月 11 日） 

● 米中間貿易摩擦のリスクを軽減することなどを目的とした、台湾系アパレルメーカーによる

カンボジア投資が加速（『経済日報』2004 年 11 月 16 日） 

● 従業員不足を背景に、一部の台湾系の靴・家具メーカーがベトナムなど東南アジアへの工場

分散を開始（『工商時報』2004 年 7 月 17 日） 

● 中国の電力不足などの問題深刻化により、中国から台湾に戻ってくる企業が増加している

（『工商時報』2004 年 7 月 29 日） 

● 中国における賃金・土地コストの上昇、欧米諸国によるアンチダンピングの脅威から、台湾

での生産再開、台湾への回帰をすでに計画している台湾系自転車メーカーも少なくない（『経

済日報』2004 年 11 月 29 日） 

（資料）財団法人海峡交流基金会『両岸経貿』各号などにより作成。 

 

図表 17 台湾企業の対外直接投資額の推移（認可ベース） 
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（注）認可未取得案件の事後登録分は除く（対中投資時、台湾政府の事前認可が義務づけられているもの

の、そのプロセスを経ずに投資している企業も多いが、罰則強化の度に多くの企業が事後登録を申

請している状況にある）。 

（資料）台湾経済部投資審議委員会資料により作成。 

 

「反国家分裂法」制定を受けて、台湾企業が投資を中国から他地域に分散させる動きを

加速する可能性はないとはいえない。しかし、中国経済の高成長が大きく頓挫するような

事態とならない限り、「反国家分裂法」制定が理由で極端に台湾企業の中国離れが進むと

は考えにくい。 

むしろ、中国市場の拡大、中国における台湾系企業の産業集積のさらなる拡大が続くな

か、現在、対中投資規制の対象とされている業種の企業は、引き続き台湾当局に規制緩和

を働きかけていくものとみられる。 

台湾当局は「有効管理」体制に配慮しつつ、財界からの支持獲得、野党との連携など、

内政運営上の理由から、漸進的に対中投資規制を緩和していく可能性が高いとみられる。

対中投資規制や中国製品に対する輸入規制は、台湾当局が中国政府との協議を経ずして緩
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和できる。こうした一方的対応が可能な領域を中心に規制緩和が徐々に検討されていくの

ではないかと考えられる。 

③異なる思惑に基づく経済交流促進 

他方、中国政府との協議が必要な領域（中台直行チャーター便のさらなる開放など）に

ついては、一方的対応が可能な領域と比べて、開放が遅れる可能性がある。ただし、台湾

企業・住民に対する経済的利益の提供を通じた統一促進という中国政府の思惑と、内政運

営の円滑化を図るといった台湾当局の思惑が、経済交流促進という戦術面で意見の一致を

生み、双方の協議が必要な領域においても規制緩和が行なわれていく可能性がある64。 

むろん、リスクファクターがないわけではない。経済交流促進という中台双方の政策は、

経済発展、生活水準の向上を求めるという中台双方の共通利益のみならず、中台双方の異

なる思惑に基づく戦術面での意見一致という側面も併せもっているだけに、通常の二国間

経済交流と比べて危うさをもっていることは確かである。中台双方の誤解や警戒感に基づ

く対立の激化、突発的事件を契機とした関係悪化、中国・台湾におけるナショナリズムの

高まりや、選挙を控えた時期の与野党対立激化による台湾独立色の強い公約提起とそれに

伴う中台関係の先鋭化といった事態がまったく起こらないとはいえない。中国・台湾双方

の内政、中台関係の動向を注意深くウォッチしていく必要がある（05 年 4 月 27 日時点）。 

 

（アジア調査部中国室 主任研究員 伊藤信悟） 
 

                                                  
64 05 年１～２月の中台直行チャーター便はこのような構図で解禁されたと考えられる（伊藤信悟

［2005］）。 
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