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　近年中国の海洋進出が注目を集めている。尖閣諸島では2008年以降中国公
船が領海進入を繰り返し、2018年1月には中国の潜水艦が同諸島の接続水域
を潜水したまま航行して緊張を高めた1。習近平総書記の直接の指示の下で
進められた南シナ海の南沙諸島の埋め立ては、2013年以来約13平方キロメー
トルに及び2、米国はこれに対抗して「航行の自由作戦」と称して軍艦を派
遣しこれら諸島の12カイリ以内を航行させている。中国は、このような米国
の行動は国際法に反すると非難している。また、2013年1月に南シナ海をめ
ぐってフィリピンが中国を提訴した仲裁裁判では2016年7月に中国がほぼ全
面的に敗訴している。

中国の海洋政策と海洋法

─────────
1　2018年 1月 12日付朝日新聞　「中国の潜水艦を初確認　尖閣周辺の接続水域　政府が抗議」

https://digital.asahi.com/articles/ASL1C5SY9L1CUTFK014.html?iref=comtop_list_int_
n02　2018 年 9 月 4 日閲覧。

2　“China Tracker | Asia Maritime Transparency Initiative”　https://amti.csis.org/island-
tracker/china/　2018 年 9 月 4 日閲覧。
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　海洋をめぐるこれらの紛争にはそれぞれ異なる要因があるが、共通する要
素として中国の海洋法3解釈が一般的な解釈と異なる点が挙げられる。そこ
で、本稿では中国の海洋法解釈のうち通常の解釈とは異なるものにはどのよ
うなものがあり、その結果具体的に起きている問題に焦点を当てて考察し、
中国の海洋政策（国家実行）がどのような海洋法解釈に基づいているのかを
明らかにする。具体的には、
・領海と接続水域における軍艦の取扱、
・排他的経済水域における軍事的活動、
・歴史的権利（南シナ海における九段線）、
・島・岩・低潮高地・暗礁、
・大陸棚の境界画定
の五つのテーマを取り上げ、それぞれについて事例（多くは国際的トラブル
になった事件）を挙げることにより中国の海洋法解釈を明らかにする。そし
て、中国がなぜそのような解釈を取るのか、その背後にある要因は何かにつ
いて考察する。
　このような研究を思い立ったのは、近年中国の海洋進出が盛んになりメ
ディア等でとり上げられることも多くなっているが、これらの報道の中には
海洋法を踏まえてないものやかなり一面的で怪しげな記事も散見されるこ
と、また、中国研究者の多くは海洋法の専門家ではないこと等から、中国の
海洋活動について海洋法の側面からどのようなことが言えるのかについて分
かりやすく紹介することは意義があると考えたからである。
　ただし、筆者は実務において海洋法を含む国際法を扱ってきた経験はあ
るものの、必ずしも国際法全般にわたり精通しているわけではないため法

─────────
3　本稿では、海洋法とは特に断らない限り国連海洋法条約を指す。米国は国連海洋法条約

で創設された深海底に関する規定に反対して同条約を締結していないが、条約の深海底
以外の規定はすでに慣習国際法化しているとして他国にも同条約の遵守を呼び掛けてい
る。このような米国の対応は好ましいものとは言えないが、各国が国連海洋法条約を恣
意的に解釈し行動することを防いでいることも否めない事実である。
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解釈に厳密性を欠くおそれがあること、また、本稿で扱った事項は中国の
海洋法解釈上のすべての問題点を網羅しているわけではないことをお断り
しておく。

第1節　領海と接続水域における軍艦の取扱

1．軍艦の無害通航権
1）中国の法解釈－外国軍艦の無害通航権を否定
　国連海洋法条約は、領海における外国船舶の航行に関し、無害の通航4で
ある限り沿岸国の許可なく行えると規定している。しかし、中国は領海にお
ける外国軍艦の無害通航権を認めていない。中国は1996年に国連海洋法条約
を批准した際に外国軍艦の領海通航に関し、以下の解釈宣言5を行っている。
「The People’s Republic of China reaffirms that the provisions of 
the United Nations Convention on the Law of the Sea concerning 
innocent passage through the territorial sea shall not prejudice the 
right of a coastal State to request, in accordance with its laws and 
regulations, a foreign State to obtain advance approval from or give 
prior notification to the coastal State for the passage of its warships 
through the territorial sea of the coastal State.」6

　要するに、中国は領海を通航する外国軍艦が事前に沿岸国に通報又はその
許可（approval）を得ることを要求しているのである。また、1992年に制定
された中国の国内法である「中華人民共和国領海及び接続水域法」（以下「領
─────────
4　無害通航とは、「継続的かつ迅速に行わ」れる領海内の航行で、「沿岸国の平和、秩序又は安

全を害しない」ものをいう。国連海洋法条約第18条、19条。
5　国連海洋法条約は留保を認めておらず、締約国は自国法令との調和を図るために宣言又

は声明することだけが認められている（国連海洋法条約第 309 条、310 条）が、当然の
ことながら条約に反するような宣言等は認められない。

6　http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.
htm#China%20Upon%20ratification　2018 年 9 月 4 日閲覧。
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海及び接続水域法」という）第6条後段は、「中国領海に進入する外国軍艦は、
中国政府の許可を得なくてはならない」7 と規定し、外国軍艦の無害通航権
を否定している。国連海洋法条約は、外国軍艦が無害通航権を有することを
前提としている8から、事前許可を要求する中国の国内法は同条約違反であ
ると考えられる。

2）事例－南シナ海における米国の「航行の自由作戦」への対応
　南シナ海で中国が占拠している南沙諸島や西沙諸島の近海に米国は「航行
の自由作戦」と称して艦船を航行させている9。例えば、2018年3月23日には、
中国が埋め立てた南沙諸島のミスチーフ礁から12カイリ以内を米艦船が通過
している。また、同年5月27日には西沙諸島のウッディ島から12カイリ以内
を米艦が通過した。
　中国は西沙諸島には領海基線を設定しているが、南沙諸島には領海基線を
設定していない10。このため、米国の艦船が西沙諸島の領海内で「航行の自
由作戦」を実施した場合には、中国の「領海及び接続水域法」に言及しつつ、
当該米国軍艦が許可なく領海に進入したのは国内法及び関連国際法違反であ
り、重大な主権侵害であると述べている11のに対し、米国の艦船が南沙諸島
─────────
7　原文は以下のとおり。「外国军用船舶进入中华人民共和国邻海 ,须经中华人民共和国政
府批准」

8　国連海洋法条約は、軍艦が無害通航権を有するとは明示的に規定していないが排除する
規定もない。さらに、軍艦の定義や軍艦の領海通航に関する規定が「領海における無害
通航」の節に規定されるなど、軍艦が無害通航権を有することを前提としているとしか
考えられない規定が多数ある。ただし、Eleanor Freund（2017）によれば、軍艦の無
害通航権を認めない、あるいは何らかの制限を加えている国は 40 以上あると言われて
いる。

9　米国の「航行の自由作戦」は中国に対するものだけではなく、同様に軍艦の無害通航
を認めていないベトナムや台湾をも対象としているとされている。Eleanor Freund

（2017）を参照。
10　中国が南沙諸島の周辺に領海基線を設定していないのは、南沙諸島はベトナムやフィリ

ピン等が多くを占拠していること、及び後述のとおり南沙諸島の多くが低潮高地である
ことと関係していると思われる。
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の12カイリ以内に進入した場合には、国内法への言及はなく「中国は南シナ
海の諸島及びその近隣海域に争うことのできない主権を有しており、米国が
重ねて中国の南海諸島の近隣海域に軍艦を許可なく進入させる行為は中国の
主権と安全を著しく損ない、国際関係の基本準則に反する」12 と対応が異なっ
ている。中国は領海法により領海の幅員を領海基線から12カイリまでと定め
ているが、南沙諸島に関してはそもそも領海基線を設定していないので、領
海の範囲を特定できず「近隣海域」という曖昧な言葉を使用していると見ら
れる。いずれにせよ説得力のある議論になっていない13。さらに、ミスチー
フ礁は低潮高地であり領海を有しないので、そもそも同礁及びその近隣海域
になぜ中国が主権を主張することができるのか根拠が示されていない14。

─────────
11　米国艦船が 2018 年 5 月 27 日に西沙諸島の 12 カイリ以内で「航行の自由」作戦を実施

した際には、外交部スポークスマンは次のように述べている。「西沙群岛是中国固有领
土。根据《中华人民共和国领海及毗连区法》,中国政府于 1996 年公布了西沙群岛的领
海基线。中国有关法律对外国军舰进入中国领海有关事宜作出了明确规定。美方再次派
遣军舰擅自进入中国西沙群岛领海 ,违反中国法律及相关国际法 ,严重侵犯中国主权 ,破
坏有关海域的和平、安全和良好秩序。」2018 年 5 月 28 日付人民日報。

12　米国艦船が 2018 年 3 月 23 日に南沙諸島（ミスチーフ礁）の 12 カイリ以内で「航行の
自由」作戦を実施した際には、国防部スポークスマンは次のように述べている。「中国
对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权 ,美方一再派军舰擅自进入中国南海岛礁
邻近海域 ,其行为严重損害中国的主权和安全 ,违背国际关系基本准则 ,危害地区和平稳
定。」2018 年 3 月 24 日付人民日報。

13　2018 年のシャングリラ・ダイアローグに出席した中国軍事科学院副院長の何雷氏は、
中国による南シナ海の軍事化を批判したマティス米国防長官の発言に対し、「南シナ海
の島々やその近隣海域が、中国の固有の領土であることは、歴史的根拠があり国際法
上も認められたもので、争う余地がない」と主張し、「いわゆる航行の自由を掲げて、
外国の軍艦や軍用機が中国の島々の近海や上空で偵察を行うことは、…中国の主権に
対する挑発だ」と述べている。（下線は著者）
http://hk.crntt.com/crn-webapp/search/allDetail.jsp?id=105090062&sw=何雷　2018年 9月 10
日閲覧。

14　低潮高地については下記第 4 節 2. 参照。
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2．接続水域における沿岸国の権利
1）接続水域における安全保障に関する自国法令の適用
　接続水域とは領海の外側にあり領海基線から24カイリを超えない水域であ
り、沿岸国は自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上
又は衛生上の法令の違反を防止するために接続水域で必要な規制を行うこと
ができ、また、自国の領土又は領海内で行われた上記法令違反の処罰をする
ために必要な規制を行うことができる15。すなわち、接続水域は領海と異な
り沿岸国の主権は及ばず、外国船舶は軍艦も含め自由に航行でき、沿岸国は
あくまで沿岸国の領土・領海内での通関、財政、出入国管理又は衛生という
限られた分野の法令違反を防止し、あるいは処罰することについての管轄権
を有するに過ぎない。
　ところが、中国は、海洋法で認められた通関、財政、出入国管理又は衛生
に加え、安全保障（中文：安全）をも規制の対象に含めている16。前述のと
おり中国は領海において外国軍艦の無害通航を認めていないので、接続水域
において規制することのできる分野に安全保障を含めることにより、接続水
域を航行する外国軍艦に対し中国の法令違反を防止するため必要な措置をと
ることができることになる。安全保障を接続水域での取り締まりの対象に含
めることについては、国連海洋法条約に規定されていない権利を主張するも
ので同条約違反と考えられる17。

─────────
15　国連海洋法条約第 33 条。
16　領海及び接続水域法　第十三条 中华人民共和国有权在毗连区内 , 为防止 和惩处在其陆
地领土、内水或者领海内违反有关安全、海关、财政、卫生或者入境出境管理的法律、
法规的行为行使管制权。
Article 13 The People's Republic of China has the right to exercise control in the 
contiguous zone to prevent and impose penalties for activities infringing the laws 
or regulations concerning security,the customs, finance,sanitation or entry and exit 
control within its land territory,internal waters or territorial sea.
出典：北大法宝 http://www.lawinfochina.com/　下線は筆者。
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2）事例－尖閣諸島の接続水域への中国軍艦の進入
　中国は2008年12月に尖閣諸島の領海に中国国家海洋局の巡視船を初めて進
入させたが、2012年に日本政府が尖閣諸島を国有化した後は恒常的に巡視船
を接続水域に派遣し、月に2～4回のペースで領海に進入させている。中国巡
視船の領海進入は徘徊や島嶼の周りを航行しているので無害通航とは見なせ
ず海洋法違反であり、その都度日本政府は抗議をしている。
　他方、尖閣諸島周辺の接続水域に中国巡視船が進入すること自体に関して
は海洋法上違法とは言えないが、中国としては接続水域に中国巡視船を進入
させることで海洋法上認められている接続水域における管轄権を行使してい
ると主張することにより尖閣諸島に対する領有権を間接的に示すことを狙っ
ているものと思われる。
　中国はさらに2016年6月と2018年1月の二回にわたり、尖閣諸島の接続海
域に軍艦を進入させ、これに対し日本政府は抗議をしている。2016年のケー
スでは、ロシア海軍の軍艦と同軍艦を追跡していた自衛艦が尖閣諸島の接
続水域を通過した際に中国の軍艦が接続水域に進入した18。また、2018年の
ケースでは、中国海軍の所属とみられる潜水艦とそれを追跡していた自衛
艦が尖閣諸島の接続水域を通過した際に中国のフリゲート艦が接続水域に
進入した19。潜水艦は潜水したまま接続水域を航行し、その後東シナ海で浮
上して中国国旗を掲げた。外国軍艦が接続水域を航行しても海洋法上は違
法ではないが、前述のとおり中国は国内法により接続水域において安全保
障関連法令の領海での違反を防ぐための管轄権を規定しているから、尖閣
諸島を自国領と主張している中国にとっては、日本の軍艦（自衛艦）が尖
閣諸島の接続水域に中国に無断で進入した場合に中国軍艦が接続水域に入
─────────
17　中国の研究者は、接続水域の歴史をみると、沿岸国が接続水域を設定する目的は沿岸

国の利益と必要性からきているのであり、沿岸国に正当な理由があれば、接続水域内
で、関税・財政・移民・衛生上以外の事項でも管轄権を行使できると主張していると
いう。毛利亜樹（2011）p.73。

18　「（真相深層）中国軍、計算ずくの進入」2016 年 6 月 15 日付日経新聞。
19　「原潜が示す中国の深謀」2018 年 1 月 31 日付日経新聞。
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るのは国内法の執行管轄権を行使していることに他ならない。言い換えれ
ば、かかる中国の行為は尖閣諸島が中国の領土であることを誇示する行為
になるわけである。このように考えると、上記二回の中国軍艦の接続水域
進入は明確な意図をもって行われたとも考えられ、特に2018年の潜水艦の
接続水域進入とそれに伴う中国フリゲート艦の進入は故意に行われた連係
プレーであることが強く疑われる。

第2節　排他的経済水域（EEZ）における軍事的活動

1．米国との対立の法的論点
1）国連海洋法条約の関連規定と中国の国内法
　中国は自国の排他的経済水域（以下EEZという）における米国の軍事偵
察活動や軍事演習をめぐって、EEZにおける航行の自由と上空飛行の自由
を主張する米国と鋭く対立している。
　国連海洋法条約によれば、沿岸国はEEZにおいて天然資源の探査・開発
などを排他的に行える主権的権利、人工島その他の構築物等への管轄権、汚
染防止等の海洋環境の保護や海洋の科学調査等に対し管轄権を有する20。一
方、すべての国は、EEZにおいて、公海において認められる航行・上空飛
行の自由、海底電線・パイプライン敷設の自由、並びにこれらの自由に関連
した適法な海洋の利用の自由を享受する21。
　中国は1996年に国連海洋法条約を批准し、1998年に「中華人民共和国排他
的経済水域及び大陸棚法」（以下「排他的経済水域及び大陸棚法」という）
という国内法を制定した。同法により基線から200カイリのEEZを設定した。
　EEZにおける軍事的活動に関して国連海洋法条約は明示的な規定を設け
ていないが、これは同条約の交渉過程で、米ソ（当時）両大国が当該審議

─────────
20　国連海洋法条約第 56 条。
21　国連海洋法条約第 58 条 1。
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に消極的だったこと、各国の意見の相違が大きかったことによるとされて
いる22。このため、条約成立後インド、パキスタン、ブラジル、マレーシア
等は、沿岸国の許可なしにEEZにおける軍事演習を認めないとの立場を表
明している23。ただし、国連海洋法条約を取りまとめる最後の会議の議長を
務めたトミー・コーは、条約には「第三国が沿岸国のEEZ内で軍事的活動
を行えるかどうかは、どこにも明確に規定されていないが、私たちが取りま
とめた条文に基づけば、そういう活動は許容されるだろうというのが総意で
あった」と述べたと言われている24。

2）海洋の科学調査
　以下の事例に見るように、中国は自国EEZにおいて外国軍艦や軍用機が
情報収集や測量活動を行うことは国連海洋法条約に規定する海洋の科学調査
にあたり、したがって中国の同意を得ずに行うことは条約違反であると考え
ているとみられる25。しかしながら、国連海洋法条約は、領海においては、「沿
岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行
為」を無害でない通航として明文で規定している26のに対し、EEZに関して
はそのような条項はないこと、同様に領海においては、「情報の収集を目的
とする行為」と「測量活動」は、「海洋の科学調査」とは別に記述されてお
り27、EEZにおいてのみこれらの活動をすべて「海洋の科学調査」とみなす
のは困難であることから、中国の主張には無理があると思われる。

─────────
22　林司宣（2008）pp.203-207。
23　林司宣（2008）pp.215-216。
24　ヘイトン　B.（2015）p.289。
25　中国の「排他的経済水域及び大陸棚法」は、EEZ における海洋の科学調査について中

国の許可を得なければならないとしている（第 9 条）が、何が海洋の科学調査に当た
るのかについては規定していない。

26　国連海洋法条約第 19 条 2(c)。
27　国連海洋法条約第 19 条 2(c)、(j)、及び第 21 条（g）。
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3）EEZにおける軍事演習
　EEZにおける軍事演習等の軍事的活動に関しては、海洋法解釈上「航行
の自由」及び「上空飛行の自由」あるいは「これらの自由に関連した適法な
海洋の利用」に含まれるか否かが問題になり得る。中国の「排他的経済水域
及び大陸棚法」は、中国の国内法令を守ることを前提として中国のEEZに
おいて外国の「航行の自由」及び「上空飛行の自由」並びに「これらの自由
に関連した適法な海洋の利用」を認めている28が、国内法令遵守を要求する
ことは国連海洋法条約と矛盾するおそれがある29。ただし、これまでのとこ
ろEEZにおける外国の軍事演習を制限する中国の国内法令は存在しないよ
うである。
　また、中国の軍艦が公海で演習を行っているので、中国も公海での軍事
演習は公海の自由に含まれると解釈していると思われる。しかし、中国の
EEZ内で外国軍隊が演習等の活動を行うことについて中国がどのような法
解釈を行っているかは必ずしも明確ではない。その原因の一つは、軍艦など
の近海への派遣は必ずしも平和的活動のみとは言えず沿岸国を軍事的に牽制
する目的で行われることがあり、その場合には航行の自由等の海洋法の問題
というよりは国連憲章等の安全保障に関する問題になるからと思われる30。

2．中国の国家実行
1）事例1－EP3事件
　2001年4月、海南島東南方104kmの中国のEEZの上空を飛行していた米
国の情報収集機EP3に、追跡していた中国空軍の戦闘機が衝突し、中国機
─────────
28　排他的経済水域及び大陸棚法第 11 条。
29　国連海洋法条約第 58 条 1 に規定される航行・上空飛行などの自由は、公海で認められ

る自由と同じものであり、それを国内法令で制限すれば条約違反となる。第 58 条 1 の
成立経緯については以下を参照。林司宣（2008）pp.216-217。

30　中国の海洋法学者も、EEZ 内での外国の軍事演習に関しては、海洋法の問題というよ
りは国防・安全保障の問題と捉えているようである。金永明（2016）pp.259-269、特
に pp.263-267 参照。

192



中国の海洋政策と海洋法

のパイロットは行方不明に、EP3機は海南島に緊急着陸するという事件が
起きた31。
　当時中国外交部の盧樹民米国局長は、EP3が中国のEEZ内で情報収集す
ることに対し、以下のように述べている。

「国連海洋法条約の関連規定によると、ある国が他国の排他的経済水域
上空を飛行する場合は、国家の主権や領土の保全は侵犯を受けないと
いった国際法の規則に違反してはならず、当該国の国家の主権と領土の
保全を尊重し、当該国の国家の安全と平和秩序に危害を加えてはならな
い。米国側による中国近海上空での偵察活動は、中国の国家の安全と国
防の利益に著しい損害を与え、海洋法条約で定められた飛行の自由の範
疇から大きくはずれており、飛行の自由に対する乱用である。米軍機が
中国近海で行った飛行活動は通常の飛行ではなく、中国の情報を収集す
るための偵察活動だ。平和な時期に、米国がこうした軍事活動を行うの
は、中国の国家の安全と平和の秩序に対する脅しであり、中国の国家の
主権に対する挑戦であり、国家間で主権と領土の保全を相互に尊重する
という国際法の基本原則に違反している。」32

　中国政府の見解を整理すると、以下のとおりとなる。
（a）　中国のEEZ内での偵察活動は国連海洋法条約で定められた上空飛行の
自由の範疇から大きく外れていて、上空飛行の自由の乱用である。

（b）　平時に中国近海で偵察のような軍事活動を行うことは、中国の安全と
平和に対する脅威であり、中国の主権に対する挑戦であり、主権と領土の保
全を相互に尊重する国際法の基本原則に違反している。
　（a）で注目すべきは、EEZでの偵察活動は上空飛行の自由の乱用（つま
り国連海洋法条約違反33）であるとしつつも、EEZでの外国軍用機の上空飛
─────────
31　2001 年 4 月 2 日付人民日報日本語版（電子版）。

http://j.people.com.cn/2001/04/02/jp20010402_4184.html 2018 年 9 月 10 日閲覧。
32　中米、軍用機衝突事件をめぐり協議」2001 年 4 月 20 日付人民日報日本語版（電子版）。

http://j.people.com.cn/2001/04/20/jp20010420_4854.html　2018 年 9 月 10 日閲覧。
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行の自由そのものは否定していないことである。また、（b）は海洋法とい
うよりは国際法全般の問題である。
　なお、同事件は米国側が、いわゆる「二つのsorry」（行方不明飛行士の家
族に対してとEP3が無許可で中国の領空に入り着陸したことに対してsorry
を表明する）を含む書簡を中国側に発出することにより抑留されていたEP3
の乗員が釈放されたことで一応の政治的決着を見た。

2）事例2－インペカブル事件
　2009年3月、海南島の南方海域で情報収集にあたっていた米国海軍の情報
収集船インペカブルに対し、中国軍艦が近づき退去を求めた。インペカブル
が退去しないでいると翌日中国の2隻の「漁船」が近づきインペカブルが曳
航していたケーブル（潜水艦を探知するためのケーブルと言われている）を
切断しようと試み、それが失敗に終わるとインペカブルの行く手を塞いでし
まった。周囲には、中国の軍艦が一隻、漁政局の漁業取締船が一隻、国家海
洋局の海監船（コーストガード）が一隻いた。結局インペカブルは情報収集
を中止して退去した。米国政府は、米国の非武装の情報収集船が海南島の南
75マイルの国際海域（international water）で通常任務を遂行中に中国の複
数の船が同船の周りで挑発的に取り囲み（aggressively manoeuvred）嫌が
らせを行ったとして中国を批判した34。
　一方、中国外交部スポークスマンは、次のように述べている。

　「国連海洋法条約、中華人民共和国排他的経済水域と大陸棚法、及び
外国の海洋科学調査の管理に関する規則が、中国のEEZ内での外国船

─────────
33　2001 年 4 月 4 日唐家璇外交部長（当時）は米国大使に対し、米偵察機は国連海洋法条

約の関連規定に違反していると述べている。2001 年 4 月 5 日付人民日報日本語版（電
子版）。
http://j.people.com.cn/2001/04/05/jp20010405_4326.html　2018 年 9 月 10 日閲覧。

34　“China hits out at US on navy row” 2009 年 3 月 10 日 BBC News
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7934138.stm#map 2018 年 9 月 10 日閲覧。
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舶の活動に関し明確に規制している。中国政府は一貫して厳格に上述の
法規に照らしてこの種の活動を処理してきた。米海軍の偵察船インペカ
ブルは関連国際法と中国の法令に反し、中国の許可なしに南シナ海の中
国のEEZで活動した。中国はこれについてすでに米国側に対し厳正な
申し入れを行い、米国が同様の行為の再発を防ぐ有効な策を講じるよう
求めた。」35

　また、中国国防部スポークスマンは、「米海軍測量船は中国側の許可を得
ずに、中国のEEZで不法な測量活動を行い、国連海洋法条約及び中華人民
共和国排他的経済水域および大陸棚法、外国関連海洋科学研究管理規定の規
定に違反した」「米側が不法に活動した海域は中国のEEZであり、国連海洋
法条約および中国の関係法の規定を遵守するのが当然だ。自国のEEZでの
中国側の正常な権益保護・取り締まり活動は、完全に正当かつ合法なものだ」
と述べ36、外交部スポークスマンよりも強硬である。
　いずれにせよ中国は、インペカブルの活動を海洋の科学調査であると位置
づけ、中国の同意なしに行ったことを国連海洋法条約及び関連国内法令違反
としている。しかしながら、本節1.2）のとおり「情報収集活動」や「測量活動」
を「海洋の科学調査」に含めることには疑義がある。
　なお、米中間では海洋法の解釈について意見交換も行なわれているようで
あるが、溝は埋まっていない。たとえば、インペカブル事件の1年後の2010
年4月には米中政府間ハイレベル研修が北京の清華大学で行われ、米国から
国防省、NASA、商務省の高級官僚が参加し、その際、EEZにおける軍事
的活動について以下のやり取りがあったと報じられている37。

（米側）国連海洋法条約によれば、EEZの軍事的使用に同意は不要であ

─────────
35　2009 年 3 月 12 日付人民日報。
36　「米海軍艦船は中国の EEZ で不法活動」2009 年 3 月 12 日付人民日報日本語版（電子版）

http://j.people.com.cn/94474/6612511.html#　2018 年 9 月 10 日閲覧。
37　「中国解放军少将激辩美国高官团 直言美国是中国最大威胁」

http://bbs.tianya.cn/post-333-36332-1.shtml　2018 年 9 月 7 日閲覧。
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るが、あなた方は米艦の作業に反対している。
（楊毅）第一に、あなた方の軍艦はあそこ（訳注：南シナ海を指す）で
強力なソナーを使用して作業を行っており、我が国漁民の漁業に大きな
損害を与えている。第二に、EEZにおいて軍艦は無害通航ができるだ
けであるが、軍事偵察を目的とした航行は無害通航ではない。もし、中
国の潜水艦が米国のEEZに行ったら、米国の反応は強烈なものになり、
主要メディアはみな報じるだろう。（下線は筆者）

　ここで、楊毅とは元国防大学戦略研究所所長の楊毅少将のことである。

3）事例3－米空母の黄海進入への対応
　2010年朝鮮半島情勢が緊迫した際38に、米国は7月に空母ジョージ・ワシ
ントン号を黄海に派遣し韓国軍との合同演習を行う計画を表明した。これに
対し、中国外交部スポークスマンは5回にわたり次のとおり述べた。

「中国は外国軍の艦艇や軍用機が黄海およびその他の中国近海で中国の
安全保障上の利益に影響を与えるような活動に従事することに断固反対
する。関係各国が冷静さと自制を保ち、地域情勢の緊張を激化させる行
動を取らないよう望む」39。

　また、同年7月23日楊潔チ外相（当時）はベトナムにおいて開催されたク
リントン国務長官（当時）との会談で上記スポークスマン談話と同じ内容の
申し入れを行っている（結局米国はジョージ・ワシントン号を日本海におけ
る演習に参加させ黄海には派遣しなかった）。
　この中国の立場の特徴は、EEZ（黄海は中国・北朝鮮・韓国のEEZが重なっ
ており公海部分は存在しない）ではなく中国近海という曖昧な言葉を使って
軍事演習に反対していることである。また海洋法への言及はなく、中国の安
─────────
38　2010 年 3 月に韓国艦船天安号が南北境界線付近の海上で爆破沈没した事件。北朝鮮の

魚雷攻撃によるとの調査結果がでたが、北朝鮮は否定。
39　「中国、中国近海での外国軍の活動に断固反対」2010 年 7 月 9 日付人民日報日本語版

（電子版）。http://j.people.com.cn/94474/7059254.html#　2018 年 9 月 30 日閲覧。
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全保障に悪影響を及ぼすことに反対している。したがって、中国としては国
連海洋法条約に基づきEEZ（および中国近海）における軍事演習に反対し
ているのではなく、政策的に反対しているか、または、国連憲章の禁ずる「武
力による威嚇」等を根拠に反対している可能性がある40。
　他方、同年11月に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃し民間人が死亡する事件が
起き、米韓合同軍事演習が黄海で行われたときには、中国外交部スポークス
マンは次のように述べている。

「中国のEEZ内でいずれの一方も許可なくいかなる軍事行動をとること
に反対する」41。

　7月の演習の時と較べ著しくトーンが抑えられているが、EEZに限定して
いること、EEZ内での軍事行動（演習）には中国の許可が必要であるとし
ている点が異なっている。実際の演習は黄海の中韓中間線の韓国側で行われ
た42が、おそらく演習海域については中国側に事前に通報されていたと思わ
れる。また、この時は緊張が極度に高まっており演習が軍事衝突に発展する
可能性があったため、中国は「軍事行動」という言葉を使ったと思われる。

3．日本へのインプリケーション
　上記事例でも明らかなとおり、EEZにおける軍事活動の問題は必ずしも
海洋法の枠内に収まらない。日本は海洋国家として、できるだけ海洋の自由
を確保すべきとの立場から、EEZにおける軍艦等の扱いについては基本的
に米国と同様の立場に立っていると思われるが、その場合今後中国海軍がさ
らに強大化し日本のEEZで偵察や軍事演習を行ったとしても海洋法を根拠
に抗議することは困難になる点は注意を要する。

─────────
40　国連海洋法条約は、公海及び EEZ は平和的目的のために利用されると規定しているが、

通常の軍事演習はそれに反するものとはされていない。林司宣（2008）第八章参照。
41　2010 年 11 月 27 日付人民日報。
42　ただし、黄海における中韓の EEZ の境界線は確定していない。
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年 日

第３ 的 域 海にお る 線

図１． 海と 線

（資料） 年 の中国 に筆者作成

第3節　歴史的権利－南シナ海における九段線

図1．南シナ海と九段線

（資料）2009年5月の中国口上書を元に筆者作成
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1．九段線
　九段線とは、九つの破線で囲まれる南シナ海の領域のことで、英語では
Nine dotted lineとかNine-dash lineと呼ばれているほか、U-shape lineとか
牛の舌（Bull tongue-shaped line）と呼ばれることもある。要するに西沙諸
島、南沙諸島などをすべて含み南シナ海のほぼ全域をカバーするU字型の広
大な海域のことである。九段線は1950年代頃から中国が地図で使用していた
が、それが具体的な法的意味を持つとは考えられていなかった。
　九段線がにわかに注目されるようになったのは、2009年5月に中国が国連
の大陸棚限界委員会に、九段線の内部の水域に中国が主権的権利と管轄権を
有していると解釈できる口上書を提出43してからである。口上書の関連部分
は以下の通り。「中国は南シナ海の諸島およびその付属海域に対し争うこと
のできない主権を有しており、且つ関連海域及びその海底及びその下に対し
主権的権利及び管轄権を有する（付図を見よ）。」このように口上書本文は九
段線に一切触れていないが、付図に九段線が書き入れられている。これに対
し、インドネシア政府は「いわゆる九段線図は…明らかに国際法上の根拠を
欠き、1982年の国連海洋法条約をひっくり返すも同然」（2010年7月8日付口
上書44）と批判。フィリピン政府も「中国の口上書に附属する所謂九断線の
地図が示す関連海域と海底及びその下は、国際法、特に国連海洋法条約上の
根拠がない」と批判した（2011年4月5日付口上書45）。
　中国はさらに以下のように実際に九段線の中で管轄権を行使したため、

─────────
43　元々はマレーシアとベトナムが 2009 年 5 月 3 日に共同で提出した南シナ海の大陸棚に

関する文書に対する反論として中国政府が 5 月 7 日に提出した口上書。九段線を含む
地図が添付されている。 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/
chn_2009re_mys_vnm_e.pdf　2016 年 6 月 27 日閲覧。

44　http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_
mys_vnm_e.pdf　2016 年 6 月 27 日閲覧。

45　http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/phl_re_
chn_2011.pdf　2016 年 6 月 27 日閲覧。
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2013年に比が提訴した仲裁裁判で大きな争点となった。

2．事例－中国による管轄権の行使
　中国政府は今まで、九段線の正確な位置（そもそもなぜ連続線でなく破線
なのかも含め）を示したこともなければ、九段線の中の海域で中国が具体的
にどのような権利を有するのかも公式に示したことはない。にもかかわらず
中国が（南沙諸島等の領有権に基づくのではなく）九段線に基づいて管轄権
を実際に行使していると思われる例が近年増えてきている。
　具体的には、第一に、九段線内での他国の石油探査・開発活動に抗議して
いる。第二に、南シナ海での禁漁期の設定46や漁業取締が挙げられる。越漁
船の拿捕や、比当局により拿捕された中国漁船を実力で取り返すといった事
例である。ただし、詳細が不明なので九段線に基づく行動であると断定はで
きない（西沙諸島や南沙諸島の大陸棚やEEZに基づく管轄権の行使である
可能性もある）。第一の例としては、2011年5月26日、越沖合で石油探査活動
を行っていたPetro Viet Nam(PVN)の調査船に中国のコーストガード（海
監船）3隻が近づき、ワイヤーを切断したことが挙げられる。中国が外国の
石油探査船にこのような形で実力行使をすることはおそらく初めてのことで
あり、関係国に衝撃が走った。27日越政府は中国に抗議したが、これに対し
28日中国外交部スポークスマンは、「中国の主管部門がとった行動は、中国
の管轄海域における全く正常な海洋取り締まり活動だ」47と述べ越の批判を
退けた。越も負けておらず翌29日越外務省が記者会見を開き、「越が探査し
ていた海域は、越沿岸から200海里以内にある。係争海域でもなければ中国
─────────
46　仲裁裁判では、2012 年に農業部南海管区漁政局が発出した「2012 年夏期禁漁声明」を

挙げているが、同判決もこれが歴史的権利に基づくかどうか完全には明確ではないと
している。
“The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016” パラ 211。

47　http://www.mfa.gov.cn/chn/gxh/tyb/fyrbt/dhdw/t826094.htm　2011 年 8 月 14 日 閲
覧　現在は削除された模様。日本語訳は 2011 年 5 月 30 日付人民網日本語版で読むこ
とができる。http://j.people.com.cn/94474/7394948.html　2018 年 9 月 30 日閲覧。
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が管理している水域でもない。中国は故意に当該海域が係争海域であると世
論を導こうとしている。」48と中国の行為を厳しく批判した。越の会見で注目
されるのは、｢（中国が主張する）九段線は法的根拠が全くなく、中国が締約
国である1982年の国連海洋法条約に反している。（九段線の）主張は、越を
含む、地域の多くの国のEEZと大陸棚を侵害しており、それゆえ多くの国
から拒否されている。｣ と述べていることである（括弧内は筆者）。
　仲裁裁判所は、中国が九段線内で（1）自国の石油探査・開発鉱区を設定
したこと、（2）比の石油探査・開発活動に抗議したこと、（3）南シナ海にお
ける禁漁区の設定したこと、の少なくとも3つの事例は、中国が九段線に基
づき独自の権利（歴史的権利）を主張している例であろうと認定した49。

3．九段線の法的性格－四つの解釈
　中国はこれまで九段線の法的性格（九段線自身の性格と九段線内の海域の
法的性格）について公式には一切言及していないが、これは中国内部で九段
線の法的性格について異なる解釈がありまとまっていないからと思われる。
　九段線の法的性格に関し、学者の間では主に以下の四つの解釈があると言
われている50。

（1）歴史的水域説
　歴史的権原（historic title）51 に基づき九段線内は中国の歴史的水域
と主張する。この場合九段線内の水域は中国の内水又は領海となる。
なぜ中国が歴史的権原を有するのか十分な説明はされていない。この

─────────
48　http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns110530220030#hM6wXhaGX5xr　

2011 年 8 月 14 日閲覧。
49　“The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016” パラ 207-211。
50　Li Jinming, Li Dexia (2003) pp287-295、および、金永明 (2016) pp.271-272。

ただし、両者の分類にはズレがあり、上記の 4 分類とは完全には一致しない。
51　歴史的権原は UNCLOS 第 15 条で、歴史的湾 (historic bay) は第 11 条で、また双方が

第 298 条 1(a)(i) で言及されている。歴史的水域という用語は UNCLOS で使用されて
いない。
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ような主張をするのは台湾の学者に多いと言う52。
（2）島嶼帰属線説
      線内の島が中国の領土であることを示す（それ以上の意味はない）

（3）（近隣国との）海洋境界線説（maritime boundaryまたは海上疆域線）
　九段線内の島が中国の領土であることを示すとともに近隣諸国との
海域の境界画定線でもあるというもの。

（4）歴史的権利説
　中国は九段線に関し以下の歴史的権利を有す。すなわち、九段線内
の島、礁等に主権を有し、海域内の自然資源の利用に排他的権利を有
する。一方、九段線内に他国の航行、上空飛行、海底電線の敷設など
の自由を認める。要するに、中国は九段線内の全ての島や礁の領有権
を有し、九段線内の海は中国の排他的経済水域と大陸棚であると言っ
ているのと実質的には同じである。

4．歴史的権利－本質的に無理な主張
　中国は1998年に制定された「排他的経済水域と大陸棚法」で歴史的権利に
言及したが、中国が法律で歴史的権利を主張したのはこれが初めてと思われ
る53。しかし、同法は第14条で、「本法の規定は中華人民共和国が享有する
歴史的権利に影響しない」と述べているのみで、どこでどのような内容の歴
史的権利を有しているのかなど具体的なことには一切触れていない54。
　中国政府は仲裁判決が出た当日声明を発出し、その中で「中国は南シナ
海に歴史的権利を有する」（下線は筆者）と初めて場所を明らかにした55が、

─────────
52　金永明 (2016) p.271。
53　高之国、賈兵兵（2014）p.13。
54　ただし、在比中国大使館からフィリピン政府への口上書には「主権的権利と管轄権を

含む歴史的権利」という言葉が見られるほか、中国大使館員が九段線に言及している。
“The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016” パラ 101。

55　「中华人民共和国政府关于在南海的领土主权和海洋权益的声明」2016 年 7 月 12 日。
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それが九段線の中の水域を示しているのか否か、また、どのような権利を有
しているかについては依然として明らかにしていない。
　中国の学者によれば、歴史的権利を主張するには以下の要件を満たす必要
がある。第一に歴史的権利の内容が他国に対し明示的に示されること、第二
に長期にわたりその権利を行使し続けること、第三に他国が承認するか少な
くとも黙認することである。しかしながら、中国はそのいずれも満たしてい
ない。このことは中国の学者も認めている56。南シナ海で中国人が昔から漁
業を行ってきたことを根拠にする学者もいるが、排他的経済水域の概念が確
立する以前の九段線内の海域はほとんどが公海であったので公海自由の原則
が適用され、中国だけでなくいずれの国の漁民も漁業をすることが法的には
可能であった。したがって、長期にわたり漁業をしてきたことをもって漁業
に関し排他的な歴史的権利を主張することはできない57。まして、九段線内
の石油ガス開発については、中国は沿岸を除いて従来行ってこなかったので
あるから、そもそも歴史的権利を主張する根拠がない。このように法的根拠
のない主張を認めれば現行の海洋法秩序は壊れてしまう。
　九段線に関する中国の海洋法研究者の著作を読むと、九段線内の海域に歴
史的権利を主張するのは法的に困難であることを知りながら無理矢理主張し
ているように思える記述が散見される。

─────────
56　金永明（2016）は、中国が歴史的権利の内容について具体的な説明をしていないこと、

海洋法会議で九段線内の水域について何も明らかにしなかったこと、周辺国の反対に
より黙認とは言えないことなどを挙げて歴史的権利説を主張することは困難としてい
る。金永明 (2016) p.280。

57　もしそのような歴史的権利が認められるのであれば、日本は世界中の海で歴史的権利
を主張できることになるだろう。
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第4節　島・岩・低潮高地・暗礁

1．島と岩をめぐる問題
1）島と岩－国連海洋法条約第121条（島の制度）
　国連海洋法条約は、島とは、自然に形成された陸地で高潮時においても水
面上にあるものをいい、原則としてEEZ及び大陸棚を有するとしているが（同
条約第121条1及び2）、島を岩とそれ以外のものに分け、「人間の居住又は独
自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚
を有しない。」と定めている（第121条3）。第3項は、同条約により初めて設
けられた規定で、小さな岩が広大なEEZや大陸棚を有することを防ぐ目的
で設けられたものである58。
　問題は、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」
をどのように解釈するのかという点にある。問題は更に二つに分かれ、第一
はそもそも岩とは何をさすのかという岩の定義の問題、第二は「人間の居住
又は独自の経済的生活を維持することのできない」ことを判断する基準は何
かということである。条約にはこれらに関する規定はなく、しかも国連海洋
法条約が発効する以前に多くの国が自国の孤島を起点として200カイリ水域
を主張していたから混乱を生じている。
　日本政府は、この問題について次のように答弁している。「この規定（注：
第121条3）には岩とは何かという定義がございません。そして、そのような
理由から、その内容が明確ではございませんので、また、各国の国家の実行
等を見ても、現時点において、この規定によって特定の地形が排他的経済水
域または大陸棚を有しないとする根拠はないということでございます。した
がって、我が国としては、沖ノ鳥島は国連海洋法条約のもとでも島だという
ことで、したがって排他的経済水域を有することができると考えておりま

─────────
58　第 121 条 3 がどのような議論を経て導入されたかについては、“The South China Sea 

Arbitration Award of 12 July 2016” パラ 522-533 に詳しい。
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す。」59　要するに岩の定義も内容も明確でなく、各国の国家実行からみても
現時点で沖ノ鳥島がEEZ又は大陸棚を有しないという根拠はないと述べて
いるのである。
　他方、以下に見るように、中国は、日本の沖ノ鳥島は第121条3の岩であり
EEZ及び大陸棚を有しないと主張する一方、南シナ海で中国が領有権を主
張している環礁（中には沖ノ鳥島よりずっと小さいものや低潮高地まで含ん
でいる）の周囲にはEEZや大陸棚を主張し60多くの国とトラブルを起こして
いる。

2）事例1－沖ノ鳥島に対する中国の主張
　中国は、日本が沖ノ鳥島の大陸棚の延伸61を国連大陸棚限界委員会に
申請したことに関連し、2009年2月6日に国連事務総長に当てた書簡の中
で、以下のとおり沖ノ鳥島は岩であり、EEZと大陸棚を有しないと主
張している。
　「国連海洋法条約第121条3は『人間の居住又は独自の経済的生活を維
持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない』と
規定している。入手可能な科学的資料が十分に示すように、沖ノ鳥島は

─────────
59　1999 年 4 月 16 日衆議院建設委員会大島（正）政府委員答弁。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0014/14504160014008c.html　2018 年
9 月 12 日閲覧。

60　たとえば、2011 年 8 月 14 日付中国政府の国連事務総長宛口上書。
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2011_
re_phl_e.pdf　2018 年 9 月 24 日閲覧。

61　国連海洋法上、大陸棚とは領海の外側にあって、沿岸国の陸地領土の自然の延長をた
どって大陸縁辺部の外縁まで続く海底（その下を含む）を言うが、大陸縁辺部の外縁が
沿岸から 200 カイリまで伸びていない場合は 200 カイリまでの海底を言う（第 76 条）。
　沿岸国は 200 カイリを越える自国大陸棚の範囲について、条約批准後 10 年以内に大
陸棚限界委員会に提出（事実上の申請）しなければならない。委員会はそれに基づき
大陸棚の範囲について勧告を行い、沿岸国がその勧告に基づき設定した大陸棚の範囲
は最終的なもので法的拘束力を持つ（同条）。つまり大陸棚限界委員会のお墨付きを得
ることが大陸棚の範囲を決める上で決定的に重要である。
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その自然条件により、明らかに人間の居住又は独自の経済的生活を維持
することのできない岩であり、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
まして200カイリを越えて大陸棚を延伸する権利を有しない。」62

　中国は更に国連海洋法条約締約国の義務について以下のように述べて
いる。

　「締約国は大陸棚外縁を設定する権利を行使すると同時に、人類共通
の遺産である深海底の範囲を尊重確保する義務を負っており、国際社会
全体の利益に影響を与えてはならない。国連海洋法条約の全締約国は、
同条約を全面的に遵守し、同条約の統一性を保たねばならず、特に深海
底の範囲にいかなる不法な浸食を行ってはならない。」

　なお中国の公式見解では述べられていないが、沖ノ鳥島の周辺に日本の
EEZおよび大陸棚を認めると、「軍事上中国が太平洋海域に進出する際に重
大な脅威となる」との中国の研究者の指摘もある63。

─────────
62　https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/chn_6feb09_c.pdf

（中文）。
https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/chn_6feb09_e.pdf

（英文）。
2018 年 9 月 13 日閲覧。
なお、沖ノ鳥島については韓国も同様の主張をしている。
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/kor_27feb09.pdf　
2018 年 9 月 13 日閲覧。

63　金永明（2016）p.165。
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図2．日本の海域

出典：海上保安庁ホームページ

中国の海洋政策と海洋法

3）事例2－南シナ海における中国の主張と仲裁裁決
　中国は南シナ海にある南沙諸島をすべて自国領土としており、南沙諸島は
領海、EEZ、及び大陸棚を有すると主張している64。このことから中国は少
なくとも南沙諸島の一部の島は第121条3の岩ではないと考えていることが分

─────────
64　2011 年 8 月 14 日付中国政府の国連事務総長宛口上書。

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2011_
re_phl_e.pdf　2018 年 9 月 24 日閲覧。
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かる65。
　ところが南シナ海をめぐる仲裁裁判で、裁判所は、南沙諸島のうち高潮時
に海面上にある地形（feature）のすべてを第121条3の岩と認定した66。また、
中国が占拠している礁のうち、スビ礁（渚碧礁）、ミスチーフ礁（美済礁）、
ヒューズ礁（東門礁）、ガベン南礁（南薫礁）67を低潮高地と認定した。
　仲裁裁決は、上記1．2）の沖ノ鳥島に対する中国の主張を取り上げ、「その『自
然の状態』から明らかに人間の居住又は独自の経済的生活を維持することの
できないような小さな地形に対して第121条3が適切に適用されなければ、『人
類の共通遺産』や『国際社会全体の利益』にリスクがあると中国は繰り返し
ているが、南シナ海にある個々の地形に関する具体的分析においてはこれら
の要素を考慮したことがない」と中国の主張の矛盾点を鋭く突いている68。

─────────
65　実際 2016 年に中国外交部スポークスマンは、南沙諸島で台湾が実効支配している太平

島は岩ではなく島であると述べている。
“Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Remarks on Relevant Issue about 
Taiping Dao”

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1369189.shtml　
2018 年 9 月 24 日閲覧。

66　その結果、中国が占拠している西沙諸島の礁のうち、ファイアリークロス礁（永暑
礁）、クアテロン礁（華陽礁）、ジョンソン南礁（赤瓜礁）、ガベン北礁（南薫礁）、マ
クケナン礁（西門礁）が岩とされた。また、中沙諸島に属するスカボロー礁（黄岩島）
も岩と認定され、フィリピンが占拠しているセカンドトーマス礁（仁愛礁）は低潮高
地とされた。

67　仲裁裁決は、ガベン礁（南薫礁）を北礁と南礁に分けガベン北礁は岩と認定した。  
68　“The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016” パラ 458。
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年 日

にある地 のす て 第 ３の と した 。また、中国が

している のうち、スビ （ ）、 ス ー （ 済 ）、 ー （東

）、 ン （ ） 高地と した。

は、 １．２）の に対する中国の主 り 、 その

の から らかに 間の は の経済的生活 する とのできな

い うな小さな地 に対して第 ３が に されな れば、 の

産 国 全 の に スクがあると中国は り しているが、

海にある の地 に する 的 においては れらの要素 した とが

ない と中国の主 の く いている 。

図３．

資料 （ ） に筆者作成

                           
その結果、中国が している西 の のうち、 ーク ス （ ）、ク テ ン （

）、 ン ン （ ）、 ン北 （ ）、 ク ン （西 ）が とされた。また、

中 に するスカ ー （ ）も と され、 ィ ンが しスカ ー の くにあ

る カン ー ス （ ）は 高地とされた。

は、 ン （ ） 北 と に ン北 は と した。

         ラ

資料：仲裁判決（2016）を元に筆者作成

図3．南沙諸島

中国の海洋政策と海洋法

4）事例3－大陸棚限界委員会の勧告をめぐる日本と中国の主張
　大陸棚限界委員会は、2012年4月日本の申請に対する勧告を行った。日
本政府は、「日本が申請した7海域のうち6海域について勧告が出されてお
り、その6海域の一つである四国海盆海域について、沖ノ鳥島を基点とす
る我が国の大陸棚延長が認められていることを評価します。」との談話69を
発表した。
　これに対し、中国政府は、「日本側は沖ノ鳥礁北方の四国海盆海域が認め

─────────
69　外務省「我が国の大陸棚延長申請に関する大陸棚限界委員会の勧告について」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/24/dga_0428.html　2018 年 9 月 12 日閲覧。
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られたことに言及しているが、この海域は日本の他の陸地領土に基づく大陸
棚拡大であり、沖の鳥礁とは無関係だ」70と述べ、日本側の発表を批判した。
　中国が主張しているように、四国海盆海域に関する部分の勧告が「日
本の他の陸地領土に基づく大陸棚拡大」で説明可能なのかどうかは不明
である71。
　上述のとおり南シナ海に関する仲裁判決は、南シナ海にある係争中の島を
すべて第121条3の岩であるとし、EEZも大陸棚も有しないとしたが、これ
らの「岩」の中にはイツ・アバ島（太平島）のように木が生え、真水が湧き
出るところもあり、明らかに沖ノ鳥島よりも「人間の居住又は独自の経済的
生活を維持する」上で有利と思われる「岩」もある。仲裁は沖ノ鳥島を対象
に争ったものではなく、また判決に拘束されるのは当事者だけであるので直
ちに沖ノ鳥島の地位に影響を及ぼすものではないが、今後判例が蓄積される
ことにより第121条3の解釈がさらに明確になっていく可能性はある。
　いずれにせよ、第121条3の岩の解釈が不明確で各国の国家実行も定まらな
い中で、しかも条約批准後10年以内に大陸棚延伸の申請を行わなければなら
ないのであるから、日本が沖ノ鳥島を含めて申請するのは当然のことであり、
中国が南シナ海で九段線のような国連海洋法条約上何らの根拠のない主張を
するのとは次元が異なる。

─────────
70　「沖の鳥礁に関する日本側の主張は認められていない」2012 年 5 月 17 日付人民日報日

本語版（電子版）。
http://j.people.com.cn/94474/7819492.html　2018 年 9 月 12 日閲覧。

71　この問題を考察した論文として加地良太（2012）を参照。
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年 日

図 ． の大 延長

出 ー ー

２． 高地は か

高地は 海 てないが、それにもかか らず中国では 高地は

であるという が する。 では、 高地の海 の い、 高地

な とかして であると る する中国 の 、お それ

した の に いて する。

１） 高地の海 の い

高地とは、 に 成された 地であって、 には に まれ に

あるが、高 には 中に するもの いう 。 高地は それ の 海

しないが、 の がある。

の１は、 高地が本 または から 海 （ は カ ） にある

                           
国 海 第１３ １

図4．沖ノ鳥島周辺の大陸棚延伸

出所：官邸ホームページ

中国の海洋政策と海洋法

2．低潮高地は領土か？
　低潮高地は通常領海を持てないが、それにもかかわらず中国では低潮高地
は領土であるという議論が存在する。以下では、低潮高地の海洋法上の扱い、
低潮高地をなんとかして領土であると理屈づける根拠を模索する中国内の議
論、およびそれを否定した仲裁裁判所の判断について考察する。

1）低潮高地の海洋法上の扱い
　低潮高地とは、「自然に形成された陸地であって、低潮時には水に囲まれ
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水面上にあるが、高潮時には水中に没するものをいう」72。低潮高地は通常
それ自体の領海を有しないが、二つの例外がある。
　例外の1は、低潮高地が本土または島から領海幅（通常は12カイリ）以内
にあるときは、その低潮線は領海の幅を測定するための基線として用いるこ
とができるのである（国連海洋法条約第13条2）。
　例外の2は、群島国の場合である。群島国とは、フィリピンやインドネシ
アのように、国全体が群島からなる国のことである（国連海洋法条約第46条

（a））。群島国の場合には、領海の幅を測定するための基線は群島の一番外側
にある島の低潮点を直線的に結んで群島を取り囲むように引くことが許され
ており、これを群島基線と呼んでいる。群島基線は、通常は低潮高地の間に
引いてはならないが、低潮高地の上に灯台等の恒久的施設が建設されている
場合、および低潮高地が最も近い島から領海幅以内にある場合には引くこと
が許されている（同条約第47条4）。中国が2013年以降南沙諸島の低潮高地を
埋め立て巨大な施設を建設し続けているのは、この条項を意識しているのか
もしれない。

2）事例－低潮高地をめぐる中国の見方
　低潮高地が領土に当たるか否かということについて中国では真剣に検討が
行われているようである。これは、南シナ海で中国が領有権を主張している
南沙諸島等の多くが島ではなく、低潮高地や暗礁だからと思われる。
　中国は、フィリピンが国連海洋法条約に基づき南シナ海の問題をめぐって
仲裁裁判所に提訴した際に、仲裁裁判所には同事案を扱う管轄権がないこと
を主張する『フィリピンによる南シナ海仲裁裁判の管轄権問題に関する中華
人民共和国の立場』73 という文書を2014年12月に発表している。その中に低

─────────
72　国連海洋法条約第 13 条 1。
73　『中华人民共和国政府关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件（2014

年 12 月 7 日）』。

212



中国の海洋政策と海洋法

潮高地と領土に関する中国の見方が以下のように垣間見える74。
　「低潮高地が領土に当たるかどうかということ自体が領土主権の問題
であり、国連海洋法条約の解釈及び適用の問題ではない。国連海洋法条
約には低潮高地が領土に当たるかどうかについての規定はない。国際司
法裁判所は2001年のカタール－バーレーン事案の判決の中で、『条約国
際法は低潮高地が領土と見なせるか否かについて沈黙している。法廷は
また、低潮高地が領土に当たることを、認めるあるいは排除する明確な
慣習法を生成するような統一的で広範な国家実行の存在を承知していな
い』（判決パラ205）とした。ここで言う条約国際法には1994年に発効し
た国連海洋法条約が当然含まれる。国際司法裁判所の2012年ニカラグア
－コロンビア事案の判決では『低潮高地は領土には当たらない』（判決
パラ26）としているものの、法的根拠を示しておらず、群島の一部をな
している際の低潮高地の法的地位に言及しておらず、また、歴史的に形
成された特定海域における低潮高地の主権あるいは主権の主張について
触れていない。いずれにせよ、国際司法裁判所は、上述の判決を下す際
に国連海洋法条約を用いていない。低潮高地が領土に当たるか否かとい
うことは国連海洋法条約の解釈あるいは適用の問題ではない。」（下線は
筆者）

　下線部から推察されるように、中国は、国連海洋法条約の群島国の規定を
中国に適用する可能性や、歴史的権利として低潮高地に対し主権を主張する
─────────
74　上記文書パラ 25。国連海洋法条約に基づく仲裁裁判では領土問題は扱えないことに

なっており、中国は、フィリピンが提訴した内容は事実上領土問題であるので、仲裁
裁判所には管轄権がないとの主張を同文書で行った。同文書では、中国の主張を正当
化するために使えそうな多くの事象を取り上げているが、その中に低潮高地の問題も
含まれている。フィリピンは、中国が低潮高地をもとに権利を主張していることを取
り上げ国連海洋法条約に抵触するという主張をしたが、中国は低潮高地の問題を仲裁
裁判でとり上げることは領土の問題をとり上げることに繋がるとの議論を展開し、そ
の中で低潮高地と領土の関係に言及している。フィリピンの提訴がなければ、中国が
南シナ海の低潮高地をどのように捉えているのか明らかになることはなかったかもし
れない。
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ことを検討しているらしいことが分かる。しかしながら、以下に示すように
仲裁裁判所はこれらの可能性を全面的に否定した。

3）南シナ海の低潮高地に関する仲裁裁判所の判断
　本節1．3）のとおり、仲裁裁判所は、中国が占拠している礁のうち、スビ
礁（渚碧礁）、ミスチーフ礁（美済礁）、ヒューズ礁（東門礁）、ガベン南礁（南
薫礁）を低潮高地と認定した。
　仲裁裁判所は、低潮高地はいかなる国の領土にならない（判決パラ309）
として低潮高地を領土と見なす考え方を封じ、低潮高地に人工島や構築物を
建設しても低潮高地が島になることはないとした（パラ305）。また、中国は
同条約の定める群島国の要件を満たしておらず、南沙諸島の周囲に群島基線
を引くことはできないとした（パラ573）75。前述のとおり、仲裁裁判所は、
南沙諸島のすべての島は国連海洋法条約第121条3の岩であるのでEEZと大
陸棚を持たないとし、また、南シナ海に対する中国の歴史的権利（その中に
はEEZや大陸棚と同様の主権的権利と管轄権を含む）を否定した。以上の
結果、仲裁裁判所は、中国が占拠して人工島の建設を行っている低潮高地ミ
スチーフ礁はフィリピンの沿岸から200カイリ内にあり、かつ他の国の主張
するEEZや大陸棚と重なることはないので、フィリピンのEEZおよび大陸
棚の一部を構成すると裁決した。他国のEEZ内で人工島を建設するには沿
岸国の許可が必要（国連海洋法条約第60条1）であるから、中国がミスチー
フ礁にフィリピンの許可を得ずに人工島を建設し続けているのは条約違反と
なる。

─────────
75　仲裁裁判所は更に、群島国以外の国が本土から離れた群島に直線基線を引くことも同

条約は排除しているとの解釈を示した（ “The South China Sea Arbitration Award of 
12 July 2016” パラ 575）が、同解釈に基づけば、中国が南シナ海の西沙諸島の周囲に
引いている直線基線は条約違反となる。
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3．暗礁
　干潮時にも水面上に現れない浅瀬（以下暗礁と呼ぶ）は、いかなる国の領
土にもなり得ない。このことは国際法上確立しており、中国政府も表立って
これにチャレンジしてはいない。黄海の中国と韓国のEEZの重なる位置に
ある暗礁である蘇岩礁（韓国名：離於島）については、中国外交部スポーク
スマンが「蘇岩礁は孤立した海面下の暗礁であり、領土ではなく、これにつ
いて中韓間に領土係争は存在しない。これは中韓双方の共通認識だ。蘇岩礁
は中韓の排他的経済水域（EEZ）の重複海域にあり、この問題は境界画定交
渉を通じて解決するほかない。」76 と述べている。
　しかし、中国では北緯4度付近の南シナ海中にある曾母暗礁（ジェームズ
礁）を国土の最南端とする考え方が広く行き渡っている77。一般人のみなら
ず、国際法に精通しているはずの李肇星元外相は引退後曾母暗礁を訪れ、「個
人の名義で主権を示した」と報じられている78。また、中国海軍は曾母暗礁
に赴き領有権をアピールする石碑を投げ込んでいるとも言われている79。実
際2013年3月26日に曾母暗礁で中国海軍南海艦隊が「宣誓式」を行っており、
それを伝える人民日報の記事は、「曽母暗沙は北緯3度58分、東経112度17分
に位置する中国最南端の領土」（下線は筆者）と報じている80。しかしながら、
曾母暗礁は読んで字のごとく暗礁であり最も浅い所でも水面下20mほどもあ
るといわれており、領土にはなり得ない。
　また、中国は南沙諸島だけではなく、南シナ海にある中沙諸島も中国領で

─────────
76　2013 年 12 月 9 日の外交部スポークスマン発言。http://j.people.com.cn/94474/8479626.

html　2018 年 9 月 11 日閲覧。
77　たとえば、中国最大の検索エンジンである百度で「曾母暗沙」を検索すると同暗礁が

中国領土の最南端であるとするサイトが大量に現れる。また、中国の知人に同暗礁に
ついて聞くと「小さい頃から中国の領土と教えられてきた」とのことであった。

78　http://news.sina.com.cn/c/2013-10-27/041028541268.shtml　2018 年 9 月 5 日閲覧。
79　ヘイトン, B（2015）p.165。
80　2013 年 3 月 27 日付人民日報日本語版（電子版）　http://j.people.com.cn/94474/8184706.

html　2018 年 9 月 28 日閲覧。
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あると主張している81が、中沙諸島はスカボロー礁（中国名：黄岩島）を除
きすべて暗礁である82。

第5節　大陸棚の境界画定

1．大陸棚の境界画定に関する中国の考え方－衡平原則への固執
　日本と中国のように隣国同士の大陸棚が重なり合うときにどのように境界
を画定するかが問題となる。1958年の大陸棚条約は原則として等距離基準に
より中間線を境界にすることを定めていた83。しかし、海岸の形状等により
中間線では不利になる国はこれに反対し、大陸棚がその国の領土の自然延長
であることを重視する衡平原則を主張した。中国は従来から大陸棚自然延長
論の立場から衡平原則を主張してきた。
　国連海洋法条約では、交渉過程で等距離基準（中間線）を主張する国家と
衡平原則を主張する国が対立し、結局どちらの原則も条文には盛り込まれず、
次のような条文となった84。

「向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大
陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程
第三十八条に規定する国際法に基づいて合意により行う。」（同条約第83
条1）

　ここで「国際司法裁判所規程第三十八条に規定する国際法」とは、条約、
国際慣習法、法の一般原則、判例等のことである。「衡平な解決」という言
葉が用いられているが、これは衡平原則とは異なる。

─────────
81　中国は 2012 年に南シナ海の西沙諸島、南沙諸島、および中沙諸島を所管する三沙市を

設置した。
82　中沙諸島は水面下にある世界最大級の環礁 (atoll) であるマックルズフィールド堆と

スカボロー礁及びその他のいくつかの暗礁からなるが、スカボロー礁はマックルズ
フィールド堆と遠く離れている上にその間の水深は 3500m ほどもありスカボロー礁が
マックルズフィールズ堆の一部を構成しているわけではない。

83　大陸棚条約第 6 条。ただし、日本も中国も同条約の締約国ではない。
84　山本草二 (1985) p.359。
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　また、国連海洋法条約では一方で大陸棚と陸地の地形的・地質的特徴の一
体性を重視しつつも、他方でそのような特徴のない場合も沿岸から200カイ
リまでは沿岸国の大陸棚と認めた。その結果大陸棚が陸地の自然延長である
という考え方は以前よりも薄れている。
　国連海洋法条約に衡平原則が明示的に盛り込まれなかったことから、中国
は1996年に同条約を批准する際に、「中華人民共和国は、向かい合っている
か又は隣接している海岸を有する国の間における海洋管轄権の境界画定を、
国際法を基礎とし衡平原則に基づいて合意により行う」という解釈宣言をお
こなった（解釈宣言2）85。また、国内法である「排他的経済水域及び大陸棚
法」（1998年施行）においても、同様の規定を設け（同法第2条後段）、衡平
原則に固執する立場を明らかにしている86。

2．事例1－東シナ海の大陸棚の境界画定問題
1）大陸棚自然延長論と沖縄トラフ
　日本と中国は東シナ海を挟んで向き合っており、その距離は400カイリに
満たないため、両国のEEZ及び大陸棚の境界画定が問題となる。日本は国
連海洋法条約発効以前から中間線を主張しているが、中国は中間線を受け入
れず、衡平原則に基づき大陸棚の自然延長、大陸と島の対比などの東シナ海
の特性を踏まえて行うべきであるとしており、中国側が想定する具体的な境
界線を示すことなく、中国の大陸棚は沖縄トラフ（南西諸島のすぐ北側にあ
る舟状海盆）まで自然延長している旨主張している87。中国は、2012年12月
─────────
85　http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.

htm#China%20Upon%20ratification　2018 年 9 月 4 日閲覧。
86　さらに、国連海洋法条約は、大陸棚の境界画定に関し合意が得られない場合には、裁

判等の紛争解決手続きに付すことを締約国に義務づけている（第 83 条 2）が、境界画
定に関しては拘束力を伴う強制手続を受諾しないことを宣言することができ（第 298
条 1）、中国はそのような宣言を 2006 年に行っている。
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.
htm#China%20Upon%20ratification　2018 年 9 月 17 日閲覧。
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には、東シナ海における中国の大陸棚は200カイリを超え沖縄トラフまでと
する申請を国連大陸棚限界委員会に提出した。
　しかしながら、前述のとおり国連海洋法条約の下では、沿岸国は地形的・
地質的な要素とかかわりなく200カイリまでは大陸棚を有し（同条約第76
条）、大陸の自然延長である大陸棚とそうでない大陸棚との間に優劣をつけ
ていないから、中国の大陸棚が沖縄トラフまで自然延長しているか否か、
日本の大陸棚の自然延長が沖縄トラフまでか否かは、境界画定において意
味をなさないと考えられる。

2）近年の国際的趨勢
　大陸棚の境界画定にかかわる近年の国際判例では、中間線を基準とした上
で、それに関連する事情を考慮して中間線に修正を加える例が多い。判例で
は、関連する事情として、双方の海岸線の長さや島の扱いなどが考慮されて
いる88。

3．事例2－東シナ海のガス田をめぐる問題
1）問題の所在
　中国は東シナ海の日中中間線のごく近くで天然ガスの探査・開発をしてい
る。中国は、中間線の中国側であり係争水域ではないとしているが、ガス田
は地質構造上中間線を跨いでいるとされ、中国側が一方的に採掘を行なうと
中間線の日本側にあるガスも一緒にとられてしまう可能性があるため、日本
が問題視した。

2）日中間の原則合意
　2007年の首脳会談後、以下のとおり共同開発と日本企業の資本参加をする

─────────
87　外務省（2015）「東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場」
88　具体的判例については、例えば以下を参照せよ。小松一郎（2011）pp.152-156。
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ことで原則合意された（2008年6月）89。
（ i ）「翌檜（あすなろ）」（中国名「龍井」）南側の日中中間線を跨ぐ領域

での共同開発
（i i）「白樺」（中国名「春暁」）開発への日本の資本参加
（iii）それ以外の海域について継続協議

　しかしながら、その合意は中国国内の反対が強く進展が滞っていたところ、
その後尖閣諸島の領海内で中国漁船が海保庁艦船に体当たりした事件（2010
年）が起こったこと等で交渉が中断されている。

3）中間線の中国側における開発にもかかわらず日本が抗議する理由
　日本側の立場は以下の通りである。

　「我が国は、境界が未画定の海域では少なくとも中間線から日本側の
水域において我が国が主権的権利及び管轄権を行使できるとの立場を
とってきた。我が国の「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」（1996
年）も、このような考え方を踏まえ、我が国が沿岸国として国際法上の
主権的権利その他の権利を行使する排他的経済水域及び大陸棚の範囲等
について定めている。これは中間線以遠の権原90を放棄したということ
では全くなく、あくまでも境界が画定されるまでの間はとりあえず中間
線までの水域で主権的権利及び管轄権を国際法に従って行使するという
ことである。したがって、東シナ海における日中間の境界画定がなされ
ておらず、かつ、中国側が我が国の中間線にかかる主張を一切認めてい
ない状況では、我が国が我が国の領海基線から200海里までの排他的経
済水域及び大陸棚の権原を有しているとの主張をすることが重要」91

　日本側のこの主張は、中国が大陸棚の境界画定において中間線を認めず、
中間線の日本側の水域であっても中国大陸からの自然延長部分の大陸棚につ
─────────
89　外務省（2008）「東シナ海における日中間の協力について ( 日中共同プレス発表 )」
90　権原とは、国際法上の権利行使の根拠のこと。
91　外務省（2015）「東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場」
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いては、中国の大陸棚である（したがって、中国が権原を有する）と主張し
ていることに対応したものと思われる。

まとめ

　以上中国の海洋法解釈のうち、通説とは大きく異なるものを五つのテーマ
に分け、事例と共にとり上げてきた。実際には、多くの場合で海洋法解釈が
先にあるのではなく、中国が直面する現実や突発的事件に対応するために中
国にとり都合のよい解釈を行ってきたという方が現実に近いものと思われ
る。上記の事例の多くはそれぞれ独立の事象であるが、これらの事例を全体
として眺めてみると、中国が通説とは異なる海洋法解釈をとる背景には三つ
の要因があるように思われる。
　第一は、領土および海洋権益（maritime rights）に対する強い固執である。
これには、島・岩・低潮高地・暗礁に対する主張、特に低潮高地や暗礁まで
も自国領土としようとする動きや、南シナ海のほぼ全域を含む九段線内に管
轄権を主張すること、さらに大陸棚の境界画定に関しても衡平原則に固執す
ることなどに現れている。
　第二は、中国の近海にできるだけ外国軍艦や軍用機を近づけたがらないこ
とである。これは、領海における軍艦の無害通航権を否定していること、接
続水域において安全保障に関する法令を適用できるとしていること、EEZ
における外国軍艦・軍用機による情報収集活動には中国の同意が必要である
としていることなどに明確に現れている。背後には、中国の心臓部にできる
だけ外国軍隊を近づけたくないという軍部の考え方が色濃く反映されている
と思われる。
　第三は、自国と異なる海洋法解釈は受け入れないということである。これ
は、領海における無害通航権を否定していること及び大陸棚の境界画定を衡
平原則に基づいて行うことを解釈宣言で明確にしていることに現れている。
そして何よりも南シナ海で国連海洋法条約には規定されていない歴史的権利
を主張し、仲裁裁判で事実上敗訴すると、中国政府は直ちに判決を受け入れ
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ないとの声明を出したことである。判決後、王毅外相は、仲裁は「法律の衣
をまとった政治的茶番」であると述べ、崔天凱駐米大使は「仲裁は紙屑」で
あると述べた。また、軍部は「中国が領土主権で譲歩すると期待するな」（海
軍司令官）92 、「判決は軍隊に幻想を捨てさせた」93（副参謀長）などと強硬な
発言が相次いだ。仲裁裁判の決定は最終的なものであり拘束力を伴う94ので、
もし中国がこの決定に従わなければ国連海洋法条約違反となるが、中国は仲
裁判決後も占拠している岩礁の埋め立てを続け飛行場を建設し、行わないと
言っていた軍事化も着々と進めている95。これは非常に深刻な事態と言わね
ばならない。

　中国は国際秩序を擁護すると再三にわたり表明している96が、上に述べた
三つの要因、すなわち、領土・海洋権益の追求、自国のコントロール下にあ
る海域の拡大と他国排除、そして海洋法の無視は、新興大国中国が既存の国
際秩序を変えようとしているのではないかとの懸念を呼び起こさざるを得な
い。鄧小平は、「中国は発展しても永遠に覇を唱えることはない」97と述べた
が、中国が海洋において具体的にどのような行動をとるかは、中国が国際秩
序の擁護者になるのか、それとも力で国際秩序を変えようとする覇者の道を
歩むのかの重要なメルクマールとなろう。

─────────
92　呉勝利海軍司令官がリチャードソン米作戦部長に述べた言葉。2016 年 7 月 19 日付解

放軍報「吳勝利會見美海軍作戰部長」
93　2016 年 7 月 17 日中国評論 ( 環球網 )「孫建國 “ 仲裁 ” 後軍隊丟掉玄想」
94　国連海洋法条約第 296 条。
95　習近平国家主席は、2015 年 9 月の米中首脳会談後の共同記者会見で「軍事化するつも

りはない」と述べている。
“Remarks by President Obama and President Xi of the People's Republic of China 
in Joint Press Conference”　https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2015/09/25/remarks-president-obama-and-president-xi-peoples-republic-china-
joint　2018 年 9 月 30 日閲覧。

96　たとえば、2015 年の習近平国家主席の国連一般演説。2015 年 9 月 29 日付人民日報。
97　例えば「実現四化、永遠不称覇」（1978 年 5 月 7 日）『鄧小平文選第二巻』p.112。
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