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はじめに 

南シナ海への中国の海洋進出を巡りフィリピン政府が提訴していた国際裁判で、ハーグの仲裁

裁判所が判決を下したのは、三年前の 2016 年 7月 12 日のことである。この判決は画期的なもの

になるはずであった。長年中国が主張してきた南シナ海を取り込む「九段線」が、明確に国際法

違反とされたのである。中国はどう出るのか､自国の主張と国際法との折り合いをどの様につける

のか世界は注視した。しかし、中国の王毅外交部長は､「南中国海仲裁裁判は最初から法律の衣を

まとった政治的茶番劇だった」と表明し1、習近平国家主席は、中国・EU 会議のために北京を訪

れていた欧州理事会議長との会談で､「南中国海諸島は古来中国の領土だ。･･･中国はこの裁定に

基づくいかなる主張や行動も受け入れない」と強調した。中国は、国際裁判の判決を完全に無視

し、「紙屑」にしてしまったのである2。 

 世界を主導していくためには、基盤となる国際秩序の維持が必要であり、そのために国際法を

遵守することは不可欠である。世界第二位の経済大国である中国は、国際場裡で指導的立場を得

ようとしないのか。否､その様なことはない。習近平は、国家主席に再選された際､「今世紀半ば

に中国を富強・民主・文明・調和（和諧）の美しい社会主義現代化強国にする」と述べ「人類運命

共同体構築の陽光が世界をあまねく照らすようにする」と意欲を示した。それでは、世界に指導

力を行使しようとする中国は、国際法をどのように解釈するのか。地政学的に中国大陸の影響を

受けやすい条件下にある我が国は、「陽光を照らす」と云う中国が、国際法をどの様に捉え、どの

ように運用して行こうとしているのか、よくよく把握しておかなければならない。 

 本稿では、特に「海洋法に関する国際連合条約（以後､UNCLOS）」3に係る中国の解釈を整理し、

同国が海洋における領域と主張する「藍色国土」に焦点を当て考察する。 

１．中国の藍色国土 

それでは中国の「藍色国土」とは何か。中国で最大の検索エンジンを提供する「百度」のオン

ライン百科事典は、次のとおり定義している4。 

藍色国土 又は海洋国土と称する。沿岸国の内水､領海及び管轄海域の総称。管轄海域は､領海

以外の､接続水域､排他的経済水域､大陸棚､歴史的海域或いは伝統的な海洋領土（海彊）を包括

する。･･･1840 年以後､沿岸一帯が開かれていき､中国では「塞防」か「海防」かという争点の

中で海洋に関心が集まった。藍色国土の理念は蔑ろにされていたが根付いてきた。中国は､960

万平方キロメートルの国土を有する。中国人民は､私達がまた、300 万平方キロメートルの藍色

国土を有するという概念を形成する必要がある。（筆者訳） 

 

 

1 人民網日本語版「王毅外交部長､南中国海仲裁裁判に関する談話発表」2016 年 7 月 13 日 

2 戴秉国前中国国務委員は､米カーネギー国際平和財団主催「米中シンクタンク南シナ海問題対話」の基調講演 

において､「仲裁裁判が近く示す裁定は紙屑に過ぎない」と述べた。2016 年 7 月 5 日 

3「United Nations Convention on the Law of the Sea」､1982 年 4 月 30 日に第 3 次国連海洋法会議にて採択、 

同年 12 月 10 日に署名開放、1994 年 11 月 16 日発効 

4 百度百科「藍色国土」､https://baike.baidu.com/item/蓝色国土、2019 年 7 月 21 日閲覧 

https://baike.baidu.com/item/蓝色国土、2019


この定義は、中国のサイバー空間が政府により監視されていることを思えば、中国政府の考えに

近い、若しくは当局が黙認できる内容であると云える。つまり「藍色国土」は、中国の内水及び

領海と管轄海域の総称であり、管轄海域は、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、歴史的海域或

いは伝統的な海洋領土（海彊）を包括するもので、全域は 300 万平方キロメートルだということ

になる。「藍色国土」は、中国による海洋の切り取りであり、国土化である。 

「藍色国土」に含まれるという領海や接続水域並びに排他的経済水域及び大陸棚は、UNCLOS

に規定されている水域等であるが、これらについて中国は、国際法に則った解釈をしているのか。

また、「歴史的海域或いは伝統的な海洋領土（海彊）」5については、国際法の条文に見出すことが

できないが、これら国際的な共通認識のない海域等は、どういうものなのか。この二つの疑問を

解くことが、中国の「藍色国土」を理解するための要点である。 

２．UNCLOS と中国の海洋立法 

中国の立法機関が制定した、内水、領海、接続水域、排他的経済水域と大陸棚、その他の管轄

海域に適用される法律、いわゆる「中国の海洋立法」の主なものは以下のとおりある。 

・「海洋環境保護法」（1983 年 3月 1日施行、2000 年 4月 1 日改訂） 

・「海上交通安全法」（1984 年 1月 1日施行） 

・「漁業法」（1986 年 7月 1日施行、2000 年 1次改訂、2004 年 8月 28日 2 次改訂） 

・「領海及び接続水域法」（1992 年 2月 25日施行） 

・「海域使用管理法」（1993 年暫定規定公布、2002 年 1月 1 日施行） 

・「排他的経済水域及び大陸棚法」（1998 年 6月 26日施行） 

・「海島保護法」（2010 年 3 月 1日施行） 

中華人民共和国がUNCLOSを批准したのは 1996 年 5月 15日であるが、同国際法は、1982 年

12月に署名開放されているので、これら「中国の海洋立法」は、いずれもUNCLOS を準則とし

て制定されたものと考えられる。中国は、これら国内法に定める領海や接続水域、排他的経済水

域及び大陸棚について、UNCLOS の規定を忠実に遵守しているのか、それとも中国独自の解釈を

加えているのか、UNCLOSと「中国の海洋立法」を比較してみたい。 

（１）領海（the territorial sea）及び 接続水域（Contiguous zone） 

 まずは領海及び接続水域であるが、中国の「領海及び接続水域法」6をみると、領海の幅は基線

から 12海里7（同法第 3条）、接続水域については 24 海里（第 4 条）であり、それぞれ、12 海里

と 24 海里を「超えて拡張することができない」とするUNCLOS の規定を遵守している。しかし、

領海の通航権については重大な齟齬がある。UNCLOSでは「すべての国の船舶は､･･･領海におい

て無害通航権を有する（第 17 条）」とされ、「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り､無害

とされる」航行を認めているが､中国の「領海及び接続水域法」では、「外国の非軍用船舶は､中国

領海の無害通航の権利を享受する」としながらも「中華人民共和国の領海に入る軍用船舶は､中華

人民共和国の許可（批准）を得る（第 6 条）」とされている。UNCLOS には、この様な規定はな

く、例え軍用船舶（軍艦）であっても、領海内の無害通航に関し、沿岸国へ通報する義務はなく

 

5 中文では、「历史性海域或传统海疆等」 

6「中华人民共和国领海及毗连区法」中华人民共和国主席令第 55 号（1992 年 2 月 25 日） 

7 1 海里（浬）は､1,852m（12 浬≒22.2km、24 浬≒44.4km、200 浬=370.4km） 



許可を得ることも強制されない。 

 2015年 10月 27日、南シナ海で中国が人工島を建設している渚碧（Subi）礁及び美須（Mischief）

礁の周辺海域において､米国海軍駆逐艦 USS「Lassen」が「航行の自由作戦」8を実施した。これ

に対し、中国外交部の陸慷報道官は、米軍艦は「中国政府の許可なく島々の近海域に入った」と

述べ、関係当局が法に基づき「監視、追跡及び警告を行っている」と説明したうえで、米軍艦の

行動は「中国の主権と安全及び利益を脅かし､地域の平和と安定を損なう･･･いかなる国の挑発に

も中国は断固として応じる」と強い口調で応じた9。一方で、この前月 9月 3 日には、5 隻の中国

艦隊がアリューシャン列島周辺の米国領海を通航、2017 年 7 月には、中国の情報収集艦が北海道

松前町南西の我が国領海を通航しているが、いずれも沿岸国の許可を得ていない。つまり中国は、

領海の通航に関し、自国は UNCLOS の規定による無害通航権を享受しながら、中国領海に入る

外国の軍用船舶については、同国の許可を得るという規定を設け無害通航権の一部を制限してい

る。国際法であるUNCLOSと中国の国内法には、非対称性がみられる。 

 更に付言しておきたいのは、先に例示した南シナ海の渚碧礁や美須礁は、高潮時には水中に没

する「低潮高地」である。UNCLOS の規定では、「低潮高地」が「本土又は島から領海の幅を超

える距離にあるときは､それ自体の領海を有しない（第 13 条）」のであるが、陸慷報道官の発言は、

人工島が恰も領海を有していることを前提にしている。中国の「領海及び接続水域法」に特別な

規定があるわけではないが、南シナ海の島嶼について中国は個別の解釈を行っている。 

（２）排他的経済水域（EEZ：exclusive economic zone） 

海南島の南東約 60 海里、南シナ海上空を飛行していた米国海軍の電子偵察機 EP-3E が、中国

人民解放軍海軍所属の J-8Ⅱ戦闘機と衝突、中国側の戦闘機は墜落しパイロットは行方不明、米国

海軍偵察機も損傷し海南島に不時着、中国側に拘束された。2001 年 4 月 1日に生起した、いわゆ

る「海南島事件」である。事件の空域は中国の排他的経済水域の上空であり、中国側は、米国海

軍偵察機の飛行を安全保障上の脅威とみなし、排他的経済水域上空における「飛行の自由」の原

則を濫用したと非難した。更に中国は、「海洋の平和的利用」に係る UNCLOSの「武力による威

嚇又は武力の行使を､･･･慎まなければならない（第 301 条）」という条文に言及し、「いずれの国

も､排他的経済水域において･･･沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、･･･沿岸国が

制定する法令を遵守する（第 58 条 3 項）」義務に違反すると主張した。対する米国は、偵察飛行

は武力による威嚇又は武力行使に該当しない、また、中国の排他的経済水域の権利に妥当な考慮

を払うという義務にも違反していないと反論したが、結局は中国に謝罪書簡10を送り、5 月 24 日

に機体返還の合意が発表され、拘束されていた偵察機の乗員も解放され決着した。この際、中国

は米国海軍偵察機の駐機料まで請求したと云われている。 

領海基線から 200海里を超えない幅で設定される排他的経済水域は、UNCLOSの制定に伴い、

 

8 Freedom of Navigation（FON）：沿岸国による海洋権益の主張に対し､米国が不本意な同意をしないことを示す 

ために､航行の自由及び海洋使用の自由を体現する活動。米国大統領の命令により行われ、本件では米海軍駆逐 

艦が、中国が領有を主張する人工島（Subi 礁及び Mischief 礁）の 12 海里以内を通航した。 

9 中国外交部「2015 年 10 月 27 日外交部发言人陆慷主持例行记者会」､ 

https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1309512.shtml、2019 年 8 月 1 日閲覧 

10 ブリア米国大使から唐家璇外交部長宛ての公式書簡で「very sorry（大変残念）」という表現が用いられ、中国

側はこれを「深表歉意（深いお詫び）」と解釈した。 

https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1309512.shtml、2019年8月1


従来は公海であった海域に沿岸国の主権的権利（sovereign rights）及び管轄権（jurisdiction）が

一部認められたものであり、特定の事項以外については公海としての性格が維持される。つまり、

沿岸国の権利及び義務を害しない限り、すべての国は他国の排他的経済水域内においても、航行、

上空飛行、海底電線･海底パイプライン敷設等の自由を公海と同様に認められている。米海軍偵察

機の上空飛行は合法であるが、中国は、排他的経済水域の権利を拡大解釈している 

「海南島事件」だけでなく他の事案でも、排他的経済水域内の権利について中国の拡大解釈が

屡々みられるが、中国の「排他的経済水域及び大陸棚法」11にUNCLOS と大きく食い違う条文は

見られない。但し附則的事項として､「本法の規定は中国が享受する歴史的な権利には影響を及ぼ

さない（第 14 条）」との条文があり、これを基に中国は、排他的経済水域内の主権的権利及び管

轄権を文字通り排他的に拡大解釈しているものとみられる。本稿第 1 項に示した、「藍色国土」の

一部とされる「歴史的海域或いは伝統的な海洋領土（海彊）」に結びつく解釈である。 

（３）大陸棚（continental shelf） 

大陸棚に関しても、中国の「排他的経済水域及び大陸棚法」に UNCLOS との大きな差異はみ

られない。大陸棚は､「（中国の）陸地領土の自然的延伸であり､･･･大陸縁辺部まで拡張」され、

大陸棚の主張が他国と重複する場合は、「公平の原則に基づき協議の上で境界を画定する（第 2 条）」

という条文は、UNCLOS第 83 条の規定に準拠したものである。 

（４）防空識別圏（Air Defense Identification Zone：ADIZ） 

2013 年 11月 23日、中国政府は、東シナ海に防空識別圏（东海防空识别区）を設定する声明を

発表し、これを受け国防部が「中華人民

共和国東海防空識別圏航空機識別規則」

を公告した12。 

この内容が、国際的な物議をかもすこと

になった。右図のように､防空識別圏の範

囲に韓国が領有を主張する離於島や沖縄

県の尖閣諸島を含めたことも争点となる

が、一番の問題は、この防空識別圏内を

飛行する航空機に、飛行計画の通報など

四つの識別方式を提供するよう求め、「識

別に協力しない､又は指令に従わない航

空機に対し中国の武装部隊は防御のため

の緊急処置を取る」としたことである。

防空識別圏は、沿岸国が防空上の必要性

から領空とは別に設定する空域であり、

領空侵犯を未然に防ぐため、圏内に侵入

する航空機に識別と証明を求め軍事上の

予防措置を講じることもあるが、本より

 

11「中华人民共和国专属经济区和大陆架法」中华人民共和国主席令第 6 号（1998 年 6 月 26 日） 

12 中国網「中華人民共和国東海防空識別圏航空機識別規則公告」 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2013-11/24/content_30687747.htm、2019 年 8 月 11 日閲覧 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2013-11/24/content_30687747.htm、2019年8月11


沿岸国の主権が及ぶ範囲ではなく、強制力を用いる法的根拠はない。 

防空識別圏に関する中国の声明及び公告に対し、米国のヘーゲル国務長官は、「この海域で米国

が遂行する軍事作戦に一切変更はない」ことを確認し、安倍総理も 11 月 25 日の衆議院決算委員

会で「尖閣諸島の領空があたかも中国の領空であるかのごとき表示で、まったく受け止めること

はできない､一切の措置を撤回することを求めている」と答弁した。同じ日、日本航空及び全日空

が、中国当局の要請に従い台湾便の飛行計画を提出したが、日本政府に「必要ない」と指示され、

翌日からは提出を取りやめている。その後、26 日には米国の B-52爆撃機が、28 日には自衛隊機

が中国への通告なしに東シナ海防空識別圏内を飛行している。中国人民解放軍機が我が国の防空

識別圏に進入し航空自衛隊機が緊急発進（スクランブル）する事例はしばしば生起するが、中国

政府が当該飛行に関し我が国に通報したことはなく、ここにも国際法の解釈に関する中国の非対

称性がみられる。 

中国政府の態度は当初は強硬であったが、「外国の民間航空機が識別圏内を飛行する自由はいか

なる影響も受けない、識別圏は正常に飛行する国際民間航空機を対象としたものではない（外交

部秦剛報道局長）」と次第に柔軟になり、一年後の 2014 年 12月 28日には、中国防衛部が指示に

従わない航空機に対し「防御的緊急処置をとる」としていた運用規則を、各国向けの航空情報か

ら削除していたことが判明した。 

３．藍色国土の境界画定 

「藍色国土」の範囲とされる中国の領海から排他的経済水域及び大陸棚まで、中国の国内法と

国際法である UNCLOS との比較を試みたが、両者に大きな違いはないものの、中国は領海に入

る軍用船舶に許可を得るよう求めたり、強制力を用いることが疑われる防空識別圏を東シナ海に

設定したりするなど、権利の拡大解釈と国際法規との非対称性がみられた。これらは、中国の国

内法条文にみられる「歴史的権利」を基に、「海洋の自由」よりも海洋の国土化を進める中国政府

の海洋政策に基づくものである。海洋国土である「藍色国土」の境界を画定しようとする中国は、

周辺の八か国（日本、北朝鮮及び韓国、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネ

シア）との間に、解決が困難な幾つかの問題を抱えている。 

（１）黄 海 

黄海における排他的経済水域の境界を定める中国及び韓国政府の交渉が、2015 年 12 月 22 日

にソウルにおいて再開された。中国大陸と朝鮮半島で囲まれる黄海は、済州島から長江河口まで

の距離が約 200 海里であることから、両国の排他的経済水域が重なり合うことになる。両政府は、

1996 年から 2008 年まで境界を画定すべく交渉を行ったが、両国の中間線が境界と主張する韓国

と大陸縁辺部の外縁まで排他的経済水域の延長を求める中国の意見が対立し、折り合いがつかな

かった。今回の交渉は七年振りに開始されたものだが、両国の歩み寄りは困難なものと思われる。 

黄海上の境界画定に関する中韓両国の主張は、東シナ海における排他的経済水域の画定問題に

関する中国と我が国の主張に類似しているので、次項「（２）東シナ海」と重複することを避ける

が、中韓両国の係争には、黄海の「日向灘」、東シナ海の黄海近くにある「離於島」及び「丁岩礁」

の権利に関する問題が絡んでいるので、これらについて摘要しておく。 

日向灘（-7.8m）､離於島（-4.6m）及び丁岩礁（-24.6m）は、何れも領海外にある海面下の暗礁

（低潮高地）である。従って、南シナ海の渚碧礁や美須礁と同様に、排他的経済水域や大陸棚を

有せず領海の基点ともならない。本来領有の対象にもならないのであるが、いささか複雑な問題



を内蔵している。 

日向灘：1927（昭和 2）年 3月 29日、日本海軍の戦艦「日向」が触礁事故を起こしたことにより

発見された暗礁である。2006 年 12 月 19 日 、韓国の海洋調査院は「可居礁（Gageo Reef）」とし

て官報に告示、2008 年には国際水路機関に、

「離於島」及び「竹島（独島）」と共に登録

申請をしている。「可居礁」の名は、日向灘

が右図13のとおり韓国領可居島の西方約 25

海里（47km）に位置することから命名され

た様である。暗礁を国際登録することは異

例であるが、ここに韓国の思惑がある。韓国

は 2009 年 10月 13 日、同礁に海洋科学基地

（高さ 51m､面積 286 ㎡）を建設し、中国と

の排他的経済水域画定問題を有利に進めよ

うとしている。同礁は中韓の中間線よりも

韓国寄りにあるのだが、排他的経済水域を

可能な限り延伸しようとしている中国は、

海洋施設の建設を問題視している。 

離於島：1900 年に、英国船ソコトラ号が発見した Socotra Rock は、現在、韓国により「離於島」

と呼称されている。太平洋戦争後の 1951（昭和 26）年 7 月、韓国は「波浪島」を日本領から除外

し韓国領としてサンフランシスコ平和条約に明記するよう米国に求めた。しかしながら「波浪島」

は架空の島であり、米側から尋ねられた在米韓国大使館員が日本海の「鬱陵島の近く」にあると

曖昧に答えるなど、実在すら確認されていなかったので、当然のことながら、米国務省は本件を

却下した。（この時、併せて「竹島」も韓国領とするよう求めたが、米政府は「独島､又は竹島乃至

リアンクルー岩として知られる島に関しては､･･･朝鮮の一部として取り扱われたことが決してな

く､･･･かつて朝鮮によって領有権の主張が成されたとはみられない」と否定した）近年になり、

2001 年 1 月 26 日に韓国の地質学会は、「波浪島」は東シナ海の「離於島」であると表明した。 

 韓国政府は、1995 年から 2001 年にかけて「離於島」にも海洋科学基地を建設している。当初

は領有を主張していたが、暗礁は領土と認められないことから、現在では「自国の排他的経済水

域内にある水中暗礁」という認識に変わってきている。一方の中国は、古書「山海経14」に「東海

之外大荒之中､有山名曰猗天蘇山」と記された「蘇山」が当該暗礁であるとして「蘇岩礁」と呼称

し､やはり自国の暗礁であると主張している。「離於島」も「日向灘」と同様、中韓の中間線より

も韓国寄りにあるが、排他的経済水域の境界が係争中であることから、国際的には、中国と韓国

が共同管理する暫定水域内にあるということになる。 

 2013 年 11 月に中国が東シナ海上空に防空識別圏を設定（本稿第 2（4）項）した際、同識別圏

内に「蘇岩礁」が含まれていたことから、韓国政府は、一か月後の 12 月 15 日に、1951 年以来の

防空識別圏を「離於島」を含める空域まで拡張した。この空域には日本の防空識別圏も重なって

 

13 http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0FFQN&articleno=12468964&categoryId=792195 

&regdt=20130111112034、2019 年 8 月 19 日閲覧 

14 戦国時代から秦朝・漢代（前 4～ 3 世紀頃）にかけ加筆､成立したとされる中国最古の地理書 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E4%B8%AD%E5%9B%BD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2


おり、「離於島（蘇岩礁）」上空では、日中韓三か国の防空識別圏が重複することになった。 

丁岩礁：この暗礁は、「離於島（蘇岩礁）」の北東 4.5km にある。中国が、1999 年から 2002 年に

かけ海洋調査を行い発見、「丁岩」と名付けた。韓国海洋水産部は、先に「離於島」であるとして

いた「波浪島」がこの暗礁だとし､「波浪礁」と命名した。「波浪島」の比定は二転三転している

が、韓国政府がその場凌ぎの発言をするのは今に始まったことではない。 

 重要なのは、「丁岩礁」が「離於島」よりも韓国寄りに位置すると云うことである。韓国は、海

洋科学基地を「日向灘」及び「離於島」に建設するなど、その権利を確たるものにしようとして

いるが、「丁岩礁」に中国の権利が及ぶことになれば、中韓両国の排他的経済水域画定問題に大き

な影響を与えることになる。黄海の排他的経済水域を巡る中国と韓国の交渉は、これまで述べた

三つの暗礁の権利問題により複雑化し、紛糾することになるだろう。 

（２）東シナ海 

東シナ海は、日本と中国及び韓国の間に位置する海域であり、その幅は、南北 630 海里、東西

150～360 海里である。各国の排他的経済水域は 200 海里とされているので、東シナ海を隔て向か

い合う三か国の同水域は重なることになり境界が画定されていない。日本と韓国との間には､九州

西方の共同開発区域など幾つかの問題があるが､本稿の論旨とは関係がないので省略する。中国は、

排他的経済水域の画定に大陸棚の延伸問題を絡ませ、日中の関係は複雑な状況となっている。 

UNCLOS では、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排他的経

済水域の境界画定は､「衡平な解決を達成するために､･･･合意により行う（第 74 条）」とされてい

る。我が国は、日中の中間線を以て排他的経済水域の境界とすることが「衡平（equitable）」であ

ると主張しているが、中国政府は､大陸棚の法律制度が

排他的経済水域制度に優先すると捉え、沿岸国の「領土

の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまで

（第 76 条）」とされる大陸棚の上部海域が排他的経済

水域だとし、「（中国）大陸縁辺部の外縁」は、南西諸島

西方の沖縄トラフだと強弁している（右図15）。確かに、

UNCLOS の規定に依れば、ある条件が整えば「大陸棚」

は 200 海里を超える海底まで延伸することができる。

しかし、これはあくまで外洋に面している場合であっ

て、「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の問題に影響を及

ぼすものではない（第 76条の 10）」とされている。我が国は、大陸棚の境界画定についても「衡

平な解決を達成する（第 83 条）」ことが必要であると考え、排他的経済水域と同様、日中の中間

線にその境界を求めるべきだと考えている。UNCLOS の不備を突くような中国の主張は理解し

難いが、公正よりも権益を求める隣国が現に存在していることを認識しなければならない。 

 ここで、尖閣諸島の帰属に関する問題が重要となってくる。「尖閣諸島が日本固有の領土である

ことは歴史的にも国際法上も明らかであり、･･･同諸島を巡って解決しなければならない領有権の

問題はそもそも存在しない」というのが日本政府の見解であるが、中国は「明代の文献に釣魚島

赤尾嶼､黄尾嶼の名称が見られる」､「清朝の皇太后が､釣魚島を大臣に褒美として与えた」などの

 

15 産経ニュース､https://www.sankei.com/affairs/photos/170723/afr1707230007-p3.html､2019 年 8 月 20 閲覧 

https://www.sankei.com/affairs/photos/170723/afr1707230007-p3.html


故事を上げ、尖閣諸島の領有を「歴史的な権利」だと主張している。明代には、中国皇帝の玉璽

は元朝の流れをくむ北方の遊牧民の手にあり、その玉璽を受け継いだ清は満州族が建国した国で

ある。1949 年 10 月 1 日に誕生した中華人民共和国との連続性は全くない。なぜ中国は尖閣諸島

の領有にこだわるのか。それは、同諸島が沖縄トラフよりも中国側に位置しており、現状の様に

尖閣諸島が日本領であると、沖縄トラフまでを大陸棚／排他的経済水域としたい中国の主張が成

り立たなくなるからである。中国政府が事あるごとに尖閣諸島の領有問題について発言する所以

である。同じ意味で九州の男女群島や五島列島も、沖縄トラフを北方へ延伸させた場合、中国側

に位置する地政学的に重要な島々である。 

 東シナ海における日中間の排他的経済水域及び大陸棚の境界は未だ画定されていないが、2008

年 6月 18日、日中両政府は、東シナ海の資源開発に関し、境界画定が実現するまでの過渡的期間

において双方の法的立場を損なうことなく協力することにつき一致し、共同開発区域について了

解した。しかしながら、近年中国が、中間線の西側ではあるが、独自の資源開発を活発化させて

いることから、我が国政府は中国に対して、一方的な開発行為を中止すると共に東シナ海の資源

開発に関する 2008 年の合意を実現するための交渉再開に応じるよう強く求めている。我が国は、

あくまでも境界が画定されるまでの間、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姿勢である。中間線以遠の権利を放棄したということではなく、

中国が我が国の中間線にかかる主張を一切認めず「藍色国土」を拡張しようとしている現状にお

いては、日本国政府も、中間線を超える 200 海里までの排他的経済水域及び大陸棚の権利を有し

ていると主張し続けていくことが肝要である。 

（３）南シナ海 

 かつて、南シナ海の西沙（Paracel）諸島及び新南諸島／南沙（Spratly）諸島は、我が国が領有

していた。太平洋戦争終結後の講和条

約である連合国と「日本国との平和条

約」により我が国がこれら諸島の権利、

権限及び請求権を放棄し無主の地とな

ったが16、今では、沿岸国の領有権や排

他的経済水域等の係争の海となってい

る（左図）。ベトナム、フィリピン、マ

レーシア、インドネシア、ブルネイ、台

湾及び中国から UNCLOS の規定に準

じて 200 海里の排他的経済水域を引く

と図の青破線のようになるのだが、沿

岸国にはそれぞれの思惑があり、国際

法上有効な主張をする国が見当たらな

い。特に、中国は、歴史的権利だという

九段線を主張し（図の赤破線）、まるで、

赤い舌で南シナ海を舐めとろうとしている様に見える。図の緑点は、島や岩礁であるが、現在、

 

16「日本国との平和条約（サンフランシスコ講和条約）」第 2 条､「（f）日本国は､新南諸島及び西沙諸島に対する 

すべての権利､権限及び請求権を放棄する」､1952（昭和 27）年 4 月 28 日発効 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/press.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/press.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:South_China_Sea_vector.svg


中国とベトナム沖の西沙諸島の総て、フィリピン西方のスカボロー礁、及びボルネオ沖の南沙諸

島の内７カ所を中国が実効支配している。西沙諸島は、50 近くの島や岩礁からなり、台湾やベト

ナムも領有権を主張している。スカボロー諸島（中沙諸島）や南沙諸島に、排他的経済水域や大

陸棚を有する「島」はなく、すべてが、領海のみを有する「岩」、若しくは領海も排他的経済水域

も有さない高潮時に水没する「低潮高地（暗礁）」である。「低潮高地」が沿岸国の排他的経済水

域内にある場合は、当該国は建造物を構築できるが､中国が人工島を建設している「低潮高地」は､

いずれも他国の排他的経済水域内にある。南沙諸島においては、ブルネイを除く各国が「岩」や

「低潮高地」を実効支配している。 

九段線の基になっているのは、蒋介石の中華民国政府が、日本の敗戦により無主の地になった

南シナ海の権利を主張するため 1947（昭和 22）年に示した十一段線17である。毛沢東の中華人民

共和国は、1953 年に､当時支援をしていた北ベトナムに配慮し､トンキン湾付近の二線を除き九段

線とした。この九段線内の海域を中国がどのように捉えているのか､実は明らかではない。全海域

を内水や領海として取り込むのか、排他的経済水域及び大陸棚として主権的権利や管轄権を得よ

うとしているのか、中国政府関係者の発言から分かるのは、中国は九段線内を「歴史的海域或い

は伝統的な海洋領土（海彊）」、つまり「歴史的権利の範囲」と考えている。但し、歴史的な裏付け

はどうも後知恵の様である。中国は、二千年前の後漢「異物志」に、中国人が発見したとされて

いる「漲海崎頭」が南海諸島もしくは南シナ海沿岸だと主張しているが、時代が下った明・清の

地誌には領土の最南端は海南島とされている等、南シナ海が中国の領域であったことを歴史的に

確定できる資料はなく、先に記したように中国古王朝と中華人民共和国との連続性もない。いず

れにしろ冒頭で述べたとおり、2016 年 7月 12 日のハーグ仲裁裁判所の判決は、「いわゆる『九段

線』によって包摂される南シナ海の海域に対する主権的権利と管轄権、及び歴史的権利に関する

中国の主張は、UNCLOSに違反する」というものであった。 

今では国際法違反とされる南シナ海の「藍色国土」を、中国は紛争により拡張してきた。ベト

ナム戦争から米軍が撤退した翌年、1974 年 1 月 19日に、中国は西沙諸島で南ベトナム軍と交戦、

同諸島の全域を占拠した（西沙海戦／永楽紛争）。その後、1988 年には、永興（Woody）島に 2,600m

の滑走路を建設し南シナ海支配の戦略拠点としている。また、南沙諸島に対しては、1988 年 3 月

14日の海戦（南沙海戦／赤爪礁海戦）で、ベトナム海軍の揚陸艦及び輸送艦 2隻をフリゲート艦

3 隻で攻撃し、南沙諸島の六つの諸礁（華陽（Cuanteron）礁、永暑（Fiery Cross）礁、南薫（Gaven）

礁､赤瓜（Johnson South）礁､渚碧（Subi）礁及び東門（Hugh）礁）を実効支配した。更に、フィ

リピン領とされていた美済（Mischief）礁については、米比相互防衛条約が 1991 年に解消され米

軍がフィリピンから退くと、1995 年に占拠してしまった。そして、2013 年 1 月にフィリピンが

中国の南シナ海における行動に対しUNCLOSの規定に基づいて提訴すると、一年後の 2014 年半

ばから、これらの岩礁を急速かつ大規模に埋め立て人工島に作り変えた。今では、永暑礁、渚碧

礁、及び美済礁に 3,000m 級滑走路があり、南シナ海の戦略的景観が一変している。 

2016 年の国際裁判の判決を中国が「紙屑」にしてしまったのは再三述べたとおりであり、中国

政府は、非公式ながら南シナ海の「藍色国土」に「核心的利益」があるとして18、西沙及び南沙両

 

17 中華民国内政省地域局「南シナ海諸島新旧名称対照表」及び「南シナ海諸島位置図」、1947 年 12 月 1 日公布 

18 2010 年 5 月の米中戦略･経済対話において､戴秉国国務委員が南シナ海を「核心的利益」と発言したとされる

が、非公式なものと云われている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1947%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%881%E6%97%A5


諸島を含む領域に海南省の行政区画である「三沙市」を設置している。 

（４）台湾海峡 

台湾は、中華人民共和国が明確に「核心的利益」とする地域であるので19、隣接する台湾海峡に

ついては特筆しておかなければならない。 

中華人民共和国は、1949 年に消滅した中華民国の継承国家であり、中国を代表する正統な国家

としての立場を中華民国から引き継いだが、崩壊した国民党政府の一部勢力が台湾を不法占拠し

ているというのが中国政府の見解である。彼らは、日本の敗戦により 1945 年に中華民国の領土に

編入された台湾の最終帰属は、中華民国の立場を継承した中華人民共和国にあると主張して台湾

と中国本土間の台湾海峡を自国の領海とみなしている。たとえ領海であっても各国の艦船は無害

通航権を有するが、本来、UNCLOS による領海の幅員は 12 海里以内であり、台湾の帰属問題に

関わらず、幅約 70 海里の台湾海峡の中央部には、航行の自由を保障する国際水域である排他的経

済水域が存在するはずである。中国に台湾海峡の通航を制限する権限は全くないのであるが、米

海軍軍艦が同海峡を通過し航行の自由を示す度に抗議をしている。また、本年 4 月 7 日には台湾

海峡を航行したフランス海軍軍艦に警告を発し、後日､同国政府に正式な抗議を申し入れた。中国

は台湾海峡の全域を「藍色国土」の一部として取り込もうとしている。 

４．藍色国土の意味するもの～中国のシャープパワー 

海は全ての人に開放され「海洋の自由」が保障される。トルデシリャス条約20により世界の海を

二分するスペインとポルトガルに対抗し、グロティウスが「自由海論」を刊行したのは 1609 年の

ことである。この著書の中で彼は､「航行の自由」と「通商の自由」を主張し、母国オランダの東

インドにおける権利を擁護した。以来、「海洋の自由」が国際慣習法化し、沿岸国の主権が及ぶ領

海はなるべく狭く、自由の海である公海を広く求めるようになった。20 世紀に入り、科学技術が

発展し海洋資源の開発能力が向上すると、先進国が資源を独占してしまうのではないかとの懸念

から､沿岸国に一定の海洋権益を与える必要性が生じた。自由の海は分割されることになり、各国

の思惑が交叉する中で成立したのがUNCLOSである。しかし、海（seas）が領海（territorial sea）

と公海（high seas）に分かれていることに変わりはない。公海の一部に二つの特定水域（zone）、

つまり、接続水域（contiguous zone）と排他的経済水域（exclusive economic zone）が設定された

のである。領海外 12 海里の接続水域は、沿岸国の領土又は領海内の法令違反の防止と処罰のため

の水域であり、排他的経済水域は、基線から 200 海里以内に、天然資源や自然エネルギーに関す

る主権的権利（sovereign right）や海洋科学調査に関する管轄権（jurisdiction）、及び、その他の

権利（other rights）を認めたもので、沿岸国の主権（sovereignty）の及ぶ範囲ではない。 

UNCLOS は、海洋権益を巡る各国の争いを調整するため「海洋の自由」の一部を制限し、海を

分割する方向へと舵を切った分けだが、中国は、この UNCLOS の規定を拡大解釈し、新たに設

定された二つの水域も自国の主権下に取り込み「藍色国土」としようとしている。その上で更に、

UNCLOS の規定にはない「歴史的権利」を主張し、他国の国際法上の権利等については限定解釈

 

19 台湾を「核心的利益」とする最初の公式発言は､2003 年 1 月 19 日の唐家琁中国外交部長とコリン・パウエル 

米国務長官との会談でなされた。 

20 Tratado de Tordesillas：1494 年 6 月 7 日にスペイン､ポルトガル間で結ばれた条約。両国は､教皇アレクサン

デルⅥの承認を得て「新世界」を分割した。西経 46 度 37 分以東の新領土がポルトガルに､西側がスペインに属

するものとされた。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%99%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/1949%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1945%E5%B9%B4


をして､この「藍色国土」を漸次拡張しようとしている。これら中国の行動は､彼らがUNCLOSに

ついて無知であるからではなく、むしろ UNCLOS の条文を隅々まで研究し、その不確実な個所

を突き、海洋を切り取ろうとしているのである。このような国際場裏において他国に影響を及ぼ

そうとする中国の政治権力（power）は、軍事力などの強制力によるハードパワーでもなく、魅力

的な文化や価値観により導くソフトパワーでもない、云わばその中間的なものであり、近年それ

は「シャープパワー（sharp power）」と呼ばれている。 

改革開放後の中国は、自由で開かれた民主主義国家に近づいてくるものと誰もが期待したが、

その意に反し、権威主義国家としての体制を維持したまま「近代的社会主義国家」を建設した。

今や中国は、自国への民主主義の浸透を最小限に抑えつつ、思想や表現の自由、人道主義、法の

遵守などを尊重する民主主義国家の脆弱性を突いて自国に望ましい国際政治環境を創り上げよう

としている。「藍色国土」の拡大は、UNCLOS により整いつつあった国際海洋秩序に対するシャ

ープパワーによる中国の挑戦である。シャープパワーの源泉は、権威主義国家と民主主義国家の

非対称性であり、中国の影響力を漸減するにはこの非対称性をなくすこと、つまり、中国人民に

民主主義国家と同等の価値観を浸透させることが肝要である。 

おわりに 

以上の様に､中国は、UNCLOS の発効により海洋権益の配分が新段階に入ったものと捉え21、

諸外国との非対称性を利用して他国の影響力を徐々に排除し､海洋の「藍色国土」化を進めている。 

大陸国家である中国の視点が海洋に注がれるようになったのは、鄧小平の「先冨論」に基づく「近

代的社会主義国家」の建設が進み、交易路であり資源の宝庫でもある海洋の重要性が再認識され

た為である。2012 年 11 月に開催された第 18 回中国共産党大会では、「海洋強国の建設」という

国家目標が、初めて政治報告に盛り込まれた。昨年 3 月、中華人民共和国主席に再選された習近

平は、「海洋強国の建設」を「一帯一路」の建設に緊密に連携させ加速している22。中国は、表面

的には平和発展路線を堅持する姿勢を示しているが、国際法治や公平及び正義よりも、一貫して

自国の利益を追求しているように見える。 

去る 10 月１日の中華人民共和国成立 70 周年祝賀大会において習近平は、「いかなるパワーも

我々の偉大な祖国の地位を揺るがすことはできないし、いかなるパワーも中国人民と中華民族の

前進の歩みを阻むことはできない」と演説し、高らかに万歳を三唱した。我が国は、日本国憲法

の前文において、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した」のであるが、国際社会において、特に非対称性を利用しシャープパワーを行使す

る権威主義国家に対しては、如何に「公正」なるものが頼りないものであるか、よく認識して置

かなければならない。 

（了） 

 

＊本稿は、DRC（Defense Research Center）年報 2019 年度版からの転載である。 

 

21 国家海洋局「中国海洋アジェンダ 21」､1996 年 5 月 

22 第 13 期全国人民代表大会常務委員会 第 7 回会議「海洋経済の発展と海洋強国の建設加速の取り組みに関す

る状況の報告」､2018 年 12 月 24 日 


