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まえがき

中国は、2008 年夏の北京オリンピック（五輪）の成功を経て国威を発
揚し、新しい発展段階に進もうとしている。その中国は既にアジア最大の
軍事力を備えており、大国志向を強めるなかで、軍事力の強化は大国化の
条件であると認識して国防近代化を積極的に進めている。
これらを踏まえて、急台頭する中国が、わが国を含むアジア地域の平和
と安定のパートナーになるのか、それとも地域を不安定化させる要因とな
るのか、その見極めが重要になってくる。中国の脅威性に関しては今後、
国際協調路線に沿って地域の平和と安定に貢献するなど、ステークホルダー
になれるのか否か、北京五輪がその戦略的な岐路になったと見てよかろう。
日中関係もまた今日、大きな転換点にあると言っても過言ではない。日
中関係は、2008 年春の胡錦濤主席の来日時に、「戦略的互恵関係」への発
展が謳われた。今後、両国関係が未来志向の大国関係に相応しく発展する
ためには、安全保障や国益を踏まえた総合的な関係の構築が必要になって
こよう。そのためにはこれまで避けられてきた中国との安全保障にかかわ
る問題についても正面から取り組む対応が求められてくる。
言うまでもなく、わが国の安全保障は日米安全保障条約体制を機軸とし
ており、将来ともその体制の保持を揺るがせにしてはならない。しかし同
時に米中関係がダイナミックに変化するなかで、日本も独自の対中戦略の
展開が求められよう。日米安保体制を基盤としながらも安定した日中関係
の構築はアジア地域の安定に貢献すると考えるからである。
この観点からわが国は中国にどのように対応すべきか、アジア地域の平
和と安定を視野に入れた対応が必要となってこよう。特に両国の安全保
障観については、わが国が憲法 9 条に象徴される理想的な平和主義にこだ
わっているのに対して中国は、
「銃口から政権は生まれる（毛沢東）
」のよ
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うに、力によって安全を勝ち取るという現実的な軍事力重視の姿勢に立っ
ている。このように日中間には安全保障観で大きな落差があり、このよう
なギャップを埋めることが重要である。
正鵠を射た中国理解のためには、まず中国の安全保障の実態について正
しく認識することが求められる。具体的には中国の軍事動向や軍事力を至
当に評価し、長期的な将来予測が必要になってくる。
特に両国の防衛交流が 2007 年夏の曹剛川中国国防相の来日を契機に
やっと活発化する気運にあり、これで日中関係は安全保障も含めた正常な
状態になることが期待できよう。そのためには中国が進める国防近代化政
策や軍事力にかかわる実態の解明が重要であり、その事が両国間の信頼醸
成と安定した関係に発展させるためには不可欠であると言っても過言では
なかろう。
本書において、中国軍事研究の第一線に立つ研究者の力を結集して ｢
中国軍事力 ｣ の予測に取り組めた意義は大きいと確信している。中国は
2008 年の北京五輪を経て 2020 年頃に「小康（比較的ゆとりのある）社会
の全面建設」という次の転機を迎えることになろう。その戦略的な岐路に
あって中国がどのような国家を志向するのか、その裏付けとなる軍事力は
どこまで増強されるのか、が大きな注目点である。
2020 年を想定した中国軍事力の予測という本書の挑戦の意義もそこに
ある。本書が新段階に突入する日中関係のあり方を考え、安全保障も含め
た対中戦略の舵取りに資することができれば幸いである。
中国の軍事力研究には資料の制約があり、厚いベールに包まれた不透明
な分野が多いなかで分析と考察をすることになり、なお多くの改善点が残
ることは自覚している。しかし今日、中国の軍事研究の重要性に鑑み敢え
てリスクを承知で公刊に踏み切ったもので、この種研究の完成度を高める
ために皆様のご指導やご批判を仰ぎたい。
また本書の作成に当たっては、執筆担当の研究者の努力はもとより、多
くの先行研究や専門の研究者のお力を借りており、
厚くお礼を申し上げる。
特に今次の出版に当たり、拓殖大学後援会から多大の出版助成を戴いて
いることを申し添え、お礼を申し上げなければならない。中国の軍事力研
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究の必要性や意義は認識されながらもテーマが中国軍事に特化し、さらに
将来予測の研究という専門的にすぎる、本書のような刊行は出版社のリス
クにつながる。拓殖大学後援会が本書出版の趣旨を理解され、
ご高配を賜っ
たお陰で出版が可能になったもので、重ねてその先見性のあるご見識とご
厚情に衷心より感謝申し上げるものである。
また出版をご快諾いただいた蒼蒼社のご好意にも深謝しなければならな
い。蒼蒼社主中村公省氏と編者との永年にわたる信頼関係と交誼もあって
出版を引き受けていただき、執筆者を代表してお礼を申し上げたい。
2008 年 9 月 3 日
茅原郁生
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本研究の狙いは 2020 年頃の軍事力の予測にあり、その観点から核戦力と
海・空・地上軍の各軍種別の軍事力予測を中核としている。さらにそのため
の背景的な要因としての当時の米中、中露関係から国内情勢など中国内外の
戦略環境や前提となる要因として国防近代化政策、質量両面の兵力確保策、
兵器開発生産にかかわる国防工業などの物的環境要件についても予測してい
る。さらには解放軍の戦力発揮を支える統合軍化の進展、武装警察部隊や予
備役・民兵などの後備戦力、さらには台湾の軍事力強化や中台軍事バランス
などの予測もしており、それぞれの専門の研究者が担当している。

本書の狙いと構成
本書の構成は 4 つの部門から成り、
「第 1 部：2020 年頃の中国の安全保障
環境」
、
「第 2 部：中国の国防近代化の基礎と背景」
、
「第 3 部：2020 年頃の
中国軍事力の予測」
、
「第 4 部：中国軍事力のバックアップ機能と台湾軍事力
の予測」から成っている。
まず第 1 部の「2020 年頃の中国の安全保障環境」については、中国の
2020 年頃の対外戦略を探って、中国が重視する米中関係の推移を予測し
ている。またそれと裏表にある中露関係の進展を探り、中露両国の安全保
障に密接にかかわる上海協力機構の行方を予測している。中国内の情勢で
は政治改革、経済の持続的発展、社会の安定性などの趨勢を探って 2020
年頃の中国像を予測している。さらに「戦略的互恵関係」を志向する日中
関係の進展動向を占い、重要性を増してくる日中防衛交流の行方について
も予測している。
次いで第 2 部の「中国の国防近代化の基礎と背景」については、中国の軍
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事力建設を進める国防近代化政策に関して国家資源の投下の優先度や軍事
革命の影響、国防近代化の重点などを予測している。また中国の人的戦力に
ついては少子高齢化などの影響を踏まえた質量の両面から兵力量確保や党軍
関係の推移、さらには新しい軍指導者の将軍像などを予測している。さらに
中国における兵器など物的戦力について国防関連の開発態勢や「民需に宿る
国防工業」の動向を分析して国防工業基盤の発展動向を予測している。
核心となる第 3 部の「2020 年頃の中国軍事力の予測」については軍種別
に戦力の強化状況を予測している。まず中国の核・ミサイル戦力については
その現状と実態を踏まえ、近代化に当たっては近代化方向と抱える課題とな
どを分析して 2020 頃の核戦力を予測している。通常戦力としては、中国海
軍力について、その現状と実態を踏まえ、近代化で目指す方向と抱える課題
などを分析して、2020 頃の海軍戦力とともに海洋戦力全体の将来像を予測
している。中国の航空・宇宙戦力については、その現状と実態を踏まえ、近
代化の方向と抱える課題などを分析して 2020 頃の空軍戦力を予測している。
中国の陸軍戦力については、その現状と実態を踏まえ、近代化の方向と抱え
る課題などを分析して 2020 頃の陸軍戦力を予測するとともに空軍所属の空
挺軍や海軍所属の陸戦隊などの発展動向も予測している。
さらに第 4 部の「中国軍事力のバックアップ機能と台湾軍事力の予測」
については、まず中国軍の近代化の柱となる軍の統合化ついて軍事変革の
進展から統合軍と軍区制度のジレンマなどを探り、統合情報、兵站、教育
などの統合軍化の可能性を予測している。また準軍隊としての武装警察部
隊については、その現状を踏まえて非伝統的な脅威などから国内安定や政
権基盤を支える機能を分析して党の柱石機能の強化と将来像を予測してい
る。さらに中国の膨大な後備戦力として、予備役や民兵の編成経緯や現状
を分析するとともに学生の国防教育や人民防空などにも踏み込んで国防動
員体制を予測している。
最後に、中国軍事に密接にかかわる台湾国防軍の現状や戦略を分析し、国
防近代化の進展を踏まえて 2020 年頃の台湾軍の戦力とその時点の中台軍事
力バランスや台湾海峡の緊張事態を予測している。
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執筆陣と執筆上の留意事項
執筆者は、多くが大学などで研究の職務にある者であるが、公的な機関や
メデイアからの専門家も参画している。特に日本在住（在職）の中国人研究
者 2 人が参加しており、豊富な資料や人脈を駆使しながら中国人の目線で重
要部門を担当していただいている。
また執筆陣には既に社会に対して大きな発信力を持っているベテランから
学位論文に挑戦中の大学院生までの多様な人材から構成されているが、それ
ぞれの専門分野の研究水準は満足いただけるものと確信している。
さらに中国軍事の研究が主テーマであるだけに、編者も含めて防衛省 OB
や現職者、防衛関連企業にかかわる研究者が多いが、研究はいずれも公刊資
料に基づいた個人的な見解の発表であって、所属している組織の見解とは無
関係であることを明確にしておきたい。例えば上田氏は陸上自衛隊小平学校
教官時代（2007 年度）に編者と個人的に共同研究を実施したが、その成果
を共同でまとめている。
今次の刊行では、わが国で中国軍事分野の研究を進める 14 名の協力を得
ることができ、それぞれに執筆分担をお願いしている。各執筆者はそれぞれ
の研究蓄積や情報源を惜しみなく提供され、本書の狙いと期待に十分に応え
ていただいたことに感謝している。しかし本書の企画段階で、研究参画をお
願いした多くの執筆者には予測研究の難しさから執筆の受諾に当たり躊躇の
態度を示されたのは事実である。言うまでもなく、秘密度の高い中国の軍事
力の将来予測には多くの困難が伴い、資料などの制約があるからである。
中国の軍事に関する研究は、情報･資料の収集、現地調査、分析・検証な
どいずれの面からも制約が多く、個人の作業能力を超えるものがあると言え
よう。そこで厚いベールに包まれた中国軍事問題の解明に当たっては、各方
面の専門研究者がそれぞれの視点から観察し、情報交換や相互の意見交換
などを重ねて総合的にその輪郭を明らかにする、という方式で進めてきた。
実際、一部ではあるが研究会などで専門分野から率直な意見交換や相互研鑽
が進められ、不透明な部分に各方向から光を当てる、などで補完し合ってき
た。そこでは研究者自身が新たな刺激を受け、
相互啓発ができるというメリッ
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トもあった。
このような進め方と各執筆者の努力で、何とか 2020 年頃の中国軍事力の
輪郭を描き出せたのではないかと思量している。
研究や執筆に当たっては、2020 年頃の中国軍事力または軍事体制の予測を
主体としており、これまでの経緯や現状分析に関する記述は予測に必要な範
囲に抑えるよう努力をしてきた。また本書は基本的には学術論文をまとめた
ものであるが、少しでも多くの読者に読んでいただけるよう、なるべく専門
用語や学術的な脚注を少なくするなど平易で読みやすい文章化にも努めた。
また中国の軍事力分析・予測の記述に当たっては、各章とも共通して、ま
ず現状や経緯を分析し、そこで表れる課題を浮き彫りにし、それを解決する
ための国防近代化政策の動向を考察して 2020 年頃の予測する、という段取
りで進めており、概ね各章はその順で記述されている。
執筆に当たっては、各執筆者と編者、さらには出版社との情報交換や意思
の疎通に努めてきたが、必ずしも十分ではなかったかもしれない。限られた
時間内で不十分だった点などについては編者の力量不足ということでご寛恕
を願いたい。
各章の論述に当たっては、執筆者の見解や分析結果が尊重されており、本
書としての統一的な見解があって、それに沿った記述を依頼したものではな
い。したがって各執筆者による文章はあくまで執筆者の個人的な見解の表明
であって、申すまでもなく文責は各執筆者に帰するものである。
また、記述が重複している部分も散見されるが、それは各執筆者がそれぞ
れの文脈のなかで表現しているものであり、多少のくい違いがあったとしも
ご了解をいただきたい。
なお参考にした先行研究はそれぞれの章末に参考文献として紹介し、読者
の便に供するとともに先行研究への謝意とさせていただいている。

執筆者と各章のサマリー
各研究者の執筆分担は、
茅原郁生（拓殖大学国際学部教授）が編者となっ
て 14 名で分担執筆している
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序章

中国軍事力の研究――予測とその背景・シナリオ――

本研究の狙いや軍事力予測の手法について説明するとともに全章に共通
する背景として中国の安全保障環境や軍事制度などを整理している。さらに
2020 年頃を想定した中国の軍事面での 3 つのシナリオをスケッチしている。
茅原郁生（拓殖大学国際学部教授）

第1部
第1章

2020 年頃の中国の安全保障環境

中国の対外戦略と米中関係推移の予測

2020 年まで、米中関係の重要性は増し、米中両国の不満もさらに増し
ていくであろう。しかし、経済的な相互依存はさらに高まるため、問題の
決定的な悪化は避けられるであろう、と予測している。
浅野

第2章

亮（同志社大学法学部教授）

中露関係の推移と上海協力機構の行方

中露両国は、NATO の東方拡大、日米同盟強化への対抗か、関係を強化
しつつある。今後、台湾海峡の緊張など、新たな要因が加われば、2020
年頃には、上海協力機構が、アメリカに対抗する軍事準同盟に発展する可
能性がある、と予測している
加藤青延（NHK 解説主幹）

第3章

中国の政治・社会情勢の予測
――「権威主義」から「民主主義」へ転換できるか――

中国社会・政治は中間層の拡大が中国社会の地殻変動を促すことになり、
2020 年までには国政レベルの直接選挙もあり得ると展望し、解放軍の国
軍化が進み軍組織や軍事戦略の修正もある、と予測している
朱建榮（東洋学園大学人文学部教授）

エグゼクティブ・サマリー

第4章

9

日中関係の予測と防衛交流の展望
――将来の防衛交流のあり方を踏まえて――

日中両国は、未来志向の方向にあるが問題も多く、安全保障問題では軍
事力への認識で落差が大きいなど制約があってその進展は楽観できない。
2020 年頃には防衛交流も軌道に乗り、日中関係は地域の安全保障に責任
を果たせる関係に向かう、と予測している。
茅原郁生（拓殖大学国際学部教授）

第2部
第5章

中国の国防近代化の基礎と背景

中国の軍事戦略と国防近代化の予測

中国の軍事戦略の趨勢を踏まえて国防近代化の推進を促進・抑制の両面
から分析している。国防政策は経済建設とのジレンマや情報化など軍事革
命の取り組みの制約、などもあって国防近代化は進展するものの一定の限
界がある、と予測している。
茅原郁生（拓殖大学国際学部教授）

第6章

中国の人的戦力の変遷と将来像

解放軍の兵力量の増減状況を時代の趨勢のなかで分析するとともに少子
高齢化が進むなかで徴兵制度が維持できるのか、軍人のプロフェッショナ
ル化や党軍関係を踏まえて考察している。また軍首脳人事について、将星
輩出の経緯の分析から、海・空軍人の増勢など 2020 年頃の将軍像を予測
している。
楊中美（横浜市立大学・法政大学講師） 高橋

博（中国人事問題研究家）
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第7章

中国の武器装備の開発と生産能力の将来像
――国防工業の体制改革と競争力――

中国の国防工業の体制改革と科学技術の基盤強化の動向を分析し、イノ
ベーションや兵力の遠方投射には課題があるが、2020 年には精密攻撃や
情報化などアジア最先端の開発生産能力を備える可能性を予測している。
竹田純一（NHK 考査室報道統轄）

第3部
第8章

2020 年頃の中国軍事力の予測

中国の核・ミサイル・宇宙戦力の将来像

核・ミサイル戦力の質の向上と C4ISR の能力向上のためには「特徴あ
る軍事改革」の推進と宇宙空間の高度利用が大きな柱になり、核・ミサイ
ル戦力は強化されると、予測している。
榊 純一（㈱ IHI 車両過給器セクター セクター長補佐（兼）企画部長）

第9章

中国の海洋力と海軍の将来像
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社会の不安定化に伴って活動領域が拡大する。武警の勢力は質量両面で強
化が進むと予測し、解放軍に替わって「党の柱石」機能を担う可能性を示
唆している
鈴木祐二（拓殖大学海外事情研究所教授） 駒澤るり子（拓殖大学院生）
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――民兵・予備役・学生から総動員へ――

国防動員体制が重視される趨勢にあり、民兵･予備役人員の整理・強化
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が進み学生の軍事教練を含めた「後備戦力」の一体化が再改編されると予
測しながら、全国民を徴用する動員の制度化には限界があると見ている。
弓野正宏（早稲田大学 アジア研究機構現代中国研究所助手）
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国民党政権の誕生で中台関係は緩和しようが、軍の士気の低下や抑止力
の高い兵器購入の停滞などで台湾防衛体制の弱体化が進み、中台軍事力バ
ランスは台湾側が不利になる、と予測している。
門間理良（文部科学省教科書調査官、拓殖大学客員教授）
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