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安倍外交の検証 ：  

ASEAN と台湾への接近を中心に

平川幸子

（早稲田大学留学センター准教授）

【要約】

7 年 8 か月という長期政権の間に安倍晋三内閣は、台頭する中国

と対峙しながら「自由で開かれたインド太平洋」構想などを積極的

に発信し、国際社会での存在感を高めた。安倍政権が外交力を発揮

できた理由として、①ダイナミックな国際環境の変化の中で日本が

独自の役割を発揮する空間が拡大した、②政権内で安全保障から

経済まで統合的に「官邸外交」を遂行できる制度を確立した、③

安倍本人が大局的な国家観や国際秩序の構築に意欲的、かつ人間

関係を重視する政治家であった、などが考えられる。その特徴を生

かして、対 ASEAN では中国との激しいパートナーシップ競争を通

じて日本との関係を再強化した。対台湾では親台湾派のチャネル

を活用して実質的関係の格上げを達成した。共通の価値観を持つ

ASEAN、台湾を戦略的にも心情的にも重要視した一方、中国を決

して排除せず包摂する構えを見せて直接の関係改善を図った。強気

なスタイルの中に巧妙な配慮が見られた。

キーワード：�自由で開かれたインド太平洋、官邸外交、安倍晋三、

ASEAN、日台関係
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一　はじめに

2012 年 12 月から 2020 年 8 月まで首相を務めた安倍晋三は、日

本の憲政史上、最長の在任記録を残した。2006 年 9 月から 1 年足

らずで終わった第一次政権とは違い、第二次政権では自民党総裁と

して毎回の選挙を勝利に導き、党内では「安倍一強」といわれる体

制を固めた。そして、国内での政権の安定性と長期化が進むにつれ

て、国際社会のリーダーとしての地位も確立していった。

7 年 8 か月という異例の長期政権による業績は、内政面では賛否

両論があるものの、外交面では概ね一致して高く評価されている。

そのリーダーシップが国際社会でも認められていたことは、辞任に

際する当時の各国首脳のコメントに表れている。ドナルド・トラン

プ米大統領は「日本史上最も偉大な首相と言われるだろう。Special�

Man！」と最高級の賛辞をツイートした。ウラジミール・プーチン

露大統領は電話で「これからもシンゾーとの友情を大切にしたい。

シンゾー、アリガトウ」と語った。その他にも「賢明な指導力を発

揮した」（インドのナレンドラ・モディ首相）、「偉大な業績を残

した」（英国のボリス・ジョンソン首相）、「辞任は残念。安倍首

相は常に我々と共通の価値観と多国間主義を掲げてきた」（ドイツ

のアンゲラ・メルケル首相）、「真の友人だ」（豪州のスコット・

モリソン首相）、「最も大切な友人」（台湾の蔡英文総統）という

ように各国首脳が続々と謝意をツイートした。

本稿ではそのような安倍外交を検討し、特に対 ASEAN、台湾外

交に焦点を当てる。2010 年代以降、日本外交にとっての最重要課

題は、中国の台頭にいかに対峙するかということであった。「大国

外交」を自任しアジアの地域秩序に挑戦し始めた中国に対して、

安倍首相は「法の支配」など普遍的な価値観を強調しながら応戦
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した。日本にとって「自由で開かれたインド太平洋（FOIP:� Free�

and� Open� Indo-Pacific）」は安倍外交の理念や戦略が結晶した構

想である。その中でも重視されたのが ASEAN であり台湾であっ

た。日本にとって地理的な要所であり、同じ価値観に基づいて国民

同士のレベルで親密な関係を築いてきた地域が、まさに中国の影響

力拡張の一番の標的になっていたのである。

結果的に、安倍政権下において日本と ASEAN、日本と台湾の関

係はそれぞれ強化され新たな展開を迎えた。中国の国力増大が止ま

らない厳しい環境変化の中で、安倍外交はいかに対応し日本の存在

感を確保することができたのだろうか。そのために、いかなる手法

を発揮したのだろうか。これらの問題意識に基づいて、本稿では最

初に安倍外交の全体的な特徴を考察する。その理解に基づいて安倍

外交の ASEAN と台湾へのアプローチを検討していきたい。

二　安倍外交の特徴

1　外交力発揮の条件

安倍外交が成果を残せた理由は、複合的な条件や要因が重なった

ものであろう。ここでは国際、国内、個人という三つのレベルから

確認していきたい。

第一に、米中のパワー・バランスの変化が激しく国際構造が大

きく動き始めた時期であったことが、安倍外交が展開する空間を創

り出したといえるだろう。米国は、既にオバマ政権期から世界の警

察官である立場を否定していたが、トランプ政権期に入ると露骨に

「米国第一」主義を掲げて、パリ条約や TPP など多国間主義から

次々と撤退、国際舞台の第一線から退場していった。さらに、トラ

ンプ大統領の在任中は政権内でも常に不一致が目立ち、国務長官、
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国防長官、大統領上級顧問などの側近の辞任や解雇が頻繁に起きて

いた。その間隙を縫って進むように安倍外交が存在感を増していっ

た。

他方、中国では習近平国家主席が自らの政権基盤を異例のスピー

ドと方法で固めていった。反汚職取り締まりの中で政敵を次々と追

放し、党内で確固たる独裁体制を築いたが、そのこと自体は外交的

に見て悪いことばかりではない。習近平が党内抗争を意識して無理

に「反日」ポーズを取る必要がなくなり、自らの意思で柔軟に対日

政策を決定できれば日中関係の改善の余地が生まれる。「新時代」

を率いる習近平の中国は、「一帯一路」やアジアインフラ投資銀行

（AIIB:�Asian�Infrastructure�Investment�Bank）などの国際的なイ

ニシアチブにも積極的に発信していった。「内向きの米国、外向き

の中国」、という先例のない展開の中で、安倍首相はうまく立ち振

る舞うことで独自性を輝かせた。

次に、安倍内閣では制度的に内閣の権限が強化されていた。首相

に就任すると内閣府に国家安全保障会議を設置し、2014 年には事

務局に当たる国家安全保障局を発足させ、国家安全保障政策の主導

権を握った。また、内閣人事局を設立し各省の審議官以上の幹部の

人事権を掌握した。その中からは出身省庁を離れて首相秘書官、首

相補佐官など直接、首相に仕えるいわゆる「官邸官僚」と呼ばれる

側近スタッフが現れ政策遂行に深く関わった 1。専属スピーチライタ

1 たとえば、経産省からの今井尚哉首相秘書官（経産省）、和泉洋人首相補佐官（国

土交通省）、杉田和博内閣官房副長官（警察庁）らが安倍首相の信任を得ていた。

安倍官邸の特徴を取り上げたものに、田崎史郎『安倍官邸の正体』（講談社現代

新書、2014 年）；森功『官邸官僚－安倍一強を支えた側近政治の罪』（文藝春

秋、2019 年）；朝日新聞取材班『自壊する官邸―「一強」の落とし穴』（朝日新

聞出版、2021 年）。
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ーも擁して、自らのアイデアを洗練された言葉で世界へ発信する力

を高めた 2。このように安全保障から経済まで多岐にわたる外交政策

を統合的に素早くトップダウンで進める、いわゆる「官邸外交」の

仕組みができていた。

最後に、安倍首相個人の背景や性格を考えてみたい。安倍首相

は母方の祖父の岸信介元首相（1957-1960 在任）に憧れているとさ

れる 3。父（安倍晋太郎元外相）方の祖父・安倍寛は戦前に軍部に抵

抗した反戦政治家だったが、安倍が政治家のモデルとして敬愛し

たのは岸の方であった。戦後、A 級戦犯の嫌疑者から政界に復帰し

1955 年の保守合同を主導、自民党初代幹事長となり首相にまで上

り詰めた岸は、米国とは一線を画した日本独自の国家責任としてア

ジア外交を展開していた。日本こそがアジアにおける反共の盟主と

いう考えを持ち、就任後最初に訪問したのも東南アジア諸国と台湾

であった。1960 年の日米安保条約成立の際、国会前で大規模な反

対運動が起きても最後は歴史が判断すると動じなかった岸。そんな

祖父を見て育った安倍は、国家観や国際秩序構築など大きな議題に

躊躇なく踏み込む政治家であった。安倍政権下で財務大臣兼副総理

を務め盟友関係にある麻生太郎も吉田茂元首相の孫である。戦後日

本の礎を築いた大物政治家の孫同士が連携して大局的な外交ビジョ

ンを打ち出していった 4。

2 谷口智彦『誰も書かなかった安倍晋三』（飛鳥新社、2020 年）。
3 青木理『安倍三代』（朝日新聞出版、2017 年）；菊池正史『安倍晋三「保守」の

正体―岸信介の DNA とは何か』（文藝春秋、2017 年）。
4 安倍・麻生が共有する地政学的な意識や価値観外交は、第一次安倍政権下で麻生

外相（当時）が提唱した「自由と繁栄の弧」に既に現れている。「自由と繁栄

の弧」外務省、平成 19（2007）年 7 月、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/
free_pros/index.html。
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安倍は自分の感情をわりと素直に出す性格であり、大きな国際舞

台でも物おじすることがない。リオ・オリンピック閉会式でスーパ

ー・マリオに扮して登場したことでもわかるように大衆受けのパフ

ォーマンスも辞さない。日本人としては国際社会からはわかりやす

い人物であった。当選後から批判の多かったトランプをいち早く訪

問しその心を掴み、共通の趣味であるゴルフで関係を築き、外交面

で助言するまでの存在となった。他方、中国で独裁者となった習近

平にも敬意を欠かさず受け入れ、柔軟に日中関係の改善を図った。

2014 年に北京 APEC で初対面した際に習近平が見せた仏頂面は次

第に軟化し、2016 年のペルーAPEC では予定外の立ち話会談を行

えるほどに個人的な関係も良好になった 5。ロシアのプーチン大統領

も然り、強く個性的なリーダーの懐に巧みに入っていき個人的関係

を築き上げる胆力や芸当を安倍は持っていた。

これらの条件や要素がうまく一致したことにより、結果的に安倍

外交が国際社会で力を発揮することができた。次節では、その成功

事例として 2018 年秋を取り上げる。

2　2018 年秋、 安倍外交のピーク

2018 年といえば、TPP から米国が脱退した後に日本がイニシア

チブを取って 11 か国で署名、発効させた CPTPP（Comprehensive�

and�Progressive�Agreement� for�Trans-Pacific�Partnership）が高く

評価されている。実は、他の面でも安倍外交は絶好調であった。対

米国、中国、ASEAN 関係の間で一定の妥協や両立が成立し、日本

にとって理想的な均衡が成立していた。

5 「ペルーAPEC の際の日中首脳間の会談」外務省、平成 28（2016）年 11 月 20 日、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/cn/page4_002512.html。
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第一の妥協は、日本と米国で対中国政策には大きな違いが現れ

たにもかかわらず、日米間に大きな軋轢がなかったことである。

10 月、ペンス副大統領が米国の中国政策について講演し、対決的

姿勢を明らかにした。米中新冷戦の開始だとも報じられた「ペン

ス演説」は、安全保障から政治経済、中国国内の宗教弾圧や人権問

題など幅広い分野で全面的に中国批判を展開し、従来の米国の対

中関与政策を完全否定した 6。中国の援助を「債務の罠」外交（Debt�

Diplomacy）という言葉で批判し、「一帯一路」に冷たい目を向け

た。他方、同月に日中関係は改善のピークに達していた 7。安倍首相

が訪中し、日中平和友好条約 40 周年の記念行事に参加、両国関係

が「正常な軌道に戻った」ことが首脳レベルで宣言された。そし

て、一層の民間経済関係を推進するための新しいスキームである

「日中第三国市場協力」を発表した 8。民間企業を日中関係の主要ア

クターとして前面に押し出して、政府が後方支援するという形であ

る。

これは実質的に、日本企業が間接的に「一帯一路」プロジェクト

に参加することを意味する。日本の「一帯一路」参加に関しては、

それ以前より安倍首相の「条件付き賛成」という態度が段階的に

6 “Pence’s�China�Speech�Seen� as�Portent�of� ‘New�Cold�War’,”�New York Times,�
October� 5,� 2018,� https://www.nytimes.com/2018/10/05/world/asia/pence-
china-speech-cold-war.html,� accessed� on� November� 15,� 2021.�演説原文は、

“Remarks� by� Vice� President� Pence� on� the� Administration’s� Policy� Toward�
China,”� The�Whitehouse,�October� 4,� 2018,� https://trumpwhitehouse.archives.
gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-policy-
toward-china/。

7 平川幸子「『一帯一路』時代の日本外交―リベラルな ASEAN の守り」金子芳樹ほ

か編『「一帯一路」時代の ASEAN』（明石書店、2020 年）、81～86 ページ。
8 「安倍総理の訪中（全体概要）」外務省、2018 年 10 月 26 日、https://www.

mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/cn/page4_004452.html。
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示されていた 9。その調整を進めてきたのは今井尚哉首相秘書官であ

る。前年 5 月に北京で開催された「一帯一路」協力フォーラム会議

に、今井秘書官は、中国との深いパイプを持つことで知られる二階

俊博自民党幹事長のほか、経済産業副大臣、経団連会長らと共に出

席し、習近平に安倍首相の「親書」を渡している。この時、安倍首

相が二階幹事長に託した習近平あて親書の内容が、今井秘書官の独

断によって「一帯一路」や AIIB に前向きな方向で書き換えられ、

これを知った谷内正太郎国家安全保障局長は激怒したという 10。し

かし、この時点では日米間の外交上の摩擦は発生せず、日米同盟と

日中協商は同時成立していた 11。

第二の妥協は、日中関係と「インド太平洋」戦略の整合性であ

る。中国との関係改善を図る安倍首相は、自らが提唱した「自由で

開かれたインド太平洋戦略（FOIPS：Free� and� Open� Indo-Pacific�

Strategy（下線は筆者）」が中国に与える負の影響を考慮し修正を

行った。安倍首相は、セキュリティ・ダイヤモンド構想や「インド

洋と太平洋」など中国を意識した戦略ビジョンを以前から提起して

いた。しかし、2016 年に TICAD で正式に提唱された FOIPS 演説

9 安倍首相が初めて「一帯一路」について肯定的な態度を公的に表明したのは 2017
年 6 月であった。「洋の東西、そしてその間にある多様な地域を結びつけるポテ

ンシャルをもった構想」として、「インフラ開発に関する国際社会の共通の考

え方を取り入れるという観点から日本は協力する」と述べた。「第 23 回国際交

流会議『アジアの未来』晩餐会�安倍内閣総理大臣スピーチ」首相官邸、平成 29
（2017）年 6 月 5 日、https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10992693/www.

kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2017/0605speech.html。
10 朝日新聞取材班、前掲書、第三章。
11 後に発表された米国戦略国際問題研究所（CSIS）の報告書では、政権内の親中派

として二階、今井が名指しされた。Devin�Stewart,� “China’s� Influence� in� Japan:�
Everywhere�Yet�Nowhere� in�Particular,”�CSIS,� July�23,�2020,�p.16,�https://
www.csis.org/analysis/chinas-influence-japan-everywhere-yet-nowhere-particular.
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の内容は、それがアフリカ開発に関わる会議で提唱されたことから

もわかるように、一義的には経済社会開発分野での法の支配やルー

ルに基づく秩序に関する主張であった 12。それが、2017 年のベトナ

ム APEC（ダナン）でトランプ大統領が「インド太平洋」に言及し

て以来、国際社会では軍事安全保障上の戦略としての意味合いが深

まっていた。

中国との関係改善の完成に向けて、中国に対する排除やけん制の

ニュアンスを持たせることは得策ではない。そのような思惑から、

日本政府は「自由で開かれたインド太平洋戦略」の最後の「戦略」

という刺激的な表現を削除し、代わりに「構想」「ビジョン」とい

う言葉を使用することにした。外務省で策定された説明では、同構

想は「地域の公共財」を目指しているのであり、特定の国家を排除

しようとするものではないこと、既存の協力枠組みに挑戦するもの

ではない旨が強調されるようになった 13。長期的には中国の参加を

望んでいる、という構えを整えたのである。

第三の妥協は、その「インド太平洋」という新たな地域形成イニ

12 「自由で開かれたインド太平洋誕生秘話」『NHK 政治マガジン』2021 年 6 月 30 日、

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/62725.html；相澤輝昭「外務省

HP から読み解く『自由で開かれたインド太平洋戦略（FOIP）』の理念と実践」

笹川平和財団、2018 年 4 月、https://www.spf.org/oceans/analysis_ja02/hpfoip.
html；相澤輝昭「その後の『自由で開かれたインド太平洋（FOIP）』の変遷と

展開」笹川平和財団、2019 年 6 月、https://www.spf.org/oceans/global-data/
user33/20190627163005471.pdf。

13 安倍首相が初めて公の場で「構想」に切り替えたのは 11 月 6 日、マレーシア

のマハティール首相との会談の時である。通訳が首相の発言を「Indo-Pacific�
strategy」と訳すと、官邸スタッフが「訂正がある」と英語で発言した。通訳は

「strategy」ではなく「vision」が正しい、と修正した。「インド太平洋、消えた『戦

略』政府が『構想』に修正」『日本経済新聞』2018 年 11 月 13 日、https://www.

nikkei.com/article/DGXMZO37648990S8A111C1PP8000/。
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シアチブを、ASEAN に進んで譲ったことである。米中の狭間で難

しい立場にある ASEAN をジレンマから救い出した。2018 年夏、

河野太郎外相は ASEAN 議長国シンガポール現地紙でのインタビュ

ーで、日本の FOIPS の目的が海洋での「法の支配」や後述する「質

の高いインフラ」開発の促進であり、ASEAN がその中心であるこ

とをアピールした 14。ほどなく日本の安全保障の専門家が国際会議

において、日本の FOIPS には中国が入りうると発言したことが報

じられた 15。「インド太平洋」地域形成においてASEANの中心性と

一体性を強化したいという日本の意思を事前に十分伝えた上で、そ

の秋の ASEAN 関連会合が開催されたのである。シンガポールのリ

ー・シェンロン首相は、日本の FOIPS はシンガポール及び ASEAN

のプライオリティと連携できると最終判断した 16。そして 11 月の日

・ASEAN 首脳会議の議長声明で、ASEAN は「自由で開かれたイン

ド太平洋（Indo-Pacific�region� that� is�free�and�open）」を促進す

るという表現を初めて受け入れた 17。日本はさらに同じタイミング

で日米豪印の 4 か国会合を目立たぬように開催し、「インド太平洋

における ASEAN の中心性」への支持協力を確保した 18。ASEAN 内

14 “Asean�at�heart�of�Japan’s�Free�and�Open�Indo-Pacific�Strategy:�Kono,”�Straits 
Times,�July�26,�2018,�https://www.mofa.go.jp/files/000386152.pdf.

15 “Asia-Euro�Policy�Forum:� Indo-Pacific�policy�open� to�all,� Japan� says,” Straits 
Times,�September� 14,� 2018,� https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/indo-
pacific-policy-open-to-all-japan-says.

16 “Principles� of� Japan’s� Indo-Pacific� strategy� align� with� Singapore,� Asean�
priorities:� PM� Lee,”� Straits Times,� November� 14,� 2018,� https://www.

straitstimes.com/singapore/principles-of-japans-indo-pacific-strategy-align-with-
singapore-asean-priorities-pm-lee.

17 「第 21 回日 ASEAN 首脳会議共同声明」外務省、平成 30（2018）年 11 月 14 日、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000420504.pdf。
18 “Quad� leaders� stress� Asean’s� centrality� in� their� Indo-Pacific� visions,” Straits 
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にも自らがインド太平洋を形成するべきだという意見があったこと

もあり 19、翌 2019 年に ASEAN は「インド太平洋における ASEAN

・アウトルック（AOIP：ASEAN�Outlook�on�Indo-Pacific）」を発

表する。日本は直ちに支持を声明した。

以上が 2018 年秋に起きた三つの政治的妥協である。このとき、

日本外交にとって理想的な方程式が達成できていた。ASEAN が中

心となって運営する地域主義に米中両大国を取り込み共存させる、

日本はその ASEAN を支えるという構図である。次章では、なぜ安

倍首相がそこまで ASEAN を重視していたかについて検討する。

三　対 ASEAN 外交の強化

1　中国の東南アジア進出を牽制

2013 年、習近平は、「一帯一路」の嚆矢となる「シルクロード

経済ベルト」構想をカザフスタンで、「21 世紀海上シルクロード」

構想をインドネシアでそれぞれ提唱した。このときの ASEAN 諸国

への訪問で、習近平体制は ASEAN に対して「運命共同体」を呼び

かけるようになる。中・ASEAN 首脳会議で、中国は「2 ＋ 7 協力

枠組み（二つの政策合意と七つの協力）」を提案した。二つの政策

合意とは、今後の関係強化のためには、1）信頼醸成と善隣関係の

確立、2）相互利益をもたらす経済開発協力、が鍵という認識であ

Times,� November� 17,� https://www.straitstimes.com/singapore/quad-leaders-
stress-aseans-centrality-in-their-indo-pacific-visions.

19 インドネシアのマルティ・ナタレガワは、外相だった 2011 年の東アジア首脳会

議で「インド太平洋友好協力条約」を提起していた。Marty� Natalegawa,� “Asean�
should�step�up�to�promote�a�pacific�Indo-Pacific,”�Straits Times,�November�30,�
2017,� https://aseanews.net/2017/11/30/column-s-e-a-view-asean-should-step-
up-to-promote-a-pacific-indo-pacific-by-marty-natalegawa-for-the-straits-times/.
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る。それを前提として、善隣友好条約締結、中・ASEAN 自由貿易

協定のアップグレード、AIIB による ASEAN 連結性事業の優先的

融資、防衛協力対話の開始など具体的な協力が幅広い分野で提案さ

れていた。

ASEAN は中国との間で南シナ海の問題を抱えていたが、安全保

障上の問題とは一旦切り離す形で、経済開発協力分野では中国の

提案を受け入れた。その理由として、ASEAN が域内連結性向上に

よる経済統合の推進と域内格差是正のために 2010 年から実施して

きた MPAC（Master� Plan� on� ASEAN� Connectivity：ASEAN 連結

性マスター・プラン）事業の低迷があった。MPAC は、①物的連

結性、②制度的連結性、③人と人との連結性の三つの分野で 19 の

プロジェクトを掲げていたが、資金調達不足からその実施状況は

大幅に遅れていた 20。そのため、ASEANは中国からの資金供与を歓

迎し、2014 年内には全加盟国が AIIB への参加を表明して中国に傾

斜していった。2016 年の中国・ASEAN 首脳会議の議長声明では、

「ASEAN は中国の発展は地域の発展にとって重要な機会である」

として、「一帯一路」と MPAC2521 に共通するプライオリティを

「シナジー化」していく、という方針が明記された 22。

ただし、ここで注意すべきは「一帯一路」プロジェクトの特徴

20 石川幸一「ASEAN における『一帯一路』構想の現況と課題」平川均ほか編『一帯

一路の政治経済学』（文眞堂、2019 年）、120～121 ページ。
21 ASEAN 共同体発足後の 2016 年に採択された改訂版 MPAC（ASEAN� Connectivity�

25）のことである。
22 “ JOINT� STATEMENT� OF� THE� 19TH� ASEAN-CHINA� SUMMIT� TO�

C O M M E M O R AT E� T H E� 2 5 T H� A N N I V E R S A RY� O F� A S E A N-C H I N A�

DIALOGUE�RELATIONS,”� September� 7,� 2016,� https://asean.org/wp-content/
uploads/2016/09/Joint-Statement-of-ASEAN-China-Commemorative-Summit-
Final.pdf.
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である。中国・ASEAN 間では MPAC25 とのシナジー効果という多

国間での集団的合意が図られたが、具体的なインフラ開発プロジェ

クトは、当該加盟国との二国間契約という形式が取られる。多く

の ASEAN 諸国はインフラ開発の国家プロジェクトを持っており、

それに中国が連動し支援する。そのため、ASEAN 各国のプロジェ

クト受け入れの程度には差異や温度差がある。たとえば、カンボジ

ア、タイ、インドネシア、ミャンマー、シンガポールのように早々

と協力を示す国もあれば、マレーシアやフィリピンのように途中で

方針転換する国、インドネシアやベトナムのように慎重に様子見を

している国もある 23。実際の契約内容や進捗状況に関する情報は非

公開の場合が多いが、中国側の指標によれば、「一帯一路」への参

加度ランキングの上位 10 か国のうちの半数以上を ASEAN 諸国が

占めた 24。

東南アジアに中国のパワーと影響力が増大していた 2016 年から

2017 年にかけては、米国はオバマ政権からトランプ政権への移行

期に当たっており「一帯一路」は注視していなかった 25。代わって

中国の東南アジアへの進出を抑止したのは日本であった。ASEAN

との長い信頼関係を持つ日本には、中国パワーの台頭を抑制できる

23 Yang� Yue,� and� Li� Fujian� eds.,� The Belt and Road Initiative: ASEAN Countries’ 
Perspectives�(New�Jersey:�World�Scientific,�Institute�of�Asian�Studies�at�China�
Foreign�Affairs�University,�2019),�pp.41-44.

24 2018 年に中国が発表したデータでは、ベトナム（5 位）、タイ（6 位）、マレー

シア（7 位）、シンガポール（8 位）、インドネシア（9 位）、カンボジア（10 位）

である。前掲書 The Belt and Road Initiative: ASEAN Countries’ Perspectives、7 ペー

ジに引用。�
25 David� Shambaugh,� “U.S.-China� Rivalry� in� Southeast� Asia,”� International 

Security,�Vol.42,�No. 4�(Spring�2018),�pp.87-88.�
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総合的外交力があった 26。

中国が ASEAN に接近を始めた 2013 年は、日本にとっても

ASEAN 友好協力 40 周年の年であった。日本の対 ASEAN 外交五

原則の第一原則は、「自由、民主主義、基本的人権等の普遍的価

値の定着及び拡大」、第二原則は「『力』ではなく『法』が支配

する自由で開かれた海洋は『公共財』」を述べており、その実現

を ASEAN と共に進めることになっている。東京で開催された日・

ASEAN 特別首脳会合では協力の「四つの柱」の方向性として「平

和と安定のパートナー」、「繁栄のパートナー」、「より良い暮ら

しのためのパートナー」、「心と心のパートナー」を示し、実施計

画を発出していた。この会合で安倍はわざわざ祖父・岸信介が戦後

の首相として初めて東南アジアを訪問したことに触れて、歴史的発

展をアピールしている 27。南シナ海に関する国際仲裁裁判所判決が

出た 2016 年には、判決を無視する中国を意識して防衛省初の国際

イニシアチブとなる日・ASEAN 防衛協力（ビエンチャン・ビジョ

ン）を立ち上げ、「法の支配」強化や能力向上支援を開始した 28。

同年に中・ASEAN 間で「一帯一路」と MPAC25 のシナジー化を

発表する共同声明が出されると、日本も 2017 年、ビジョン・ステ

ートメント実施計画を改定して計 77 項目にわたる内容に充実させ

た。他方、中国も ASEAN との間で新たに「インフラ連結性に関す

26 Corey�Wallace,� “Japan’s� strategic� contrast:� continuing� influence�despite� relative�
power�decline�in�Southeast�Asia,”�The Pacific Review,�Vol.32,�No.5�(2019).

27 「日・ASEAN 特別首脳会議（概要）」外務省、平成 25（2013）年 12 月 14 日、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000594.html。
28 概要については、「ビエンチャン・ビジョン～日 ASEAN 防衛協力イニシアティ

ブ」防衛省・自衛隊、https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/dialogue/
j-asean/vientianevision.html。

$1523.indd   78 2022/3/24   上午 11:17:17



2022 年 3 月号� 安倍外交の検証：ASEAN と台湾への接近を中心に

－79－

る協力を更に深化させる」共同声明を出した。このように 2016 年

から 2017 年にかけて日中間では ASEAN に対する激しいパートナ

ーシップ競争が展開されていた。

しかし、それと同時並行で、安倍首相が中国に対しては直接関係

改善を働きかけていたことは注目に値する。前述した通り、徐々に

「一帯一路」に協力するという融和姿勢を見せていたのであり、そ

の理論武装となったのが「質の高いインフラ」であった。

2　 「質の高いインフラ」 を国際社会で標準化

「質の高いインフラ（Quality� Infrastructure）」とは、中国主導

で進むインフラ開発をけん制する過程で生まれた対抗的概念であ

り、安倍政権が国際社会に普及させた規範でもある。安倍政権は

2013 年に日本の成長戦略、海外展開戦略としての「インフラ輸出

戦略」を策定していた。その中で ASEAN は「東アジアの平和と安

定のためにも重要な地域であり、この地域が安定して成長してい

くことは経済のみならず、安全保障面でも重要 29」と既に認識され

ていた。そのような時に、中国が「一帯一路」で ASEAN に接近を

図ってきたのである。ASEAN が中国主導の AIIB やインフラ協力

に惹かれる理由として、日本が従来主導してきたアジア開発銀行

（ADB：Asian� Development� Bank）などの融資条件が厳格で決定

まで時間がかかるという不満があった。それを知った安倍首相は、

中国との差別化を図る意味でも日本型のインフラ開発の考え方を示

して説得に努めるようになった。

2014 年の日・ASEAN 首脳会議では、日本側は ASEAN の膨大な

29 「インフラシステム輸出戦略」首相官邸、平成 25（2013）年 5 月 17 日、https://
www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai4/kettei.pdf。
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インフラ需要に適切に対応し「質の高い成長」を実現するために

は、官民連携の投資で包摂性、強靭性、能力構築を重視する「人間

中心の投資」が不可欠だと説明した 30。「人間中心の投資」とは抽象

的な表現ではあるが、中国式の国家中心型の発展観との差別化を意

識したものであろう。1977 年の福田ドクトリン以来、日・ASEAN

間で謳われてきた「心と心の関係」、1999 年に小渕内閣が ASEAN

に対して使った「人間の安全保障」の考え方とも符合する。

2015 年に中国政府が「一帯一路」の「ビジョンと行動」を発表

する頃には、安倍首相は日本型の考え方を「質の高いインフラ」と

して言語化し、発信攻勢を開始した。5 月にアジアの首脳を招いて

開催された国際会議では、「質の高いインフラパートナーシップ～

アジアの未来への投資」と題した講演を行った 31。ここでは、「安

物買いの銭失い」という日本の慣用句を紹介しながら、少々値段が

高くても品質が高く持続性のあるインフラを提供する「ベストパー

トナーは日本」であることを訴えた。同時に、日本の政府機関であ

る JBIC（国際協力銀行）によるリスク・マネーの供給、JICA（国

際協力機構）と ADB の協力による新たな民間プロジェクト制度の

導入、ADB との連携による 5 年間で総額約 1100 億ドル（13 兆円）

規模のインフラ資金の提供を宣言した。

2016 年 5 月には、G7 サミット議長国の立場を利用して「質の高

いインフラ投資の推進のための G7 伊勢志摩原則」を採択させて国

際社会での主流化を図った。同時に、日本政府は 2017 年からの 5

30 「第 17 回日 ASEAN 首脳会議」外務省、平成 26（2014）年 11 月 12 日、https://
www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page3_001006.html。

31 「第 21 回国際交流会議『アジアの未来』晩餐会�安倍内閣総理大臣スピーチ」外

務省、平成 27（2015）年 5 月 22 日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/dapc/
page1_000106.html。
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年間の目標として、海外での「質の高い」インフラづくりに関して

約 2000 億ドルの資金供給を表明している。前年度に提示した金額

を倍増させており、いかに強い意志で日本の存在感を示していたか

がわかる。

長年、アジア最大の ODA 大国として地域秩序形成をリードして

きた日本が、新興援助大国である中国に対して釘を刺したといえ

る。「質の高さ」とはハードウエアの建造物だけを指すのではな

く、事業遂行の理念やプロセスなどソフト面において重要であっ

た。G7 で策定された原則は、中国が参加する 2018 年の APEC、

2019 年の大阪 G20 でも合意された。2019 年の G20 大阪サミット

で承認された「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」とは、1）

持続可能な成長と開発へのインパクトの最大化（雇用創出、技術移

転、連結性強化等）2）ライフサイクルコストから見た経済性向上

（価格に見合った価値の実現等）、3）環境への配慮、4）自然災害

等のリスクに対する強靭性、5）社会への配慮（利用の開放性、安

全性、ジェンダー・社会的弱者への配慮等）、6）インフラ・ガバ

ナンスの強化（調達の開放性、透明性、債務持続可能性）などの内

容を備えている。

「質の高いインフラ」は中国が推進するインフラ開発への対抗言

説として登場したが、決して中国を排除するものではなく、むしろ

中国を導き巻き込んでいくことを目指していた。そのように、概念

の主流化を図る一方で、中国の「一帯一路」プロジェクトが二国間

契約であることから、日本政府は現場の動向にも目を見張らせてい

た。中国との案件での不協和音や現地のリーダーの選挙事情などの

機会があればすかさず利用して、日本の地位を奪還していった 32。

32 Yang� Jiang,� “Competitive� partners� in� development� financing:�China� and� Japan�
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また、安倍首相自ら東南アジアを何度も訪問し、リーダーに対し

て日本の政策を直接説明した。実際に ASEAN 諸国の中で最初に

FOIPS に支持表明をしたのは、最も中国寄りと見られていたカンボ

ジアのフン・セン首相であった 33。

四　台湾との静かなる関係格上げ

1　筋金入りの台湾シンパシー

安倍外交のもう一つの隠れた成果は、歴代首相が中国に遠慮して

踏み込めなかった日台関係である。安倍政権の前半は国民党の馬英

九政権、2016 年からは民進党の蔡英文政権に代わったが、全期間

を通じて 1972 年の断交以来、実質的に最高レベルにまで格上げさ

れた。中国大陸との融和政策や安定的な両岸関係が進行した馬政権

下では、電子商取引取り決め、観光事業協力覚書、日台民間租税取

り決めなど実務協定が毎年締結された。中でも 2013 年 4 月の日台

漁業取り決めは所管省庁の反対を押し切り官邸主導で進めた案件で

あった。その後，台湾の政権交代により中台関係が対立的になって

もうまく対応を切り替え、関係強化を続けた意欲と手腕は注目に値

する。

安倍家、岸家ともに蒋介石、後には李登輝と家族ぐるみの交流

expanding�overseas�infrastructure�investment,”�The Pacific Review,�Vol.32,�No.5�
(2019),� pp.790-800;� Hidetaka� Yoshimatsu, “New� Dynamics� in� Sino-Japanese�
Rivalry:�Sustaining�Infrastructure�Development�in�Asia,” Journal�of�Contemporary�
China,� Volume� 27,� Issue� 113� (2018)� pp.720-722;� Corey� Wallace,� “Japan’s�
strategic�contrast,”�op.�cit.,�pp.877-879;�“Widodo�woos�Japan�as�infrastructure�
ambitions�stall,”�Nikkei�Asia,�February�14,�2018.

33 Kei� Koga,� “Japan’s� ‘Free� and� Open� Indo-Pacific’� Strategy:� Tokyo’s� Tactical�
Hedging� and� the� Implications� for� ASEAN,”� Contemporary Southeast Asia,�
Vol.41,�No.2�(2019),�pp.302-304.
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があったというが、実際に安倍の家族は台湾との間でハイレベルな

「民間外交」を活発に行う。母の洋子は、台湾と日本の民間有志に

よる「台湾民間『昭和天皇皇太子時代台湾行啓した際に植えた櫻樹

など日本里帰り』を推進する会」（略称「桜里帰りの会」）の日本

名誉会長を務めている。同会の台湾名誉会長は李登輝・元総統夫人

である曾文恵である。2015 年に総統候補だった蔡英文・民進党主

席が来日した際には安倍首相の故郷である山口を訪問、弟の岸信夫

議員（安倍退陣後の菅内閣、岸田内閣で防衛相）が終日、案内役を

務めた。蔡英文が総統就任後の 2016 年には安倍首相の母・洋子が

訪台し、中正紀念堂音楽ホールで開催された NHK 交響楽団公演を

二人で鑑賞したことが話題となった。

自民党内でのキャリアも親台湾の環境で歩んできた。所属する

清和政策研究会は親台湾派で知られた福田赳夫からの系譜である。

伝統的に党内で最も反共主義傾向が強い派閥であり、断交後も台湾

との関係が深い。さらに安倍内閣が閣僚として重用してきた政治家

の多くが、安倍本人も含めて党青年局長出身であったことに注目し

たい 34。青年局は 1955年の結党時から設置されている組織で、自民

党と台湾との関係を繋ぐ役割も担っている 35。その関係は 1967 年、

「中国青年反共救国団」という国民党系組織を相手に「日華青年親

善協会」が設立されたことから始まり、断交後も台湾への海外研修

が定期的に実施されてきた。青年局長が台湾を訪問すると、会談相

34 安倍が重視する分野の閣僚は、岸田文雄、林芳正、茂木敏充、古屋圭司、下村博

文、萩生田光一など青年局長経験者によって占められており、「青年局長内閣」

だという。常井健一『誰も書かなかった自民党：総理の登竜門「青年局」の研究』

（新潮社、2014 年）。
35 丹羽文生「自民党青年局と台湾―その歴史的諸相」『拓殖大学台湾研究』5 号

（2021 年 3 月）。
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手には総統や行政院長という首脳級が出てくる。その際に外交上重

要なメッセージを預かることもあるが、中国との関係にも影響があ

ることから中台関係に関して機微な外交センスが自然に養われてい

く。安倍は議員に初当選した翌年の 1994 年に青年局で訪台し、李

登輝総統と会った。李総統から訪日の希望を伝えられたが、政府は

ビザ発給を拒否した。そのことが苦々しい原体験となり日台関係に

注力するようになった。

安倍が青年局長を務めていた 97 年を最後に、25 年続いた恒例の

台湾訪問は一時中断された。橋本龍太郎総理（経世会）、加藤紘一

幹事長（宏池会）、岸田文雄青年局長（宏池会）という党内親中派

が強かった時代である。その後、2001 年に青年局長となった水野

賢一は、日台の民間関係 30 周年記念の年に自身の訪台を熱望した

が、小泉純一郎内閣で外務政務官の職にあったために外相に拒否さ

れた。すると水野は、政府の過度な対中迎合姿勢を批判し辞表を提

出、フリーの身分で台湾を訪問し陳水扁総統と面会を果たした。一

連の行動は日本外交の足並みの乱れを象徴する出来事として報じら

れた 36 が、官邸で唯一水野の後ろ盾をしたのが内閣官房副長官だっ

た安倍であった。4 年後に水野は青年局の台湾研修を復活させ、安

倍第一次政権では法務副大臣に抜擢された 37。

一般的に言って青年局長経験者は親台湾の傾向があり、実際に

日台関係を動かす人脈も持っている。たとえば、旧出入国管理法の

下、台湾人は外国人登録証明書の国籍欄に「中国」の表記をする決

まりだったが、麻生政権の入管法改正によって導入された「在留カ

36 「水野政務官の辞任を閣議決定」『読売新聞』2002 年 8 月 27 日。
37 2009 年の選挙で落選した水野は 2010 年自民党を離れ、「みんなの党」に入党し

た。
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ード」には「台湾」と表記することが認められた。背後で動いたの

が複数の局長経験者たちだった。安倍政権下で 2013 年 4 月、尖閣

諸島周辺の漁業権をめぐる協定を台湾と結んだ際にも、局長経験者

が台湾政府要人と水面下で接触していた。

このように安倍は自らの政権下で、台湾へのシンパシーや中台関

係リテラシーの高い政治家を多く起用した。現実的に台湾政策を進

めることができた理由であろう。

2　外交青書に見る日台関係の記述の変化

安倍政権下でいかに日台関係が重視、格上げされてきたかは、外

務省発行の外交青書における記述の変化からも明らかである 38。外

交青書は出版された前年に起きた出来事について叙述される。台湾

については、「地域別に見た外交」章内の第一節「アジア大洋州」

内に「中国・モンゴル等」という項目があり、中国、台湾、モンゴ

ルの順に記述が登場する。ここが台湾の定位置であり、「等」とは

実質的に台湾を指している。安倍政権下でも青書全体の構成におけ

る台湾の位置づけに変化はない。日本政府の立場を示す「日本と台

湾との関係は 1972 年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係

として維持されている。」というフレーズも必ず記されてきた。

但し、二つの点で大きな変化があった。第一に、台湾は日本にと

って何なのか、に当たる記述が徐々に確信的になってきたこと。第

二に、日台間の価値の共有を強調する書き方が強くなったことであ

る。

最初に、比較のために安倍政権以前の民主党政権時代の記述を

38 毎年度の外交青書は以下サイトより閲覧可能である。『外交青書』外務省、https://
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html。
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見ておく。玄葉光一郎外相の名前で発行された 2012 年版外交青書

には、「日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する重要な地域で

あり、第 4 位の貿易相手である。（下線は筆者）」と記述されてい

る。「地域」や「貿易相手」という名詞は何ら価値を含まない中立

的な表現である。2011 年の東日本大震災に対して台湾から約 200

億円という破格の支援があった事実については簡単に記載され、台

湾の小学生による激励の寄せ書きの写真が登場するものの、全体的

に客観的な事実の記述にとどまっている。2012 年 1 月の馬英九総

統再選についても「選挙が円滑に実施されたことは、台湾において

民主主義が深く根付いていることを示すもの」と距離を置いた表現

にとどめている。

それが、安倍政権下で初めて発行された 2013 年版外交青書（岸

田文雄外相）では、「日本にとって台湾は緊密な経済関係を有する

重要なパートナーであり、第 5 位の貿易相手である。（下線は筆

者）」と改められた。さりげないが重大な変化である。「パートナ

ー」とは、共同で何かをする際の相手であり肯定的、前向きな関係

性を含むことは明らかである。さらに安倍政権らしい顕著な変化が

現れたのは、2015 年版外交青書（岸田文雄外相）である。同年の

青書では、日本政府の立場を示す定番フレーズの後に、「日本にと

って台湾は、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本

的価値を共有し、緊密な経済関係（・・・39）と人的往来（・・・40）を

有する日本の重要なパートナーであり、大切な友人である。（下線

39 カッコ内の原文は、「台湾は日本にとって第 5 位の貿易相手であり、日本は台湾

にとって第 2 位の貿易相手」。
40 カッコ内の原文は、「2014 年の日台間の短期訪問者数は、過去最高を更新し、延

べ約 440 万人」。
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は筆者）」という記述が加えられた。大意をスムーズにくみ取るた

めに一部を省略したが、その原文は各注で確認されたい。2013 年

版では鮮明ではなかった「パートナー」の意味が、ここでは基本

的価値を共有する相手だと明らかにされ、「友人」という心情的な

意味も加えられた。好対照をなすのが、関係が悪化していた韓国で

ある。前年版まで日韓関係の冒頭で記述されていた「韓国は、自

由、民主主義、基本的人権などの基本的な価値と、地域の平和と安

定の確保などの利益を共有する日本にとって、最も重要な隣国で

ある。」という表現が変更され、価値の共有に関わる部分が消え

た 41。

2016 年の蔡英文政権誕生の際には、安倍首相、岸田外相は台湾

に関する答弁や談話を隠さなくなった。1972 年の日台断交以降、

初めての対応である。岸田外相は談話内で、日本にとって台湾は重

要なパートナーであり大切な友人と述べた 42。

蔡英文政権も、対日関係の窓口である亜東関係協会会長に邱義

仁・元総統府秘書長、代表機関である台北駐日経済文化代表処代表

（駐日大使に相当）に謝長廷・元行政院長という大物人事を行い、

従来の「非政府間の実務関係」からいつでも政治的一歩を踏み出

せる準備を行った。2017 年には早くも二つの成果を出している。

第一に、双方の窓口機関の名称変更である。1 月、日本側窓口の交

41 「韓国は、日本にとって最も重要な隣国であり、良好な日韓関係はアジア太平洋地

域の平和と安定にとって不可欠である。」とだけ記述された。対中傾斜を強めて

いた朴槿恵政権とは歴史認識問題で既に対立していたが、2014 年の韓国地検によ

る産経新聞支局長名誉棄損起訴事件では「言論の自由」や「法の支配」という価

値問題を争っていた。
42 「台湾総統選挙の結果について（外務大臣談話）」外務省、平成 28（2016）年 1 月

16 日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page3_001538.html。
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流協会が「日本台湾交流協会」、5 月、台湾側も「台湾日本関係協

会」と名称が改められた。その理由として日台間の人々の交流が増

えているが名称が曖昧で認知度が低いという実務的理由が強調され

た 43。これは日台関係を非政府関係と規定する 1972 年原則の枠内で

の論理であり、中国も不快感は表明しても強硬な抗議や制裁は取り

にくい。第二には、3 月に赤間総務副大臣が台北を公務で訪問し、

日本の観光イベントの開会式に「地方創生を担当する仕事の一環

で 44」出席したことである。1972 年の断交以来、副大臣級の政府高

官が公式訪問するのは初めてであった。中国の報道局長は、定例会

見で「断固として反対する」と述べ、日本側に「厳正な申し入れ」

をした。これに対し、菅義偉官房長官は、従来からの非政府関係に

変わりはないとしながらも、「日本と台湾の経済関係と人的往来を

深める点で意義がある」とコメントした 45。なお、当時の総務大臣

は安倍首相の政治信条に共感する高市早苗であった。

2018 年版の外交青書（河野太郎外相）では、台湾の記述に大き

な変化が現れた。それまでは必ず冒頭で記されていた 1972 年の日

中共同声明の説明を後ろに下げた。代わって現れたのが、「日本に

とって台湾は・・・基本的価値を共有し、・・・重要なパートナーで

あり、大切な友人である」というフレーズである。日台関係が日中

関係に従属している印象が薄らいだ。日中関係が「正常な軌道に戻

43 「台湾日本関係協会名称変更除幕式に当所代表らが出席」日本台湾交流協会、2017
年 5 月 17 日、https://www.koryu.or.jp/about/taipei/chief-representative/numata/
activity-report/tabid1706.html。

44 「赤間二郎総務副大臣が訪台、公務では断交後初」『産経新聞』2017 年 3 月 25 日；

「赤間総務副大臣が台湾公式訪問 　72 年の日台断交以来初」『朝日新聞』2017 年

3 月 25 日。
45 「台湾との関係は非政府間の実務関係、交流進めたい＝菅官房長官」『ロイター』

2017 年 3 月 28 日、https://jp.reuters.com/article/taiwan-suga-idJPKBN16Z06J。
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った」後の 2019 年版外交白書でも、この記述の順序に変更はなか

った。

2020 年版外交青書（茂木敏充外相）にも変化があり、「重要な

パートナー」から「極めて重要なパートナー」と記述が強化され

た。同年 1 月の蔡英文総統再選に対する茂木外相の談話も、4 年前

と違い今度は外交青書に正式に収録された。台湾住民の対日感情に

関するデータや、台湾住民の台湾の WHO 総会オブザーバー参加に

対する日本政府の支持も明記された。安倍政権最後に当たる 2021

年版でも同様であり、逝去した李登輝元総統への高い評価や森喜朗

元首相の訪台も記述されている。日中関係の枠から離れて自立的な

日台関係に関する記述が厚みを増した。これらの変化は安倍政権が

台湾重視の姿勢を一歩一歩進めてきた事実の反映に他ならないであ

ろう。

五　おわりに

本稿では安倍外交の特徴を考察しながら、政権期に特に注力した

ASEAN と台湾への接近政策について検討した。ASEAN に対して

は中国傾斜に一定の歯止めをかけて「インド太平洋」の中心に位置

づけたこと、台湾に対しては実質的格上げをして日台関係の新段階

を開いたことは大きな成果だといえよう。そこには安倍外交ならで

はの特徴的なアプローチが見られた。

まず、安倍首相本人の地政学的なセンスや価値観外交に対して、

一貫して固い信念が見られることである。ASEAN に対しても台湾

に対しても自由や民主主義、法の支配という価値を共通するパート

ナーという位置づけを常に明確に打ち出していた。「一帯一路」へ

の対応策として、対 ASEAN 政策の中で練り上げていった「質の高
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いインフラ」さえも、プロジェクトの遂行プロセスを通して民主的

な価値観を関係地域に定着、浸透させる狙いを持った戦略的概念で

あった。また、台湾に対しても「価値を共有するパートナーであり

友人」としてその重要性を徐々に強調し、日中関係に従属しない新

しい日台関係像を描き出し、正式な外交青書レベルで表現していっ

た。

これらの価値や理念の提唱にあたっては、なるべく中国を刺激

しないように細心の注意を払っていた点は特筆に値する。「インド

太平洋」も「質の高いインフラ」も中国を排除するのではなく、包

み直すことで中国の変化を促す概念でありアプローチだったといえ

よう。本質的には競争していたのに、表面的には中国に対し包摂的

な態度を示した。「一帯一路」にも歩み寄りを見せ、「インド太平

洋」構想の一員となることを期待した。他方、台湾に関しては目立

たぬように日台関係の実質的強化を一歩一歩進めつつ、日中外交の

場では同時進行で関係改善を行うという技量も見せた。

自ら相手の懐に飛び込むトップ外交も印象的だが、多様なアク

ターをうまく使いこなす手法にも長けていた。安倍内閣の「官邸官

僚」たちは、対中国で安倍首相のメッセンジャーとして働いたが、

対 ASEAN ではインフラ開発の主導権を中国から奪還する仕事もし

た。常に官邸が一元的に重要な情報を吸い上げて判断する仕組みが

できていたからであろう。対台湾では、自分の身内や党内親台湾派

を動員、そのネットワークや経験を駆使して、中台関係が悪化して

いる蔡英文政権下でも関係格上げを実行した。

表面的な理念の提唱と同時に、水面下では現実的な政治力技芸を

巧みに発揮していたといえる。肝が据わって度量も広い。戦略的思

考に富んで巧妙な配慮や老獪な手立ても使う。これが安倍外交の特

徴のように思える。このような強気のリーダーシップは国内政治で
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は裏目に出ることが多かったが、ダイナミックに動く国際政治のリ

アリズムの現場にはうまく適合したといえるだろう。

（寄稿：2021 年 11 月 22 日、採用：2022 年 2 月 25 日）
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檢驗安倍外交：以日本 ASEAN與 
日台關係的升溫為主

平川幸子

（早稲田大學留學中心副教授）

【摘要】

在安倍晉三內閣為期 7年 8個月的長期執政過程中，外交上除了

與崛起的中國相互對峙，也積極宣揚「自由且開放的印太區域」構想

等，提升了日本在國際社會的存在感。本文認為，安倍政權之所以能

充分發揮外交影響力的理由，有下述幾點。①日本在變動的國際環境

中，可發揮自身角色的空間擴增。②安倍政權內部確立起從安全保障

層面到經濟層面都可統一執行的「官邸外交」。③安倍本人對於國家

大局及國際秩序的建構都相當積極，也是一名相當重視人脈網絡的政

治家。安倍政權就是活用這些特徵，在與中國競相加強與 ASEAN夥

伴關係的激烈過程中，再深化與 ASEAN的連結。在面對日台關係的

處理，安倍則是運用親台派人脈達成實質關係的升級。安倍政權除了

在戰略面與情感面上，重視擁有相同價值觀的 ASEAN與台灣之外，

另一方面也顯現出不可將中國排除在外的兼容姿態，試圖改善日中關

係。因此在安倍政權堅決的外交風格中仍可見其巧妙的顧慮。

關鍵字： 自由且開放的印太區域、官邸外交、安倍晉三、ASEAN、

日台關係
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Examining Abe Diplomacy: From A 
Viewpoint of Warming Relations Between 

ASEAN and Taiwan

Sachiko Hirakawa
Associate Professor, Center for International Education, Waseda University

【Abstract】

This paper analyzes the factors that enabled the Abe admin-
istration to display its  diplomatic competency consisting of;  1) 
Dynamic changes of international politics that gave Japan’s diplomatic 
“space;” 2) Establishment of new political systems that endowed the 
cabinet with more power to pursue the comprehensive diplomacy 
from security to the economy, which was called the “Kantei (cabinet 
office) diplomacy;” 3) Abe’s personal traits of eagerness to design 
broader standpoints of a state or international order and to emphasize 
private relationships with other leaders. With these characteristics, 
Abe solidified the Japan-ASEAN tie through intense partnership 
competition with China. Meanwhile, he also substantially elevated 
the level of Japan-Taiwan’s political relationship by strategically and 
sympathetically treated ASEAN and Taiwan as value-shared partners. 
As a result,  i t  is interesting to note that he also simultaneously 
improved Sino-Japan re la t ionship by showing magnanimity  to 
accommodate China. Thus, his confident diplomatic style was well 
combined with careful consideration and skillful practice.

Keywords:  Free and Open Info-Pacific,  Kantei  Diplomacy, Abe 
Shinzo, ASEAN, Japan-Taiwan Relations 
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