
 
 

 研究結果  
 

日台関係は Reluctant Realism とも称される 72 年体制という枠組みが規定する状態であった

が、90 年代後半から 21 世紀にかけては徐々に日本の外交政策全般に保守ナショナリズム傾向が浮

上し始め、日台関係も過渡期・転換期を迎えている。90 年代後半以降、日台関係は主に安全保障

を主軸とする「米中台」と「米日台」という二重の三角関係の影響を大きく受けている。ミサイル

危機の発生により米国が台湾海峡の平和維持をより明確に表明したが、中国の発展という不確定性

を考慮し、関与政策と戦略的パートナーシップにより中国が米国主導の東アジア秩序を受け入れる

よう促した。この「米中台」の三角関係という地域環境要因は日本がその対台湾政策を転換せざる

を得ない状況であることを認識させたのである。同時に日米安保システムにおける台湾ファクター

の明確化により、「米日台」の安全保障の三角関係が浮上し始めた。「米中台」および「米日台」

という二重の三角関係は、これまで 72 年体制に制限されてきた日本の対台政策に間接的に転換を

促し始めたのである。 

72 年体制に基づく対台湾政策に調整が必要となり始めたもう一つの要因として、90 年代後半以

降、東アジア情勢と日台双方の内部政治環境が変わりつつあり、72 年体制では現在の東アジアや

日台関係に対応しきれなくなったことを指摘する。小泉政権は個別のケースと実際の需要を基礎と

し、徐々に弾力的な方法で日台交流の制限を調整することで、特に実質的な公式関係など台湾との

各分野における関係を更に拡大した。その結果、日本の対台湾政策には、安全保障問題側面で、戦

略的曖昧から「戦略的明晰」（Strategic Clarity）を併せ持つ政策への漸次的な転換が見られ

る。最も顕著に現れているケースが、2005 年 2 月 19 日に日米両国が台湾海峡情勢を含む地域安全

保障にかかわる協力を更に密接にしていくことを表明した 2プラス 2共同声明であった。 
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 研究結果（英文）（ワープロ作成原稿の切り貼りでも結構です。） 
 

Historically relations between Taiwan and Japan have been restrained by the 1972

 regime. But since the late 1990s, conservative nationalism has emerged as the more infl

uential foreign policy factor in Japan, and Taiwan-Japan relations have started to chang

e accordingly. Since the late 1990s, the double security triangle relations, namely “U

S-China-Taiwan” and “US-Japan-Taiwan,” have greatly influenced Taiwan-Japan relation

s. During the missile crisis, the US clearly expressed its willingness to maintain peace

 in the Taiwan straits; on the other hand, the US also encouraged China to accept US-ini

tiated East Asia order through engagement policy and strategic partnership with China, c

onsidering the uncertainty of China’s development. This new US-China-Taiwan situation m

ade Japan to realize that its policy toward Taiwan had to be shifted according to the ge

opolitical change. At the same time, US-Japan-Taiwan security triangle became more obvio

us based on the clearer importance of Taiwan factor in the US-Japan security system. Thi

s double security triangle of “US-China-Taiwan” and “US-Japan-Taiwan” indirectly urg

ed Japan to step forward beyond the restriction of 1972 regime. 

Another factor that forced Japan to shift its Taiwan policy restricted by the 19

72 regime is the gradually emerged new regional environment of East Asia and new domesti

c political environment of Japan and Taiwan in the late 1990s. As a result, Japan could 

not face challenges in East Asia or new development in Taiwan-Japan relations without re

examining the 1972 regime. PM Koizumi tried to adjust restraints over bilateral relation

s by applying flexible measures based on case-by-case and actual necessity. He especiall

y succeeded in expanding direct communications with Taiwan. Author concluded that Japan 

now seek strategic clarity, together with the historical attitude based on strategic amb

iguity. The typical evidence is the Joint Statement issued after the U.S.-Japan Security

 Consultative Committee (SCC) Meeting on February 19, 2005. The statement named the Taiw

an Strait as one of the regional security issues in which the US and Japan promised to k

eep its emphasis on bilateral security cooperation. 
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