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【要約】 

1972 年の日華断交以前、主に政治外交を担ってきた日華関係は、

外交関係の断絶により役割を終えたのではなく、準公式のチャネル

としてその後の日台実務関係を支えていた。これは、蒋介石時代の

チャネルが温存されたというよりも、馬樹禮を中心とする対日工作

が、蒋経国のもとで一本化されたものの依然として蒋介石カードを

活用してチャネルを形成していったからである。それには、蒋経国

時代の対外政策が、台湾としての生き残りをかけて現実的な側面を

強くしていく一方、国共内戦的な発想での外交も依然として残され

たことと関係をしている。そのことによって継続された日華の次元

は、李登輝時代に対日政策が李登輝主導に再編されていくだけでは

なく、新たに日台関係のシンボルが作られるまで継続されざるを得

なかった。  

 

キーワード：蒋経国、日華懇、日華・日台二重構造、準公式チャネ

ル、李登輝  
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一 はじめに 

戦後の日本と台湾の関係は1、植民地統治を通じた日本と台湾の関

係の上に、戦前以来の日本と国民党、中華民国政府との関係が滑り

込み、重なり合うという二重構造のなかで展開をしてきた2。1972 年

9 月の日華断交によって外交関係が切れた日本と台湾との間では、経

済・貿易・文化など実質的関係を維持・充実させていくだけではな

く、領事機能を有する実務関係維持機構の設立や議員チャネルの活

用によって、政治外交上の問題を実務的に処理し、それら諸関係を

支える仕組みを作り上げている。  

 こうした非公式・準公式チャネルを活用し、担当部署との実務レ

ベルでの交渉を進めていくことは、外交関係のある二国間にとって

時に摩擦や障害となり、時に問題の処理にとって重要な役割を果た

すことがある。断交後の準公式な日台関係のなかでは、より一層重

要な役割を果たし得るものであった。72 年以前にそれぞれの執政党

の間で形成されたそうしたチャネルは、いわば日華の公的チャネル

を補完していた。72 年以後、それはどのような役割をもち、さらに

「中華民国台湾化」3が、日華・「日台」の二重構造にどのような意

味を与えることになったのか。  

そうした問題意識のなかで、本稿では、断交後 40 年のうち前半部

分 20 年を中心として、72 年の日華断交と断交後に積み上げられてき

                                                 
1 本稿では、日台関係を、日本と台湾の関係の総称として使う場合には日台と表記し、

二重構造の一部としての意味を表す際には「日台」と「 」で括って表記し、区別

する。 
2 川島真・清水麗・松田康博・楊永明『日台関係史 1945－2008』（東京大学出版会、

2009 年）参照。 
3 若林正丈『台湾の政治―中華民国台湾化の戦後史』（東京大学出版会、2008 年）参照。 
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た日台実務関係が、二重構造の変容と継続にどのような影響を与え

てきたのかを初歩的なレベルではあるが考察する。その具体的な課

題としては、第一に、蒋経国体制の下での対日チャネルの一元化の

模索を軸に、準公式な関係のなかで日華・「日台」はどのような意

味を有したのか、第二に、台湾の民主化時期における李登輝総統の

登場によって、この二重構造がどのような変容を遂げたのかを検討

する。これらの課題に対し、本稿は主に台湾側の対外・対日政策に

重きを置き、台湾側の外交文書のみならず、近年までに刊行されて

きた数々の関係者の回顧録、口述記録等を参照しながら、外交関係

なき日台関係を支え、また機能させうるチャネルの実態に近づこう

とするものである。  

二 日華断交と日台チャネルの変動 

１ 蒋経国体制下での日華断交 

蒋介石の存在が国際的威信と大陸反攻のシンボルとして維持され

た 1970 年代初期までの 20 年は、蒋経国系の人事配置が徐々に進め

られ、ナンバーツーであった陳誠行政院長の死去後に国防、経済、

そして外交分野へも段階的に進出していく時間であった。72 年に彼

が行政院長として表舞台に登場したときには、高齢となった張群ら

実力者が蒋介石とともに一線を退き、あたかも当然の世代交代であ

るかのごとく、いわば権力移行の 終段階に入った状況にあったの

である。  

1971 年の米中関係改善に対する中華民国側の対応を分析した松田

康博論文でも指摘するように、ニクソン訪中を控えて動揺する台湾

社会へのコントロールを回復するため、主に国内の報道統制を開始

し、このタイミングをうまく利用しながら立法院の増加定員選挙の

ための国会改革をはじめとする政治改革を推し進め、蒋経国の権力
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基盤の強化に結びつけていった4。人事面においては、台湾出身者や

「青年才俊」とよばれる若手起用が具体化されたものの、外交部長

には沈昌煥が再度起用され、対米不信のなかで「忍耐」し、より現

実的な外交政策をとろうとしていた5。  

こうした外交政策の調整は、1971 年後半から問題となっていたセ

ネガルとの外交関係に表れ、72 年 3 月には断交後も一部の外交特権

を残したかたちで商務代表処を残すなどの対応がとられた。国内的

には「反共抗俄」の教条的な論調を強調して「動員戡乱」制度の安

定を維持しつつ、国際間での「一つの中国」或いは「二つの中国」

という問題を回避して弾性のある・実務的（現実的）な外交モデル

に多少変更をし、表面上中華民国が表れず外交機構なのかもわかり

にくい名称となることも惜しまなかった6。  

1972 年に蒋経国が行政院長に就任した直後の外交政策は、中国と

国交を結んだ国々の事情に一定の理解を示しながら、「われわれはこ

れらの国家と断交したから往来を断絶してしまうという、こうした

政策は放棄しなければならない」とした7。その重要な時機に、台湾

                                                 
4 71 年、78 年前後の米中関係改善に関する台湾の対応と国内政治改革の関係について

は、松田康博「米中接近と台湾」増田弘編著『ニクソン訪中と冷戦構造の変容』（慶

応義塾大学出版会、2006 年）、及び松田康博「米中国交正常化に対する台湾の内部政

策決定－情報統制の継続と政治改革の停滞―」加茂具樹・飯田将史・神保謙編著『中

国改革開放への転換 「一九七八年」を越えて』（慶応義塾大学出版会、2011 年）参

照。 
5 拙稿「1970 年代の台湾の外交政策に関する一考察－外交と内政と中台関係の相互作

用－」『東アジア地域研究』第 6 号（1999 年 7 月）、参照。 
6 王文隆「蔣經國院長與中華民國外交（1972－1978）」『傳記文學』第 92 巻第 1 期（548

号）（2008 年 1 月）参照。 
7 「民國 61 年 6 月 13 日在立法院第一届第 49 會期口頭施政方針報告（補充説明）」蔣

經國先生全集編輯委員會『蔣經國先生全集』第 9 冊（台北：行政院新聞局、1991 年）

頁 195～202、及び「民國 61 年 7 月 13 日行政院第 1281 回院會指示」前掲『蔣經國先
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側は強硬な姿勢を貫きながらも、実際には対日断交による国内への

衝撃を 小限に抑えたかたちで「静かに」うけとめようとしていた

かにみえる8。1960 年代までの「象徴的な友好、実質的な脆弱」とい

う日華関係の特質を背景として9、日本との経済的関係の深さと新し

いリーダーをめぐる台湾の国内保守勢力の影響などが、極端な政策

変更も強硬措置をも抑制することになった10。  

 一方日本では、田中角栄首相のもとで中国との関係正常化が急展

開で進められるなか、台湾に対する外交活動は大平外相の「別れの

外交」11 として知られている。日本側の目指した日台関係の処理と

は、台湾からの報復的な措置をうけることなく、「日台関係を破局に

至らしめない」で「円満に事実上の関係は維持」することであった12。 

この間、台湾側では、8 月 11 日の外交部「日本問題工作小組会議

記録」13 にみられるように、強硬な抗議声明の発出などの指示が出

されただけであった。日本の政策転換を阻止する措置の検討という

よりも、日本の姿勢転換を半ばあきらめ、むしろ情報の漏洩による

マイナスの影響を慎重に回避しながら、外交部の楊西昆次長のもと

で今後の計画を秘密裏に作成する動きが開始されていた14。  

                                                                                                         
生全集』第 17 冊、頁 380。 

8 拙稿「蔣經國時代初期の対日政策－日台断交を一事例として－」『地域研究』第 18
号（1999 年 3 月）、参照。 

9 川島真他、前掲『日台関係史』、93 ページ。 
10 拙稿、前掲「蒋経国時代初期の対日政策－日台断交を一事例として－」、245 ページ。 
11 「別れの外交」の表現については、一外交当局者「井尻秀憲氏『日中国交樹立の政

治的背景と評価』についての一私見」『東亜』（1988 年 3 月号）83 ページ。 
12 田村重信・豊島典雄・小枝義人『日華断交と日中国交正常化』（南窓社、2000 年）232

ページ。 
13 「本部日本問題工作小組會議記錄」中華民國外交部檔案（以下、外交部檔案）『中日

斷交後重要交涉事項』第一冊、0112－001。 
14 同上。 
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8 月 15 日、劉維徳経済参事は外務省中国課課長橋本恕と会い、①

華僑居留問題、②民間航空運航問題、③ビザ問題、④貿易機構、⑤

大使館財産処理、⑥その他の日本における財経機構、⑦民間方式に

よる分割借款買い付けの件、⑧関税の優遇、⑨在日華僑と投資、⑩

日米関係、⑪大使館閉鎖問題、⑫宇山大使の件などの善後策につい

て打診されている。法眼晋作次官と大平外相が承知している内容で

あるとの提示をうけ、鈕乃聖公使は、情報の漏洩を防ぐためもあり、

彭孟緝大使にさえ報告をせずに劉参事に手紙をもたせて帰国させ、

18 日に楊次長に手渡させた15。  

 これより先 8 月 14 日、駐日大使館から外交部に送られた「駐日大

使館対処構想」16 は、日本政府の進める中国との国交正常化政策は

すでに阻止しえず、それが実現したときには中華民国との関係は維

持し得ないとの観点に立っている。そして、もし国交断絶の事態が

生じた場合に、駐日大使館側は、国交断絶後時機を失することなく

交渉し、経済文化関係維持のために日本に「官」少なくとも「半官」

の地位をもつ領事機能を有する機構設置を提案していた。  

断交後を見据えて椎名悦三郎特使の訪台を受け入れた台湾側に対

し、9 月 18 日の会談において蒋介石宛の田中首相の親書が厳家淦副

総統に手渡された17。この椎名訪台に同行したアジア局参事官中江要

                                                 
15 「極秘 駐日日大使館經濟参事劉維德於六十一年八月十八日下午四時晋見楊次長」

外交部檔案『中日斷交後重要交涉事項』第三冊、012－003。 
16 「駐日大使館應變構想」外交部檔案『本部對中日斷交之應變計畫』012.1－89003。 
17 「蔣介石總統閣下鈞鑒 一九七二年九月十三日 日本國内閣總理大臣田中角栄」外

交部檔案、前掲『中日斷交後重要交涉事項』。椎名悦三郎特使訪台に関しては、石井

明「日台断交時の『田中親書』をめぐって」『社会科学紀要』第 50 輯（2001 年 3 月）；

中江要介「椎名悦三郎・蒋経国会談記録―『中江メモ』」『社會科學研究』第 24 巻第

1 号（2003 年 12 月）；川島真「中華民国外交檔案にみる『別れの外交（日華断交）』

－椎名悦三郎の訪台を中心に－」加茂具樹・飯田将史・神保謙編著『中国改革開放
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介は、椎名と蒋経国の会談は「政治家同士特有の『あうんの呼吸』」

であり、勧進帳を地でいくような「椎名が、日中国交正常化にあた

っても『（日本と台湾との）従来の関係は維持する』との自民党内の

申し合わせに言及したのに対して、蒋経国も日本が台湾との断交を

決意しているのを知りながら、はるばるやって来た日本の長老政治

家をあえて難詰することはせず、会談を締めくくった」のだと表現

する18。  

この台湾工作を担当していた中江要介の情報は、中央通訊社社長

の魏景蒙の情報を東京支局長の李嘉を通じて得たもので、大平外相

に内々に報告していたという19。魏景蒙はもともと情報工作や行政院

新聞局（局長：1966 72 ）で活躍した人物であり、蒋経国に近い人物

であった。そこには、もし日中が国交正常化したら、日本人の財産

が差し押さえられる、飛行機は飛ばなくなる、日本の船は台湾海峡

を自由に通航できなくなる、といった脅迫めいた情報はほとんどな

かったという。大平外相は、自民党の若手議員が声高に提起する台

湾側の強硬な姿勢とは別に、強硬な措置はとらないのではないかと

いう台湾側からの情報をも得ていたことになる。  

田中訪中を控えた 終段階を迎えて、日本とのつながりの強い斉

世英と梁粛戎20 は日本での工作を続けていた。9 月 22 日、赤坂プリ

                                                                                                         
への転換 「一九七八年」を越えて』（慶応義塾大学出版会、2011 年）；拙稿「蒋経

国への権力移行と日華断交」『21 世紀アジア学会紀要』第 5 号（2007 年 3 月）参照。 
18 中江要介『アジア外交の動と静』（蒼天社出版、2010 年）、9～10 ページ及び 139～140

ページ、及び中江要介「日中正常化と台湾」『社會科學研究』第 24 巻第 1 号（2003
年 12 月）、102 ページ。 

19 中江要介、前掲『アジア外交の動と静』、129～130 ページ。 
20 斉世英：京都帝国大学に留学し、国民参政会参議員、立法委員を歴任し、吉田茂は

じめ日本の政界、財界とのチャネルをもつ。梁肅戎（1920 2004 ）：明治大学法学博

士、雷震や彭明敏の裁判で弁護士を務めた経験があり、後に党外人士との橋渡し役
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ンスで福田赳夫との会談を行い、福田はこの席で法眼次官に電話を

かけ「中共との国交樹立と同時に中華民国との従来の関係を維持す

ることは、法理論的拘束をうけるのではなく現実の問題だ」と述べ

て電話をきると、「日華両国関係は特殊だから、過去には先例がなか

ったとしても、日本が新しい例を創りだすことができよう」と述べ

た21。また、8 月中には陳建中22 が来日し、岸信介、賀屋興宣ら自民

党保守派への説得工作をしており、60 年代までに構築してきた対日

チャネルを使った説得工作を行っていたことがわかる。さまざまな

チャネルによる説得工作を試みたものの、台湾側はもとより大きな

期待をもっておらず、日本側が中国との交渉において台湾との関係

をどのように処理しようとしているかについても、相当程度に細か

い情報をつかんでいた23。そして、9 月 27 日の行政院院会では、田

中首相の政策と日本人民を区別し、特に日本の反共民主人民との友誼

継続が指示され、来る日中共同声明の発表に備えていたのである24。 

 

２ 田中・大平の「台湾問題」への対応 

9 月田中・大平訪中における交渉において、日本側は台湾の帰属問

題について、台湾は中国の領土の「不可分の一部」とする中国側の

                                                                                                         
となったほか、日本との人脈を生かし活動、また立法院長や国家統一委員会委員な

どを歴任。 
21 「9 月 23 日 齊世英・梁粛戎 沈昌煥宛書簡」外交部檔案、前掲『中日断交後重要

交渉事項』。 
22 陳建中：国民党中央委員、第 6 組、第 1 組主任、中央評議委員、総統府資政などを

歴任し、海外工作担当として、蒋介石・蒋経国のもとで 60 年代から対日工作にも従

事。 
23 拙稿、前掲「蒋経国体制への移行と日華断交」参照。 
24 「民國 61 年 9 月 27 日行政院第 1292 回院會指示」前掲『蔣經國先生全集』第 17 冊、

頁 409～410。 
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立場を「十分理解し、尊重する」にとどめた一方で、さらに一歩踏

み込む形をとって中国側の了承をとった。すなわち、「ポツダム宣言

第八項に基づく立場を堅持する」という一項を加えることによっ

て、カイロ宣言で中華民国に返還されるべしとした立場を引き継ぐ

ことを間接的に提示したのである。この意味について、当時条約局

で交渉の当事者であった栗山尚一は次のように指摘する。「台湾独立

を日本は支持しないし、『一つの中国、一つの台湾』も日本は支持し

ませんと。そういう意味での『一つの中国』というのに日本はコミ

ットしますよ」としつつ、「その裏で、中国側が非常に不満であった

けれども理解したことは、台湾が 1972 年 9 月 29 日の時点で中国に

返還されていないと日本は考えていること」を日本は示したのだと

いう25。  

 この法的な処理を成り立たせる一方、「黙約事項」として提示され

ていた台湾との関係について、田中・大平は文書化は避け、台湾と

の経済、文化、貿易関係の継続と覚書貿易事務所のような実務関係

維持機構を設けることへの了解を中国側から取り付けた。これを受

けて大平外相は、共同声明発表後の記者会見において、日華平和条

約の終了を説明したが、外務省でも当時この問題性を指摘する声は

ほとんど聞かれなかったという26。  

 日本国内、特に自民党内に台湾との関係を重視する勢力をかかえ

                                                 
25 栗山尚一著、中島琢磨・服部龍二・江藤名保子編『外交証言録 沖縄返還・日中国

交正常化・日米「密約」』（岩波書店、2010 年）、134～136 ページ。この解釈に関し

て、栗山と中江の考え方は異なっている。栗山の論理は、「一つの中国」のなかでの

承認政府の切り替えによって、カイロ宣言の「中華民国」は中華人民共和国を指す

ことになると考えており、中江は不完全継承のような立場で、「中華民国」と書いて

あるようなカイロ宣言をいれることに何の意味があるのかと批判的である。 
26 中江要介、前掲『アジア外交の動と静』、152 ページ。 
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る田中政権は、戦争終結の取り扱いや法的な処理、台湾との関係に

ついて、ある意味ぎりぎりのラインで処理していた。しかし、台湾

問題を主に取り上げた 9 月 28 日の第 4 回首脳会談では、田中首相が

「台湾に対する日本側の現実的な措置については、事前に中国側に

お知らせする」と述べ、大平外相も「日台問題に関し、後で色々問

題が起こったら、中国側に連絡する」と交渉過程で見せた姿勢は27、

その後「日中友好、日中共同声明の精神に反しない範囲内で」台湾

問題を扱うとは何を意味するのが試されることになった。  

 中国側は、周恩来首相の発言にあるように、「インドシナ問題を第

一、台湾問題は第二に考えている。台湾解放は中国の国内の問題だ

から、しばらく後でもよいと思う」としており28、台湾問題が国内問

題との立場を示すことが重要であり、実際の解決を求めてはいなか

ったという点で、日本との妥協が成立した。しかし、田中・大平が

台湾との実務関係を維持するにあたって中国側にみせたこの姿勢

は、実際に中台分裂状況の維持と日米安保体制における極東条項に

手をつけないという「現状維持」のなかで一旦台湾を日中関係の枠

内で扱うという、いわば「日中関係のなかの台湾問題」として処理

しようとしていたかに見える。それは、断交後の台湾との関係構築

のうえで、大きな争点を残すことになる。  

 

３ 日台チャネルの「一元化」 

1960 年代までの蒋介石総統のもとでの対日関係は、主として張群

総統府秘書長が担当し、米国の東アジア政策に基づいて台湾との関

                                                 
27 石井明・朱建栄・添谷芳秀・林暁光編『記録と考証 日中国交正常化・日中平和友

好条約締結交渉』（岩波書店、2003 年）、69～74 ページ。 
28 同上書、69 ページ。 
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係を重視する自民党保守政治家たちとの個人レベルでの親交を含め

た太いチャネルに担われてきた。日台間に重大問題が発生した場合

には、例えばビニロン・プラントに端を発した断交危機のときな

ど、張群秘書長が外交部の頭越しに日本の駐華大使と話し合い、公

式・非公式を問わず、政府間の も重要な交渉チャネルとして機能

した29。張群は、蒋介石からの十分な信任と日本の各界指導者からの

尊敬と信頼を基盤に、高度に政治的な立場から問題を処理する役割

を果していたのである30。  

 特に 1960 年代以降は、蒋介石―張群のラインで処理される対日政

策について、外交部長も関与しないという事実上の役割分担となっ

た。実際、歴代の駐日大使・董顕光（1952 56 ）、張厲生（59 63 ）、

魏道明（64 66 ）、陳之邁（66 69 ）らは実績のある優秀な外交官であ

ったが、特に日本との関係が深い人物として派遣されたわけではな

く、対日政策決定過程に深く参与する立場にはなかった。例えば、

63－64 年の断交の危機後派遣された魏道明大使には、日本での業務

をサポートするために蒋介石、張群とのつながりの強い鈕乃聖が送

り込まれた。また、魏道明の後任陳之邁は、着任当時から蒋介石総

統、張群秘書長、魏道明外交部長 3 人を上に持つ体制のなかで、自

らの日本での役割に難しさを感じていたという31。陳之邁の次に日本

に派遣されたのは、彭孟緝であった。彭は、外交経験や能力がある

わけではない軍人出身者であるが、蒋介石・蒋経国とのつながりも

深い人物で、別に張群系の人物を送り込むことで実質的な外交工作

を行っていたと考えられる。  

                                                 
29 武見敬三「国交断絶期における日台交渉チャネルの再編過程」神谷不二編著『北東

アジアの均衡と動揺』（慶応通信、1984 年）、78～79 ページ。 
30 黄天才『中日外交的人與事』（台北：聯經出版、1995 年）、頁 185～186。 
31 黄天才、前掲『中日外交的人與事』、頁 98。 
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 そして、こうした張群ラインから外れた邵毓麟 32 のような人物

は、駐日大使への就任のチャンスをつかめず、張群につながる鈕乃

聖への批判も激しい33。しかも、在外公館は統一的な体制をもたない

寄せ集めの体制であり、駐日大使が日本との交渉の中心的な窓口と

なりうることは難しく、時に実質的には「雑事に忙しく走り回るだ

け」と形容されるほどの重要性しか持ち得なかった34。  

蒋経国院長は、断交のタイミングをとらえて実務関係維持機構の

理事他、対日関係者の一新を図った。亜東関係協会の理事らには、

辜振甫を除きそれまで対日関係にあたっていた人物とは異なる人々

が選出された35。そして、初代東京弁事処代表・馬樹禮は、蒋経国の

信頼も厚く、国民党の海外工作担当として実績を上げてきた人物で

あり、断交後に動揺する華僑への対応及び華僑との連携による国民

外交の展開という意味でも適任ではあった。この馬樹禮起用は、60

年代から徐々に進められてきた蒋経国への権力移行の一環であり、

対日政策の重心が総統府中心の蒋介石―張群ラインから蒋経国ライ

ンへと再編されていったことを意味した。  

三 馬樹禮時期の対日工作 

１ 航空路問題の解決と準公式関係の構築 

1970 年代初期の相次ぐ外交関係の断絶にあたり蒋経国が展開した

                                                 
32 邵毓麟（1909 1984 ）：日本に留学し、外交部では駐横浜総領事、情報司司長などを

歴任、49 年に初代駐韓国大使となり活躍したが、駐日大使となる本人の希望は叶わ

なかった。 
33 「陶希聖報告世局演變等」國史館所藏『蔣經國総統檔案』（005000000618A）。 
34 司馬文武『為國民黨的外交下半旗』（台北：八十年代出版社、1986 年）、頁 126。 
35 黄天才・黄肇珩『勁寒梅香：辜振甫人生紀實』（台北：聯經出版事業公司、2005 年）、

頁 380。 
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実質外交の本質は、実質的な関係の維持を優先し、むやみに形式上

の「唯一の合法政府」「正統政府」の座を争うことをしない政策へと

変容したことであった。むしろ中台関係の帰結については将来の状

況の変化に可能性を残しながらも、短期的には「中共との妥協なき

闘い」であり、「中共の対台湾孤立化戦略の打破」であった。いわば

この「内戦の延長としての外交」が実質外交や外交の柔軟化を国内

的に正当化する論理でもあったのである。  

 日中航空協定締結交渉にからみ、1973 年の 2 月に日台間の航空路

が問題化した36。当時、日台間にはキャセイ・ノースウエスト・大韓

航空など 10 社が就航し、そのうち中華航空と日本航空が旅行客全体

の 5 割を占める状況であった。中日友好協会会長として来日した廖

承志が台湾問題は避けて通れないことを日本側に示唆して以後、日

本は、中華航空の名称変更や日本での整備業務及びカウンター業務

の委託、飛行機の機体にある青天白日満天紅旗を使用しないことな

どへの協力を台湾側に求め、発着時間の調整など技術的解決を図ろ

うとした。これに対し台湾は、深刻な政治問題であるとの認識から

これら日本側の変更要求を拒否した。このため、74 年 1 月に訪中し

た大平外相は社名や機体の国旗への変更を直接台湾に求めず、別途

日本政府の認識を表明することで中国側の了解をとりつけ、4 月航空

協定の締結にふみきった。  

その際表明されたのが、中華航空の社名と旗の性格に関する日本

政府の認識についての大平外相談話である。そこでは、「台湾の航空

                                                 
36 日台航空路問題と日華懇の役割等については、徐年生「戦後の日台関係における日

華議員懇談会の役割に関する研究：1973 1975 」『北大法学研究科ジュニア・リサー

チ・ジャーナル』No.10（2004 年 1 月）、拙稿「日台航空路断絶の政治過程」『問題と

研究』第 25 巻 6 号（1996 年 3 月）及び「航空路問題をめぐる日中台関係」『筑波大

学地域研究』第 18 号（2000 年）参照。 
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機にある旗の標識をいわゆる国旗を示すものとして認めていない

し、『中華航空公司（台湾）』を国家を代表する航空会社としては認

めていない」 37 と述べられていた。台湾にとってこの問題は、もは

や「航空権の平等」といった技術的次元ではなく、「政治的視点から

見れば、本件は中華民国と中共間の闘争の問題であり、中共と決し

て妥協しない」38 として、政治問題と位置付け断航措置をとった。  

台湾側の強硬姿勢を背景に、日本国内で台湾側の権益を守る動き

をとっていた日華関係議員懇談会（以下、日華懇）や青嵐会に属す

る議員の一部の動きによって、日台航空路問題は日本の国内政争の

道具と化してしまった面も否めない。1 月に藤尾正行議員（日華懇副

会長、青嵐会）が外務・運輸両省案をもって台北に飛び、蒋経国と

の直接会談を行い、台湾側の強硬姿勢に変更のないことを確かめ、

帰国後それを根拠に猛反対を繰り広げた。こうした強硬姿勢を示す

日華懇らの議員を通さない台湾とのチャネルを模索した大平外相及

び外務省は、73 年 10 月マニラで外交部次長楊西崑との接触や、国民

党中央党部秘書長張宝樹との会談を提案するが、台湾側はこうした

提案を拒否した39。この蒋経国及び外交部の決定は、日本とのチャネ

ルを馬樹禮に一本化する支持の表明でもあった。  

いくつかの日本の航空会社の路線参入への強い思惑を背景に、日

本政府として復航を早急に果たしたいところであったが、馬樹禮代

表を中心として台湾側は、第一に大平外相談話の撤回や否定による

                                                 
37 外務省アジア局中国課監修『日中関係基本資料集 1970－1992 年』（霞山会、2008 年）、

140～141 ページ。 
38 林金莖『梅と桜』（サンケイ出版、1984 年）、396 ページ、及び日本アジア航空株式

会社 10 年史編集会議編『日本アジア航空物語』（日本アジア航空株式会社、1985 年）

48 ページ。 
39 馬樹禮「中日關係史話（一）」『中外雑誌』第 55 巻第 5 期（1994 年 5 月）、頁 59。 
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復航の実現、第二に復航実現を前提としてそれ以後の日台関係に対

する日本の基本姿勢について明確な言質を獲得することを目的とし

て40、拙速な復航交渉には応じなかった。  

 1975 年 2 月頃から日華懇議員や鹿内信隆の仲介で宮澤喜一外相と

馬樹禮代表が接触し、日台間における水面下での復航への実質的決

断がなされた41。7 月 1 日衆議院外交委員会における秦野章議員の質

疑と宮沢喜一外相の応答のなかで、「国際慣例に従い、相互に礼を失

することなく互恵ということで友好的交流」の促進と今後の日台関

係に言及し、「それらの国が青天白日旗を国旗として認識していると

いう事実は、わが方を含めて何人も否定し得ない」との形で大平外

相の発言を否定したのである42。これに対し台湾は、｢断航原因の消

失｣との判断を表明し、航空路線再開に関する民間協定に同意する政

府声明を出した。航空路問題を通じて、台湾側は実務関係維持機構

が対台湾交渉窓口であることを日本側に認識させ、台湾のことは日

中の一部としてではなく、日台間で解決するという立場を確保し始

めることになった。  

 

２ 「蒋介石カード」と日華の連携維持 

 1970 年代初期以前の中華民国外交は、「一つの中国」のもとで唯一

の合法政府としての認知を得ることを優先し、中国共産党と中国国

民党のいずれかが中国の正統政府かを争う国共内戦の延長としての

対外政策であった。この論理において展開された対日外交では、中

華民国政府、中国国民党政府への日本の支持をとりつける もわか

                                                 
40 馬樹禮『使日十二年』（台北：聯經出版授業公司、1997 年）、頁 88。 
41 同上書、頁 68～74。 
42 『第 73 回国会参議院外交委員会会議録』第 17 号（1975 年 7 月 1 日）。 
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りやすい、効果的な切り札として「蒋介石カード」が使われてきた

といえよう43。このいわば「蒋介石恩義論」「以徳報怨」は、日本の

なかで、第一に北京の中国共産党政権に対して台北の中国国民党政

権を支持すること、第二に台湾において台湾人の意思や独立運動に

対して、中国国民党政府の台湾統治を支持すること、を意味した44。 

「以徳報怨」「蒋介石恩義論」については、対日戦後処理の精神を

表したものと位置付けられ、終戦直後から台湾にも持ち込まれて、

台湾における治安の安定化や引き揚げ日本人の再教育、留用者の懐

柔、さらには台湾人を「中国国民」に統合していく機能を果たした

と指摘されている45。その後、この言説は、日本の政治家に強い影響

を与え、その理念が日華関係の基礎と位置付けられ、中華人民共和

国への接近を抑制する面があった46。  

一方では、1960 年代半ばにして外務省内部でもこれを相対的にと

らえる視点が存在し、蒋介石の三選、四選という独裁化が明確にな

ることについて体制の限界を見据えながら、台湾および台湾人への

理解も有していた47。しかし、表立ってそうした台湾人の立場に配慮

することはできず、統治側の立場から社会統合の重要性に言及する

                                                 
43 台湾にある中華民国を「正統中国」「伝統中国」だといっても日本人の理解はなかな

か得られないが、戦後日本に恩があり、日本の復興を助けたのは蒋介石であり、そ

の蒋介石が率いるのが「正統中国」だという言い方は日本人に受け入れられる。し

たがって、唯一の「王牌」が蒋介石総統なのだと、張群は黄天才に語ったという（黄

天才、前掲書、頁 183～184）。 
44 「1972 年 1 月 20 日 總統接見岸信介談話簡要紀錄」國史館所蔵『蔣經國総統檔案<

忠勤檔案>』（005－010206－00072－002）。 
45 深串徹「戦後初期における台湾の政治社会と在台日本人－蒋介石の対日「以徳報怨」

方針の受容をめぐって」『日本台湾学会報』14 号（2012 年 6 月）、64 ページ。 
46 川島真「戦後日本外交文書における蒋介石像」（「蒋中正與近代中日関係」国際学術

研討会、2004 年 11 月）、http://hdl.handle.net/2115/11307。 
47 同上。 
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程度であった。日本側の公的な発言としては、「以徳報怨」による蒋

介石への支持が基調となり、50 年代から岸信介、矢次一夫、吉田茂

をはじめ多くの議員が言及し、さらに佐藤栄作、福田赳夫へ、断交

後は日華懇や青嵐会メンバーの言説へと引き継がれていく。  

 まず断交後に結成された日華懇の基本活動は、蒋介石の各種祝賀

行事への参加や墓参によって、日華のつながりを明示的に維持する

ことであった。また、青嵐会の中尾栄一は「“暴に報ゆるに徳をもっ

てする”といい、しかも日本はいま疲弊しきって大変な状況だと言う

ことがわかっていたから、1 人の兵隊に二合ずつお米を持たせて返し

たのです。これを温情と言わずして、何を温情と言うのでしょうか」

と感謝し、青嵐会自体の外交政策の方針において、「今後の日中間の

実務協定では、わが国と中華民国・国民政府間に現に存在する政

治、経済、文化技術関係をこれ以上傷つけないよう留意しなければ

ならない」とした48。  

 馬樹禮は、その回顧録のなかで、「1970 年代、台湾海峡両岸は依然

として極端な敵対状況にあり、反共は 高の国策であった。その一

方、先総統蒋公の対日「四大恩徳」（天皇制の保持、日本に賠償を求

めない、日本人捕虜・在華日本人の迅速な帰還、占領放棄による日

本分裂の回避）は、人々の記憶に新しいものであったので、日本の

中共との外交関係樹立は、我が国の朝野においてみな日本政府の忘

恩不義を恨み、日本の有識者たちが日本当局の措置は適当でないと

譴責させることになった」としており、この状況において対日工作

のポイントは、「以德報怨」を活用し「反共の友好人士との連携」、

いわば日華の連携を獲得することにあった49。  

                                                 
48 中川一郎他『青嵐会』（浪漫、1973 年）、202 ページ。 
49 馬樹禮、前掲『使日十年』、頁 256。 
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 正式な外交関係がない日台をつなぐ人的チャネルは、議員外交と

して展開されることになるが、そのチャネルの形成は、主に個人的

な関係を通じて形成された。馬樹禮の回顧録によれば、日華懇の灘

尾弘吉、藤尾正行ら以外の議員との関係は、駐日代表処の林金茎、

楊秋雄、柯振華、蕭昌楽、陳鵬仁、黄興家、詹明星他、華僑の人脈

を使って、自民党各派閥、民社党、自由クラブ、社民の議員との関

係を作り上げていったという50。招待外交を展開し、対日チャネルを

強化することに対し、台湾の政府内部での理解が十分とはいえなか

ったが、馬樹禮は蒋経国の信任に加え、党内で要職を占めていた経

験と国会議員の地位が重要な要素となり、外交部を事務的に通して

思うように進まない点については、直接総統府へ電話をかけ実現す

ることができた。蒋経国に直接報告をしながら、緩やかに外交部と

の連携をはかり対日外交を展開していたと考えられる。  

 

３ 経済関係をめぐる実質的連携の構築 

 また、馬樹禮は日本との連携を拡大・強化する一つの手段とし

て、経済を活用した。行政院力行小組のなかで、中国側が「周四条

件」を企業に提示したことから、台湾側でも中国との経済貿易関係

を持つ日本企業を「黒名単（ブラックリスト）」にリストアップして

往来を拒絶していたが、日中国交正常化後、多くの日本企業が中国

との貿易関係に従事しはじめ、日本から購入しなければならない物

資や輸出品に困難が生じ、制限のさらなる緩和が課題となった51。  

 外交部は断交以前に定めた対日貿易政策を「全面的に検討を加え

て修正すべき」と積極的な姿勢を示し、経済部も今後の台湾の経済

                                                 
50 同上書、頁 333～336。 
51 外交部檔案『對日政經配合』（031．33-89003）。 
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発展のために、台湾との経済貿易関係を希望する相手との積極的な

往来を提案していた。一方、亜東関係協会東京弁事処馬樹禮代表は、

日本からの台湾への投資、貿易には、敵と友を見分け相手を慎重に

選択する方法を考えるべきで、日華懇などの友好団体の推薦を経て

許可されるようになれば、今後の対日工作の推進に利すると提案し

ていた52。経済部国際貿易局の原案では、ブラックリストの取り消し

から折衷案までが準備され、力行小組で具体的な検討がなされた結

果、馬代表のもとでの審査により「きわめて友好的でない」日本企

業をブラックリストにいれることとなった53。  

 この作業が実際いつの時期まで行われたのかについては明らかで

はないが、1973 年 12 月 22 日の「実践小組第一次会議」において、

馬樹禮代表が「 近の本党中央が政治・経済が協調して運用される

べきとした決定は、対日工作に有利」として、賀屋興宣、渡邊美智

雄、椎名悦三郎らの紹介してきた企業の審査や、力行小組からの要

請による企業の審査等が始められ、74 年までに 4 回の会議が開催さ

れている。その基本的なスタンスは、日華懇ら友好団体の推薦に基

づく関係拡大であった54。  

また、82 年 2 月に台湾の経済部は、日台貿易不均衡の問題化のた

め 1533 品目の対日輸入制限を発表した。突然の台湾の発表に驚いた

日本は、3 月初め交流協会を通じて遺憾の意を表明し、直ちに当該措

置を撤回することを強い文面で求めた。意思疎通のうまくいかない

                                                 
52 「1973 年 6 月 15 日付 馬樹禮發外交部電」前掲『對日政經配合』。 
53 「行政院力行小組五人委員會第一五〇次會議」（1973 年 11 月 27 日）前掲『對日政經

配合』。 
54 航空路線問題後、日華懇会長の灘尾弘吉は、メンバーが個別の経済関係をもたない

ように指示したという。黄自進訪問；簡佳慧紀錄『林金茎先生訪問紀錄』（台北：中

央研究院近代史研究所、2003 年）、頁 201。 
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状況を打破するため、日華懇は台湾側に対する貿易格差に関する強

硬な文書を出す場合には先に相談をすべきであると交流協会にくぎ

を刺し、一方台湾側は政治レベルでの交渉を進めるため、外交部次

長銭復が馬樹禮代表と連携し、4 月 8 日に来日する。15 日に帰国す

るまでの間、銭復外交部次長は灘尾弘吉、長谷川峻、金丸信、藤尾

正行、佐藤信二ら日華懇の議員らと懇談をした後、福田赳夫元総理

大臣、自民党本部では二階堂進幹事長ほか竹下登、小淵恵三、中川

一郎科学技術庁長官、須之部量三外務省事務次官、加えて岸信介、

山中貞則、渡邊美智雄大蔵大臣、櫻内義雄外務大臣、宮澤喜一内閣

官房長官、安倍晋太郎通産大臣ら多くの要人たちとの会談に走り回

った55。馬樹禮代表をはじめ駐日代表処が構築してきた対日チャネル

が、フル稼働した感がある。  

終的に日本は「江崎ミッション」を送り、台湾側の制限の解除

にこぎつけ、翌年「安西ミッション」を台湾に送ることとなった。

これにより貿易問題の実質的な解決に結びついたわけではないが、

双方の認識不足などで招いた誤解によって、国内から発せられた強

いメッセージの応酬が日台関係を揺るがすほどに一気にエスカレー

トしていくことを抑止し、準公式チャネルを活用して政治的解決に

こぎつけた事例であった。  

この経験をもとに、銭復は、日本はじめ各国のメディアでは、日

本政府が中国寄りであり、政治・外交・経済上台湾に対し不利な政

策をとっているとの報道が多く、台湾国内での誤解や不満を招き日

台関係に影響を与えていると指摘する56。このメディア工作や対日宣

伝工作という面では、新聞局の役割も重要となるものの、大きな壁

                                                 
55 錢復『錢復回憶錄【巻二】』（台北：天下遠見出版股份出版公司、2005 年）、頁 182-198。 
56 錢復、前掲書、頁 198～199。 
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を抱えていた。80 年に日本に赴任した新聞局の張超英は、日本のメ

ディアとの多面的な関係の構築を一つの課題としたという57。この張

超英は、個人的な人間関係を活用して朝日新聞や読売新聞等とのつ

ながりを新たに構築したが、産経新聞らとの長年の強い関係とのバ

ランスをいかにとるかという点は容易なことではなかった58。  

四 李登輝時代への変動のなかで 

１ チャネル再構築の模索 

 1988 年の蒋経国総統の死去に伴い、副総統であった李登輝が総統

に就任すると、国内の民主化と対外活動、そして対中活動が連動し

ながら大きく変容していく。台湾の展開する国際空間での活動に対

して、国際社会がそれをどのように認識し対応するが重要な問題と

なった。そうしたなかで、72 年から外交部長、国家安全会議秘書長、

総統府秘書長として外交での発言力をもっていた沈昌煥が、88 年の

ソ連貿易訪問団をめぐって解任され、総統府資政となり、90 年には

対日外交ではやはり無視することができなかった張群が死去する。

さらにシンガポール大使から駐日代表処に赴任していた蒋経国の次

男・蒋孝武が病気療養のため離任することになった。  

このタイミングに李登輝は、91 年 4 月、内政部長であった許水徳

から形式的には降格となる駐日代表へ赴任する承諾を得て、日本語

によって直接日本各界とのチャネルを構築しうる人物を駐日代表と

して日本に送り込むことができた59。許水徳は 6 月 29 日、本省人は

                                                 
57 張超英口述、陳柔縉執筆、坂井臣之助監訳『国際広報官 張超英』（まどか出版、2008

年）、145～146 ページ。 
58 同上。 
59 許水德『全力以赴；許水德喜壽之回憶録』（台北：商周出版、2008 年）、頁 006～007。 
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じめての代表として期待されながら東京に赴任することとなる60。そ

の後、林金茎（1993-96）、荘銘耀（1996-2000）と日本語堪能な人物

が駐日代表に任命されるようになり、基本的には総統のもとで対日

政策は展開されていく。特に、許水徳の時期は、それまで国民党と

自民党の間に築かれていたチャネル以外に、新たなチャネルの開拓

が必要とされていた。  

日華懇との間に生じた隙間を埋めながら、一方では社会党土井た

か子、渡邊美智雄（当時外相）はじめ、宮澤派の議員らとの関係を

構築して、水面下および公式・非公式な日本とのチャネルを更新し

ていく61。93 年 2 月には、銭復外交部長の訪日が実現、福田赳夫元

首相はじめ要人との会談が実現したほか、94 年末までに王金平立法

院副院長（93.6）、蒋彦士総統府秘書長、邱創煥考試院長、劉松藩立

法院長、劉兆玄交通部長、徐立徳行政院副院長、江丙坤経済部長ら

の訪日が次々と実現した。93 年夏に日本の「五五年体制」が崩れ連

立政権が成立すると、「ハイレベル接触」が増加し、日台関係の実質

に変化が見え始める62。  

91 年の李登輝訪日をめぐる藤尾正行や佐藤信二ら日華懇の「老関

係」との確執は63、従来の蒋介石への「以德報怨」とは異なるつなが

りへの変容を表していた。その後も日華懇は、超党派の「日華議員

                                                 
60 許水德、前掲書、頁 157。 
61 同上書、頁 165、および川島真他、前掲『日台関係史』、161～162 ページ参照。 
62 川島真他、前掲『日台関係史』161～164 ページ参照。 
63 許水德の回憶録によれば、蒋孝武と麻生太郎、許勝発立法委員らが「親睦会」を設

立準備する動きをとったことが日華懇メンバーの不興を買い李登輝訪日を阻止する

結果となったという（前掲書、頁 158～163）。また、それは全国工業総会理事長・許

勝発が蒋孝武と連携して、辜振甫がリードしてきた東亜経済人会議への挑戦という

意味も有していたという〔申子佳・張覚明『辜振甫傳』（新店：書華出版事業、1994
年）、頁 107〕。 



2012 年 7.8.9 月号 蒋経国・李登輝時期の日台関係の変容 

－23－ 

懇談会」に改組された後も、定期的に訪台する活動を継続し、単に

日華関係を象徴するチャネルからは変容し、日本及び台湾の政権交

代を経ても継続的チャネルとして機能していくことになる。  

 

２ 李登輝の対日工作 

李登輝政権では、国際空間での活動と中国との関係の発展は、「車

の両輪」のように同時に動かす必要があるととらえた 64。実務外交

（Pragmatic Diplomacy、「務実外交」）の展開と中台関係の状態を二

つの軸として考えると、実務外交の展開によって台湾及び台湾問題

への国際的な関心を確保し、それを担保に中国と対等に「対話」す

ることは、台湾にとって理想的な状態である。しかし、台湾が国際

的に孤立し、台湾問題は中国の国内問題として認識される状態で

は、一方的に中国ペースでの「統一」プロセスへと展開することに

なる。こうした観点から、台湾の国際空間における活動が必要と位

置付けたのが李登輝時代の戦略であった。日本との関係も、そのな

かの重要な一部であった。  

李登輝のもとで日本と台湾との関係に大きな変化が生まれるの

は、おおよそ 1991 年以降であったという65。許水徳が駐日代表とし

て東京に赴任するのと時期を同じくして、91 年 7 月、形式上は外交

部に属する対日工作小組が設立され、外交部長銭復を招集人として

対日工作の課題などを検討し始めている66。総統府参議（後に国策顧

問）として参加していた曾永賢によれば、この対日工作小組は、実

質的には李登輝総統主導で進められ直接総統に報告をあげ、人事や

                                                 
64 井尻秀憲編著『中台危機の構造』（勁草書房、1997 年）、109～112 ページ。 
65 李登輝『李登輝実録』中嶋嶺雄監訳、（産経新聞社、2006 年）、63～64 ページ。 
66 曾永賢口述『従左到右六十年 ―曾永賢先生放談錄』（台北：國史館、2009 年）、頁

233。 
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人材養成、情報の安全面などさまざまな改革案も提起されたが、次

第に形式的なものとなっていったという67。そして、80 年代の「江

崎ミッション」訪台に際しても積極的に関係改善に動いた銭復が 96

年に外交部長を離れるとともに、この小組は役割を終えた。  

李登輝は、その一方で中嶋嶺雄や戴國煇、彭栄次ら自らのチャネ

ルを活用しながら、対日工作を主導していく。94 年、空席となって

いた駐日代表処新聞組長にいったん退職をしていた張超英を再度起

用し、張超英は日本の大手新聞はじめ各メディアを通じて日本にお

ける台湾および李登輝への認知を拡大させることを自らの課題とし

た68。アジア大会への徐立徳訪日、翌 95 年李登輝訪米から総統選挙、

大阪 APEC などの出来事を通して、日本の紙面での台湾情報を拡大

し、李登輝や辜振甫らの知名度を格段に高めた。そうしたメディア

工作等によって、蒋介石カードに代わりうる新しい日台の象徴が形

成されていくことになる。  

 94 年頃から日本の雑誌や新聞記事に「李登輝」の文字が氾濫し始

め、民主化の過程で政治改革や「憲政改革」など変革を推し進める

アジアの「強いリーダー」としてのイメージが創られていく。また、

これとともに、94 年の司馬遼太郎との対談によって、「台湾に生まれ

た悲哀」「場所の悲哀」を掲げて台湾人のおかれてきた歴史状況や現

状に対し、日本人の共感を強く喚起しつつ、それに対して長く無関

心を装ってきた日本人の責任を強く想起させた69。そして、日本語教

育を受け、軍隊経験をもち、日本語を母語として操るという植民統

治の影響が刻まれる自らの経歴、個性、立場をフルに活用しながら、

                                                 
67 同上書、頁 234～236。 
68 張超英、前掲書、230～276 ページ。 
69 李登輝・司馬遼太郎「場所の苦しみ、台湾人に生まれた悲哀―台湾紀行 街道をゆ

く」『週刊朝日』99（1994 年 5 月 6 日）。 
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親近感を作り出し、自ら率いる国民党政権さえも「外来政権」と説

明して、民主化し、台湾化していく「台湾の中華民国」への新しい

つながりを日本側に提示したのであった。「李登輝」と、それによっ

て形成された「親日台湾」のイメージが、蒋介石カードにとってか

わり、日台関係を結びつける効果的なカードとして活用されていく

ことになる。  

五 おわりに 

 蒋経国時期の対外政策は、台湾の経済を発展させ、台湾の存在を

継続させることを重視しているという意味でより現実的な面をもっ

ていたが、長期的な展望および国内的な説明においては、国共内戦

の延長としての外交という姿勢が捨てられたわけではなかった。断

交後の日台関係の前半 20 年には、前者と後者の両方が作用しつつ、

二重構造が温存されてきた面がある。  

準公式なチャネルによって実務関係を維持してきた日台関係は、

政権交代などの国内的な変動によって、大きく影響を受けざるを得

ない構造であるものの、当事者たちが指摘するように、まさに人脈

がその活動を支えることで成り立っていた。蒋介石から蒋経国への

権力移行に伴う対日チャネル再編では、日華懇メンバーを軸に蒋介

石カードの活用によるチャネルの構築をせざるをえなかった。この

日華レベルの関係が、外交関係のないなかで日台間の実務関係を維

持し、発生した問題を実務的に処理しうる環境づくりをしたという

意味では、「日台」を支えるものであった。  

また、対日工作と対日政策が李登輝総統主導に切り替えられてい

く過程で、この二重構造は決定的に「日台」が重きをなしていくこ

とになるが、それは本省人であり、日本語堪能な駐日代表の派遣と

いう転換だけではなく、蒋介石カードに代わる象徴的な日台のつな
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がりを創出することによって可能となっていった。しかし、日華の

次元はそれによって、もはや歴史となったのかについては、今後の

課題としてさらなる考察を加えていきたい。  

少なくとも、日華・日台の二重構造の遺産は、関係を再構成しな

がら継承していく際の重荷にもなれば、また日台関係を支える重要

な要素ともなりうる。総統選挙を前に訪日した馬英九が作られてし

まった反日イメージを払しょくする意味もあり、孫文ゆかりの地を

訪れるなどして日本との関係の深さを掘り起こそうとする時、また

中国と台湾がさまざまなレベルを使い分けることによって関係を展

開させていくのを目の当たりにする時、日本が二重構造のなかで台

湾との関係を構築してきた歴史と多層的な認識は、あらためて必要

とされ、意味をもっているように思われる。  

 

（寄稿：2012 年 7 月 20 日、採用：2012 年 9 月 3 日） 
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蔣經國・李登輝時期日台關係之轉變 

―日華‧日台雙重結構之遺產― 

 

 

清 水 麗 

（桐蔭橫濱大學運動健康政策學部教授） 

 

 

【摘要】 

1972 年日華斷交以前，主要擔負著政治外交的日華關係，並未因

外交關係之斷絕而結束其角色，其作為半官方的管道支持著其後的日

臺實務關係。此半官方管道僅僅並不是蔣介石時期之遺留物，倒不如

說是以馬樹禮為中心的對日工作，在蔣經國之下整合，但依舊活用蔣

介石牌而形成之。再者，蔣經國時期的對外政策，一方面加強臺灣為

了生存的現實面，另一方面仍然是國共內戰思維下的外交。這蔣經國

時期對外政策的特質影響到對日工作的特徵之形成。  

承繼於此的日華關係層次，於李登輝時期，對日政策不僅止於由

李登輝主導下重組，且於新的日臺關係象徵建立之前，都不得不延續

下去。  

 

關鍵字：蔣經國、日華懇（日華議員懇談會）、日華・日台雙重結構、

半官方管道、李登輝  
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Change of Japan-Taiwan Relations during 
Chang Ching-kuo and Lee Teng-hui Regimes: 

Legacies of the Dual Structures of 
Japan-ROC and Japan-Taiwan Relations 

 
 

Urara Shimizu 
Professor, Faculty of Culture and Sport Policy, Toin University of Yokohama 
 

【Abstract】 

Before diplomatic relations between Japan and ROC broke off in 1972, 

Japan-ROC relations were primarily focused on political diplomacy. Official 

break in diplomatic relations did not terminate political relations, but 

pragmatic relations were maintained through a semi-formal channel. Rather 

than considering this semi-formal channel as Chiang Kai-shek’s legacy, it’s 

more appropriate to consider this as a product of Ma Su-li’s Japan policy that 

integrates new and old leverages under Chiang Ching-kuo’s new regime. 

Chiang Ching-kuo’s foreign policy contained both elements of the pragmatics 

of Taiwan’s survival as well as diplomatic ideals inherited from the Chinese 

Civil War. 

With change in leadership, President Lee Teng-hui reshaped Taiwan’s 

Japan policy, but prior to its accomplishment, the semi-formal channel 

employed during Chiang Ching-kuo’s regime remained in operation.  

 

Keywords: Chang Ching-kuo, Nikkakon (Japan-ROC Parliamentary 

Friendship Group), dual structure of Japan-ROC and 

Japan-Taiwan relations, semi-formal channel, Lee Teng-hui 
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