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田中首相・ニクソン大統領会談記録

一 一1972年8月31日. 9月 1日一一一

服部龍

1972年7月7日，田中角栄内閣が成立した。田中は外相に盟友の大平正

芳を選んだ。当面の外交課題は，日米安保体制を変更せずに中国と国交を

樹立し台湾とは民間の関係を維持することにあった。竹入義勝公明党委

員長が7月下旬に訪中すると，日中国交正常化は軌道に乗った。 9月下旬

には田中首相や大平外相が訪中し，周恩来総理らと日中共同声明に署名し

ている。

訪中前に田中と大平は，最初の外国訪問先にアメリカを選んでいた。当

時のアメリカはニクソン(RichardM. Nixon)政権である O ニクソン大統領

やキッシンジャー (HenryA.阻ssinger)補佐官との会談は 8月31日と 9月1

日に行われ. 9月1日には共同声明が発せられている O

共同声明第 3項によると.I総理大臣と大統領は，最近の大統領の中華人

民共和国及びソ連邦訪問は意義深い一歩であったことを認めた。この関連

で，両者は，総理大臣の来たるべき中華人民共和国訪問も，アジアにおけ

る緊張緩和への傾向の促進に資することとなることをともに希望したJU。

すでに訪中していたニクソンは，田中の訪中に理解を示したのである。

それでは，田中・ニクソン会談とは，いかなる内容だったのか。本稿が

紹介するのは，ハワイでの日米首脳会談記録にほかならない。会談録を引

用する前に，当事者の回顧録を見ておきたい。



まずは，当時駐米大使だった牛場信彦である。

田中・ニクソン会談は八月三十一日と九月一日，ハワイのクリマ・ホ

テルで行われた。米側は田中総理の出現を意外と感じていたので，予

想外に早い首脳会談の開催を希望した。しかし会談そのものは‘顔見

せ、という感じが強く，空気としてはあまりいいものではなかった。

中心テ}マは引き続き中国問題と貿易不均衡の二つ。このうち貿易不

均衡はエパリ一通商交渉特別代表と鶴見清彦外務審議官との箱根会談

で三十億ドルの黒字減らしが決まっており，田中総理は「両三年のう

ちに合理的なバランスを必ず達成する」と約束した2)。

ニクソン政権は田中内閣の成立を「意外」と感じており，田中・ニクソ

ン会談では「中国問題と貿易不均衡の二つ」が中心的な議題だったという

のである。貿易不均衡について，牛場はこう振り返る O

(ロッキードやグラマンで)問題になったハワイ会談ね，あの時の日米会

談のポイントは二つあって.一つは貿易の不均衡と， もう一つが中国

だ、った。それで田中さんがニクソンに「不均衡は自分が在任中に必ず

なくします」ということを言ったんです。だいたい三年間のうちにと

いうことだが，あんなことは普通，日本の総理大臣はなかなか言えな

いですよ。ところが，これを向こうは喜ぶんですね。できょうができ

まいが.そんなことはわからないのだが，そういうことを言うことが

大事なんです3)。

田中が貿易不均衡の是正を約束し，アメリカを喜ばせたというのである。

「問題になったハワイ会談Jとは，後にロッキード事件となる折衝がハワイ
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で行われたことを指している。一方の中国問題に関して，牛場は次のよう

に記した。

ハワイで行われた田中ーニクソン会談の時，田中総理は「日中復交の

国内的な流れをせき止めるのは困難だ。自分は中国に行くが，中国側

の条件をそのままのむものではなく，中国の敷いたレールの上は絶対

に走らないJと強調された。だからキッシンジャーなどは.I田中は訪

中しでもいったんはそのまま帰ってくる」と感じていたようで，若干

当てが外れたような感じを与える結果になったのは事実である4)。

すなわち，田中が中国側の条件をそのままには受け入れないと述べたた

め，キッシンジャーらは田中が訪中しでも直ちに国交樹立には至るまいと

思ったというのである。だが現実には，田中は訪中と同時に国交正常化を

断行した。

駐米大使館政務班長の村田良平は，ハワイ会談で日米共同声明の作成に

携わっていた。「私は政務班長として，佐藤行雄君等と共に二日前に現地入

りし，エリクソン日本部長をはじめとする米側の先遣隊との間で，発出さ

れるべきコミュニケの九割までは事前に書き上げた」と村田は述べる5)。

他方，本省からハワイ会議に随行した外交官に栗山尚一条約課長がいた。

栗山にインタピューしたところ，次のように語ってくれた。

日中については，私が承知しているのは，このとき田中さんから安

保条約にかかわりないというか，要するに，安保条約にまさにかかわ

りないという言葉を当時使ってましたけど。要するに.I安保条約が影

響されることにならないような形で，日中はやりますから，心配しな

いでいいです」ということを田中さんはニクソンに言って，ニクソン
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は了解したということだけで，中国問題は片付いたというふうに僕は

当時，聞かされましたしそう，思ってるんですけどね。細かい実質的

な議論は一切なかったというふうに理解しています。

事前には，いろいろ外交チャンネルでね，こういうことでやるつも

りだということは，言っていました。だけども，これはね，ある種の

アメリカ側としてもリスクがあったんですね。というのは， 日本側と

しては，まだ(中国とは 引用者注)交渉していないわけですからね。

我々は，竹入メモは見ていましたけれど，竹入メモを見て，それで私

が橋本(恕引用者注)中国課長から頼まれて，日中共同声明の原案を

作ってやっていたころですから。どういう形でまとまるかっていうこ

とは，みえてなかったわけです。 (1972年一引用者注)8月の末日の段階

ではですね。

それで，もちろん一抹の不安というか，一抹でもない以上の不安と

いうのはあったわけです。もともと，外交チャンネルというのが存在

しないわけですから。中国との聞では，国交がないわけですから。唯

一あったのは，政治家を通じてのいろんなチャンネルですね。

そのなかで，私なんかが信頼できるなと，思ったのは，竹入さんのチ

ャンネルなわけで、，後は自民党の親中派の先生とかなんかおられまし

たけれどね。しかしその先生方が持ってくる話というのは，必ずし

も信頼できない。どこまで信頼できるかというと，分からないところ

があるわけで、。具体的に，目に見える形で国交正常化の姿を描いて，

周恩来が描いたのを持って帰ってきたのは竹入さんしかいないわけで

すから。

それで、，それをもとにして我々が考えて.こんなことかなと思って

模索していた時期ですから。最終的にどういう形になるかということ

をニクソンに保障できる立場ではなかったわけです，角栄さんとして
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は。しかし基本的に角栄さんも理解したことは，もしそれは外務

省から大平さんも納得し大平さんも田中さんとの間できちんとそこ

は意思疎通ができていたのは，安保条約の仕組みについて，中国が文

句を言ったら，そこで正常化交渉は駄目だということは，覚悟してお

られたわけです。角栄さんも，大平さんも。

だから，ニクソンに対しては「そこは日本としてはきちんとやるか

ら，安心してくれ」ということを(田中が引用者注)言われて，ニク

ソンも「それなら.どうぞやって下さい」と o 1あなたの腕前を見まし

ょう」と思ったかどうか知りませんけどね。

というのは，ちょっと負い目があったわけですね。アメリカとして

は，それこそニクソン・ショックの。キッシンジャー， 日本の頭越し

にやってですね。それで，やりましたから，それは日本がやろうとす

るのも， もう止めるわけには，アメリカとしてはいかないなというふ

うに，それはニクソンもキッシンジャーも思っていたことは間違いな

いですね。だから，どこまでやれるか知らんけれども，安保条約に影

響を及ぼすような形で日本がまとめることではないなということは，

そこはやっぱり(アメリカは 引用者注)安心してみていたんじゃない

ですかね。

栗山からブリーフィングを受けた田中は，日米安保にかかわりのない形

で日中国交正常化を行うとニクソンに約束したというのである。田中や大

平は， 1安保条約の仕組みについて，中国が文句を言ったら，そこで正常化

交渉は駄目だということは，覚惜しておられた」。栗山は， 169年の(佐藤・

ニクソン 引用者注)共同声明がまさに生きてて，安保条約にかかわりない

というのは，まさに69年の共同声明も念頭に置きながら，中国とやります

ということです」とも言うペ



そこで以下では，ハワイ会談に関する 3つの会談記録を紹介したい。す

なわち，第 1回日米首脳会談(1972年8月31日).第 1回合同会談(同日). 

第2回日米首脳会談(9月1日)である。いずれも情報公開請求によって入

手した外務省開示文書2008-645からの引用となる。

会談録では， 日中国交正常化と貿易不均衡が2大争点になっている。第

2回日米首脳会談で問中は，台湾について民間交流を続けることを強調し

アメリカの支援を求めている。さらに大平が，台湾の扱いについてこう述

べた。

日本は台湾の帰属につき権利を放棄している。従って台湾の将来は

サンフランシスコ平和条約を結んだ連合国の手中にあるが，連合国は

何らの決定を行っていない。かかる状況の下において， 日本は，台湾

を中共の領土と認める立場にはない。しかし北京の「台湾は中国の

不可分の一部」との主張に対しては これを理解し尊重することはで

きるが，これ以上には出られない。即ちオランダと同様の方式であり，

連合国や英 (acknowledge).加 (takenote) .米 (notcha11enge)などの諸

国の表現と比較した場合最も進んだ表現をとるが，これが限界という

ことである O 垣干艮はこえてはならぬ。

第2回首脳会談では，朝鮮情勢，ベトナム問題，対ソ関係なども議論の

対象となっている。これらの懸案で日本は，総じてアメリカ側の主張に同

意しつつ日米の連携を確認しようとした。一方のキッシンジャーは，ベト

ナム情勢をめぐる日本の報道が「北越との交渉に障害となり迷惑であるj

と苦言を呈している。田中が「池田総理，佐藤総理はそれぞれ自分より 18

才及び17才の年長であるが，議員としては 9回当選で，自分の10回に及ば

ない」とアピールし自説を10点にまとめて述べ立てるなど，首相就任時
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の勢いを伝えているのも興味深い。

なお，会談記録では， 日ソ交渉に関するところだけが不開示となってい

る。引用に際しては旧字を新字に改め，部分的に形式を整えである。判読

不能の文字は.で表記した。

1.第 1回日米首脳会談(1972年8月31日)

日米首脳会談(第一回会談)

1972年8月31日 13:20-14:55

於 クイリマホテル

出席者 日本側 田中総理大臣

牛場大使，宇川北米第二課長(通訳)

米 側 ニ ク ソン大統領

キッシンジャー補佐官，ウイツケル(通訳)

田中総理 ハワイへの招待を感謝する。御招待がなくとも，できる限り

早い時期に貴大統領とお目にかかりたいと考えていた。

まず天皇陛下よりのアンカレジ、への出迎えに対する感謝と日米友好関係

がますます強化されることを期待するとのお言葉をお伝えいたしたい。

また佐藤前総理よりの沖縄返還についての貴大統領の御尽力に対する謝

辞をお伝えする。佐藤前総理は近く訪米し，自ら改めて謝意を述べたいと

のことである。

ニクソン大統領 佐藤総理は古い友人としていつでも歓迎申し上げる。

天皇陛下に対しては自分の最大の敬意をお取り次ぎいただきたい。

天皇陛下は米国を公式に訪問していただくための双方に都合のよい時期

を見出したい。また貴総理も選挙が終われば来年中に是非ワシントンでお
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迎えしたい。この種の訪問は公的義務の履行というのみでなく，個人的友

情を深めるためにも屡行われるべきである。

総理同感である。

大統領 自分は1950年代以降しばしば訪日し吉田，岸，池田，佐藤そ

して今回田中の 5人の総理と知己となった。他のいずれの固の総理に対し

でも抱かないような個人的友情の念を抱いている。日米関係は特別の関係

(special relationship)と考えており，牛場大使も御存知のように佐藤前総理

とはキッシンジャーを通じ特別の連絡のチャンネルをもっていたが，貴総

理との聞にも同様のチャンネルをもちたいと考えている O

総理 日米が特別の関係にあることに同感である。貴大統領と本年 1月

サン・クレメンテで，さらに今回ハワイでお会いできることは欣懐であり，

公的にも私的にも常に会うことは有益である。またキッシンジャー補佐官

が先般軽井沢迄来てくれたことを多としているO

池田総理，佐藤総理はそれぞれ自分より 18才及び17才の年長であるが，

議員としては 9回当選で自分の10回に及ばない。いずれにせよわれわれは

日米， 日英関係を重視する吉田総理の門下であった。太平洋岸出身の初の

大統領たる貴大統領に期待するところが大である。

日米関では不断の交流を行うことが必要で、ある。(キッシンジャーより「政

治にも経済的にもJと口をはさむ) 経済分野についていえば，米国の繁栄は

日本にとって不可欠である。従って種々の問題を一挙に解決することは困

難としても，不断の連絡協議により長期的に調整をはかつて行きたい。

大統領 そういう趣旨で実業人たるインガソール氏を駐日大使に任命し

た次第である。貴総理は実業家としても成功されたとうかがっており，ま

た大蔵大臣，通産大臣を歴任しておられるので特に経済問題に明るい総理

と考えている。

総理 インガソール大使とはケネディ旧財務長官がコンチネンタル・イ
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リノイの頭取であった頃からの旧知の間柄であるが，同大使は経済に明る

いだけでなく，問題の発生する前に調整する術を心得ている人物である。

日米間の貿易につき官庁の窓口だけで接触していると，一々交渉するよ

うなことになる.長期的バランスをはかるには専門家の意見を聴すること

が必要である O インガソール大使は政府のみならず日本の財界人とも接触

し財界もこれを多としている O

大統領 日米聞の貿易不均衡是正の話合いは難しい問題であったが，若

干の進展があったことは喜ばしい。現に counterpartsの聞で技術的話合が

行われていると承知する。自分が指摘したいのは，現在のような不均衡は

短期的には日本の利益のように見えるが，米国内の保護貿易論者の勢力を

増大せしめることにより，長期的には結局日本にとって不利益となるとい

うことである。かかる不均衡をできる限り (asmuch as possible)改善するこ

とは日米相互にとって利益となる。

日米両国の実業界は，自社の短期的利益に反することは反対し短期的利

害に動かされる。それだけに両国の指導者は長期的視野に立って貿易障碍

を軽減し得る環境をつくらねばならぬ。それには，不均衡を是正して，貿

易障害の除去が両国の利益になることを議会に納得させなければならない。

米国も白本も競争的 (competitive)な国柄であるが，公正な競争は歓迎す

るところである。貿易障害を除去しようとの日本の努力は米国の議会及び

与論に好影響を与えるものである。

総理 不均衡が両国にとって利益でないことは同感であり，是正に努力

する。もっとも半年や一年で解決しうる問題ではない。しかし自分は大蔵

大臣 3年，通産大臣 1年，幹事長として経済問題に・専門的経験もあり，

これを生かして自分の在職中に日米貿易を理想的なものに仕上げて行く考

えである。

大統領 貴総理はビジネスについて専門的知識を有しておられるので，
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素人の自分が貴総理と経済交渉を行えば自分が損をする。しかし貴総理の

御意見は傾聴する。任期は何年か。

総理 党総裁としての任期は 3年で一回だけ再任できる。

大統領 貴総理は日本において最も若くして総理になられた一人と伺っ

ており，今後も長くその職務を続けられるものと思う。

総理 自分は代議士としては最年少で当選した。党総裁は 2期6年続け

うることとなっておりそれ以上は党則変更を要する。

ところで， 日米経済関係の重要性についてはさきにエパリー代表やイン

ガソール大使とも話し合ったところであるが，この問題は自分で検討して

結論を出して行く。日本の戦後の経済はドル基盤であり， ドル価値が維持

され，アメリカ経済が拡大して行くことは世界平和のために不可欠であり

日本の繁栄のためにも不可欠であると考えている。そのための協力を惜し

まない。

大統領 その事情はお互い様であり，強くかっ健全な日本経済は米国に

とっても利益である O 自分は日本が軍事的役割を呆たすことには問題があ

ることを承知している。しかし一国の経済的影響力というものも極めて重

要であり，経済的に強力な日本が東南アジアと太平洋地域全域の経済発展

を助けていることを認識している。米国の新聞に日本の激しい競争を非難

する声が現れているが，自分は同意しない。公正な競争はむしろのぞまし

いものである。ただし不均衡が余りに大きくなりすぎるのは双方にとり好

ましくない。

総理 自分としては両三年内に経常収支の黒字の幅を国民総生産の 1%

程度としこの分を対外援助にふり向けたいと考えている。また日本とし

ては政府援助0.7%の目標を速かに達成したいと考える。

また， 日本は豊かになったとはいえ，東京，大阪をはじめとする都市へ

の人口集中の問題をかかえ，都市改造，住宅建設，公害対策，社会資本の
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充実等の課題に直面している。社会資本の蓄積率において日本は米国には

るかに及ばない。従って今後の日本は国内において厄大な投資を行わねば

ならない。内においては国民の生活環境改善の投資を行い，外に対しては

後進国援助を進めるわけである。援助については東南アジア，韓国等には

具体的スケジュールを定め効果的な援助を行って行く方針であり，またヴ

イェトナムについても戦火が収まった暁には民生安定のための援助を大幅

に拡大することを考えている O 日本は UNCfADで70年代中に政府援助を

国民総生産の0.7%にすることを約束したが，これは現在の自衛隊の予算と

ほぼ同率である。

日本は米国の援助を得て過去4分の 1世紀中に大きい経済成長をなしと

げることができたが，今後は充分協議し乍ら，平和への寄与，低開発国の

開発のために応分の負担をする考えである。

大統領 アジア太平洋地域における開発を進めることは日米の利益にな

る。具体的にはインドネシア，タイ，インドシナ半島が考えられ，さらに

インド，パキスタン，バングラデシュ等の開発も対象となるが，最低のレ

ベルを引上げることが.最高のレベルをさらに引上げる所以である。

キッシンジャーが西欧諸国に日頃から説いているところであるが，今日

では日本の役割りはもはやアジア太平洋地域に限られない。日本はソ連，

西欧にも匹敵する経済的パワー・センターである。この意味で日米聞のみ

ならず， 日米と ECとの協力がのぞましい。

総理 日本としては拡大 EECとは今後協調して行く方針である。

しかし乍ら日本が実力をつけたのは最近であり.かつ安保理の常任メン

バーでもなく，積極的な役割を果たそうとすると欧州の反擦を招くおそれ

がある。この意味で米国の紹介がほしいところである O

大統領 日本を安保理の常任理事国とすることは米国の方針である。訪

中に先立ちヒース，ポンピドー，プラントと会談した際，自分としては米，
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西欧と並ぶ固として日本の重要性を強調した。

キッシンジャー ヒース首相が9月16日に訪日する前に，いわばパーミ

ユダ会談の経続として日英の協力関係についてヒース首相と連絡をとるこ

ととしている。この点は内密に願いたい。

大統領 米国がこういうことをするのは，それが米国自らの利益でもあ

るからである。拡大 ECは巨大な経済力を保有する。従って日米両国が外

部に留まって窓から EECをのぞき込むというだけは不十分であり，日米と

しては ECに加盟はしないが.ECの指導者と協力体制をつくり，破壊的で

なく建設的な競争を行うようにしなければならない。

総理 明年 1月英国が ECに加入した後.ECが域内経済中心のいわば欧

州モンロー主義へ走る倶れがある。これに加えてソ連，中共がそれぞれ影

響力の拡大をはかろうとしてくると，世界は甚だむつかしいこととなる。

従って米， 日本. ECが相互の連絡を密にしなければならない。その際.

米国が自由圏の主力であり，アメリカを中心として日本と ECが強い靭帯

で結ぼれることがのぞましい。

大統領 貴総理は近く北京を訪問されるが，日中関係の将来をいかに評

価しておられるか。自分が指摘したいのは，中共に対する日米の目標が同

一 OdenticaJ)である必要はないということである。日本の総理大臣の目標

は自国の国益に奉仕することであり，米国大統領とて同じことである。し

かし日米両国の overridingconcernとして， 日米両国が中国政策で相反し

たり対立したりすることのないよう配慮すべきだと考えるので，この問題

をとり上げるのであるO

総理 結論からさきに申上げると，まず日中国交回復により日米関係が

不利益を蒙ってはならない。日中国交の恢復は最終的には米国の利益につ

ながりうると考える O

中国に対する方策として二つの行き方が考えられる。その一つは中共封
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じこめであり， もう一つは開放体制を維持し中共をこれへ導くやり方であ

る。日米両国は対ソ政策の先例で経験を有しているが，生活水準の低い国

を封じこめ鎖国を強いると，先方はかえって国内的に団結するしさらに

北越援助のごとき挙に熱を上げがちとなる。貴大統領の北京訪問の結果，

北ヴイエトナムを爆撃しでも中共が北越を援助しなくなったことからも判

る。

貴大統領が訪中，訪ソの結果中共及びソ連とパイプを通じておき，その

上で北ヴイェトナムに対し北爆強化等の短期決戦を挑んでおられるものと

評価している。

日本と中国との関係は明治以来百年間の難問であるが，強い与論もある

ので，正式の国交を回復するところまでは行かざるをえない。国交回復自

体がマスコミが喧伝するようなメリットがあるものとは自分は考えない。

しかしこれは大きい流れでせき止めてはいけない。大きいメリットもない

代わり大きいマイナスもないと思っている。

日中間で外交的話合ができるようになれば.中国封じ込め中は日中が敵

対関係であったと言う面は柔軟になると思う。北鮮への支援や台湾の武力

解放，東南アジアへの軍事援助，わが国に対する内政干渉的行動等をとり

止めるべしということをはっきり言えるようになる O これらがメリットと

言えばメリットであろう。

問題は台湾である。しかし中国との関係が現状のまま推移すれば，ソ連

がからんで来てむつかしくなる。ソ連はすでにウラジオストックという不

凍港を有して強力な海軍を保有しており，朝鮮海峡，南シナ海を自由に航

行している。今後台湾とソ連との関係も微妙である。しかし米台条約があ

る限り大丈夫であろう。

いずれにせよ， 日本の立場は，太平洋をへだてて中国を見ている米国の

それとは異なる。米国が中南米大陸に付具体的に知っているのと同様， 日

425 



本は中国のことをよく知ってお・何時までも国交断絶状態を継続すること

はできない。

大統領 最近，タイのタノム首相から内密のメッセージを受取ったが，

その内容は田中総理の訪中でいかなる話合いが成立しようとも，台湾の経

済的利益は保全されるべきであり，この点についてのタイの懸念を自分(大

統領)から直接貴総理へ伝達してほしいというものであった。台湾の経済

的自立性の保全は米国としても重視するところであり，上海コミュニケで

もおわかりのとおり米中が agreeωdisagreeした問題である O 米国は台湾

の経済的自立のためできる限りのことをする方針である。この点に関し，

台湾が現に国際金融機関において保有している議席が維持されるよう米国

はできる限り尽くす心算である。これは，台湾の議席保持が台湾の経済的

自立性の確保上 (viable柑 ongeconomic power)極めてのぞましいからである。

台湾の指導者は貴総理の訪中を大きい関心をもって注視している。これ

は自分にとっても，貴総理にとっても，むつかしい問題・・・。日本同様，

われわれも台湾とは政治，経済，軍事の各分野，及び指導者間の個人的な

関係を有している O しかし日米両国はやや異なった事情から，それぞれ中

共に対し従来とは異った関係に入るようなことになった。

貴総理が北京でどんな態度をとられるべきかを示唆する気はないが (not

presume to suggest) ，自分の経験から申し上げれば中共，ソ連と折衝する際

の重要な原則はプラグマテイクな話合いを行い先方指導者の敬意を得るこ

とである O 中ソ両国はともに日本を経済的巨人として評価している。従っ

て日本としては彼らに対し嘆願するような態度 (positionof a supplicant)をと

る必要は毛頭ない。

共産主義国，ことに中ソとの関係の改善は，相互の敬意と率直な討議に

よってのみ実現し嘆願によって実現するものではないというのが米国の

経験である O 中ソに対する日本の立場は米国のそれと類似しており， 日本
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もその独自の理由から両国との関係の改善を必要としているが，モスコー

も北京もそれぞれの理由から日本あるいは米国との関係改善を必要として

いるのである。そこにこれらの固との関係を真に改善する基盤があるので

ある。キッシンジャーが この辺のことを心得て確たる態度で臨んだこと

により，中ソ両国との関係改善の基礎が築かれたのである。

キッシンジャー この成果は自分ではなく，全く大統領の業績に帰すべ

きものである。自分としては北京訪問の際大統領の指示に基き，相互性の

原則に立つこと，米中それぞれ友邦の犠牲において接近をはかることはし

ないことというラインで話し合ったが，これが成功の原因であった。当時

牛場大使はこの点に疑念をもち 2日に 1度位自分のところへ来られた。

大統領 プレスへの説明ぶりについてであるが.中国問題がとり上げら

れたことをのべ， 日米双方が夫々の必要及び利益に従って中共との関係を

進めて行くが，両国は相互に相手国の対中政策に影響を与えることは試み

ないというラインで説明するのがよいと思う。

総理 それで結構である。念のため申上げておきたいのは，日本は北京

の敷いたレールにのって国交を回復するのではない.即ち先方の言いなり

には決してならぬということである。日本の自由圏内の一固としての立場，

日米関係への配慮の上に立って国益を守ると言う前提で話合うのである。

日中交渉の模様についてはすべて御連絡する。

大統領 中共の指導者は intelligent，pragmaticでかつ hardbargainersで

ある。しかし一旦約束したことはきちんと(impeccable)に守る。彼らのも

う一つの特色は，長期的なものの見方をし，短期的利益の考慮の故に長期

的視野を見失うことはないということである O

総理 日本は過去百年間絶えず中国との聞に戦争，紛争をくり返してき

た。それだけに中国についてはかなりよく知っている面もある。過去4分

のl世紀は先方が望んでいるにかかわらず国交がなかった訳であるが，結
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局中共を封鎖するよりも，国交を聞き交渉ルートをもっ方が究極的にアジ

アの平和に寄与すると考えるに至った。国交が樹立され内政不干渉の原則

をつらぬき得れば大きいプラスである。

大統領 うまく行くことを望む。 (hopefor the best) 

総理 日米聞の利益は必ず守る。ついては台湾との問題について米国の

支援，斡旋をお願いする。

大統領 明日は台湾につきさらに少しふれたく，また朝鮮問題につき討

議したい。ヴイェトナム問題についての米側の考え方も申上げたい。

総理 朝鮮の話がでたので一言申上げるが，韓国は日本防衛上の生命線

であることに変りない。日本としては韓国を経済分野等で援助するが，米

国としては駐留軍を撤収しないでもらいたい。

大統領 しないつもりである o (We will not) 

キッシンジャー 韓国の安全は日本自身の安全と切り離しえない。安保

条約上の在日基地の使用が制限されることとなれば，結局は韓国に米軍を

駐留させることもできなくなる O

大統領 日本の防衛と韓国の防衛とは分離して考えることはできない。

キッシンジャー 横浜では戦車が動けなくて困っている。

総理戦車問題は速やかに片づける。

(了)

2. 第 1回合同会談 (1972年8月31日)

第 1回合同会談

昭和47年8月31日午後 3時10分-4時5分

於 クイリマホテル

出席者米側 ニクソン大統領，ロジャーズ国務長官，ジョンソン次官，
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インガソル大使，キッシンジャー補佐官，グリーン次官

補，ホールドリッジ NSCSenior Staff.エリクソン日本部

長，通訳ウィッケル

日本側 田中総理大臣，大平外務大臣，牛場大使，鶴見外務審議

官，吉田アジア局長，大河原公使，橘アメリカ局長代理，

通訳宇川

(総理，大統領以下着席)

ロジャーズ長官 まずはじめに，今迄大平大臣との聞で話し合っていた

ことを要約して大統領と総理に報告したい。

田中総理の訪中を前にして， 日本の対中政策の計画について大平大臣か

らうかがったが，大臣は， 日中国交正常化が日米安保体制を害することが

ないよう真剣に配慮すると述べられ，台湾とも良い関係を保って行くが，

中共と正式に外交関係を結ぶ場合はその結果として，台湾との国交維持は

できなくなる，と述べられた。私の方から ニクソン大統領の方針として

強調した点は，対中関係改善にあたって，わが友邦，同盟国たる台湾，韓

国を決して犠牲にすることはない，台湾との外交および安全保障関係を維

持して行く，韓国の利益を害さない，即ち，かつての敵との関係改善にあ

たっても友邦，同盟国に対する支持は常に続けて行く，という点である。

特に，台湾の世銀， 1 MFに於ける地位について日本の協力を求め，また，

今秋の国連総会に於ける朝鮮問題について日本の韓国に対する支持を求

め，さらに，同じく今秋国連でカンボディアの地位がチャレンジされ得る

可能性にも言及した。

大平大臣は，中共との関係正常化についての日本政府の見解を極めて率

直に述べられ，私はこの多極化した世界で本問題は日本政府の決められる

べきことであり，米国政府としては何らアドバイスを与える立場にはない，
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と述べると同時に，日米協力して，相互の利益に資するよう努力して行く

べきことを指摘した。また，この機会に，大平大臣が日米協会において，

行なわれたスピーチに言及しそこに表明されている政策は建設的かっ思

慮深い (constructiveand though出1)ものであり，日米の政策は殆ど全面的に

一致している，日米双方が新しい方向に向って行く上で，問題もあろうが，

相互の利益に資する方向で努力して行けば共通の結論が出て来るであろ

う， と述べた。次いで大平大臣から，要約をしていただきたい。

大平大臣 最初に，今回ニクソン大統領が田中総理のみならず，私共一

行を迎えて話し合いの機会を設けて下さったことに感謝したい。今迄，ロ

ジャーズ長官に対して中共との国交正常化をめざすに至った背景を述べ，

田中政権が，正常化への機が熟したと判断して，政府自身の手でこれにと

りかかることとした事情を説明しわれわれの基本的方針として， 日米友好

関係，特にその象徴たる日米安保体制を何ら害することのないように配慮

する， との決意を述べた。日米の中共に対する立場，アプローチは自ずか

ら異り，米国は対中関係を改善(improve) しようとしわが国はこれを正

常化 (norma1ize) しようとしている訳だが，それがために日米の基本的友

好関係にはいささかの変化も生ずることはない，と述べた。わが国として，

中国への道は広くない，狭いものであることは承知しているが，これを試

みて見たい，最近の北京政府の反応ぶりから見ても，これは不可能ではな

いと判断している。

ロジャーズ長官より米国の対中・アジア政策について説明を受けたが，

これは日本側の理解していた通りと確認した。また， 日米のめざす道標は

共通であると確認しその実行にあたっては.慎重にかつ周到に，今後間

断のない意見交換を通じて相互の理解と協力を深めて行きたいと述べた。

続いて経済問題に入りかかったところでこの合同会談が始まった訳だが，

私が言いかけていたことをここで改めて申し上げると，第 1に，田中総理
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の強いリーダーシップの下で，日米聞の貿易収支アンバランスを

ACCEPTABLEなレベルにまでできるだ、け早い機会に持って行くべく，諸

閣僚も全力を出して協力している，第2に，本来の目標は，囲内経済の景

気を浮揚させて，本格的な輸入増加をはかることに置いて努力している。

ニクソン大統領 私と田中総理との会談も大体同じような分野をカバー

した。そのキー・ポイントは，偉大な国家は，どの固でも，自国の最上の

利益を追求して，自分自身の政策を発展させて行くものであるということ

であり， 日米両国においても，その通りであって，それぞれ自身利益を追

及して，各自その政策を発展させてゆくのであるが，その際両国間の

conflictを避けることにより，双方の最上の利益が達成されるものと考え

る。従って，米国は北京及びモスコーとの関係を改善していくにあたり，

日米関係に害を及ぼすような取極めや，申し合せは行なわないという事に

最大の考慮を払っている。とは言っても， 日米両国の政策が，全く同ーと

いうわけではなくそれぞれの戦術 (tactics)やタイミングには.おのずから

差がある。経済面に於いても，政治面に於いても，重要なのは，常に話し

合って，両国の政策が衝突するようなコースをたどらないようにしていく

こと (avoida col1ision course)である。

米国は太平洋地域，ひいては，世界の平和の為に，中共及びソ連との関

係をより良くするべく努力しているが，それが決して， 日本との関係を悪

化させるようなことがないようにと配慮している。日本との友好関係は，

米国の外交政策の基礎的柱石 (fundamenta1cornerstone)である。我々は日本

の役割は太平洋地域のみならず.世界全体にとって，重要なものであると

考えている。過去において.アメリカの政策は欧州一辺倒，あるいは，太

平洋地域一辺倒のどちらかにかたよることがしばしばあったが，この両地

域に同じ比重を置いて，全体的にまとまりのある政策 (to凶 po!icy) をとっ

てゆくことが，最も米国の利益に合致しているものと考える。一部に於い
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ては， 日本を太平洋地域あるいはアジア地域の強固 (aPacific Asian power) 

に過ぎないと考えるむきがあるが，日本の経済力は自由世界第 2位に達し

ていることからみても，日本は米国と同様に世界的な強固 (awor1d power) 

になっている。即ち，状況は過去20年間に大きく変ったのである。 20年前

には，米国にとって，英国が重要であり，英国が何をするかが，米国の政

策に大きな影響を及ぼした。その後フランス， ドイツの再建が進み，イタ

リアも加わって， ECが出来，いわば， EC諸国と話がつけば，自由世界の

経済は大丈夫と考える傾向があった。しかし，今や日本の GNPは欧州の

どの国よりも大きいものとなっており， 日本は眼を圏内のみに向けるので

はなく，広く世界に向けて，その関心は米国，ヨーロッパはもとより，ラ

テン・アメリカやアフリカに迄及んでいる。このような状況の下に，自由

世界のどの国の経済が成功する為にも， 日本は米国及びECと平等の役割

を果たすことが肝要で、ある。

日本のこの様な役割の認識に立って，米国は国連安保理の常任理事国に

なりたいという日本の希望を支持しまた，米国が欧州諸国と何らかの話

し合いを予定している場合には，日本とも，同様の協議を行うことが必須

の重要性を帯びている(羽凶lyimpor凶 t) と考えている。我々米国民は日米

の経済関係及びその他の関係に於ける協調の維持は，ひとり太平洋地域の

みならず世界にとって重要なものであるということを認識している。

田中総理 私の考えを10点まとめて申し上げたい。第 1点:日米両国の

友好親善はますます深められるべし。第 2点:戦後4半世紀の日本の経済

復興はアメリカの協力により達成されたものであり，これに感謝する。第

3点:世界平和の維持，その為の経済の拡大均衡達成の為には，米国経済

の拡大， ドル価値の安定が必要であり，これが日本の利益ともなる。この

為， 日本も十分に協力する。第4点:日米聞の貿易バランス不均衡の是正

の為，最大の努力をする。大きなアンバランスのままで，長期にわたり友
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好関係は維持できない。第 5点:日米の正常な貿易関係維持，特にアンバ

ランス是正の為，常に協議，意見交換を行い，理解を深めていく。第 6点:

世界平和維持の為，米国が大きな努力を払っている事に敬意を表す。日本

も経済部門で協力する。米国との関係を土台として，拡大ECとも連絡を

とり，国際的により良き世界をつくって行く努力をする。第 7点:東南ア

ジア，韓国に対し経済協力を拡大し，特にポスト・ヴイェトナムの民生

安定，経済復興の為に相当量の援助計画を行っていく。第 8点:対中関係

については，先程の大平外務大臣の発言で了解たまわりたい。第 9点:世

界情勢は変化しでも日米の関係は不変である。第10点:日米両国間では常

に意思の疎通をはかつていく。今回はハワイでお会いしているが，ニクソ

ン大統領も来たる選挙で再選されることは必至とうかがっており，再選さ

れたら，次はワシントンでお会いしたい。

ニクソン大統領 私の方から第11点，私が再選されなければならないと

付け加えなければならないようだ(笑声)。その為，選挙の大変な経験者で

あられる田中総理をお手本としたい。

〔この後，本日の会談の発表ぶりにつき，ジョンソン次官と，牛場大使で打

ち合わせることとした。〕

3. 第2回日米首脳会談(1972年 9月1日)

日米首脳会談(第二回会談)

1972年 9 月 1 日 9:00~11:15

於 クイリマ・ホテル

出席者 日本側 田中総理大臣，太平外務大臣(途中参加)，牛場大使，宇

川北米第二課長(通訳)

米側 ニクソン大統領.ロジャーズ国務長官(途中参加)，キッ
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シンジャー補佐官，ウイツケル(通訳)

ニクソン大統領 朝鮮問題につき話したい。朝鮮に関する日米の利害は

同一であると考える。即ち，外国の支配を受けることのないしっかりした

韓国を維持することは，米国が日米安保に基く日本に対する防衛コミット

メントを維持するために不可欠ということである。米国囲内には駐韓米軍

を撤収すべしとの声があるが，自分はかかる主張に抵抗してゆく考えであ

る。その際の強い論拠としては(イ)韓国の独立保全を援助しなければな

らない， (ロ)日本防衛のための能力を確保するためには韓国の防衛力を保

つ必要があるの 2点があげられる。

南北両鮮聞の対話の開始については，米国はこれを緊張緩和への動きと

して関心をもって見守っている。しかし余り大きい期待をもたないこと

が肝要である。安全保障以外の分野で南北両鮮問にいかに対話が行われよ

うと，米国の韓国における防衛能力を弱める訳には行かない。南北両鮮関

係は東西両独関係と似ているが，東西両独間で各種交流が現に行われてい

るにかかわらず，米国は NA:叩に対するコミットメントを堅持している。

欧州における兵力削減は相E的な条件の下においてのみ行う考えである。

また米国としては南北両鮮聞の対話を歓迎はするものの，米国自ら北鮮

にアプローチするのは時期尚早と考える。要するに同半島の事態が決定的

に変わらない限り現在の防衛体制は変えないということである。

総理 朝鮮に関する大統領の見解と同意見であり，緊張緩和はまだ額面

どおりうけとってはならない。自分は朝鮮人とのつき合いは長いが，北鮮

は特別のねらいをもっているものと思う。

日本としては北鮮との交流は人道的分野，学術等で様子を見乍らつきあ

いをしている。

問題は韓国の農村が疲弊していることであり，農村を振興することによ
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り不平を除き北につけこまれないようにする必要がある O 日本としては対

韓援助により韓国の農・漁村の水準が向上し北鮮のそれ以上になることを

期待しており，浦項製鉄所への援助により製鉄も北鮮をしのぐ水準となる

ようもって行く方針である。 9月4日からの日韓閣僚会議に対しでも 6名

の閣僚を派遣し韓国の経済開発に協力するため全力をあげる考えである O

ついては，在韓米軍を引きあげぬようお願いしたい。

大統領 貴総理は自ら朝鮮人をよく知っているといわれたが， 日本は朝

鮮その他多くの地域については米国より経験が多い。新しい日米関係にお

ける日米聞の意見交換は相互的なものでなければならない。米国のみが日

本に助言するということではなく， 日本からも助言を得たい。ことに貴総

理や大平大臣が米国とは異なった外交的アプローチをされる場合には米国

にしらせてほしい。米国はすべてを知っていると主張するわけで、はなく，

日本の助言を尊重する。

ことに問題となるのは「将来の自由アジアJ(Future Free Asia) と言うこ

とである。日・米別の政策でなくて，日米の政策(Japanese-American policy) 

が必要である O 三つの強大な経済国家である日米が.大国による支配

(domination) をおそれる小国の気持に配慮しつつ 協力体制をとることが

必要で、ある O

総理 基本的にはアジアにおける日米の目標は一つであり，またアジア

については日本は事情を知っている故， 日本が分担してやることが妥当な

分野では積極的に協力し度い。

大統領 日本は今やjuniorpartnerではなく. full partnerである。貴総

理と自分との話合いは形式ばった協議ということではなく率直な議論

(discuss)としたく，内々との含みで(confidentialbase)自由に意見を交換し

たい。

その対象はアジアに限らない。先般外遊から帰ってきたユナリーは，イ
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ランに関して日本・イラン聞に石油開発のプロジェクトがあり，これに米

国が協力しうる可能性があると報告していたが，この種の案件は結構で、あ

り大いに日米協力を進めたい。 3者協力(百lree-waydeaI)はよいことであ

る。因みに日本は中東の石油に依存し西欧もまた米国もしかりであり，

イランのごとき友好的な国がやって行ける (survive) ように，また他国に

支配されることのないように支援することが必要である。最大の危険は，

リビア，イラク等の急進政府が石油資源、をろう断して石油の価格引き上げ

や供給停止等の過激な措置をに出ることで，これを防ぐためサウデイアラ

ビア，イランなどをもりたてねばならない。

要するに日本の役割はもはや地域的なものでなく全世界的なものである

ということである。

中近東の情勢の動きについては，キッシンジャーをして日本に連絡をせ

しめるが， 日本にも情報があればしらせてほしい。

キッシンジャー 石油についてはシベリア開発の話もあり，具体的な提

案もある O 米国としては日本との協力を可能ならしめるメカニズムを考え

る要がある。

大統領 内々に申し上げるがキッシンジャーは 9月11日から13日までソ

連へ赴き，先般の自分の訪ソのフォローアップを行う O その結果は牛場大

使を通じ貴総理におしらせする。 9月5日正午(ワシントン時間)に発表す

るので，それまでは洩れないよう配慮ありたい。本件は日本と英国にのみ

事前に内報するものである。

総理 中近東のみならず，シベリア，東南アジア等についての日米関の

連絡が肝要と思う。また経済面のみならず，政治外交面についても連絡を

密にしたい。窮極的には目的は同一であるので，過程において分担できれ

ば協力し度い。インドシナにおける戦争終了後の民生復興のための施策に

つき協力する用意がある O
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ここで台湾問題にふれたい。日本としては台湾との経済的交流は続けて

行きたいが， 日台聞の国交関係は消滅せざるをえないと考える。従って米

国が日本の立場を理解して， 日台聞の友好関係ができる限り継続されるよ

う支援するよう願いたい。日本としては経済交流は現状通りつづけるし

日本にある台湾人の権益は守る考えであるが，フランス，カナダ等の例か

らみても台湾との国交関係は維持しえないと考えるO 吐の中では台湾に対

する友好親善の気持に変りはないが，実際にはそのようになり，従来の日・

台関係が日・台・米の三国関係という運用をせざるをえない。米国が台湾

と国交関係を有することは日本の救いであり，極東平和のためにも米国の

支援を求めたい次第である O

大統領 このゲームは 3人がプレーせざるをえないとは思うが，果たし

て台湾がゲームに参加するであろうか。

総理台湾は必ず参加すると思う O

大統領 米国としては，台湾が自立しうる経済単位として生き残って行

くことに強い関心を有する。台湾としても日本との聞に経済関係を維持す

ることに関心を有するかも知れない (mightlook wi出 favour)。しかし乍ら，

他方台湾が貴総理を訪中を神経質に注視しており，今後の台湾の反応が必

ずしも予見しがたいものであることは率直に申し上げておきたい。台湾の

反応に関して米国のなしうることは多くなく，かつ蒋総統は誇り高くかっ

自己の所信を守るため全力をつくして来た人物でかつ高齢であるから同総

統を説得することは容易な業でない。

米国としては，台湾が経済的性格の国際機関に留まりうることを重要視

している。日本が北京と外交関係をもち，台湾とは経済関係を維持しさ

らに台湾が経済的な国際機関に議席を維持して行くというのはデリケート

な芸当であろう。

総理 東西両独と異り，北京も台湾も中国の唯一正統の政府だと主張し
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ていることが問題の根源である。日本としては，非公式に台湾に対して，

現状では日本としても二者択一は止むをえないところであることを指摘

し台湾が別の国家となるなら話は異るとして台湾の態度を打診している

が，台湾側は日本の考え方はよくわかると言い乍ら，回答しかねるという

のが現状である。日本政府は蒋総統や張群とは密接な連絡を有しており，

事実関係の理解は深いが，最後の一点につき答えがない。おそらく.台湾

としては自分の訪中乃至それに関する米国の反応斡旋をまってから態度を

決めようとしているものと思われる。

大統領 自分は蒋介石，周恩来と話合ったわけであるが，すべてについ

て異るこの両人が「中国は一つ」との点については，共通の考え方をもっ

ている。問題はどちらの中国か，と言うことである。

総理 ヴイェトナム問題，及び貴大統領の訪ソについて伺いたい。

キッシンジャー 日本の新聞に本年中の和平の可能性に大統領が言及し

たとの報道がなされている。これは事実ではないが，この種報道が流れる

と北越との交渉に障害となり迷惑である。本会談のヴィェトナムについて

の討議の内容は洩れないよう御配慮願いたい。

総理 自分も大平大臣も日本の新聞に会っていない。日本の新聞は往々

にして創作記事を書く。勿論秘密を守ることをお約束するが，米側として

交渉に支障を来す危険があると思われるなら敢えて伺わなくてもよい。

大統領 米国は公式のパリ会談の他キッシンジャーによる秘密の交渉を

行っているが，交渉内容の実質は外部に洩らさないという了解が北越との

聞に存在する。

自分は，御存知のとおり 1月25日及び5月8日に平和解決に関する米側

の完全な提案を明らかにした。即ち停戦，米軍の完全撤収，捕虜釈放，国

際管理の下での選挙を内容としたものであるが，問題は 1点のみといって

よい。それは北越は米国が彼等とーしょになって南越政府を転覆し南越
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に共産政権をおしつけることを求めていることである。しかし米国は絶対

にこれには応じない。そのようなことをすれば1700万の南越人民を大量殺

りくの危険にさらすこととなる。又もっと大切なことは，米国が南越の同

盟政府をすてれば， 日本側はじめ世界いずれの国も米国を信頼しなくなる

ことである。ーヶ所で約束を守らなければ何処でも同じことになる O 従っ

て自分としては一歩譲って (togo an 位協，mile)北越の戦後の経済復興の支

援をもコミットする用意を示してはいるが，南越に共産政権を強制するこ

とは絶対にできないとの態度を堅持している。

米国外交の大原則は同盟国を絶対うら切らない (neverdesert its ally)とい

うことであり， 日本，西欧，イスラエル等すべての同盟国にこの原則を適

用する O 一旦ヴイェトナムで米国が約束を破れば，如何なる友人も米国を

信頼し得なくなる O 自分は毛沢東 ブレジネフと会談の際，米国は中共，

ソ連とも関係を改善したいと考えてはいるが，このために公然とあるいは

秘密裡に同盟国について取引きをする気はないと明言した。彼らはこの点

に同意はしなかったものの，自分の考えは了解した。新しい友人を得るた

めに古い友人を見捨てはしないということであり かかる立場をとること

はむしろ毛，ブレジネフ等の敬意をかちうる所以ではないかと思う。現に

中共.ソ連は無条件に(categorically)彼らの同盟国を支持しているではな

いか。

訪ソについて申上げれば.総じて建設的な会談を行いえたと思っている O

軍備管理，宇宙等の分野で協力を行うこと合意しえた。

一つの発見は，中ソ両国は仲が悪いがともに日本を経済大固として高く

評価しことに日本のノーハウと投資を求めていることである。日本は極

めて強い立場から話ができる O

キッシンジャー そのとおりである。ソ連はシベリア開発のため日本の

投資を求めている。中共は日本がアジアにおいて支配的地位を獲得するこ
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とを一面危倶し乍ら，他方かかる日本の実力を尊敬している。だからこそ

中共が急速に対日接近をはかったのである。

大統領 中ソ両国とも口には出さないが，経済的基盤なくしては軍事大

国にはなり得ないことを百も承知している。自分は， 日本が自衛力以上の

軍事力を保有しない方針を知ってはいるが，日本の経済力は世界各国から

高く尊敬されており，彼等は日本が経済以外の分野でも潜在力があること

をも承知している。日本が軍事力を強化しないと力説すればする程彼等は

それを信じないであろう。

総理 日本は明確な憲法上の規定により政策遂行のための軍事力は持て

ないことになっており，再軍備，軍事大国となる考えは全然持てないし

持っていない。憲法改正には衆参両院の 3分の 2の発議を要するが，これ

が実現公算はない。

<2行不開示〉

ところで，米国は中共と国交回復を指向しているのか，それとも当面外

交関係のないままの接触を拡大してゆくつもりなのか。

大統領 現時点では後者である O 中共が台湾と国交のある固とは外交関

係を樹立しないとしている以上そうなる。従って，公式の関係をもつこと

なく，事実上建設的な関係をもちうる方途を探求している。このためには

パリでの接触のチャンネルが既に存在しまた先般のキッシンジャー訪中

のごとき方法もある。キッシンジャーが再び、北京へ赴くことがあるであろ

うが，貴総理の訪中前にはない。

キッシンジャー 日本が中共，ソ連と国交関係を樹立されるなら，内政

不干渉を強く主張されるべきである。

日ソ交渉についての見透し如何。

総理 {7行不開示〉

大統領 {3行不開示〉
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総理 (3行不開示〉

(大平大臣，ロジャーズ長官参加)

大統領 並行する三つの会談でおそらく同じ問題がとり上げられたもの

と思う O 田中総理との間でまだとり上げていないのはコミュニケと経済問

題のパッケージであるが， どうなったか。

口長官 すでに合意されコミュニケは報道関係者にアドヴァンスした。

起草にあたった両国の関係者の労をたたえたい。

大統領 今次会談で建設的な成果が生まれたことを喜ぶ。今後日米間で

はあらゆるレベルで対話をつづけて行くべきであり，首脳会談の他，閣僚

レベル，その他のレベルで regularlyに会合しかっ問題を解決するためと

いうよりも問題を予見するために話合うこととすべきである。

総理 賛成である。問題が起らぬうちに随時懇談，協議，連絡など接触

を密にしたい。この意味で本年開催の困難な日米経済貿易合同委は 2年分

をまとめて是非明年開催したい。また首脳会談も年 1回といわず，頻繁に

開催したい。またアジアへの投資，中東，シベリア開発といった具体的問

題については事前に連絡して協力を求める O

軽井沢で「キ」補佐官にも述べたが，日米経済問題については毎月でも

事務当局が，交渉と言うよりも，輸出入統計を材料にして協議することに

より，問題がたまらぬようにし度い。

大統領 日米聞の問題のみならず，シベリア，イラン等の例にもみられ

るような第三国における協力についても話合いたい。この種協力は必ずし

も日米の協同出資 (partnership)である必要はなく，提携事業句ointenterprise) 

の可能性も探求できる。ある場合には米国，ある場合には日本がイニシア

ティヴをとってプロジェクトを開発して行くべきであり，この種の協力は

政治的にもよいことだと思う。

また国際機関に対して日米がともに協力することも考えたい。目下のと
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ころ具体的プロジェクトを念頭においているわけではないが，このように

して自由陣営の 2つの最も繁栄した国が協力する分野を発見し新しい展望

を聞いて行きたい。総理の示唆を歓迎する。

総理 賛成である。具体的にプロジェクトとして 2-3御相談し度いも

のもあり，充分連絡する。尖閤列島沖の石油，チュメニの石油，韓国沖の

大陸棚石油などや，先ほど話題となったイランの LPGなどがそれであり，

具体的には追って連絡をとることとしよう。

口長官 宇宙協力も満足すべき進展を示している。

大平大臣 文化，教育.環境，公害など広い分野で日米聞の交流を深め

たい。

ロ長官 別室で大平大臣から中共との正常化問題についての一般的見透

しを承ったが興味深いので，大統領がもう一度直接お聞き願いたい。

大平大臣 訪中時期は未定であるが， 9月下旬乃至10月上旬に決断の要

がある。訪中の際は日中間の外交関係樹立を基本問題としてとり上げるこ

ととなろう。もし合意が成立すれば直ちに外交関係を樹立することとなる

と思う。その場合日本は平和条約を結ぶ条件は持っていない。台湾の領有

を日本が独自に認定することはない。外交関係設立後，平和条約乃至友好

条約，航空，通商，漁業などの実務協定を時間をかけて逐次締結して行く

こととなろう。現在のところは，北京側がこのような日本の方針に決定的

同意しにくいとの反応は示していなし、。田中訪中で外交関係設定ができる

のではないかと予想している。

総理が最も心配されているのは台湾の善後措置である。台湾との外交関

係はシフトするが，その他は現状維持のため最大の努力を払う。人の往来，

貿易，投資，関税，特恵の適用，コンタクト・ポイントの設置等の問題が

生じるが， 日本としてはできる限りの努力を払うつもりであるが，台湾の

反応は必ずしもよくない。
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口長官 台湾問題についてのフォーミュレーションにつき，カナダ，イ

タリアはテイクノート方式をとり，米国はチャレンジしないとの方式をと

ったが， 日本はオランダ方式と似た方式を考えておられるようである。

大平大臣 日本は台湾の帰属につき権利を放棄している。従って台湾の

将来はサンフランシスコ平和条約を結んだ連合国の手中にあるが，連合国

は何らの決定を行っていない。かかる状況の下において， 日本は，台湾を

中共の領土と認める立場にはない。しかし北京の「台湾は中国の不可分

の一部」との主張に対しては，これを理解し尊重することはできるが，こ

れ以上には出られない。即ちオランダと同様の方式であり，連合国や英

(acknowledge) .加(takenote) .米 (notchallenge)などの諸国の表現と比較

した場合最も進んだ表現をとるが，これが限界ということである。垣根は

こえてはならぬ。

大統領 中共へ出発される前に十分睡眠をとっておかれることをお奨め

する O 中国人は表現，文言を重視し 徹夜交渉を辞さない連中である O

総理 英語と中国語なら若干異った解釈を下しうる余地を残す表現があ

りうるが，日中聞は同文なので困難である O しかし徹夜をする考えはない。

キッシンジャー 中共に対しフェアであるために一言申し上げたい。中

共は文言については細かいことをいう。しかしジ、エンキンズ部長(国務省ア

ジア共産圏部)が帰国後検討したところによると，英文と華文でニューアン

スの差のあるすべての部分について，むしろ米国に有利な文字を用いてい

るとのことである O この意味で中共のやり方はフェアである O

大統領 中国人は hardbargainぼであるが，一度取引が成立すると良心

的かっ正直であり，この点英文とその国文との聞に相違があった場合，若

干の他国の態度と異る。彼らは誤解を起きないようにと考えるため，話合

いに時間がかかる。

口長官 通訳の問題もある O 米側通訳官に対し，中共は革命前の中国語
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を話しているとのべた。

(了)
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