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■ 研究会開催報告 ■ 

「米中競争時代の幕開け」 
 
日 時：2018 年 6 月 8 日（金）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
【講演概要】 
 米中関係が激しく揺れ動いている。習近平国家主席はマルクス主義と共産主義を高く称え、米国とイデオロギー・

価値観の面での対決姿勢を打ち出していると同時に、国家主導の経済開発モデルの世界的伝播を進めようとしている。 

一方、トランプ政権は「国家安全保障戦略」に続き、「国防戦略」と「核戦略体制の見直し」においても、中国を戦

略的競争相手に位置づけている。今後は「力による平和」を求めつつ、貿易不均衡の解消を初めとする経済問題の解決

を主たるテコに対中圧力が強化されていくと予想される。 

 急速な勢いで新興パワーとして台頭してきた中国と、世界の覇権としてのステータスを脅かすことを断固として許さ

ない姿勢を見せているアメリカ。この２国が本格的な競争の時代を迎えるなか、どのような未来が待ち伏せているの

か。本格的な競争時代を迎えた米中関係の現状を分析しつつその将来を展望する。 

 

【講師紹介】 

呉 軍華（ご ぐんか）氏：株式会社日本総合研究所 理事、主席研究員 

［略歴］ 

1983 年７月：（中国）復旦大学卒  
1985 年４月～90 年 3 月：東京大学大学院修士、博士課程修了  
1990 年４月：（株）日本総合研究所（以下日本総研）入社  
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2005 年 7 月～10 年 6 月： 復旦大学客員教授  
2006 年 4 月～07 年 6 月：日綜（上海）投資諮詢有限公司総経理、首席研究員  
2006 年 6 月～現在：日本総研理事   
2007 年 7 月～17 年 1 月：日綜（上海）投資諮詢有限公司董事長、首席研究員  
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講演録 

【開会】 

（司会） 

これより JST 中国総合研究・さくらサイエンスセンタ

ー第 118 回の研究会を始める。今回は株式会社日本総

合研究所から、理事・主席研究員であられる呉軍華先

生をお招きし、『米中競争時代の幕開け』と題し、ご

講演いただく。先生のご経歴の詳細は割愛させていた

だくが、上海の復旦大学を卒業後、東京大学大学院で

修士号、博士号を取得、日本総研では香港駐在員事務

所の所長、上海投資顧問会社の責任者といった役職を

歴任される一方で、復旦大学の客員教授、米国ハーバ

ード大学の客員研究員、ジョージワシントン大学の客

員研究員といった、米中双方での豊富な活動の実績を

お持ちである。それでは先生、どうぞよろしくお願い

いたします。 

  

【講演】 

(呉軍華先生) 
こんにちは。日本総研の呉軍華です。 
今、世の中はほとんど来週の米朝会談に注目されて

いるが、それよりも構造的にこれからの我々の世界に

重大な影響を与えるのは米中ではないかと思う。この

ような問題意識を持っているので、僭越ながら今日は

米中をテーマにして、日頃考えていることを報告させ

ていただく。 
米中関係は先ほど申し上げた通り、これからの我々

の世界、あるいは次世代、21 世紀の前半の世界を作っ

てしまうような、重大なインパクトを持つのがアメリ

カと中国の関係ではないかと考えている。この関係を

どう考えるか、私の問題意識は本日の演題に表してい

る。米中が今や本格的な競争関係に入っている。この競

争関係の定義だが、政治、経済、ポリシーを含め、まさ

しく「世界の覇権争い」のようになっている。具体的に

なぜこのように考えるかを説明するために、まず足許

の米中関係がどうなっているか、2、3 事例を引きなが

ら説明させていただく。 
実は私も不思議に思っているのだが、日本にとって

アメリカは同盟国であり、中国は最大の貿易パートナ

ーで隣国であるにもかかわらず、あれだけ米中関係が

激しく揺れ動いている割には、メディアを含め、あまり

取り上げられていないと感じている。自分が研究対象

としてフォーカスしているからそう考えるのか、ある

いはこういう重大さに気が付いていないということも

あるかもしれない。過去何カ月かの米中関係を振り返

ってみても、実に激しく揺れ動いている。一進一退と言

ってもいいし、ジェットコースターと言ってもいいく

らいの揺れ方をしている。もちろん、米朝のように、核

とかミサイルというような物騒なものは出てきていな

いが、それに匹敵するような激しさを伴って揺れ動い

ているのが米中関係だ。皆さんもご存じかと思うが、日

本でも頻繁に紹介されている貿易摩擦がある。このま

ま貿易戦争に突入するのではないか、世界第 1、第 2 の

経済大国が貿易戦争になったら日本経済はどうなるか

という関心がある。これを 1 つの切り口として、今の

米中関係の状況を確認したい。 
 
通商協議にみる米中関係の現状 
米中関係が通商協議のような形で、この 1 カ月あま

り、激しく揺れ動いているが、その前哨戦と言えるのが、

3 月下旬にトランプ政権が中国からの輸入品に関税を

かけると言ったことだ。最初、トランプ政権が 500 億

ドル相当のものに関税をかけるとし、これに対して中

国も即座に「うちも 500 億ドルだ」と返した。これを

受けてトランプ政権は「いや、1,000 億ドルだ」、中国

も「1,000 億ドルだ」と返した。更にトランプ政権が

「1,500 億ドルだ」と言ったら中国は黙ってしまった。

これを大きなバックグラウンドとして協議が始まった。 
『北京ラウンド』というのは私が名付けたものだが、

5 月 3 日と 4 日の 2 日間、アメリカの財務長官から通

商代表、商務長官、あるいは大統領の貿易アドバイザー

といった、いわゆるトランプ政権の経済関連の閣僚、あ

るいはアドバイザーなどが総出で北京に出向いて中国

と協議をした。2 日間と言っても、実際は何時間もなか

ったが。この協議についてはほとんど報道されておら

ず、正式発表ではない。ネット上の情報などを拾ってみ

ると、どうもアメリカがこういうようなもの(資料 2 ペ

ージ)を中国に要請したようである。 
まず、貿易不均衡を是正しなければならない。中国側

の統計では、去年の対米貿易は黒字、アメリカは 2,500
億ドルくらいの赤字。アメリカ側の統計では 3,750 億

ドルくらいの赤字となっている。言い換えれば、いずれ

にしても膨大な貿易不均衡がある。それを何とかしな

さいというのがまず出てきて、それをどうやって是正

していくか。2020 年にかけて 2,000 億ドル、1 年目は

1,000 億ドル、2年目は 2,000 億ドルを削減しなさいと。

それと同時に、日本の企業等も関心があるかと思うが、

知財保護、知的財産権の保護に対して政府補助を止め

なさい、特に「中国製造 2025(Made in China 2025)」
のハイテク産業への補助を止めなさいと。しかも中国

へ進出する外国企業に対して、半強制的に技術移転を

要請するような政策、あるいは決まりを来年 2019 年か

ら撤廃しなさいとか。 
私もよくここまで言うな、と思ったが、こういった中

身を見てみると、まさしく 19 世紀型不平等条約ではな

いかという言い方もある。それを言ったのは、ファイナ

ンシャル・タイムズのチーフエディタである。トランプ

政権は中国に対して、このような 19 世紀型の不平等条

約のようなものをよくも出したな、と。言い方を変えれ

ば、非常に強硬な姿勢でアメリカは中国に求めていた
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ということだ。 
 
中国側のアプローチ 
これに対して中国はどういう反応をしたかたという

と、まさしく「目には目を、歯には歯を」といった感じ

だ。まず、今も続いている通商法 301 条に基づく知財

侵害調査と関税引き上げを即座に撤廃しなさいという

ように、全く負けない形で強硬に反撃をした。 
このような状況になっているので、結果的に 5 月は

じめに北京で予想より早く協議が共同声明も発表せず

に終わってしまった。どう考えても、物別れというか、

決裂した感じであるが、これが 1 回目の本格的な通商

協議である。私は「通商」という言葉は狭すぎると思う

ので、経済協議と言ってもいいかもしれない。 
 
ワシントン・ラウンド(5 月 17 日～18 日) 
しかし何といっても面白いのは、これだけお互いに

激しくぶつかり合ってどうなるかと思っていたら、2 週

間後くらいにワシントンで握手をしたのである。中国

の方から、習近平国家主席の特使、中国側の協議代表の

劉鶴副首相を筆頭にワシントンに入り、また話し合い

が始まった。前回は『北京ラウンド』だったので、今回

は『ワシントン・ラウンド』と名付けた。 
会議が終わってご覧のような内容で(資料 3 ページ)

一応共同声明を発表した。1 つ目は有効な措置によって

アメリカの対中貿易赤字を実質的に縮小する、2 つ目は

アメリカの農産品とエネルギーの対中輸出を確実に増

加させるとか、こういったものが入っている。こういう

ことだけ考えると、中国側が譲歩するような形になっ

ていたのだが、アメリカでも中国でも具体的な数値目

標が全く入っておらず、非常に淡々と要点だけでいっ

ている。その背後には、中国の大手企業である ZTE へ

の制裁に対する問題がある。 皆さんはご承知かと思う

が、ZTE は Huawei に次いで中国第 2 位の大手の通信

機器メーカーだが、4 月 16 日にアメリカ商務省の制裁

を受けて、ほぼ開店休業状態になっていた。このままで

はつぶれてしまうかという感じになっていたところ、

突如トランプ大統領が習近平国家主席から「何とかし

てください、なぜならばこの会社は 7 万人の雇用をし

ているから」と、直接電話を受けた。トランプ大統領は

「何とかしましょう」という形になっていたのが大き

なバックグラウンドになって、一応握手をしてワシン

トンで別れた。言ってみれば、北京では大きく後退して

いたが、ワシントンでは一進した。 
 
その後の動き 
ワシントンでの交渉後、このまま安定方向に行くか

と思ったら、そうでもない様子である。5 月 29 日、つ

まり、ワシントンで握手して 10 日くらいしか経ってい

ない時に、ホワイトハウスが『中国製造 2025』関連製

品を中心に、3 月に出した通商法 301 条に基づく 25%
の課税を中国の関連製品に対してやはりやると。しか

も、具体的なアイテムのリストは 6 月 15 日に発表する

と言って、またものすごく緊迫した状況になった。ワシ

ントンで握手したからこういうのはなくなったかな、

と思ったら、また出てきた。 
その直後、ロス商務長官が北京に乗り込んでまた協

議した。先ほど、米中の動きが決して米朝に負けないと

申し上げたが、まさしくワシントン・ラウンドの後しば

らくこれでいいと思っていたらまた北京ラウンドが始

まった。目まぐるしい。ロス商務長官が中国に行って、

今回は共同声明が無かった。中国から淡々とした非常

に簡単なものしかでていない。アメリカからの輸入増

を望むが、アメリカが一方的な追加課税をするならば、

合意したあらゆる成果は無効になるという、淡々とし

た声明文を出した。ということは、ロス商務長官と北京

で相当程度話したということの裏返しでもあるのだが

…。アメリカを牽制するために今は約束をしたが、あな

たたちがもしまた喧嘩をふっかけてくるならば、もう

約束を守らないと。 
では、どういう約束かというと、今もまだ公式発表は

ないけれども、海外の新聞等の発表を見ると、どうも中

国は 700 億ドルの貿易赤字の追加削減に合意したよう

である。この 700 億ドルというのが、今年だけか、来

年も含めてなのかは新聞報道ではわからないが、もし

今年だけだったら、冒頭でご紹介したアメリカからの

要請を相当満たす形になっている。ただし、こういうも

のははっきりとは発表されていない。 
 
今はこういう状況になっているが、いつどうなるか、

明日でもあるいは今夜でもまた何か動きがあるかわか

らない。出てくる可能性もある。なぜならば、こういっ

た貿易関係、経済関係だけではなく、それ以外の分野、

例えば南シナ海での軍の配置とか、来週にも大きなイ

ベントを迎える台湾の問題があるからだ。私は 6 月 12
日に注目している。その日は、大使館に相当するアメリ

カの台湾事務所が非常に立派なものになって新たにオ

ープンする。そのオープンに対して、アメリカの現役の

ハイレベルな人、現役ならばどれくらいのレベルな人

か、あるいは現役の官僚を派遣するかという動きに注

目している。 
なぜこの台湾問題が非常に大きいかというと、今年

の 2 月に台湾旅行法がアメリカで可決され、ハイレベ

ルな公的な人の往来が可能になったからである。これ

は偶然だと思うが、6 月 12 日という米朝会談と同じ日

に台湾で事務所がオープンする。こういった米中関係

も 1 点だけではなくて、全体として一緒に動いている

ので、毎日目が離せないくらいに揺れ動いている。私も

自分の仕事は研究者かジャーナリストかと時々疑うく

らいに気を付けてフォローしないとすぐ遅れていって
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しまうという状況だ。 
しかし、激しく揺れ動いているということは、一進一

退ということである。つまり、ある日突然良くなったよ

うに見えるけれども、そうかと思ったらまた悪い方に

行く。「悪い」といったら価値判断が入ってしまうが、

安定と緊張ということである。なぜ、こういう状況にな

っているのか。私はこの一進一退の状況はまさしく今

の米中関係の性質そのものを表しているのではないか

と考えている。 
 
冷和：競争時代の米中関係の本質 
では、今の米中関係の本質はどういうものかという

と、私は『冷和 (Cold Peace)』だと考えている。 冒頭

に申し上げたとおり、今の米中関係は本格的な世界の

覇権争いをする競争関係に入っている。この競争関係

は、どういった性格の競争関係か。すぐ思い浮かぶのは

冷戦だが、アメリカのハーバード大学の先生が言った

『ツキディデスの罠』という言葉がある。古代のアテネ

とスパルタの間で 30 年の戦争をしたように、既存の覇

権国があって、新興の大国が現れた時に大きな戦争に

なる。その先生が中国とアメリカの関係を考える時、ま

さしくアメリカという既存のスーパーパワー、既存の

覇権国に対して、非常に逸る勢いで上がってきたのが

中国、ライジングパワーであると言った。この 2 つの

大国が『ツキディデスの罠』に陥ったと。この議論は２、

３年前からあったが、去年本として出版された。歴史的

に検証したところ、500 年など何百年の歴史の中で 16
のケースがあり、そのうちのほとんどがぶつかった。 
 私が歴史的に考える時に、特に参考したのは冷戦の

時だ。ただ、冷戦とは違って『冷和』、つまり一方的に

悪化しているわけではなく、悪化しては安定方向に戻

ったりを繰り返している。こういうことを考えると、

「冷」はとことんまで冷たくなっているが、危ないなと

思った時にやはり安定を維持しようという「和」が前提

に残っている。だから、米中関係を考える時のキーワー

ドはこの『冷和』、Cold Peace ではないかと考えている。 

私なりに米中関係をまとめてみるが、冷戦時代、ポスト

冷戦時代、そしてポスト・ポスト冷戦時代と分けた。こ

の言い方は聞きなれないと思うが、ポスト・ポスト冷戦

時代としたのは、現状としてポスト冷戦時代は既に終

わったからだ。終わって、我々がどういう時代を迎える

かは私はまだ見極められないが、明らかに新しい時代

が始まっている。 
(資料 5 ページ)『冷和』には 2 つのキーワードがあ

る。「和」が表すのはホット、つまり、関係を安定化さ

せる。「冷」はコールドで関係冷やす。こうした前提で

いくつかの事象を考えてみると、例えば、冷戦時代にホ

ットの度合いは 2 で、コールドは 1 なので『冷和』の

度合いは 1 となる。その数字はホットからコールドを

引くので、数字が高いほど関係が安定し「和」の度合い

が高いことを意味する。そこから考えると、ポスト冷戦

時代は 3、今はマイナス 1 である。なので、今は、ポス

ト冷戦時代はもとより、冷戦時代よりも米中関係は「冷」

の度合いが高いわけである。言い方を変えれば緊張の

度合いが高いということだ。これは私が整理しただけ

だが、参考にしていただきたい。 
 

 

 
実はこのポスト・ポスト冷戦を含んだリストを 2015

年から使い始めたが、この部分（ポスト・ポスト冷戦時

代）はだいぶ変わってきている。この部分(冷戦時代・

ポスト冷戦時代)は歴史なので変わっていない。この部

分（ポスト・ポスト冷戦時代）はだいぶ数字が下がって

きている。その最大の要因はまず「覇権争い」だ。今、

覇権争いが本格的になってきた。これは関係の度合い

を冷たい方に大きく押し上げた。 
もう 1 つは「経済の依存関係」。以前私はこれをホッ

トのファクターとして取り上げたが、最近の米中の経

済軋轢、摩擦を見てみると、協力依存という観点で考え

るとこれは関係を安定化する方向に働くが、競争とい

う観点から考えると関係を不安定化させる。これは新

たに付け加えた点だ。「覇権争い」は最近まで△(三角)
だったが、今は本格的になって〇(マル)になった。今ま

では経済の要素はホット、安定感の要素として取り上

げたが、今の米中の軋轢の現状から考えると、競争の意

味も相当強く出てくるので、あえてコールドの方に入

れた。これはまだ本格的ではないので△(三角)。この 2
つがここ 1 年くらい大きく動いていて、今のマイナス

1 の結果になっている。(資料 5 ページ終わり) 
 
『冷和』の度合いを規定するファクター 
(資料 6 ページ)もし米中関係が『冷和』というコンセ

プトで理解することができるのであれば、米中関係の

流れとか現状とか、あるいは将来どういう可能性に向

かっていくかということを考えるときの参考として、

こういうものが使えるのではないかと思う。「冷」の部
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分で一番に来るのは当然「覇権争い」だ。その覇権争い

にはいろんなものが入っている。ここに書いたように、

価値観、軍事、経済の成長モデル諸々。あらゆる分野に

覇権争いの要素がある。この要素が大きく台頭してく

ると、関係をぐっと不安定化の方向へ押し下げる。 
しかしその一方で相互依存の関係もある。例えば経

済は相互依存の関係にある。もう 1 つは北朝鮮も含め

たグローバル的な課題の解決、あるいは緩和に向けて、

時には協力しないといけない局面が訪れてくる。こう

いうようなファクターの度合いが高まると、関係は逆

に良い方向、安定の方向に支えられる。これは非常に簡

単なアイテムしか出していないが、細かく言うといっ

ぱいある。 
これらのファクターが、その時々の双方の国の内政、

双方を取り囲む外部環境によって度合いが変わってく

るので、その結果として米中関係の「冷和」、「冷」の度

合いが高いか、「和」の度合いが高いかが決まってくる。

例えば、今アメリカと中国の関係は非常に厳しくなっ

ているのは、価値観はともかくとして、先ほど申し上げ

た南シナ海での問題とか、今の経済協議の中で非常に

大きなテーマになっている成長モデルなど、今のとこ

ろ少なくともこの 2 つが重要な課題として前面に出て

きているから、相当冷え込んでいるのが現状である。 
(資料 6 ページ終わり) 

 
実は私は 2009 年から一昨年まで 7 年間ワシントン

にいて、ちょうど 2016 年の大統領選の時もほとんどワ

シントンにいた。当時のトランプ候補の動きを見て、米

中関係は本格的に転換期に入ったと思った。私は 2016
年の時点で、アメリカサイドから見た米中関係、あるい

はアメリカの対中政策は本格的に 1 つの転換点を迎え

たと判断した。 
アメリカでは 2009 年、2010 年あたりから既にいわ

ゆる専門家の間とか、対中政策関係者の間では、これま

でのアメリカの対中政策は正しかったかという議論や

反省が相当あった。これまでの政策はどのような政策

かと振り返ってみると、大きく 2 つの主張、グループ

がある。1 つは『Dragon Slayer(ドラゴン退治)』、すな

わち中国を押さえ込むべきだという強硬派。もう 1 つ

の『パンダ派』はまさしく対中融和派。この 2 つがずっ

とあったが、大統領という個人に注目すれば、時には

Dragon Slayer、時にはパンダ派になっていた。例えば

クリントン大統領はそうだったし、その後のブッシュ

大統領もそうだった。特に選挙の時は Dragon Slayer
で非常に強硬な姿勢だったが、選挙が終わった時、特に

2 期目に入ってからはパンダ派になる。全体としてこう

いう意見の対立は常にあったのだが、先ほど申し上げ

た通り、2010 年前後にアメリカで対中政策が間違って

いたのではないかという大きな反省が巻き起こった。 
なぜこういう議論が起こったかというと、ご存知の

通り、アメリカは反共産主義。Dragon Slayer の論理と

してドラゴンを殺すべきだという時は、当然理由が必

要になるわけだが、中国は実際はともかくとして共産

主義国家であり、社会主義国家であるため、非常にわか

りやすくイデオロギーが完全に対立しているので、理

由は要らない。 
一方、パンダ派はやはり中国は抱き込むべきだ、中国

の改革開放を支援すべきだ、地方経済成長を支援すべ

きだという時に、当然理由が必要になる。しかしその理

由が「共産党が大好きだから」ということにはどうなっ

てもならない。その理由は、かつて日本でもよく流行っ

た、近代国家の民主主義理論である。独裁国家でも経済

成長を続ければ中産階級が出てくる。中産階級が出て

来れば、政治的意見の多元化を求める。その結果的とし

て政治的システムの多元化にもなる。言い方を変えれ

ば、中国の経済成長を支援すれば、中国がいずれ我々と

同じ国になる、というのがパンダ派の論理だ。29 年前

に天安門事件が起きた直後、アメリカを筆頭に西側諸

国が中国に対して制裁をしたが、当時のブッシュ大統

領（父）が特使を北京に送った。私たちはやはり中国の

改革開放を支援するとした。それが、ある意味では今の

米中関係の本当の争点として関係してくる。まさしく

天安門事件の直後に、アメリカのパンダ派が完全に主

導権を握った。 
こうした流れを 2010 年あたりになってなぜアメリ

カがやめることになったか、中国の過去約 40 年の改革

開放の歴史を振り返ってみると、アメリカが望むプロ

セスの 3 分の 2 までは来た。中産階級がものすごく出

てきた。しかしその結果、最後のところはアメリカが望

むところとは逆の方に向き始めたのではないかと検証

していた。だからアメリカの見通しが甘かったことを

反省すべきだという議論はずっとある。私も注意深く

見ていたが、2015 年に自信を持ってアメリカの対中政

策は質的に変わると書いた。このような議論は 2015 年

までに専門家の間でドアを閉めての議論だったが、い

わゆる No.1、No.2 と言われるようなパンダ派の人も含

めて、これでは少しおかしいと言い出した。 
今のトランプ政権のやり方がちょっと変わったやり

方だと思われるかもしれないが、私は全くそうではな

いと思っているし、アメリカではかなりコンセンサス

があるという話である。先ほど申し上げたが、私は幸運

にも 2016 年の大統領選挙の時にもワシントンにいた。

その年の春に日本に戻って講演したが、私はトランプ

当選の可能性が十分あると見ていた。しかも、トランプ

政権が誕生すると、米中関係の揺れ方がもっと激しく

なると予測もしていた。 
 
少し脱線するが、その時ほとんどの人たちがトラン

プ当選の可能性は無いと言っていたのに、アメリカの

専門家ではない私がなぜそう思っていたか。実際にワ
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シントンで暮らしてみると、隠れトランプサポーター

がいっぱいいると実感したからだ。しかも、オバマ政権

のリベラリズム的な政策は限界を超えてあまりにも行

き過ぎたので、アメリカにとってはリスキーかもしれ

ないけれど、トランプのような伝統的な政治と関係な

いところから出てきた人がアメリカの民主主義社会を

何とかしようとする可能性が高いと判断した。 
その時に、この人が大統領になったら、なぜ米中関係

が予想より揺れ方が大きくなると考えたかというと、

この人が大統領になったら、いわゆる伝統的な西側、ア

メリカの政治の規範とかルールを気にせずにいろいろ

やるだろうからだ。これでは中国は非常にやりづらく

なる。その結果、関係は不安定になる。アメリカでも日

本でも中国でも、あの人は所詮ビジネスマンだから、お

金儲けさえさせればいずれはこの Dragon Slayer から

パンダ派になるのではないかという意見がずっとある

のだが、私はアメリカ社会が既にある種超党派的なコ

ンセンサスがあるから、おそらく難しいと考えていた。

大統領になったら Dragon Slayer からパンダ派にすぐ

なって政策全体が変わるという可能性は、かつてと比

べたら低いけれど、ただ、トランプ大統領のパーソナリ

ティから考えると、どうかなというところはある。 
 
トランプ政権の対中アプローチ 
(資料 7 ページ)では、実際の過去 1 年のトランプの動

きを見てみる。先ほどの「冷」と「和」でという 2 つの

キーワードでみてみると、高い方が温かい、安定する。

低い方が不安定で緊張している。 
スタートは 2017 年 1 月の政権発足時で、非常に冷た

い状態。中国の台湾政策まで挑戦するほどなので、非常

に冷たい状態だった。しかしすぐ後の 2 月末の中国の

正月あたりから、ぐんと関係が温まった。中国のアメリ

カ駐在大使とトランプ大統領の娘ファミリーとのチャ

ンネルがきちんとでき、中国の正月に大使館で開いた

パーティに娘さんが孫娘さんを連れて訪れ、中国語で

歌をうたうなど、一気に温かくなった。そして 4 月に

トランプ大統領が習近平主席との首脳会談のためフロ

リダへ行った。それで私は、この人は所詮「トランプ」

かな、と思った。この人には大統領候補の時から 2 つ

の特徴があって、1 つはお金が大好きということと、も

う 1 つはファミリーを非常に大事にしている。ファミ

リーの中でも一番自慢しているのは、長女のイバンカ

だ。そして中国がうまくチャンネルを作ってフロリダ

に行ったので、やはりトランプ大統領は言われた通り

の人かなと思った。彼はかつて、大統領とは不思議な仕

事で、ホワイトハウスの椅子に座ってしまうと、人間は

変わってしまうという話をしていた。それで私は、彼が

大統領になって変わるというのは、ここのことかなと

思った。 
ご存知の通りフロリダでは 100 日プランが打ち上げ

られたが、私は本格的なものは出来ないだろうと思っ

ていて、案の定 100 日経ったところでそれほどの成果

はお互いに無かった。そこからちょっと関係が下がっ

た。ある意味で物別れのような形だった。それからもう

一度温まったのは、去年の 11 月の北京。北京では、ト

ランプ大統領が好みそうなきらびやかなもてなし方が

注目された。北京故宮博物館で、盛大に国賓クラスの待

遇でもてなし、彼もご機嫌だった。これがホワイトハウ

スの主となったトランプ大統領か、と見極めようとし

ていたら、ぐっと関係が急降下した。北京では習近平主

席と往来の友達のようにご満悦だったが、北京を後に

した瞬間、ベトナムではものすごく言い方を変えた。そ

の後一直線に北極のように冷たい関係へ向かった。12
月にトランプ政権の国家安全戦略が発表され、明確に、

中国をアメリカの戦略的な競争相手と認識した。 
その後 1 月に国防戦略を発表し、2 月に各体制の見

直しが発表されたが、全部強いトーンだった。また 3 月

には台湾旅行法が施行され、これには中国は非常に強

く反発した。このままでは戦争するぞという勢いだっ

た。3 月 22 日には 500 億ドル相当の中国の輸入品に対

する関税を引き上げるとした。そして ZTE の制裁。ZTE
は中国大手通信機器企業の 2 番手だが、イランと取引

したことを理由に、アメリカ企業からのサプライをす

べてストップすると発表した。実は 1 番手の Huawei
も、同じ容疑で刑事調査が進行中だ。つまり、中国を代

表するハイテク企業である Huawei と ZTE をターゲッ

トにしている。 
 
こうして振り返ってみると、アメリカと中国の関係

は M 字型の流れになっている。良いか悪いかは別とし

て、以前私が見ていたように、大統領の椅子に座ると人

が変わるというのは、トランプ大統領にもある程度当

てはまっているようだ。要するに、アメリカでも問題に

なっているように娘さんに特許を取らせるなど、トラ

ンプ大統領にとって良いアプローチをしている一面も

あるが、しかし結果的として、アメリカ全体の中国に対

する姿勢の流れは、今見てきた通りである。 
なぜこうなってきたかというと、もちろんトランプ

大統領個人がこうしたいと思ったからではないと私は

考えている。アメリカ合衆国の大統領として政策を考

えているので、先ほど申し上げたように、これまでの対

中政策が失敗であったと明確に述べたことが、ワシン

トンに響いた。 私はワシントンへは今でもほぼ四半期

ごとに行っているが、反トランプ感情が今でも強い。驚

くほど嫌悪感が強く、しかも全然収まっていない。しか

し、トランプ政権のやっていることの中で唯一、この対

中政策の方向は正しいと認識されている。 しかも、中

国に対してトランプ大統領よりも強硬な姿勢を見せる

人もおり、トランプ大統領の方が温厚に感じられるほ

どである。そうした背景があるので、過去 1 年のこう
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した推移を辿ったのだろう。(資料 7 ページ終わり) 
 
トランプ政権の誕生を改めて吟味 
なぜ、アメリカと中国は本格的な「覇権争い」をする

ことになったのか。先ほど私はポスト冷戦時代は終わ

り、新しい未知の時代に入ったと申し上げたが、なぜそ

う判断したか。2016 年にトランプ大統領が当選する可

能性がある、しかもアメリカの立場から考えると当選

すべきかもしれないという考えだったことも申し上げ

たが、これらはすべて関係がある。つまり時代が変わっ

た。トランプ大統領が時代を作ったのではなく、時代が

トランプ大統領を作ったのだ。 
ポスト冷戦時代はどういったものかと考え、大きな

特徴を私なりに 3 つほど挙げさせていただく。1 つは

アメリカの一極集中、絶対的な覇権。もう 1 つは民主

主義の高揚。今すぐになるかは別として、普遍的な価値

として浸透した。例えばロシアではプーチン大統領が 4
期目に入っているが、本質はともかくとして、選挙を通

すというプロセスは否定していない。中国でも、例えば

江沢民時代、もしアメリカとか外部から中国も政治改

革をするべきではないかというプレッシャーがかかっ

てきたとき、発展途上国であるのでそれはまだ早い、時

期が来ればいずれはその道に入る、というスタンスだ

った。つまり、自由民主主義は 1 つの普遍的価値であ

ることは世界的に認められている。それはフクヤマ先

生(フランシス・フクヤマ)の「歴史は自由民主主義の勝

利で終わった」という言葉が最も象徴している。そして

もう 1 つはグローバル化が本格的に進展したというこ

とがある。この 3 つがポスト冷戦時代の特徴として集

約できると考える。 
 
ポスト・ポスト冷戦時代の到来 
なぜ私がこのポスト冷戦が終わったと考えるかとい

うと、この 3 つの特徴、柱がいずれも崩れ始めたから

だ。まず、アメリカの一極集中については、今まさにア

メリカと中国が覇権を争う関係になっていることに象

徴される通り、世界のパワーバランスが中国へ大きく

シフトする形でリバランスした。まだアメリカが一番

強いが、かつてほどの絶対的なものでなくなった。もう

1 つはイデオロギーの多極化。プーチン大統領が 1 期

目の時の自由民主主義に対する見方や向かい方は、今

と違っている。中国も同じである。各国の特色あるもの

でやるべきだと考えている。他のところでもイスラム

の問題があるなど、イデオロギーが多極化してきた。も

う 1 つは、世界的に、特にグローバル化を最も推し進

めてきた欧米で、グローバル化への反発が非常に強く

なってきた。このように 3 つの柱が全部大きく揺れ動

いて、ポスト冷戦時代は終わったと考えた。 
 
 

ポスト冷戦：非対称的構造形成の時代 
ではなぜこういう状況になったか。まずイデオロギ

ーの多極化から考える。ハーバード大学教授だったハ

ンティントン氏がかつて、冷戦が終わってから『文明の

衝突』の時代に入ると言った。私はある意味で、まさし

くそういう局面に入ってきたのではないかと思う。今

の世界に大きなインパクトを持つ文明はこの 3 つ(資料

10 ページ)があるのではないかと考えた。 
まず西洋文明。本当か嘘かはともかくとして、「神様

のようになりたい、立派な人になりたい、貧しい人、弱

い人がいたら助けなくてはいけない」という考えがあ

る。敵であっても愛さなくてはいけないので、難民の中

にたとえテロリストになるような人がいたとしても受

け入れなければならない。こうした考えが政策にも反

映されるような文明である。もう 1 つは「神様のため

に何でもしてしまう」という考えの文明。自分の命を神

様のために捧げていいと思っているくらいなので、人

の命は当然何も考えずに殺してしまう。これは極端な

イスラム原理主義など。最後はそもそも何も信じず、パ

ワーや実力、経済成長を何より重視している文明。 
この 3つがポスト冷戦時代に大きく動いて拡大した。

その中で「神様のようになりたい」という文明は他の文

明との対比で出した。私は冒頭でオバマ政権時代にア

メリカのリベラリズムは極端なほどになっていたと申

し上げた。たしかにアメリカのリベラリズムはかつて

新興的な意味合いがあってポリティカル・コレクトネ

スという言葉は象徴的だが、実際にアメリカで暮らし

てみると、「本当に民主主義はこれでいいのか」と思っ

てしまうことがある。 
例えばマイノリティを差別してはいけないが、マイ

ノリティの権利をマジョリティの犠牲の上に守るべき

ではないというのは基本だ。しかしオバマ政権の最後

の夏に、オバマ前大統領はある条例にサインをした。そ

れは、アメリカの公立学校でのトイレやロッカールー

ムの使用に際し、例えば男性が「自分は女性である」と

主張さえすれば女性用のトイレやロッカールームを使

用する権利があると認めるものであった。その主張を

妨げることはできないことになった。これを見たら、い

い加減にしろと言いたくなる。女性が女性としてロッ

カールームを使っていた時に突然、”自称”女性の男性が

入ってきたらぞっとするだろう。このように、マイノリ

ティを守るあまりマジョリティを犠牲にしてしまうと

いうレベルまで、ポリティカル・コレクトネスがきてし

まった。 
だからトランプ大統領が、「私にはポリティカル・コ

レクトネスは無い」と言ったのは相当程度受け入れら

れた。これ以外にも福祉政策など諸々に極端なポリテ

ィカル・コレクトネスが反映されて、これではアメリカ

という国がもたないと私は思った。オバマ前大統領と

か伝統的な政治家は挽回できない。まさしく、すごく変
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わってると言われるくらいの人でないと、 おそらく

「ノー」と言うことができない。要するに、自由民主主

義が外からの挑戦を受けているだけではなく、内なる

挑戦も受けているということだ。ではこの内なる挑戦

に対してどう克服するかは、私はまったく見通しが持

てない。こういうような状況をポスト冷戦時代におい

てイデオロギーという切り口で見た場合、こういう(資
料 10 ページ)非対称的な構造が生まれた。 

 
グローバル化も非対称的構造を内包 
さて、日本では今でもグローバル化は善、反グローバ

ル化は悪、あるいは自由貿易は善、公正貿易は悪という

見方が一般的だと思う。私はこういう見方はちょっと

違うと言いたい。なぜならば、グローバリゼーションと

いう言葉そのものは変わっていないが、グローバリゼ

ーションがポスト冷戦時代に大きく変わった。変わっ

てきた結果、そのグローバル化を最先端で走ってきた

アメリカとヨーロッパで、あれだけの反グローバル化

のうねりが起きた。日本がまだグローバル化を善と考

えているのは、幸か不幸か、中途半端なグローバル化し

かしてこなかったからだろう。 
 
グローバリゼーションは具体的にどういうものかと

考えてみるが、ご存知の通り、遡れば 500 年前の大航

海時代から始まっている。しかし、経済活動が国と国の

間に大きくまたがって動くのは冷戦時代だった。そし

て本格的になったのはポスト冷戦時代。今でも覚えて

いるが、冷戦時代、日本はグローバル化という言葉を使

わず、『国際化』という言葉を使っていた。 
当時のグローバル化というのは、先進国同士、G7 の

間でのグローバル化を指していた。分野は、モノが中心

だった。つまり、冷戦時代はモノ中心のグローバル化、

しかも同じ価値観である G7 内のグローバル化だった。

そしてポスト冷戦時代は、モノ、金、人が動くという、

本格的なグローバル化になってきた。G7 内のみのグロ

ーバル化か、G7 の枠を超えたかで意味が大きく変わっ

てくるということである。 
G7 と言えば、同じ価値観をシェアしあう国である。

同じ価値観というのは、自由民主主義ということもあ

るが、もう 1 つ非常に重要なのは『法の支配』である。

こうした価値観について、G7 の国はほぼ同じ基準を持

っている。国と国で経済活動を広げていけば、いろんな

紛争が起きるのは避けて通れない。問題は、紛争が起き

た時にきちんと解決できるメカニズムがあるかどうか

で、グローバル化の流れが続くかが決まってくる。 
冷戦時代までのグローバル化が同じ価値観をシェア

しあう者同士のグローバル化であるので、問題があっ

た場合に、決められたルールや法によって解決しよう

ということが基本的にできた。日米貿易摩擦などもあ

ったが、一応は対応できた。言い方を変えれば、マネジ

メントが可能ということだ。マネジメントが可能だか

ら続けられる。 
 

 

 
ポスト冷戦時代のグローバル化の変容 
しかし、ポスト冷戦時代になって、中国がグローバル

化に大きく参加し、モノから資本、人まで流れが大きく

太くなると、価値観が必ずしも同じではない人も入っ

てくるようになった。これが本格的なグローバル化だ。

そうすると、問題が起きた時にきちんと解決するよう

なメカニズムがない。例えば WTO（世界貿易機関）の

ルールでは強制的に技術移転をしてはいけないとか、

紛争があれば解決する枠組みが WTO にもあるが、す

ごく時間がかかる。例えば中国が日本に WTO 違反だ

と言って、日本が応戦するとしたらその仲裁が始まる。

まずそこで相当時間がかかる。そしてその仲裁をやっ

てもまとまらなかった場合にパネル、小委員会を作っ

てまたやる。1 つの案件が取り上げられて解決の方向に

入ったとしても大体 1 年くらい経ってしまう。今の世

の中変化が早いので、1 年も経てば訴えた企業はなくな

っているかもしれない。こうして中国に対して不満が

出てくる。中国が小さい国であれば見逃してくれると

思うが、これだけ大きなプレーヤーで、ある意味では経

済的にライバルであるから、阻止することができない。

アメリカ、ヨーロッパ、日本ではこうした動きが見られ

る。言い方を変えれば、グローバル化そのものは、プレ

ーヤーの増加で意味自体が変わってきたということで

ある。 
 
批判されるかもしれないが、もう 1 つ資本主義につい

て非常に重要な点を挙げる。私は長い間、中国経済につ

いて資本主義か社会主義で分類するのは正しくないと

考えていた。なぜなら、資本主義の概念というのはマル

クス時代の概念であり、例えば日本を含めて今の先進

国を見て、これは本当にマルクスの言っていた資本主

義を基準にした資本主義なのか、中国はこういう資本



 

9 

主義を目指しているのかというと、私は違うと思う。中

国は市場経済を目指しているのだ。資本主義は時代遅

れで、先進国も、中国が目指している経済改革の方向も、

実は全部マルクス時代よりは大きく進化し、より人間

的でフレンドリーになっている。 
 
今から振り返ってみると自分は甘かったと思うのだ

が、当時は暗黙の理解として資本主義自身が進化した

ようなイメージを持っていた。だから資本主義は自然

にこうなっていくのだと思っていた。 
しかし冷戦時代やポスト冷戦時代を振り返ってみる

と、冷戦時代に資本主義が大きく進化したのは、資本の

貪欲性による。決して自ら抑制して大きくなったわけ

ではない。なぜなら冷戦時代では東西に大きなブロッ

クに分けられ、政治や軍事だけではなく、経済的にも分

けられていた。西側の企業は東側の企業に行きたくて

も行けなかった。その一方、アメリカをはじめとして市

民権運動、リベラリズム運動が大きく進展した。より労

働者の権利を守らないといけないとか、環境に気を付

けないといけないという、国内的にプレッシャーがす

ごくあった。 
程度の差はあれど、G7 の中ではこうしたことが全部

起きていたが、資本がこの範囲の中でしか動けないか

ら、それに対応して進化しなければならなかった。しか

し冷戦が終わって、ブロックの境目がなくなったらど

こにでも資本がいけるようになった。もちろん利益を

追求しないといけないが、資本の貪欲性は原始レベル

に逆戻りした。 
 

その結果、米中関係を安定という観点から言うと、ウ

ォール街は中国にとって大きな援軍だ。まさしく、大資

本がこういうところと利益が共通している。なぜなら

ば、G7 と比べると規制が少ない。更に極端に言えば、

権力とさえ上手く付き合いさえすれば何でもできる。

だから、ポスト冷戦時代に資本主義はかつてのマルク

ス時代のように逆戻りした。しかしこれでいいのか。 
今、トランプ政権が取り組んでいるのは公正貿易だ。

つまり、自由競争ではなくなる。「中国製造 2025(Made 
in China 2025)」を強く批判しているのは、背景に大き

な危機感があるからだ。アメリカは単独の企業で勝負

に出るが、中国は国家がバックにある。それは同じ土俵

ではない。 
このような状況で、ポスト冷戦時代のグローバル化

という観点で見ても、非常に非対称的な構造が生まれ

た。これはトランプ政権の誕生とイギリスの EU(欧州

連合)離脱に象徴される。いろいろな国で強権的な政治

が出てくるのも民主主義に対する嫌悪感が基であり、

反グローバル化にしても、国境を越えられない人にと

ってはグローバル化は好ましくないということで出て

きた。グローバル化と民主主義の関係を考えると、相性

が悪いのである。 
グローバル化と民主主義というのは、本来相容れな

い。グローバル化とは国境を前提としないのに対し、民

主主義は国境内のことである。だから経済が国境内で

収まるうちは利益の調整は民主主義でできるが、経済

が国境を越えて動いた時に、民主主義は機能しなくな

る。 
これが、結果としてトランプ政権誕生の大きなバッ

クグラウンドになっている。トランプ政権はなぜこれ

ほど強い対中政策を出しているかという背景でもある。 
 
「トランプイズム」と米中関係 
先ほど、トランプ政権が誕生すると米中関係が大変

になると言ったのは、こうした構造的な背景以外に、彼

の抱えている政策は中国の観点から考えてみると本当

に痛いところばかりだからだ。こうして並べた中で(資
料 13 ページ）、唯一中国にとって、あるいは米中関係

の安定という観点からして良いのは『政治不干渉』だ。

それ以外で強いて言えば、ネガティブにもポジティブ

にもなり得る『インフラ整備』。中国が得できる可能性

があるので、場合によっては協力できるかもしれない。

それ以外は全部、中国にとって痛いところだ。 
しかも最近になって、『政治不干渉』というのが、我々

が一般的に考えているように、トランプ大統領は本当

に政治イデオロギーに興味が無いから言っているのか、

私は疑問を持ち始めた。もう 1 つの可能性として、彼

はもともと政治的価値観に関心が無かったが、今まで

の政権が価値観を前提にしてやってきてうまくいかな

かったので意味が無いということで、彼は興味が無い

ということかもしれない。ということで、構造から考え

てみて、成長加速も力による平和も米中関係の安定と

いう観点から見ると、実はいずれもネガティブなイン

パクトを与えることになる。 
 
ツキディデスの罠にはまるか 

 そうすると、今後の米中関係はどのような展望があ

るのか。冒頭で申し上げたが、アリソンというハーバー

ド大学の先生が『ツキディデスの罠』といって、既存の

パワーと新興のパワーが衝突して戦争が起きるという

のが、米中が最も気を付けないといけないことだと主

張した本を出した。その日本語版も去年の 11 月に出版

され、年が明けてシンポジウムが開催された時に、私も

パネリストとして先生とディスカッションした。 
米中が衝突するかだが、将来のことはあまりはっきり

言わない方がいいだろう。しかし、私の現時点での見方

としては、短期的には可能性はほとんどないと思う。冒

頭から申し上げている通り、いつも一進一退の流れを

繰り返している。もし中国が 700 億ドルの削減に合意

したことが事実であれば、明らかに中国は衝突を避け

ていることを表している。だから短期的に衝突する可
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能性は非常に低い。中期で見ると、可能性は最も高くな

る。最後に長期では可能性が低い。ではなぜそう考える

か。 
 
なぜ、短期の可能性がほぼないか 

 最大のポイントは経済だ。世界第 2 位の経済大国と

なり、成長率も高いが、中国経済にはもろさも非常にあ

る。これは私ではなく、去年の夏に全国金融工作会議が

開かれた時に非常に強調されていた。「私たちはブラッ

クスワンに気を付けるだけではなく、灰色のサイにも

気を付けなければいけない」と。 
ブラックスワンを最も象徴するのは、2007 年の金融

危機である。起きる確率が低いけれども、破壊力が非常

に大きくて突然現れるような危機だ。これはよく聞く

言葉だが、サイが意味するのは、起きる確率は高く、破

壊力も大きいが、もともとあるようなところから問題

になるような経済危機だ。つまり、中国は突然起きるよ

うな経済危機に気を付けるだけではなく、目の前にあ

る例えば不動産とか債務の問題を、問題だと言いなが

らも大きな問題にはならなかったから大丈夫としてい

る。これをサイとして注意すべきである。サイは大きい

けれど大人しくて動いていない。最初は物騒に思って

も、大人しいからと油断していると突然動き出すとや

はり破壊力が大きい。だから、中国自身が非常に経済に

対して危機意識を正しく持っているということである。 
 
対米関係の安定が成長維持に不可欠 

 もう 1 つ例えば先ほど 700 億ドルの話もあるが、中

国のインターネットだけで見ると非常に反米的だが、

習近平国家主席の言葉をそのまま引用すると、「私たち

は米中関係を良くする理由が 1,000 あっても、ダメに

する理由は 1 つもない」とおっしゃった。このことか

ら考えると、やはり米中関係を何とか安定させたいと

いうのがある。その背景には、先ほど申し上げたように

中国経済にはもしかしたら大きな問題が起きるかもし

れないという危機感がある。 
もう 1 つは、例えば 19 世紀型の不平等条約という変

なものを押し付けられているにもかかわらず 700 億ド

ルの削減に合意したかもしれないという事実が表して

いるように、やはり米国経済への依存度は高い。いろい

ろな見方があるが、一番大きいのはたぶん対米の貿易

黒字だ。やはり中国にとっては重要で無視できない。中

国側は 2,000 億ドルで、アメリカは 4,000 億ドル近い

のだが、これはやはり中国経済にとって非常に重要だ。 
 
2017 年の「底打ち」を支えた外需 
 (資料 17ページ) これは去年のGDPの外需の寄与度

合いを表している。去年の GDP はご承知の通り、当初

6.5%とスローダウンする気配を見せていたが、外需の

寄与度合が前年の 2016 年のマイナスから一気に上が

った。この外需が無ければ、6.7%の成長率は達成でき

なかっただろう。 
 
最大の貿易黒字を生み出す米市場 

 (資料 18 ページ)では、これとアメリカはどう関係し

ているのか。この赤線は中国の貿易黒字に占める対米

比率の推移だ。かつてほどではないが、貿易黒字に占め

る対米比率は去年の時点でまだ 6 割以上ある。これが

もろに中国の外貨準備に関係してくる。そして、中国の

外貨準備が人民元の安定に関係している。同時に、中国

のマネーサプライとも関係している。つまり、もしアメ

リカとの貿易黒字がなくなってしまうと、外貨準備が

大きな減少に向かい、人民元、為替レートの不安定化に

つながってしまう。 
もう 1 つ、中国のマネーサプライの相当部分が外貨準

備を裏付けにしてインフラが起きずにできている。も

し外貨準備が崩れてしまうと、お金を供給し続けなく

てはならず、そうすると大変なインフレになってしま

う。人民元も不安定になる。こういうことを考えると、

現時点、短期的には少なくとも中国の観点からして、あ

まりアメリカと揉めたくないだろうし、先ほどの 1,000
の理由 1 つになっているのではないかと思う。 

 
それに対してなぜ、アメリカ側がじわじわと攻めてき

たかというと、今のワシントンには非常に強い危機感

があるからだ。それは”Before too late”。貿易黒字にし

ろ技術にしろ、今ならまだ中国に対してアメリカにレ

バレッジがあるが、かつてと比べればそのレバレッジ

が非常に小さくなってきている。今はレバレッジがま

だある状態だが、おそらくそう長くは続かないだろう。

だから今のうちになんとかしなければ、という危機感

がアメリカに非常にある。だからやはり短期的には一

進一退で、アメリカが押しては中国が押し返すという

調整をして、大きな問題にはならないだろう。もし、ア

メリカの”Before too late”という問題意識が正しくて、

それなりの対策が打てなくなったら、中期的には最も

リスクが高くなると思う。 
では、長期的にはなぜリスクが逆に下がるか、という

ことだが、究極的には、私たちが何に対して真理を持っ

ているかにかかっている。中国が今、自信を持って行っ

ているのは政治システムだ。アメリカには選挙制があ

るが、中国は非常に意思の統一ができるからやってい

けるという自信がある。 
では本当に世の中でこの価値観が勝っていくのか。歴

史をたどれば当然答えは「ノー」だが、最近の中国が試

してきたのは、経済政策の政治も非伝統的でかつてな

いようなもので、しかもこれまではそれなりの成功を

収めている。現時点では、将来どうなるかは結論的には

言えないが、もし、自由民主主義というものが 1 つの

価値観であれば、いずれどこかで調整する。 
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では、どうやって調整するのか。1 つは中国自身。も

う 1 つは、アメリカを含めて民主主義がもう一度生命

力を発揮することができるか。先ほど申し上げたよう

なポリティカル・コレクトネスを克服することができ

るか。それについては正直なところ、私は自信がない。

何を調整してもポリティカル・コレクトネスは関わっ

てくるからだ。自由民主主義の内なる挑戦をはたして

克服できるのか、私はそれほど明るい見通しを持って

いないが、しかし逆の方向へ行くかというと、それもわ

からない。 
 

 

 
日は必ずまた昇る 

このままでは目の前が真っ暗になりかねない。私は今

はこういう仕事をしているが、大学時代に文学を専攻

していた。政治学的にも経済学的にも全然見通しが立

たない時には文学に頼ってきた。そこで、期待を込めて、

この詩を最後にご紹介する。「山重水複疑無路 柳暗花

明又一村 （山重なり水複わり路無きかと疑うに 柳

暗く花明るきところに又一村）」。民主主義もグローバ

リゼーションも、頑張れば「又一村」というところに辿

り着けるように祈りつつ、本日の講演を終わらせてい

ただく。ありがとうございました。 
 

【質疑･応答】 

（司会） 
呉軍華先生、どうもありがとうございました。会場か

ら質問を。 
 
（フロア 1） 
 PPT 資料の 1２ページの右下の「資本も人も市場も

グローバル的」「資本主義の逆戻り」とあるが、これに

ついてもう少しご説明いただきたい。 
また、「経済が国境を超えると民主主義が機能しなく

なる」とおっしゃったが、これについても詳しくご説明

いただきたい。 

 
（呉軍華先生） 
批判されると思うが、私は大学院時代には比較優位論

とか、生産活動はどこへ行くべきかを考えることは、つ

い最近まで当たり前と思っていた。それはまさにポス

ト冷戦時代のグローバル化の大きな進展だった。安け

れば安いほど良いという、コストを考えること。資本の

原理から考えると、それはもっともなことだった。 
しかし今、米中の競争関係がこういう状況になったか

という背景を考えると、先進国側の企業、かつてその企

業に雇われた人、あるいはその企業に支えられたコミ

ュニティは、まさに民主主義の対象であるが、ある意味

で不公平だった。つまり、資本が今まで外に、東側に行

けなかったので、西側の民主主義で進展していたリベ

ラリズム、あるいは進展によって、そのルールを守らな

ければならない。言い方を変えれば、資本の貪欲性は国

内のプレッシャーから抑えられていた。それがなくな

ったから、とことんまで行って、逆にマルクス時代の貪

欲そのものになった。よく言えば、比較優位。利益のた

めに自分のコミュニティはどうでもいいと。結局、一番

動きやすいのは資本で、人間が一番動きにくい。哲学的

になってしまうが、企業とは一体何のためのものなの

か。本当に資本を求めるだけだったら、合理性を追求す

ればいい。しかし本当の人の幸せ、自分の生まれ育った

ところの幸せを考えると、これでいいのかとなる。 
 
更に今の米中関係の構造の観点、国家の観点から考え

ると、競争力が移ってしまうことになり、困ったことに

なる。経済学の概念だけではなく、伝統的な思考を取っ

払って考えなければならない。もし本当に競争原理だ

け、比較優位だけで言うと、人件費が低ければ低い方が

良いし、環境を無視できるところほど良いということ

になる。それが自由貿易そのものだが、本当にそれでい

いのかと。 
中国が国家をバックに産業政策を出している。そうす

ると従来の企業も相手にできなくなってしまう。かつ

て我々が考えていなかったような局面が出てきて、そ

れに対して経済学的に政治を考えなくてはいけないか

と思う。ポスト・ポスト冷戦時代と、言いにくい言葉を

使ったが、本当に今後どうなるかわからない。ただ、今

まさに激しく揺れ動いている最中であることを今日は

説明したかった。 
それから、「経済が国境を超えると民主主義が機能し

なくなる」という点だが、民主主義とは内政だ。国内政

治が対象である。経済活動が国内にとどまるときに、例

えば所得分配に問題があったり所得格差が問題になっ

ても、民主主義の枠組みの中で、ある程度利益の調整が

できる。しかし、経済そのものが外へ出て行ってしまう

と、国境をまたがって利益調整ができない。そういう意

味で、相性は悪いということだ。 
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(フロア 1) 
よくわかりました。ありがとうございました。 
 
(フロア 2) 
日本、アメリカは自由主義経済で、企業は基本的に民

間がやっている。国営企業はどんどん民営化している

歴史がある。中国はその逆で、民間の企業ではなく、国

営企業である。自由主義経済の国は民間企業がベース、

中国は国営企業がベースになるので、パワーの差がつ

きすぎて、このままいくと中国のひとり勝ちになる。ア

ンフェアではないか。何とかしてほしい。 
 
（呉軍華先生） 
私は一介の学者であり、状況分析で精いっぱいです。 
 
(フロア 3)  
今日の話を聞いて、中国もそれなりにアメリカに配慮

しているとわかった。その一方で一帯一路構想や上海

協力機構など、中国は長期的にはアジアおよびユーラ

シア大陸という大きな経済圏で活動することを考えて

いると思われる。それは、アメリカとの経済関係だけで

はなく、新たな経済関係を作って対米依存を減らすと

いう方向性を持っているのではないかと考えている。

長期的な面で中国のアジア、ユーラシア大陸の経済構

想があるのであれば、それは成功するのか、成功するた

めには何が必要か。 
 
（呉軍華先生） 
2 つファクターがある。まず、中国は明らかに対外戦

略を進めている。その中で各国が魅力を感じるか。今、

一帯一路は大きな懸念材料だと言われている。中国か

らいろいろなものが流出しているために、中国内の他

産業が大変になってきていると。もう 1 つは、今、アメ

リカの対中戦略は経済だけではない。貿易摩擦でも経

済摩擦でもない。貿易と経済はあくまでもレバレッジ。

覇権争いであるので、まさに軍事とか含めて全部の話

というのが私の認識。アメリカは”Before too late”とい

う危機感を持っていて、知的財産権の問題も含めて、対

中アプローチをすべきという人が増えてきている。 
1つは沿線の国々が中国の持っているものに対して共

感を持つかどうか、共感を持ったうえで中国と協力し

てやっていけるかどうかという点と、もう 1 つ

は”Before too late”という危機感を持っているアメリカ

のアプローチがどこまで機能するかで、最後の結果が

出る。 
もう 1 つ強いて言うならば、中国自身も、果たしてこ

ういう構想をずっと推し進めていく財務的な力を持っ

ているかということ。私は人民元も大きなポイントだ

と思っている。これは反伝統的な発想だが、中国が人民

元をわざと安くしているという見方があるが、人民元

だからここまでできた。逆に、日本は世界でも珍しいほ

どに自分の通貨高を嫌う国はない。人民元が今の価値

でなかったら、今のパワーじゃない。つまり、中国を軸

にこれからの世界を見るとき、伝統的な理論や考え方

に取らわれない発想ができるのではないか。 
 
（フロア 4） 
中国の GDP(国内総生産)がアメリカを超えるという

ニュースもあり、中国国内でもそういう期待があるの

ではないかと思うのだが、先生は GDP でアメリカを超

えるべきなのか、あるいは超えないで２位の地位でい

るほうが賢明なのか、どうお考えか。 
 
（呉軍華先生） 
私はそういった数字にあまり関心がないのだが、先ほ

どお話した通り、人民元の価値次第で、劇的に変わる。

もちろん、私が国家主席だったら超えてほしいと思う。

気持ちいいから。気持ちはともかくとして、本当の経済

の実力で考えるとちょっと違う。かつてのアメリカの

ように圧倒的で 2 位のことを全く気にしなくていいく

らいならばいいが、習近平国家主席が言うように、関係

を良くする理由が 1,000 もあるくらいなので、今のと

ころ中国がそれほどアグレッシブにならないでいるの

は中国にとって得策でもある。つまり実力から考えて、

本当にアメリカと対等に戦えるレベルになるまでは、

あまり強硬にしない方が得策だろう。 
 
（フロア 5） 
先生は中国の一党独裁というのがなくなって普通選

挙が出現する可能性があるとお考えか。 
 
（呉軍華先生） 
当面はその可能性はないだろう。私も以前はその理論

の信奉者で本も出したが、大きく外れた。今思うと、金

融危機が予測できなかったのが原因だと思っている。

金融危機の影響はものすごく大きかった。ではこの理

論が本当に正しいのか。経済がそれほど発達していな

い時点で民主化はできないかというと、いくらでも反

例は出てくる。だから、その理論自体に問題があるので

はないかと最近は考えている。 
今、中国がここまで来たのは、金融危機でアメリカは

すごく自信を喪失した一方で、中国はすごく自信を持

っていた。象徴的なのは王岐山さんの当時のジョーク。

2009 年の春先、金融危機後、ワシントンで初めての米

中戦略対話が行われた。そこで王岐山さんが当時のガ

イドナー財務長官に向かって、「君は僕をおじさんと呼

べ。なぜなら僕は君の父親と同僚だった。」と言った。

これを聞いた時、私はすごい時代が始まると思った。な

ぜかというと、ガイドナーさんの父親は 1980 年代、フ
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ォード財団の北京事務所の責任者だったのだが、1980
年代のフォード財団は北京で王岐山含め、若きホープ

を見つけてはアメリカに送っていた。当時、まさにアメ

リカは中国の先生であり、月だった。しかし、その後数

十年しか経ってないうちに、中国は大きく変わった。ア

メリカと中国の関係も大きく変わったということだ。

この戦略対話でも、とにかく国債を売らないでくれと

主張した。 
今振り返ってみると 2009 年の金融危機で、中国が追

い求めてきた、理想と思っていたシステムに疑問を持

った。そしてトランプ大統領が現れて、私はそうは思わ

ないが、民主主義は終わりだという考えが出てきて、そ

れで完全に自分たちが正しかったという自信を更に持

った。ではこれからどうなるかというと、わからない。

これまで考えてもいなかったことが起きている。だか

ら最後にまた先ほどの詩に頼らなくてはならなくなっ

てしまった。 
 

【閉会】 

（司会） 
会場の都合上、ここで締め切らせていただく。呉軍華

先生、どうもありがとうございました。 
 

               （了） 
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2.講演資料 
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