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■  
■ 研究会開催報告 ■ 
「アメリカから見た中国」 
 
日 時：2016 年 9 月 28 日（水）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
【講演概要】 
中国の勃興が意味するものは何か。これに対するアメリカの戦略は何か。日本の役割は？  

九年半に亘る北京，上海，ワシントン勤務の中から見えてきた今後の日米中のあり方について私論を述べる。  
（おことわり・・・講演内容は，全くの私的立場から行うものであり，日本政府の立場を代表するものではない。） 

 

【講師紹介】 

泉 裕泰（いずみ ひろやす）氏：外務省研修所長 
［略歴］ 

昭和５５年１０月 外務公務員採用上級試験合格  
５６年 ３月 東京大学法学部第二類卒業  
５６年 ４月 外務省入省  
６０年 ６月 米カリフォルニア大学バークレー校東アジア研究修士課程卒業  
６２年 ７月 経済局 課長補佐  
平成元年７月 大臣官房領事移住部邦人保護課邦人特別対策室首席事務官  
３年 ７月  アジア局中国課 首席事務官  
５年 ７月  大蔵事務官 主計局法規課課長補佐   
６年 ７月  主計局主計官補佐           
８年 ７月  外務事務官 在連合王国日本国大使館 参事官  
１０年 ８月 在中華人民共和国日本国大使館 参事官  
１３年 ４月 総合外交政策局国際社会協力部人権人道課長  
１５年 ４月 大臣官房在外公館課長  
１６年 ４月 アジア大洋州局中国課長  
１８年 ８月 在中華人民共和国日本国大使館 公使  
２２年 ８月 在上海日本国総領事館 総領事  
２５年 ９月 在米国日本国大使館 特命全権公使  
２８年 ４月 外務省研修所長
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1．講演録 

【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 これより中国総合研究交流センター月例研究会を開始

する。 

 第 97 回目となる今日は、「アメリカから見た中国」とい

うテーマで、外務省研修所長である泉裕泰様にお越しいた

だいた。ご略歴はお手元の資料の通り。中国の大使館、米

国の大使館に勤務され、現在は外務省研修所所長に就いて

おられる。 

これまで月例研究会では、中国に関する様々なテーマを

お送りしてきたが、中国に対する見方、あるいは中国で起

きていることを紹介していくと、どうしても歴史問題や領

有権問題といったところにいきがちだ。今日はそこから一

歩離れて、米国からは中国がどう見えるのかということに

ついて伺いたいと思う。 

近行われた NPO の世論調査では、中国を嫌いとする日本

人の割合がまた 90％を超えてしまった。中国のあり方を

客観的に正しくみていくことが、ますます重要になってい

くのではないだろうか。そこで、今、起きていることも含

めて、ご経験の長い泉さんにお話をいただきたい。 

 

【講演】 

 皆さん、こんにちは。 

初めに自己紹介をしたい。私

は1981年に外務省に入った。

35 年間のキャリアになる。そ

の内、北京に 4 回、上海に 1

回、計5回の大陸勤務をした。

本省においても中国関係に 3

度就いている。ずっと中国を

みてきたようなものだ。 近

では 2006 年から北京に 4 年

間、2010 年から上海に 3年間、 

2013 年から米国に 2 年半と中国を見る機会に恵まれてき

た。今日はこの期間に私が見てきた中国がどういったもの

だったかを皆さんに紹介したいと思う。これから申し上げ

ることは日本政府の見解とは全く関係はなく、私個人の考

え方によるものであることを予め明らかにしておく。 

 延べ 7 年間を北京、上海で過ごした後、2013 年からワ

シントンに赴いた。大使館のナンバー2 というポストで、

大使が出られないパーティなどに出たり、要人対応をした

りしていた。その他、大使館の全体の流れをマネージメン

トするなどしていたが、私はそれまで中国をずっと見てき

ていたので、北京人脈や上海人脈のような米国人脈を作る

ために、ワシントンにおける米国の中国研究者全員に会お

うと考えた。ところが、ワシントンには自称、他称含めて

300 人から 400 人の中国研究者がいるという。その全てに

会えるかどうかは別として、とりあえずは一人一人会って

いこうと、著名人はもとより若いポスドクにもこちらから

アポを取り、大体が 1対 1で、 低 1時間から 1時間半の

インタビューを重ねていった。 

ところで、ワシントンには中国の研究者が 300 人以上も

いるというが、日本の研究者は何人いるのかというと、そ

の 10 分の 1、30 人から 40 人くらいだという。要するに、

ワシントンにおいては中国研究者の需要が高いというこ

とだ。しかも、中国研究では非常に幅広い分野をカバーし

ている。対中戦略は勿論、内政、外交、経済、経済の中で

もエネルギー、通信、交通、金融、地方財政、中国共産党

史、党組織、中国軍事、安全保障、中国文化、中国と他国

－例えばロシア、インド、欧州、中央アジア、中南米、ア

フリカ、中東、東南アジア、韓国との関係まで、あらゆる

分野において専門家がいるのだ。中南米の専門家までがい

ると聞いて驚いたが、実際、確かにいた。私はこれまでロ

ンドンにも勤務したことがあるし、北京、上海、香港にも

いたが、中国研究に関して、これほどリソースの存在する

都市は他に知らない。ワシントンは中国ウォッチャーにと

って、まさに宝の山のような都市だと思う。 

 

ワシントンには世界有数のシンクタンクが密集してい

る。ほぼ毎日、ワシントンのどこかで中国についての討論

会や出版会、座談会が開かれており、その全てに出席する

のは不可能だろう。さらに、ワシントンでは政府機関、大

学、ビジネス、メディアの横の連携が非常に密接だ。私が

注目しているところに、『American Mandarin Society』と

いう、ワシントンだけで 3000 人くらいのメンバーを有す

る横の連携の組織がある。さらに、ワシントンには、政権

入りを睨んでシンクタンクに入り、政策研究を進めている

人材が山のようにいる。官民間の流動性が非常に高い。シ

ンクタンクで良い研究をして認められ、Political 

Appointee として政権に入ってくるということだ。そのよ

うなワシントンでシンクタンクと研究者を巡っているう

ちに、幾つか気づいたことがある。 

 

初の点は、彼らの研究視野が良く言えば実践的、悪く

言えば近視眼的だという特徴だ。これをある研究者に指摘

すると、まさにその通りだと言う。彼らはせいぜい 4年タ

ームで国際情勢を見ていて、それは大統領の任期に合わせ

た視野なのだそうだ。大体が 4年から 8年単位だと言って

いた。日本の中国ウォッチャーは、大抵、1989 年の天安

門事件の辺りから中国を見ているが、天安門事件から見て

いる米国の中国ウォッチャーはあまりいない。そういう意

味で非常に視野のスパンが短い。21 世紀に入ってから見

ている。中国共産党の数十年来の歴史を踏まえて、中国共

産党の現状を分析するという人は本当に少なかった。 

その一方で、彼らはいろいろな政策提言をする。それこ

そ様々な提案だ。例えば、今、南シナ海でこういう問題が

起こっていて、それに対してどうしたらいいかとした時に、

玉石混合ではあるが山のようなアイデアが湧いてくる。実

践的なアイデアが出てくるところに米国は優れていて、競

って出てきたアイデアが政策に用いられる。 
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二点目は、どうも米国の研究者は往々にして、中国を外

から見てその内を判断するということだ。米国の研究者と

中国の内政について議論していると、彼らは私の言う推測

に対する証拠を求めてくる。中国については、証拠など滅

多に出てくるものではないし、大体が経験に基づく推測だ

と言っても納得しない。そこで気がついたのは、彼らの言

うエビデンスとは、外交の場で誰が何と言ったかとか、習

近平主席がスピーチで何と言ったかとか、公船がどう出て

きているかということで、実際に起きたことの積み重ねで

中国を判断するということだ。外の出来事からみて中を判

じる。他方、日本の研究者はというと、例えば尖閣に漁船

が山のように来たときに、これは一体、どういうことなの

か、国内で何が起こっているのか、どう解釈したらいいの

かと考える。外の出来事を証拠として見るのではなく、む

しろそこから中の状況を憶測する。内に原因を求めて外の

状況を理解しようとするのだ。反して、米国は外の状況か

ら内を判断しようとする。 

双方の見方の違いから、導き出される理解が異なること

がある。例えば、南シナ海における中国の行為について、

米国は計画的に着々と戦術的にやっていると見る。それは

習近平主席の意図的な命令下でなければできないことで、

つまり、習近平主席は非常に強いリーダーだという結論に

なる。ところが日本流で見ていくと、杭州での G20 を控え

た時期にこうなっているのはおかしいと考え、東シナ海の

行為は習近平主席がしっかり把握していないからではな

いか、立場が弱いのではないかと見る。同じ現象から導き

出される結論が、米国の見方では習主席は強い、日本の見

方では習主席は弱いとなるのだ。果たして、一体、どちら

が本当なのか。 

日本と米国の中国の見方においてはこのような特徴と

違いがある。私は自分の経験から、中国の外交は大抵にお

いて内政の延長だと見てしまうが、中国を見るにあたって

は、常に一つの視点で見ないよう、二つの可能性をキープ

して、もしかしたらどちらも正しいのかもしれない、両方

を解決する解があるのかもしれないという態度で見てい

る。 

 

三点目に気が付いたことは、ワシントンにはシンクタン

クの間を吹く風があるということだ。数多くのシンクタン

クが集中しているワシントンでは、研究者同士がお昼のつ

いでのようにすぐに交流できるので、研究者間の風通しが

非常に良い。先ほども言ったように、彼らは Political 

Appointee を目指している。いずれは政権に入ろうと、政

策提言で競合している。そういった中で、シンクタンクの

世界における物の考え方、発言の流行といったものが見え

てくることがある。 

これには少し恐ろしい面もある。ある種の見方が出てき

たと思うと、段々、皆が同じようなことを言い始めて、突

然、物の見方がガラリと変わることがあるのだ。私が赴任

していた 2年半だけでも、それが 4度あった。 初は 2013

年 12 月、安倍総理が靖国参拝した時に起こった。それま

では、日本経済がアベノミクスで復活してきて良かった、

やはり日本は経済だという調子だったのだが、突然、安倍

総理が靖国を参拝したということで、戦後 70 周年を控え

て日本は歴史の修正をしようとしているのではないかと

囁かれ始めた。経済だけをやっていればいいのに、どうし

て歴史修正主義に走ってしまうのだというような見方が

湧き上がってきて、日本に対する批判めいた状況が生じて

きた。ところが、この状況がまた変わる。その契機は翌年

2月のロシアによるクリミア侵攻だ。ロシアがクリミアに

侵攻した途端、既存の国際秩序を無視して力で無理やり現

状を変更しようとしていることが批判された。そこから、

クリミア半島だけではない、尖閣を見ろ、同じような行動

を取る中国を許すべきではないという論調になった。日本

の尖閣問題について、米国は中国を牽制すべきだという議

論が出てきたのだ。結果、オバマ大統領が訪日した時に日

米安保条約第 5 条に言及して尖閣への明確なコミットメ

ントを述べ、中国は牽制される。これが 2 番目の動きだ。

その後、安倍総理がワシントンの議会で 70 周年談話を演

説したところ、ワシントンにおける日本の歴史修正神話が

一切、影を潜めた。そして、中国と韓国は歴史問題に行き

過ぎの面があるのではないかという方向に風が吹く。それ

が 3 番目の動きだ。次に、習近平主席の夏の訪米直前に、

南シナ海やサイバーの問題に関する米国の懸念を中国は

本気で捉えていないのではないかという感じが出始め、今

度は習政権に対する非常に厳しい見方が出てきた。これら

はいずれも、ワシントンにあるシンクタンクに吹いていた

微風が段々と大きな風になっていった例だ。あえて言えば、

大使館の仕事は、このワシントンのシンクタンクの間に吹

く風をいち早く見極めて、米国はどちらを向いているのか

ということを探ることにあるのではないかと思う。 

 

シンクタンク巡りで気付いた 後の点は、ワシントンに

おける思いがけないほどの中国の浸透だ。丁度、私がワシ

ントンに行った 2013 年 11 月に三中全会が開かれたが、ワ

シントンの著名な研究者は中国政府の招待を受けて中国

に三中全会を見に行っていた。そこで皆、ブリーフィング

を受けて帰ってくる。様子を聞くと、誰もが目を輝かせて、

習近平主席は過去数十年来、 強のリーダーだと言う。私

は鄧小平氏がどんなリーダーだったかよく知っているが、

彼らは習近平主席は鄧小平と並ぶ強いリーダーだと言い

切る。今から考えると、当時、習主席は反腐敗闘争、権力

闘争の非常にクリティカルな時期に入ろうというところ

だった。強い指導者のイメージを対外的に打ち出したかっ

たのかもしれない。同時に、彼らは、胡錦濤氏の 10 年間

は全くの無駄（Waste）であり、いかに胡錦濤氏が無能で

習近平主席が有能かを言う人たちもいた。また、日本との

関係においては、尖閣諸島は人の住めない小さな 5、6 個

の岩だと言う。そんな無価値なもののために米国は日中の

対立に巻き込まれるのかということを言わせたいがため

に、中国はこういう言い方で伝えているのだ。アメリカの

研究者達に、何故同じようなことを言うのかと問うと、そ
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れは自分のオリジナルのアイデアだと言うのだ。彼らが自

分のアイデアだと考えるところが不思議だが、同じことを

同じタイミングで言うことから、どうも刷り込まれている

のではないかと感じられた。 

 

米国の中国研究者の多くは中国語ができない。China 

Daily のような、英語で書かれた中国情報を読んでいる。

しかし、それよりも、中国からワシントンを訪ねる中国政

府の人たちが大きな情報源になっている面があり、三中全

会のドラフトを書いたのは自分だから、この意味はこうい

うことだというように、研究室に赴いて説明をする。そし

て、それが非常によくコーディネートされている。勿論、

ワシントンには日本からも学者や政治家がたくさん来る

が、皆、言うことがバラバラだ。一方、中国の方には統一

メッセージがうまく入っている。その違いを非常に感じた。 

 

私は、ワシントンのシンクタンクで会った中国専門家に、

常に三つの質問、「中国で今、何が起こっているか？」、「中

国は一体、何処に向かおうとしているのか？」、「習近平主

席とは一体、どのようなリーダーか？」を投げかけていた。

結論から言うと、これらの答えは誰も分からないというこ

とだ。いろいろな人がいろいろなことを言うが・・・。中

国で今、一体何が起こっているのかということは、比較的

に推測しやすい。だが、中国が一体、どちらに向かうのか

は本当に分からない。それは習主席が何を考えているか分

からないということでもある。しかし、200 人に質問して

分かったこともある。それは、米国が中国をどう見ている

かということだ。これからその話をしようと思う。 

 

 勃興する中国は、軍事的にも経済的にも政治的にも、日

本が一国で対峙するには手に余る大きな存在になりつつ

ある。勃興する中国に対して、日本が国益を確保し、かつ

その 大化を目指すためには、日本の側に立ってくれる米

国の存在が必要だ。しかし、我々の歴史を振り返ると、ニ

クソンショックに始まり、ジャパン・パッシングを受ける

など、ケースによっては、日本は米国の対中政策に翻弄さ

れてきた節がある。それでは、米国、中国と日本はどのよ

うに付き合っていけばよいのだろう。 

 

これは全く検証されていない私の仮説であり、政府の見

解ではないだが、米国は「4 つの目」で中国を見ており、

米国の対中政策はそのバランスの上に成り立っているの

だと思う。対中政策において米国が四重人格を持っている

と言い換えてもいい。米国の有するこの 4つの人格は、い

ずれも米国と中国の歴史に根深く関わっている。それぞれ

が固定のシェアを持ち、この 4つの見方のバランスの上に

立って決められているというのが私の見解である。そして、

そのバランスが容易に崩れる。だから米国の対中外交はシ

フトする。 

 

第一の目は、「ミッショナリー」、つまり「宣教師の目」

である。米中の 初の接触は、1784 年、Empress of China

号が広東に着いた時らしいが、1784 年といえば、1776 年

の米国建国から 8年後のことだ。それ以降、米国からは多

くの宣教師が中国に渡った。彼らには、若い米国の理想や

民主主義こそが普遍的な価値だということを伝道して、暗

黒の中国を米国のイメージ通りに作り替える、アメリカナ

イズするという使命感があったように思う。そして、1911

年に辛亥革命が起こり、長い封建国家、古代帝国の歴史を

有する中国は、アジアで 初かつ 大の共和国として生ま

れ変わった。帝国主義列強に出遅れた米国は、列強に中国

が独占されないよう、門戸開放宣言を出し、米国が中国の

保護者であったというような自己イメージを有していた。

生まれたばかりのアジアの共和国を、日本からの侵略、共

産主義者の侵攻から守る。蒋介石はまさにそのアメリカの

イメージに合致したヒーローであった。宣教師の家に生ま

れ、幼い頃から米国の教育を受けて英語が堪能だった妻の

宋美齢と、キリスト教の洗礼を受けていた蒋介石の存在は、

中国の未来に対する米国の期待を大きく膨らませたのだ

ろうと思う。しかし、内戦の結果、蒋介石は敗北して台湾

に逃れる。その時アメリカでは「中国は失われた」と言わ

れた。その後、中国においては朝鮮戦争、大躍進などが発

生し、文化大革命が起こり、米国の抱く中国のイメージが

どんどんと壊れていった。しかし、やがて、1971 年 10 月

の中国の国連加盟、翌年のニクソン訪中で、米中関係がガ

ラリと変わる。これには中ソ対立という要素が働いていた

かもしれない。毛沢東は、ソ連が本気で中国を核攻撃する

のではないかと恐れ、ウルトラ Cを仕掛け、逆に米国の有

する伝統的な対中感情を利用したのではないか。 

要するに、宣教師の目とは、中国を国際社会の中に位置

付けて根気よく先導していけば、中国は自然に、自由で民

主的な体制に平和的に変化し、米国の強力かつ忠実なパー

トナーになるという夢を見る目だ。この神話こそが、その

後、長く米国の対中外交政策の根底にあったのではないか

と思う。米国が中国の政治を語る時、すぐに民主化という

言葉が出るが、その理由もここにあるのではないか。これ

は米国の対中外交の主流でもあった。しかし、 近ではあ

る種のリアリスト、戦略家達は、そのような対中外交政策

は米国の誤った幻想であり完全な失敗だと切り捨ててい

る。 

 

第二の目は「ミリタリー」、「軍人の目」だ。勃興する大

国は地域のパワーバランスを自分の有利な方向に転換さ

せようとし、地域覇権国としての立場を確立するまでそれ

を続けるだろうという見方だ。かつてのソ連は膨大な核兵

器を所有し、世界を東西陣営に分断して米国と冷戦対立し

たが、それはある意味、軍事力のみの一次元の脅威だった。

しかし中国の場合、軍事力と経済力、膨大な人口が結びつ

いて三次元の脅威となる。中長期的にはソ連より大きな脅

威だと見る人たちもいる。グローバル化する世界経済の中

で、中国経済はどんどん発展し、いずれ米国に追いつき、

追い越すかもしれない。かつて中国大使をつとめたウィン
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ストン・ロード氏は「米国にとっての脅威はイスラム世界

と中国だが、長期的に見て米国の地位を脅かすのは中国」

と述べている。衰退しつつある既存の覇権国、米国に対し

て、新興覇権国家である中国は平和的な勃興によって、巧

妙に覇権の交代を求めており、中国のいう「新型大国関係」

とはそういうことなのではないか、中国は新たな覇権国家

として、既存の国際秩序に挑戦し、国際ルールを自分の都

合の良いように書き換えようとしているゲーム・チェンジ

ャーなのではないか、米国との軍事衝突を当面は避けなが

ら、グレーゾーンにおいて、徐々に「サラミ戦術」によっ

て、侵食しているのではないか、経済的に米国を追い越し

て、米国の覇権に取って代わるというような、長期的な陰

謀を持っているのではないか、という見方である。 

マイケル・ピルズベリー氏は「China 2049」の中で、中

国陰謀説、「100 年マラソン説」といった見方を示してい

るが、中国が米国を地域から排除することを許容すべきで

はない、そのような地域覇権国家の出現を阻止するべきで

あるというのがこのカテゴリーの見方である。ただ、「対

中ヘッジ論」は一見、強く見えるが弱さの表れでもある。

中国を何とか抑えたいということは、今、抑えておかない

といずれやられるのではないかという自信の無さの表れ

であり、米国が南シナ海で中国と激しくやり合ったとして

も、東南アジアの国々は米国に付いてこないのではないか

という懸念でもある。対中政策は非常に複雑である。 

 

第三は「ビジネス」、「商人の目」だ。中国を世界 大の

潜在的市場として評価し、中国市場を席巻することを目的

としている。より深く広く中国政府に食い込んで、対中利

権のネットワークを作ってきたのは彼らであり、米中正常

化の 大の推進力でもあった。 

彼らの態度は非常に明確だ。彼らは中国の人権や民主に

はあまり関心がない。米国政府に対しては、自分たちのビ

ジネスを邪魔するような口出しはするなとしながら、米中

関係の良好な維持と発展を求め続けてきた人たちだ。私が

米国でこの種の人たちと議論して感じたのは、中国経済に

ついて非常に楽観的な見方をしている人が多いというこ

とだ。しかし、 近、「ビジネス」は大きく変わりつつあ

る。中国経済が頭打ちになって、潮目を迎えて下降し始め

たからだ。米国企業についても、勝ち組と負け組に分かれ

始めている。かつて、ビジネスグループは米国政府に対し

て、中国と関係をこじらせるのはやめてくれと言っていた

が、 近は、中国政府が外国企業に対する制限を強めてい

ることもあり、反対に中国政府に一言、言ってくれないか、

あるいは、中国はどうもサイバーを通じて政府ぐるみで自

分たちの技術やノウハウを盗っているのではないかと言

うようになってきた。これまで米国政府に対して黙ってい

ろと言っていた「ビジネス」が、今度は文句を言えと言う

ようになってきたのだ。これは大きな変化だと思う。習近

平主席が先日、訪米した際、シアトルから米国入りして

IT 関係者を集めて大きな会を開いた。IT 業界は勝ち組な

ので、それを意識していたのだと思う。 

 

第四の目は「リバタリアン」、外交的孤立主義とでも表

現したらよいだろうか。両者は厳密には必ずしも同義では

ないが、要するに米国の伝統的な考え方で、「モンロー主

義」に例えられる。四つの目の中で、日本としては一番警

戒するべき見方だと思う。 近では、トランプ候補の TPP

や移民受入れ反対の議論、あるいは「同盟国はもっと負担

するべきだ」、との主張にも見られる。決してリバタリア

ンとは思わないが、オバマ大統領ですら「米国は世界の警

察官ではない」と述べたことがある。あるいは、中国との

関係はまず同盟国に任せておいて、米国は一歩下がって状

況をコントロールするというオフショア・バランシングの

議論もこれに通じる。あるいは同盟国による巻き込まれ論

として、例えば、イスラエルや日本が勝手なことをすると

米国が巻き込まれる、そういうことは極力避けるべきとい

う考えもこれに含まれる。中国との関係においては、幻想

も警戒も期待もなく、むしろ無関心である。巻き込まれる

ことを避けるために、台湾の放棄論ということを唱える人

もいる。 

 

米国の対中政策はこの四者のバランスの上に成り立っ

ていて、これら 4つの人格が、時と状況に応じて現れたり

消えたりしながら形成されるのが米国の対中政策だ。逆に

言えば、米国の対中戦略はこれら 4つの変数から成る方程

式である。この関係を押さえておけば、米中関係の変化を、

より構造的に理解できるのではないかと思う。 

問題は、4つの人格のどれもが真実であるということだ。

そして、単独で中国と対抗できない日本は、米国と共通す

る利益を認識しながら、4 つの人格を相手に、その都度、

調整を迫られる。日本は米国の 4つの人格のどれが出てき

ても、日米の共通利益に基づいた対中共通戦略というもの

を持つべきである。 

 

日米間の共通利益の第一は、やはり中国のマーケットで

はないだろうか。世界地図を見ると分かる通り、日本は世

界 大のマーケットである米国と世界 大の潜在マーケ

ットである中国の間に挟まれている。地理的に見てインド

やヨーロッパの遠く及ばない有利なポジションだ。やはり、

大きく伸びていく中国のマーケットから稼ぐことが、日本

の将来の繁栄につながるように思う。そのためには、中国

のマーケットが我々のマーケットに似た形に変わってい

くことが大事だろう。今のような、既得利益集団がマーケ

ットを押さえているという状況を変えるべきだ。より競争

的でオープンかつ公正なマーケットを中国に作ることは、

日本と米国の共通した対中アプローチ、一つの共通基盤に

なると思う。中国がそのようなマーケットを発展させてい

くために、日本と米国が中国を支援するということが一つ

にあるのではないか。 

第二に、中国がアジアにおける覇権国家となることを認

めないということである。 

米国が TPP を作った理由は、アジアが今、世界で も活
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気があって発展していくマーケットだからだ。そのマーケ

ットから米国を追い出して、アジアのことはアジアでとい

うような発想は、米国の国益とも衝突するだろう。一つの

ドミナント、支配国の言うことを皆が聞かなければいけな

いということは、ASEAN は勿論、日本も米国も反対だ。中

国はそうはならないと言ってはいるが、本当にそうならな

いよう、アジアにおいてそのような覇権国家が出てくるこ

とを阻止することが日米の共通利益だろうと思う。 

「中国の勃興は歴史の必然である。何者も中国を包囲で

きないし、時の流れに反して中国の発展を止めることはで

きない。中国を変えることをできるのは中国人自身である。

他の何者でもない。」これもまた、中国の唱える一つの神

話だろうと私は思う。現代世界を見渡した時、中国の将来

にとって も大きな影響力を行使できるのは日米をおい

て他にない。日米にできなければ、ヨーロッパにもできな

いし、他に出来る国はないだろう。日米がそれを絶対に出

来るとは言わないが、やってみる価値はあると思う。地域

の覇権国家の出現を抑制しつつ、中国をイコール･パート

ナーとして開かれた自由な競争力のある市場の形成へと

導いていくこと、それは実は中国人が望む方向でもあると

思う。開かれた自由な市場の形成に影響力の行使を試みる

必要性と価値はあるのではないか。新たなエンゲージメン

トと言えるかもしれない。米国はよく「中国をシェイプす

る」という言い方をするが、そのための一つの有効なツー

ルが TPP だ。 

 

 今後共、対中政策において、米国は米国の利益に基づい

て行動していくだろう。けれど、その中で、日本としては

米国が 4つの人格のどれになっているかを見極め、日米の

共通利益に基づきながら、共通ポジションを取れるように

努力、調整していかないといけない。よく、日米中の関係

は「悪夢の三角関係」にたとえられる。米中のハグは日本

の悪夢、日中のハグは米国の悪夢、日米のハグは中国の悪

夢だというのだ。そういう国際関係の世界において、次に

どのような状況が生じるかは定かではないが、ゼロサム的

な仮定が正しいかどうかは別として、それを一つのゲーム

として捉える場合、このゲームの必勝法はあると思う。三

角形の二等辺、その二辺の間でそれなりに良い関係にして

おくということだ。いずれか一方と決定的な対立関係に入

ってしまえば、裏で相手同士がハグをして、こちらが悪夢

をみる可能性がある。そうならないために、両方とうまく

やっていかなければならない。単純な話だが、悪夢に立つ

リスクを減らすためにも、それなりの関係を維持する必要

がある。すなわち、日本として日米同盟を強化し、日米経

済連携を強めて、人的交流を促進すること、それと同時に、

中国との関係においては決定的な対立を回避しながら、常

に関係改善に努める。それこそが、覇権国家である米国と

挑戦者である中国の間に立つ日本の取るべき戦略ではな

いだろうか。中国に対して、日米の共通戦略を練り上げな

がら、他方において、中国との決定的対立を避けながら関

係改善に努めるということは全く矛盾することではない。 

 

 

以上が本日のメインの議論である。以下、時間の許す限

りにおいて、私の独断と偏見による中国の状況の見方につ

いてお話したい。 

 

 習近平主席が権力のバトンタッチを受けたのは、中国の

経済が曲がり角に入った非常に微妙な時期だった。その中

で、何故、中国共産党が政権についているのかという正当

性（レジティマシー）の問題が出てきている。中国共産党

支配のレジティマシーについて、共産主義を進めるという

イデオロギーが意味をなさなくなっているのは明らかで

あるが、だからといって、ナショナリズムだけで政権が正

当性を持つということもできない。結局、今の政権が何故、

支持されているかといえば、国民生活の向上を持続的に実

現してきたからではないだろうか。しかし、習主席がリー

ダーになったときは経済が潮目をむかえ難しくなってき

た時期だった。中国経済がどんどん発展していく時であれ

ば、個人の収入が増えて生活条件は良くなるが、中国経済

が頭打ちになって下降すれば、それは実現できない。そこ

で経済体制改革が必要となる。 

「中国の夢」とは、“China ”Dream で“Chinese ”Dream

ではない。しかし、「米国の夢」であれば“America” Dream

ではなく、“American ”Dream というだろう。つまり、私

の勝手な解釈を言えば、「中国の夢」とは「個々の中国人」

が豊かになるという夢ではなさそうだ。中国という「国」

が豊かで強くなっていく、あなたはその一部なのだから、

それで満足しなさいという「中国の夢」だ。これは明らか

に、個人の豊かな生活を実現させることが難しいことの表

れではないだろうか。 

李克強総理は、政権に入ってすぐに、中国が経済発展をさ

らに継続させるためには経済改革が必要だとした。経済改

革の中心は、マーケット、市場の改革で、競争力のある比

較的公正な市場をつくるのだと。今の中国のマーケットに

は特権がはびこっている。特権、あるいは既得権益がはび

こっていて、必ずしも公正ではなく、競争力の無いマーケ

ットだ。それを競争力のあるマーケットにするには、特権

の問題を解決しなければならず、それは経済改革を超えて

政治改革の問題になる。つまり、習近平主席は、経済改革

と同時に政治改革に向かわざるを得ない状況に置かれて
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いるのだ。これが 初の問題設定となる。 

先ず、これを申し上げた上で、話を 25～30 年前に戻し

たい。 

天安門事件以前は「異化論」というものが議論されてい

た。「異化」とはなにか、例えば「母と子」。母の中に属し

ていた子供が生まれ、外在化して成長すると、今度は反対

に母に対してあれを食べろ、こちらへ行けなどと支配し命

令する。あるいは、「神と人」。神は元々、人間が考え出し

たものだったが、その神が外在化して宗教となり、人間は

その神のために死をも厭わない、神が人間を支配するよう

になる。あるいは、「自然と人類」。人間は自然の一部であ

ったが、外在化して文化文明を発展させ、今や自然を征服

し汚染している。これは人間の「異化」ではないか。マル

クスは、労働は、元々、労働者の一部であると言った。し

かし、それが外在化し、資本として蓄積されていくと、労

働者がそれに支配されるようになった。これは労働の「異

化」ではないか。そして、当時、中国の中で議論されてい

たのは、我々の革命は人民の人民による人民のための革命

であった。この革命が成立して共産党が外在化し、今や人

民の支配者となった。これは革命の「異化」ではないか。

こういう議論が公然とあったのだ。 

あるいは、「苦恋」という映画があった。一人の知識人

が中国に新しい国ができたと喜んで海外から帰ってきた

が、故郷は逆に自分を迫害し、自分は祖国をこんなに愛し

ているのに祖国は私を愛してくれていない、と、 後にク

エスチョンマークを書いて亡くなる話だ。つまり、祖国は

変わってしまったというような議論が、文革の経験を通じ

て様々に行われていた。当時は、それは人道主義によって

克服しないといけないと言っていた。人道主義によって

「異化」を克服するということだ。人が皆、人として尊敬

される平等な社会をつくらないといけないといっていた

と理解している。 

それは裏返していえば、特権の問題であり、中国におけ

る共産党員の特権を無くしていかないといけないという

のが議論の本質だったように思う。その議論の中で、胡耀

邦氏は失脚し、天安門事件が起きる。天安門事件の後、政

治改革は一切、タブーになった。残ったのは経済改革だけ

だ。結果、中国は経済発展したが、それが頭打ちになった

ところで今度は市場を改革しなければいけない。しかしそ

れには、やはり特権の問題が付いてくる。つまり、経済を

発展させるために、特権問題、ひいては政治改革に至る問

題に触れざるを得ない状況になっているのだと思う。これ

が私の独断と偏見による中国を見る目だ。江沢民時代、胡

錦濤時代から習近平時代へと移ったが、今、私はそういう

観点から習政権を見ている。 

 

習政権の性格とはどのようなものだろう。核を成す習近

平氏、李克強氏、王岐山氏の 3人の仲はどうなのだろうか。

私は、3人の仲は良く、ガッチリとスクラムを組んで、そ

れぞれに共通の役割を分担していると思う。 

 

習近平主席は左を向いていて、文革礼賛の言葉、あるい

は文革的な行動を取っているが、いずれも左からのサポー

トを得るためのパフォーマンスのようにみえる。毛沢東氏

の権威を借りようとしているのではないだろうか。しかし、

彼が本当に左かというと、そうではないと思う。北京の民

家を訪れ冷蔵庫を覘いたり、餃子レストランの前に並んで

庶民と一緒に餃子を食べる姿を見せたり、自宅の前で自転

車を漕ぐ姿を見せる習主席は、ポピュリストであるが、彼

は反腐敗の闘争を展開しているが、そのターゲットは、や

はり、反既得権益、特権という方向にあると思う。 

李克強総理は経済の運転手だ。習主席が反腐敗闘争をし

ていく中で、中国経済がこけてはどうにもならない。非常

に難しい中国経済の運営を握っている。 近も、習主席と

李総理の考え方が対立しているなどと言われたが、私はそ

うではないと思う。経済改革の成果を挙げるのは李総理に

しかできないのではないか。例えば、国有企業改革だ。大

きな国有企業が倒産などしたら、労働者がただ解雇される

だけではすまない。国有企業の従業員は、親類縁者の集団

で雇用されていて、その土地にしっかり定着している人た

ちだ。もし、国有企業を潰したら、組織的、持続的な抵抗

が生じるだろう。だから、国有企業改革においては、例え

それがゾンビ企業になったとしても、潰さず合体あるのみ

だと思う。つまり、李総理は実際にやらざるを得ないこと

をうまくやっている。 

王岐山氏は、党規律検査委員会のトップとして、「反腐

敗」の名の下に仕事を着々と進めている。それは、習近平

主席の政敵を一人一人排除していくということでもある。

近では、「反腐敗」自体が、ある種の政治改革ではない

かと思うようになってきた。反腐敗闘争の中で自由に特権

が使えなくなってきた面があるからだ。 

 

 中国は、非常に長期のプロセスにおいて、国民国家の形

成の上にあるのではないかと感じることがある。日本は明

治維新によって、不平等条約の改正の為に、議会を作って

憲法を作り替え、武士は丁髷を切って刀を捨てて四民平等

と、曲がりなりではあるが国民国家の体裁を作った。真の

国民国家はおそらく戦後に実現したのだと思うが、中国は

どうかというと、辛亥革命があり、共産主義革命があり、

今は国民の中に特権を持つ一等国民と持たない二等国民

が混在する。これは国民国家ではない。しかし、鄧小平氏

は改革開放によって中産階級の成長を生みだした。中産階

級の人々は教育を受け、力を得、経済も良くなって、段々

と増えてきた。私が思うに、国民国家形成のプロセスとは、

中産階級が増えてくるプロセスなのではないだろうか。例

えば、三中全会で出された市場改革は、中産階級がお金儲

けをする場である市場をまともなものにしてくれという

ことだ。四中全会では法の支配を論じた。中産階級が稼い

だお金や財産を保護し、保証する法制度を整備しようとい

うことであった。ところが、今、中国からの資本逃避が起

きている。年間、一兆ドルもの資本が逃避している。中産

階級はまだ、今の中国の市場や法制度を信頼していないと
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いうことだろう。日本の中にもいろいろな中国からの投資

が入ってきているが、自分の資本の投資によって、利益を

より多く求めようというよりも、どうやって自分の資産を

保全しようかという発想が強いような気がする。 

 

 こういった状況の中、将来、中国はどういう方向に向か

っていくのだろうか。今の習近平政権は、いろいろな海洋

問題などで、対外的にはかなり強い態度を示している。国

内的には、これまた強い態度で言論統制を行っている。こ

れをどう評価するべきか。 

さきほど話したような見方から言えば、習政権は、政治

改革の舵取りを国民国家形成の方向に切らなければ、中国

の将来は見えないような気がする。しかし、その方向に行

けずに、やはり対外強硬路線を行く、あるいは一部で言わ

れているように、中華帝国の復活を考える方向に行ってし

まう可能性もある。やはり、日米が中国との関係において、

中国が健全な発展をするように善導、影響させていくこと

が大事で、必要になってくることなのではないかと思う。 

 以上、雑駁ではあるが、思うところを申し上げた。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤） 

 ありがとうございました。非常に幅広いお話をいただい

た。それでは、これより会場から質疑を受けたい。いかが

だろうか。 

 

（フロア） 

 ランド研究所が米中戦争、日中戦争の可能性をシミュレ

ーションしたランド・レポートについて伺いたい。ご自身

としてそれをどのように受け取られたかということが一

つと、当然、中国の政治中枢もランド・レポートに注目し

たと思う。どのような影響があったのだろうか。 

 

（泉） 

 それは、尖閣で戦争になったら日本が 5日で負けるとい

うレポートのことだろうか。 

戦争が起きたらこうなるかもしれないというシナリオ

について、非常に限定された考えで書いたレポートで、発

生確率が 70％、80％という話ではないと理解している。

一方で、今後、日中間で衝突の危険があるかといえば、武

器を持った船や飛行機が近づいたりしているから、リスク

はあるだろう。しかし、これはお互いがコントロールしな

ければいけない。日中が戦っても共に利益はない。意図的

に戦争することはないと思う。ただし、ゲームの理論的に

マトリックスを作って考えてみたらいいいと思うが、日本

と中国が、尖閣を巡って共に強硬であった場合、そこには

戦争のリスクがある。中国がその戦争に勝った場合、中国

はプラス 100 点。中国が強く出て日本が弱く出た場合、中

国はプラスが 70 点。中国が弱く出て、日本が強く出た場

合、中国はマイナス 50 点。あるいは、両国とも弱く出た

場合、中国にとってはマイナス。このようなマトリクスで

考えると、中国は常に強く出た方がいいということになる。

ましてや中国が勝つ可能性があるのであれば、中国はどん

どん強く出て行った方がいいという論理になる。そうなら

ないために、戦争になってしまった場合、どうなるかとい

うところで、米国が来て日本の防衛力が強化され、中国が

負けるマイナス 200 点のリスクがあるかもしれないとい

うことになると、強硬論はやめておこう、中国も日本も共

におとなしくしていようということになる。そうなれば日

中の経済関係がより改善して、中国にはプラスのメリット

が出てくるという方向にいくかもしれない。リスクを想定

して、日本の力をきちんとつけておく、米国の協力を得て

おくというのは、抑止力としては非常に良い態勢だと思う。

けれども、戦争するようなことにはならないと思う。 

 

（フロア） 

 今日のお話を伺って、それまで疑問に思っていたことに

対する答えを得られたように思う。例えば、TPP は米国の

経済政策というより、対中政策の面が強いのではないかと

思っていたが、その回答をいただいたように思う。 

 質問は 3点。一つ目は、中国は共産党革命によって、宗

教を表向きに無くすということで、例えば迷信などといっ

た、古い足かせのようなものを一挙に取り払った面がある

ように思う。世界情勢を見ていると、宗教が先に立ったも

のは結果としてロクなものではないと感じられるが、その

点はどうなのだろうか。 

2 番目は、米国人は歴史がある国を非常に尊敬すると聞

く。その点において、とりわけ中国は米国人にとって尊敬

すべき国だというが、本当にそうなのだろうか。 

後に、今日は触れられていなかったが、中国の高齢化

が今後の中国世界の政治、経済にどのような影響を及ぼす

のだろうか。 

 

（泉） 

 中国で宗教が無くなったかというと、そうではない。共

産主義者の間でも、死んだら怖いからやはり仏教を信仰し

ようとか、あるいは、市民の間でも清明節の墓参りなどが

行われている。だから、革命で宗教が滅んだということは

全くないと思う。 

 歴史のある国を米国人が尊重するということはあるだ

ろうが、国際政治の中において、それは大きな意味を成さ

ないだろう。やはり国益重視、ということだ。ただ、先ほ

ど申し上げた 4つの目の中で、ミッショナリーの目におい

ては、歴史のある大きなアジア 初の共和国を、何とか米

国のパートナーにしたいという気持ちがあったかもしれ

ない。 

 中国の高齢化は大きな問題だ。今後の中国の経済発展を

大きく阻害するだろうし、中国経済が米国を追い越せない

原因になるかもしれない。ただ、米国の TPP が中国を狙っ

たものかというと、私はそうではないと思っている。これ

も私の勝手な解釈であるが、個人的には、TPP はすごくよ

く考えられた米国の世界戦略だと思う。つまり、米国が今
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世紀、あるいは来世紀に向けて、世界の経済覇権というも

のを維持していくためには、貿易における米国のスタンダ

ードをグローバルスタンダードにしたいということだ。そ

のために今、世界で も経済が発展しているアジアに拠点

を置いて、そこに自分たちのスタンダードの基地を作る。

それが TPP なのだと思う。それが次に狙うものは何かとい

うと、ヨーロッパだ。ヨーロピアンスタンダードを制覇し、

アメリカンスタンダードをグローバルスタンダードにす

る。その発想の中には中国もロシアも入っていないのでは

ないだろうか。個人的な独断と偏見で、根拠もない考えだ

が、あえて言葉を変えて言うと、TPP は米国が発動した世

界貿易スタンダードを巡る戦いではないか。EU から出た

イギリスを、米国は TPP に入れたいと考えるかもしれない。

イギリスを入れるということは、EU との交渉において、

ある種の有利な作用を及ぼすのではないか。 

 

（フロア） 

 2 つ伺いたい。一つは中産階級の国ということについて。

日本も米国も、少し前までは中産階級の国だったかもしれ

ないが、今は経済的格差が広がり、特権社会ではないかも

しれないが、中産階級の国というよりは貧富の差が大きい

格差社会になりつつある。中国の一般国民はそういう日米

を良い国だと思うのだろうか。 

 もう一点は、中国の中には異民族の国が統合されている

部分が結構あると思うが、同じような状況でソビエト連邦

が崩壊して、ロシアといろいろな国に分かれた。そういう

ようなことが中国で起きるだろうか。起きるとしたら、ど

ういう条件が整った時に起きるのか。そうなった場合、日

本にはどう影響するのだろう。その辺の観点についてお考

えを伺いたい。 

 

（泉） 

 日本や米国は、1980 年代は光り輝いていたけれど、

近はくすんでいて、中国から見て羨ましいと思われないの

ではないかという議論がよくされるようになった。日本や

米国にもいろいろな問題がある、だから、中国のモデルは

日米ではない、中国は中国モデルを追及していけばよいの

だと。中国の友人は、日米はもっとしっかりして光り輝い

てくれと言う。確かにそういう面もあるだろう。だが、中

国で特権を持たない人たちの世界はやはり厳しい。特権階

級の存在が当たり前である世界というのは、やはりどうな

のだろうと思う。やはり、皆が本当の意味で平等な、特権

の無い社会が羨ましいと思われているのではないだろう

か。 

 中国の少数民族の件は、確かに大きな問題だ。毛沢東、

あるいは鄧小平の時代は、少数民族は非常に優遇されてい

たし、胡耀邦は、少数民族は自分たちの言葉で勉強しなさ

いとまで言っていた。ところが、私が上海の総領事をやっ

ていた時期には、あんな甘い顔をするから少数民族がつけ

上がって反発するのだということを普通の人々が言って

いた。中国の経済発展の果実は、少数民族にあまりシェア

されていない。チベットや、九寨溝においては観光収入が

地方に大きな利益をもたらしているが、彼ら少数民族はそ

の恩恵をなかなか受けられない。企業で働くにあたっても

現地語では働けず、中国語でなければ働けない。それどこ

ろか、ウイグルの人が北京のホテルに泊まることもできな

い。かなり差別がある。昔は非常に気を遣っていたのに、

近は気を遣わなくなっている。そこでまた、少数民族と

漢族の対立と言われることになる。新疆の状況をみている

と、昔のような状況に戻すのは無理なのではないかと心配

でならない。 

 より大きな可能性として、連邦制ということがあるかも

しれないが、やはりその辺はいろいろな段階があると思う

し、何とも言えない。 

 

（倉澤） 

 ここで私からも一つ伺わせていただきたい。始めにお話

されていた米国の Mandarin Society とは、どういう人た

ちがどのような形で参加して、どれくらいの影響力がある

のだろうか。 

 

（泉） 

 Mandarin Society は、メリーランド大学の教授が中心

になってつくっている 3,000 名くらいから成る組織だ。

政・官・学・ビジネス分野で中国語ができることが参加条

件となっている。それほど強い影響力があるとは言えない

が、中国に関して横に繋がる会で、シンクタンクを離れた

現場の声が拾えるところもあり、私は非常に注目している。

日本にもおそらくは、政・官・学・財で中国を研究する方々

がいらっしゃると思うが、先ほど申し上げたように、日本

の見方がどれだけ米国に伝わっているのかという疑問が

ある。米国は中国についての認識を英語で得ているので、

シンガポールの見方、あるいは、直接中国や台湾から得る

見方が大きく影響している。 

 

（フロア） 

 ケント・カルダーさんの『ワシントンの中のアジア』の

中に、中国のみならず他のアジア諸国も、シンクタンク等

を通じて、米国の政策決定過程に影響を与えているが、日

本側は、シンクタンクの存在が大きくなってきた時にそれ

を過小評価したために影響力を与えるルートを失ってし

まったということが書かれていた。これについてはいかが

だろう。 

 

（泉） 

 カルダー教授のことはよく知っている。基本的に韓国、

中国はよく頑張っていると思うし、日本はもっと頑張れる

余地があるだろうとも感じている。私の印象論だが、それ

はやはり、中国や韓国が自分たちのメッセージを何度も繰

り返しインプットしていくパターンが多い中で、日本はそ

のような統一的なことをやらないからだというように感

じる。それは逆に日本の良さだとも思うが、他方、日本の
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見方なり意見なりをもっと英語で米国にインプットする

べきだとも思う。その努力はもっとしなければいけないの

ではないだろうか。中国だけではなく、北朝鮮情勢につい

ての見方などもいろいろあるが、それを米国にインプット

できる機会が非常に少ない。日本からの訪問者も結構、ワ

シントンで意見交換をしているが、より幅広く多くの人に

会ったらいいと思うし、新しい若い人達をどんどん派遣し

ていけばいいと思う。そういう努力を、既にやってはいる

のだろうが、もっと進めていかないといけないと思ってい

る。 

 

（フロア） 

 「中国の夢」についてもう少し伺いたい。個人的な印象

だが、中華民族の偉大なる復興であるという言い方をされ

ることがあったり、200 年位前は世界の GDP の 40％程度を

中国が占めていたりということもあって、習近平主席の言

う「中国の夢」とは、どうも今の中国脅威論のベースにあ

るように受け取ってしまう。単なる、然るべき国民国家形

成に向けての単純なプロセスの話ではなくて、もっと強い

民族的な意味を持つのではないかという印象だ。「中国の

夢」について、もう少しご説明いただけると有り難い。 

 

（泉） 

 私も「中国の夢」が中華帝国の復興のようなところに繋

がっている可能性は排除できないと思う。今、習近平主席

は国内的な政治状況において、ナショナリズムの要素を無

視できない。勝手な解釈だが、彼はナショナリズムの要素

をコントロールできず、その弱さゆえ、ナショナリズムに

よって自己の権威を支えていかざるを得ないのではない

だろうか。それなら、彼が強くなったらどうなるかという

と、2つの道がある。よりナショナリズムに突き進んでい

く道もあれば、問題を逆にコントロールできるようになる

かもしれない。例えば南シナ海の問題がある。中国は南シ

ナ海の岩礁に飛行場を作っているが、あれには莫大な経費

がかかっている。しかも海水を使ってコンクリート工事を

しているから、すぐにボロボロになってしまう。あのメン

テナンスだけでも相当、大変だろう。それで何がもたらさ

れたかというと、日本や米国が頻繁に出てくるようになっ

たし、東南アジアの国々、ASEAN の国々も中国に対して警

戒を強めている。中比仲裁裁判の結果を見れば領土主張と

しても有効ではない。あれだけ莫大なお金をかけているの

に、コストと利益が合わない。これにはある種の矛盾があ

る。もし習政権が強ければ、もっとうまく片付けたのでは

ないかと思う。しかしあれは延々とやり続けざるを得ず、

もしかしたら今後も続けざるを得ない。そういう面がある。 

日本は先日、参議院選挙で安倍政権が快勝し、日本の政

権は強くなった。来月、11 月には米国でも大統領選挙が

あり、新しい、強いリーダーシップが生まれる。中国も来

年は共産党の第 19 回全国代表大会があり、習主席がいよ

いよ権力を固めていく。日、米、中のリーダーが皆、強く

なっていく中で何が起こるかといえば、やはり、三者共に

国内をコントロールできるようになるのではないかと期

待している。それぞれが国内をコントロールして、それぞ

れの共通的な利益、実益といったものを固める時期が来る

のではないかと期待している。 

 

（フロア） 

 これからの中国の経済発展を考えていくとき、中国は日、

米、欧の技術的な物真似のフェーズを終えて、中国独自の

イノベーションを進めていかなければいけない段階にな

るのではないだろうか。歴史的にみると、独裁国家でイノ

ベーションが進んだという例はないが、中国人は米国のイ

ノベーションを担っている面もある。そういうところも踏

まえて、中国共産党の独裁下において、今後、中国のイノ

ベーションが進んでいくかどうかご意見を伺いたい。 

 

（泉） 

 先ほどお話したように、中国の経済発展は市場の問題や

政治改革の問題などに密接に絡んでいると思う。ある種の

政治体制改革が進み、より平等な社会になった時に、もう

一度、中国の株を買うチャンスが来るかもしれない。しか

し、今は学者たちが自由に発言できなくなっている。イノ

ベーションについて言えば、本来であればもっと進められ

るところがあったのかもしれない。一方で、中国の科学技

術論文数が近年米国に次いで２位ということを聞く。そう

いう方面での力は侮れないものがあるだろう。 

 

 加えて一点、申し上げたい。今日は経済の質問が出なか

ったが、中国経済を見る時、今の経済改革の問題とは別に、

もう一つの見方がある。1993 年、分税制という制度がで

きた。それまで中国の税金は上納制だった。つまり、地方

税しかなかったのだ。それが市場のマクロコントロールを

やるためには中央財政基盤が必要になるということで、税

を国税と地方税に二分し、整理した。それが分税制だ。そ

れ自体は必要な制度だったと思うが、同時に国有企業改革

が行われた。その当時の国有企業改革を簡単に言えば、そ

れまでのゆり籠から墓場まで、つまり、住宅、医療、教育、

老人福祉までといった企業の責任を、今後は全て地方政府

がやれということ。企業は利益追求に邁進して宜しいとい

う改革だった。これも経済発展のためには必要だったが、

地方政府の側では、収入は半分、仕事は倍増という状況に

なる。それ以来、地方の財政基盤の脆弱化という問題が大

きくなった。中央は取るものは取るが、後は地方で何とか

しろということだ。そこで 初に出てきたのが、農民から

いろいろな名目で税を取り立てる乱収費だ。当然、農民は

怒り出し、中央からは乱収費を取ってはいけないという達

しが出る。地方は困り、北京に地方の大使館のようなもの

を作り、接待攻勢をかけて、自分のところに分配金を持っ

てこようとしたが、それは腐敗の元だからやってはいけな

いとされる。さて、どうしようという時に、地方に天才が

現れた。農民から土地を安く買い上げて、それを開発業者

に転売すれば居ながらにして儲かると言う。それが「土地



中国総合研究交流センター 第 97 回研究会 詳報 ＜2016．9＞ 

 

11

財政」だ。今や地方収入の 8割が、そういう土地転がしの

利益で成り立っていて、この基本構造がずっと変わってい

ない。分税制の時に、地方にきちんとした財政基盤を与え

ないまま、中央は自分たちが取りやすい税、伸びやすい税

を取り、地方には取りにくい税、伸びにくい税ばかりが残

った。中国は、地方の財政基盤の抜本的な改革についても

本腰を入れて取り組んでいかなければ、経済の問題、地方

の問題はなかなか解決しないのではないかと思う。以上で

ある。 

 

【閉会】 

（倉澤） 

 今日はいろいろと大胆なご意見や様々な考察をいただ

いた。ありがとうございました。 

               （了） 

 

 

2．講演資料 
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