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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「習近平政権の中国外交」 
 
日 時：2014 年 9 月 25 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
 
 
【講演概要】 
近年の中国は、「韜光養晦」路線を放棄し、強硬的な対外政策をとっていると一般的に言われてい

る。習近平政権に入ってから、国内では反腐敗運動を展開し、社会秩序の安定確保にも力を注いで

いる。アメリカの「アジア回帰」政策に直面し、領海問題で日本など一部のアジア諸国との関係が

悪化するなか、中国の指導者は「地球儀外交」を積極的に展開し、新しい対外戦略で対応しようと

している。本講演では、国内情勢を踏まえつつ、中国の対外政策の方向性を探りたい。 
  

 

 

【講師紹介】 

青山 瑠妙(あおやま るみ) 氏：  

早稲田大学教育・総合科学学術院 教授 

 

［略歴］ 

法学博士。2005－2006 年、スタンフォード大学客員研究員。専攻は現代中国外交。 
著書には、『現代中国の外交』（慶應義塾大学出版会、2007 年）、『中国外交の世界戦略』

（明石書店、2011 年）、『中国のアジア外交』（東京大学出版会、2013 年）などがあり、

ほか論文多数。 
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1．講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー） 

 これより月例研究会を始める。本日は早稲田大学教育・

総合科学学術院教授の青山先生に「習近平政権の中国外交」

というテーマで中国の外交についてお話いただく。先生は

法学博士でご専門は現代中国外交。スタンフォード大学の

客員研究員もされていた。著書は『現代中国の外交』、『中

国のアジア外交』など多数出されている。この頃は中国含

めアジアを取り巻く情勢が激しく変化している。その中で

中国外交が今後どのような方向にいくのか詳しく伺いた

い。 

 

 

【講演】 

 

本日は中国総合研究交流センターの研究会でお話する

機会をいただき感謝申し上げる。また今日は天候不順にも

関わらず大勢の方にお越しいただいた。重ねて感謝申し上

げる。 

 私は長年、中国外交を研究してきた。中国外交を長くみ

ていると面白い発見などもある。今の中国外交というと

“強硬”というイメージを持たれる方が多いのではないだ

ろうか。10 年ほど前の中国外交は“新外交”とも言われ、

あの中国が外交で協調路線を取っていると希望的観測で

みられていた時期もあった。現在の習政権において中国外

交はどういった政策でどの方向に動いていくのか。この大

きなテーマについて限られた時間ながら、皆さんのご意見

を伺いながら理解を深めていけたらと思う。 

 

 習近平政権が発足して 1年以上が経過した。習主席が個

人としてどのような政治理念を持ち、どういった政策を推

し進めようとしているのかは正直なところはっきりと分

からない。とはいえ、政権が発足して 1年あまり、習主席

の目指す方向性あるいは外交でどういった政策を展開し

ようとしているのかについてはある程度見えてきている

かと思う。 

 最近、「中国は台頭している」と言われている。経済規

模は世界第 2 位で 2013 年にはモノの貿易では米国を抜き

世界最大となった。また TIME 誌の予測では、5年後の 2019

年に中国の経済規模は米国を追い抜き世界一位になるの

ではないかとされている。 

習近平体制に移行してから「中国の 100 年の夢」という

目標も打ち出された。「100 年の夢」とはどういうものか

というと、2020 年までに GDP と一人当たりの国民所得を

2010 年に比べて二倍にする、いわゆる所得倍増計画であ

る。2020 年は中国共産党の設立から丁度 100 周年。つま

り 100 周年に合わせた所得倍増計画を実現させるという

ものだ。もしこの「夢」が成し遂げられれば、アジア地域

はじめ世界の経済情勢への中国の影響はさらに大きくな

るだろう。そのような中で「台頭する中国」とどのように

向き合っていけばよいか。これは日本をはじめ、EU、米国

の喫緊の政策課題として浮上している。急速に台頭する中

国ではあるが、その一方で中国を取り巻く国際環境と国内

情勢に関する課題は山積している。 

 

1978年に改革開放政策を採択してから35年あまりが経

過し、経済成長パターンや社会構造など様々な分野におい

て中国は曲がり角を迎えようとしている。何より社会的な

歪みが大きくなり、国民の不満も高まっている。習体制に

入ってからは危機感をつのらせて政治腐敗キャンペーン

を展開しているようだが、同時に社会への規制も厳しくし

ている。 

 

政治分野に対して統制は厳しくなっているが、他方、経

済においては改革開放を堅持するという政策を明確に打

ち出している。1980 年代の鄧小平の改革開放政策を肯定

し、今後も引き続き市場の役割を重視するという方針だ。

よく言われるように、政治分野では右－統制の強化、経済

分野では左－市場の開放、という２つの側面で国内政策が

動き出している向きがある。それでは国際関係－外交の方

はどうだろう。 

現在、世界の秩序、アジアの地域秩序は非常に流動的だ。

スライドで示しているように、ウクライナ危機に際してア

メリカとロシアの関係は緊張し続けており、新しい冷戦で

はないかともいわれている。また連日のように報道されて

いるイラクとシリアに勢力圏を広げるイスラム国の動向

も大きな問題として関心を集めている。結論からいうと、

この二つの動向は中国外交と非常に密接な関係を有して

いる。ウクライナ危機を契機に中国とロシアの関係は緊密

化し、イスラム過激派組織の動向は新疆ウイグル自治区の

安定と非常に密接に繋がっているのである。 

アジア地域の秩序はどうだろう。北朝鮮の核問題は依然

として続いているし、アフガニスタン情勢の問題もある。

2014 年中にはアフガニスタンから多国籍軍が撤退するた

め、今後の情勢が非常に注視されるところだ。 

最後に領土問題だが、現状として、中国は日本、フィリ

ピン、ベトナムとの間で領海問題を巡る対立がエスカレー

トしている。 

世界情勢もアジア地域情勢も不安定で流動的な中、習政

権の外交はどうなっているのだろうか。一番関心が高いの
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は、対外政策が強硬化しているのではないかというところ

かと思う。胡錦濤政権では「和諧社会」というスローガン

を使用していたが、習近平体制は「100 年の夢」、「中国の

夢」、「中華民族の復興」というスローガンを掲げている。

一般的にはこういったスローガンから中国の対外政策を

みていくのだが、今日は少し視点を変えてスローガンから

は離れ、対外政策が具体的にどう動こうとしているのかを

お話したい。 

 

安倍首相の“地球儀外交”はメディアで大きく取り上げ

られているが、中国指導者も積極的に“地球儀外交”を行

っている。2014 年 9 月 11 日から 19 日まで習主席はタジ

キスタン、モルディブ、スリランカ、インドの 4カ国を訪

問した。これは日本でも報道されたが、中国ではこれを非

常に重視し、重大ニュースとして連日大きく報道されてい

た。中国中央電視台（CCTV）の 19 時からのニュースは全

国で放送されるが、通常30分の中で15分が国内ニュース、

15 分が国際ニュースという構成になっている。ところが

習主席がスリランカからインドへと移動した 18 日は放送

時間を 30 分から 40 分に延長し、最初の 30 分は習主席の

外遊関係、残り 10 分が国内ニュースとなっていた。ちな

みに 9 月 18 日は日中関係で非常に重要な日で、この日は

日中戦争といった日本関連の報道がされるのが慣例だが、

今年は日本関連のニュースも含めて国内ニュースは 10 分、

30 分は習主席の外遊のニュースで、スリランカでの飛行

場での見送り、インドでの出迎えと現地での交流について

紹介されていた。中には夫人がインドの子供たちに習字を

教えるというものもあった。19 日は外遊の最終日。興味

があったので時間を計ってみたところ、最初の 22 分は習

の外遊関係のニュース、その後 3分が李克強の上海自由貿

易試験区の訪問、次がその他という構成だった。そして天

気予報を挟み、7時 35 分から 8時 20 分くらいまでまた習

主席の外遊ニュースになりインドでの演説の様子を放送

していた。報道の大きさから今回の外遊がいかに重要視さ

れていたかが分かる。 

 

外遊内容を具体的にみてみよう。まずはタジキスタン。

今回は上海協力機構の首脳会議のため訪問している。ここ

では中国とロシア、中国とモンゴルとの関係が大きく取り

上げられ、上海協力機構の機能として反テロへの役割につ

いて話し合われたと報道されている。先ほど紹介した通り

ロシアとモンゴルが重要視されていることが理解できる。

次にモルディブだが、去年出版した『中国のアジア外交』

という本のデータから紹介すると、2002 年から 2010 年の

間に中国の国家指導者がモルディブを訪問した回数は 5

回、モルディブの対中貿易依存度は 6.5％、孔子学院の数

は0、中国で学ぶモルディブからの留学生は117人である。

モルディブはインド洋の要衝に位置する 30 万人強の小さ

な島国で、マラッカ海峡や南シナ海を経由せずに中国にガ

スや石油を輸送することができる重要な国で、モルディブ

との関係を非常に重視している。今回の訪問では「未来に

向けた全面友好協力パートナーシップ」を締結し、その中

には 9項目にわたる協力の覚書があるということだ。 

次がスリランカで、スリランカとは「戦略的パートナー

シップを深化させるためのアクションプラン」を結び協力

協定は 27 項目にも及ぶ。中国がスリランカで一番重視し

ているのはコロンボという港で、中国は 14 億ドルを投資

し、スリランカと協力してコロンボ港を建設するという内

容になっている。 

最後にインドだ。インドとは「更なる緊密な発展パート

ナーシップの構築に関する共同声明」が結ばれ、インドに

対して 20 億ドルを投資するとしている。これは安倍首相

がインドに約束した金額より少ないが、他の協力プロジェ

クトのお金はカウントされていないので、それらを含める

と日本より若干多くなるかもしれない。習主席がインドを

訪問した際、今後中国は特に二国間関係、地域関係、グロ

ーバル関係においてインドと緊密な関係を構築していく

とした。インドは南アジアにおいてとても大きな影響力を

有しており、地域大国であるインドとの協力は非常に重要

である。またグローバル的には BRICS の一員であるインド

との関係強化が温暖化対策においても重要だと認識され

ているのではないだろうか。今の中国にとってインドとの

関係は非常に重要な位置付けになっていると思われるの

だが、習が訪問中の 9 月 17 日、中国軍がカシミール地方

の実効支配線を超えて侵入するという事件があった。関係

を強化したいと言う一方、領土問題ではこのような事態が

起きる。これをどう解釈したらいいのだろうか。 

 

その問題に入る前に、いま一度、これまでの習主席の外

遊をみてみよう。 

安倍首相の地球儀外交に比べると数は少ないがこれま

で相当な国を訪問しており、中央アジア、ヨーロッパ、ア

フリカ、ラテンアメリカ、アメリカと大きくカバーしてい

る。 

そして現政権の目玉戦略として打ち出されているのが

「新シルクロード戦略」である。「新シルクロード戦略」

は中国におけるマーシャル・プランとされており、中国が

他国を支援する中で、中国を中心とした協力関係を築き上

げるというものだ。もし、この戦略が成功すれば地勢学的

な意味はかなり大きい。 

習が国家主席に就任して以来、外交に関わるプロジェク

トやスローガンがいろいろと表明されている。その一つに

「シルクロード経済ベルト」があるが、これは中国からロ

シア、中央アジア、ヨーロッパ、アラブ諸国、北アフリカ

までをカバーする経済ベルトだ。2番目に「21 世紀の海上

シルクロード」というものがあり、これは中国の南の方か

ら出て、南アジアを通って海に出るという「海上シルクロ

ード」である。つまり、習の外遊をみても分かる通り、今

の外交戦略では中央アジアと南アジアが非常に重要視さ

れているのだ。また「BCIM 経済回廊」というものもある。

Bはバングラディシュ、Cは中国、Iはインド、Mはミャン

マーで、これら 4 カ国を結ぶ経済回廊という意味だ。「ヒ
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マラヤ経済成長区域」という戦略もあり、これはヒマラヤ

山脈を挟んだ中国とインドの経済協力を指している。その

他、パキスタンとの経済回廊も重要な目玉のプロジェクト

の一つで、こうしたものを全部含めて「新シルクロード戦

略」とされている。 

「新シルクロード戦略」には 5つの分野が含まれ、1つ

は政治的相互信頼関係の構築、2 番目はインフラ整備、3

番目は貿易促進、4番目は自国の通貨による決裁－米ドル

ではなく通商国の通貨による決裁、最後に教育文化観光に

よる協力となっている。「新シルクロード戦略」を成功さ

せる上でインフラ整備は中核的な問題となるが、インフラ

整備の中では資金調達メカニズムの構築も必要となる。そ

こで出てきたのが「アジアインフラ投資銀行」で、2013

年 10 月に習主席がインドネシアを訪問したときに「アジ

アインフラ投資銀行」の設立を提唱している。その後、イ

ンドネシアから中欧諸国を訪問したときも、中欧諸国のイ

ンフラ建設について 100 億ドル以上の貸付を約束した。こ

ういったことから中国では「新シルクロード戦略」をマー

シャル・プランとしている。インフラ整備による貿易拡大

の効果が人民元の国際化の促進に繋がり、経済的なプレゼ

ンスの拡大が最終的には政治や外交のプレゼンスの拡大

に繋がることが期待されている。 

 

「新シルクロード戦略」がカバーしている地域は中央ア

ジア、ヨーロッパ、アラブ諸国、北アフリカ、南アジアと

非常に広いが、現在までに「新シルクロード戦略」に参加

すると表明している国は 20 数カ国にとどまっている。ち

なみに「アジアインフラ投資銀行」に対し、日本はアジア

開発銀行があるから必要ないと反発しており、韓国もはじ

めは興味を示していたが米国の反発を受けて立場を表明

していない。今回、習主席がタジキスタン等を訪問した際

に、タジキスタン、モルディブ、スリランカは「新シルク

ロード戦略」を支持すると公式に表明したが、インドはま

だはっきりとした態度を示していない。 

今年の 8月、中国政府は東北三省である遼寧省、吉林省、

黒龍江省の経済振興のための新しい方針を打ち出した。そ

こでは東北三省の経済を発展させる上で先進国との協力

が重要だという認識が示されており、日本や韓国との経済

協力について言及されている。こうした流れからいうと、

「新シルクロード戦略」から日本を排除しているわけでは

ないという無難な言い方ができる。東北三省の振興のため

の経済戦略が新たに打ち出される中で日本との経済協力

も重要視されており、日本との関係も対外政策の位置付け

としては高いのではないだろうか。 

 

それでは何故、今「新シルクロード戦略」が打ち出され

たのだろうか。それは米国の「アジア復帰戦略」と密接に

関係しており、自分の見解としては 2つの柱がある。一つ

は TPP を中心とした経済戦略、もう一つは安全保障上の問

題だ。TPP に関して、中国は TPP に参加する用意があると

いう言い方に留め、いつ参加するかは明言していない。 

他方、安全保障面では米国が日本、オーストラリア、韓

国との軍事同盟を強化している動きに対し、中国を封じ込

めようとしているのではないかと非常に強い危機意識を

持っており、慎重に見守りつつ強く反発している。米国、

日本、韓国、オーストラリアの軍事同盟の強化は中国から

みると東側からくる脅威となる。現在、中国は日本、フィ

リピン、ベトナムとの間で領海問題を巡る対立がエスカレ

ートしている。こうした中で中国政府が打ち出す戦略が

「新シルクロード戦略」だ。東ではなく、中国の西と南に

外交活路を見出そうとしている。つまり「新シルクロード

戦略」は単なる経済政策ではなく、むしろ外交戦略上にお

いても重要な意味を有していると考えられるのだ。 

 

 米国の「アジア復帰政策」に対応して中国は新しい「新

シルクロード戦略」を打ち出している。これは習政権の外

交政策の目玉だが、果たしてどこが新しいのだろうか。こ

こで中国の外交を振り返ってみたい。 

中国とアジアとの関係は新しい。アジアにおいて中国が

台頭しているというイメージは普及しているが、これは新

しい現象で、そもそも中国の外交政策の中にアジア地域政

策は存在していなかった。中国にアジア地域政策が生まれ

たのは 1990 年代以降で、毛沢東時代でいえばアジア、ア

フリカ、ラテンアメリカという枠組みで考えており、アジ

アそのものを対象とした地域政策は対外政策の中に存在

しなかった。1996 年以降、中国は積極的にアジア戦略を

展開し始めているが、私はこれを中国によるアジアの取り

込み戦略と呼んでいる。何故“中国による”かというと、

この時期、米国と日本は中国を国際社会に取り込んだ方が

いいという発想のもとで中国と付き合っていたが、中国も

自身によるアジアの取り込み戦略を展開していたからだ。 

 

1996 年は中国にとって非常に重要な年だった。第三次

台湾海峡危機を巡って米中の緊張が高まり、日米安保の再

定義もあった。また 1990 年代初めから 1996 年にかけて

ASEAN が拡大し、ベトナムも加入。ASEAN は物理的に中国

と隣接するようになった。こういった状況の中で中国は積

極的にアジア外交を展開するようになり、1997 年には新

安全保障観が提起された。その後は中央アジア、北東アジ

ア、東南アジア、南アジアとどの地域においても積極的な

外交戦略を展開している。中央アジアでいうと 1996 年に

上海ファイブが設立され、2010 年には上海協力機構とな

った。東南アジアでみると1994年に中国はARFに参加し、

97 年には ASEAN＋3 が実現している。2002 年、中国は「南

シナ海行動宣言」に調印し、また 2003 年、日本に先んじ

て「東南アジア友好協力条約」にも調印している。こうし

たいろいろな協定を通じ、東南アジア諸国からは中国は脅

威というよりむしろ経済発展のチャンスとして捉えられ

るようになり、中国と東南アジア諸国との関係が進みはじ

めた。北東アジアに目を転じると 2003 年に「六者会合」

が実現し、2005 年には「南アジア地域協力連合（SAARC）」

のオブザーバーにもなっている。ちなみに日本も同年、
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SAARC のオブザーバーになっているが、これは何故かとい

うと、中国はパキスタンやネパールを通じて SAARC に参加

したいと提案したのだが、それに対してインドの反発があ

り、パキスタンやネパールが中国を参加させるのであれば

インドは日本を参加させるということで、同時に SAARC

のオブザーバーになったという経緯がある。 

1996 年における中国の取り込み戦略は特徴的で、中国

は自国を媒介とした経済圏を作ろうとしていた。中国は

ASEAN に対して FTA の提案を行い、ASEAN との間で FTA 圏

が成立している。しかし SCO は中国との FTA 構築に関して

それほど積極的ではないところもあり、まだ交渉はスター

トしていない。 

中国は日米安保の再定義に対して強い危機意識を持っ

たことから、中央アジア、東南アジア、北東アジア、南ア

ジアで積極的な政策展開を行うようになったということ

だ。今回の「新シルクロード戦略」も米国の「アジア復帰

政策」への対策で、つまり中国のアジア外交は基本的に米

国との関係が軸になって動いているといえる。中国による

アジアの取り込み戦略も「新シルクロード戦略」も米国へ

の強い危機意識から出発していると思われる。 

 

1996 年以降に中国が展開したアジア戦略では東南アジ

ア、北東アジア、中央アジア、南アジアの 4つの地域をカ

バーしているが、今回の「新シルクロード戦略」ではそれ

をさらに北アフリカ、アラブ諸国、ヨーロッパと拡大して

いる。「新シルクロード戦略」は 1996 年のアジアの取り込

み戦略と同様に経済一体化の実現から相互依存関係を構

築し、中国経済の影響力拡大から政治的および外交におけ

る影響力の拡大を期待するという発想で、両戦略が意図す

る根源は変わらない。むしろ 1996 年の取り込み戦略の拡

大版にすぎないのかもしれない。取り込み戦略では成功し

ているところもあれば挫折しているところもあり、そうい

った流れからみると「新シルクロード戦略」が中国の思惑

通りに進むかどうかは現状では微妙なところだ。 

 

「新シルクロード戦略」のスローガンはいろいろあるが

具体的な内容は明らかではない。はっきり言えることは、

中国内陸の経済発展のために中央アジア、ヨーロッパ、ア

ラブ、北アフリカ、南アジアと連携を図ろうとしていると

いうことだ。中国国内では内陸のどの省がこれに参加する

かを議論しており、案はほぼ固まっている。一方、どの国

が参加するかについては、今後も明らかにされないかもし

れない。政府は「参加したい国を拒まない」という言い方

をしている。 

具体的な内容について、インフラを重視するのは確かだ

が、どういった経済政策で取り組むのかは明言していない。

はっきりしているのは、今後、中国は西と南に位置する諸

国との連携を強化していく、その中でロシアやドイツ、イ

ギリス、果てはギリシアといった国が重要になり、南アジ

アであればパキスタンとインドが重要になるということ。

習主席は今回の外遊で 4カ国を訪問したが、当初パキスタ

ンも予定されていた。しかしパキスタンの政情が不安定に

なり取りやめとなっている。中国からみたときに南アジア

ではインドとパキスタンとの関係は非常に重要だろう。 

 

 

 外交における習近平体制の政策課題は次の 3 点にまと

められると理解している。一つに良好な国際環境の確保、

二つ目に国内政治の安定確保と持続的経済発展、三つ目に

国際秩序における地位向上である。 

良好な国際環境の確保について言うと、中国の対外政策

の中では超大国である米国との関係が一番重要で、中国は

「新しいタイプの大国関係」という新しいスローガンを打

ち出している。米国との関係で一番重要な課題は関係のマ

ネージメントにあるとし、また米中対立は国際構造の変化

に起因するもので、すぐに解消できるものではないという

認識だ。よって関係をどう維持していくか、対立をどう管

理していくのかということが中国にとって重要な外交課

題になっている。 

もう一つ、中国は習体制になってから「中国の核心利益

においては取引しない」という言い方をしており、領土問

題では妥協しない姿勢を今後も堅持すると思われる。領土

問題の対立では妥協しないが、「新シルクロード戦略」を

利用して周辺環境における安定確保、あるいは周辺諸国と

の関係を強化するというのが対外政策の方向性になって

いるのではないだろうか。 

 

次に国内政治の安定確保と持続的経済発展について。対

外政策におけるプライオリティは米中関係が一番高いが、

中国にとって今一番重要な課題はむしろ国内政治の安定

確保にあり、その中でも特に新疆の民族問題、チベットの

問題が重要課題として浮上している。2013 年 10 月に天安

門広場で爆破事件があったが、中国政府によるとそれはイ

スラム過激派組織によるものとされている。現在、イラク

とシリアの問題があるが、これに関連して中国政府では新

疆の過激派組織の活動に非常に神経を尖らせている。中国

政府によれば新疆の過激派活動家たちがシリアで訓練を

受け、実戦を経験し、その後新疆に送り込まれるというサ

イクルになっているという。それと関連してイスラム国の

問題は重要だということだ。 

国内政治の安定確保は中国にとって非常に重要だが、特

に外交のアジェンダから見た場合、イスラム過激派問題に
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どう対応していくか、あるいは関連しない形で新疆の安定

をどう確保するか、少数民族の問題にどう対応するのかが

重要な外交課題となっている。 

そして持続的経済発展を外交の視点からどう解釈する

か。中国西部の経済振興は重要な国内政策だ。「新シルク

ロード戦略」は西部大開発ともリンクしており、西部が中

央アジア、ヨーロッパ、アラブ諸国、北アフリカへ開放す

ることにより経済振興を図るという筋書きになっている。 

 

最後に国際秩序における中国の地位向上について。中国

のアジア外交の中で注目されているところに、中国が新た

な国際秩序を作ろうとしているのではないかということ

がある。例えば BRICS の銀行の設立や、アジアにおいては

「アジアインフラ投資銀行」を作ろうとしていること。IMF

や世界銀行、アジア開発銀行の他に自国中心の金融秩序を

作り出そうとしているのではないかと一部ではみられて

いるが、実際のところ今の中国にはまだそこまでの力はな

く、世界のインフラ建設に必要な資金を全て人民元でカバ

ーするのは難しいだろう。中国が創りだそうとしている銀

行は既存の銀行と補完する形で動くことになると思うが、

将来、中国に力がついた場合はどうなるかという懸念が持

たれているのは確かだ。 

 

 中国の外交課題は山積しており、対外関係は大きく変わ

ろうとしている。アジアでいえばパキスタンとの関係があ

るが、「新シルクロード戦略」と結びつけた形でインドと

の関係強化も図られるようになり、今後は関係が動いてい

くのではないかと思われる。中央アジアとの関係はこれま

での延長線で動くかと思うが、中国とヨーロッパ諸国との

関係、特に旧社会主義諸国との関係は「新シルクロード戦

略」によって大きく変わるのではないだろうか。米国、日

本、ベトナム、フィリピンとの関係が悪化する中で、関係

を強化していく地域は南アジア、中央アジア、ヨーロッパ、

特にヨーロッパの中でもドイツとイギリスが重視され、ア

ラブ諸国、その先に北アフリカ諸国と広がっている。その

中で中国の対外関係が大きく変容するだろう。 

先ほど新疆について話したがイスラム過激派組織の動

向は中国以外でも関心が高い。ロシア政府は過激派で戦う

人の多くがロシア人ということで、将来、彼らがロシアに

戻ってくるのではないかと懸念している。またアフガニス

タンやパキスタンだけでなく、マレーシア、インドネシア

にもイスラム過激派組織の問題がある。オーストラリアで

もこの問題への関心が高まっている。アジア圏ではイスラ

ム過激派組織の動向から目が離せないところで、報道に連

携性があるわけではないが、各国が抱える問題には共通性

があり、中国は今後も反テロを中心に周辺国との関係を強

化していくのではないだろうか。 

 中東情勢が不安定な中、米国の「アジア復帰政策」の重

要性は米国内で低下するかもしれず、そうなると米中関係

は違う局面を迎えるかもしれない。その場合、米国不在の

アジアで中国が影響力を拡大するのではないかともいわ

れるが、米国が中東情勢に力を注ぐ中でアジア情勢がどう

動いていくのかいろいろな意味で注目する必要がある。 

習体制の外交政策は「新シルクロード戦略」に集約され

ている。領土問題についてはおそらく譲歩しないが、「新

シルクロード戦略」の周辺国を通じていろいろな関係強化

を図っていくだろう。戦略的重点は中国の西と南に置かれ

ているとみることができるのではないかと理解している。 

駆け足になってしまったが以上である。ご清聴に感謝す

る。 

 

 

【質疑･応答】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー） 
「新シルクロード戦略」や「上海協力機構」についてク

リアにお話いただいた。これより質疑応答に移るが、ご質

問は端的にお願いしたい。 

 

（フロア） 

 現在の外交戦略を実質的に牛耳る要人、キーマン、組織

はどこなのか。 

 

（青山） 

中国の外交戦略を牛耳るのはどこか。非常に端的だが難

しい質問だ。習体制になって以降、いろいろな意味で権力

が習主席に集中しており、最終的な政策の決定者は習近平

国家主席だと言い切れると思う。だが、政策そのものの決

定プロセスは多元化している。昔は外交部と国家指導者に

よって対外政策の決定がされていたが、今は対外政策の形

成プロセスにおいて多くのアクターが介入している。例え

ば「新シルクロード戦略」では外交部、国家発展改革委員

会、内陸の各省政府の他、商務部も関わっており、組織的

には中央レベルのものが 10 近く、そこに地方も加わって

いる。最終案を国家発展改革委員会がまとめ、それが国務

院に提出され、国務院で審議された上で習主席が承認、決

定するというプロセスになっていると思う。政策ごとに関

わるアクターは異なる。政策形成プロセスにおいては基本

的には関係省庁、関係国有企業、関係地方政府で、取りま

とめは経済関連であれば国家発展改革委員会、そして最後

に国務院で審議するというプロセスになっていると思う。 

 

（フロア） 

 中国のアジア政策は 1990 年代までは無かったというお

話の根拠を知りたい。冷戦時代、中国政府はアジアとアフ

リカを中心とした外交を展開していたという事情もあり、

1950 年代にはスリランカのコロンボ会議、またインドネ

シアのバンドン会議もあり、それは中国の平和原則を確立

した。先生のご発言の趣旨はどのようなものか。 

 

（青山） 

仰る通り、中国は常にアジア地域を考慮した外交政策を

してきてはいるが、その中にアジア地域に特化した、アジ
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ア政策そのものというカテゴリーは無かった。中国語で

“アジア外交”という言葉が使われるようになったのも最

近のことで、それまでは“周辺外交”という言葉が使われ

ていた。しかし最近は“周辺外交”よりむしろ“アジア外

交”を使う頻度が高くなっている。そういう意味で新しい

ということだ。 

 

（フロア） 

 北朝鮮とモンゴルに対する戦略はどういうものか伺い

たい。 

 

（青山） 

中国と北朝鮮との関係は“血で結ばれた兄弟”と形容さ

れていたが、温家宝体制以降は普通の二カ国関係に転化さ

せていわゆる Win-Win の関係に持っていこうとしていた。

しかし結局その政策転換はうまくいかなかった。中国の対

北朝鮮政策には 2つの柱があり、その一つは核の問題。中

国は朝鮮半島の非核化を主張している。核は六者会合の中

で管理すると考えていたが、今はその六者会合そのものが

動いていない。 

次に重要な柱は経済関係だ。今日は時間が足りず言及で

きなかったが、図們江（ともんこう）開発というプロジェ

クトがあり、1990 年代以降、動いては止まりを繰り返し

ている。北朝鮮での政治的粛正が行われて以降、中国の北

朝鮮への影響力は一般的に思われるほどには大きくない。 

中国はモンゴルを重視しているが、一方、中国とロシア

に挟まれたモンゴルは一貫して第三隣国との外交を重視

しており、その中には日本や EU も含まれている。最近、

中国では中国とモンゴルの経済ベルトという新しいスロ

ーガンを打ち出した。実際それがどのように動き関係が強

化されるかは不明だが、モンゴルとの新しい経済関係、政

治関係が中国国内で注目されるようになり、対外戦略的に

モンゴルの位置付けが以前より高くなっていることは確

かだ。 

 

 

 

（フロア） 

 アジア、アフリカ、ラテンアメリカと一括りにしていた

ものをある時からアジアに特化したということだが、外交

に力を注ぐ余裕が出来て具体的に進める時には遠くより

近くからやるのは当然だと思う。またアジアは国が少ない。

西と南にいくのは当たり前だろう。「新シルクロード戦略」

のどこに面白みがあるのだろうか。1996 年に注目されて

いるが、ここにおいて「新シルクロード戦略」なるものを

打ち出す理由があったのか。 

 

（青山） 

1995-1996 年にあった議論を中国国内の視点で振り返

ると、対外開放を推し進めるべきか、あるいは社会主義を

堅持するべきかというものだった。1996 年に出された政

策はさらに対外開放を推進して国際秩序に参加していく

というもので、中国語で言うところの“接軌”、中国は国

際社会に入ることによって経済をさらに発達させるとい

う決断だった。つまり、1996 年以降は国内政策とリンク

する形で積極的なアジア外交政策を展開するという流れ

だったと言える。 

 

（フロア） 

 中国のいろいろな外交政策の中心にくるのが米国との

関係ということだったが、米国のアジアへの関与が低下し

てきたとき、相対的に中国の政策が大きく変わるという可

能性はあるだろうか。先生の見解をお伺いしたい。 

 

（青山） 

確かに「新シルクロード戦略」はアメリカの「アジア復

帰戦略」に対応する形で打ち出された外交戦略だが、米中

関係が良くなれば中国の戦略が変わるかというと、個人的

見解ではそう大きくは変わらないような気がする。何故か。

1996 年のアジア政策からみると、日米安保の再定義があ

ったことから中国は危機意識を強く持ち、アジアへの関与

を推し進めるようになった。2001 年の 9.11 以降、米中関

係はある程度改善したが、その後も中国の対外政策やアジ

ア戦略に大きな変化はない。このことからも米国に対応す

る形で出発した戦略ではあるが、米中関係に関係なく展開

すると思っている。 

 

（フロア） 

2 点ある。習政権になって外交が世界的に激しく動いて

きた。これは所得 2倍という目標のために経済を重視して

対外的に発展させようということなのだろうか。もう一つ、

領土問題では中国は妥協しないということだったが、以前

中国の人に聞いたところ、軍関係の国有企業が衰えないよ

う常に危機感を煽っているというような話を聞いた。その

辺りについていかがか。 

 

（青山） 

習主席の地球儀外交は中国の経済発展とも密接に結び

ついている。例えばロシアや中央アジア、カザフスタンと

の関係では石油関連で経済と結びつく。また「新シルクロ

ード戦略」の中では中国内陸部の対外開放が一つのキーポ
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イントになっているので、内陸の経済強化という意味にお

いても経済に寄与すると思う。しかし習主席の外遊は経済

的視点だけではなく、個人的にはむしろ政治的な意味も含

まれているとみている。例えばタンザニアだ。毛沢東時代

にはタンザン鉄道の件で中国はタンザニアと親密だった

が、その後 1990 年代初頭まで中国とタンザニアの関係は

微妙に冷めていく。しかし中国がアフリカ重視の政策を始

めてから再び関係が戻りつつある。 

軍事的な視点では真珠の首飾りではないかと一部では

言われているが、先ほどお話した港への投資なども今回の

外遊では重点事項として扱われている。 

領土問題で譲歩しないということについて、利益集団で

ある軍の動きがあるからではないかというご指摘だった

が、確かにそういう側面もあるかもしれない。しかし個人

的理解として、それに加えてその背後に国連海洋法条約に

関わる動きがあるのではないかと思っている。国連海洋法

条約では排他的経済水域という概念が導入されている。排

他的経済水域に関する自国の主張について国連に提出す

る期限は 2009 年の 5月だった。そのため、2009 年より少

し前に領海を巡る対立が多発するのではないかと睨んで

いたが、まさにその通りで、2007 年あたりからフィリピ

ン、ベトナム、その後日本、と領海問題がエスカレートし

ている。単純に軍の動きや外交が強硬になっているという

ことだけではなく、国連海洋法条約も関わっていると認識

している。 

 

 

【閉会】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー） 
時間のため、以上で講演会を終了する。 

 

 

               （了） 

 

2．講演資料 
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