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山田：これからは質疑応答のコーナーとなりま
す。たくさんのご質問ありがとうございました。
それぞれの講師に対する質問について，どういう
のがあったかをまずご紹介していきたいと思いま
すので，最初に田中さんに対する質問についての
ご紹介とご回答，その次に趙さんのほうという順
番で進めたいと思います。まずは，田中さんへの
質問ですけれども，資料の30頁の表に，資源・環
境欄というのがあって， 16番，耕地保有量（億ム
ー），それから建設用地新規増（万ムー）とあり
ます。この億ムーはどのような単位でしょうかと
いうことですね。
田中：1 ムーは15分の 1 ヘクタール。「畝」とい
う同じ漢字で日本の古い単位があるんですけど，
中国と日本では意味が異なっています。中国の単
位は15分の 1 ヘクタールを 1 ムーといいます。
山田：では次に具体的な質問について，多少まと
まったかたちでご回答いただけるといいと思いま
すが，最初は現段階のデータ，現状によって，中
国経済は良くなりますか，あるいは深刻化します
か。これについての見方についてお聞きしたいと
いうことですね。それから特に具体的な部分でで
すね，今後 5 年の中国経済，特に不動産バブルの
見通しについて，もう少し詳しく聞きたいという
話がございます。それから中国はバブルの崩壊を
経験せず，経済構造転換に成功すると思いますか。
それから 5 年前の話ですが，北京駐在中に町を歩
くと建設途中で放置されたマンション群やオフィ
スビル，店が全然ないショッピングセンターをよ
く見かけましたが，統計上はその増減はどこに出
てくるのでしょうか。民間投資の激減について少
し詳しく知りたいと思います。ですから，中国経
済のマクロの見通しですね，特に具体的には，不
動産バブル的な，不動産の問題であったり，民間
投資が冴えない問題であったりといったことにつ

いてご説明いただければと思います。
田中：まず，バブルの問題ですけれども，バブル
にはいくつか種類があるのではないかと。具体的
には，経済が伸び盛りのときと，停滞を始めたと
きのバブルというのがあると思いますね。日本は
少なくとも戦後 3 回はバブルをやっている。ひと
つは，1960年代半ば，東京オリンピックの直前に
あった証券バブルですね。これはオリンピックの
直前にはじけてしまって，第 1 回山一証券倒産危
機が起こった，割りと深刻なバブルだったんです
が，その後，高度成長が止まったかというと，さ
らに成長が加速していくわけですね。そのときに
国債発行が始まって，今日の日本の財政危機の引
き金にはなりましたけれども，経済成長はその後
さらに加速していった。2 回目のバブルは，ちょ
うど高度成長最終局面のときに起った不動産バブ
ルで，いわゆる列島改造バブルですね。田中内閣
のときの列島改造論，これによって，ものすごい
土地の投機・買占めが起こって，土地価格が跳ね
上がった。ただそのあとで，田中内閣の退陣とと
もに列島改造の計画が放棄されて，全部縮小して
いったわけです。そこで日本がどん底に陥ったか
というと，列島改造のバブル崩壊による不動産価
格の落ち込みよりも，オイルショックや狂乱物価
のほうがはるかに日本へのダメージが大きかっ
た。3 回目のバブルは80年代の後半のバブルで，
これはかなり致命傷だったんですね。では，前の
2 回はなぜ致命傷にならなかったかというと，日
本の経済にはまだそれなりに高い潜在成長力が
あったので，バブルが多少はじけても，経済規模
がだんだん追いついてきて，バブルの後遺症を呑
み込んでいくだけの余力があった。ところが，
80年代の後半というのは，日本の潜在成長力が 3
％くらいにまで落ちていたんですね。そこに 5％
- 6％くらいの成長という，身の丈を倍にしたく
らいのバブルが起って，バブル崩壊後の経済への
悪影響を，もはや高い成長で呑み込むこともでき
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れから金融自由化が進めば，多様な金融商品が出
てくる。まだ中国の金融商品ははるか初歩の段階
ですので，財テクもまだうまくいってないわけで
す。今後，財テクの新商品が現れるとか，業態規
制の自由化が進んでいくとか，そういうふうな日
本で起ったことが中国で起ってくれば，これは
ひょっとすると今とは桁違いのバブルが出てくる
可能性があるわけですね。で，そのときに中国人
の場合だと，日本人よりはるかに投機好きのとこ
ろがありますので，いったん火がついてしまった
場合に，それを抑制することは難しくなる可能性
がある。しかもそのときには，既に規制緩和され
ているので，政府は今のような強力なコントロー
ル能力は発動できないわけですから，そうすると
バブルが抑えきれなくなる。そのときが，日本よ
り大変じゃないかと。今の中国金融は，まだ政府
がガチガチに抑え込んでいて，金融商品が発展せ
ず，金融自由化，国際化はまだ途上ですね。3 次
産業もまだだというような時期ですので，むしろ
これからが要注意です。今後日本の80年代半ばの
ようなバブルの兆しが出てきたときに，早めに日
本が，このままいけば大変なことになると警告し
て，バブル拡大を防ぐ必要がある。かつての日本
は勝手にバブルを起して，勝手に潰れてしまい，
あまり周辺に影響を与えなかったわけですけれ
ど，中国のバブルが潰れてしまうと，第 3 次国際
金融危機を引き起こす可能性すらあるので，絶対
中国にバブルを起させてはならない。日本の反省
も踏まえて，日本がなぜそういうことを起こして
しまったかということを冷静に見て，中国が同じ
ようなことが起ってないか，それこそチェック表
でも作ってきちんと見ていって，いよいよ危険水
域になったなと思ったら，手早く忠告しないと日
本にも跳ね返ってくる大変な問題だと思っていま
す。バブルが起こる可能性は十分にある。ただそ
れはもっと将来に巨大な規模で起る可能性がある
と思っています。それを防ぐのが日本の役割です。

なかった。このため致命傷になったわけです。中
国の場合も，すべてのバブルが致命傷になるとは
限らない。ある程度潜在成長力があるうちは，崩
壊後のマイナス影響を呑み込めるものもあるだろ
うと。ですから，すべてを80年代後半の日本のバ
ブルと重ね合わせて，もうおしまいだと判断する
のは，ちょっと危ないんじゃないかと思っていま
す。
　中国の住宅市場もたしかにひどいんですけれど
も，日本のバブルっていうのは，どちらかといえ
ば，オフィスビルから始まっているわけですね。
なぜオフィスフィルで起ったかといえば，日本は
その当時 3 次産業中心になっていて，東京経済は 

2 次産業から 3 次産業へ構造的に転換していたの
で，2 次産業の跡地の大規模な再開発ブームが
あった。しかも，金融の自由化・国際化が猛烈に
進展していて，個人も企業も，人々の利殖に対す
る関心が一気に高まった時期ですね。NTT株の発
行があったり，時価発行増資があった時代です。
金融機関の業態別規制も自由化されて競争が激烈
になりました。しかもそのとき国土庁が何を考え
たのか，東京のオフィスビルが何十棟も不足する
という，投機をあおるような試算を発表してるん
ですよね。それによってディベロッパーが一斉に
投機に走り出した。このように80年代後半のバブ
ルは，様々な要因からなっているわけです。やは
り日本であれだけのめちゃめちゃなバブルが起っ
た背景，要因というのを，かなり細かく見ていか
なければいけなくて，それに今の中国が当ては
まっているのかどうかというのを，点検しておく
必要があると思います。そうしてみると，中国は
住宅バブルが起っていますが，オフィスビルには
まだ波及していない。3 次産業が未熟なので，こ
れから本格的に 3 次産業が発展してくれば，オフ
ィスビルの需要が激増してくるはずです。そうす
ると上海や北京の工場・倉庫の跡地を高層ビルに
変えるといった需要もでてくる可能性もある。こ
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れども，それは遼寧省が構造的にいちばん遅れて
いる地域だからということなので，そういうこと
を無視して李克強指数を全中国に当てはめてしま
うと，それは大変な誤りなんですね。
山田：次に金融関係なんですけれども，人民元が
最近下がっているわけで，11日は 6 年 6 か月ぶり
の元安水準になりました。当局がいちだんの元安
を容認しているとも観測されますが，どこまで元
安は進むのでしょうか。
田中：これがわかると自分も投機で儲けられると
いうことになるわけですれども，2015年の元安の
初期の状況は，過度な元高の修正局面だったんで
すね。中国は一応，人民元は通貨バスケットを参
考にしていると言っているんですけれども，実際
はドルにばかり人民元をくっつけてきたわけで
す。世界経済の中で，アメリカよりはみな経済は
悪いので，そうするとドルがほかの国の通貨に対
して独歩高になっていました。それに人民元を
くっつけているもんですから，人民元は円に対し
ても，ユーロに対しても，ポンドに対しても，み
んな割高になっていって，それが輸出に非常にマ
イナスに効いていた。それはまずいということで，
本当の意味の通貨バスケット参考相場にするた
め，ドルに対して人民元を若干切り下げたのが，
2015年 8 月のレート改革だったんです。それに
国際金融市場が過剰反応して，元売りを生んでし
まった。人民元は，実質実効為替レートで割高に
なっていると中央銀行は考えていますので，ユー
ロ・ポンド・円との関係を見ながら，人民元レー
トを調整しています。元安というのは，そういう
調整局面なのです。ただ一旦そうなると，人民元
は投機筋に狙われやすくなっていくので，当局が
意図した以上に下がってしまうこともあるわけで
すね。このように人民元は投機の対象になってき
ているので，先が読めなくなっています。ですか
らこれからアメリカのトランプ新政権の政策がど
うなるのか，さらに利上げがどれだけ進むか，中

　民間投資の激減についてなんですけれども，業
種別に見ると，やはり生産能力の過剰が影響して
いるんですね。鉄鋼，石炭，金属製造業，風力発
電，太陽光発電，板ガラス，そういうところにけっ
こう民間も入り込んでいます。例えば小規模炭鉱
は民間も多い。東北地方の民間で生産能力の過剰
投資を行ったところが軒並みやられていて，東北
を中心に設備投資などとてもできる状況ではあり
ませんので，そこにある金属系・資源系の業種を
中心に急激に投資が落ち込んでいる状況です。
山田：なぜ東北がこれだけ悪いのでしょうか。
田中：やはり東北というのは，旧態依然たる産業
構造なんだと思うんですね。かつての計画経済時
代の頃は，東北というのは模範的地域だったわけ
ですけれども，それだけに重厚長大産業に依然特
化している。南のほうはどんどんと 3 次産業が発
展してきて，金融も発展し，多様な産業構造になっ
ているわけですけど，東北というところは，あま
りに計画経済時代に優等生であったために，構造
転換がもっとも遅れてしまった。日本でも夕張炭
鉱とか福岡の産炭地域がなかなか転換できずに苦
しんだわけですけれども，中国ではまさにそうい
う部分が東北に集中している。ですから，「李克
強指数」といって昔，李克強が遼寧省にいたとき
に，電力消費・鉄道貨物輸送と銀行貸出の 3 指標
で経済判断を行ったことがあり，それはたしかに
遼寧省が遅れているから，それにぴったりあうわ
けですよね。鉄道の輸送対象はほとんど石炭とか
鉄鉱石しかないし，鉄鋼・石炭産業は電力を使い
まくるわけですし，金融は銀行貸出しか発達して
いませんので，そういうところは 3 指標さえあれ
ば十分なわけです。2015年の夏に，国外シンクタ
ンクが李克強指数を用いて行った試算によると，
中国の本当の成長率はせいぜい 2％か 3％だと言
われていたんですけれど，そのときの遼寧省の成
長率がちょうどそれくらいだったんですね。だか
ら遼寧省経済は，ぴったり李克強指数なんですけ
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　その中で，実は相当貸出を増やしているのでは
ないかといわれているわけですね。6 頁のところ
を見ていただくと，いちばん下の人民元の貸出が
13％増となっているんですね。2009 - 10年の金
融大幅緩和の時期は20％以上増えていましたか
ら，それに比べたら13％なんて大したことない
じゃないかと思われるんですけど，実はこの人民
元貸出の統計が，15年と必ずしも同じではありま
せん。これまでは国有銀行が，国有企業と地方政
府に対して相当貸し付けていたわけですね。それ
は人民元の貸出の中に入っていたわけですけれど
も，今度地方政府が，地方債を発行して資金を調
達して，それを銀行に返しているわけです。他方
で銀行は地方債を買っているわけですけれども，
そうするとかつての貸出が地方債発行で返されて
いるので，その分の貸出が縮小するわけですね。
ところが地方債を買った分というのは貸出統計に
は入っていないので，そうすると人民元貸出統計
からは剝落していくわけです。つまり，地方債を
発行した分だけ，大幅に貸出統計が減らなければ
いけないはずなんですが，そこまで減っていない
ということは，かなり貸出が緩んでいて，それが 

8 月の住宅価格の再高騰につながった可能性があ
ります。
　それから債権の証券化という話が出ております
が，それは賛否両論あるんですね。安易にやって
しまうと，またゾンビ企業を延命させてしまう可
能性があります。また株式市場にゴミのような株
式が入り込んでくると，株式市場の信頼性が失わ
れて，ただでさえ15年より脆弱になっている株式
市場の不安定性が増すことになります。2016年 5 
月の人民日報に掲載された「権威人士」インタビ
ューでも，慎重にやるべきだと指摘されており，
慎重に進めていくしかない。債務の株式化は朱鎔
基時代もやりましたし，今回もやるとは思います
が，それが最終的に株式市場を混乱させてしまう
愚を犯さないように，慎重にやっていくのではな

国はこれからGDPが四半期ごとにどれくらい伸び
ていくか，ということ次第で激しい投機が起こる
と思いますので，ちょっと先は読みにくいところ
ですけれども，人民元は趨勢的にはちょっとずつ
下がるくらいが，今の実質実効為替レートの状況
では自然ではないかというのが，市場関係者の見
方です。
山田：それから資料の13ページですか，企業の三
角債，資金チェーンの断裂の蔓延を防止するとい
うところがございますが，三角債の断裂はすでに
始まっているのでしょうか。それから蔓延を防止
するために，従来はマネーストックを過剰に供給
してきましたが，今後も同様なのでしょうか。そ
れともなんらかの形で証券化するのでしょうか。
こういうちょっと新しい質問です。
田中：三角債というのは，90年代の中ごろに 1 回
蔓延してるんですね。国有企業の間で，お互いに
借金しまくって，返せないので，三すくみ，四す
くみになってしまった。みんなお互いに借金を抱
え，一方では債権も抱えていて，お互いに返せな
くてにらみ合いという状態があったんですね。そ
のあと朱鎔基副総理が三角債の大整理を行って，
それで彼は名を上げて総理まで上り詰めていくわ
けです。国有企業は国有部門の一部であり，計画
経済時代は貸し借りもなく，企業間で直接モノが
動いていた世界でしたので，そこに突然金融の概
念を導入しても，借金の踏み倒しとか延滞が起こ
りやすいわけです。今，ゾンビ企業といわれる生
産能力過剰な企業は，国有企業の中に多く，そう
いうところは今は生産を減らして，設備投資も制
限されているので，運転資金がうまく回っていか
なくなっているわけですね。そうするとお互い同
士の支払いも難しくなるので，そういう意味で三
角債なり，資金チェーン断裂は起りはじめている
と思います。だからこそ企業の債務率がじりじり
高まっており，これは当局も大変な問題だと思っ
ているわけです。
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ドができるわけです。その兼ね合いも考えると，
「一帯一路」というのは，言われるほどどんどん
進んでいく感じではないんじゃないかなと思って
います。
山田：それから社会問題との関わりですが，様々
な格差の是正のための再分配，たとえば相続税の
ようなものを考えたりということはありますか。
田中：中国では相続税というのは，遺産税という
言い方をするわけですけれども，私が北京に駐在
していた96年–2000年の頃にすでに遺産税法の草
案というものが出来上がっていました。財政部は
その頃から，遺産税の立法化を進めなければいけ
ないと言っていたんですね。日本は累進性の高い
相続税と贈与税があるため，子供・孫とボンクラ
が続けば無一文に戻ってしまうという仕組みに
なっているんですけれども，中国にはそもそも相
続税がないことによって，結果的にはまるまる遺
産が子や孫に受け継がれるわけです。そういうこ
とをやっていると貴族階層というのが出てきて，
社会の固定化が進んでしまうということになりま
す。これは社会主義国家として許されることなの
かという根本的な問題があるので，おそらくゆっ
くりながら導入への検討が進んでいくんじゃない
かと思います。ただ最大の問題はおそらく，中国
では資産の把握がちゃんとできないということが
あると思います。隠し資産があまりにも多すぎて，
それをきちんと把握できなかったらそもそもダメ
ですから，そういった架空名義預金なり，名義が
複雑に分散した不動産などを全部見つけて名寄せ
して，厳しく累進税率をかけられるような税務体
制作りをしなければいけない。その前段階として
の不動産税もまだ本格導入されていないという状
況ですから，まず不動産税を入れて，資産評価の
きちんとした仕組みというのを作り上げて，次の
段階に移っていくというような手順となりそうで
す。相続税導入までは，ちょっとまだ時間がかか
るのではないかと思いますが，私は中国に対して

いかと思います。
山田：はい。それから，国際経済とも関わる部分
で，中低速経済への転換は，一帯一路政策を減速
させるのか，あるいは逆に，過剰生産能力の掃出
しという形で加速されるのでしょうか，というこ
とですね。
田中：「一帯一路」については，ものすごくプラ
スに評価する人と，これはやっぱり幻想ではない
か，現代の蜃気楼である，という人がいるんです
ね。たしかに大風呂敷を広げ過ぎたということは
あると思います。もともと胡錦濤時代からそうい
うことをやっていたわけですね。連雲港からロッ
テルダムにかけての経済ルートを開拓するとか，
あるいは中国がインド洋からアフリカにかけて，
あちらこちらに海洋進出拠点を作っていくという
ことをやっていたわけです。ただそのときは，「一
帯一路」という銘は打っていませんでした。銘を
打つと，中国が攻勢に出たと周辺諸国が警戒して
しまう可能性があるので，前体制ではネーミング
には慎重だったといわれます。ところが，今回は
ネーミングしてしまったので，何かすごいものが
始まるように見えますけれども，そう簡単ではな
いだろう。海のシルクロードは中国と領土・領海
で対立している国がずっと連なっていますし，中
央アジアの方もロシアの影響下の国がずらっと並
んでいますので，そういう国が全部中国になびい
ていくという単純な構図ではないと思います。た
だ，どちらにしても中国は過剰生産能力を抱えて
いますので，大きなインフラ建設協力の契約を結
んで，そちらのほうに過剰生産能力を振り向けて
いく，生産能力を途上国に投資して，リストラの
圧力・苦しみを緩和するということはあると思い
ます。ただ，インドネシアの新幹線がうまくいか
なくなってきているというように，あちらこちら
で問題が発生していますし，ましてや周辺との関
係が険悪では，協力なんてできるはずないので，
やはり周辺との関係が安定してこそ，シルクロー
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強い。習近平総書記はどちらかといえば，改革派
プラス保守派や左派とか，いろんな人たちとのバ
ランスを取って喋っているところがあるので，そ
ういうところにずれはありますね。それが根本的
なずれなのか，あるいはそういうふうにバランス
を取って喋っているのかというのは，これからⅡ
期目になったときに，習近平総書記がどれくらい
本気を出して改革をやるかというところを見ない
とわかりません。
　それから李克強総理と習近平総書記の関係が仲
が悪いかというと，やはり政策面とかで齟齬も
あって，しかも大事なところで自分がやらせても
らえない。例えば，5ヵ年計画の党中央建議案も，
本来は総理が組長として起草するものなんですけ
れども，2015年は組長をやらせてもらっていない
わけですよね。習近平総書記が起草組長となり自
分でやってしまって，李克強総理はトップとして
起草させてもらえなかった。そういう意味で，力
を発揮できない，不満があることは確かだと思い
ます。それから党人事が始まると，やはり李克強
総理としては，共青団の人たちをできるだけ引き
上げるために，頑張らないといけない立場にあり
ますから，そういう意味では人事面での確執とい
うのも，どうしても避けられないと思います。た
だあまりそういうものと，経済政策面で対立があ
るということとは別に考えなければいけないので
あって，人事抗争とか政治的な問題と経済政策面
での違いというのは，直ちにはリンクしていない。
だから経済政策の方で，あまり細かなものの言い
方の違いを強調しすぎると，両指導者の経済政策
ブレーンは，似たような人たちがけっこう仕切っ
ている部分もあるので，かなり経済政策がゆがん
だ形に見えてしまうんじゃないか。そこは気を付
けたほうがいいと思っています。
山田：次は趙さんへの質問ですが，大雑把に分け
ると，四つくらいの項目になります。時間の関係
上，その四つにしてですね，お話を申し上げます

は，やるべきだと常々言っております。
山田：田中さん，最後の質問ですが，経済対策の
責任者である李克強首相の地位に不安はありませ
んか。罷免されるような恐れはないか，とこうい
う質問です。
田中：これは，中国は一寸先は闇なので，わかり
ませんが，ただ10年前はですね，温家宝総理がク
ビになるとずっと言われていたんですね。温家宝
が全人代の常務委員長に格上げになって，事実上
更迭されて，呉邦国が後任の首相になるという情
報が，10年前は飛び交っていました。それぐらい
にこの時期っていうのは，怪情報が飛び交うんで
す。特に香港あたりから出る。今の時期に「誰々
が抜擢される」なんていう情報がいちばん危ない。
だいたい最初に名前が挙がった人間は，寄ってた
かってスキャンダルを暴かれ，つぶされてしまう
ので，ライバルをつぶすために反対筋から抜擢と
いう情報が香港紙あたりに出てくることもありま
す。そういう意味であまりそういう情報に惑わさ
れると，あっという結果になってしまうので，冷
静に見ないといけないと思います。
　ただ，李克強総理が，たしかに温家宝のときと
比べて，総理としての経済政策への指導権限が弱
く，かなり習近平総書記に経済政策の権限が集中
していることは確かだと思います。ただそれは，
改革とか構造調整が難しい局面に来ているので，
総理の力だけでは無理なんですね。党が決定して，
党がある程度主導的にやっていかないと，岩盤ま
で来た構造改革というのは，総理の力だけでは突
破が無理であることは確かなので，やむを得ない
ところがあります。ですから，習近平総書記に権
限が集中していくこと自体は，あながち間違って
いるというわけではありません。
　それでは，李克強総理と習近平総書記に政策の
違いがあるのかというと，微妙なところはありま
す。たしかに李克強総理のほうがより改革派のブ
レーンが多いし，改革派のほうに耳を貸す傾向が
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手にやっちゃったということです。例えば今のロ
シア，私たちは自然になんとなくアメリカ，中国，
ロシアだと，3 番目にロシアをつけるでしょ。今
トランプ政権になって，多くの論評がこれから，
トランプは米露の協調をやるんだと，そういう論
調も出ているんですね。ロシアはパワーからは今
は，武器は持っているけれど，経済は全然ダメじゃ
ないですか。でも，なんとなく，ロシアだと。歴
史と文化，過去の経緯というのがある。人間の意
識が働くから，だから歴史と文化，過去の経緯が
ものを言う重要な要素です。
　もう一つ，おそらく言えることは，その国が国
際社会で，独立自主でやっているのかです。どう
見ても毛沢東が怖いと，勝手にやるんだと，だか
ら毛と秘密交渉をしないと，1972年にニクソンは
北京に行きました。日本の外交の話を例に挙げて
みれば，安倍さんはすごく頑張っているけれども，
安倍さんは誰のために頑張っているんですか。国
際社会から見ると，アメリカのアジアでのプレゼ
ンスのために安倍が先頭に立って頑張っているん
です。これじゃあ，いくら頑張っても日本が大国
の一つには数えられません。アメリカのために頑
張っているから。中国にとっても，日本よりもア
メリカを相手にすれば済むことになります。日本
政府はこれから日本のために頑張ってください。
「アメリカ第一」とトランプさんは一生懸命叫ん
でいます。日本も日本第一で頑張ってもらいたい。
　次は南シナ海の今まで航行の自由の問題につい
てですが，南シナ海にはいま航行の自由が害され
ているんですか。戦後から，ベトナム戦争のとき
でも航行の自由がありましたね。今でも完全に自
由です。でもどうしてそれが今話題になっている
んですか。もちろんそれは大国の思惑で争われて
いるから，米日対中国でプレゼンスの争いを繰り
広げているからですね。そこで初めて話題になっ
たと思います。
山田：次は領土の問題です。ひとつは，端的に要

ので，まとめたかたちでお答えいただきたいと思
います。最初は，いわゆる中国の国際的な立ち位
置といいますか，そういう部分ですね。そもそも
大国の定義は何ですか。大国を定めた国際法があ
るのですか。国土が広ければ大国なのですか。先
験的に大国を置く論理は根本的におかしいのでは
ないですか。次はグローバルコモンズとしての南
シナ海の航行の自由の原則を中国は尊重すべきで
す。これは国際条約の規定で明らかです。いかが
でしょうか。
趙：ありがとうございます。大国ってどういうも
のですかって，実は私はさきほどの話の中でも，
話をしました。それはただパワーで測るものでは
ないです。国際法上のきまりは当然ないですね。
定義も確かに難しい。歴史的に事実から見るしか
ない。歴史の流れから見ると，かつての列強と呼
ばれていた国々が大国でしたね。戦前は一時日本
が大国でした。その象徴的な出来事は，第一次世
界大戦が終わってからのパリでの戦勝物の山分け
のときですね，日本は山東省のドイツの権益を全
部日本のものだと，他の大国はそれを認めた。要
はそれは日本が当時はこのグローバルの世界で
は，大国の一つと国際社会から，イギリス，フラ
ンスを中心とする国際社会から認められた。要は
国際社会から認められたというものが一つ条件で
すね。そして国際社会の誰に認められたらいいで
すか，結局国際社会の大国に認められればいいで
す。それが一つの条件，または基準になると思い
ます。さらに国際社会の大国の誰，国際社会の大
国の大統領か首相か，要は人間がやることですよ。
先ほどあの1950年のアチソンラインとトルーマン
声明を挙げました。私はアチソン国務長官とトル
ーマン米大統領は，無意識のうちに中国を東アジ
アの大国としてこれから台頭するんだ，その前に
もってちょっと少し権益，悪い言葉でいえば縄張
りを決めておけばいいとしたと見ています。別に
中国は求めていない。トルーマンとアチソンが勝
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米国が日本に施政権しか渡してないんだから日中
で交渉しろと言いながら，尖閣の防衛に日米同盟
が適用されるとも言っています。でも，北方領土
に対しては，それは日本の領土ですと，ソ連今ロ
シア，返してくださいとそういう立場です。ただ
し，この領土が日本領土だ，日本が主権を持って
いるんだとアメリカは言いながら，日米同盟が北
方領土には適用されないとも言い続けています。
山田：領土問題，領海問題の解決は，法規より国
の総合実力だと思うかどうか。
趙：総合実力をどうやって理解すればいいかだ
な。現に，中国という国は，建国してから70年に
もなろうという歳月の中で，武力で領土問題を一
つ一つ解決してきたことをやっていないという事
実があります。実力を言うなら南シナ海あたりで
は，100％の実力を持っているんですから，周り
は全部小さい国です。例えばフィリピンが実効支
配している島をすべて取り戻すんだと，中国はフ
ィリピンと激しく言い争っていたときでもそれを
やっていないです。領土問題について現状維持或
いは譲り合うことによる解決は，中国の今までの
領土外交の記録です。
山田：それから，世界を驚かせたトランプ当選で
すけれども，トランプと日米関係について，これ
がひとつですね。それから中国のトランプ対策，
もしくは，トランプ政権に対して中国はどういう
ケアをとると考えられるかという話ですね。それ
からトランプ政権の誕生は日中関係にどんな影響
を与えるか。基本的にはトランプ政権として中米
関係，日中関係，日米関係こういったことですね。
それから最後にですね，今月10日トランプの安全
保障担当上級顧問のジェームス・ウールジーが香
港サウスチャイナ・モーニングポストに要するに
ドナルド・トランプのもとでですね，アメリカは
中国の勃興を受け入れる。ただし，その前提とし
て，それが現状を変更する，現状にチャレンジす
るものでないという前提である。という原稿を寄

は尖閣は中国領ということでしょうか。それから
アメリカが日本の北方領土返還を応援してくれる
んでしょうか。もうひとつは領土領海問題の解決
は，法規より国の総合実力だと思うのですがいか
かがでしょうか。
趙：まずは尖閣についてですけれども，中国には
中国の弱みがあります。どこが弱みか皆さんもご
存知なことです。
　私は先ほど言いました。日本の官僚は1895年の
秘密閣議をやってから，そのあとはそれを忘れて
しまったのね，秘密のままで。半世紀になってし
まったんで，日本の官僚のミスです。今の中国も
同じです。1949年，国ができてから，初めて対外
声明で尖閣の主権を主張したのは，1971年の12月。
要は，ほぼ20年くらい忘れたんです。
　中国の外務省が，一時外交文書の公開というの
をやっていて，それを細かく調べてた人がいまし
た。1951年，サンフランシスコ講和条約の前に，
中国外務省の 1 人の外交官が，書いたメモがあり
ました。中国が講和会議に参加する場合どういう
立場をとるかについて検討に要する事項を並べた
メモでした。日本でも紹介された。そこに出てい
る話は「尖閣の領有権を主張すべきか」という一
筆の問題提起でした。日本でも数年前に報道され
ると，その後に中国外務省は文書の公開をやめま
した。中国外務省はこのメモが中国にとってマイ
ナス材料だと考えたでしょう。実際はプラス材料
ですね。つまり建国当時，新中国の新外務省も尖
閣のことを知らない，忘れているということでは
なく，外交官の 1 人はメモを書いたんです。後に
中国は講和会議に参加できないことがわかって諸
事項の検討をもやめ，次第に尖閣のことを忘れて
しまったということです。
山田：アメリカは日本の北方領土返還を応援して
くれるか。
趙：応援しています。アメリカは面白いですね，
尖閣については，日本の領有権主張にはノーだと，



（35）

リカ主導の国際秩序が中国を受け入れていないで
すから，中国も好きなようにやるよと，国際秩序
の改善を進めるよというものでした。
　それに対してトランプさんはじゃあ，全面的に
受け入れる。要は中国の政治体制，中国のいわゆ
る人権どうこうのいろいろな問題にもううるさく
言わない。受け入れる。代わりにアメリカの利益
を尊重してと。要は現状変更を企まないでという
話です。維持しようとする現状は，アメリカの利
益，具体的にはアジアでのプレゼンスでしょう。
アジアでのアメリカプレゼンスをどこまで認める
かって話になるから，アメリカとの関係が敵対関
係でなければいいわけですから，中国はアメリカ
と敵対しない。逆に当然アメリカは中国と敵対し
ない。米中はそんな関係の形成を模索することに
なるでしょう。
　結局どうなるかは，私は米中1972年体制に戻る
だけになると見ています。日米同盟が，反中国の
同盟ではないと，当時ニクソンは毛沢東に約束し
ました。ヒラリーのこの間でのやることなすこと
が日米同盟をほとんど反中国の色につけていって
しまったので，おそらく彼女も意識していないう
ちにやったんですね。安倍さんがやってきたこと
でもあって，日米同盟を反中国の同盟にしていっ
ています。
　日中関係の問題は，私の認識では，歴史認識問
題は基本的に解決しました。むしろ安倍が解決し
たと。70周年の「安倍談話」は嫌々ながら侵略，
植民地支配，お詫びそのキーワードを全部言いま
した。これからまたもひっくり返されることはな
いでしょう。安倍も認めたんですから，次に誰が
またもそれをひっくり返しますか？　日本の政治
家はもう二度とそういう不毛な論争に挑まないで
しょう。尖閣もそうで，私はむしろ基本的に解決
したと思います。今の現状ですね。今の現状から
もうちょっと中国側がね，公船の巡回を減らして
いくとか，それで今のままこれ以上のもめごとが

稿していると。これは米国側からのG2の提案と
考えることはできるでしょうか。以上です。
趙：まず，アメリカ新政権と日米関係について，
安倍首相は今頑張っています。私の観察は，今ま
でトランプさんの口から出てくる言葉を見て感じ
たことで，安倍さんが一生懸命同盟，同盟，同盟
を説いてきたけれど，安倍さんに答えるとき，ト
ランプさんは「同盟」を一言も言ってないですね。
それは安倍さんとの電話や会見の場合でもそうで
した。ただ，パートナーシップだけを言っていま
した。彼は同盟意識が薄いかな。アメリカという
国は用語使用上，一貫してまず「同盟国」を大事
に語り，その次は，パートナー関係の国を大事に
し，その次は何のパートナー関係もない国に対し
てどうするかを言います。トランプさんはたしか
に変わっている人だな。同盟意識が薄いですか。
これからどうなるかって，日米関係はけっこうそ
れによっては，影響されます。彼の同盟意識は，
おそらくアメリカが金を払って，あなたたちを遊
ばせているようなものがあるから，日韓に対して，
金をくれよとそういう駆け引きを考えているんで
すよね。
　米中関係の場合は選挙中，中国人はほぼトラン
プ支持でした。トランプもわかっているんです。
なぜならば中国人はヒラリーが嫌いです。すごく
簡単なことです。深い考えとかを持っているわけ
ではないです。
　中国政府については，前述の香港サウスチャイ
ナ・モーニングポストに出ているトランプの安全
保障担当上級顧問のジェームス・ウールジーの発
言：「ドナルド・トランプのもとで，アメリカは
中国の勃興を受け入れる。ただし，その前提とし
て，それが現状を変更する，現状にチャレンジす
るものでないという前提である」。要は，中国を
普通の国という意味で全面的に受け入れる，認め
るというものです。
　今まで中国側が繰り返し言っている話は，アメ
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た。私は初めてこんなことを経験した。あら？　
俺の番かと。3 年前に朱先生，1 年前に神戸大学
王柯先生，それからいま俺の番かと思っていたん
ですね。それから日本に戻ってからは，初めてわ
かったことは私は 3 番目じゃなかったんです。む
しろ戻ってからは本当に次から次へと私と同じよ
うな体験をした人たちが，私に尋ねてきて，泣き
ついてきた人もいるんです。これは大変深刻な問
題です。多くの在日の中国人教授たちは経験しま
した。ただし多くは時間が短かったから，1 日，
2 日，3 日で終わりでした。私の場合は長くなっ
ていて，メディアにばれてしまって，報道されま
した。朱先生，王先生も同じです。何でこんなこ
とが起こっているかってね。
　私たちはみな「調査協力」という名目で豪華な
居場所に連れられて行ったのです。牢屋ではな
かったのです。要は「調査協力ですから，問題な
く終わったので，帰りなさい」ということでした。
日本だったら，起訴ができそうでなければ警察は
手を出さないですよね。中国では「まず調べてみ
る」，要は「調査協力」でやってみようとしていて，
その結果，私のような在日中国人教授たちの多く
はこのような調査協力を経験してしまいました。
このことは，中国にとってたいへんなマイナスイ
ンパクトをもたらします。大学教授たるものは，
偉い者ではないがメディアに話題になりやすく，
身に何かがあったらあっという間に日本中，世界
中に伝えられていきます。しかも教授が白，拘束
側が黒と普通の人たちは疑問なくそう決めつけて
しまいます。したがって大学教授たちに「調査協
力」とかを気軽にやるなと，私は中国大使館にも
意見しています。
山田：経験談ありがとうございました。だいぶ時
間オーバーしましたが，今回の現代中国公開講座
はこれで終わりにさせていいただきます。ご清聴
ありがとうございました。（拍手）

もうあり得ないですから。歴史と領土問題の二つ
の厄介なことは実際はすでに解決しました。
　残りは，いちばん重要な問題は，日米同盟が反
中同盟ですかという問題です。これはいちばん重
要な問題で，前述のトランプさんのブレーンの一
人の言葉は，これから政策になるかどうかはわか
らないけれども，この線でいけば「ニクソン約束」
に戻ることになりますね。日米同盟は反中同盟で
はありません。中国は日米同盟を受け入れると。
1972年当時毛沢東はそれを受け入れて「日米同
盟解体」のスローガンを下ろしました。
山田：トランプ氏と日中関係については……。 

趙：日中関係はもう安倍さん次第ですね。日米同
盟が反中同盟の色彩が強くなっていっているの
も，ヒラリーによっているだけじゃなくて，主役
は安倍です。オバマによるのでもないでしょう。
安倍が一生懸命引っ張ってるんであって，それに
ついては，今は確かに安倍がリーダーシップを発
揮しています。アメリカがリーダーシップを発揮
しているんじゃなくて，日本がリーダーシップを
発揮しています。でも日本が発揮しているリーダ
ーシップは，日本の外交の自主独立，日本のアジ
アでのプレゼンスの強化でなくて，アジアにおけ
るアメリカのプレゼンスの強化のために，日本が
リーダーシップを発揮して一生懸命頑張っていま
す。日本はそんなに頑張らなくていいじゃないで
すか。日本もトランプの如く「日本第一」で，自
主独立でやり始めたら，自然に日米同盟が別に反
中同盟じゃなくなっていくんですから，日中関係
が改善されることになると思います。
山田：だいぶ時間も過ぎてしまいましたが，最後
の一問はですね。簡単にはお答えできないと思い
ますが，複数の方から。趙さんご自身のこの春先
（2016年 3 月）にですね，中国でちょっとありま
したが，その件につきまして，ご説明をいただけ
ないかと。
趙：皆さま，本当にご心配ご心労をおかけしまし


