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第 17 回講義                                  2016 年 10 月 1 日 

「日米中関係の行方」 

                              東京大学大学院総合文化研究科                

教授  川島 真 

はじめに、 

最近日本でもよく話題になりますが、中国はこれまでに大変大きな躍進を遂げました。今や中国の 

GDP は日本の約 2 倍に達しました。世界第二位が中国で第三位が日本です。ただ向こうは人口が 10 倍

です。一人当たりの GDP は日本が 4 万ドル、中国は 8 千ドルぐらいと言われております。彼らは先進

国の集まりである OECD には入りません。先進国が負っている責任を自分達は負うつもりはないと言

っています。先進国としてではなくて大国としての責任は負うと言います。世界の平和と安定に寄与す

ると言います。 

 先日 G20 が杭州でありました。一日目の会議は米中首脳がにっこり笑って握手しました。パリ協定に

サインしたのです。二日目はお互いにらみ合いました。これは南シナ海の問題です。この米中の首脳会

談の二つの違い、つまり世界の環境とか気候とかそういう問題ではにっこり笑い合いながら、東アジア

の南シナ海の安全保障問題ではお互いに睨みあう。これこそが現在の米中関係の基調になります。つま

り留意すべきは、グローバルな世界では中国は歓迎されているところがあります。しかしながら中国は

東アジアにおいては、自身の手の届く範囲ではやりたいようにやる方向にあります。主権や安全保障の

問題で習近平は一切譲歩しない方針です。アメリカは東シナ海、南シナ海に面した同盟国のために、中

国に対して二日目は怒ったのです。アメリカは世界全体を見ていますので、その一部である東アジアで

は中国と喧嘩をします。 

しかし地球全体で中国と喧嘩をしている訳ではありません。ここが米中関係の難しい所です。中国は

現在、経済面で発展がやや止まりつつあります。長い間 10%近い成長をしてきましたが、恐らくこれか

らは 5－6%或いはそれ以下の成長になります。しかし中国は一人当たり GDP がまだ 1 万ドルに行って

いない状態で安定期に入っています。また、経済発展に伴って社会が大分多様化してきました。習近平

はかなり強く国内を弾圧しています。メディア統制、言論統制をやっています。内政の安定、共産党一

党独裁の維持、これがなかなか難しく成りつつあります。と同時に外交の面で言うと、中国は世界に出

て行く、あるいはアジアの中でトップになりたいと思っています。その中国で今一番大きな問題は仲間

です。お金の関係で付いて来る国があるだけであって、所謂理念等を共有する同盟国が在るわけではあ

りません。これが中国の外交上とても大きな問題になっています。 

 アメリカという国は良しにつけ悪しきにつけ一応同盟国が沢山あります。そうした意味ではアメリカ

の強さはアメリカだけではなく、日本も含めた同盟国が支えている事が大きな支持の母体になっている

ということに気付かされます。 

 日米関係は随分と雰囲気が変わりました。2012 年に安倍総理がトップになった頃保守的な安倍政権

とリベラルなオバマ政権では政策の方向性があまりにも違い、お互いに合うはずがないと思われました。

その後、オバマ政権がアメリカの中で嫌われ、批判され、更に外交でも種々失敗する中で日本だけがア

メリカを支持し続けている事にオバマさんが気付くのです。そうして安倍オバマの関係は従来よりも数

段良くなりました。そして昨年のアメリカ議会における安倍さんの演説に繋がって行ったということが

あります。 

 2016 年にはアメリカの新しい大統領が生まれ、2017 年には中国の次のトップ７が決まります。習近

平、李克強は残りますが、その他 5 人の中央委員が代わります。2018 年には、このまま行けば安倍政

権が終わります。この数年の間は今後の東アジアがどうなるか、あるいは日米中関係がどうなるかとい

う事がポイントの時期です。中国からは今日本に対して大変なラブコールが来ています。2017 年の日

中国交正常化 45 周年、2018 年の日中平和友好条約 40 周年、ここを転機にして日中関係を好転させよ

うと中国がこの一月二月に言い出しました。安倍政権はまだ知らぬふりですが、どうなるか判断が難し

い状態です。 
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日米中 3 カ国のイメージは今なかなか難しい所に来ています。日中関係は緊張している。日米関係に

は不安材料がある。米中関係では、アメリカは中国に厳しいようですが、意外にグローバルにはアメリ

カは中国を信頼しつつあります。東アジアでは米中関係は厳しいようですが、実はアメリカと中国は

様々な協力をしています。ではこの事態をどのように位置づけ、これからをどう考えたらよいのでしょ

うか。 

 

１．歴史的な日米中関係 

 1989 年に冷戦は終わりました。ベルリンの壁は崩壊し、そして EU が出来ました。西ヨーロッパと

東ヨーロッパの資本主義と社会主義の対立は名目上無くなりました。では何故東アジアではそのような

現象が起きなかったのでしょうか。38 度線、南北朝鮮、そして台湾海峡は現在に至るまで境界線です。

このような対立は 1950 年 6 月 25 日に始まった朝鮮戦争以来です。これからの 10 年間に起きる事は、

この境界線が動くかも知れないということです。 

 実は 1950 年１月朝鮮戦争の始まる半年前ですが、アメリカの国務長官アチソンという人がアチソン

ラインというのを言っています。アメリカはどこを防衛するかを明言しています。対馬海峡から沖縄の

西を経て台湾の東に抜けるライン、ここをアメリカは守ると言っています。つまり「朝鮮半島南部や台

湾は守るつもりが無い。」とまで言った、と取られてもしょうがないような話を言ってしまいました。

それを聞いて金日成は南へ攻め込んだ、という研究者が居るぐらいこのスピーチはショッキングでした。 

 中国は韓国に配備されるサツドと呼ばれるミサイル防衛システムに対して、強い危機感を持って反対

しています。米韓同盟に基づいて、アメリカのミサイル防衛システムを韓国に配備することに北京が猛

烈に怒っています。韓国は徐々に中国側に来ている、と中国は思っています。香港については完全に民

主化を抑えていて、台湾は金門島辺りは徐々に中国の影響下に入って来ています。つまり東アジアに出

来ていた 38 度線と台湾海峡という境界線が、徐々に変わってきているのです。 

 日本は 1950～1953 年の朝鮮戦争のさ中、サンフランシスコ講和条約で国際社会に復帰、同時に日米

安保条約締結、そして基地の継続使用を認め警察予備隊を作って一定の軍事力を持ち、更に自衛隊へ強

化されました。この朝鮮戦争の中で出来た東アジアの枠組みが現在も生きています。 

 1950 年代の出来事のもう一つは、1949 年 10 月 1 日に中華人民共和国が出来、社会主義国が誕生し

ました。中国はその後 10 年間ソ連と同盟関係を結びました。実は中国はアヘン戦争以来の近現代 150

年の歴史の中で、同盟国を持ったのはこの 10 年間だけです。しかし 1959～62 年に中ソは対立します。

当時の中国は海軍力も空軍力も殆ど持っていません。人民解放軍はやがて台湾を開放したいと思ってい

ますからソ連から力を借りる必要がありました。又、毛沢東政権は大変貧しい政権でしたので、スター

リンの支援を得て国作りをしました。ところが 1959 年に「原爆のサンプル問題」が起こります。中ソ

合同で核兵器の開発をしていたのですが、毛沢東がソ連に対して原爆の現物サンプルを要求します。そ

の時ソ連側がそれを受け入れる条件の一つとして「中ソ合同の潜水艦艦隊」を作る事、中国は実際には

潜水艦を持っていませんから事実上ソ連の潜水艦部隊を「中ソ合同部隊」とする。この艦隊は中国の港

を自由に使える、中国の沿岸部の無線電信も自由に使えるというものです。それは事実上中国沿岸部の

港湾、無線をソ連が自由に使うという要求でした。毛沢東はそれに非常に強い反発をします。そして北

京に沢山住んでいたソ連の顧問団を国外退去にしました。これが中ソ対立の始まりです。この中ソ対立

が終わるのは天安門事件の少し前、1989 年のゴルバチョフの時です。 

つまり中国という国は、何とかイズムとか何とか主義よりも、国土とか主権とか領土を重視するので

す。このような外交は時々見られます。毛沢東の時代、その前の蒋介石、更に前の袁世凱、どんな同盟

関係があろうとも自分を侵略しようとすれば非常に強く反発する、このロジックはとても強い。彼らが

持っているアヘン戦争以来の歴史のイメージ、“自分達は何時も攻められてきた。”これは今現在も払

拭されていません。 

2000 年代の半ば、2006 年から 8 年の頃です。中国は強くなりつつあるからもっと大らかに、そして

もっと発展しようというグループと、大らかにはなれない、強くなって昔取られた分は取り戻してやる、

強い国は強いなりに振舞うべきだとするグループの争いがありました。当時の胡錦涛、温家宝政権はど
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ちらかというと前者だったはずです。 

その中で日本という国は歴史や領土の問題で一番面倒くさい存在なのです。日本には厳しくすべきだ、

と言うのが強くなりたいグループの主張です。大らかに行くべきだとするグループからすると、日本こ

そおおらかに対処すべき相手。昔戦争があったが経済面で協力できると思うわけです。2006 年、小泉政

権から第一次安倍政権へと代わりました。中国はすぐに安倍さんを呼んで戦略的互恵関係を組みました。

2007 年、温家宝総理が日本にやってきて 4 月 12 日に日本の国会で演説をしました。大変日本に対して

好意的な良い演説でした。日本の歴史への取り組み、中国への経済協力などを温家宝が高く評価しまし

た。しかし当時の日本は一年おきに総理が交代する頃でしたので、中国側の働きかけに殆ど応ずること

が出来なかったのです。その中で胡錦涛、温家宝の大らかで行こうとする路線が、相撲で言えば寄り切

られて行きます。2008～９年だったと思います。 

2008 年 12 月 8 日 13 日、福岡で開催された日中韓サミットの 5 日前ですが、象徴的な事件が起きま

した。初めて中国の公船が尖閣の領海に入ったのです。そしてその船長さんは 2009 年には英雄扱いさ

れています。中国外交は 2009 年から 10 年に大きく変わって行ったと言われています。 

1959 年以降、中ソ対立が深まるのですが、69 年に中ソが満州東北部のダマンスキー島で軍事衝突を

します。中国はソ連からの脅威に晒されます。中国は非常に怯えて、ソ連に攻められるかも知れないと

思うと社会主義の国でありながら資本主義のトップであるアメリカに接近します。そしてキッシンジャ

ーが 71 年に訪中し、ニクソンが 72 年に訪中します。この流れの中で、71 年に国連に於ける中国の議

席が台湾の蒋介石から毛沢東の中国に移ります。それを見て日本は国交正常化に踏み切ります。そして

中国は 1971 年に国際連合の安保理の常任理事国になります。それまで国連の安保理常任理事の椅子に

座っていたのは台北の中華民国政府の代表です。日本政府も 1972 年の 9 月 29 日までは台北の政府を中

国政府として承認していました。 

先般出た言論 NPO の調査結果では、日本人の 9 割が中国に親しみを感じない。とうとう 9 割を超え

ました。1980 年代は日本の 7 割以上が中国に親しみを感じていたのです。私の子供の頃にパンダのラ

ンランとカンカンを見に行きました。NHK のシルクロードを見ていた記憶もあります。中国の方々も

高倉健さんを知っている、栗原小巻さんを知っていると、1970 年 80 年代は中国では空前の日本映画ブ

ームだったのです。そして日本でもパンダやシルクロードや西遊記などを見て中国にあこがれる時代が

あったのです。その頃、日本の大学は殆どがマルクスです。日本の新聞の殆どが文化大革命は素晴らし

いと賛美しました。国交が無かった中華人民共和国、或いは社会主義を非常に褒め上げる雰囲気でした。

この辺りの変化を私たちは知っていますので、現在の 9 割が中国に親しみを感じないということが未来

永劫続くとは思っていません。もうひとつ面白いことは、中国も日本もお互いにあまり好感を持ってい

ないのですが、日本人の方に日中関係は重要ですかと聞くと 7 割以上が重要だと言います。中国人も 7

割以上が重要だと言います。つまり、きらいだけど重要だというわけです。お互いに重要だと思ってい

るうちに何とかしなければなりません。 

1972 年に沖縄が日本に返り、そして日本が台北と断交して北京と国交を結んだのですが、資本主義と

社会主義の冷戦構造の時代から考えると大変におかしなことです。台湾はこちら側で中国は向こう側で

す。にも関わらず日本はこちら側の台湾と断交し向こう側の中国と国交を結びました。79 年にはアメリ

カも同じことをしました。非常におもしろいのは、日本が北京と国交を結んでも、あるいはアメリカが

北京と国交を結んでも、38 度線と台湾海峡の安全保障の境界線は変わりませんでした。台湾との国交は

切るけれども、安全保障の枠組みでは台湾は仲間だということなのです。ここがヨーロッパと違ってい

て東アジアは冷戦崩壊以前にずいぶん形を変えています。 

その後、1980 年代に入り、日本は中国に対し ODA を始めます。恐らくトータルで 3 兆円の ODA を

中国に供与しました。一番多くお金を投じたのはインドネシアでしたが、中国は日本にとって二番目に

多く ODA を供与した国になります。中国は日本からの支援によって経済発展への道を歩み始めました。

当時中国は外貨が不足していましたので、すぐにドルが手に入る日本の円借款は大変にありがたかった

と思います。 

1980 年代に東アジアは大きな変化を体験します。日本が安定成長を迎え、バブルを迎えます。私たち
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の生活も大きく変わりました。日本が市場をオープンにして物が溢れる時代でもありました。そのよう

に日本が生活の変化を体験し、バブルを謳歌する頃に二つの大きな変化が起きました。一つは新しい半

導体産業です。今我々の持っている携帯電話に行き着く非常に大きな変化、技術革新が起きました。こ

の携帯を持っていると自分が何処に居るか分かります。この GPS はまさに米軍が使っていた軍事技術

が軍から民間に下りてきて携帯電話に入っているのです。この様に革新的な新しい産業が起きてくる。

その産業を日本と西ドイツがアメリカを支えながら作っていく。日本の下に韓国、香港、台湾、シンガ

ポールというアジア４小龍がくっ付いて、その末端に中国も入って来るという変化が起き始めました。

この新しい産業構造の変化によって韓国、香港、台湾もシンガポールもだんだん豊かになりました。 

二つ目の変化になりますが、アメリカは 1980 年代にアジアの同盟国に対して民主化圧力をかけ始め

ます。フィリピンが先ず 80 年前後に民主化し、そして 80 年代半ばから韓国が始まりました。台湾は

1986 年から 1987 年です。その時に中国も実はその波に乗りかけた時期があります。それが胡耀邦や趙

紫陽の時です。その一つの帰結が 1989 年 6 月 4 日の天安門事件です。あの時の NHK の報道は忘れら

れないところがありますが、何故あの時にあれ程多くの国際メディアが北京に入って行ったのか。それ

はその直前にゴルバチョフが北京に入り、1950 年代末から続いていた中ソ対立にピリオドを打つという

外交パフォーマンスをやったからです。多くの国際メディアが北京に入ってゴルバチョフと鄧小平の会

談を撮ろうとしたら、天安門で学生が騒いでいるのを発見して撮りだしたわけです。そして 6 月 4 日に

戦車が天安門に突っ込んでいき、その模様が世界中に流れました。この天安門事件とそれを巡る報道は

世界における中国のイメージを大きく変えて行きます。 

特に日本ではそれは顕著でした。1980 年代の日本の対中感情は 7 割以上が中国に親しみを感じてい

たのが、天安門事件後には親しみが一気に 4 割程度に落ちます。天安門ショックとでも言うべき国民感

情の変化がありました。それでもその後の日本の対中姿勢は極めて融和的、優しいものでした。当時の

G7 が中華人民共和国に対して経済制裁を加えようとしますが、日本は G7 の中で最も中国に優しい国で

なるべく早く経済制裁を解こうと言った国でした。今は G７の中で日本が強硬になろうとしてもなかな

か難しいですが、1990 年前後は G7 の中で日本が最も中国に対して優しい国でした。 

 

２．1990 年代の日米中関係 

そして海部総理の時には自身が北京に行って新しい時代へと道筋を立てました。1992 年には天皇陛下

が中国を訪問します。銭其琛さんの回想録を見ますと、中国側は天皇陛下の訪中について、これをチャ

ンスに西側の国とも安定的な関係を作りたい。日本ともこれだけうまくやっている事を世界に見せて制

裁を解いて国際社会に復帰し、新しく経済発展を進めようとしてそれに成功しました。日本側は、陛下

の訪中で歴史認識問題に決着をつけようとしましたが、その試みは失敗したと言わざるを得ません。こ

れは理解できるところがあります。1989 年には天安門事件が有りましたがこの年に冷戦が終わり、その

後ソ連が崩壊しています。世界的に共産党政権が危機に直面している時に、中国はもう一度何故共産党

が中国を治めるのかという事を再構築しなければならない。それが 1990 年代前半の中国共産党政権の

使命だったのです。その時に日本は陛下の訪中もあり、何とか歴史の和解をしたいと言っても中国側は

応じてくれなかったのです。大変大きなボタンの掛け違いです。日中関係では結構お互いに歩み寄るの

ですが、双方が同じタイミングで歩み寄ることが無いのです。それが大変残念です。 

もう一つ 1990 年代について触れておかねばなりません。中国は G7 からの経済制裁を受ける中で、

周辺の小さい国との外交を進めます。韓国との国交正常化は 1992 年です。シンガポールやブルネイそ

の他幾つかの国とは 1990 年前後に国交正常化しています。西側の制裁の中で台湾の中華民国政府を承

認しているアジアの国々を、まるでオセロの石を返すように北京政府の承認へと切り替えてゆきます。

中国が最近影響を及ぼしているアセアンとか周辺の国々への中国の外交の地ならしは、実は天安門事件

後の厳しい時代に行ったと言えます。 

天安門事件の時にもう一つ外交上重要なのは、韜光養晦(とうこうようかい)という政策の形成です。

この言葉は鄧小平が用いた言葉と言われ、やがて江沢民に採用される外交のスローガンです。出典は三

国志の中の曹操と劉備玄徳の会話にあります。周りの国々から制裁を受けている中で、兎に角謙虚に、
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中国は静かに、出すぎずやれる範囲のことをするという意味です。この意味が後々発展していって、経

済発展を重視する協調外交、主権や安全保障で周りの国ともめずに協調するスタイルへと変わっていき

ます。この韜光養晦は1990年代から21世紀の中国外交を見るうえで大変重要なキーワードとなります。

2006 年から 2008 年頃に胡錦濤、温家宝政権は外交面で苦しみ、路線対立がありました。それは韜光養

晦という外交を続けるのか捨てるのか、という論争でした。そして 2009 年、2010 年には事実上韜光養

晦政策は無くなったと言われ、主権や安全保障重視の強硬外交に転換しました。胡錦濤や温家宝は言葉

の上では韜光養晦を重視すると言い続けましたが、2012年に政権を取った習近平は、今に至るまで一度

も韜光養晦という言葉を使ったことがありません。非常に大きな対外政策の転換が起きており、習近平

は今や主権や安全保障で譲歩することは無いと明言しています。 

1990 年代前半は、中国はまだまだ力強いとは言えない時代でした。しかしこの頃になりますとアメ

リカの対中アプローチが変化します。つまり冷戦が終わりましたので、旧社会主義国である中国への政

策を冷戦時代とは変えて来ます。クリントン政権は中国に接近して、経済的な面でのアプローチを強め

て行きます。日本は、天皇陛下の訪中だけではなく、1995 年に村山談話を出します。村山談話は、日

本政府が中国に対してそれまでの「反省の言葉」から一歩踏み込んで、明確に「お詫び」をしているこ

とで画期的です。当然にこれに対して中国から喜びの声が来るかと思ったら、1995 年に中国は核実験

をします。それどころか江沢民政権は非常に強い対日政策を採ってきたので、日本側の村山談話という

歩み寄りは中国からはあまり良い評価が得られなかったのです。 

そして 1990 年代後半に入ると、日本では中国脅威論が跋扈し始めます。中国の経済発展そのものが

脅威であるという議論です。しかし今は中国経済の発展が日本の脅威であるという人はずいぶん減って

いると思います。むしろ瀑買いにしても何にしても、日本は中国経済に依存している面があり、日本の

貿易構造を考えても市場としても、中国経済が必要であるという議論に変わってきています。 

残念なのは、1980 年代には中国経済を支えた日本経済の対中進出が、天安門事件があって中国脅威

論が出る中で、日中における経済の枠組みがだんだんと薄まって行ったことです。その間隙を縫ってド

イツ企業とかアメリカが入ってきます。所謂日中友好運動も急速に衰えていった感触があり、日中関係

が変質したのもこの頃かも知れません。一方米中関係の変化は 1998 年クリントンさんが訪中するなど

米中接近が始まりますが、米中は接近したり離れたり、深くコミットするものではありませんでした。

今から思うと小泉総理の時期は、日中関係は一層緊密になった時期と言えます。これはなかなか皮肉で

して、小泉政権期に小泉さんが何度も靖国に行ったものですから、政冷経熱という言葉が生まれました。

小泉政権の 5 年間は、歴史問題では揉めましたが、経済関係ではどんどん緊密になってゆき、日本の対

外貿易の中で中国がトップになる時代になりました。小泉さんはブッシュさんとの関係が深いものがあ

りましたので日米関係が極めて緊密な時期でした。安定した日米関係があって、中国も日本との関係を

経済面では重視するという時代でした。 

 

３．21 世紀の日米中関係 

もう一つ重要な要素は、21 世紀に入ったころ、中国は韜光養晦(とうこうようかい)というスタイルが外

交の全盛期です。国際協調主義で経済を重視する。当時の中国の発展目標は経済の発展に重点を置く。

当時の中国はまだ資金がありませんので外国からの投資に頼る、外国からの投資を受けるためには中国

は良い投資環境を提供する必要があり、その為には周辺国との争いを起こしてはいけないし、外交の面

でもなるべく慎重にやらねばならない、そういう発想でした。2002年の南シナ海共同宣言の時には、南

シナ海の主権の問題を棚上げにしてまで、アセアンとの経済関係を中国は優先しました。だからこそ小

泉さんの政冷経熱が有り得たのです。アメリカもその時代に経済面で中国に対するコミットメントを強

めていきました。その時期に中国は WTO にも入りました。胡錦濤が 2005年に国連で行った和解演説が

正に中国は平和発展する、決して世界の脅威にはなりません、という演説で、韜光養晦の外交の一つの

頂点だったと言われています。この頃までは日本はまだ中国に対して余裕をもって付き合うことが出来

たと言えます。 

この時に小泉さんがもう一つ政策へのチャレンジをします。それは 2008 年をもって対中 ODA を止
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める決断をしました。ただ「ODA を切る」ということは、一つの大きな財産が失われることを意味し

たのではないかと思っています。実はそれ以前の ODA の世界は、旧田中派のグループが握っていまし

た。小泉政権は田中派に厳しい政権でしたので、それを切り取るということをやったのでしょう。1990

年代から 2000 年代前半は、日中関係に問題があれば自民党の田中派を中心にして、政権の幹部クラス

がこっそり大連や青島に飛んで、向こうの要人とお酒を飲みながら解決の道筋を得て、それを持って帰

ることが頻繁にあったと聞いています。こういう外交の正式ルートとは異なる結びつきが ODA 周辺に

出来ていたと言われていて、それが断ち切られてしまった。それが大きな問題として残りました。その

後の民主党政権、今の安倍政権は共にこの問題に苦しむことになります。中国と問題を起こした際にど

こと話せばよいのか、ホットラインは有るのか、何時も外交部という公式なラインを通す必要がある。

このゲートをいかに増やすかを民主党政権も自民党政権も苦しんでやっています。最近になって自民党

の高村副総裁、福田康夫元総理、あるいは国家安全保障局の谷内局長、幾つかのパイプが出来ました。

このパイプが今後どうなるか楽しみですが、対中 ODA はそういう意味合いが有ったのです。 

もう一つは財界です。財界の組織が中国へ行き北京の政治家には会いますが、日中の経済人対話は決

して多くはありません。最近は少しビジネス界の交流が始まっているようですが、日中関係はもっと進

化しなければいけないと言われます。 

アメリカと中国は毎年閣僚級の戦略対話があり、その中では安保のみならず経済や文化もあります。

毎年、閣僚レベルが数名で会いますので、様々な事がどんどん決まり様々な交流が進められます。中国

の一定レベルの大きさを持った地方自治体の首長をアメリカに呼ぶ。アメリカの学生が中国へ行って英

語を教える、といった非常に分厚い交流が進んでいて、例え南シナ海にイージス艦が行こうともその交

流は止まりません。日中はちょっとでも島に何かあると全て止まります。高校生交流からお茶の交流か

ら全部止まります。米中は、非常に多くの幅広い交流がどんどん進められています。アメリカという国

は懐が広いと言いますか、安全保障ではガチンコで行きながらも違う面では交流対話をする、中国への

アプローチとして硬軟織り交ぜた外交姿勢を取っています。日本はその点やや硬すぎるきらいがあり、

アメリカにどう学ぶかというところがあります。 

2006 年から 2008 年辺りに中国外交は調整の時代に入ったのですが、非常に大きな転換点だったのは

2008 年のリーマンショックであったと言われています。この時に中国は勘違いをしたようです。これ

でアメリカはもうだめになるだろう、アメリカ一局の覇権はこれから揺らいで行く、これで中国は強気

で行けるという判断をしたようです。これで当分自分を抑え込まずに好きなことをやっても大丈夫だと

いう予測をしてしまいました。経済面で見ればこれは我々にとって大変良かったことで、彼らはリーマ

ン以後にほぼ 4 兆人民元クラスの景気対策をやってくれたのです。日本円で 60 兆円です。これがリー

マンショック後の世界経済の安定化にどれ程貢献したか、多くのエコノミストが肯定的に評価をしてい

ます。しかしこの中国の過剰な投資と過剰な生産が、現在逆にお荷物になってしまった。先月開かれた

G20 では、中国がこの過剰投資の結果溜まった鉄鋼をどう処理するのか、この事が世界経済の大問題に

なりました。 

中国は 2010 年に世界第二位の経済大国へと躍進しました。2008 年に北京オリンピック、2009 年に

建国 60 周年、2010 年に上海万博と三大行事を果たしました。そしてオバマさんから G2 の席でいろい

ろ話し合っていこうとのオファーもありました。胡錦濤、温家宝はまだ頭の中は韜光養晦ですので G2

のオファーは断ります。そこが習近平さんと大違いです。習近平さんは G2 大好きです。習近平さんの

演出で今中国はアメリカに追いつこう、そして 2049 年の建国 100 周年のころにはアメリカを追い抜い

ている、そういうイメージを彼らは抱いています。あながち実現が無理ではないのかも知れません。 

 

４．2014・15 年からの転換 

 アメリカは人口ボーナスという面では非常に有利な立場にいますが、アメリカも非常に大きな危機 

に晒されています。オバマさんは、オバマケアと言われた社会保障政策を実現できませんでした。財政 

面でも非常に厳しい状況に落ち入りました。アメリカ自身が最早世界の警察ではあり得ないという所 

までオバマさんは自ら発言をしたのです。そんな中でアメリカは安全保障政策を大きく転換してきま 
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した。例えば、今後の日米関係は相互主義的に日本もアメリカに貢献してほしい。日米関係は双方向で。

日米同盟はアメリカが日本を守るだけでなく、日本も貢献するように変わっていく、お金の面のみなら

ず実際のオペレーションでも、とオバマさんは言っています。それが日米ガイドラインにも適用されて

いたのです。 

 もう一つの大きな変化は、これまでの東アジアは朝鮮戦争前後に安保体制が出来ましたが、あくま 

でも日米同盟、米韓、米台、米フィリピンの様に、アメリカとの二国間関係ハブ・アンド・スポークの 

関係でした。しかしアメリカは横の関係を取って欲しい、つまり多少面的なものにして欲しいという要

求をし始めたのです。それで、日本はオーストラリアとの間で様々な協力をしたり、また韓国との間で

は昨年の慰安婦合意へと結びつくわけです。又これは賛否両論ありますが、所謂安保法制なるものもア

メリカとの関係の変化の中で、日米新ガイドラインが出来、その国内法制として出来上がったものです。

これら新しい東アジアの組み換えは、これを中国から見ますと、横の関係強化というのは大変な脅威で

す。THAAD というミサイルシステムについて中国は止める様に非常に強く韓国に言っている。このミ

サイル防衛システムは、まさに横の連携を取って中国に向き合うべきだというアメリカ側の意思です。

日本も韓国もこれに入ろうとしていますが、韓国の中にはいろんな議論があって、中国は抑えに入って

いるのです。つまりアメリカを中心に出来る新しいネットワークを潰したいというのが中国側の目論見

なのです。 

 今そういう大きな転換期にあります。この変化はアメリカだけが起こしているのではありません。 

中国も起こしています。つまり米中双方が日本も含めて夫々が今変化の過渡期にあります。総じて言う 

と中国は非常に強い脆弱性を内側に抱えながら強い動きに成長してきている。アメリカも又十分強いも

のの大きな問題を抱えて東アジアのコミットを変えている。日本はそこでどうするか。それを日米中と

いう三か国だけではなく韓国や台湾等との関係を踏まえながらやって行くことが必要です。日米同盟は

今まで安定していましたが、今後はアメリカの方針が変わるかもしれません。東アジアの情勢は、日米

同盟をはじめ韓国、中国等、変化の要素が今まで以上に増えてきており、ややこしくなってきました。

日本が決めても物事は決まらないという時代に入ってきました。   

 

おわりに 

 日米、米中、日中関係どれをとっても安定しているから大丈夫だというところが無くなってきました。

我々にとって最適の解は何か、何が最も望ましいか、そしてそこに至るルートは幾つ有るか、どんな可

能性があるか、これをシﾕミレーションする必要性に迫られています。 

今の東アジアの状況が歴史的にどの様に作り上げられてきて、どの様な転換があって、その転換によ

って何が変わって何が変わっていないか、ということを意識して今日は話してきました。話の多くが日

中関係になりましたが、その関係が大きく変わってきています。ただ、今現在の中国のあり方は今後も

同じではありません。ある条件の中では今後もまだまだ変わるかもしれません。その中で、中国に何を

働きかけて行けばよいのか、という事を考えるのが今現在の課題だろうと思います。 

 

 

[質疑] 

Q：中国海軍が尖閣周辺で自ら暴走して日本との紛争に発展するようなことはないのでしょうか？ 

A：日中間で海上事故防止協定、連絡メカニズムを作る話しがあります。8 月に尖閣の周辺に 200 隻を超

える中国の漁船と十数隻の公船が来ました。これは中国側から事前通告がありました。また中国漁船が

ギリシャ船と衝突した時に、保安庁が中国人船員を救助し中国側から感謝された事もありました。今の

ところは突発的な事故を処理できています。しかしこれは、双方が突発的な事故を収めたいという希望

がある場合に限ります。私自身は今後の 5－10 年間で恐らくは中国側が数の面で圧倒し、日本の保安庁

の包囲網を完全に抜けて、尖閣の領海内で動いてかつ漁船員に上陸させて捕まえて見せるということで

実効支配を見せるというタイミングが来ると思います。その時に日本としてどういう措置を取るか、多

分十分に保安庁でシミュレーションをしていると思いますが、その時に実弾を打ってしまうと局地的な
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紛争が起きる可能性があります。 

Q：中国の経済力はすごいです。先月アフリカで TICAD をやりました。日本の対アフリカ援助は 10 年

で 3 兆円ですが、中国の対アフリカ援助は 10 年間で 30 兆円です。日本の 10 倍です。中国はその経済

力で世界を牛耳ろうとしているように見えます。習近平は世界に対して高圧的な態度で反省はない。と

ころが習近平の地位は確固なものでは無い。次の世代に期待したいと思っています。 

A：私もアフリカには何度か行っていまして、中国がそこで何をしているか見てきています。日本で言う

程中国は無茶をしているわけではありませんし、欧米のメディアが言う程中国がアフリカで嫌がられて

いる訳ではありません。中国が進出する場合に、受け止める側の国が中国を選択している場合もありま

す。欧米の国と付き合うよりも中国と付き合った方が良い場合もあります。それは欧米の国々の援助は

往往にして人権とか民主化をセットにします。中国は当然に言えるはずがありません。加えて日本もそ

うですが手続きが面倒くさいのです。その点、中国は一発で振り込まれます。早いのです。何かしたい

場合にすぐ出来る。これが中国マネーの強さになっています。そのようにアフリカの国が中国を選ぶと

いう事が有るので、中国が何か新しい秩序を作る可能性は有り得ると思います。有り得るとは思います

が、それがどういうものなのか、まだ中国自身が模索しているところで、アフリカその他で未だそこま

で強気に出ていません。東アジアの周辺で「アジア新安全保障観」とは習近平が言っていて、アジアの

安全保障はアジアの国で決める（アメリカは入るな）、このアジアでは中国が主導力を持っている。つ

まり自分がやる、と言い出しています。東アジアでは中国は強く行きたいと考えています。グローバル

にはまだこれから調整があると思います。 

習近平の周囲は脆弱性が強く、まだまだ権力基盤が固まっていません。固まっていないからこそ点

数稼ぎをしたい。今のところ外交面では習近平はまあまあの点数を稼いでいます。今回の G20 は晴れ

舞台で、彼らの目線では一応成功だったというところがあります。 

今回日本の TICAD は大変成功だったという報道がありますが、中国側もアフリカ会議をやりますが、

参加している国の数は日本の方が多いのですが、参加した首脳の数、国家元首、首相レベルの数は比

べ物になりません。日本は中国の半分です。多くの国は代表を TICAD に派遣してくれましたが、首脳

クラスは 20 数名のはずです。中国がやると 40 名以上集まります。その位違いがあります。もう一つ、

中国は殆ど全ての国に大使館を持っています。日本はまだ 20 数か国です。勿論大使館設置にはお金が

かかるのです。そうした意味で中国の方がアフリカでは根を張っていると言えますし、対アフリカ投

資の面でも中国の方が圧倒的に上です。又住んでいる人口は中国が 100 万人を超えるのに対して日本

人は 1 万人も居ないのではないでしょうか。その位プレゼンスの違いがあるのです。 

Q：2049 年までに中国のタカ派の人たちは何をやりたいのでしょうか？ 

A：第一に東シナ海、南シナ海の領土問題は彼らの思い通りに解決している状態が先ずあります。経済 

的には世界第一位になります。世界的な秩序の面でも中国にとってやり易いような空間を作る。今現

在の世界秩序、ルールの中で、中国はある種の腑分けをしています。世界の様々な枠組みの中で中国

に都合の良いもの、都合の良いところも有るがまだまだ駄目なもの、中国に不利なものと分類をしま

す。有利なものは例えば、核不拡散の NPT、6 者協議、国連の安保理。良いところもあるが不利なも

のが多い。この時に中国は、このルールはまあまあ良いが、不公正である。このルールは全部西側の

先進国が作ったもので我々は発展途上国を代表して全部改正する。中国は世界第二位の国だから代表

とか理事長として人を送り込む権利があるとして人員をいろんな組織に入れる。WTO、WHO 等々。

そして実際のルール作りに関与しルールをどんどん変えていく。中国に不利であれば入らない。この

事を今後数十年間やりますと、中国の力が相応にある限り、可也多くの世界秩序が自らに有利になっ

ていくと言えます。 

2049 年までに自分にとってやりたい様にやるという事もありますし、又人口の面とかいろんな面で今

ある問題を解決していく等、ばら色の未来を描くのですが、その中で何がどのように実現するかという

事の方がむしろ問題です。つまり全てがうまくいくはずがなく、一部分だけがうまく行く場合がありま

す。その時にいったいどの様な影響を持つのか、例えば人口の面だけは二人っ子政策がうまく行ってし

まう。そうすると中国の人口はたぶん 20 数億まで増えます。東アジアでは韓国、日本、台湾がどんど
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ん老人国家になって行って、中国だけが全てを吸い取るということがあり得ます。2049 年を考える場合

に極端な例は思い着くのですが、その中でいったいどこまで何がどの様に実現していくのかによって私

どもの立ち位置も変わってくるだろうと思っています。 

                                             [ 以上の文責は佐倉市国際文化大学 ] 
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