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日中関係を展望する
習近平一強の共産党政権中国大国化の方向性
１・はじめに
5 年ぶり 3 回目の講義のご依頼を楽しみにしてまいりました。よろしくお願いいたします。私が中国
に最初に行きましたのは文化革命後の改革開放が始まる頃でした。訪問した時の衝撃は、あまりに貧し
い中国の姿でした。改革開放が始まってから私は毎年中国に行っていますが、その変貌・成長ぶりは目
を見張るものがあります。北京の王府井と言う日本の銀座通りの様なところにデパートがありますが、
最初に行ったときは何も物がなくて、照明もなく、真っ暗でした。年を追う毎に、だんだんに明るく、
街や人々の服装がカラフルになって行く変化を体験しました。
今上海に行くと、ここは何処なのかと思うぐらい発展しています。上海のペニンシュラホテルでは富
裕層が日曜日になると集まり、夕方から舞踏会を開いています。女性たちは煌びやかな衣装をまとい、
私達旅行者は、これを見て「ここは何処の国なのだろう」と驚きます。長年中国を見ていますと、中国
の変容ぶりには驚かされます。しかし農村部を見ますと、変わらない中国、変れない中国が存在し、格
差の大きさに愕然とします。
なぜ、中国を研究テーマにしたか、と言うことにお答えします。実は、慶應義塾大学の文学部では入
学時に希望の第 2 外国語に○をつけるのですが、フランス語にしたつもりでしたが、何故か中国語にな
っていました。多分、間違えたのでしょう。それで、東洋史学科に進むことになりました。卒業論文は
「黄巾の乱と易姓革命」を書きました。その後、近代の革命に関心をもちましたが、東洋史は近代を扱
わないといわれたので、
法学部政治学科の大学院に進み、中国近現代政治史を専攻することとしました。
2012 年『蔣介石の外交戦略と日中戦争』を上梓しました。内容は、日中戦争は中国共産党が指導した
と言われていますが、そうではなく、国民党、南京国民政府の外交戦略、特に蒋介石の外交戦略が日中
戦争の勝敗に導いたのではないかとの視点で岩波書店から発刊いたしました。その内容が一定の評価を
受けて樫山純三賞を頂きました。
（編集者注：公益財団法人樫山奨学財団が 2006 年に新設したのが樫山
純三賞です。国際的視野に立った社会有益な図書を表彰し、その業績を知らしめることで国際的視野の
人材を育成する事を目的としています）
最近書き上げた本が「現代東アジアの政治と社会」です。大変苦労して、締め切りを大幅に遅らせて
しまい、つい最近脱稿しました。今年の末ぐらいに発刊されると思います。今までの歴史書は国別で縦
割りの歴史書だったと思います。私は横割りでかつ輪切りにした歴史書に挑戦したいとの思いで執筆し
ました。そのためには一人で書くしかない。その中で見えてきたのは東アジアに共通の問題としての「少
子・高齢化」でした。
この問題で互いに協力し合わないと東アジア全体が落ち込んで行くことになります。この内容はラジ
オ放送（放送大学）もされますので宜しかったら皆さんも是非お聴きください。

２．日中関係は、良いか？悪いか？－①
１）良い面
①経済交流です。貿易が堅調であります。日中は歴史的に見て、貿易が途絶えたことがありません。
2018 年の対中輸出伸び率は 18.4％、輸入伸び率は 5.5％です。米中対立が続く中で日中の交易は拡大す
る可能性があります。
「鎖国」をしていた江戸時代でも長崎出島を窓口として明や清との貿易が継続され
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ていました。ただ、これからの歴史教科書では「鎖国」という言葉が使われなくなると思います。これ
に関しては、あとで詳しく説明します。
また、日中戦争は中国共産党史観が主張するような「全面戦争」ではありませんでした。中国の国土
の約 40％は日本と戦争していない地域でした。
（満州国・親日政権・日本軍占領地）
。ここでは、戦時中
でも貿易・留学・観光が盛んにおこなわれていたのです。留学生も途絶えたことはありません。この時
期でもたくさんの留学生が戦争をしていない地域から来ていました。
1949 年の中華人民共和国成立から 1972 年 9 月までは、国交がない両国の断絶時代と言われています
が、実は民間貿易は活発に行なわれていました。
「アワビ・ナマコ・ホタテ・スルメ・フカヒレ（海産 5
品）
」と昆布の対中輸出は、1949 年の中頃から開始しています。52 年、日中民間貿易協定が締結されま
した。朝鮮戦争の時でも日中貿易は続いていました。GHQ による対中制裁で輸出が禁止されましたが、
昆布と自転車は非戦略物資とみなされて、輸出が許可されました。
1962 年からはいわゆる LT 貿易（覚書き貿易‐準政府間貿易、後の MT 貿易です）が始まり、72 年
の国交正常化の後までも続きます。LT 貿易とは、廖承志（リョウ・シヨウシ）
・高碕達之助によって始
められたものです。当時、中国にとって、日本は一番の貿易相手国でした。国交がなくとも交易が盛ん
に続き、貿易が日中の絆となったのが特徴です。

実は、鎖国時代でも四つの出入り口がありました（左側の図）。長崎の出島と唐人屋敷、対馬は朝鮮
とつながり、朝鮮は朝貢関係で中国とつながっていました。薩摩は琉球と貿易していて、琉球は朝貢関
係で中国とつながっていたのです。また、松前藩は蝦夷地のアイヌとの交易し、アイヌの人たちはロシ
アや中国東北部とつながっていたのです。
長崎には「風説書」と言うものが在りました。これを長崎奉行がオランダと中国の商人に義務として
課していたのです。これにより、オランダの商人からはヨーロッパの情報、中国の商人からはアジアの
情報を収集していました。すなわち、江戸幕府は鎖国をしながらも世界の情報と貿易について大変関心
が高かったのです。江戸幕府が何故鎖国をしたのか、と言うとキリスト教を入れないためです。
今後日本の教科書で「鎖国」と言う言葉を使わないとした場合、どうなるでしょうか。
「閉鎖的対外
政策」とか、
「限定的対外政策」などの言葉に変わって行くことが考えられます。
お示ししました真ん中の地図は、1938 年日中戦争時の中国勢力図です（防衛研究所所蔵史料）。満州
国や赤で塗られた地域は「傀儡」とも言われますが、
「親日政権」地区です。それらの地域は日本と戦争
をしていません。中国で戦闘が行われたのは、四川省や中国共産党の拠点である陝西省の奥地です。蔣
介石が首都を南京から移したのが四川省の重慶（現在、重慶市）です。このように戦争中でも交易は続
き、観光まであったのです。すなわち、実際は人的交流も貿易も続いていたのです。一番右は、1968 年
11 月 9 日の新聞記事ですが LT 貿易の総額が 362 億円と非常に大きな金額です。日中関係を下支えして
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いるのは貿易、経済関係でした。
最近の動向としては RCEP です。東アジア地域包括的経済連携（Regional Comprehensive Economic
Partnership）最近英語の略語が多くなり覚えるのが結構大変ですね。以前は、東アジア共同体が実現す
ると期待されていました。EU のような共同体ができると経済面では期待されていました。しかし政治の
面では非常に無理があります。日本と韓国の関係は最悪です。歴史認識問題がある限り、EU のような共
同体をつくるのは無理だと思います。しかし、RCEP の経済連携が実現できれば、日本にとっては参加国
との貿易額は全体の 47.3％になります。対米が 15.8％ですから、日本は勿論、中国、韓国にとっても非
常に有効な経済連携だと思います。

②文化的・人的交流
日中は、文化的・人的な交流が盛んです。食文化は人間にとって大切で、食文化が歴史を変えた面
があります。例えばヨーロッパで肉食が盛んになりますと、香辛料を求めてスペインやオランダがアジ
アにやって来ました。香辛料貿易の開始ですね。イギリスでのアフタヌーン・ティーは何故 3 時ごろな
のか？彼ら貴族はオペラや観劇をするため、夕飯はそのあとになります。なので観劇中におなかが減ら
ないようにするための習慣だったようです。アフタヌーン・ティーにはどうしても紅茶が必要でした。
その紅茶を求めて中国にやってきたのがイギリス。そして引き起こされたのがアヘン戦争です。
中国人が今まで食べなかった海の魚、生魚、和食ブーム、回転ずし。現在、中国に行きますと、どこ
にでも回転寿司店があります。日本では中華料理と言うのは定着しています。中国でも和食が定着しつ
つあります。食文化と言うのは相互理解を育みます。かつては日本人がアメリカに行くと醤油臭いと言
われました。しかし今は、生魚は健康に良いとか、ヘルシーとか言って日本食がブームです。
それからアニメが日本の文化として、国際的に凄い地位を確立しています。漫画と言うのは共感度が
ないと理解できない。留学生はうちの大学にも居ますが、日本留学の理由を尋ねますと 10 人のうち半数
以上が本国でアニメを見て日本にあこがれたと答えています。その位クールジャパンと言うのは馬鹿に
出来ないものがあります。中国だけでなく、韓国も台湾もそうです。台湾の喫茶店に行くと中国語に訳
された漫画が置いてあります。『ワンピース』
、
『進撃の巨人』，
『スラムダンク』などが置いてあります。
ドラえもんも人気です。中国語では「機械猫」と書きます。ネパールの留学生の名前は、妹がワカメ、
自分がカツオでした。理由を聞きますと、お父さんがサザエさんが大好きで、付けてもらったと言うこ
とでした。日本のアニメは東アジアでも中国でも浸透しています。
人的交流では観光がすごいですね。爆買いは、今は見られなくなりました。以前は観光客が炊飯器や
キャリーバクを 10 個ぐらいと言う姿が見られました。
それを止めさせるため中国国内に免税店作りまし
たから爆買いの風景は無くなりました。しかし、観光客は減っていません。中国の人たちは物を買うこ
とから日本の文化を知る事、学ぶという形で観光が組み立てられています。国際結婚も増えています。
留学生たちは卒業しますと日本での就職を希望します。中国は非常に言論統制が厳しい、日本は自由で
すから、日本の生活に慣れた留学生たちは日本に定住したいと思うわけです。私のゼミにも中国人がい
ます。
彼らは本当に日本語が上手です。彼らが日本で働いてくれれば日本の労働力不足を補えますので、
日本法律、文化、習慣などしっかり学んでほしいと思っています。
日中関係の特徴として首脳の相互訪問が継続しています。残念ながら韓国はそうではありませんね。
江沢民さんは反日、愛国心教育を強力に進めましたが、小渕首相の時に日本に来ました。
・江沢民国家主席の訪日（1998 年 11 月 25～30 日）
：彼は仙台の東北大学・魯迅記念館訪問、北海道訪
問をしています。
・胡錦濤国家主席の訪日（2008 年 5 月 6 日～10 日）
：福田康夫首相の時です。奈良の法隆寺・唐招提寺
を視察しました。胡錦濤さんの時が実は、一番日中関係が良好でした。その時の首相が温家宝さんで
彼は国会で演説しました。日本が中国の改革・開放に支援したことを感謝していると述べたのです。
歴史問題についても日本は何度も謝罪をしていると温家宝さんは認めました。
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・現在、個人独裁体制を強めていると言わ
れている習近平国家主席は、2019 年 6
月に G20 で大阪に来ましたが、2020 年
には国賓として再来日する予定です。
これが日中関係を良好とみる点です。
写真は、江沢民が北海道を訪問した時に
書いた書です「以徳為鄰」
。これは蔣介石が
日本に対して言った言葉「以徳報怨」
（徳を
以て怨みに報ゆ＝怨みに報いるに徳を以て
す）を引用したものと思われます。太平さ
んに対しても中国政府は大変評価をしています。中国の改革開放政策について多額の資金援助をしたか
らです。写真の一番左は海部さんですが、中国政府は海部さんに対しても大変感謝をしています。天安
門事件がありましたが、実は中国では天安門事件と言うのは無かったことになっていて、歴史の中から
消えています。天安門事件の事を「北京風波」とかいうのですが、ほとんど歴史書には出て来ません。
ですから中国から来ている留学生たちは「天安門事件」を知らないのです。1998 年の事件ですが、西側
の諸国は経済制裁や外交官の引上げをやりました。その中で海部さんが日本は違った対応をすると言っ
て天安門事件後最初に中国を訪問しました。江沢民は非常に感激をして、海部さんの評価は今でも高い
のです。
中国と日本の関係は悪いと言われながら訪日観光客は 2017 年過去最高を記録しています。

日韓関係が悪いと言われながら 2018 年の韓国からの訪日客は過去最高となりました。ただし、2019
年には元徴用工問題に端を発した対立で、激減しました。中国の場合、2018 年も 19 年も増加の傾向に
あります。
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日中関係は貿易も人的交流も首脳間の交流もあります。何が悪いのか？図は大変面白い世論調査です。

中国で世論調査をするのは大変珍しいことです。東アジアが目指すべき価値観の比較では上図を見ま
すと日本も中国も平和を望むのが５０％を超えています。それから協力発展が共通となっています。国
民レベルはやはり東アジアは平和を求め互いに協力し合うことが必要だと感じている訳です。
日中関係は何が悪いのか、
これからどうなるのかという不安要因を明らかにして行きたいと思います。

２）悪い点・不安要因
①今一番の問題点は、日本人の嫌中意識の拡大です。かつては中国観光ツアーが多かったですが、最近
では非常に低調です。特に修学旅行で中国・韓国に行かなくなりました。日本人の嫌中意識の原因は反
日デモです。日本のテレビはニュースの繰り返しが多い。私の経験では 5 時ごろから朝のワイドショウ
を見ますが 8 時ぐらいまで同じニュースを繰り返しやります。反日デモのニュースも当時繰り返し流さ
れていました。そのため中国人はこんなに日本が嫌いなのかという意識が強くなっていったのです。最
後の反日デモは 2012 年 9 月尖閣国有化の時です。嫌中の理由に歴史認識問題、環境問題（食品の安全
や黄砂問題など）
、来日中国人のマナーの悪さなどがありますが、中国の台頭に対して日本人がまだ慣れ
ない（納得していない）こともあると思います。
②尖閣諸島問題では、今も続いていますが、接続水域内への中国海警局所属の公船（機関砲を搭載）が
連続して航行していることがあります。今年に入って、最長記録（4 月 12 日～）を更新中です。日本側
も警備を強化して、互いににらみ合っている状態があります。
③古くて新しい問題は台湾問題です。習近平は「台湾同胞に告げる書」（2019 年 1 月 2 日）を出しま
した。以前は、鄧小平も江沢民も出しました。習近平は中国の悲願は中国との統一である事を述べてい
ます。
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上記のグラフは内閣府の資料です。日本人は一貫してアメリカに親しみを持っています。1980 年頃は
中国もアメリカに匹敵する 80％近い親しみを感じる国でした。それが 1990 年には 50％程度になった。
天安門事件です。そして今では 20％となっている。韓国も同じですね。2011 年当時の高い数値は「冬
のソナタ」に代表される韓流ブームです。
③歴史認識問題―靖国神社参拝
首相の靖国神社参拝：小泉純一郎元首相は、2001 年３月の自民党総裁選において、靖国神社参拝を公
約として、8 月 13 日に参拝しました。これに対して、中国と韓国は激しく反発し、小泉批判と反日デモ
が起きました。これは、小泉政権が終る 2006 年の 9 月まで続き、首脳訪問は実施されず、
「政冷経熱」
という言葉が流行語になったほどです。すなわち、反日デモが激しく起きていた時でさえ経済は堅調だ
ったのです。
安倍晋三首相は、2013 年 12 月 26 日に電撃的に参拝しましたが、アメリカからも「失望」の声が上
がり、それ以降実施していません。
なぜ、中国は靖国参拝に反対するのか？中国
の基本的な歴史認識である
「戦争責任二分論」
に抵触するためであります。この歴史認識は、
蔣介石、毛沢東、周恩来、江沢民、習近平ま
で変わっていません。
中国は、
「A 級戦犯」合祀が判明するまでは
日本の首相が 8 月 15 日に参拝しても、反対
しませんでした。
「戦争責任二分論」は、一部
の軍人にのみ責任があり、日本国民も中国人
民同様、被害者であるという認識です。この
考えの中で蔣介石は 8 月 15 日「以徳報怨」
の演説をおこない、日本に対する戦争賠償請
求権を放棄しました。周恩来も同様の発言をしています。
昭和天皇も同じ理由で靖国神社参拝を取りやめています。この新聞記事を見た時私は衝撃を受けまし
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た。ちょうど長崎にゼミ旅行に行く飛行機の出発時間だったのですが、コンビニに走って行き、日経新
聞を買ったことを覚えています。1978 年（昭和 53 年）10 月 17 日 A 級戦犯が「昭和殉難者」として合
祀されたことを知り、昭和天皇は靖国参拝を中止したのです。これは昔の厚生省と靖国神社が密かに行
なったと言われています。
昭和天皇は誰よりもアメリカと戦争をしたくなかった。
「松岡洋右に騙された」
と言ったメモも残っています。この時昭和天皇は A 級戦犯合祀に不快感を示し、参拝を中止し、
「それ
が私の心だ」と言ったという側近のメモが残っているのです。この天皇の心をどう見るか？日本の歴史
の中で大変難しい問題です。戦争は誰が起こしたのか、
天皇に戦争責任はなかったのか？GHQ のマッカサーは
いち早く「天皇に戦争責任を問うことはできない」と判
断しました。東京裁判では一部の人が A 級戦犯として絞
首刑になったのです。蒲郡に彼らを祀ったお墓がありま
す。GEQ は彼らの遺骨を捨てようとしていた。それを
彼らの弁護士をしていた人が密かに持ち出して愛知県幡
豆町の三ヵ根山山頂に「殉国七士廟」を建設して祀りま
した。私は、2019 年の 3 月にここを訪問しましたが、
感慨深いものがありました。
戦争責任とは何だろう。中国は彼らにだけ責任を押し
付ける歴史認識を持っていますが、
この問題は深いものがあり、今後も研究を続けたいと思っています。
韓国との歴史認識の問題は徴用工と慰安婦問題がありますが、中国にも靖国参拝と南京事件があります。
④「南京事件」
」の歴史解釈をめぐる攻防
1937 年 12 月に起きた南京事件の被害者「30 万人」説は、中国では動かしがたい歴史の「事実」とな
っています。
日本は、
その事件そのものは認めているが
（ほとんどすべての教科書にも記載があります）
、
数については、根拠がないとして反論しています。ところが中国では通説です。習近平は 2014 年、12
月 13 日を「国家追悼日」と定め、
「南京大虐殺記念館」で大規模な追悼式典をおこないました。また、
2015 年 10 月「南京事件に関する資料」がユネスコの「世
界記憶遺産」に登録されました。日本は、これに強く抗議
し、取り消しを求めて、現在も活動を続けています。この
写真は「南京大虐殺記念館」の壁に彫り込まれているもの
です。各国の言葉で書かれています。
次は、習近平夫妻と南京事件被害者家族との写真です。
左の写真はユネスコに登録された「世界記憶遺産」に登録
された中国側の資料です。公開はされていません。従って
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日本側は対抗すべく調査を進めていますが解決されないままです。これが日中間の歴史認識に関する問
題点です。
⑤「中国の台頭」をどのように認識し、対処するか？
この問題にいち早く着目したのは、私の最も尊敬する中国研究者溝口雄三氏です。溝口さんは、中国
の台頭を「日本に対する中国の位相の上昇」と表現しました。溝口さんの著書『中国の衝撃』
（東京大学
出版会）によれば、位相の上昇とは一定の範囲内での運動量＝影響力の事です。影響力が上昇している
のが中国の衝撃そのものです。彼は 2004 年にこの本を書きましたが、改革開放後の中国に対して、日
本人がいまだに「日本＝優者、中国＝劣者」という構図から脱却していない。その無知覚に問題がある
と指摘しています。
このような日本人の「無知覚」に突きつけられたのが、2010 年に中国が「国別 GDP」で日本を抜き、
世界第 2 位に躍り出たという現実です。予測したよりも急速な中国の経済発展に眼を見張り、いまだに
多くの日本人はこの現実を受けいれられないでいる。ただ、日本の若い人は、
「中国ってお金持ちの国で
すよね」と言います。
・「中国の台頭」はどこまで続くのか？
「中国の夢」の実現までといえます。
「中国の夢」とは習近平自身の夢でもあります。2012 年 11 月
29 日に中国共産党総書記に就任した習近平が、就任直後に発表した「中華民族の偉大な復興の実現」と
いうスピーチの中で語られています。共産党総書記とは中国で最も高い地位です。彼は国家主席、軍事
委員会主席でもあり、党政軍の三権を掌握しています。習近平は、現在は「歴史のどの時代よりも、中
華民族の偉大な復興の目標に近づいている」という自信を表明しました。そして、
「それを実現すること
こそが、中華民族が近代以来抱き続けてきた最も偉大な夢であると思う」とし、この夢は数世代にわた
る中国人の宿願であり、中華民族の共通の願いであると強調したのです。なぜ中華民族と言うのか。
中華民族と言えば国内に居る少数民族（ウイグルやチベットなど）はもとより、世界中に存在する「華
僑」そして台湾をも含むことになります。毛沢東は「人口大国家論」を主張しました。中国は、これに
より人口が急増して、
「一人っ子政策」
を実行することになるのですが、
今思えば世界中に中国人が居て、
影響力を行使していることを考えれば、
「人口大国家論」
はあながち間違いではなかったとも言えます。
習近平の宿願は何か？それは、国家統一、すなわち台
湾問題の解決です。中国は 1949 年から分断国家となっ
ています。これは冷戦構造が続いているとも言えるので
す。中国にとって台湾問題を解決できなければ「中華民
族の偉大な復興の実現」にならないのです。
右の写真は 2016 年 5 月イギリスを訪問した時にエリ
ザベス女王夫妻と撮った写真です。習近平夫妻（妻：彭
麗媛）にとっては夢のような時であったと思います。な
ぜなら彼は苦難の道を歩んで来た人だからです。
３，習近平体制の中国
１）習近平は、どんな人？
太子党（中国共産党幹部の子弟）の一人で父親が元国務院副総理であった習仲勲です。しかし、父親
が文化大革命で失脚しました。その時彼は 16 才でした。その後。習近平は 1969 年から 7 年間黄土高原
の陝西省延安市延川の農村に下放されます。窰洞（ヤオトンー横穴式住居）で貧農と一緒に生活したの
です。したがって、紅衛兵としての経験はありません。実は、紅衛兵の経験のある人は、毛沢東から二
重に裏切られています。毛沢東のお墨付きの文化大革命で破壊活動、糾弾活動を続けましたが、しかし
劉少奇が失脚すると、紅衛兵は必要なくなり、全員下放されます。習近平はこのような経験がなく 7 年
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間、貧農と農業をおこないながら、徹底的に毛沢東思想を学びます。
1975 年、父親が名誉回復したため、北京に戻り、中国共産党に入党し、清華大学化学工程部に入学し
ました。精華大学は卒業生に中国の要人が沢山います。中国は理工系優位の国です。
2007 年共産党政治局常務委員、2012 年共産党中央委員会総書記・中央軍事委員会主席（第 18 全大
会）
、2013 年中華人民共和国主席になり、党・国家・軍の 3 権掌握して今に至っています。
2018 年 3 月、国家主席の任期制（2 年期 10 年）を撤廃するべく憲法を改正して、権力の集中をはか
りました。今後も習体制は継続する訳です。
２）習近平の基本政策：国内―①
①中国共産党一党支配の強化と継続、
「四つの基本原則（社会主義の道の堅持、人民民主独裁の堅持、マルクスレーニン主義・毛沢東思想の
堅持、中国共産党の領導）
」は変えない。建党 100 周年（2021 年）へ向けて、党員数の 1 億人超えを目
指す。1921 年 7 月の成立時は、党員は 57 人でした。2019 年 7 月には 9000 万人を突破しました。
②習近平の言論統制は非常に強化されています。
「共産党中央とメディアは、完全に一致すべし」「すべ
てのメディアの姓は、中国共産党であるべきだ」
、これは 2016 年 3 月の全国代表人民大会での演説、
三大メディア訪問の際のものです。新華社は当社の名前は「中国共産党です」とテロップを流してい
たそうです。ネットでは Google,Yahoo,Facebook,Twitter,Youtube,Line を禁止し、ウイチャット、百
度、微博のみを認めています。
③徹底した腐敗防止という名の幹部の粛正、聖域なき摘発をおこない、それは江沢民・胡錦濤の側近に
まで及んでいます。
④個人独裁体制の確立。2016 年６月９日端午の節句の時のメディア報道「習近平総書記を称えなさい！」
。
これにより、毛沢東時代の再来か？「新毛沢東主義」とも言われています。
3）習近平の基本政策：国内―②
①中国には格差が拡大しています。都市と農村、沿海と内陸、都市内部、農村内部。この目標は、小康
社会の実現です。日本がかつて一億総中流の社会と言われたような、中間層のボリュウムを増やすこと
です。
中国社会は、貧困（1978 年 90％）→温飽（1990 年達成）→小康→富裕 と発展していく計画があり
ます。改革・開放の時は９０％が貧困だったと言われています。温飽とは衣食が足りるという事です。
そして今は全員の小康社会を目指している。小康とは家があって、車を持っていて、子供を大学に入れ
る。中産階級の実現です。
②格差の要因
・最大の問題は、戸籍制度にあります。中国の戸籍は、1958 年から「農村戸籍」と「非農村戸籍（都市
戸籍）」に分かれています。これが格差の最大の要因となっています。教育の格差につながるからです。
中国の戸籍制度は少し変わっていて、上海戸籍を持っていても、北京に戸籍を持てるわけではありませ
ん。日本でいう住民票のようなものです。それぞれの都市、農村で戸籍を管理している訳です。
例えば、農村から上海に一家で出稼ぎにきたとき、子供に上海戸籍がありませんから、上海の公立小
学校に入れない訳です。「流動児童」と言うのは都市に出て来て学校に入れない子供の事です。「留守
児童」と言うのは農村に残された子供の事を言います。このような子供たちがいるという事は都市と農
村の格差が固定化する事を意味します。「一人っ子政策」で都市の子どもは親に非常に大切にされて、
「小皇帝」となり、教育もしっかり受け、留学することも出来ます。しかし、農村では子どもが二人以
上居ることが多く、義務教育も十分に受けられない現実があります。
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②日本と同じ超高齢社会の到来が大問題です。中国は 1979 年から「一人っ子政策」を実施していたが、
人口のマイナス成長現象が起きるため、2016 年 1 月から廃止しました。しかし、二人目は生みません。
その理由は子供の教育費にお金が掛かるという事です。上海や北京では人口減少が始まっています。人
口減少と超高齢社会は止められません。日本と同じ、韓国や台湾もそうです。東アジア全体で少子高齢
化が問題になっています。
「空き巣老人」問題とは何でしょうか？若い人がいなくなって農村に取り残された老人をこのように
呼んでいます。ここには深刻な介護問題があります。一人っ子ですから二人で 4 人の親を見なければな
りません。中国は経済成長のために一人っ子政策を進めましたがその付けが回ってきたのです。

この人口動向表は私が国連ホームページと中国の資
料から作成したものです。2025 年ピークで 14 億人に
なってからは 2100 年には 9.4 億人まで減少することが予想されています。さらに老人の数ですが 65 歳
以上の人口比率は 2050 年には 25％に迫る勢いです。中国も長寿の国ですから介護の問題は日中共同の
課題です。尖閣で争っている場合ではなく、共同して介護問題を考える作業が始まっています。
４）習近平の対外政策
①パックス・チャイナ構想（中華帝国の下での平和）近代以
前の中華世界（中国中心主義）を再構築し、さらに世界に拡
大する。
「パックス・ブリタニカ」
「パックス・アメリカーノ」
に対抗することが戦略です。そのために必要な事は強大な軍
隊の建設であります。
(共産党結党 95 周年記念大会/2016 年 7
月 1 日での演説),さらに次の事も言っています。
「チャイナ・
マネーが国際秩序を買う」
。
中国は、1999 年に法治国家を宣言しましたが、中国には法
が支配するという概念がまだ希薄なのです。国際法を守るこ
とが中心ではなく、チャイナ・マネーが国際秩序を支配でき
ると考えているのでしょうか。近代以前の中華思想である。
「華夷的世界秩序」
（中国語では「中国中心
主義」
、英語では“Sino-centrism”
、中国が宇宙の中心：中国の文化･思想は神聖である）の再構築を望
んでいるのです。かつての中国は宗主国として、藩属国（朝貢国）との関係を圧倒的な軍事力と豊かな
物産で支えていました。今はチャイナ・マネーと軍事力の強化を持って実現しようとしています。
②「一帯一路（Belt and Road Initiative-BRI)」構想：
「陸と海のシルクロード」構想。
中国は、2013 年秋から本構想とアジア・インフラ投資銀行（AIIBーAsian Infrastructure Investment
Bank、亜洲基礎設施投資銀行）を 2016 年１月に開業しました。今は、57 カ国が参加していますが、
これと合わせて出された習近平の壮大な構想です。
「一帯」は、シルクロード経済ベルトともいい、中央
アジア→西アジア→東欧→地中海（イタリアに抜ける）構想で、ユーラシア大陸横断高速鉄道建設計画
などがあります。陸は比較的各国が受け入れ流可能性があります。インフラ整備を伴うからです。東欧・
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ポーランドなどでは期待が高まっています。
②「一路」は問題が多いです。海上シルクロード構想です。中国は、海洋国家宣言しましたが、基本的
に中国は陸の国家です。海洋進出のために周辺国家との軋轢がある。阻害要因としての海洋法、200 カ
イリ・排他的経済水域問題が出てきます。

一帯一路構想図と参加国
中国西安からイタリアまで凄い構想です。ただ、海
の方は簡単ではない。南シナ海で問題を起こしてい
ます。この構想に参加している国は多数あり塗りつ
ぶした地域です。

アフリカ外交は、中国が 1960 年代から確りやっていますから、このような構図になっています。
５）アジアにおける中国の「一路」構想の問題点
①中国脅威論の現実化
今後、東アジアの国際関係の安全保障に対する大きな脅威となる可能性があります。「一路」構想の
名の下での軍備拡張を行なっています。中国は尖閣有事、台湾有事のための軍事基地建設を進めている
のです。アメリカは太平洋の安全、平和のためにはアジア戦略が大事なわけですが、それに対する挑戦
であります。
②東南アジア諸国連合（ASEAN)は纏まった共同体で進んでいましたが、中国介入で分裂の危機を醸成
される可能性があります。関係国家と非関係国家との温度差があるのです。
チャイナ・マネーの求心力はどこまで有効か？という
問題があります。巨大融資という名の「債務の罠」が「中
国的新植民地主義」へ変わるのではないかと言う懸念が
あります。払えなくなって中国国有企業の物になる。ス
リランカの南部ハンバントタ港は中国国有企業へ引き渡
し。マレーシアは債務の罠が危ないと言うことで、鉄道
建設など棚上げにした。これが各地で起きてくるのでは
と言われています。
②尖閣諸島問題
日本にとっては尖閣の問題があります。尖閣諸島は魚
釣島（中国名：釣魚島）
・北小島・南小島・久場島・大正
島の五つ及び沖の北岩・沖の南岩・飛瀬の三つの岩礁か
らなります。総面積は約 6.3 ㎢（豊島区の半分）で、住
所は、沖縄県石垣島です。
日本政府の見解は、日中との間に領土問題は存在しないというものです。尖閣は日本の固有の領土と
主張しています。しかし、中国はその領有を主張しています。尖閣諸島は永く無人島でありましたが、
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1895 年１月、明治政府が「無主地先占」を宣言して、沖縄県の一部として編入し、実行支配を開始しま
した。しかし、この時期は日清戦争の時期であったので、中国は、領有の異議を唱えることが出来なか
ったと主張しています。
1896 年、民間人であった古賀辰四郎に 30 年間無料で貸与されました。古賀は魚釣島と久場島で剥製
工場・カツオ節工場・珊瑚の加工工場を建設し、1909 年には 248 名 99 戸世帯が生活をしていました。
1932 年古賀は 4 島（魚釣・久場・南小島・北小島）を日本政府から払い下げられ買い取りました。
1940 年からは再び無人島となり、サンフランシスコ平
和条約で日本の領土と認定され、戦後はアメリカ軍の射
撃場になり、沖縄返還とともに返還されたのです。
2012 年 9 月の国有化以来、中国の周辺での活動が活
発化しています。中国は領有権を主張していますから接
続水域に公船を随時派遣しています。
日本の国有化に激しい反日デモが起きました。日系企
業が襲われたり、日本車が壊されるなどしました。しか
し、その後反日デモは起きていません。これは、なぜで
しょうか？反日デモは、中国にとって諸刃の剣だからで
す。前回、反日デモに隠れて反政府スローガンが掲げら
れました。
中国海警局の船（砲弾を搭載）が尖閣周辺の海域（接
続水域）まで接近して航行することになり、海上保安庁の巡視船が警告を発するという状況が現在も続
いている。接触事故が起きる可能性あり。偶発事故による戦闘の開始の可能性があります。台湾有事の
場合（台湾独立などの気配の時、中国が武力統一の行動）
、アメリカの第七艦船の航行ルートとなるから
です。
③台湾問題
2019 年 1 月 2 日、習近平は「台湾同胞に告げる書」を自ら読み上げました。ここでは建国百年まで
に平和的な統一を目指す、
「一国二制度」の実現が台湾に向け発信されました。しかし、同時に「武力行
使の放棄」は約束しないことも主張されました。武力行使の対象は、
「台独」派とそれに加担する外国勢
力です。基本的に 2005 年 3 月に採択された「反国家分裂法」を踏襲していると言えます。主要なもの
は、次のようです。
第 1 条：
「台独（台湾独立）
」分裂勢力が国家を分裂させることに反対し、これを阻止し、祖国の平和
統一を推進する。
第 2 条：台湾は中国の一部であり、いかなる方式で台湾を中国から切り離すことも許さない。
第 3 条：台湾問題は、内政問題で、いかなる外国勢力の干渉も受けない。
第 6 条：両岸関係の人的・経済的・教育的・文化的交流を促進する→中華文化圏を作り上げる。
この法律が中国で出された時、温厚な台湾人が 100 万デモを起こしました。私もたまたま台北の資料館
に居た時このデモに遭遇しました。デモの時歩きながら台湾の人たちと話すことが出来ました。
基本的に、台湾人は「台湾アイデンティティ」強調し、大多数が現状維持を望んでいます。また、香港
の経験から「一国二制度」を信用していないので。中国を警戒しているのです。
蔡英文総統は、習近平の呼びかけに対して 4 月 9 日、インターネット中継によるアメリカワシントン
の政策研究機関「戦略国際問題研究所（CSIS）
」で講演をおこない、
「一国二制度」を拒否し、地域安全
保障の共有をアメリカや日本と行ないたいという事を語りました。台湾では５月３０日、中国軍の上陸
に備える実弾演習を実施しました。航空機２４機が参加したのです。今後の日中関係の核心として、台
湾問題。尖閣有事との複合的な危機の可能性があると考えておかなければなりません。
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質疑
Q1・中国共産党への入党資格はどんなのでしょうか。
A・ まず 18 才以上である事、高校などの先生の推薦が必要。共青団へ優秀な学生を推薦してエリート
育成の中から党員として選ばれてゆきます。例えばアリババの社長も共産党員です。後は共産党員の子
どもなども選ばれますね。
Q2・今の北京政府の一党独裁、言論統制が情報化社会でいつまで続くでしょうか。続くわけがないと思
いますが先生のご意見は如何でしょうか。
A・実は中国人の中には政治的無関心、政治の話は絶対しない、金儲けの話はする人が多い。共産党の
やっていることで生活の安定があるならば、政治的無関心（アパシー）でいられる。共産党はこれを作
り上げることに成功しているのです。文化革命、天安門事件など危険な政治の話は一切しない。これを
摺り込むことに成功しているのです。政治の話は友達同士でもしません。しないことが身を守る術なの
です。これを崩すのは難しいでしょう。
Q3・最近統一戦線工作部と言うのをよく聞きますが、アメリカ・オーストラリア・ニュージーランドに
深く浸透していると聞きます。先生のご意見を伺いたいと思います。
A・中国の内部への入り込みは台湾でも認められています。例えば選挙です。台湾でも民進党が負けま
した。選挙工作に中国が大きく関与していると言われています。香港は中国政府に完全に牛耳られてし
まいました。台湾の蔡さん頑張っていますが、次の総統になる可能性は大変低いでしょう。中国の工作
員が非常に暗躍していると言えます。オーストラリアも非常に多くあります。
Q4・本日のお話非常に好ましく思いました。最近米中の関係がきな臭くなってきましたが、今後米中の
衝突の場合を含め日本はどのようにすればよいのかお教えください。
A・日米同盟がありますので尖閣有事の場合自衛することが出来ます。台湾の時はどうなるか？蔡さん
は日本に期待していますが、現在の日本国憲法で自衛隊の出動は無理です。安部さんは 2020 年憲法改
正を考えていますが、国民がどう考えるか？今度の参議院選挙は大きいですね。一人一人が考える時が
来たと思います。
Q5・北朝鮮・中国・台湾・韓国もそうですが、戦時に巻き込まれた時、巻き込まれる前に日本の
外交は如何にあるべきでしょうか。日本が平和である為に一番身近な問題ですから。
A・中国は台湾との統一ができなければ戦後は終わらないという立場を崩しません。私として現状維持
で行って欲しい。台湾も複雑で経済的には中国に大きく依存しています。日本としても台湾擁護したい
のですが、なかなかできません。この状況の中で現在の憲法を改正する事の是非を一人一人で考えるべ
き時です。私は憲法 9 条を守るべきだと思います。
Q6・今日の話と全く関係がないので申し訳ないのですが、漢文は文法がないですね。品詞・名詞・動詞・
形容詞などの区別がない、文法もない過去・現在・未来の時制もないのにコミュニケーションが出来て
思想とか文学が良く論じられたと思います。なぜでしょうか？
A・私はその辺のことにお答えが出来なくて残念です。申し訳ありません。

家近先生の略歴

PPT 冒頭の自己紹介より抜粋

慶應義塾大学文学部東洋史学科卒業：卒業論文「黄巾の乱と易姓革命」
その後、法学部政治学科に学士入学
・

法学部政治学科卒業：卒業論文「紅槍会と華北農民運動」

・

法学研究科修士課程政治学専攻：修士論文「紅槍会運動と国民革命」

・

法学研究科博士課程政治学専攻：博士論文「南京国民政府の研究」
主な著作：
『蔣介石と南京国民政府』慶應義塾大学出版会、2002 年
『蔣介石の外交戦略と日中戦争』岩波書店、2012 年
『現代東アジアの政治と社会』放送大学教育振興会、2019 年
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以上

