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吉拉斯和毛泽东的预言

―“文革”对中国社会现代化的影响―

陈东林 

米洛凡·吉拉斯，（Milovan Djilas, ジ

ラース，1911—1995。又译德热拉斯），曾任

南斯拉夫共产主义联盟中央执委、中央书记、

国民议会议长、副总统。1954年 1月被南共联

盟开除出中央，之后，又逮捕判刑。1961年吉

拉斯被提前释放。《新阶级》全名为《新阶级

——对共产主义制度的分析》，是他在1956

年写的，1957年在美国出版，1963年 2月由世

界知识出版社内部发行中文本，主要是供高级

干部阅读。中文本出版10个月后，毛泽东在四

清运动的“二十三条”中提出了新阶级斗争的

观点——重点是打击党内走资本主义道路的当

权派
1
。和吉拉斯的矛头所指惊人地相似！ 

 毛泽东是否看过《新阶级》一书？目前没

有任何证据。一般毛泽东在会见外宾闲谈时，

总爱提起他 近看的外国著作。从笔者已经看

到的毛接见国宾党宾内部谈话记录看，他未提

到过这本书。然而，作为当时发行范围很小，

专供高级干部和少数专业人员阅读的内部灰皮

书之一，毛泽东在热衷于国际共运大论战的60

1 《建国以来毛泽东文稿》第11册，中央文献出

版社1996年版。 

年代初期，肯定不会放过。而且，毛泽东的“文

革”核心理论——即“走资派”理论——的提

出时间，正好在1963年下半年到1964年底，

很有可能受到了该书影响。 

下面对比一下两者的异同。 

一．关于消灭了剥削阶级以后，社会主义社会

主要矛盾还是不是阶级斗争，新的资产阶级

在哪里的问题

吉拉斯宣称他用马克思主义的方法在社会

主义国家中发现了新的剥削阶级，即通过权力

垄断和使用、管理和控制国家财产的官僚特权

阶层。据此，他提出了“新阶级”的概念——

干部是新资产阶级2。 

毛泽东从 50 年代末期继续强调阶级斗争，

到 60 年代初期开始转入新阶级斗争理论。 

1956 年中共八大通过的“政治决议”宣布：

“我国的无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经

基本解决。”3毛泽东当时即对这一提法有保留

意见，认为“决议”通过草率了。后来在 1967

年 11 月的一次谈话里，毛泽东又指责八大“决

2 本文所引吉拉斯观点，均出自中共中央政法委
员会理论室 1981 年 5 月翻译出版、供内部参考

的《新阶级》。
3 中共中央文献研究室编：《建国以来重要文献选

编》第9册，中央文献出版社1994年版，第341

页。 

論文
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议”不经过大会主席团也不征求他的意见就通

过了4。 

1957 年反右斗争开展后，在八届三中全会

上，毛泽东说：社会主义过渡时期的主要矛盾

仍然是无产阶级同资产阶级的矛盾。年底他要

求修改浙江二届二次代表会议报告，写道：“资

产阶级和无产阶级的斗争，资本主义道路和社

会主义道路的斗争，仍然是过渡时期的主要矛

盾。”5但是，究竟“资产阶级”应当具体表现

为什么？他并没有得出明确的结论。

1959 年庐山会议和 1962 年中共八届十中

全会上，虽然斗争扩大到了党内高层，“右倾

机会主义分子”被说成资产阶级的代理人，仍

然没有对敌对阶级的主体作出新的定位判断，

是不是形成了一个整体上的“资产阶级”的问

题仍然没有新的表述。

1964 年 12 月 20 日，中央政治局扩大会议

讨论《二十三条》中关于“四清”的主要矛盾

和性质提法，毛泽东认为党内已经形成了一个

“走资本主义道路的当权派”， 他提出：地富

反坏那些人已经搞臭过一次了，所以不要管下

层，就是要发动群众整我们这个党，先搞豺狼，

后搞狐狸。这就抓到了问题6。刘少奇则认为是

“四清”与“四不清”的矛盾，或者人民内部

矛盾与敌我矛盾交织在一起。两人发生了尖锐

分歧。年底制定《二十三条》前后，毛泽东的

“阶级斗争”论断完成了剧变，提出了“运动

的重点，是整那些党内走资本主义道路的当权

派”7。 

1965 年 1 月，他在关于企业社会主义教育

运动蹲点报告批示中说：“官僚主义者阶级与

工人阶级和贫下中农是两个尖锐对立的阶级”，

4 毛泽东与中央文革小组的谈话，1967年 11月。 
5 薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》（下），

中共中央党校出版社1993年版，第628、630页。 
6 薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》（下），

中共中央党校出版社1993年版，第1129—1131

页。 
7 《建国以来毛泽东文稿》第11册，中央文献出

版社1996年版。 

“这些人是已经变成或者正在变成吸工人血的

资产阶级分子，他们怎么会认识足呢？这些人

是斗争对象，革命对象，社教运动绝对不能依

靠他们”8。  

1975 年，毛泽东在回答李先念的疑惑时作

出结论说：“搞社会主义革命，不知道资产阶

级在哪里。就在共产党内。党内走资本主义道

路的当权派。”9在理论上把“走资派” 终确

定为新“资产阶级”。

二．关于“新阶级”还是新特权阶层的问题。 

吉拉斯在当权时，还认为苏联官僚特权集

团只是一个特权阶层而不是一个特权阶级。他

宣称，判断一个集团是否形成了一个阶级，有

两个关键性的因素，即它在生产过程中的地位

和是否掌握所有权。苏联和南斯拉夫的所有权

是集体的，官僚特权集团并不拥有它们；另外，

官僚职位不是世袭的。他被捕以后，出版《新

阶级》，首次使用“新阶级”阐明了新看法，

提出官僚特权阶层对国有化和集体化的财产的

实际使用、管理和控制就是罗马法意义上的所

有权。吉拉斯据此断言：苏东国家的官僚特权

阶层已经成了“新阶级”。

毛泽东的“文革”理论中，究竟是“走资

派”的“派”还是“资产阶级”的“阶级”的

问题，不断交叉反复。这是研究“文革”是“阶

级斗争扩大化”还是“新阶级斗争”的核心问

题。前者是传统阶级斗争扩大到党内，后者是

全新阶级分析理论下的斗争。

“文革”时期的 1967 年 11 月，毛泽东在

谈到“整党”时说：“文革”就是整党、整团、

整政府、整军队。并指出问题是：官大了，架

子就大了，不讲民主，不跟下级商量，暮气很

8 《建国以来毛泽东文稿》第11册，中央文献出

版社1996年版，第266页。 
9 《毛主席重要谈话》，《建国以来毛泽东文稿》

第13册，中央文献出版社1996年版。 
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大，到处住休养所，小病大养，无病也养，支

部书记就像个皇帝等等10。 

1975 年秋冬，毛泽东重申“资产阶级就在

共产党内”的论断时说：民主革命后，一部分

党员反对革命了，作了大官了，要保护大官们

的利益。他们有了好房子，有汽车，薪水高，

还有服务员，比资本家还厉害。一百年、一千

年后总还是要革命的。总是一部分人觉得受压，

小官、学生、工、农、兵，不喜欢大人物压他

们，所以他们要革命呢11。 

在毛泽东的认识中，“官僚主义”、特权

阶层和“资产阶级”两者是混淆不清的。他个

人性格也造成这种认识，总是支持小人物，反

对大人物和领导层。在 1957 年整风运动初期，

他实际就倡导了反官僚主义的造反精神，不过

由于错误的方法很快导致运动失控和国内确实

有人反对共产党，使他突然收敛，转而走向阶

级斗争扩大化的反右斗争。但应该说是“阳谋”

而不是“阴谋”。

在毛泽东的这些认识影响下，对照批判苏

联特权阶层的“修正主义”现实（如日本留学

生写的揭露苏联特权阶层的《苏联是社会主义

国家吗？》一书 1969 年被大量印行），群众中

不少人便认为这些官僚主义、特权现象就是国

内的“资产阶级”和“走资派”，积极进行造

反批判。诚然，“文革”中并没有出现多少反

“官僚主义”的口号，因为这种口号已经不够

火药味。实际上，当时列举的许许多多的“资

本主义”、“资产阶级”现象，除了正常的差

别被夸大（如指责驻外使馆官员穿讲究衣服、

坐豪华汽车等）以外，其他压制群众、脱离劳

动、追求享受等几乎都是官僚主义特权作风性

质。

这些说明，毛泽东在这个问题上是含糊不

清的，至死也没有明确。

10 毛泽东与中央文革小组的谈话，1967年 11月。 
11 《毛主席重要谈话》，《建国以来毛泽东文稿》

第13册，中央文献出版社1996年版。 

三．关于产生“新阶级”的原因和解决的办法。 

吉拉斯认为是共产主义的制度使然，必然

产生专制制度，使干部阶级不仅占有政治上的

独裁，而且能够在经济上无偿占有人民的劳动

剩余价值和全民所有财富。

毛泽东在政治上认为是旧中国制度遗留的

问题，使干部产生脱离群众的弊病。他在经济

上则比较含糊，1958 年就支持张春桥的取消工

资制、恢复供给制建议，提出“破除资产阶级

法权”。到 1975 年，他后退为“限制资产阶级

法权”，并认为“还要过多少年才能做到”12。 

解决的办法，吉拉斯主张实行多党制，废

止共产主义制度。毛泽东则采取了“文化大革

命”的群众运动，造反夺权，搞“四大”，自

下而上地揭露阴暗面。

其近似点，是毛泽东的“文革”，依靠力

量不再是党的干部，基层党组织实际上已经被

踢开。党员和工人、农民、劳动模范等干部的

外围，在“文革”前期，往往被当作保守派的

代表遭到打击。而新的无产阶级，则是学生、

知识分子和工人农民中的造反者，被称为无产

阶级革命派。后者往往在传统的阶级成分和家

庭出身中不那么干净。甚至有不少在“文革”

前被划为“资产阶级”的人物。

但是，毛泽东对这个新阶级力量的依靠，

是不坚决的。从 1968 年夏季开始，红卫兵又退

出历史舞台，被当作小资产阶级，去接受传统

无产阶级的工农兵再教育。同时开始的清理阶

级队伍运动及清查 516 运动，再次把历史问题

即传统阶级成分作为划分敌我标准，打击造反

派。到 1973 年，毛泽东再次提出不分“阶级”

的“反潮流”运动及后来的“批林批孔”运动，

造反派重新崛起。这是“文革”十年反复和动

荡不断的主要原因。

其根本不同点，第一，是毛泽东仍然坚持

共产党的专政，不搞多党制。新中国成立以来

的历次政治运动，如土地改革、三反五反、镇

12 毛泽东与波尔布特谈话，1975年 6月。 
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反肃反、三大改造、反右派斗争、大跃进、反

右倾、四清等，都是在中国共产党领导下的广

大群众参加的运动。在“文革”中，这个限制

条件仍然存在，只是程度和形式有所不同。毛

泽东 1967 年 2 月曾经严厉批评了那种“彻底砸

烂”、“彻底改善”无产阶级专政的提法，指

出“这个运动是我们自己搞起来的”，“是无

产阶级专政条件下的革命”13。尽管在一个时

期里，党组织一度瘫痪，但毛泽东、中共中央

仍然能够通过中央文件和两报一刊，以解放军、

工人宣传队、革命委员会进行具体领导，控制

局势。在整党建党中得到恢复的各级党组织，

是中共能够 终结束“文革”动乱的根本保证。 

第二，毛泽东判断产生新资产阶级的依据，

是思想和路线，而不是占有经济资料和分配权

的问题。而无论马克思还是吉拉斯，都是围绕

所有权的问题做文章。张春桥的“全面专政论”

曾经一度把资产阶级的产生归结于走资派占有

了全民所有制的生产资料，认为在 1975 年公有

制经济占 95%以上的中国，仍然会出现资产阶

级专政14。这很接近吉拉斯的观点。但张的说

法很快被毛泽东制止，仍然回到思想、路线问

题上来。在经济上则限制资产阶级法权，缩小

工资差别，搞平均主义，提倡无产阶级艰苦朴

素作风，对新提拔为高级官员的工人、农民实

行强制性低待遇。如中央政治局候补委员、国

务院副总理吴桂贤，国务院副总理孙健，人大

副委员长姚连蔚等，仍然拿原来在工厂的几十

元工资，每个月要原单位把工资和粮票都送到

中央来。以至于吴参加中央政治局会议，每杯

茶要收两毛钱，时间长了她喝不起，要服务员

只上白开水。其他如上海市委书记徐景贤，在

位时仍然住在小破房子里，家人仍然在工厂和

插队。

13 毛泽东与张春桥、姚文元谈话，1967年 2月。 
14 张春桥：《论对资产阶级的全面专政》，《红旗》

杂志1975年第4期。 

四．“新阶级”理论在国际问题上的表现——

“三个世界”理论。

吉拉斯的《新阶级》在国际问题上，提出

了一个“民族共产主义”的概念，来形容社会

主义阵营国家未来的必然发展趋向，认为“用

意识形态统一世界”是不可能的，只能是经济

统一。在这方面，毛泽东“文革”时期的外交

思想和他没有多少共同点，毛泽东强调的是斗

争的需要产生联合阵营，但他们否定国际主义，

抛弃用社会主义、资本主义的国家性质来决定

外交政策的立场是一致的。

1973 年 2 月 17 日，毛泽东会见美国总统

国家安全事务助理基辛格。第一次向美国明确

提出建立从美国到日本、中国、巴基斯坦、伊

朗、土耳其和欧洲“一条线”和团结这条线周

围“一大片”国家共同对抗苏联扩张的战略构

想。15  

1974 年 1 月 5 日，毛泽东在同日本首相大

平正芳谈话时又提出：“我看，美国、日本、

中国，连巴基斯坦、伊朗、土耳其，阿拉伯世

界，欧洲，都要团结起来呀。一大片的第三世

界要团结。”16 

如果说，“一条线”和“一大片”还只是

中国联美抗苏的外交战略，或者说是中国古老

的合纵连横外交权术，也取得了一定成效，使

中国周边面临的巨大压力得到缓解，开拓了一

个对外关系新格局。但是，也引起了越南、朝

鲜等与美国对峙的社会主义国家的不满。所谓

“一条线”、“一大片”的构想，只是一个松

散的立意，并未能切实地得到实现。真正颠覆

以阶级和意识形态划分国际敌我友，是毛泽东

稍后的“三个世界”理论。

1974 年 2 月 22 日，毛泽东在北京会见赞

比亚总统卡翁达，明确、完整地提出了划分“三

个世界”理论。毛泽东问卡翁达：“谁是第一

15 王泰平主编：《中华人民共和国外交史》第三

卷，页367。 
16 陈东林主编：《中国20世纪通鉴》第15卷，

线装书局2002年版。 
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世界？”卡翁达仍然按照中国传统的“反帝反

修”划分标准回答说：“我想应该是那些剥削

者和帝国主义者的世界。”毛泽东又问：“第

二世界呢？”卡翁达回答：“是那些已经变为

修正主义分子的人。”周恩来跟着附和说：“总

统阁下说得很准确。”毛泽东却反驳说：“搞

不清楚呢。我看美国、苏联是第一世界。中间

派，日本、欧洲、加拿大，是第二世界。咱们

是第三世界。”

从此以后，毛泽东划分“三个世界”的战

略思想，就成为中国新外交方针的主要宣传口

径。1981 年中共中央通过的《关于建国以来党

的若干历史问题的决议》，批判了毛泽东的严

重错误，但仍然肯定“三个世界”的思想是毛

泽东“文革”时期仅有的几点积极贡献之一。

毛泽东的划分“三个世界”战略思想与他

一年前提出的“一条线、一大片”战略构想是

什么关系呢？可以这样说，“三个世界”战略

思想支持弱小国家，反对霸权国家，是中国公

开打出的一面道义旗帜，是中国外交理念的基

石。而联美反苏“一条线、一大片”战略，则

是一种互相利用的实用主义大国关系谋略操

作，是中国基于自己国家利益，认为苏联威胁

更大而考虑要打的一张牌，与广大第三世界国

家利益不一定吻合。在某种场合，如在欧洲，

中国需要第二、三世界国家支持美国抗衡苏联；

在某种场合，如在越南和中东地区，中国又需

要这些国家支持苏联与美国抗衡。“一条线”

及“一大片”的构想将从中国、日本经巴基斯

坦、伊朗、土耳其、欧洲到美国一条线及这条

线周围一大片的所有国家联合起来，共同反对

苏联霸权主义。这实际上又打乱了“三个世界”

划分的构架。因此“一条线”及“一大片”战

略，中国并不正式宣扬。

但是，划分“三个世界”在马克思列宁主

义的阶级分析理论中找不到任何支持依据，不

仅与列宁以阶级分析方法得出的“社会主义战

胜帝国主义”的时代特征格格不入，也放弃了

1960 年代中共以“帝国主义、修正主义、各国

反动派”划分敌人的意识形态标准。“三个世

界”的具体划分，也存在着模糊区。第一世界

只有美国、苏联，是非常明确的；但第二、第

三世界中一些国家就无法界定。比如，中国将

除了日本的亚洲都划为第三世界，但无论从经

济发展程度还是与美国的军事结盟关系，韩国、

以色列都很难与北朝鲜、阿拉伯国家属于一类。

再比如，被苏联严密控制的东欧社会主义国家，

却与苏联剥离开来，划到第二世界，也不符合

实际。

如果从国家一律平等的国际准则考虑，“三

个世界”的划分倒是带有某种不结盟的色彩，

比较接近 1950 年代中国提出的“和平共处五项

原则”（即“互相尊重主权和领土完整、互不

侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”）。

这样一个在阶级斗争时代无法自圆其说的理

论，注定了“三个世界”只能发挥过渡作用。

1982 年中共十二大开始，中国放弃了“三个世

界”的提法，回归到和平共处五项原则上来。

但“第三世界”的提法在很长时期内仍然作为

中国对发展中国家的代名词。

五．“文革”对旧社会阶级结构的破坏为新体

制的诞生扫清道路。

从动机上说，毛泽东发动“文革”，一方

面是看出了旧体制中存在着干部和群众对立的

趋势，忧虑这种趋势 终将产生“官僚资产阶

级”。应该说，1990 年代苏联东欧社会主义的

失败，证明了毛泽东有预见。他一直在寻找改

变体制的时机和办法， 终决定用极左的“文

革”重组这种体制。另一方面，是他看到三大

改造以后随着阶级的逐渐消亡，阶级斗争已经

成为无根之木，力图建立一个新的阶级斗争理

论——资产阶级就在共产党内，从而否定了“文

革”前的传统阶级斗争观念。因此，“文革”

对改革产生了催生作用，否定了“文革”前十

七年僵化的社会传统阶级结构，用意识形态—

—“路线”来代替个人成分作为划分阶级的标
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准，在一定程度上提供了一个可以有较大解释

的思想空间。

“文革”造反与其他政治运动 重要的区

别，是打乱了过去的政治社会结构。干部遭到

打击，群众的划分标准也不是党员或拥护党员、

干部。从 1966 年 10 月批判“资产阶级反动路

线”开始，革命的标准，就是执行“毛主席的

革命路线”——“路线觉悟”。根据认同程度，

群众组织分为两大派，一派是造反派，“文革”

初期反对党委和工作组，坚决拥护毛泽东的新

“阶级斗争”理论，否定“文革”前 17 年的政

策、制度，家庭出身和成分较为复杂，以“文

革”前没有地位的知识分子和普通群众为骨干，

被对立面斥责为“牛鬼蛇神大杂烩”。组织名

称中一般有“革命造反”字样，如“首都红卫

兵革命造反总司令部”，简称“首都三司”。

另一派是保守派，“文革”初期拥护党委和工

作组，后来口头上也拥护“革命路线”但内心

仍然对“文革”前的传统阶级斗争理论有感情，

以“根红苗正”的党员干部、工人农民、劳动

模范及“文革”初期的血统论红卫兵等为骨干，

被对立面斥责为“资产阶级反动路线”。组织

名称中常常反映出来成分和保守态度，如“产

业军”、“工人赤卫队”、“捍卫团”等。通

过夺权担任贵州省革命委员会主任的李再含曾

说：“现在依靠力量变了”，“要用知识分子

的左翼，改造工人阶级的右翼”。

毛泽东建立了一个大量吸收群众造反派参

加的新国家政权形式——“三结合”的“巴黎

公社”——革命委员会。在各级革命委员会和

恢复的党委中，补充进了大批群众代表，以改

变过去干部占全部的政治状况。1968 至 1969

年经中央批准成立的 20 个省市自治区革命委

员会委员总数中，群众组织代表人数占有绝对

优势，各省平均为 54.8%，其中广东、吉林、

浙江、湖南、辽宁、云南、福建、新疆都在 60%

以上17。这些群众代表产生的首要条件，就是

17 参见陈东林《“文革”时期的革命委员会制度

研究》，《史志研究》1997年第2期。

在“文革”前期积极造反，有“路线觉悟”，

是否党员和阶级出身是次要的。毛泽东试图以

这种办法改变“文革”前的状况，消除干部与

群众的对立。

虽然全面内战使得毛泽东也无法控制局

面，不得不退让，从 1969 年“清理阶级队伍”

运动开始，“文革”又逐步向传统阶级斗争模

式回归。但是，真正代表毛泽东“文革”理论

和实践的，无疑是前三年时期，而且他决不允

许否定这三年的理论。因此，“文革”后期的

社会领导层实际上是一个原有政治地位的干部

和以“路线觉悟”产生的造反派组成的混合体，

并不是“文革”前的结构。

可以说，毛泽东用“文革”打乱了他建国

初期就建立的干部为主的社会阶级结构，客观

上为“文革”后中共抛弃“阶级斗争为纲”思

维扫除了障碍。如果没有“文革”的打乱，这

种根深蒂固的社会阶级结构仍将延续多年，很

难想象包括“资产阶级”的大批群众能够利用

自己的能力在改革中大大提高经济和政治地

位。所以，邓小平说：没有“文革”就没有改

革。

综上所述，所谓“新阶级”问题，是一个

国际共运中普遍存在的问题。无论毛泽东是否

受到吉拉斯《新阶级》一书的影响，但他的“文

革”核心理论，实际上是在试图解决新阶级问

题。这是我们研究“文革”中光怪陆离现象的

一把钥匙。

六．“文革”对中国社会现代化的影响

从社会主义社会的主要矛盾和共产党的本

质上讲，使之受到 根本触动的是“文化大革

命”，触及了中国社会的本质问题，包括改革

开放都没有触及。改革开放只是在一定的范围

内，在经济政策上进行了大幅度调整。

为什么说“文化大革命”触及了中国社会

主要矛盾问题呢？就是说共产党建立起社会主

义社会以后，一直被困惑的，是一个阶级问题。
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共产党是靠阶级斗争起家的，马克思主义是以

阶级斗争为理论基础的。但是，社会主义建成

以后，阶级还存在不存在，阶级斗争向何处去，

社会主要矛盾是什么的问题，得不到解答了。

中共八大政治决议提出了落后的生产力与人民

日益增长的需求不相适应的主要矛盾，但这在

任何国家任何历史时期都适用，是人类社会发

展的主要矛盾。

今天回过头来看，这个问题又再次提到了

我们面前。邓小平的改革开放，是在不改变根

本政治制度的情况下，搞了国家资本主义和列

宁新经济政策一类改革，这是其它社会主义国

家多多少少都搞过一点的，但邓小平放得更开、

走得更远。邓小平提出了坚持四项基本原则，

根本一条就是坚持共产党的领导，是底线。

但是，现在我们看到了，如果不搞政治体制改

革，这一条是很难坚持下去的。

改革开放以来，中国经济取得了巨大的成

就，同时也使中国社会蕴藏着巨大的矛盾——

分配不公造成的贫富分化悬殊。

这个矛盾的 初表象，是“官倒”——一

部分官员利用手中的权力，把计划供应的低价

紧缺物资，在市场上用高价抛出去，获取差价

利润。1988 年，邓小平在听身边一些人说明市

场和计划价格双轨制弊病时，也看到了这个可

能引起社会矛盾尖锐化的隐患。一些人对他说：

趁着你在世，把这个问题解决，以后中国改革

就一马平川了。他采取了物价闯关的改革——

通过大幅度提高物价和工资，使所有的物资都

实行市场价格——以消除用权力置换金钱的制

度弊病。但是，物价闯关很快失败了，“反官

倒”成为 1989 年春夏之交政治风波的导火索。 

1989 年 5 月，加加美光行教授在北京饭店

向我提出一个问题，在天安门广场上的那些学

生，和 1966 年的红卫兵有什么不同？我当时回

答：前者是有个人崇拜的造反，后者不崇拜任

何人，只崇拜自己。但这只是表面的回答，不

是从体制上的回答。

现在，美国哈佛大学中国研究中心前主任

傅高义的《邓小平时代》大陆中文本正在中国

热销，和香港中文本相比，有不少删节，一处

重要删节说明了这个问题。他在香港中文本中

写到：“1966 年时有很多高干子女踊跃参加红

卫兵反对‘走资派’，但在 1989 年高干子女很

少加入抗议活动。相反，他们和父母一起因为

享有特权而受到抨击，因为他们把权力地位变

成了在新的市场经济中谋利的资本。”

1989 年风波以后，中共中央采取了一系列

制止官倒的措施。但是，没有几年，1992 年邓

小平南巡推动市场经济体制改革以后，腐败问

题没有解决，很快卷土重来。已经由干部子弟

经商倒卖，发展为官员自己与商人勾结“寻租”，

甚至通过拍卖破产资产直接廉价获取产权，而

不仅仅是满足于获取计划和市场造成的供应差

价。

对此，共产党内部的一些人开始思考解决

办法。当时引起了“资本家能不能入党”和马

克思的“剩余价值”理论是否过时了的理论界

大讨论，焦点就是中国社会有没有阶级？一些

高干子弟官员，如吉林省委书记林炎志（林铁

之子），提出要承认中国社会已经出现新资产

阶级，从而限制并利用资产阶级。如浙江省委

书记张德江（其父为“文革”前的吉林省军区

司令员），要求不能发展私人企业主入党。如

李铁映（其父为李维汉）还在中国社会科学院

组织了剩余价值新反映的研究课题。但这些讨

论很快就被停止。

十八大前夕，薄熙来事件发生，实际上也

是问题的继续。薄试图用毛泽东当年的“文革”

反“走资派”理论来制约腐败，在“打黑唱红”

的“专政”行动之外，他采取了使私营企业小

型化、加大国有企业上缴利润比例、增加对农

民福利分配如廉价房等手段。薄失败了，被斥

责为“文革”的翻案。即使没有他自身的问题，

他那套办法也不能解决毛泽东提出的问题——

如何制止腐败干部成为一个新的党内“资产阶

级”？因为贫富分化悬殊并不是因为市场经济
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本身造成的，而是因为现有体制仍然可以使腐

败干部用合法的非法的手段占有人民的剩余价

值。像铁道部那样从部长刘志军到司、局、处

级官员大面积集体侵吞国家资产，重庆一个妓

女赵红霞把十四名重庆局级领导拉下水的腐败

问题，是很难靠这个单位甚至上级单位的纪检

系统来解决了，中国社会已经形成了一个以腐

败干部为代表的既得利益集团，也可以叫新阶

级。正如温家宝前不久指出的：腐败问题，是

一个体制问题。从这一点看，毛泽东比现任领

导人早几十年就提出了中国社会未来出现的主

要矛盾。

十八大以后，以习近平为总书记的中共中

央，提出了禁止吃喝、出行封路等八条纪律（事

实上，这些针对作风的措施，在胡锦涛刚刚即

位时也曾做过，胡当时的口号是“求真务实”，

保持毛泽东的“两个务必”）。习的行动，得

到了广大群众的欢迎。但更多的人尚在观望如

何解决根本问题。下一步，推出干部财产公开

制度迫在眉睫。这个制度也是一把双刃剑，既

可以使腐败得到一定程度的监督，也可能产生

群众对干部财产的质疑风潮，而像 1966 年炮打

“走资派”、像 1989 年全民“反官倒”那样成

为一个导火索。

回顾历史，我想，毛泽东发动“文革”，

是比较早地预见了一个本质命题，就是社会主

义制度并不能保证共产党将来不走向和人民对

立，共产党内将来可能要出现特殊权力阶层和

利益集团。他解决的尝试，就是“无产阶级专

政下的继续革命”——“文化大革命”。第一

个特点是在“无产阶级专政下”；第二个特点

是要“继续革命”，要解决干部阶层走向与人

民对立的问题。

历史也证明，毛泽东利用“无产阶级专政”

来“继续革命”是失败了。如何在没有“专政”

的条件下，解决毛泽东提出的“新阶级”问题，

是中国能不能真正走向现代化的关键。
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戦後日本人にとっての中国革命・文化大革命・天安門事件 

 
 

馬場公彦 
 

 

 

 

はじめに――3 つの革命・変革の衝撃 

 

戦後日本人が同時代中国の動向に強い衝撃

を受け，戦後日本の思想史・精神史にとって

も歴史的画期となる出来事が，これまで４件

あった。第 1 は 1949 年の中華人民共和国（当

時は「新中国」と呼びならわされた）の成立

であり，第 2 は 66 年の文化大革命であり，第

3 は文革のさなかの 71 年から 72 年にかけて

の米中接近及び日中国交正常化であり，第 4

は 89 年の天安門事件（「六四事件」）である。 

筆者はこれまで戦後日本人の対中国認識の

変遷を研究課題に掲げ，そのさいの分析手法

の 1 つとして，戦後日本で発行された総合雑

誌における中国関連記事の掲載本数を歴年推

移で定量分析した1。その結果を見ると，これ

ら 4 期において，関連記事の絶対本数が多い

だけでなく，その前後の年度の掲載本数と比

較して相対的に突出しており（表参照），4

次に渉る日本の論壇における中国ブームを招

来している。むろんこの時期の関連記事がす

べてこの４つの出来事に関する話題で占めら

れているわけではないが，総合雑誌という媒

体の性質から考えて，論壇及びその隣接領域

である学術圏・報道圏において，これらの話

題の関心が高まり，中国論議が盛り上がった

ことは歴然としている。 

この４つの出来事のうち，３つは中国内部

の社会の変化にかかわるものであり，より端

的に言えばそれまでの国家あるいは国家権力

の正統性論理を揺さぶるような，革命に関す

るものである。即ち，1949 年は国共内戦期の

中国革命であり，66 年は東西冷戦・中ソ対立

期の文革であり，89 年は冷戦終焉期の民主化

運動である。89 年の民主化運動を革命と称す

るのは，革命の定義と呼称から躊躇されるも

のがあるが，社会の側から国家の統治システ

ムの変更を求めた変革の試みということは言

えるだろう。これに対し 71・72 年の米中接

近・日中国交正常化は，米日ひいては国際社

会に与えた外交上のインパクトによって日本

の論壇は強く反応した。本稿では日本の民間

世論に及ぼした影響を重視して前三者を分析

対象とすることとし，これらを日本の論壇は

どのように論じたのか，そこに形成された中

国像の輪郭とはいかなるものであったのかを

明らかにしたい。 

３つの革命・変革が日本の公論圏（論壇）

に及ぼした影響力の大きさは，戦後日本の中

国研究の世代別潮流の差異として，あとづけ

ることが可能である。即ち，第１の中国革命

の衝撃は，現在ではすでに研究職からは引退

している1930年代生まれの戦後第1世代の研

究者を輩出させた。彼らは 49 年の中華人民共

和国（「新中国」）の成立に強い刺激をうけ

た。彼らが特に関心を持ったのは，中国とい

う巨大な国家を統一して統治する権力の正統

性根拠の問題であり，その正統性を付与する

こととなった中国革命の本質の解明だった。

論文 
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彼らにとっての重大な同時代体験は，日本の

敗戦である。敗戦経験は，中国に対する贖罪

意識と共に，彼ら以前の先輩世代の中国研究

者が中国に対する認識を見誤ったことへの学

界内部の批判を伴っている。そして，先輩世

代の中国研究者が古典中国・旧中国・伝統中

国を対象として提示した中国像とは違う中国

像を見出そうとした。そのような彼らが直面

した現実政治の試練とは，第 1 は 1950 年の講

和問題であり，その大半が全面講和論を主張

した。第 2 は 56 年のスターリン批判を契機と

した社会主義圏内部の論争と対立であり，多

くは中国側の主張に依拠して中国革命の正当

性と社会主義建設への支持を表明した。第 3

は 60 年の日米安保改定であり，中国の日本軍

国主義復活反対キャンペーンに同調し安保改

定阻止運動を展開した。この 50 年代から 60

年代半ばまでの中国論においては，国際共産

主義運動を背景とする日本共産党の中国路線

との関連性が深く，共産主義への親近感・共

感が比較的強く，研究には党派性を帯びる傾

向があった。 

第 2 の文革の衝撃は，現在そろそろ定年を

迎える1950年代生まれの戦後第2世代の中国

研究者を輩出させた。文革は農民を主体とし

農村を中心とする根拠地型の中国革命とは違

った，青年層主導の都市型革命であったこと

から，当時の日本の学生運動や，アメリカに

おけるベトナム反戦運動と同調していた。文

革を支持する中国論者は，中国に生起してい

る事態を新しい世界を創造する試みだと過剰

に感情移入して理想化して解釈した。彼らの

中には，旧体制の打破を目指して人民・民衆

と連帯する社会運動に加わる者も多く見られ

た。具体的には 68 年の学園紛争，70 年の安

保改定阻止，在日朝鮮人・韓国人・中国人へ

の差別反対，東南アジアに進出する日本企業

の経済侵略批判などを闘争目標に掲げた運動

圏との関わりであった。66 年 3 月に日本共産

党と中国共産党が決裂して党派性は日共型と

全共闘型の 2 派に分かれたために，文革を支

持する側は全共闘型に属し，武力闘争を容認

する急進主義的傾向が強かった。 

第 3 の天安門事件の衝撃は，1970 年代生ま

れの戦後第 3 世代中国研究者を輩出させた。

彼らは自由・人権・民主・憲政といった人類

の普遍的な価値を中国社会が希求しているこ

とを重視し，現在も続く中国の人権弾圧，自

由の制限，表現活動への抑圧などに危機意識

を抱く。彼らが関心を持つ研究テーマは，中

国近現代史においては，国民党・共産党では

ない第 3 勢力の民主党派の動向，憲政実現に

向けての歴史的取組み，報道や表現の自由を

求めての各種メディア取り組みなどである。

例えば2008年の08憲章や11年の劉暁波ノー

ベル賞受賞などに強い関心を示す。 

 

 

一．中国革命――清新な「新中国」像に 

走った亀裂 

 

1945 年，日本は第 2 次大戦に敗戦し，戦場

となった旧満洲を含む中国大陸から 46 年末

までに 150 万人に及ぶ軍人・民間人が引き揚

げた2。これらの日本人の中には，戦後，中国

に対しては侵略し多大な犠牲を強いたことへ

の贖罪感を抱くものが少なからずいた。とり

わけ，45 年 8 月 15 日，重慶で蒋介石が行っ

た対日抗戦勝利に際してのラジオ放送で，日

本への怨恨を抑えて復讐はしないとの「以徳

報怨」演説に対しては深い恩義を感じた。ま

た，中国共産党の根拠地である延安を中心と

する「解放区」の日本兵捕虜に対する思想改

造教育が功を奏して，彼らは中国共産党の主

導する階級闘争や土地改革に賛同した。 

獄中にいた日本共産党員や，野坂参三はじ

め延安から帰国した党員は，日本の民主革命

を推進していこうとする革新勢力の中核とな
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った。敗戦後，連合軍総司令部の占領下に置

かれた日本は，外交権を奪われ，海外でのジ

ャーナリストの駐在は許されなかったうえに，

戦前の中国の現状分析を行った研究機関は閉

鎖されたため，同時代の中国情勢を正確に把

握するための一次データは著しく乏しかった。

そこで，かれら中国共産党を支持する日共党

員かそのシンパが日本の中国論を先導する役

割を果たした。彼らが発信する情報は中国共

産党が行う宣伝とほぼ等しかった。従って，

国共内戦の動静については，当初は国民党軍

が軍事力において圧倒的に優位に立っていた

にもかかわらず，日本に報道される情報量に

おいても，情勢分析や将来展望においても，

著しく共産党側に依拠した立論となった。 

中国共産党の内戦勝利と 1949 年の中華人

民共和国の成立は，国民党内部の腐敗や経済

政策の失敗との対照から，中国共産党が推し

進める土地改革や階級闘争による人心の掌握

がもたらしたものであるとの評価が高まった。

中国論者たちは「新中国」に清新なイメージ

を抱き，ある種の憧れを伴う関心を示した。

建国当初は国共連合政府による新民主主義段

階とされており，日本側も必ずしも社会主

義・共産主義の枠組みで現代中国を捉えてい

たわけではなかった。だが，当時の中国論を

先導していたのは日共及びそのシンパだった

ことから，53 年以降の過渡期総路線，すなわ

ち社会主義化の選択については，比較的抵抗

なく受け入れた。1956 年の中ソ対立の頃まで，

国際共産主義統一戦線論に立って，中国共産

党に対しては国家建設事業の指導的役割を期

待した。 

戦後直後の同時代中国を認識するアプロー

チあるいはフレームワークは，この親コミュ

ニズムに限定されていたわけではないものの，

主流を占めていた。そのことは，敗戦後，現

代中国を研究する機関や講座が皆無となった

あと，初めて 1946 年 1 月に開設された民間研

究所の中国研究所の所員の大半が社会主義運

動や日共の活動に関わる人びとであったこと
3，戦後最初の学会組織が現代中国学会で，中

国研究所が学会機能を分離する目的で 1951

年に設立されたこと4，結果として，1945 年

から 50 年の５年間にかけて（占領期とほぼ重

なる）総合雑誌に掲載された中国関連記事の

ほぼ３本に１本は中研所員によって書かれた

ものであること5，などから実証される。 

なぜ親コミュニズムのフレームワークが優

勢になったかというと，２つの要因が考えら

れる。第１に，がんらい日本は古代から，中

華文明の周縁に位置する文明圏として，儒学

を中心とする知識文化を，主に儒学経典を通

して選択的に受容してきた。そこで日本には

近世以降，伝統的に中国経典の文献学的解釈

によって中国を理解しようとする漢学・支那

学のアプローチが継承されてきた。戦前はさ

らに事情調査という地域研究の手法が加わっ

た。敗戦を契機に中国からの引き揚げを余儀

なくされたことで現地調査ができなくなり，

事情調査によるアプローチは，70 年代末に日

中間の自由往来が可能になり，チャイナウオ

ッチャーが中国論の主流となるまで，本格的

にはできなかった。いっぽう支那学は中国の

現状認識を見誤ったとして，戦後は少なくと

も同時代研究の方法としては退けられた。そ

こで旧来の対中国認識経路への反発から忌避

されると同時に，中国共産党が主導する中国

革命を支持する「中国革命史観」が戦後直後

の中国観の主流となった。日本共産党や中国

研究所や，国際共産主義運動がそれを支えた。

このことを典型的に示す事例が雑誌『世界』

1949 年 8 月号の「特集・中国の現状をどうみ

るか――シナ学者のこたえ」で，ここに寄稿

した 5 名のシノロジスト達は従来の漢学的な

中国学への反省を表明した。ところが，竹内

好はこの特集への反発を示し，中国研究所は

機関誌でこの特集を批判した6。 
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第 2 に，日本は占領が解除され国際社会へ

の復帰にさいして，領土・賠償・安全保障な

どの戦後処理の諸課題を，新たに施行された

日本国憲法や，判決が下された東京裁判を経

て解決することを迫られた。そこで，講和体

制の構想として，米国主導の「単独講和」と

「全面講和」をめぐる激しい応酬が論壇で交

わされた。この講和論の局面において，多く

の中国論者は「全面講和」を支持し，憲法 9

条の精神を遵守して非武装中立を目指し，し

たがって米国主導の再武装と冷戦型の講和に

反対し，サンフランシスコ条約以後は日米安

全保障条約に依拠した冷戦体制に反対すると

いう立場に立つこととなった7。かくて，戦後

日本にとっての中国は，冷戦体制を打破する

平和勢力，日本安保体制に対抗する拠点とし

ての役割が期待されることとなった。言い換

えれば，日本の望ましい国家像を映しだす合

せ鏡として，願望的自画像を投影させた鏡像

としての意味合いを濃厚に帯びることとなっ

た。とはいえ，中国論者＝コミュニスト＝反

米という立場は，あまりに狭隘な選択肢であ

り，ラディカルでリスキーな自己投企を強い

るものでもあった。自己投企的言説は，時と

して実勢を反映しない，期待と動機が肥大化

したユートピア的言説を生む。 

がんらいは清新なイメージだった「新中国」

は，1953 年以降，「過渡期総路線」を提唱し，

新民主主義から社会主義への移行を打ち出し，

以後，「紅色中国」の様相を強めるようにな

った。1955 年 4 月，インドネシアのバンドン

での第 1 会アジア・アフリカ会議で，周恩来

は華々しい外交デビューを果たし，ネルー・

インド首相と共に，非同盟中立・平和五原則

をアピールした。西洋の帝国主義と植民地主

義を打破し，経済的な自立を確立し，封建的

な社会制度を改革するという，民族解放を目

指すアジア・アフリカの新興国のリーダー的

な存在として，中国への新たな役割が期待さ

れた。日本の論壇では再び日本よ「アジアの

孤児」となるなという合言葉によって，対米

追随ではなく，社会主義にも同調せず，中立

主義の立場に立つことによってアジアの新興

国と平和的に共存するという，第 3 の国際社

会復帰の道を選択すべきとの声が高まった。

この時期の日本の時代精神を表す言葉は，「民

族と平和」であった。 

ところが，現実の中国がまたこの自己投企

願望を裏切った。1956 年以降の中ソ論争から

中ソ対立へ，58 年の人民解放軍が馬祖・金門

を砲撃した（第 2 次）台湾海峡危機，59 年の

チベット反乱，人民解放軍の武装鎮圧，中印

国境紛争，64 年の中国核実験と，中国は対外

関係で立て続けに軋轢を引き起こした。国内

にも大躍進政策の誤りがもたらした経済不振

や民政不安があり，毛沢東指導体制に翳りが

生じた。このように平和勢力として期待され

た役割に真っ向から背反する困惑させる事態

が，次々と引き起こされていったことで，日

本における中国論は混迷していった。日中の

復交と日米安保改定批判を一貫して主張して

きた親中国の左派陣営に，幾筋もの亀裂が生

じた。 

 

 

二．文化大革命――ユーフォリアからディス

トピアへ 

 

1966 年からの文化大革命は，日中関係にと

って空白の 10 年とされている。確かにその間，

両国間の人の往来や貿易は低調であった。い

っぽう，民間世論はというと，激しい文革論

議が展開され，多分野の多彩な人びとが文革

の推移に過剰に反応し，論壇は発火した。当

初は66年4月の郭沫若の自己批判に着目した

学術界が，文藝・学術批判の整風運動として

その動向を捉えていたが，8 月に天安門で文

革祝賀の百万人集会が開かれて毛沢東が紅衛
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兵に接見するや，学園紛争の高潮を迎えつつ

あった日本の学生たちが共鳴し，暴力を是認

する体制変革運動として受けとめられた。か

くて文革の火種は日本に飛び火し，学術圏か

ら運動圏へ類焼範囲を広げた8。 

文革勃発直前の 3 月に，中国を訪問してい

た日本共産党代表団はコミュニケにソ連修正

主義批判を盛り込むことを承服せず，中国共

産党と決裂した。そのため，新中国成立以降，

一貫して中国を支持してきた日本共産党の内

部に亀裂が生じ，中国支持の立場を堅持する

党員は次々と除名処分となった。さらに，日

中国交回復を主張してきた中国研究所をはじ

めとする学術研究機関，日中友好協会，中国

貿易関係団体内部が，中共支持・日共反対と

日共支持・中共反対の両派に分裂し，除名や

内部批判などの対立・抗争が激化していった。

運動圏における文革支持層は，反日共を掲げ

るブント系及びノンセクト・ラジカル系新左

翼学生であった9。 

そもそも中国革命は地主を打倒し土地を与

えられた人口の大半を占める農民が立ち上が

った農村革命であった。それに対し，文化大

革命は紅衛兵のような学生が主役となり，旧

世代の権力者たちを暴力によって打倒し，旧

時代の伝統文化を破壊する都市型革命であっ

た。そのことがまた，日本の新左翼学生の闘

争心を刺激した。とりわけ文革の最初期に見

られた，都市の工場労働者が主導する，旧来

の党権力から権力機構を奪還し自主管理機構

を樹立するコミューン運動が，大学の特権層

を打倒し学園にバリケードを築いて立てこも

る学生闘争の先駆けとなった。 

理論化志向の強い新左翼活動家は，文革を

世界革命・永久革命の一環として捉え，毛沢

東思想を世界革命のための運動理論として解

釈し，林彪の人民戦争論を暴力革命・武装闘

争のための軍事理論として重視した。中国側

も国外の人民に武装蜂起を呼びかけた。 

論壇は 1970 年の日米安保改定を阻止しよ

うとする意図から，文革をアジア革命として

捉えなおし，第三世界の民族解放闘争や在日

アジア人（主に朝鮮人・韓国人・中国人）の

人権闘争を展開した。65 年の米軍のベトナム

北爆以降盛り上がったベトナム反戦運動は文

革支持と共鳴した。さらに日本経済界が東南

アジア諸国へと賠償外交や投資・貿易などを

通して経済進出しようとする動きをアジア経

済侵略だとして，それを阻止する闘争へと広

がりを見せた10。 

この間，論壇・講壇では文革を批判する論

者として，国内要因を重視する権力闘争論や

国際要因を重視するパワーポリティクス論や

反共主義などの立場があった。文革に賛同，

あるいは同調する論者としては，文革を新し

い人間を作る実験だとして，従来のソ連型議

会主義ではない新たな社会主義の方向性に期

待する立場があった。 

1968 年夏以降，紅衛兵は解散を命じられ，

中国の知識青年たちは全国の辺鄙な農山村へ

と散らばっていき，都市に戻ることや学籍を

回復する事は許されなかった。その数は 6000

万人に上ると言われる。都市への復帰が正式

に許されるまで，その後 10 年近い歳月を空費

せざるをえなかった。都市部に戻ってもなお

復学や就職ができた青年は限りがあり，「待

業青年」たちが暴徒化するなど，深刻な社会

問題を引き起こした。 

1969年4月の九全大会で毛沢東の後継者と

して公認された林彪が，1971 年 9 月，毛沢東

暗殺を企ててクーデターを図り，発覚して謎

の死を遂げるという林彪事件がおこった。本

当にそのような「叛党叛国」的行為があった

ならば，林彪が発動した文革それ自体が間違

っていたのではないかと，下放されていた知

識青年の間に疑念が浮かんだ。林彪事件は知

識青年たちに毛沢東への無条件の忠誠という

呪縛を解き，独立して思考する勇気を与え，
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「造反有理」の狂熱から理性的批判への転換

へと向かうきっかけを作った。それまでの集

団的思考・集団的行動様式から醒め，個人意

識が芽生えた11。74 年 11 月の李一哲壁新聞

「社会主義の民主と法制について」をきっか

けに，中国では民主化の構想と願望を直接表

現する気風が生まれ，76 年の周恩来死去後の

第 1 次天安門事件，78 年の「民主の壁」につ

ながっていった。 

日本では 1969 年に入ると学生運動は鎮静

化し，レジャー大学と称されるようになり，

小さく狭く安楽な個人的生活世界に沈潜する

ようになった。これ以後，大学生による体制

批判の集団的行動の熱気と気運はキャンパス

から失われていった。林彪事件は日本人にと

っても予想外の出来事であった。1 年近く真

相が報道されなかったこともあり，文革支持

者たちは沈黙し，現代中国研究は沈滞した。

林彪事件の概要が報じられ，中国で 73 年から

批林批孔運動が展開されるようになり，林彪

路線が徹底批判されるようになると，文革の

終わりと脱毛沢東主義時代の到来が意識され

るようになった。次第に同時代中国の動静は，

革命派と実務派の権力闘争として捉えられる

ようになった。 

さらに翌 72 年 2 月，マオイストの流れを汲

む日本の連合赤軍により，人質をとっての山

荘での銃撃事件が起こり，逮捕後，14 名の同

志殺害の事実が明るみに出た。林彪事件に続

く連合赤軍事件により，新左翼運動は自壊し，

マオイズムを世界革命思想として学習しよう

とする契機は失われ，文革に対する熱気と陶

酔感は急速に冷めていった。林彪事件をきっ

かけに学術圏から文革支持者が消えていき，

浅間山荘事件で運動圏から文革支持者が消え

ていった12。 

論壇においては文革までは中国側の公式プ

ロパガンダに沿った見方を紹介するような記

事が多く目立ったが，73 年の批林批孔運動か

ら 75 年の「農業は大寨に学べ」を最後に，そ

のような記事は姿を消していった。75 年の周

恩来による｢四つの近代化｣の提唱，周恩来・

毛沢東の死去，「四人組」逮捕，失脚してい

た鄧小平の復活，などにより，文革の幕が閉

じられると，次第に文革の権力闘争やすさま

じい暴力と破壊の実態が日本にも伝えられる

ようになってきた。74 年に，ノーベル賞作家

ソルジェニーツインの国外追放のニュースが

大きく取り上げられ，現実の社会主義の非人

間性が露わになっていった。79 年の中越戦争

は短期間の国境付近での武力衝突ではあった

が，社会主義国間の覇権闘争の実態を見せつ

けた。これらの出来事は社会主義の理念と現

実の間の大きな落差を示し，社会主義に対す

る批判と疑惑を掻き立てた。 

1981 年 6 月の「歴史決議」によって文革は

全面否定され，資料は封印され，歴史事実の

詳述は禁じられて今日に至っている。日本に

おいては，近現代中国研究者を除いて「中国

革命」に対する関心は失われていった。文革

に陶酔した急進世代の中国研究者は，文革の

悲惨な現実を知らされて，過剰な共感は幻滅

へと変わり，陶酔から醒めたあと，ある者は

文革を支持した過去を悔恨しつつ沈黙し，あ

る者は研究対象をたとえば古典中国・旧中国

の研究へと転換した。文革支持者は批判を受

けるか，文革期の自分の発言については沈黙

するようになった。日本の中国論者には深い

亀裂が刻まれた。そのため文革論議の内実に

ついて，同時代人の証言者は今なお乏しく，

回顧的研究の試みも十分になされてはいない
13。 

そのいっぽうで，僅かではあるが，現実の

文革は失敗したが，文革の目指したものは評

価していこうとする立場の知識人や活動家も

いた。第三世界における南北関係や従属経済

のもたらす差別や貧困はなくなっていないと

する第三世界論，人民公社は失敗したが，郷

14



 
 
 

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.7 (2) 2014 

 

 

鎮企業は可能性を秘めているとする内発的発

展論，中国の経済は先進国に従属する経済で

はなく，ソ連型の都市中心・重工業中心の経

済ではなく，農業中心の分散型経済であると

する自立経済論，あるいはコミューン論など

である14。いっぽうで断交した台湾から「匪

情研究」に基づく対日世論工作が功を奏し始

め，中国国内の権力闘争や民主化運動を伝え

る香港情報が日本の論壇への影響力を増して

いった。中国論の大勢は中国観察家による現

状分析によって占められ，彼らは中南海の保

守派と改革派の対立という分析視角を動向分

析の主な方法論とした15。 

1972 年の日中国交回復以降，政府間の公式

関係が生まれるようになると，日本人にとっ

ての中国は，観察と分析の対象ではあり得て

も，学びの対象ではなくなっていった16。皮

肉にも，国交回復を境に，理想世界の投影と

しての中国像，主体性の投企としての内なる

中国という初発の研究動機が，現実中国への

幻滅と共に失せてしまい，内なる存在から外

なる存在へ，学ぶ対象から眺める対象へと変

貌したのである。この転換は不可逆的なもの

であり，中国革命を日本の問題として内在的

に捉える同時代認識は，日本人のなかではす

でに失われたとみてよい。いまの日本人にと

っての中国像は，外から客観的に観察する対

象であり，論壇においては，近代以降の多彩

多様な中国論の担い手は退場し，中国語を使

いこなし，豊富なデータと専門知識を駆使で

きる中国観察者にほぼ一本化されている。 

 

 

三．天安門事件――反転する構図 

 

紅衛兵が下放命令を受けて街頭から消え，

林彪事件で文革派内部が分裂することを契機

として，中国は脱毛沢東時代に入りつつあっ

た。1971 年の米中接近を契機に中国は米ソを

主敵とする二正面戦略を改め，反ソに焦点を

絞り，翌年，日中国交正常化が実現した。と

はいえ，まだ中国は文化大革命のさなかにあ

り，パンダブームはあったものの，中国は依

然として閉鎖的で，本格的な日中間の民間交

流は進まなかった。 

財界・民間の両国交流が本格的するのは，

1978 年に日中長期貿易取決めと平和友好条

約を締結し，翌年末に円借款供与が開始され

てからのことだった。中国国内では 78 年末の

11期3中全会で開放政策への転換が表明され，

80 年，林彪・四人組裁判が始まり，毛沢東時

代の終わりが印象付けられた。政府間では中

曽根首相と胡耀邦総書記の良好な関係に代表

されるような，両国首脳の相互往来が活発に

なされた。民間では，78 年，中国の主要都市

で日本映画が上映され，80 年に NHK 特集『シ

ルクロード』が 1 年刊放映され，82 年，日中

合作映画『未完の対局』が製作上映されるな

ど，日中友好ムードが高まり，中国に親しみ

を感じる日本人が増え，日中関係は良好だと

考える日本人が増えていった17。 

とはいえ，1978 年の平和友好条約締結をめ

ぐっては，「反覇権条項」をめぐる日中双方

の交渉が長引き，論壇では締結について対ソ

包囲網に与するなとの慎重論が大勢を占めた
18。以後の日中関係は，宝山製鉄所プラント

輸出キャンセル（79 年），歴史教科書問題（82

年），靖国神社公式参拝問題（85 年），光華

寮問題（87 年）など，きしみを見せた。日中

友好条約締結によって順調かつ本格的に進む

かに見えた日中関係は不穏な関係へと暗転し

た19。 

「開放」された中国と直接交流をするなか

で，日本人が目の当たりにした中国内部は，

混乱と近代化の立ち遅れが目立つ，日本とは

異質なシステムに覆われた社会だった。毛沢

東時代は社会主義建設と毛沢東思想への憧れ

があり，近代化が遅れた現状への同情があっ
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た。だが，中国自身が毛沢東路線と訣別して

近代化路線へと転換したため，日本からは中

国の現状を毛沢東思想から分析するような視

点はなくなっていった。 

そこで，80 年代に入ってからの日本の論壇

では，中国内部から聞こえてくる現状への不

満に注目が集まった。下放先の農村から都市

に戻ったものの復学も就職もできない「待業

青年」や，前途に希望を失い香港に渉る不法

難民や，台湾やアメリカなど海外亡命を図る

者たちの動向や真意が紹介されるようになっ

た20。このような関心の土壌があって，86 年

以降の，政治体制改革と民主化をもとめる知

識人や学生への同情を生んだ。彼らが中華人

民共和国建国以後の既存の共産党指導体制を

改革しあるいは覆すことへの期待が集まった。

論壇の左右とも改革派ブレーントラストの改

革構想と在野の民主化運動に注目を集中し，

中国の民主化の実現を目指す取り組みへの共

感が高まった。 

中国の青年たちは政治改革・情報公開を進

めるゴルバチョフ共産党書記長に羨望を感じ

た。彼らの希望は，革命第 1 世代の長老支配

を打破し，官僚腐敗の現状を解決しようとし

た胡耀邦総書記に注がれた。しかし胡は 1987

年 1 月に失脚し，89 年 4 月に憤死のような格

好で死去した。そこで，中国内外の注目は 89

年 5 月の中ソ和解の舞台となる天安門広場に

集まった。日本の報道界は学生運動を主導す

るポスト紅衛兵世代の若い学生たちの動きを

注目し，論壇・学術圏は経済・社会体制改革

に取り組む趙紫陽首相の下にブレーントラス

トとして結集した，若手知識人たちの改革戦

略を注目した。 

ところが希望は絶望へと暗転した。中国共

産党は学生たちの運動を「反革命暴乱」とし，

6 月 4 日に，人民解放軍を出動させて鎮圧し

た。6 月 9 日，戒厳部隊を接見した鄧小平は，

「この風波は遅かれ早かれ起こるべきことで

あった。それは主として国際環境，次いで中

国国内の環境により決定づけられたものであ

る」との訓示を垂れた。中国共産党は西側国

際社会に対して「和平演変」批判キャンペー

ンを展開し，ソ連・東欧の民主化・共産党独

裁体制解体の衝撃波を「蘇東波」と称して警

戒を強め，国内の引き締めを強化した21。日

本の世論は圧倒的に学生に対して同情的で，

人民解放軍は「虐殺」行為を行ったと報道し，

党指導部を激しく批判した。論壇は鄧小平を

頂点とする党中央の元老たちを独裁者・虐殺

の首謀者だと指弾し，中国崩壊論や中国経済

破綻論が現れた。 

天安門事件後，弾圧を受け頓挫したかに見

えた民主化が以後どうなるかの展望について，

日本ではおおよそ 3 つの立場があった。第１

に，東欧・ソ連の体制転換の流れは不可逆的

なもので，近いうちに民主化運動が中国の社

会主義一党独裁体制を転換するとの見方であ

る22。この立場に立つ中嶋嶺雄は，海外に脱

出した民主運動家や体制改革派知識人がその

批判勢力の担い手となることを期待した。第

2 に，ヨーロッパ世界で民主化が進み冷戦体

制が崩壊しつつあろうとも，膨大な農民人口

や非識字層を抱え，帝国主義という外部の敵

に対する抵抗のナショナリズムを求心力とし

て結束してきた「アジア社会主義」の枠組み

は容易には崩れないとの見方である23。この

立場に立つ加々美光行は，1992 年初頭の鄧小

平の南巡講話について，社会主義に対する堅

い信念を読み取った。第 3 に，中国における

民主化を長期的かつ段階的に捉えようとする

歴史家の立場である。彼らは天安門事件にい

たる民主化運動を，中国の国家―党―社会シ

ステムを打破しようとする下からの社会運動

として再定置し，党の一元的指導による統治

と管理という「党国体制（パーティーステー

ト・システム）」による民主主義の実現は，

中華民国の国民政府時代から継続する体制で
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あって，今後は，党が民意を代表し人民に代

行する段階から，人民が直接民意を行使する

憲政改革を目指すべきとの見方である24。 

中国は天安門事件以後，思想引き締めと愛

国主義教育による民主化勢力の封じ込めで，

国内的には治安を回復し，政治的安定を取り

戻した。東欧諸国の体制転換とソ連邦解体に

よる「蘇東波」の衝撃を蒙り，日本を含む西

側諸国は武力制圧という手段を取ったことを

人権弾圧だと中国政府を非難し，対中武器輸

出停止・経済協力凍結などの経済制裁を加え

られたことで，「和平演変」の脅威に晒され

た。実際に，89 年から 90 年にかけて，国内

消費は冷え込み，失業問題が顕在化し，経済

成長は鈍化した。 

いっぽう，国外脱出した民主化運動の参加

者たちを糾合したパリに本部を置く「民主中

国陣線」は，中国の民主化と政治体制変革の

求心力として期待されたものの，内部分裂を

繰り返し，資金難を抱えた。彼ら亡命した知

識人や学生からの証言から，天安門広場での

虐殺は目撃されなかったこと，運動は統率が

取れていなかったこと，運動の過程でポスト

紅衛兵世代の学生たちと，紅衛兵世代の改革

派知識人との間の世代間ギャップがあって，

相互に不信感が横たわっていたことなどが明

らかにされた25。天安門事件前後は，日本社

会にとって，留学生や就学生など来日する多

くの若き中国人と直接出会う時期でもあった。

偽装難民やスネークヘッドなどが社会問題に

なり，続々と押し寄せる中国人の人口浸透圧

や社会犯罪への恐怖感が，その後に日本人の

間で増殖していく中国脅威論の 1 つの源泉に

なっていった26。 

党中央は「中国的特色を持つ社会主義」建

設の道を進むことを決意し，国際的孤立を避

けるべく，比較的人権弾圧批判のトーンが比

較的低い近隣のアジア諸国との融和外交を活

発に展開した。一時低迷していた中国経済は，

91 年以降，完全復活を遂げ，1992 年の鄧小平

の南巡講話は中国の前途への悲観論を再び反

転させた27。現実中国の動きは中南海の動向

だけをウオッチしてきた中国観察家の意表を

衝いた。広東省を中心とする珠江デルタ，江

蘇省を中心とする長江デルタ地帯は飛躍的経

済発展を遂げており，どれほど中南海での権

力闘争があろうとも対外開放による経済成長

は不可逆的現象となっていた28。中国の人び

とは眼に見えて豊かな消費生活を享受し，中

国社会の表層からは天安門事件の痕跡が消え

ていた29。 

中国経済の V 字回復の原動力は，近隣の東

アジア NIES が一大生産・消費市場となり，

周辺のアセアン諸国及び中国とのリンケージ

を強め，華中・華南を中心として一大経済圏

を形成しつつあったことである30。さらに近

隣諸国との経済的紐帯の表層を剥がしてみる

と，そこに顕在化しているのは，国境を越え

て活動する華人・華僑の商業ネットワークの

存在であった31。とりわけ重要なのが，台湾

海峡を挟んで中国と台湾が経済活動において

緊密化・一体化を強めている実態であり，両

岸関係の媒介地として香港が中継投資の拠点

を成しているという，「スリーチャイナズ」

の連環性であった32。 

 

 

おわりに― 

見失われたままの日中紐帯の論理 

 

天安門事件は中国に国家崩壊と経済破綻を

招きかねないほどの試練を課した。その後の

中国は，国際社会に復帰し，経済回復から急

成長へと目も眩むような変貌を遂げた。むし

ろ試練を突き付けられたのは日本の側だった。

西側諸国の経済制裁を蒙っていた中国は，日

本の外資と技術を必要とした。日本は天安門

事件後凍結していた対中ＯＤＡを，他の西側
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諸国にさきがけて再開した。さらに中国は国

交回復20周年の1992年を迎えるにあたって，

かねてから表明していた天皇訪中を強く望ん

だ。天皇訪中を契機に西側諸国との関係改善

を図ろうという実利的思惑からだった。1992

年 10 月，天皇・皇后は初めて中国を訪問した。

その後，日中間の人と情報と物資の往来は飛

躍的に拡大し，98 年の江沢民主席訪日で「日

中共同宣言」が交わされ，責任ある大国同士

のパートナーシップを謳いあげた。08 年の胡

錦涛主席来日では，両国の「戦略的互恵関係」

が確認された。 

だが，両国間の公式マニフェストとは裏腹

に，小泉首相の靖国神社公式参拝問題や野田

首相の尖閣諸島国有化発言などによる激しい

反日デモや，日本のマスメディアを通して流

される中国のネガティブ・キャンペーンまが

いの報道などにより，両国関係は冷え切って

おり，険悪なムードが覆っている。日中関係

はもはや特殊な二国間関係ではなくなった。

かといって程良い距離感を保った良識ある大

人同士のつきあいになっているかというと，

たまたま隣り合わせた 2 つの強国があるだけ

だという乾いた感覚があるうえに，稚気に富

んだ感情のぶつかり合いが演じられている。 

本稿「はじめに」で，戦後中国研究者の世

代論について触れた。これら 3 世代に渉る中

国研究者の関心と研究姿勢において共通して

見られることは，彼らが青年期に遭遇した同

時代中国に生起した変革に託す期待の大きさ

である。即ち，第 1 世代は中国共産党の権力

正統性への期待であり，第 2 世代は世界革命

の担い手としての人民の主体性への期待であ

り，第 3 世代は中国民主化の実現への期待で

ある。3 世代とも熱情と希望を仮託する対象

はそれぞれ異なるものの，共通して見られる

特徴として，同時代中国の特定の対象への無

謬性の確信と理想主義的な研究姿勢が指摘で

きる。 

そこで，3 世代に共通してつきまとう煩悶

は，理想を仮託した予見と，結果として実現

された実態との間の乖離という問題である。

研究者の良心と，研究内容の価値中立性とい

う学問の前提に立つとき，学者の説明責任と

して予見の錯誤をどうひきうけるかという事

態に，常に事後的にさらされてきた。即ち，

第 1 世代においては，中華人民共和国成立後

の急進的社会主義化に伴う人民への抑圧の現

実と，国家権力の正統性との間の矛盾である。

第 2 世代においては，文革の実態が決して人

民主導ではなく国家が発動し人民に代行させ

た集団的暴力行為だったことの矛盾である。 

これら中国研究者・中国論者につきまとう

煩悶は，日本人の中国認識のありようそのも

のに対する，ある反省と対策を迫った。即ち，

認識対象である現実中国と，認識主体である

日本の研究者との距離の取り方であり，接近

しすぎたり没入したりすると誤った予見を導

く事になるという教訓であった。そこで，研

究者の主観を極力反映させずに，傍観者とし

て一定の距離をとりつつ冷静かつ客観的に分

析するという中国観察家（チャイナ・ウオッ

チャー）の姿勢を取るようになった。このよ

うな背景から，中国革命，中華人民共和国成

立，文革と，いくつもの衝撃を経て，日本に

おける中国論者は地域研究者としての現代中

国研究者が優勢を占め，客観観察型の中国論

が論壇の主流を成すにいたっている。 

しかしながら，中国論をいわば寡占化した

中国観察家は，天安門事件の前後において，

学生主導の民主化運動を過大評価し，党と軍

の武力制圧を見通すことができなかった。党

中央に対する人権弾圧批判に乗じて，一党独

裁体制は崩れ，中国は国際的孤立の中で解体

の危機を迎えるとの見立ては，その後の近隣

外交と V 字回復により見事に裏切られた。天

安門事件当時に鄧小平に貼られた独裁者・虐

殺の首謀者というレッテルは今は剥がされ，
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改革の総設計師としての評価が棺を蓋って定

着している。自らの予見と結果との齟齬につ

いて，その後，立論した論者の自己批判や中

国像の軌道修正がなされた例は寡聞にして知

らない。中国革命と文化大革命において日本

の中国論者が踏んだ予見と錯誤の轍を，天安

門事件においても踏んだまま今日を迎えてい

る。戦後第 3 世代研究者たちもまた，民主化

推進勢力が主張した民主化は実現せず，崩壊

するはずの共産党の一党独裁体制はより巧妙

に強化され，破綻するはずの国家経済は回復

するばかりか急成長を遂げたことの矛盾にさ

らされている。 

かつて日中友好条約締結以降，80 年代に入

ってから，表層的な友好ムードとは裏腹に，

日中関係には早くもきしみが生じ，内部では

相互離反が生まれていた。その離反状態から

の復元力となるような紐帯の論理を，中国側

は日本の近代化経験に学ぶという目先の利益

以外に見いだせず，国内権力闘争と路線対立

にともなって，対日関係は緊密と離反の間を

不安定に揺れ動いた。日本側はかつての中国

革命と毛沢東思想の理想以外に持ち合わせて

はおらず，文革の終わりとともに，中国革命

や文化大革命に対して日本人が抱いて来た陶

酔感を伴う現代中国への憧れや，中国に学ぼ

うという姿勢は消失した。 

中国はもはや自己投企の対象ではなくなり，

自画像を映す鏡でもなくなってしまった。当

然のことではあるが，中国の国家及び社会内

部に対する深い理解に支えられた対中認識あ

ってこそ，日本人の中国像の輪郭はクリアに

なる。そして，そのようなクリアな中国像に

依拠してこそ，真の日中間対話が成立するの

である。 

 

 

 

 

脚注＊ 

 
1著者の研究の一連の成果として，下記の著書・

論文がある。「出版界から見た日本中国学の変

遷――岩波書店の刊行物を中心に」『第 58 回日

本中国学会講演録 中国学への提言』日本中国

学会，2007 年（以下「馬場 2007」と略），『戦

後日本人の中国像――日本敗戦から文化大革

命・日中復交まで』新曜社，2010 年（以下「馬

場 2010」と略），「戦後日本人は文革の終わり

をどう迎えたか 1973-1978 年――日中復交か

ら平和条約締結まで」『アジア太平洋討究』第

20 号，2013 年（以下「馬場 2013a」と略），「友

好と離反のはざまできしむ日中関係 

1979-1987 年――中越戦争から民主化運動へ」

『愛知大学国際問題研究所紀要』141 号，2013

年 3 月（以下「馬場 2013b」と略），「天安門

事件に到る道 1988―1990 年――日本から見

た背景・経過・結末」『アジア太平洋討究』第

21 号，近刊（以下「馬場 2013c」と略），「天

安門事件以後 反転する中国像 1991―1992

年」『国際日本学』第 11 号，近刊（以下「馬場

2013d」と略）。 
2 浅野豊美「敗戦・引揚と残留・賠償――帝国

解体と地域的再編」『東アジア近現代通史 7 

アジア書戦争の時代 1945-1960年』岩波書店，

2011 年，85 頁 
3 馬場 2010，85 頁 
4 日本中国学会編『資料・日本現代中国学会の

60 年 1951-2011』日本現代中国学会，2011 年，

110 頁・144 頁，『現代中国』（日本現代中国学

会）「シンポジウム・日本現代中国学会 60 年を

振り返る」86 号，2012 年 9 月，209-210，219

頁 
5 馬場 2010，86 頁 
6 馬場 2007，81-84 頁 
7 波多野澄雄「サンフランシスコ講和体制――

その遺産と負債」『日本の外交 第 2 巻 外交

史 戦後編』岩波書店，2012 年，19-44 頁 
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8 馬場 2010，241-248 頁 
9 馬場 2010，252-254 頁 
10 馬場 2010，284-297 頁 
11 徐友漁「形形色色的造反：紅衛兵精神素質的

形成及演変」（香港）中文大学出版社，1999 年，

205-210 頁，印紅標『失踪者的足跡：文化大革

命期間的青年思潮』（香港）中文大学出版社，

2009 年，348-360 頁 
12 馬場 2010，306-311 頁 
13 馬場 2010，318-319 頁 
14 馬場 2013a，194 頁 
15 馬場 2013b，46-52 頁 
16 馬場 2013a，188 頁 
17 馬場 2013b，23-25 頁 
18 馬場 2013a，192-193 頁 
19 馬場 2013b，52-56 頁 
20 馬場 2013b，43-44 頁 
21 馬場 2013c  
22 中嶋嶺雄『中国の悲劇』講談社，1989 年 
23 加々美光行『現代中国の黎明――天安門事件

と新しい知性の台頭』学陽書房，1990 年 
24 六四中国近現代史研究者声明有志連絡会『中

国――民主と自由の軌跡』青木書店，1989 年，

西村成雄『中国ナショナリズムと民主主義――

20 世紀中国政治氏の新たな視界』研文出版，

1991 年 
25 林澄「ドキュメント天安門事件」『現代』1991

年 7 月号，同「「天安門事件」パリ秘密会議の

全容」『現代』1991 年 10 月号，蘇暁康「理性

の困惑と理性の怯懦」『世界』1990 年 7 月号，

譚璐美「天安門事件 リーダーたちの獄中生活」

『現代』1992 年 7 月号 
26 山口令子「中国人の「甘えの構造」」『諸君！』

1989 年 1 月号 
27 馬場 2013d 
28 叶芳和「情報革命が中国をつくり変える」『中

央公論』1991 年 5 月号，同「中国は全方位開放

政策へ」『中央公論』1991 年 8 月号 

 

 
29 早房長治「最後の社会主義大国中国 上下」

『朝日ジャーナル』1992 年 2 月 14 日・2 月 21

日号 
30 涂照彦「「NIES」論からみた中国「動乱」『世

界』1989 年 10 月号 
31 可児弘明「華僑・華人の現在――その歴史と

帰属意識を中心に」『世界』1992 年 3 月号 
32 涂照彦「中台関係 東アジア経済の焦点」『世

界』1992 年 3 月号 
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「文革の再来」に関する考察 

―ネット空間とリアル空間の相乗効果による 
公共性の構造転換と民主化のために― 

 

劉燕子 

 

 

一．状況の認識と課題の設定―文革の「呪縛」

を解きほぐすために 

 

 マルクスは『ルイ・ボナパルトのブリュメ

ール一八日』でヘーゲルを引き世界史の大事

件や大人物は、初めは悲劇、次は茶番として

現れると述べた*1。ところがプロレタリア文

化大革命の場合、その再来が指摘されている

が、茶番どころか、ますます悲劇の度を増し

ている。確かに、文革は改革開放の進展で過

去になったかのように見えたが、根深く存続

し、まさに「あらゆる死んだ世代の伝統が、

生きている人間の頭のうえに悪魔のようにの

しかか」り*2、「現代中国を呪縛し続け」て

いる*3。 

文革の再来は、既に胡錦濤政権の時期にチ

ベットなど少数民族地区で指摘されていたが
*4、習近平政権となり全面的に広がった。二

〇一三年一月二七日付「インターナショナ

ル・ニューヨーク・タイムズ」（「ニューヨ

ーク・タイムズ」傘下の国際紙）の評論記事

は「多くの人々が文革の再来に恐怖を抱いて

いる」と論じた。 

 習近平は演説で「中国の夢（中華民族の偉

大な復興）」を連呼しつつ毛沢東を幾度も引

用し、「労働者階級」や「群衆路線」など死

語となっていた用語を復活させた。全国で押

し進められる「反腐敗」や「反浪費」のキャ

ンペーン、それに対置した「偉大な共産主義

の戦士」雷鋒（命さえ惜しまず人民に奉仕し

たとされるが異論がある）の称揚は、毛沢東

時代の政治運動に引き写しだと言われてい

る。 

 ただし、それはあくまでも指導体制の枠内

に止められている。重慶で文革式の政治運動

を進め人気を博していた薄熙来は、英国人実

業家ニール・ヘイウッドの変死、腹心の王立

軍のアメリカ総領事館駆け込み（亡命未遂）

を契機に拘束され、失脚した（二〇一三年十

月に無期懲役の判決確定）。これは胡錦濤か

ら習近平への権力の移行過程における権力闘

争の一つであり、勝利者のみ文革方式を使え

るのである。体制から見れば、薄熙来の手法

は極左であり、その支持者は毛沢東左派（毛

左）とされる。 

 さらに、勝利した権力者でも、その使い方

が過剰にならないように注意しなければなら

ない。そこには敏感な問題があるためである。

文革は一九八一年に中国共産党中央委員会に

おいて採択された「建国以来の党の若干の歴

史問題についての決議（歴史決議）」により

否定されており、それを公式に持ち出すこと

はできない。ただし、文革を彷彿とさせる方

式を使えば、かつて共産党が勢い盛んで社会

は平等であったという懐古主義や毛沢東のカ

リスマ的絶対的な権威が利用できる。確かに、

文革では三大差別（都市・農村の差別、工業・

農業の差別、頭脳労働・肉体労働の差別）の

論文 
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撤廃や「大民主（大鳴、大放、大字報、大弁

論）」が提唱されていた。しかし、これが格

差が拡大した現状や腐敗汚職が止まらない現

政権の対比や批判に転じてはならない。 

 類似した問題は、二〇一二年九月、尖閣諸

島（釣魚島）の国有化に端を発した反日デモ

の拡大と、それへの取締りにも認められる。

反日デモは中国で許容される唯一の示威行為

だが、そこで毛沢東の肖像が数多く掲げられ

た。表面的には日本に反対しながら、その裏

には中国政府への不満や批難が内包されてい

る。街頭に現れた「釣魚島は中国のもの、薄

熙来は人民のもの」というプラカードは、薄

熙来を失脚させた体制への批判と反日デモの

連関を端的に示している。 

 香港の古思堯の行動も同様である。彼は二

〇一一年九月、中国の国旗を燃やし一党独裁

に抗議したが、翌年八月十五日に尖閣諸島に

上陸した。ここには現体制への憤懣と過去の

戦争の怨念が密接に絡みあい、反日と反体制

が結合している。「すべての真の歴史は現代

の歴史である」の如く、歴史が鋭く現代に関

わってくるのである*5。 

 このため、中国政府は反日デモを利用しつ

つ、その矛先が自分に向けられるのを恐れ、

拡大を押さえつけるというマッチポンプ式に

動いた。学校を通して学生が動員されたが、

親たちはやり過ぎてはいけないとあらかじめ

注意を与えるという情報はいくつもあり、こ

れは狭隘な実証主義では見過ごされるが、中

国政府の対処と表裏をなすものとして軽視す

べきではない。 

 このような動勢において統制が強化されて

いる。二〇一三年五月初旬、中国共産党は大

学教員に「学生に話してはならない」七項目

（七不講）を機密扱いで通達した。それは普

遍的価値、報道の自由、公民社会（中国語の

公民の意味は市民に近いが公共性に関わり公

民を使う）、公民の権利、党の歴史の誤り（共

産党政権の正統性に関わる）、権貴（特権貴

族的）資産階級、司法の独立に関わる内容で、

機密であったがネットで暴露された（その後、

削除や投稿が繰り返された）。その中で「こ

れほど直接かつ具体的に干渉するのは近年で

は初めてで、これでは大学と言えない」、「余

りにも古くさい禁令で、却って現体制の問題

を示している」などの発言が投稿された。 

 九月中旬には、 高法院と 高検察院が連

名で「デマが五百回転送、或いは五千回読ま

れた場合、発信者は三年以下の懲役など科さ

れる可能性がある」と発表した。そして一七

日、甘粛省張家川回族県で、未成年の中学三

年生の少年がツイートで逮捕された。これに

対して「 年少の政治犯を支援しよう」など

の書き込みがネットに殺到し、また同県の共

産党幹部の汚職疑惑など次々と暴露され、窮

地に立たされた地元当局は二三日、少年を釈

放した。 

 これはネット空間（上網）とリアル空間（上

街）の連動による成果である。それは一例で

あり、近年ミニブログ（ウェイボー）などで

ネット市民が言論空間を拡大し*6、社会問題、

歴史の真相、腐敗汚職などの具体的な情報を

短時間で拡散させ、世論を動かすようになっ

ている。その中で、影響力のある者はニュー・

オピニオン・リーダーと呼ばれているが、当

局に危険視されている。実際、秦火火（本名

は秦志暉）、立二折四（本名は楊宇秀）、薛

蛮子（本名は薛必群、ベンチャー企業やＮＧ

Ｏに資金提供する個人投資家、慈善家）たち

が「群衆の摘発」により逮捕されるや、ＣＣ

ＴＶのニュースで全国に放送された。特に八

月に買春で逮捕された薛蛮子の場合、連日、

必ず彼がネットの著名人であるとことわった

上で、道徳的人格的に低劣であると激越な表

現で非難した。「群衆の摘発」から見せしめ

（示衆）の糾弾まで、まさに文革方式である。 

 このように状況は複雑であり、しかも広大

な中国では具体例を挙げれば枚挙に暇がな

く、それらが様々に錯綜し、絡みあい、一層
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複雑になっているが、本質的な次元では文革

的な政治体質が今も存続し、またそれへの抵

抗が根強く繰り返されている。それ故、多重

に錯綜する状況に惑わされず、かつ敏感で微

妙な点も慎重に吟味しつつ、全体を見渡して

本質を考究しなければならない。これが小論

の課題である。そのために、まず治安部門で

重要な位置を占める「国保（グォバォ、国内

安全保衛総隊の略称）」を取りあげ、次に統

制の強化は危機の深刻化と表裏一体をなして

いることを論じ、それを転換すべく改革や民

主化に取り組む諸実践の意義を提出し、課題

の解決を示す。 

 

二．「国保（グォバォ）」と「安定維持産業」 

 

統制強化は体制の危機の深まりのためでも

ある。続発する抗議デモや暴動を抑え込むた

め「維穏（安定維持）」の予算は増額の一途

をたどり、二〇一一年の予算では、治安維持

を主目的とした公共安全費は七兆八千億円

で、国防費の七兆五千億円を超えた。一般の

警察に加えて、武装警察や特殊警察が増強さ

れ、街頭に装甲車を走らせ、空中ではヘリコ

プターを旋回させながら「和諧（調和）社会」

や「中国の夢」を説くという荒唐無稽な状況

が現れた。その中で「国保」は、警察、国家

安全部門、軍隊を含めた中国の治安体制の中

軸的な機関となった。 

 巨額な予算のため、「安定維持」は政治の

みならず、経済にも大きな意味を持つように

なった。つまり、国防費を上まわる予算の配

分をめぐり、政治家や官僚は駆け引きを繰り

広げ、そこに「安定維持ビジネス」が絡まり、

謂わば「安定維持産業」が誕生し、いくつか

の巨大な親企業が傘下の中小企業に仕事を配

分している。フランチャイズ・システム方式

も現れ、「安定維持」のチェーン店が全国展

開しているとさえ言える。 

 これらはリアル空間であり、次にネット空

間について言えば、グレート・ファイアウォ

ール（GFW、中国のネット検閲システム）、

ネット警察、ネット評論員（五毛党*7）など

総動員し、監視、摘発、世論操作などを行っ

ている。そのために絶えず新たな技術が開発

され、ソフトはバージョン・アップされてい

る。 

 そして、治安当局が民間警備会社に仕事を

請け負わせ、それが中小企業に配分され、末

端では臨時雇いの要員に割り振られている。

このようにして、街頭では警官が「親方」に

なり、非正規雇用の「協警（協力警察）」、

「二警（第二警察）」と称される要員をかき

集めて、配置している。それはまた、リスト

ラされた労働者や就職できない卒業生などへ

の失業対策として雇用を創出しているという

側面もある。 

 これを通して巨額な資金が貪欲な私腹に吸

い込まれているとも語られている。欲望は止

まるところを知らず、何もなくても、不安定

であると見せるために、「国家政権転覆」の

企みなどをでっち上げ、「まさに不安定な要

因である」と上申して、予算を獲得するので

ある。共産党体制において資本の価値増殖過

程が進行している。 

 こうして「安定維持」の利権に群がる者た

ちは増える一方で、一人を見張るために八人

も配置して、二四時間三交代制で勤務してい

るというところまである。しかし、当然のこ

とながら、誰も本心では仕事に忠実ではなく、

士気は低く、効率も悪い。 

 また、たとえいくら巨額でも、予算には限

りがある。これを他よりも早く確保するため

に、なりふり構わず、謂わば電光石火の早業

の如く容疑者を作り出し、これができなけれ

ば、「芽のうちに摘み取る」と、思いつく限

りの「理由」を案出して要求する。それが様々

な治安部門から先を争い矢継ぎ早の勢いで出

されるため、無実の人たちを陥れる冤罪事件
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が多発し、これにより被害者だけでなく、不

当な差別や偏見で苦しむ人々が、その何倍も

生み出され、新たな「アンタッチャブル」が

作り出されていく。その中で迫害される者が、

さらに弱い者を迫害するという迫害の多重構

造さえ現出する。 

 他方、無闇に弱い立場の市民に暴力を振る

う要員もいるため、市民の不平不満が鬱積し、

いつ噴出するか分からないような険悪な状況

になる。ところが、だからこそ「安定維持」

が必要だと、さらに予算を要求し、弾圧のた

めの要員を増やすという悪循環が進行する。 

 このような状況において、国内の治安を担

当する「国保」と対外的な国家安全部（国安）

は「危険人物」に関わる予算を競い、内輪も

めをすることさえある*8。類似した治安機関

同士の醜悪な利権争いである。その中で、治

安権限を一手に掌握する「政法委員会」は、

警察の「国保」部門の力を使い、各地に「維

穏弁（安定維持統括事務所）」を設置し、治

安維持の全般に渡り、勢力を拡大している。

こうして「国保」は、今や旧ソ連のゲーペー

ウーに匹敵する組織となっていると言われて

いる。しかも「国安」は、政法委員会が後ろ

盾となっている「国保」に手出しができず、

ただ手をこまねいて見守るだけであり、この

ため、「国保」は横暴になり、その傍若無人

ぶりに、社会の憤懣や怨嗟はつのり、悪循環

に拍車をかけている。 

 これこそ「国家の安全と共産党政権を直接

脅かすものとなっている」と、国安の官僚さ

え嘆かせ、しかも、それがアメリカに本部を

置くウェブサイト「博訊」に掲載された。た

だし、それは利権が他人の手に落ちることへ

の不満やお互いが信頼できないための疑心暗

鬼によるものと指摘されている。 

 この実状について『遭遇警察―中国維権第

一線親歴故事―』（徐友漁、華澤編、開放出

版社、香港、二〇一二年）は、中国が毛沢東

の「階級闘争」時代から胡錦濤の「警察国家」

へと「転換」したことを、二二名の実体験に

基づく証言により明らかにしている。かつて、

イタリア共産党の創設者の一人で、ファシス

ト政権により投獄されたアントニオ・グラム

シは「新君主論」で「党の警察機能」は「進

歩的にも反動的にもなりうる」が、後者の場

合「党はたんなる執行者にすぎず、解放者で

はない。そのとき党は、技術的には、一個の

警察機関と化し、その『政党』の名は、神話

的比喩にすぎなくなる」と述べた*9。これが

まさに中国で現象しており、それ故、ネット

空間では「神話的比喩」の具体化たる風刺や

パロディで溢れているのである。 

 

三．危機の深刻化（潰敗）に対する民主化の

「土づくり」、「地力」の活性化 

 

 現状の肯定的な見方もあることは確かであ

り、改革と民主化を考える上で見過ごすべき

ではない。唐亮は、毛沢東を頂点とした「全

体主義」から「多元的な利益や考えが許容さ

れる」ような「権威主義」の段階に至ってい

るという認識を提出している*10。そして彼は、

民主化に関して、大別して①共産党主導によ

る上からの民主化、②共産党の内部分裂によ

る民主化、③経済成長、市民社会の形成、要

求の多様化（特に自由権の要求）という下か

らの民主化が考えられ、①や②の上からの民

主化が可能であると論じる*11。 

 ただし、民主化の推移を検討すると、そこ

には「高揚期」や「低調期」*12などがあり、

そのプロセスは一様ではなく、前進後退や紆

余曲折が複雑に絡みあっている。実際、天安

門民主化運動が鎮圧されても、一九九〇年に

中国自由民主党（胡石根、王天成たち）、九

五年に中国自由民主党（同名だが異なり、周

鴻陵たち）、九八年に中国民主党（徐文立、

王有才たち）が結成されたが、そのたびに潰

滅させられた。しかし、それを撥ね除ける強
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靱な力により「〇八憲章」が発表され、「新

公民運動」が展開したのである。 

 胡錦濤政権の「調和社会」や習近平政権の

「中国の夢」のスローガンの下で文革の再来

と称されるほど抑圧が強められている。中国

はＧＤＰで日本を抜き、世界第二位の経済大

国となったと謳歌しても、政治的には極めて

遅れた後進国と言わざるを得ない。市場経済

化によるある程度の経済的な自由でさえ、

様々な利権が専制体制を強化している側面が

ある。「維穏（安定維持）」という官製用語

が日常的に連呼されているが、それは、強権

的に生活や生存さえ脅かされた民衆が 後に

捨て身で起こす暴動や騒乱が各地で続発して

いるためである。「維穏」を強調しなければ

ならないほど、現状は不穏であり、それに乗

じて「安定維持産業」が増殖している。 

 それ故、改革どころか、問題はますます深

刻化しているという認識も出されている。高

橋伸夫は「現実の中国の『市民社会』は『権

威主義的モデル』からも離れて、あるいはそ

れに抗して作動」し、そこから「アナキック

な状況が亢進し、それを普段は非政治的だが、

ときに過政治化した大衆が起こすラディカル

な運動（その多くは愛国主義的なものであろ

う）の大波が襲う」と指摘し、「権威主義的

な未来も民主主義的な未来もともに描きに

く」いと問題提起している*13。確かに、数千

年の東洋的専制（皇帝や朝廷）が一党独裁（主

席や中央委員会）と形態を変え、それが集団

指導体制になっても、本質は変わらず、むし

ろ暴力が社会の奥底にまで根づいてしまい、

このために強権支配が崩れると、その反動で

「民」は「暴民」になるという危険性は軽視

できない。実際、文革において毛沢東が「人

民」に「造反有理」を呼びかけるや否や各セ

クトの内ゲバが激化した歴史があり、今や文

革の再来が現象している。 

 さらに、清華大学の孫立平は、現在の社会

的な矛盾や衝突、群衆の突発的事件など様々

な問題を踏まえ、「中国社会は大激震だけで

なく、それ以上の危険に直面している。つま

り、 大の危険は大激震ではなく、潰敗（ク

ェイバイ）である。前者は深刻な社会的衝突

により引き起こされる現政権や政治制度の基

本的枠組みへの脅威であり、後者は社会を有

機的に構成する細胞の壊死である。人間に例

えれば、前者は健康な身体への殴打による外

傷であるが、後者は生体の細胞組織が蝕まれ

る内傷である」と指摘し、「中国社会はまさ

に潰敗に向かって加速して」いることを認識

すべきだと論じた*14。この「潰敗」は「崩壊」

に似ているが、本質的には異なり、不摂生、

過労、ストレスなどによる「内傷」、生体が

爛れ崩れる「潰爛」、「壊死」などを内包す

る。彼はこれを援用して、社会的なアイデン

ティティや求心力が流失し、改革は徹底され

ず、革命は勃発せず、問題は鬱積し、人心は

荒廃し、危機が深まり、国家が内側から潰え、

滅んでいくと問題提起したのである。 

 そして、辻康吾は、孫立平の議論を踏まえ、

この問題は「今更のことではなく、かねてか

ら中国社会に存在して」おり、中国共産党が

村落共同体、同郷組織、宗族などの伝統的な

「内発的秩序」を「丹念に潰し、党支配を社

会の末端、さらには家庭の中にまで貫徹して」

きたが、その党が独裁体制で腐敗し、しかも

異論を悉く潰すため「替わるべき有効な秩序

システムは確立され」ず、これにより「潰敗」

が加速化してると論じる*15。また在日台湾人

医師の林建良も「中国国内の状況はガン細胞

のモザイク現象そのものだ」と指摘している
*16。そのスタンスは異なるが問題意識は共通

している。 

 以上から、自然環境は利益優先の開発で汚

染・破壊され、社会環境は止めどなく腐敗し、

格差の拡大、官民の対立、生存権や社会権の

圧殺、暴動や騒乱などで蝕まれ、道徳や倫理

は省みられず、希望は見出せないため人心は

荒廃しているという現状認識を導き出さざる

25



 
 
 

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.7 (2) 2014 

 

 

を得ない。「官二代（世襲官僚）」や「富二

代（世襲富裕層）」の海外脱出は、そのため

である。 

 そして、自然、社会、心理まで包含した環

境全般のレベルまで問題が重大化しているこ

とから、その解決も根本的かつ長期的になら

ざるを得ないことが分かる。この包括的・根

本的・長期的な解決のために、ネット空間と

リアル空間の相乗効果を手がかり（梃子）に

した草の根の民衆のエネルギーによるボトム

アップの根底的な民主化が求められる。 

 確かに、これは政治改革のように劇的な変

化としては現れないだろう。しかし、社会の

隅々に浸食する「潰敗」に対しては、その基

盤たる環境全体を改良し、構造を根本的に転

換しなければならない。ここで孫立平が病理

学を援用した現状分析を環境に即して換言す

れば、汚染・破壊された大地の土壌改良、社

会的環境の質的な向上、諸個人の諦念や傍観

を乗り越える覚醒などが挙げられ、それは言

わば民主化の「土づくり」*17、「地力」の活

性化である。ガンにまで喩えられる重篤な「潰

敗」の進行を止め、回復へと転じる展望は、

ここに見出せると考える。 

 

四．「新公民運動」 

 

 二〇〇八年一二月九日に中国の改革を提唱

した「〇八憲章」がネットで発表され、主要

起草者の劉暁波はその前夜に逮捕されても、

翌年ノーベル平和賞を受賞するなど、国際的

に評価されたが、逆に共産党政府は統制を強

化した。しかし、これに挫けず「新公民運動」

が二〇一二年から起こり、ネットを通して急

速に拡大した。それは共産党一党体制への反

対を打ち出した「〇八憲章」とは異なるかた

ちで、体制の枠内で改革を求める穏健な運動

であった。組織もリーダーもないネットワー

クとして展開した。特に、憲法（一九八二年

公布）第三五条に明記されている「中国公民

は、言論、出版、集会、結社、行進、及び示

威の自由を有す」に立脚し、その実現を求め

た。 

 この運動の名付け親で、中心的存在たる法

学者の許志永は、以前から人権擁護で活動し

ていた。二〇〇三年三月、中華人民共和国居

民身分証を持っていた大卒青年の孫志剛が暫

住証がないという理由で検挙され収容所内で

撲殺された時（孫志剛事件）、許志永（北京

郵電大学）は兪江（華中科技大学）や騰彪（中

国政法大学）とともに苛酷な収容制度を全国

人民代表大会に告発した。この事件は被害者

が農民ではなく学卒であることと相まって、

広く注目され、批判が巻き起こり、制度は廃

止された。 

 しかし、兪江たちが結成した人権擁護団体

「公盟」は二〇〇九年に活動停止を余儀なく

され、また騰彪は大学を追われ、弁護士資格

を剥奪された。許志永は孤軍奮闘の如く、不

平等な教育制度の是正や政府高官の資産公開

を軸に「新公民運動」を展開したが、すぐに

弾圧された。三月に中心的な役割を果す張宝

成、袁冬、馬新立が拘束されるや関係者が次々

に拘束され、七月には許志永まで拘束された。

憲法の保障することを求めて集まっただけ

で、公共秩序騒乱罪とされたのである。しか

も、その場にいた者は異口同音に「平和的に

行われ、混乱も交通渋滞も起きなかった」と

証言した。しかし審理では全く無視され、二

〇一四年一月二六日、懲役四年の実刑判決が

下された。 

 法廷では、不公正な裁判手続きに抗議して、

許志永と弁護士はずっと沈黙し続け、 後に、

許志永は用意した「自由、公義、愛のため」

と題する陳述を読み上げ始めたが中止させら

れた。その要旨は、次の通りである。 

 不平等な教育制度の是正や政府高官の資産

公開を求める活動を公共秩序騒乱として起訴

することは、表面的には公民の言論の自由と

公共秩序の境界という問題に見えるが、実は
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憲法の保障する公民の権利に関わり、その根

底には深い恐怖がある。裁判を公開し、傍聴

を自由にすれば、私の名前がネットに出て、

来たるべき自由な社会に衆目が向くことに恐

れを抱いている。我々は臣民でも、順民でも、

愚民でも、暴民でもなく、国家の主人公であ

る。公民としての権利の実現を謳う世界人権

宣言と中華人民共和国憲法に規定された選挙

権、言論の自由、信教の自由などは神聖な権

利であり、ただの紙きれではない。自由、公

義、愛は我々の核心的な価値であり、行動の

指針である。公民のグループは、公民として

の立場、民主憲政、自由、公義、愛を共通理

念としており、独裁体制の組織にはならない。

リーダーや等級、命令と服従、紀律と賞罰な

どなく、完全に自発的で自由な公民の連合で

ある。 

 このような陳述が中断されたのである。さ

らに、裁判所の周辺で彼の釈放を訴えた支持

者は拘束され、また判決後、彼の弁護士はジ

ャーナリストの取材を妨げられて警察車両に

乗せられた。そのなり振り構わぬ取締りは、

本質において粛清であり、だからこそ文革の

再来と称されるのである。 

 しかし、新公民運動は途絶えていない。ネ

ットを通した寄付、オークション、通販など

を利用し、その収益を、出稼ぎ労働者（農民

工）の人権擁護や言論のために投獄された活

動家や弁護士の家族を支援する「冬季谷倉（冬

の穀倉）」の活動もあり、粘り強く続いてい

る。 

 これは二〇一一年、ニュー・オピニオン・

リーダーの一人、冉雲飛*18の逮捕に際し、肉

唐僧（ペンネーム）が発起した。一元でも寄

付すれば「党員」になれとして、「善意の一

元」の「送飯党」と呼ばれる。小さな金額を

多くの人々から集め、大金の寄付は受けない。

「党」を標榜するが、「脱中心」、「脱組織」、

自治、民間ビジネスのルールの尊重を基本理

念としたネットワークである。 

 そして二〇一三年から作家の野夫（ドイツ

在住）たちのコーディネートで、「新公民運

動」の一つとして広がった。一年間で約十万

人が参加し、十家族を支援した（一家族に二

年分の生活費として十二万元＝約二百万円を

支給）。その中で「謝謝」と書かれた一枚一

元（約十七円）のステッカーは六六時間で十

二万枚を完売した。これはあくまでもネット

上の買い物であるため、当局は取締りにくい。

ネット空間とリアル空間を効果的に連動させ

た活動スタイルと言える。 

 

五．ネット空間とリアル空間の相乗効果を通

した民主化の可能性 

 

 劉暁波は二〇〇六年に「諸権利を非暴力で

擁護する運動は、政権奪取を目標として追求

せず、尊厳をもって生きられるヒューマニズ

ム社会の建設に努力する。即ち、愚昧かつ怯

懦で、使役に甘んずる“民”の生存方式を改

変し、独立精神のある公民社会を拡張する」

と提起した*19。これはいかに政権が変わって

も、「民」が権力、利権、「権貴」を崇めて

服する「権」の「秩序維持」や「構造」は変

わらない「中華世界」*20に対する根本的な転

換を意味した。「潰敗」から改革、民主化へ

の転換を考えるために重要である。 

 さらに翌年、劉暁波は「六四問題をいかに

解決するかは、中国が平和裡に民主国家に転

換できるかどうか、という巨大な公共の利益

に直接関係している」と表明した*21。文革の

終息後、改革開放で進んだ民主化が天安門事

件で武力鎮圧されるが、それに屈せず民主化

を求め続け、「権」ではなく、「民」に立脚

した「公共」を確立しようという表明であり、

ユルゲン・ハバマスに倣えば「公共性の構造

転換」*22である。 

 しかも、劉暁波は論じるだけでなく、これ

を中国で実現すべく「勇気をもって実行する

という公民の精神」をもって「〇八憲章」を
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起草した。それは「中国の未来の運命を決定

する歴史的分岐点」において、「名君」や「清

官」に頼る「臣民意識を払いのけ」、「権利

を基本とし、参与を責任とする公民意識を発

揮し、自由を実践し、自ら民主を行使し、法

治を尊重することこそ、中国の根本的な活路

である」との認識に立ち、自由、人権、平等、

共和、民主、憲政の基本理念を提唱した。そ

して前記「公民社会」、「公民の精神」、「公

民意識」に加えて「覚醒した中国の公民」、

「公民の自由」、「公民の権利」、「公民教

育」など「公民」が鍵概念とされている点は
*23、ハバマスの「市民的公共性」に通じる。 

 これは「〇八憲章」には普遍的な価値に立

脚した潜在力が秘められていたことを意味し

ている。だからこそ、「私には敵はいない」

と非暴力に徹しても、劉暁波は「権」の暴力

により逮捕されたのである。しかし「〇八憲

章」が内包する力は抑えきれず、十二月九日

に公表されるや、賛同や支持が瞬く間に広が

った。 初の署名者は三〇三名であったが、

多方面から次々に署名者が現れ、厳重な封鎖

の下でも、二年足らずの二〇一〇年一〇月の

第二三次名簿では一二・一〇八名に上った。

まさに「覚醒」した「勇気」ある「公民」が

増えており、中国における市民社会の萌芽と

見なすことができる。 

 これは、一党体制の改革、革命、崩壊など

に関わらず、体制転換が「軟着陸（ソフトラ

ンディング）」となるためには重要である。

何故なら、受け皿となるべき民主的な諸制度

は、それを担い得る自立した「公民」が多方

面で必要であるためである。自由と自己中心

主義は異なり、公共性に則り自分の自由だけ

でなく、他者の自由も尊重できるための知見

と力量が求められる。 

 この点で、及川淳子が提起する「権利意識

の向上」、「メディア、特にインターネット

を活用した言論空間の拡充」、「公共知識人」

の貢献、これらに呼応した中国共産党と政府

の改革という四つの要素による「複合力」が

重要である*24。これを踏まえ、小論では、言

論の自由や民主化を求める諸活動がヴァーチ

ャルなネット空間と街頭などのリアル空間で

呼応、共鳴、共振して創出する相乗効果に注

目し、実際の具体的な事例（ケース）に即し

て検証し、これを通して「構造転換」や民主

化の現実的可能性について論じる。これは、

「潰敗」という危機の深刻さを踏まえると、

まさに喫緊かつ重要な課題であると言える。 

 

六．高度情報社会における非暴力の「武器」

としてのインターネット 

 

 ハバマスは新聞などジャーナリズムの発展

を通した貴顕や官府の公共性から市民的公共

性への「公共性の構造転換」を西洋社会思想

史的に論じた。現代中国において、劉暁波は

インターネットは非暴力の「武器」であり、

言論の自由こそ「中国の安定的転換を可能に」

し、また「未来の自由な中国は民間にある」

と実践的に提起した*25。この「民間」とは「権」

や「官」に対する「民」であり（日本の民間

活力の活用などの民間とは識別）、まさに中

国おける「公共性の構造転換」による市民的

公共性が明示されている。このような「民」

による草の根の民主主義にこそ、「潰敗」を

阻止し、「安定的転換」により中国を再建す

る「活路」がある。 

 実際、厳重な言論統制下でも、ネット空間

では統制の間隙を縫って言論の自由が拡大

し、言論空間に影響を及ぼしている。絶えず

統制が強められ、一進一退のせめぎ合いを繰

り返しているが、自由への希求は抑えきれな

い。 

 ネット空間では情報が瞬時に拡散するた

め、一度発信された情報を完全に封じること

は困難である。二〇一二年末現在、中国版Ｓ

ＮＳのウェイボー（微博）のユーザーは三億

人を超え、その内の六五％以上は携帯端末か
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ら利用しており、いつでも、どこでも情報を

入手し、また伝達・共有できる状態にある。

中国には新浪、テンセント、ＳＯＨＵ、網易

の四大ポータルサイトがあるが、 初に二〇

〇九年からウェイボーのサービスを始めた新

浪だけでも三億人以上（四つのうち 大）の

ユーザーを擁している。この規模で情報が迅

速に拡散する場合、その影響力は極めて大き

い。 

 さらに、ウェイボー（微博）の機能を発展

させた「長微博」は一四〇字より長いテキス

トだけでなく映像も伝達でき、そのためマス

メディアの中には報道できない内容をウェイ

ボーで発信する時もある。また、リツイート

（他のユーザーのツイートをそのままで、あ

るいはコメントを付けてツイートすること）

などのマルチチャンネル機能も高まってお

り、情報の伝播・共有機能は極めて高まって

いる。 

 先述したように「デマ」を理由にウェイボ

ーの処罰が厳しくされたが、これに代わって

携帯電話のチャットサービス「微信」が使わ

れ、それとウェイボーやメールが組み合わさ

れている。確かに、政府機関、マスメディア、

企業、著名人などのアカウントには膨大なフ

ォロワーがおり、トップダウンの伝達機能を

果たしているが、ただし、突発的な事件や事

故が起きると、それが短時間で広範囲に拡散

する媒体（メディア）ともなる。 

 このようなせめぎ合いの中で、ネット空間

における議論が展開すると、それがリアル空

間にまで影響を及ぼすようになる。まさにソ

ーシャル・メディアと呼ばれるとおり、ＳＮ

Ｓはネット空間とリアル空間を連結してお

り、高度情報社会においてますます重要な役

割を果たしている。 

 とは言え、「公民記者（市民ジャーナリス

ト）」の莫之許が「千万回も叫んだとしても、

街頭で一度立つことには比べられない（千呼

万喚、不如街頭一站）」という現実もある*26。

しかし見方を変えれば、ネット空間の言論が

リアル空間に飛び出すような段階に至ってい

るとも捉えられる。それが、いつ、どのよう

に起きるかは確定できないが、市民的公共性

と自由に覚醒した「網民（ネット市民）」に

よる民主化の「地力」は強まりつつあるとい

う可能性は否定できない。このような意味で、

ネット空間とリアル空間の相乗効果による民

主化を考える意義は大きいと言える。 

 それでは、次に具体的な事例に即して、こ

の相乗効果について述べていく。具体例を考

察するのは、民主化は、市民、「網民」一人

一人の個別的で具体的な言論と実践が集積さ

れてこそ実現できると考えるからである。 

 

七．相互支援のスパイラル―陳光誠の奇跡的

な脱出をめぐり― 

 

 盲目の人権活動家の陳光誠は、二〇一二年

四月、厳重な監視をかいくぐり、奇跡的な脱

出を成功させて国際社会を驚愕させたが、こ

れもリアル空間とネット空間の相乗効果の成

果である。それは奇跡的と言えるが、決して

偶然ではなく、陳光誠を軸とした無数の長年

にわたる粘り強い努力が、これを可能とした

のである。 

 陳光誠の支援者の多くは一般の市民や「網

民」であり、各自が多様なネットワークで繋

がり、支援の輪を広げてきた。例えば、リア

ル空間では陳光誠の似顔絵に「FREE CGC（彼

の名のアルファベット頭文字）」と付記した

シールを車に貼ることや、彼と同じようなサ

ングラスをかけることが呼びかけられ、その

写真がウェイボーやサイトにアップされ、

次々に転送され、それは市民としての自由を

求める運動の新機軸だと高く評価された。そ

の過程で、支援者もまた、陳光誠の地道で着

実な努力や、目が見えなくとも、また投獄・

軟禁でも屈しない強靱な精神に励まされた。
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それは各々の立場で支援しあう相互支援であ

った。 

 ここで陳光誠について述べると、彼は独学

で法律を学び、二〇〇〇年には郷里の村民を

組織し、製紙工場の水質汚染を止めさせる嘆

願を実現し、二〇〇三年には北京の地下鉄が

法律上は障害者無償を謳っているにもかかわ

らず料金を徴収していることを訴えて、勝訴

した。当局が必至にボトムアップ型の言論や

街頭行動を抑え込もうとしても、これらの成

果を獲得したことは、彼の実践力を示してい

る。 

 陳光誠は他の人権活動でも活躍し、「裸足

の医者（かつて 低限の医学教育を受け農山

村で医療を担った医師）」に倣い、「裸足の

弁護士」と呼ばれるようになった。しかし、

彼の存在が高まり、活動が国策たる「計画生

育（一人っ子政策）」の強制的な妊娠中絶や

不妊手術に及ぶと、彼は投獄され、釈放後も

厳重な自宅軟禁に置かれた。 

 しかし、彼はわずかなチャンスを生かして

二〇一二年四月二二日に脱出し、当局が総力

を挙げた追跡と幾重もの包囲を突破して北京

のアメリカ大使館に駆け込んだ。そして米中

の交渉を経て渡米し、ニューヨーク大学で学

ぶようになった。これもまた支援され、かつ

支援者たちを励ます相互支援であった。 

 私は、同年七月末に大学構内で、彼に幾度

かインタビューした。彼は何事にも前向きに、

かつ知行合一で受けとめており、だからこそ

信頼や支持を得られてきたことが確認でき

た。彼は「視力障がいのある者が声を出すこ

とを、当局は恐れる。ハンディ・キャップの

ある者が立ち上がれば、そうでない者はまし

て、となるからだ。私は絶えず声をあげ続け

る」、「民衆の力による変化があるだろう。

今でも竹の子のように出ている。地下にはも

っとある。春の雨が降ればどんどん出てく

る」、「ぼくたちは恩賜を待つのではなく、

努力して獲得するのだ。本来あったものを、

取り戻すのだ。党によるのではなく、民衆の

力による変化があるだろう」などと語った。 

 ここには普遍的価値に立脚した独立精神が

認められる。それは、後述するパウロ・フレ

イレの思想に通じるだけでなく、アウシュヴ

ィッツを生き抜いた実存主義心理学者、ビク

トル・フランクルが提出した態度価値、体験

価値、創造価値*27を総合したものを想起させ

た。 

 次に支援活動の中心的な存在で、奇跡の脱

出でも重要な役割を果たした何培蓉について

述べる。彼女は元英語教師で、「網上網下（ネ

ットの内外）」で「珍珠（真珠）」や「女侠」

と呼ばれて活躍している。 

 彼女は、自由や民主の理想を持っているが、

「伝統的概念の民主人士」ではないと自認紙、

次のように提起する*28。陳光誠の脱出は中国

を市民社会へと一歩進ませたが、それにより

民主化が実現するなどとは考えていない。本

来、市民的自由に基づく民主化とは、声高に

檄を飛ばす政治運動でも、政治的なショーで

もなく、一人一人が低いコストやリスクで、

多面的に、新鮮で、自由に、面白く、オリジ

ナルな方法で権利や要求を表明するものであ

る。例えば、彼女は「国保」から「陳光誠の

支援で山東省に行くと安全は保証しない」と

言われたが、行くたびに（計六回）、「安全

に帰れましたよ」と「挨拶」した。 

 これまでは一党独裁か民主主義かなど白か

黒かの二者択一しかなく、広範囲に数多くあ

る選択肢を狭めてきた。しかし、民主化の達

成には妥協のプロセスが不可欠である。民主

化では理想を目指すが、空理空論や精神主義

ではなく、極めて身近で微細で現実的な行動

が大切である。それでこそ多くの一般人が参

加できる。高度情報化の時代にふさわしく、

クリエイティブで豊かに想像力を発揮しなが

らも、地道に不断に学習を積み重ね、それを

通して自由や民主の資質を培っていくことが

重要である。これは市民社会を担える力量の
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育成にもなる。そして、建設的な意見が増え

れば増えるほど行動も多くなり、良好な相互

作用（互動＝インター）が生まれる。 

 この相互作用が、陳光誠との間では相互支

援となったのである。これはハバマスが、ヘ

ーゲルの「イエナ精神哲学講義」を踏まえ「ヘ

ーゲルの自己意識の弁証法は孤独な反省の関

係をこえて、相互に認識しあう個人間の相補

的な関係におよんでいる。自己意識の経験は

もはや根源的ではない。（中略）それはむし

ろ他人の目で自分をみることをまなぶ相互行

為の経験からの派生物である」と論じたこと

に通じる*29。それ故、この相互支援や相互作

用を市民的公共性に向けて、展開し、お互い

に力づけ、力づけられるスパイラルを生みだ

して「複合力」を強化していけば、それは「安

定維持」の悪循環を凌駕するようになるだろ

う。 

 

八．若い世代の実践―毛沢東の肖像画を公然

とゆっくり破り捨てた四人の青年― 

 

 二〇一二年一〇月二五日、河南省鄭州市の

紫荊山公園（巨大な毛沢東像があり、毛沢東

派の聖地と呼ばれている）で、姫来松（弁護

士）、高文超（ＮＧＯ自然の友河南グループ）、

程帥師、菖小東（二人ともエイズ禍被害者支

援ＮＧＯ）は、毛沢東の肖像画をゆっくりと

破り捨てた。みな二十年近くも続く鄭州の「思

想サロン」*30と関係がある。 

 四人の行為は「八〇后（一九八〇年代生ま

れ）」と呼ばれる若い世代を中心とした斬新

かつ衝撃的な行動であり、このリアル空間で

のパフォーマンスの写真や映像は、現場の実

況中継の時点からネットに投稿され、ＢＢＳ

などの掲示板、チャット・ルーム、インスタ

ント・メッセンジャー（ＱＱやＭＳＮなど）

で次々に転送され、ネット空間に拡散した。 

 これにより彼らは警察に拘束され、それぞ

れの故郷に強制送還されたが、数日後には釈

放された。その直後、高文超から私にメール

が送られてきた。かねてより私は頻繁にメー

ルを交信し、二〇一一年八月には、思想サロ

ンや「自然の友」グループ、読書サークルな

どに招かれ、その白熱した議論に参加した。 

 高文超はメールで「官二代や富二代は海外

に逃げられる。学者は上から下を見おろして

ものを言うだけで、家に閉じこもり自動車を

作るように現実離れしている。でも、ぼくた

ちは、良くも悪くも大地の子だ。身をもって

現実を受けとめなければならない。だから粘

り強く街頭に出て訴えるのだ」と述べている。

まさに「潰敗」を日々実感しても避けられな

いが、座して破滅を待つのではなく、果敢に

抵抗し、草の根からの転換を試みているので

ある。 

 このような高文超は、フレイレの「自由は

与えられる贈物ではなく、闘いとるものであ

る。それは、たえず責任をもって追求されな

ければならない」の精神で、青年たちの「対

話」による「意識化（コンシャンティゼーシ

ョン）」*31を目指して「草の根識字学習室」

を主宰する一人である。そして、彼は毛沢東

の肖像画を破り捨てたパフォーマンスについ

て、次のように述べる。 

 「タブー視されてきた毛沢東の肖像画、毛

沢東時代の表象を引き裂くパフォーマンス

は、現状の検証でもある。言論表現の自由の

座標軸を明確にできるからだ。ぼくたちは、

個人崇拝と洗脳の時代を乗り越え、自分たち

が置かれている状況を自覚し、憲政、民主、

言論・表現の自由や権利を求める意志を表明

する。 

 “天安門民主化運動”は一部の者の“政治

運動”ではなく、孤立して敗北した事件でも

なく、普遍的な価値や理念に根ざしていて、

その歴史は今に繋がっている。それに託した

市民的不服従、つまり、強権に服従せず、主

体的に変革に取り組み、尊厳ある社会を建設
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しようという理想主義は、現在も求められて

いる。 

 ぼくたちは“六四天安門事件”に関して、

それぞれ情報源も理解も解釈も違い、個々

別々にオリジナルな“六四”を抱いているが、

また「六四コンプレクス（心的複合）」で結

ばれた強い絆がある。“六四”は、政治的、

法律的、倫理的、理論的な分析の対象という

より、ぼくにとっては、今回のパフォーマン

スで表現すべきものだ。これは独立精神を備

えた個人意識の覚醒と記号化された専制主義

への抵抗であり、挑戦だ。ぼくのオリジナル

な“六四精神”の継承でもある。」 

 ここから「文字の獲得と同時に現実世界を

読みとりはじめた民衆は、今まで自分たちを

文字のない世界に閉じ込めてきた真の原因が

何であるかを、はっきり認識するようになる」

というフレイレ的な思想や実践が*32、現在の

中国で確実に受けとめられていると認識でき

る。 

 このように草の根から自分自身の言葉やパ

フォーマンスなどを「武器」にして、自由な

言論を自由に表現することは自由思想の発展

でもある。つまり、従来の民主化運動の方式

は、自由を論じても、その組織や運動は共産

党と似てトップダウンであり、多様な考え方

を認めなかったが、高文超たちは、これとは

全く異なりボトムアップである。そして、こ

れは着実に広がり、市民的自由に目覚め、求

める者たちの緩やかで柔軟なネットワークと

なっている（その先駆は「ジャスミン（茉莉

花）革命」で現象した）。 

 確かに、これは「プロレタリア独裁」の強

固な組織力とは比較にならない。しかし民主

化の「土づくり」や「地力」の観点から言え

ば、その広大な大地に根ざした底力こそ注目

すべきである。 

 さらに、高文超のメールには、次の状況も

書かれていた。 

 「八路派出所に拘留されたとき、国保と面

白おかしくおしゃべりした。ぼくは『カラマ

ーゾフの兄弟』から“六四”や劉暁波まで、

様々に思う存分話した。ぼくには敵がいない

から。 

 日付が変わって、深夜二時頃、彼らも疲れ

てきて、『“あなたたち、あなたたち”なん

て言わないでくれ。おれたちはやつら〔共産

党政府〕の仲間じゃないんだ。“維穏”の下

請け仕事をしているだけだ。将来〔体制崩壊

後〕、どんな仕事に就くか分からん。兄さん、

もういいから、帰れよ』と言った。でも、そ

の時間にバスはなく、ぼくはタクシー代を持

っていなかったから、彼らにかみつくように

して、好き放題おしゃべりしたよ。」 

 中国政府は「安定維持」のために巨大な予

算を組み、それに「安定維持ビジネス」が群

がっているが、内実は、忠誠心も士気も低下

しており、「変天（体制転換）」後の逃げ道

を作ろうとしていることが、ここでもうかが

える。 

 さらに、高文超たちの関わる「思想サロン」

では、毛沢東派とリベラル派が激論している

が、天安門事件二五周年となる二〇一四年の

二月二日、河南省滑県で、犠牲者の追悼式を

挙行した。タブーの天安門事件の追悼ができ

たのは異例である。 

 滑県は天安門事件で学生たちを擁護したと

して失脚した趙紫陽中国共産党総書記の故郷

で、式では彼とともにやはり改革派で失脚し

た胡耀邦総書記を追悼する横断幕が掲げられ

た。そして、北京から参加した者は妨害され

ず、その間、関係者の通信は遮断された程度

であった。 

 

九．小括 

 

 言論は具体的で現実に根ざした実践と組み

合わされてこそ、実際に社会を改革できるよ

うになる。そして、中国という巨大な社会の
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改革は、それが広く集約されることでのみ可

能となる。ところが一党体制下で、この集約

は共産党の専権事項とされてきて、その帰結

が「潰敗」である。中国の「人民」を解放し

たはずの共産党体制のこの現実は、「権力は

腐敗し、絶対権力は絶対に腐敗する（Power 

tends to corrupt and absolute power corrupts 

absolutely）」というアクトン卿の警句を再確

認させる*33。 

 とは言え、これを傍観していてはならない。

そのため、「潰敗」を押し止め、さらにそれ

を改革へと転換する方向性を見出すために、

ネット空間を通して支援や連帯が広がり、リ

アル空間を変え、またそれがネット空間で発

信されて、さらに広げるという相乗効果、相

互支援、相互作用を、実例（ケース）に即し

て論じてきた。 

 ただし、これらは、個々の具体的な課題で

生まれたもので、それ以上に各人を制約する

ものではない。各人は参加するのも、しない

のも自由である。 

 これでは「構造転換」など達成できないと

考えるとすれば、それは「構造転換」が民主

化のためであることの理解の浅薄さを示すこ

とになる。民主主義は、全体を統帥する英雄

や領袖の指導によるのではなく、一人一人の

自由で自立した市民の営為の積み重ねによっ

てこそ実現される。民主化の方法やプロセス

で自由を認めなければ、体制が転換したとし

ても、それは民主的なものにはならない。共

産党の場合は「階級と階級対立を伴う古いブ

ルジョワ社会に代わり、各人の自由な発展が

万人の自由な発展の条件となる一つの協同社

会（Assoziation, association）が現れる」*34前

には「プロレタリア独裁」が必要だからと「自

由」を制限してきたが、それが延長され続け

て、共産党体制の中国ではむしろ「潰敗」へ

と加速しているのである。 

 このような意味で、要求が生存権、社会権

から自由権へと進展してきたことは重要であ

る。それは、現体制に自分たちが「宣言」し

たことを実行せよというメッセージにもな

る。 

 同様に、劉暁波、陳光誠、許志永たちの意

義は極めて大きいが、それも無数の公民（市

民）の個々の言論や街頭活動と等しく相互的

で対話的であってこそ、民主主義の本旨に合

致する。確かに、彼らは民主化の先頭に立つ

存在だが、それに励まされつつ、彼らを支援

するという相互性の精神が重要である。小論

で示してきたネット空間とリアル空間の相乗

効果や相互支援・相互作用は、その現れであ

り、これがスパイラルとなって展開するとこ

ろに、「文革の再来」も「潰敗」も乗り越え

て民主化を達成する方途が見出せる。 
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*30『回顧与展望―鄭州思想沙龍十五周年―』二

〇一〇年十一月（全二四頁の記念誌）。その趣

旨は一党一派に偏さず、商業主義にも流されず、

思想を交流することである。 

*31亜紀書房版『被抑圧者の教育学』一九七九年、

二二頁。 

*32同前、二七七頁。 

*33John Emerich Edward Dalberg-Acton, Selected, 

and with an introduction by Gertrude Himmelfarb, 

Essays on Freedom and Power, The Beacon Press, 

1949, p.364. 

*34『共産党宣言』の二「プロレタリアと共産主

義者」の結び。 
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「地方民族主義者」が語る中国文化大革命 

―内モンゴル自治区における回想と研究のヘゲモニー― 
 

楊 海英 
 

 

中華人民共和国より二年半も先に1947年5

月に成立した内モンゴル自治区において、文

化大革命中に大量虐殺が発生した。ひかえめ

な政府公式見解によると、およそ 346,000 人

が逮捕され、そのうちの27,900人が殺害され、

120,000 人に身体障害が残ったとされている

［郝維民 1991:313-314］。中国政府の数字

を信じる者は世のなかにいない。というのも、

1981 年当時の内モンゴル自治区の書記で、中

国人1の周恵は「隔離され、審査を受けたモン

ゴル人の数は 79 万人」だと話していた［阿木

蘭 2010:541］。また、数年後の 1989 年に内

モンゴル自治区党委員会が公表した被害者数

は480,000人だった[阿拉騰徳力海 1999:85]。

独自に調査したアメリカとイギリスの研究者

たちはおよそ 500,000 人のモンゴル人が逮捕

され、殺害されたモンゴル人の数は 100,000

人に達すると見積もっている [Jankowiak 

1988:276;Sneath 1994:422]。最近では、内モン

ゴル自治区のあるジャーナリストが、直接殺

害された者と自宅に戻ってから亡くなった者、

いわゆる「遅れた死」を含めて、モンゴル人

犠牲者の総数は 300,000 人に達すると報告し

ている2[Sirabjamsu 2006:44]。このように、中

国にいるモンゴル族全体が受難していた現代

の凄惨な歴史を当事者たちは中国共産党政府 

と中国人民が一体となってすすめたジェノサ

イドだと理解している[楊

2008:419-453;2009a:;2009b;2009c;2010a]。 

では、これほど深刻なジェノサイドについ

て、その発生した現場たる内モンゴル自治区

において、モンゴル人たちと中国人(漢族)は

どのように理解しているのだろうか。過去の

大量虐殺をいかなるかたちで回顧し、研究し

ているのだろうか。いまの中国では、文化大

革命について正面から正々堂々ととりあげる

ことはほぼ不可能である。それでも、許容範

囲内でさまざまな文化大革命論が展開されて

いる。内モンゴル自治区の場合だと、問題は

誰が、どんな立場から大量虐殺のどの側面に

ついて、どのような視点から回想し、研究し

ているのかが重要である。私は、内モンゴル

自治区における中国文化大革命研究には一種

のヘゲモニーが存在していると理解している。

この目に見えるヘゲモニックな政治的な現象

こそ、大量虐殺の真相を歴史の闇に葬りつつ

あるし、場合によっては、再度のジェノサイ

ド発動にも口実を与えかねない、危険な思想

であると危惧しているのである。 

 

一 曙は東から 

 

上で示した大規模な、徹底したジェノサイ

ドが内モンゴル自治区の津々浦々にまで展開

され、「大勝利」を収めたあとに、陰惨な雰

囲気がずっとモンゴル人の故郷に充満してい

た3。1978 年から華国鋒主席の下で限定的な

「名誉回復(平反)」がおこなわれても、外来

の中国人が先住民のモンゴル人をその故郷で

抑圧する政治体制になんら変化は生じなかっ

た。中国政府はあいかわらず移民を増やし、

草原を開墾しては、権力を掌握していった。

論文 
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1981 年に自治区各地で「移民反対」と「文化

大革命の徹底的な否定」を求めた学生運動が

勃発したが、容赦なく弾圧された［Jankowiak 

1988: 269-288;啓之 2010:533-569］。モンゴ

ル人から見れば、中国政府は口先では文化大

革命を否定しながらも、少数民族を抑圧する

政治的な手法はまったく変わっていなかった

のである［楊 2009c:232-235］。そうしたな

かで、民族問題の本質は究極的には共産党が

作った現代史観そのものにある、と論破した

著作があらわれたのである。1995 年に出版さ

れたトゥメン将軍の『康生と内モンゴル人民

革命党冤罪事件』である。 

書名から分かるように、トゥメン将軍はで

っちあげられた「内モンゴル人民革命党粛清

事件(挖内人党)」の首謀者を中国共産党の情

報機関のトップ、康生に特定する方法をとっ

ている。康生には 1942 年からスタートした延

安整風運動を主導して、「牛の毛のごときう

じゃうじゃする国民党のスパイどもを一掃し

た功績」がある。その康生は中華人民共和国

の建国後、過去に民族自決運動をすすめてい

た内モンゴル人民革命党の歴史を問題視し、

モンゴル人の大量虐殺を主導した、とトゥメ

ン将軍は書いている［図們 祝東力 1995］。 

トゥメン将軍はモンゴル人ジェノサイドの

発動を中国共産党の歴史と結びつけて描くこ

とで、共産党という災禍の存在を巧みに構造

化した。中国内で、過去に同国から分離独立

をすすめてきたモンゴル民族の歴史と、政党

自身の歴史を建国の歴史と重ねる共産党との

間には、相容れられない対峙の構図が最初か

ら存在していた輪郭をトゥメン将軍は分析し

ている。具体的にいうと、モンゴル人の指導

者のウラーンフーが共産党中央の政策に抵抗

したがゆえに失脚に追いこまれたところから

始まり、独自のモンゴル人騎兵師団の粛清と

解散、そして、一般のモンゴル人にまで及ん

だ殺戮を多数の事例で以て詳述している。と

くに、モンゴル民族の自治のシンボルであっ

た騎兵部隊は、1939 年の日本対ソ連・モンゴ

ル人民共和国の「ノモンハン戦争」時の興安

軍に淵源している。そのモンゴル軍は日本の

敗退後には同胞のモンゴル人民共和国との統

一合併を目指し、旧満洲国領内のモンゴル人

地域と国民党が支配していた綏遠省を併合し

て、「統一された内モンゴル自治区」の出現

を創造した武装勢力である［図們 祝東力 

1995:112-131］。南モンゴルのモンゴル人た

ちにとって、同胞のモンゴル人民共和国との

統一こそ、大国同士で勝手に結んでいた「ヤ

ルタ協定」によって阻止されたものの、自治

区を中華人民共和国よりも先に建立できた事

績は、限られた「自決」の成功を意味してい

たのである。ソ連領内のブリヤート共和国と

カルムイク共和国、そしてモンゴル人民共和

国と並んで、モンゴル人には社会主義流民族

自決をすすめる確固たる力がある、とトゥメ

ンは主張している。この「民族自決を推進す

る民族主義兼共産主義の存在」が、中華人民

共和国から問題視されたのである。 

民族主義の波は、南モンゴルの東部から湧

き上ったものである。民族自決の担い手たち

は、清末期から日本型近代化をいち早く導入

していた東部地域に育った者である4。言い換

えれば、南モンゴルの東部こそ、もっとも早

く近代に覚醒し、民族自決に自発的に取り組

んだ地域である。南モンゴル東部出身者らの

足跡は決して南モンゴルだけに限られずに、

モンゴル高原にまで及んでいた。1911 年にお

けるモンゴル高原の清朝からの独立を背後か

ら促していたのも、ほかでもない南モンゴル

東部出身者だった［田中 1971］。1925 年に

内モンゴル人民革命党がコミンテルンと新生

のモンゴル人民共和国の援助の下で産声をあ

げたときにも、同党の有力な指導者となった

者の多くも南モンゴル東部出身者だった［ボ

ルジギン 2011:36-40］。日本が満洲国や蒙
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疆政権等を創って、南モンゴルを自己の利益

のためにコントロールしていた際も、同党の

党員たちは日本の力を能動的に活用して、将

来に中国から独立する運動をひそかに準備し

ていたのである「Sechin Jagchid 1987:140-172」。

のちに中国共産党は南モンゴル東部出身者を

「日本刀をぶら下げ、日の丸を担いだ奴ら(挎

洋刀、扛膏药旗的)」や「蒙奸」だと批判して

粛清した5。トゥメン将軍の著書も、南モンゴ

ルの全モンゴル人が受難した背景には、「東

部出身者主導の民族自決史」が中国共産党か

ら危険視されていた、との観点で書かれてい

る。 

トゥメン将軍の著書は史実を忠実に再現し

た著作である、とたいていのモンゴル人や研

究者たちはそう評価している。しかし、トゥ

メン将軍の名著を中国共産党は喜ばなかった。

中国共産党はすぐさま南モンゴル西部出身の

共産党幹部たちを動員して、モンゴル人初の

文化大革命研究の著作を批判する策略を密室

で練りあげた。トゥメン将軍が南モンゴル東

部のハラチン地域の出身だったということよ

りも、その歴史著述の方法が論争の的となっ

たのである。 

 

二 「犬同士の喧嘩」を演じた裁判劇 

 

モンゴル人ジェノサイドをすすめる際に、

中国共産党は「先に内モンゴル西部出身者を

粛清し、返る刀で東部出身者を一掃する方策」

をとったのは周知の事実である。具体的には

1966年5月に北京市内の前門飯店で開かれた

「華北局工作会議」の席上で、南モンゴル東

部出身者を唆してウラーンフー批判の政治闘

争を引き起こした。ウラーンフーは西部のト

ゥメト出身で、彼とその側近たちは一時、「革

命根拠地の延安」の民族学院に滞在していた

経歴から、「根本から赤い(根紅苗正的)延安

派」と呼ばれてきた。中国共産党は東部出身

者にウラーンフーの「西部出身者を重視した

狭隘な民族主義」を批判させて、失脚に追い

こんだ。まもなく、東部出身者にも「日本刀

をぶら下げ、日の丸を担いでいた過去がある」

として大量虐殺の対象とした［趙金宝 

2006:214; 楊 2009b,c］。実際に内モンゴル

自治区でモンゴル人ジェノサイドを指揮して

いた人物で、毛澤東の勅命を帯びた安徽省出

身の滕海清将軍もまた意図的に「モンゴル人

は東西に分かれて対立している構造」を扇動

して、大量虐殺をおこなっていたのである［楊 

2009a:162］。中国政府と中国人は故意にモン

ゴル人がモンゴル人を密告し、モンゴ人同士

で暴力を振るうよう仕向けて、「犬同士の喧

嘩」を演じさせては漁夫の利を得てきたのは

周知の事実である6。 

私の手元に一通の手紙の複写がある。「内

モンゴル延安大学こと元延安民族学院の一部

の古参同志たち」から内モンゴル自治区党委

員会宛に書いたものである。手紙の書き手は

チョルモン(潮洛蒙、元内モンゴル自治区人民

代表大会副主任)を筆頭に、雲照光(元内モン

ゴル自治区文化芸術聯合会主席)、劉璧(元内

モンゴル自治区公安庁庁長、中国人)ら 7 人で

ある。南モンゴル西部トゥメト出身のモンゴ

ル人高官が 4 人で、ほかの 3 人は中国人であ

る。 

手紙は題して「『康生と内モンゴル人民革

命党冤罪事件』との著書内の重大な間違いと

いくつかの提案」(対《康生与内人党冤案》一

書的幾個厳重錯誤的意見和建議)とある。まず、

トゥメン将軍の著書内の「重大な間違い」を

指摘して、「ただちに同書の販売と再版を停

止し、モンゴル語への翻訳もストップすべき

だ」と提案している。また、「侮辱された同

志たちに対して謝罪するよう」求めている。8

頁にわたる長文の手紙の内容を以下のように

要約できよう。 
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一、同書は歴史を歪曲し、「日本と偽満洲

国時代の軍官と官吏」を「抗日人士」に仕立

てて、専ら彼らが文化大革命中に受けた被害

をことさらに強調している。「日本と偽満洲

国時代の軍官と官吏」は悪人である。 

二、「革命の聖地延安」を悪意で以て攻撃

した。康生の指導下にあった共産党の情報機

関を描くことで、「革命の聖地延安」はまる

で「地獄」だったかのような「まちがった印

象」を読者に与えてしまった。 

三、1936 年にはコミンテルンに、1946 年に

は「わが共産党」によって、それぞれ二度に

わたって解散を命じられた内モンゴル人民革

命党の「民族分裂の歴史」を強調した。民族

分裂主義者や蒙奸らを革命家のように美化し

ている。 

四、内モンゴル自治区で迫害された「漢族

同志を軽く扱っている」。 

五、前門飯店華北局工作会議でモンゴル人

指導者を批判した「漢族同志たち」の存在と

役割を誇大化している。 

六、「滕海清同志を含め、多くの漢族とモ

ンゴル族同志の実名を出した」ことで、名誉

が毀損された。 

結末を先に示しておくが、この手紙はおよ

そすべてのモンゴル人に酷評されたが、大き

な政治的な影響をもたらしただけでなく、ふ

たたび南モンゴル人社会に深刻な亀裂を生じ

させたのである。ジェノサイドを現場で指揮

していた中国人の滕海清を無節操に「同志」

と美称して媚びていた態度が全モンゴル人の

憤怒をかったことは、むしろ小さな問題であ

る7。モンゴル人社会を再度、東西に分断させ

る政治的な威力を発揮した点が重い。それは、

南モンゴルの近現代史をどのように認識する

か、という歴史観が背後にあったからである。 

一言でいって、南モンゴルの近現代の歴史

は、中国人がモンゴル人の故郷に侵略し、草

原を開墾したのに対し、モンゴル人は抵抗し、

民族自決を実現させようとした過程である。

アメリカの「歩く歴史家」オーウェン・ラテ

ィモアの指摘通り、「19 世紀末から始まった

中国人の殖民は、モンゴル人の全滅を目的と

する行為」であった［Lattiomr 1969:114］。「モ

ンゴル人なき南モンゴル」を実現させようと

する中国人とそれに抵抗したモンゴル人の自

決史である。この歴史の性質については、東

西のモンゴル人の見解も例外なく一致してい

る。問題は誰が民族自決の革命をどのように

リードしたかで、深い溝が両者のあいだに横

たわっているのである。史実は既に上でも触

れたように、日本型近代化の導入でいち早く

覚醒した東部出身者が中心となって民族主義

兼共産主義的な政党、内モンゴル人民革命党

を立ちあげて奮闘したことである。それは、

単に論壇において中国からの自立を空虚に叫

んでいたのではなく、日本統治時代を経て、

東部の若きモンゴル人たちは五個もの近代的

な騎兵師団を擁して、東モンゴル人民自治政

府や内モンゴル人民共和国臨時政府のように

準国家体制を整えて、民族自決を着実に推進

していたのである。 

史実はどうであれ、世のなかは「勝てば官

軍」の論理が正統化される。延安に休閑して

いた西部トゥメト出身者たちは八路軍に追随

して綏遠省やチャハル省など南モンゴル西部

を「失地回復（光復）」しても、中国人から

信用されていなかった彼らには一兵一卒もな

かった。リーダーのウラーンフーは自身が共

産主義の大本営モスクワに留学していたとい

う国際共産主義の威光を発揮して、みごとに

東部出身者たちを親衛隊に改編できたのであ

る。ソ連型の民族自治共和国の建立を夢見て

いたウラーンフーは東部出身の知的なエリー

トたちを温存し、限られた文化的な自治に役

立てていたのである［楊 2011b］。東部出身

者をそれなりに重用していても、革命史観は

あくまでも西部中心でなければならなかった。

38



 
 
 

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.7 (2) 2014 

 
「革命の聖地延安で育った西部出身者が中心

となって、日本と偽満洲国の旧知識人や偽軍

官を改造して、国民党の大漢族主義的支配か

ら全内モンゴルを解放して自治区を創った」、

という歴史観が唯一の正統史観でなければな

らなかった。モンゴル人の民族自決の歴史も

完全に「中国革命の一部分」［郝維民 1997］

として矮小化され、解釈しなければならなか

ったのである。こうして中国政府のお墨付け

を得た西部中心史観は、モンゴル人の民族自

決の歴史を歪曲し、否定するものに変質した

のである。 

文化大革命中には、西部と東部を問わずに

モンゴル人全員が大量虐殺された［楊 2013］。

トゥメン将軍も西部モンゴル人の被害を書か

なかったから批判されたのではない。中国共

産党から問題視された歴史を忠実に再現した

から、西部出身者と中国人から猛烈に攻撃さ

れたのである。要するに、近現代におけるモ

ンゴル人の民族自決の歴史そのものが、ジェ

ノサイド発動の原因だった、とトゥメン将軍

は上手に論じたからである。 

「南モンゴルのモンゴル人は中国人の入植と

草原開墾に抵抗しなかった」とか、「西部出

身の延安派が南モンゴル全体を解放した」、

という官制の歴史観は中国共産党の統治が続

く限りにおいてはまだ跋扈するだろうが、歴

史修正主義はもはや許されない。この自明の

歴史をめぐる論争はイデオロギー面での「犬

同士の喧嘩」として演じられ、中国政府と中

国人は相変わらず大人
たいじん

として振る舞った。「あ

なたたち西部出身のモンゴル人こそ、革命の

聖地で育った、真の革命家だ」、と「純朴な

犬」同士に中国人たちは「公平な仲裁」を下

した。かくして、トゥメン将軍の著書も禁書

のリストに加えられたのである8。 

 

三 西部出身者らの回想録群 

では、南モンゴル東部出身者と同様に例外

なく虐殺されていた西部トゥメトのモンゴル

人たちはどのように文化大革命を振り返って

いるのだろうか。ここで、代表的な作品を三

つ紹介しておこう。 

先陣を切ったのは内モンゴル軍区副参謀長

のタラ(1920-)の『平凡な人生―タラの革命回

想録』である［塔拉 2001］。タラはウラー

ンフーと同じトゥメト旗出身で、ともに雲と

いう姓9を名乗り、かつ延安民族学院を出てい

るので、典型的な「延安派」とされていた一

人である。彼が記す「平凡な人生経歴」は、

ウラーンフーの一派が延安から出てきて、い

かに内モンゴル人民革命党の東モンゴル人民

自治政府と内モンゴル人民共和国臨時政府を

解体していったかのプロセスでもある。共産

党の八路軍と新四軍を後ろ盾に、共産主義思

想を振りかざして、対中国強硬派たちに「対

日協力者」のレッテルを張っては粛清してい

った歴史が活写されている。東モンゴル人民

自治政府のエリートたちを押さえて軍権を掌

中にした延安のタラたちであるが、その彼ら

も文化大革命中は一人残らず打倒された。東

西を問わずに、内モンゴル軍区内のモンゴル

人将校たちが惨殺された事例をタラは数多く

挙げている。文化大革命が収束したあと、タ

ラ副参謀長自身を含め、モンゴル人将校たち

は軒並み軍から排除され、モンゴル人部隊が

全滅していった内幕も暴露されている［塔拉 

2001:363-496］。内モンゴル軍区は元々、中

国の「一三大軍区の一つ」で、モンゴル人の

ウラーンフーが最高司令官兼政治委員をつと

めていた。モンゴル人大量虐殺も集寧市に駐

屯していたモンゴル人騎兵師団の武装解除か

ら始まったものである。モンゴル軍の全滅後

に、内モンゴル軍区は大軍区から格下げされ

て、北京軍区の管理下に置かれるようになっ

て、今日に至る10。 
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上で示したように、タラの著書はあまりに

も鮮烈に中国共産党によるモンゴル軍の解体

過程が詳述されているので、出版後まもなく、

禁書のジャンルにカウントされたのである。 

延安派の底力は大きい。自治区の高官層を

形成していた延安民族学院の同窓生たちは

2005 年に『清涼鐘声』という回想録を公刊し

た。これは、「聖地延安の魂」というシリー

ズ本の一冊である。上で取りあげた、トゥメ

ン将軍の著作を批判したチョルモンと雲照光

をはじめ、タラ元副参謀長など、西部トゥメ

ト出身の元高官たちがほぼ全員、文化大革命

中に受けた被害を回顧している。筆舌に尽く

せない暴虐を経験させられたが、彼らに冠さ

れた罪も東部出身と同じ、「民族分裂主義者

集団の内モンゴル人民革命党員」だったので

ある［雲照光 2005］。 

客観的に見ると、西部出身者らのなかで、

その最高指導者のウラーンフーら数人だけは

1925 年 10 月に結成された内モンゴル人民革

命党に参加していた。大半の西部トゥメト出

身者は「民族分裂主義者集団」と無関係なだ

けでなく、上のタラ副参謀長のように、むし

ろモンゴル人民共和国との統一を目指す東部

出身者から権力を奪った人たちである。いわ

ば、中国政府と中国人たちにとっては、犬馬

の労を尽くした「功臣」のはずである。それ

でも、西部出身者たちにも東部出身者同様の

「民族分裂主義者」の罪が突き付けられてい

た性質から、内モンゴル自治区における文化

大革命は「中国人対モンゴル人」という民族

間の対立軸で展開されていた事実が証明でき

たのである。西部トゥメト出身者にとつては、

可哀そうであろうが、モンゴル民族の宿命で

ある。 

西部出身者らは「民族分裂的な活動」をし

た過去がほとんどないので、当然、彼らも文

化大革命が発動された歴史的淵源を追求しよ

うとはしない。東部出身のトゥメン将軍のよ

うに、まず過去の民族自決の歴史を詳述して

から、この民族自決史こそが大量虐殺を招い

た唯一の原因である、という適確な論破は『清

涼鐘声』からは聞こえてこないのである。こ

こに、西部出身者と東部出身者の、それぞれ

異なる文化大革命史観がみごとに顕出してい

るのである。文化大革命前の内モンゴル自治

区は毛澤東が強調する階級闘争に不熱心だっ

た。「階級闘争の不熱心」が最大の原因とな

って、首都北京からの政治の嵐が辺境の内モ

ンゴル自治区を襲い、訳もわからないうちに

大量虐殺の波に呑みこまれていった［雲照光 

2005］、というシンプルな記述方法である。 

西部出身の元高官たちは、「文化大革命の

惨劇から教訓を汲みとることによって、二度

とこのような惨劇を繰り返さずに、社会主義

政権の長期的な安定のために寄与するため

に」、回顧録を出した、としている［雲照光 

2005:371］。いうまでもなく、これは西部出

身の元高官たちの保身的なポーズである。西

部トゥメトのごく普通のモンゴル人農民でも、

内モンゴル自治区の文化大革命における民族

間紛争の性質について深く理解していたこと

は、私が編集して公開した被害者報告書に共

通して現れている［楊 2013］。西部出身の

元高官たちもモンゴル人農民と同じように理

論的には理解できたとしても、決してそれを

口にしようとはしなかった。彼らは、民族間

紛争について指摘しない「賢明」な姿勢をと

ることで、東部出身者との差異を中国政府に

明示したかったのである。賢い中国人ももち

ろんモンゴル人の異なる政治姿勢に気づき、

喜んで「犬同士の喧嘩」を観戦していたので

ある。 

2010 年 5 月 28 日、内モンゴル自治区政府

は「2010・66 号会議通知」を配布した。きた

る2010年6月2日に市内の新城賓館という政

府直営の高級ホテルで『孔飛伝』(孔飛―風雨

坎坷六十年)の発行式がおこなわれるとの内
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容だった。発行式には自治区政府主席兼党委

員会副書記のバータルをはじめ、現役と第一

線から退いた錚々たる高官たちが出席した。

これだけ政府主導で宣伝された著作であるが、

意外にも文化大革命の真相を当事者の視点で

厳しく追及した内容からなっている。著者は

内モンゴル自治区軍区副司令官だった孔飛少

将の娘、アームラン(阿木蘭)である。彼女は

現在河北師範大学の教授で、自らの経験と孔

飛将軍が残した日記と政府公文書、それに孔

飛と親交のあった元政府高官らの証言に基づ

いて書いている。 

孔飛は南モンゴル東部ホルチン左翼中旗の

出身だが、日中戦争中に共産党に入り、延安

での生活が長い。モンゴル人の民族自決運動

の指導者ウラーンフーの妹、雲清を夫人に迎

えている。一般的に南モンゴル東部出身者た

ちは満洲国時代に日本型の近代教育を受けた

過去から、「日本刀を吊るし、日の丸を担い

でいた奴ら」と中国人に蔑称されるのに対し、

延安派は主としてウラーンフーと同じく西部

トゥメト生まれのモンゴル人が多い。孔飛は

珍しく、東部出身の延安派になる。 

アームランはその父親で、内モンゴル軍区

副司令官だった孔飛と他のモンゴル人将校た

ちがどのように粛清されたかを詳述している

だけでなく、軍区の元高官たちから重要な証

言を集めている。例えば、毛澤東は早くも

1964 年に人民解放軍の総参謀長の羅瑞卿を

内モンゴル軍区に派遣して中国人の紅軍出身

者らにモンゴル人将校の粛清準備を指示して

いたという［阿木蘭 2010:52-353］。この証

言は、中国共産党華北局も 1964 年からウラー

ンフーらモンゴル人高官に関する情報を極秘

に収集していた事実［楊 2011,2012］と完全

に一致しているので、非常に重要である。 

孔飛副司令官は、「民族分裂主義者集団の

内モンゴル人民革命党のボス兼ウラーンフー

反党叛国集団の最高のボスであるウラーンフ

ーの妹の夫」という身分から、「モンゴル人

の 重 犯 」 と 認 定 さ れ た ［ 阿 木 蘭 

2010:384,389］。孔飛少将は文化大革命終了

後に軍への復帰を強く希望したものの、それ

も劉華香や肖応棠など、権力を奪った中国人

将校たちに阻止された。中国人たちには「内

モンゴル軍区の連中はみな日の丸を担いでい

た奴らか日本刀を吊るしていた者だ」という

不信感と差別観念が根底にあった、と著者は

鋭く分析している［阿木蘭 2010:372,423］。 

孔飛副司令官も実際は過去に「日本刀を吊

るした」ことはない。しかし、彼は東部のモ

ンゴル人である。娘のアームランも東西の溝

を飛び越えて、「東部出身の延安派の孔飛」

を全自治区の革命史のなかで位置づけること

ができたのである。ここに、彼女の著作の意

義が認められよう。 

 

四 「所詮は地方民族主義者にすぎぬ」西

部出身者の特権 

 

1981 年に内モンゴル自治区で大規模なモ

ンゴル人学生運動が勃発した。チベット人と

ウイグル人はまだ覚醒していないのだ、と高

校生だった私は当時、そう思っていたもので

ある。先輩たちが中国人農民の入植を阻止し、

文化大革命の遺留問題を速やかに是正するよ

うストライキをおこなっていた頃、私たち高

校生は校舎内に閉じこめられて、歯がゆい思

いをする毎日だった。 

モンゴル人学生運動を中国政府と中国人の

幹部たちは文化大革命時とまったく同じ手法

で処理した。モンゴル人学生たちの背後には

「大規模な民族分裂主義者集団」があると判

断し、「真の危険は東部にあり」、と当時の

自治区書記で、中国人の周慧は公言していた。

「西部トゥメトのモンゴル人たちが騒いだっ

て、所詮は地方民族主義者にすぎない。民族

分裂主義の危険は東部にある」、と中国人の
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王鐸書記も指摘していたのである。かくして、

中国政府と中国人たちはまたもやモンゴル人

を東西に分裂させて、東部出身の幹部たちを

ほぼ全員粛清したのである。文化大革命後に

「名誉回復」されて復帰したばかりのジェノ

サイドの生存者たちは、二度と「自治の権利」

を獲得することもなく、永遠に追放されたの

である。代わりに自治区の「民族幹部」に任

命されたのは、ごく少数の西部出身者と外来

の中国人たちである［阿拉腾德力海 

1999:350-393］。 

今日、内モンゴル自治区に公的に出版され

た文化大革命に関する限られた著作は、ほと

んどが西部出身者の手によるものである。東

部出身者の著作はトゥメン将軍のもの以外に

ない。アルタンデレヘイも『内モンゴルにお

ける内モンゴル人民革命党員を抉り出して粛

清する災難実録』を書きあげたが、地下出版

以外に方法はない。多少「騒いでも」、「地

方民族主義者」たちは「社会主義の長期安定

のため」に文化大革命の「教訓を汲みとる」

ことは許されている11。しかし、民族自決の

歴史を近代化の脈絡のなかで著述し、それが

原因で中国政府と中国人たちから「歴史を清

算する」形式でジェノサイドが発動された事

実は書けないのである。ここに、文化大革命

を回顧し、研究する時のヘゲモニーがモンゴ

ル人の故郷に存在しているのである。 
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1 本論文では「中国人(Chinese)すなわち漢族」

との立場をとる。モンゴル人やチベット人、そ

れにウイグル人などは単に国籍上、中華人民共

和国の国民となっただけで、いわば「中国籍モ

ンゴル人、中国籍チベット人とウイグル人」で、

決して中国人ではない。 
2 私はいままでにモンゴル人ジェノサイドに関

する政府公文書を中心に 5 冊の基礎資料を公開

した。目下、二冊目の被害者報告書を編纂中で、

2013 年春に公開予定である。私が被害者報告書

類に基づいておこなった実証研究では、「遅れ

た死」も含めると、Shirabjamsu が主張する「犠

牲者数 30 万人」は妥当な計算だと指摘できよう。 
3 南モンゴルのモンゴル人たちが中国政府と中

国人に虐殺された事実について、モンゴル人民

共和国はうすうす気づいていた。1970 年代末期

に内モンゴル自治区を通過したモンゴル人民共

和国の外交官は、「血の匂いがした」、と私に

語ったことがある。モンゴル人の表情がみな暗
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く、抑圧されていた事実はすぐに分かったとい

う。 
4 南モンゴルの東部地域を日本などでは「東部

内蒙古」や「満蒙」などと表現するが、いずれ

も政治性の強い呼称である。こうした政治性の

強い地名の創出には日本の大陸進出が背後にあ

ったのである。この点について、中見立夫［2013］

による論考がある。 
5 モンゴル人たちを単に「日本の蒙奸」や「対

日協力者」だと批判することは、一見すると巨

悪は日本で、モンゴル人は「軽犯罪」のような

印象を受けるが、実はそうしたやり方はモンゴ

ル人の民族自決運動を矮小化するためである。

モンゴル人は受け身的に日本に追随したのでは

なく、あくまでも日本の力を利用して、中国か

らの独立と自治を成功させたいとしていたので

ある。こうした歴史は『徳王自伝』(1994)など

にも反映されている。また、最近では、リ・ナ

ランゴアによる「モンゴル人の民族自決運動と

アジア主義との関連」についての新しい考察が

ある。それによると、日本のアジア主義に共鳴

したアジアの多くの民族と異なって、モンゴル

人はあくまでも中国からの独立に熱心で、アジ

ア主義が唱える「西欧列強」よりも、中国を脅

威と見なしていたのである［リ 2013:146-163］。 
6 中国は明朝期から中華民国に至るまで、ずっ

とモンゴルの部族間の紛争を煽って、自らに有

利になるよう漁夫の利を得ていた。1911 年にモ

ンゴル高原が独立し、南モンゴルも同調したが、

中華民国の中国人はすぐさまモンゴル人の「地

域間の対立」を悪用して、独立運動を失敗に追

いこんだ［Lattimore 1969:47-49］。意図的にい

わゆる「地域間の対立」を強調してモンゴル人

同士を対立させる陰険な手法は今もつづいてい

る。たとえば、自治区政府の主席を任命するさ

いも、「東西のバランスを考える」として、順

番で選ぶようにして、モンゴル人同士に争わせ

て、「調停する善人」の役を演じている。 

 

 
7 中国人の滕海清は何万人ものモンゴル人を虐

殺したにもかかわらず、何ら責任を取らずに山

東省の済南軍区司令官に栄転していった。のち

に彼は暗殺を恐れて南国の広州軍区の保養地に

厳重に警備されて生きていたと伝えられている。 
8 トゥメン将軍の本は禁書にされても、二種類

のモンゴル語版がある［Tümen and Ju Düng 

Li 

1996a,b］。また、何種類かの海賊版も出回っ

ている。 
9 トゥメトのモンゴル人の多くが雲という姓を

名乗るが、これは歴史上の部族(万戸)名、ユン

シェープの頭文字ユンに当てた漢字である。 
10 モンゴル人の騎兵部隊が全滅に追いこまれ

てから、中国政府はもっと大胆に内モンゴル自

治区へ中国人の移民を進めるようになった、と

識者は指摘している［阿拉腾德力海 1999:359］。 
11 アームランによると、父親の孔飛は「地方民

族主義者」としても断罪されていたという［阿

木蘭 2010:346-347］。たしかに、ウラーンフ

ーらのモンゴル人指導者を「地方民族主義者」

だと中国政府は一時批判していた。この点につ

いては過去に研究者も注目した［Heaton 

1971:2-34］。ただ、実際は文中大革命の進展に

つれて、地方民族主義云々とほとんどいわなく

なり、代わりに境地用されたのは「反党叛国」

と「民族分裂主義」である［楊 2010］。「反

党叛国」と「民族分裂主義」の「罪」ははるか

に「地方民族主義」より重い。今後、研究者た

ちはこの点に注意しなければならない。 
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【編集後記】 

だいぶ遅くなってしまったけれども文革特集を届けする。これは以前にもご案内した如

く、NIHU-ICCS 政治外交班の外部研究者をも加えた文革研究プロジェクトによる成果の一

部である。主題が主題であるだけにその見解もさまざまであることはいうまでもない。本

特集における議論は、むろん違いはありながらも個々の論者の主張はそれぞれの経験を経

た思考する実存の結実であり、記憶と記録の交錯する重い響きを湛えている。もちろん、

本特集のような知的営みとはまた質の異なる別次元においても文革をめぐる再考はいろい

ろに行われている。たとえば、昨年発行されたオーヴィル・シェルとジョン・デルリーの

共著『富強』（Orville Schell & John Delury, Wealth and Power: China’s Long March to the 

Twenty-first Century, Random House 2013. 邦訳：古村治彦訳『野望の中国近現代史―帝国は

復活する』ビジネス社 2014 年）では、次のようなくだりがある。「歴史の冷徹な眼で見て

みれば、毛沢東は、彼より前の世代の改革者たちが発揮しなかった、彼独特のニヒリズム

を発揮して、中国の「古い社会」を破壊するという仕事を成し遂げることができ、それが

最終的には伝統に固執することから中国人を解放することになった。このように見ると、

毛沢東時代の暴力的な移行期間は鄧小平と彼以降の指導者たちが演出した経済発展にとっ

て必要不可欠な準備期間であったと言うことができる。毛沢東時代は、中国の人々にとっ

ても、自分たちを過去から決別させ、富強のあくなき追求へと進むために必要な時期であ

った」（390 邦訳 454）。これはまた文革の遠景でしかなく、その内奥で何が進行していた

のかかれらは知りようもないのかもしれない。ましてや、文革が「中国人」をめぐるいま

だに継続する複雑な「闘争」の一部であったことも……。次号は〈「島」をめぐる帝国主

義〉特集を予定している。乞うご期待。〔規〕
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本研究課題について 
 

目 的 

  本研究の主な目的は、マネタリーベース膨張策という面で共通する日中の現在の金融政策が

持つ問題点に焦点を当て、共通する課題を抽出することとし、その成果を内外に発信すること

にある。 

 

概 要 

１、研究課題 

 高水準のマネタリーベース膨張策は、中国では人民銀行総裁周小川によって進められ、日本

では長い間禁じ手とされてきたが日銀総裁黒田東彦になってから「異次元」政策、「アベノミ

クス」として脚光を浴びはじめた。 

 日中に共通するこの金融政策は、市場に大量の資金供給をすることによって国内の財市場と

輸出市場を活性化させる意図を持つが、その行き過ぎは金融市場の処理能力を超えた資金過剰

を生み、金利や物価、為替レートなど多方面に影響を与える。しかしこの政策は、欧米ではみ

られないかあっても限定的なものであり、その問題点は少なくない（(高橋五郎,Excessive Base  

Money and Global Financial Crisis-In relation to the essence of the so-called 

“Abenomics”,(Doi:10.4236,Journal of Financial Risk Management,2013,Vol,4))。 

 2013 年 1－9 月期、中国の経済成長は年率換算で 7.7％にとどまり、減速傾向が一段とはっき

りしてきた。 

 一方で、北京・上海などの大都市住宅価格は前年比 20％を超えるなど、「住宅バブル」の懸

念が広がっている。貨幣供給量（Ｍ２）の伸びはやや落ち着いてきているものの、マネタリー

ベースは依然として大きな伸びのままである。今後、年末から春節に向け、例年にならえばマ

ネタリーベースはさらに伸び、金融市場や住宅市場に一層の追加的な資金供給が行われること

は明白である。この状態は数十兆元といわれる「シャドーバンキング」を一段と膨張させ、正

規金融市場における資金膨張と相俟って、「金融バブル」への転化をもたらす危険性を高めて

いる。 

 他方、日本ではマネタリーベース膨張策は今後さらに勢いを増す可能性を持ち、このまま推

移すれば、国内市場における円資金の過剰供給が一段と進み、期待されたような内外の財市場

の活性化がみられない場合、さらなるデフレが起こると懸念する声も少なくない。 

 このように、日中はマネタリーベースの膨張策という面で共通の金融政策を採っているが、

この点の経済的意義と問題点を抽出することは、日中に共通する喫緊の研究課題となっている。 

 

２、研究方法 

 以上の研究課題に取組むため、金融専門家として招聘する中国からの 2 名、国内からの 2 名、

くわえてＮＩＨＵ拠点からの参加者を中心に、本学にてワークショップ形式の討論を実施、そ

れを踏まえた研究成果を内外に発信するものである。 
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①中国からの招聘者： 

章 政教授（北京大学経済学院教授、副学院長、書記、中国信用研究中心主任，国家国有资产

管理委员会专家委员、国家开发银行专家委员，国家信用标准专家委员会委员，财

政部灾害救助课题组组长，世界银行技术投资项目评审委员） 

 

瞿 強教授（中国人民大学金融学院院中国金融政策研究センター副主任、教授） 

 

②国内からの招聘者： 

田代秀敏（中国エコノミスト）※は現在の肩書き。 

 

③ＮＩＨＵ拠点からの参加者 

愛知大学拠点から高橋五郎（責任者）他が参加。 

 

３、研究会の開催 

主 題：日中に共通する金融政策、通貨膨張政策の課題 

日 時：2014 年 1 月 24 日（金）11：00 ～17：00 

会 場：愛知大学車道校舎本館 13 階 第 3 会議室 

 

【研究報告】１「将来の中国の為の量的・質的金融緩和（QE）の教訓」 

田代秀敏（現 ＲＦＳマネジメント・チーフ・エコノミスト）※ 

 

【研究報告】２「中国の貨幣政策：基本的構造と当面の主要問題」 

瞿 強（中国人民大学財政金融学院教授） 

  

【研究報告】３「中国の経済成長と通貨膨張の構造」 

章 政（北京大学経済学院教授・書記）  

 

【研究報告】４「中国の貨幣政策の特徴、問題点、対策」 

高橋五郎（愛知大学国際中国学研究センター（ICCS）所長） 

 

【総合討論】 

・田代秀敏  

・瞿 強 

・章 政 

・高橋五郎 

・申雪梅（通訳） 

 

（本研究は 2013 年度ＮＩＨＵ機構長特別支援資金による研究成果の一部である） 
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日中金融問題ワークショップ 

―日中に共通する金融政策、通貨膨張政策の課題― 

 

高橋五郎1 

 
 

 
趣旨説明 

 

この研究テーマは、日本と中国に共通する

金融問題ということでありますけれども、特

に中国と日本において、いろんな金融をめぐ

る新しい動きがあります。中には共通する問

題もありますし、日中関係の経済的つながり

がますます深くなっていくにしたがって、金

融面でも新しい共通項が見出せるような時代

になってきたと思います。 

これまであまり金融問題について日中で研

究するということはなかったわけですが、今

日は金融問題に焦点を当てて、中国経済問題

の現状について議論していきたいと思ってお

ります。 

そういうことで北京大学の章政先生、中国

人民大学の瞿強先生、日本からは、エコノミ

ストの田代秀敏先生をお招きしまして、私を

加えて、議論が深められればと思っておりま

す。 

章先生は、昨年の 6 月にもお越しいただき

ました。章先生は、金融分野においても専門

家で、中国でさまざまな要職についておられ、

今回の研究会に適任だと思っておりました。

そして、章先生にどなたかお一方を紹介いた

だけないかとご依頼した結果、今回、中国人

民大学教授で、中国においても著名な瞿先生

をお招きすることとなりました。大変ありが

たく思っております。今日お目にかかるのは

初めてですが、中国人民大学と本学大学院中

国研究科とのあいだでデュアルディグリー制

度を一緒に行っております。そういうことも

あって、中国人民大学は私たちにとっては交

流関係の深い大学でもあります。今日はまた

こういう機会にますます交流を深める機会に

なれば、大変うれしく思います。 

 田代先生は、中国経済金融問題の専門家で

ありまして、日本では数少ない、中国金融問

題の専門家で、色々な研究会等を主催してお

りますし、日本の著名な雑誌等にも常に論説

を発表なさり、あるいはさまざまな形でご発

言をなさっている方でいらっしゃいまして、

今日のテーマにはまったく相応しいそういう

方でいらっしゃいます。今日これを機会に、

先生方が相互の交流をますます強めていただ

ければ幸いです。 

このご 3 名の方にお集まりいただきまして、

この日中に共通する金融政策、特に通貨の膨

張政策について意見交換をさせていただきた

いと思います。 

 人間文化研究機構 NIHU におきましては、

このテーマについて大変感心を持っていただ

きまして、この度は、お二方の先生、田代先

生を含めまして、NIHU のほうから、全てで

はありませんが、経費のうち多くの部分を負

担いただいたということであります。 

趣旨説明 
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従いまして、研究会の成果等につきまして

は、何らかのかたちで成果をひろく外部に発

信していければありがたいと思っております。 

今日の予定を申しあげますと、11 時ごろか

ら田代先生にご報告いただいて、その後、質

疑応答をしていきたいと思います。その後田

代先生のご報告をめぐって、若干の質疑応答

をしたあと、午後から瞿先生のご報告をお聞

きしたいと思っております。おおむね 1 時頃

から予定しております。時間ですけれども、

おひとかた 20、30 分程度、適宜弾力的に進め

て参りたいと思っております。 

午後から瞿先生のご報告の後、章先生のご

報告をお聞かせいただきたいと思います。そ

の後は私の報告をさせていただこうと思って

おります。引き続いて、総合討論の時間を設

けたいと思います。 

 

 

脚注＊ 

 
1 愛知大学国際中国学研究センター所長・愛知

大学現代中国学部教授 

 

 

.  
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将来の中国の為の量的・質的金融緩和（QE）の教訓 

 

田代秀敏 1 

 

 

田代です、よろしくお願いします。 

私は、日本の金融機関、みずほファイナン

シャルグループとか、旧日興証券、今はSMBC

日興証券、あと大和証券など、金融機関に勤

めた経験が長いです。もう一方で、日本と中

国の間を行き来している時に日本と中国の金

融システムが見かけ上似ているんですけれど、

非常に違うというところに興味を持って研究

しております。 

今日の話は、高橋先生からありましたよう

に、日本では量的質的金融緩和、要するに通

貨を膨張させるという政策を非常な勢いでお

こなっておりまして、これが中国の金融にど

のような意味があるのかということを、私な

りに考えてみたいと思います。せっかくこう

いう機会での会合なので、いろいろ話します

けれど、日本では金融に関する発言というの

は、金融庁という役所によって、厳しく管理

されておりまして、迂闊には外部に言わない

ようになっています。 

 去年の 4 月 4 日、華々しく日本銀行黒田東

彦総裁は、量的質的金融緩和というものを宣

言したわけです。これからもうすぐ、9 か月

がたっているわけですが、現状はどうなって

いるかというと、うまくいっていません。日

本銀行の人も認めているのは、経済合理性を

無くしてしまっているというのがいえます。

中国からのおふたりの先生にも分かっていた

だけると思います。 

 量的質的金融緩和、これは日本で作られた

ものです。日本の間でも誤解があるんですが、

世界で 初に行ったのは日本で、2001 年 3 月

に完全に金利がゼロになってしまったので、

これ以上の金融緩和ができない、そこで、そ

れまでは、金利、利率を下げるということが

日本銀行の政策だったんですけど、行き過ぎ

るところまでいってしまったので、実際に資

金を供給することが行われた。2006 年 3 月ま

で実施しました。これが世界の金融歴史上、

初めての試みなわけです。 

アメリカは 2008 年 9 月 15 日、 リーマン・

ブラザーズが破綻したことによって引き起こ

された金融危機、これへの対処として、バー

ナンキ議長が、日本銀行のやったことをアメ

リカに適用したわけです。バーナンキ議長は、

もともとはプリンストン大学の教授で、ＦＲ

Ｂに入る前は、足繁く日本に来て、日本金融

学会でも何度も講演なさっています。彼の専

門は、金融恐慌の歴史なんですね。驚くほど

に日本の昭和金融恐慌など、日本史でもあま

り知られていないようなことも、微細にわた

り、何月何日に高橋是清が何をしたかを言え

るぐらい、世界の金融恐慌の歴史が頭に入っ

ている。その彼が FRB の議長になった時、私

は驚嘆しました。アメリカはとうとう来るべ

き時が来たと覚悟したわけですね。いずれア

メリカにとんでもない金融恐慌が起きると、

それを大恐慌にさせないためには、恐慌を誰

よりも知っている、バーナンキ議長に就任さ

せたということです。 

 さて、去年 4 月 4 日に発表されたのは、先

ほどの写真にありましたように、物価安定の

目標を 2％にすると、消費物価指数 CPI の前

年比が 2％の上昇率を安定的に保つまでを目
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標とする。達成期間は 2 年を念頭にできるだ

け早くする。マネタリーベースですね、貨幣

基礎は、2 年間で 2 倍にする。さらに日本銀

行が保有する日本国債の保有額も平均残存期

間も 2 年間で 2 倍以上にする。国債の額が 2

倍以上になるということは分かりやすいと思

いますが、平均残存期間は、どういうことか

といいますと、日本銀行は、量的質的金融緩

和をずっとやってきているわけです。そのな

かで、日本国債を保有するときに非常に注意

していて、債権というのはすべて満期があり

ますよね、ある期日がくると、それはお金に

かわるという期日があるんですが、それが平

均して 2 年を越えないようにしたんですね、

どうしてかというと、ほっとおいても 2 年た

てば、もっている国債は、自動的に現金に変

わっていくわけです。 

ところが、それを今どんどん伸ばしてしま

って、現在 7 年を超えています。実は、アメ

リカは、やりすぎてしまって、アメリカ連邦

準備制度理事会が保有している、アメリカ国

債の平均残存期間は、現在 15 年を越えている

んです。これは大変なことで、持っていて、

それがなくなるのに 15 年かかる。これは、ま

さか売ると言ったら、暴落しますから、それ

もできない。出口がなくなってしまうんです

ね。 後のところが非常に重要で、これは自

ら出口を無くしてしまったということになる

わけです。 

中国は、今まだ国内に大きな債権市場が、

特に、債券の流通市場、セカンダリ-マーケッ

トができていないので、この問題は発生して

いないですけれど、数年後には、選択の問題

に直面するだろうと思います。 

よくマネタリーベースは、中国では貨幣基

礎という言い方をしますが、これは何かとい

うと、これは、世の中に出回っているお金の

うちの基礎になる部分です。世の中にあるお

金というのは、紙幣の形を取るものをわれわ

れは身近に見ているわけですけれど、ほとん

どは紙幣じゃないですね。銀行預金です。銀

行預金というのは、こういった紙幣には、例

えば、香港のお金ですけど、こういうふうな

お金というのは貨幣の中のごく一部、ほとん

どは、銀行が貸す際に預金口座の残高になっ

ているだけです、それをつくるために基にな

るお金がいりますよね。それが、マネタリー

ベースだと思ってください。会計上は中央銀

行の負債です。これは大きい意味はなくて、

そうしないと、経済全体で、資産と負債のア

ロケーションで、こういうお金というのは、

ほとんど資産ですよね。誰かが、負債にしな

ければ、全体のつり合いがとれない、そこで

現在、中央銀行の負債というかたちにしてい

ます。 

直近の日本銀行の貸借対照表をみてみます。

左側が資産で、右側が負債です、もちろん額

が一致します。右側の負債がマネタリーベー

スです。一番大きいのは、どこかといいます

と、この当座預金ですね。日本銀行は、他の

銀行に対して、口座を開設しています。例え

ば、私が日本銀行に頼まれた仕事をしますと、

日本銀行にお金をもらいに行くと、他にも銀

行の人がいっぱい来ていて、彼らには小切手

を渡して、そこには何千億円、何兆円と、私

だけは 10 数万円の現金をもらうんですけど。

そういったものを出し入れするお金がこれで

すね。これが 106 兆円、あと日本銀行券とい

うのは、日本のお札のことです。日本銀行券

が、これが 86 兆円今でまわっている。硬貨流

通高というのは、これは硬貨、コインですね。  

売り現先勘定というのは、日本銀行が将来

買い戻すことを約束したうえで、今手持ちの

国債を売ること、これが 24 兆円、もちろん負

債ですから、これを大きくするというのが今

やっていることですけど、どうして大きくな

るかというと、資産を増やすしかない、バラ

ンスしていますから、負債だけを膨らますこ
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とはできない、資産も同時に膨らませなけれ

ばいけない。そこで日本銀行が行っているの

は、国債、とりわけ長期国債を猛然と買って

いるわけです。今毎月、日本の財務省が毎月、

新しく発行する日本の長期国債の 70％は日

本銀行が買い取っています。ただし、市場マ

ーケットに出てきたものに対して、日本銀行

が注文を入れて買うというかたちにしていま

す、あとはまあ、短い短期国債、一年未満の、

残存満期。次に貸付金ですね。他の銀行に対

して貸し出しています、このなかに外貨準備

や外国為替も入っていますけど、ごくわずか

であるため、ここには書いていません、これ

は後で見る通り、中国人民銀行とまるっきり

違う資産構成ですね。 

さて、現在、日本銀行のマネタリーベース

の中身を見ますと、この赤いところが日本銀

行券一万円札ですね、この緑が貨幣流通高は

硬貨、コインです、見るとそんなに増えてい

ない。ここは、多くの日本の新聞などが勘違

いしていますけれど、一万円札をどんどん印

刷してくばっているんじゃない、どこが増え

ているかというと、ここです。つまり、準備

預金と超過準備預金。 

準備預金というのは、銀行は預金を集めま

す。そのうち、法律で決められた何パーセン

トとかいう部分は、日本銀行に設けられてい

る口座に入れるということが義務付けられて

います。非常に厳格で、一日たりとも遅れて

はいけない。一日でも遅れるとその時点で営

業停止になります。ところが、いま日本の銀

行は、法律で決められた額よりもっとたくさ

ん日本銀行に預金しています。どうしてかと

いうと、この準備預金は、金利、利率はゼロ

です。当座預金になっておりまして、まった

く金利がつかない。ところが、超過準備預金

には金利がついています。中国の場合、かな

り高い金利がついています。昔は非常に高か

ったですね。十何％ついている時代がありま

した。今、日本銀行は、この法律で決められ

た以上に、銀行が日本銀行にお金をあずけた

ときの、その部分に関しては、0.1 パーセント

の金利をつけています。わずか、年 0.1％です。

今の日本の銀行は、そこに資金を集中してい

るんですね。 

現在は日本銀行が銀行に 8 兆円貸出しを増

やして何が起きたかというと、銀行は 8 兆円

分、企業への融資を減らしている。8 兆円は

どこに行ったかというと、準備預金になって

います。日本銀行が他の銀行、みずほとかの

三菱銀行とかにお金を供給しているのですが、

そのほとんどは、日本銀行の口座に入ってき

ている。これを日本金融業界の間では、これ

を豚積みといいます。意味のない行為を生み

ます。 

日本銀行からお金を借りる、日本銀行に預

ける、1990 年代までは、中国の銀行でも見ら

れました、中国の国有銀行で、通常その預金

金利より貸出金利の方が高いはずなのに、逆

転しているところがありました。人々は、銀

行からお金を借りてそれを預金しちゃう。金

利差のぶんだけ確実に儲けていく、あちらで

も見られました。当時は、日本の金融専門家

は中国がいかに遅れているかと言っていたけ

ど、現在日本でもっと巨大の規模で起きてい

ます。中国の場合、国有銀行と個人の間で発

生したんですけど、今日本では日本銀行と銀

行の間で起きています。銀行からすれば非常

合理的な行動です。ほぼ 0%の利子率のお金

をかりて、確実に 0.1％の金利が取れるのだっ

たら、そこにいきます。かなり経済的な合理

性を失ってきています。 

もう一つ言いますと、三菱東京 UFJ 銀行の

方に聞くと、三菱東京ＵＦＪ銀行が今一番高

い収益率をえているマーケットはどこかとい

と上海だそうです。日本銀行が、ほぼゼロパ

ーセントの利子率で供給している金を、三菱

東京 UFJ 銀行は、上海にいる日本企業に 6％
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の金利で貸しているんです。計算すると年間

でだいたい 1 千億円ぐらい儲けています。上

海自由貿易試験区が稼働すれば、そこで中国

企業にも貸し出せます。日本銀行がほぼ 0％

の金利で日本の銀行に供給しているお金のう

ちかなりは、そのように、中国で融資されて

います。こういうことを言うと、日本でも中

国でも怒る人がいます。キャピタルが持って

いる法則なんです。資本というのは、少しで

も利回りが高い、安全に利回りが稼げるとこ

ろに逃げていきます。 

さて、マネタリーベースを増加するには、

中央銀行が、国債などの金融資産を投入して

左側の資産側を膨らます。当然その分お金を

支払いますよね。支払ったことによって、支

払うお金は、中央銀行の負債でしたよね。だ

からマネタリーベースが増えるんです。だけ

ど、中央銀行がどんどん資産を大きくしてい

くと、必ず資本主義的な金融資産というのは、

価格が変動するというのが本質ですよね、価

格が変わらないんだったら金融業者にとって

魅力がない。価格が下がると分かっているの

はまだいいです。その時は、空売りという技

法によって、儲けることができますから、い

ずれにせよ、価格変動リスクがあるのです。

大変な価格変動リスクに直面しているんです。

つまり国債の価格が下がるということが、致

命的なことになる。 

そうなるとどうするか、アメリカで起きて

いるのは、じつは、アメリカ国債の価格がじ

りじりと下がっています。裏返して言うと、

実はアメリカ国債の価格利率がどんどん上が

っています。それをふせぐためには、FRB は

さらにアメリカ国債をどんどん買うんです。

そうするとリスクがどんどん増えていく。出

口が無くなってしまいます。だから、専門家

のあいだで、 初から出口戦略、Exit strategy

というものが必要だということをいってきた

わけです。ところが、日本銀行の黒田東彦総

裁は、出口戦略を議論することは時期尚早だ

といって、早すぎるといってこの議論を避け

ている。これは大変危険です。将来中国が金

利を自由化した後に、もし量的質的金融緩和

をする際には、周到な出口戦略を用意しなけ

ればいけない。 

具体的にマネタリーベースがどう動いてき

たかというのが、赤い線で示しています。マ

ネタリーベースを増やすのに、一番効果的な

のは、長期国債を日本銀行が買っていくこと

ですね、買って手元に置いておく、そうする

と、緑の線が日本の長期国債保有額ですね。

それが現状ここまできている、日本銀行の予

定では、このように、これだけをみると、何

でもないようですけれど、長期でみると、大

変なことです。日本銀行の資産をみると、ア

セットのほうを見てみると、このように長期

国債、短期国債いろんな国債があるのでこの

総額のここを見てください、ここから、大変

な勢いで増えていますね、実はここが、他の

資産ですけれど、増えています。現在では、

日本銀行の資産のうち、90％近くは、国債な

んです。裏返して言うと、もし日本国債の価

格が大きく下がる、つまり、日本の超金利が

うんと上昇した時には、そうすると、これの

価値がどうなるか、これを発行している日本

銀行に膨大な損失が発生するわけですね。こ

の価値がどうなるか、いま一万円札を印刷す

るのにどれくらいかかるか、日本銀行に聞く

と、一枚印刷するのに 14 円かかる。これ 14

円で印刷できる、われわれは１万円という価

値を認めている。日本銀行が発行しているか

らですよね。日本銀行は今これだけの国債を

持っているから、これをどう価格を維持する

のはきわめて難しいことになっている。 

日本国債の全体の残高はどうなっているか、

これは大変なことになっています。現在日本

国債の残高は、国債だけを見ても 800 兆円に

達しようとしています。日本の政府債務残高
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1，000 兆円を越えた。これは、借入金も入れ

てのはなしですね。地方の借入金を政府が保

証しているものを含めてですが、純粋に国債

だけをいっても、GDP との比率を言っても、

すでに 160％近くに達しようとしています。

第二次世界大戦の時よりも状況は悪化してい

ます。大変なことが起きています。 

このように、国債が次々と期限がきますよ

ね、返す金がないので、また新たに国債を発

行してお金を調達して、返していく。こうい

うのを借換えといいますが、借換債の発行が

赤ですね。借り換え債以外の建設のための資

金を獲得するという国債の発行を見てくださ

い。借り換えのほうが大きくなっていますよ。

借換債の発行が借換債以外の発行を越えてい

ますので、ちなみに国債を発行する目的は、

今の国債を維持するために行っている。現在

国債費は利払い費が非常に低くなっていると

いうのは金利が低いからですけど、それでも

じわじわ大きくなっている、全体の金額が大

きくなっています。 

現状では、日本の 10 年もの金利が 2.5％に

達すると、日本国政府は財政が破綻してしま

います。現在、長期金利は、このように、こ

れは、世界の人類の歴史の中でも も低い水

準にきています。裏返して言うと、日本国債

の価格は大変な高さになっているわけですね、

もともと金利がこんなに低かったわけではな

くて、かつては十分高かったわけです。それ

が現在こうなっている。いま日本で行われて

いる通貨膨張策、量的質的金融緩和の目的は、

低金利を維持するため、もしこれが 2 パーセ

ントを越えて上がってしまえば、日本政府は

財政が極めて困難、4％を越えれば、確実に破

綻してしまいます。 

それでは、ここで中国の人民銀行の資産を

見てみます。ここは日本銀行と性格は全く逆

で、ほとんど大部分は外国為替ですね。これ

はあたりまえで、中国では貿易によって得ら

れた、主にドルですけれど、これを国内で勝

手に利用することはできませんよね。私も

初に中国に行ったのは、1998 年の 1 月だった

ですね。初めて一人で行きました。それまで

香港には何度も行っていたので、タクシーを

降りる時に、あの時急いで行ったので、慌て

て、中国のお金を用意していなかった。タク

シーの運転手さんにアメリカのドルをみせて

もだめ、香港ドルを見せてもだめ、ついたホ

テルのフロントで両替してもらって払ったの

を覚えています。東アジアでは珍しいですよ

ね。多くの国ではアメリカドルはそのまま受

け取ってくれますけど。中国人民銀行が、外

国為替をぜんぶ一手に吸収して、そのかわり

に、人民幣を供給している。中国の場合は、

外国為替を人民銀行が購入していることによ

って通貨が膨張しているわけです。これは割

と問題は簡単ですよ。為替レートを自由化す

れば、この問題は消えるわけです。 

一方で中国の長期金利は、現在以外なほど

高いですね。特に三中全会を終ったあと、4％

水準を越えて上昇しているのが、非常に気に

なるんですけれど。これはまだ中国の財政事

情からすれば許容範囲です。日本でこの水準

までいってしまえば、確実に財政破綻します。

問題は、シャドーバンキングの問題が言われ

だした頃から、この長期金利が上昇していま

す。これは恐らくこれは対策が進められてい

くと。いろんなところで資金の供給が止めら

れているはずなんです、その結果、資金に対

する金利が上がっていると考えらえます。 

シャドーバンキング関しては、お二人の方

から詳しい説明があるでしょうがシャドーバ

ンキングというのは銀行以外の金融機関が融

資することです。これは実はいたるところに

あります。日本にもアメリカにもあります、

多くの場合、その資金は、証券化によって得

られているのが特徴です。ただし、日本では、

銀行がノンバンクと言われる銀行でない金融
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機関にお金を貸し出して、そこがお金を貸し

出すということもおこなわれている。典型は

皆さんも利用しているかもしれない住宅ロー

ンです、日本の住宅ローンの多くは、銀行が

直接だしているのではなくて、住宅ローン専

門会社がだしていますよね。あれは典型的な

シャドーバンキングです。ただしこれがいろ

いろな規制のもとで、それを逃れるために、

日本でもアメリカでも、イギリスでもヨーロ

ッパでも中国でも、非常に複雑化して発達し

ているんです。 

金融業のなかから見れば、シャドーバンキ

ングは、金融の進歩でもある。今までなかっ

たお金の調達手段、お金の供給手段というの

ができるわけですけど、問題はそこが加味さ

れない、規制をすり抜けるようにつくられて

いるわけですから。そこで、金融危機を招く

んですね。アメリカでは、住宅ローンを担保

にした証券というですね、奇想天外なものを

考え付いて、これが金融危機を引き起こす。 

シャドーバンキングもシャドーバンキング

そのものが悪いのではなくて、管理の仕方、

使い方を間違う場合に問題が発生している。

中国の場合、金融の進歩という面もあるんで

すけれど、一方で当然債務不履行が発生する

というリスクをどんどん膨らましている、後

者だけを目指していくと、前者、金融の進歩

をつぶしてしまうわけです。 

今国民がおこなおうとしている規制は、ち

ょっと急ぎすぎていて、中国の金融の進歩の

チャンスをつぶすのではないかと私は危惧し

ます。人民銀行が発表しているシャドーバン

キングの統計はよくわからない、非常に不正

確で、不明部分があまりに大きい。恐らくこ

の委託借款が、この部分がいわゆるシャドー

バンキングの中心部門です。企業が銀行から

借りてきたお金を他の企業に貸し出している

わけですから。シャドーバンキングの典型で

すよね、見るとそれほど大きくない。統計が

よくわからないですけれど、全体としては、

去年から相当規制が入ったのはわかります。

全体の額が非常に減っていますから。その反

意として、中国の金利が上昇している。 

但し、アメリカの連邦準備制度を見ると、

QE1、QE2、現在 QE3 になっています。二つ

の主力なものがあって、長期国債と、政府機

関債住宅担保証券、これは、アメリカ政府が

保証している住宅ローン保証会社が住宅ロー

ンを担保にしてつくった証券を売っているわ

けです。これをアメリカの銀行が膨大に持っ

ていて、これが暴落したんですね。ＦＲＢは

買い取っているわけです、中国、アメリカで

それぞれ通貨膨張の中身が違っているわけで

すね。端的にいえば、その時発生している問

題を隠すようにしておこなわれている。結果

として、アメリカの長期金利は、日本と同じ

ように非常に急に下がっています。いまアメ

リカの長期金利はリバウンドして、明らかに

上昇プロセスに入っています。 

さて、アメリカ国債は、誰が持っているの

か、ここで日本と中国の難しい問題が発生す

るんです。これはアメリカ国債の全体の大き

さは 16 兆 7382 億ドル、日本円にして 1，714

兆円あるんです、このうちですね、7.73％は、

中国の保有額。日本が 7.04％、恐らく中国の

保有額はもっと大きいと思うんですけれど。

アメリカの発表ですよ、アメリカ国債は複雑

な構造をもっていて、約 3 分の一は、転売で

きない、国防予算の背景になっている国債な

どは転売できません。 

一番大きいのは中国、つぎは日本です。こ

れは何が起きているかというと、中国も日本

も通貨膨張したときの、出てきたお金をどの

ように運用するかという問題で、結局巨大な

アメリカ市場で運用するしかない。国外では。

他に場所がない。アメリカはそれをうまく使

っていて、あわせると 15%をもっているわけ

ですね。安定的にもっているわけですから、
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安心してアメリカ国債を発行し続けるできる

わけです。いつかおわります。アメリカ国債

の価値が無くなった時、どうするのか、私は、

なるべく、中国も日本もアメリカ国債ばかり

を買うのではなく、お互いの国の国債をお互

いの通貨建てで買う方がかしこいですね。日

本は中国の国債を人民幣建てで買って、中国

は日本の国債を日本円建てで買って、運用し

たほうが、まだかしこいし、リスクも避けら

れる。 

マネタリーベースにたいして、マネースト

ックがありますね、これは、マネタリーベー

スをもとに、日本銀行がお金を貸し出すとい

うかたちで増える貨幣量のことです。日本で

はマネタリーベースに対して、マネーストッ

クが大きいわけです。マネタリーベースにた

して、マネーストック貨幣供給がいくらある

かを見てみると、倍率はきわめて下がる、か

つては 12 倍あったのが、いまは 4 倍しかない

わけです。マネタリーベースをどんなに増や

しても、銀行がお金を貸さない限り、貨幣の

総額は増えない。 

今、日本銀行がおこなっている量的質的金

融緩和は、これには実は原型がある。2011 年

6 月に当時政権をもっていない自民党が作っ

たXデイプロジェクト報告書に書いてある通

りです。X デイというのは、金融の世界のな

かでの特殊な言葉ですがが、日本国債が暴落

するときの日を X-DAY といいます。そのと

きどうすればいいのかということが、自民党

が、とくに金融機関の人たちを集めて、作っ

たレポートがあって、そこに書いてあること

を今やっているわけです。本来であれば、日

本国債が暴落しかかったときにやるべき行動

を、日本国債が暴落する前にやっているわけ

です、大変なことをしたと言えますね。本当

に日本国債が危ない時にやることがなくなっ

てしまっているわけです、もう一つ言えば、

マーケットで露呈していないけれど、すでに

日本国債が、難しい局面に来てしまっている

のかもしれません。 

大事なことは市場経済主体の期待の抜本的

転換、要するに、デフレーションがずっと起

きるだろうとみんな思っているのを、これか

らは、インフレーションが起きるんだに変え

る。じつは目的は、これだけなんです。これ

だけを目的にやっている。実際は分からない

ですよね。人々がどう期待しているのか、そ

れは、ブレイク・イーヴン・インフレ率で測

ることができるという考え方もあります。私

はあまりできないと思いますが、見てみると、

インフレがくると考えるふしがありますけど、

大きさが 2 パーセントに達していない、黒田

東彦総裁は、2 年でという言葉を出さなくな

ってしまった。これは怖いことで、2 年たっ

たら止めるといっていたのが、2 年たっても、

もっというと、いつまでもやめない、出口が

塞がれていくわけです。2％に達していないで

すね。 

今何が起きているかというと、マネタリー

ベースを膨らましているなかで、エネルギー

価格が上昇しています、円安が進んでいます

から、大変な勢いでエネルギー価格が上昇し

ている。 

さて、いま行っている政策は、麻生太郎大

臣が言う通り、じつは高橋是清がおこなった

政策の現代版です。高橋是清は、どうなった

かというと、暗殺されました。理由は、この

金融緩和をやめようとしたからです、どうし

てかというのは、金融緩和すると同時に、日

本国債をどんどん日本銀行が買っていくと、

国内中に貨幣が供給されますね、インフレー

ションが来ると誰でも気づきますよね。高橋

是清が 初に止めようとする。何を止めよう

としたかというと、軍事費、日本陸軍と日本

海軍の予算を減らそうとした。その瞬間に軍

隊がクーデターを起こして、首相も、高橋是

清大蔵大臣も一挙に殺害しました。 
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その後、日本は、予算の膨張が止まらなく

なります。そして日本は中国大陸に 100 万人

以上の軍隊を常駐させたわけです。これで、

日本の財政は完全に破綻します。どうして失

敗したかというと、白川前総裁が日本金融学

会で報告しているとおりですが、たまたま軍

部を抑えられなかったのではなくて、市場に

よるチェックを経ずに、日本国債を日本銀行

が直接に買い取ったから、止まらなくなった。

これだけはやってはいけないことはよく分か

るんですね。 

データを見てみますと、昭和恐慌という大

恐慌が発生した後、政権が代わって、高橋是

清が財政をおこない、円安に為替レートを動

かしました。一方で、政府の歳出をどんどん

増やしていきました。当然それにみあって、

日本国債の残高は、膨らんでいきます。彼は

このように一旦絞ろうとしたが、もっと歳出

を減らそうとした。そこで、軍隊がクーデタ

ーを起こして暗殺されました。その後は、日

本の歳出は天井足となっていきます。国債の

残高もどんどん膨らんでいきます。目的は、

中国で戦争するためです。当然勝ち目のない

終わらない戦争なので、どこまでもいきます。 

現在やっているのが、もし出口が無くなる

と、どうなるかというと、2020 年東京オリン

ピックの時には、マネタリーベースは 600 兆

円を越えて、国債の保有高は、400 兆円にな

っています。こうなってしまうと、日本銀行

が日本政府の赤字を吸収しているだけのこと

です。こうなると、完全に出口がなくなりま

す。止めようとした時には、大変なことです。

金融市場に対するインパクトもすごいですが、

政治的にはさっきぐらいのことが起こります。 

中国ではいま資本規制を、厳しくやってい

ますけれど、今意味がなくなってきました。

ビットコインの価格変動をみてください。日

本円、人民幣、US ドル、それぞれ上海、東

京、ニューヨークでの価格ですが、ぴったり

一致していますよね。インターネットの上で

やっているわけですから、少しでも安いとこ

ろで買って、少しでも高いところで、売って

いるわけです。価格が世界中で瞬時に一致し

ます。しかも、一番取引高が多いのは、上海

ですね。アメリカでも日本でも、ずいぶん減

ってしまったのですけれど。これは中国の人

たちがビットコインを買ったことで、一旦暴

騰して、人民銀行が取りひきを停止させてと

きに暴落して、また上がってきたと。取り締

まりようがない。インターネット上の世界で

すから。 

これで分かることは、中国はいつまでも今

の資本規制は続けられない。今はビットコイ

ンだけですけど、どんどん金融手段が増えて

いきますから、収拾不能になる前に、中国は、

早く為替レートの自由化だけでなく、資本取

引の自由化を行うべきです。 

要約としては、量的質的金融緩和は、短期

では、問題の拡大を抑えることはできる。だ

けど、時間がたてばたつほど、副作用が大き

くなります。出口に出ること自体難しくなっ

てきますね。実はアメリカがどうして出口に

向かい出したかというと、日本が入口に入っ

たからです。日本が入口に入ったので、アメ

リカは安心して出口に出られる。そうすると、

日本以上の金融緩和をしてくれる国が出てこ

ない限り、日本は出られない。 

今恐らく、安倍晋三総理も黒田東彦日本銀

行総裁も中国が金利を自由化し、為替レート 

を自由化し、そのうえで、金融膨張すること

を待ち望んでいる。でも結局は、市場によっ

てリバランスするほうが、長期には安全です。 

もちろん土地は大変ですよ、金融機関が倒

産したり、企業が倒産したりするんですけど、

そのためには、金融市場を内外に開放して、

市場参加者をなるべく分厚くすることです。

特に中国のように現在でも世界で指折りの資

産国になっている国であれば、マーケットを
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分厚くして、特に債券、ボンドのマーケット

を大きくしないと、将来金融市場化した時に、

大変なことになります。 

 

【質疑応答】 

○ ありがとうございました。では、質問・

ご意見のある方はどうぞお願いします。 

○ 瞿 貨幣ベースは急ピッチで上がります

ので、M2 は非常にフラットですね？ 

○田 代 なるほど。これが速く増えすぎて

いるのではないかと。 

○ 瞿 ええ。 

○田 代 おそらく、おっしゃっているのは、

マネタリーベースを急速に増やすことは簡単

ですが M2 は増えないだろうということです

よね。 

○ 瞿 そうです。 

○田 代 これはどうしてなのかと言います

と、日本の企業がマネーを使って投資して、

工場をつくるとか、人を雇うのではなくて、

日本の企業が銀行に預金したからなのです。 

 今、日本の企業は、合計すると 200 兆円ぐ

らいの膨大なお金を銀行に預金したままです。

マネーストックが増えていますから、景気が

いいのではなくて、これは日本が長期の不況

（long depression）に入っていることの現れで

す。 

○ 瞿 これは、たぶんベースマネー。これ 

はマネーサプライ。たぶん、こういうふうに

普通は動いています。つまり、これはＥＱの

問題だと思います。この図と違いますよね。 

○田 代 おそらく、これは絶対値（absolute 

value）ではなくて、変化率（growth rate）の

比較です。 

○ 瞿 後でチェックします。This is very 

important, I think. 

○高 橋 これはマネーストックですよね。

これはベースマネーですね。このベースマネ

ーは、下のグラフを見れば急上昇しています

ね。Very sharp to base but that and a little bit flat, 

not so sharp. This is the same then…. 

○ 瞿 Yes. This ride level very sharp. This 

ride level is flat. 

○高 橋 Yes. This one fails to cut figures. So, 

you are right. But he thought the most right. 

○ 瞿 はい。また、一つの問題はビットコ

イン。ちょっと失礼な質問をしますが、ビッ

トコインは、future money か、またはポンジ・

ゲーム（Ponzi game）か。Very difficult to explain. 

It may be difficult to explain it. 

○田 代 I think Bitcoin is an example of 

Ponzi scheme on the internet. 

○ 瞿 Yes. はい、どうもありがとう。 

○高 橋 ほかに、いかがでしょうか。 

○フロアー ちょっと違う質問になってしま

うのですが、日本銀行が今、長期国債等を購

入されているという話ですが、それに伴い緩

和によって、日本の銀行株がかなり落ちてい

るという背景があります。一時期に比べて 3

分の 1 ぐらいに落ちておりますが、それに対

して、どのようにお考えになられているかと

いうこと。 

もう一点、ちょっと違いますが、中国に通

貨発行に関して、何を根拠に通貨発行量を決

めているのかということを教えていただきた 

い。 

○田 代 ちょっとすみません。2 番目の質

問ですが、中国の通貨発行量は何を根拠にと

いうことですか？ 

○フロアー 何を担保に決めているのかとい

うことです。以前、日本は、金がどうのこう

のとかありましたが、今は自由に日本銀行が

回して債券を発行して、現金化してというこ

とだと思いますが、それについて、中国はど

のような構成になっているのでしょうか。 

○田 代 初の質問からですが、日本銀行

は法人です。日本銀行は政府の機関ではなく、

法律上は法人組織です。おっしゃるとおり、
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これは非常に重要な問題ですが、いま日本で

は誰も認識していない点です。株式の価格は、

マーケットがどのように評価しているのかと

いうことを表す一番大事な指標ですから、真

剣に考えるべき非常によい視点だと思います。 

 2 番目の点ですが、中国の人民銀行も日本

銀行も、あるいはアメリカの財務省

（Department of the Treasury）も紙幣を発行す

るときの根拠は何もありません。かつて金本

位制（The gold standard system）というものを

つくったわけです。それぞれの国が保有して

いる金の量に比例した金額しか紙幣を発行で

きません。その紙幣を銀行に持っていけば、

必ずそこに書いてある約束された何グラムか

の金塊をもらえるというシステムでしたが、

これは失敗したわけです。1929 年の大恐慌後、

このシステムは次々と破棄されてしまいまし

た。ですから、現在の紙幣には何の根拠もあ

りません。それは中央銀行か、あるいは財務

省が発行しているというだけの根拠でしかあ

りません。 

 ですから、これは大事な質問です。日本で

は「管理紙幣」と言います。ただし、英語で

は「Fiat Money」と言います。日本では、金

本位制ではない通貨のことを「管理通貨」と

言います。ただし、これは誤訳です。もとも

とは英語で「Fiat Money」、この「Fiat」は自

動車メーカーの名前ではなくて、もともとは

「国家の巨大な権力」という意味です。つま

り、国家の権力が価値を保証しているという

意味です。いま、われわれが使っている日本

の円であり、人民幣であり、US ドルです。

何の根拠もありません。日本銀行が発行して

いるから価値があるのです。中国人民銀行が

発行しているから価値があるのです。アメリ

カの財務省（Department of the Treasury）が発

行しているから価値があるのです。それだけ

なのです。 

 ユーロはお持ちですか。ユーロを見てくだ

さい。どこにも欧州中央銀行（European Central 

Bank）が発行したとは書いてありません。

「ECB」とは書いてありますが、それが何の

略であるかは、どこにも書いてありません。

ECB の総裁のサインが入っているだけです。

アメリカのドル札もそうです。そのとき、そ

のときのアメリカの財務長官のサインが入っ

ているだけです。 

 しかし、人民幣にも、日本円にも、中国人

民銀行総裁の周小川（ZHOU XIAOCHUAN）

とか、日本銀行総裁の黒田東彦という名前は

書いてはありません。まさに、その機関が出

しているというだけです。ですから、これは

非常に危険なのです。危ないです。それがい

ま、これだけ膨らませてしまっていますから、

出口が難しいのです。特に US ドルは極めて

難しいです。 

○高 橋 ありがとうございました。国債金

利が 2.5％ぐらい、あるいは 2％ぐらいに上昇

すると、財政破綻が起きるのではないかとい

うお話でした。その 2.5％あるいは 2％以上の

根拠を示していただけるとありがたいという

ことと、もう一つは、 近、金の国際価格相

場が低下ぎみですが、これは何を意味してい

るのか。この二つを教えていただきたいと思

います。 

○田 代 長期金利が 2.5％で破綻するのは

なぜかと。これは、なぜ分かるかと言います

と、毎年、春と秋に 2 回、日本銀行の金融シ

ステムレポートが発行されます。それには、

現在、日本銀行だけではなく、日本の金融機

関も膨大な日本国債を保有しています。国債

の金利が 1％上がるということは、日本国債

の価格はすごく下がっています。銀行が資産

として保有している日本国債の価格が下がっ

たときに、銀行は損失が発生します。その損

失はどのくらいかということを、しっかりと

日本銀行は計算しているわけです。厳密には、
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みずほ銀行が下請けしています。旧興銀（日

本興業銀行）時代から計算しています。いま、

これがどんどん膨らんできています。 

 日本のメガバンクは、既に日本国債が暴落

することを恐れて、長期の国債はほとんど持

っていません。みずほ銀行では、平均残存満

期は 1 年を切っています。では、長期国債は

どこへいったのかと言いますと、地方銀行と

信用金庫にいきました。そういうところです

と、金利が 1％上昇しただけで、自己資本の

半分以上が消えるところがたくさんあるわけ

です。今よりも金利が 1％上がると、地方銀

行や信用金庫が、小さな企業から猛烈な勢い

で貸し付けを回収いたします。そうなります

と、どんどん倒産します。たちまち税収が落

ちていくわけです。 

 さらに、日本政府の金利の利払いがありま

す。これが先ほども申したように、例えば 800

兆円の国債があっても、単純計算で金利が

1％になれば、8 兆円の金利を払えばいいわけ

です。これが 2％になってしまうと、単純計

算で 16 兆円になります。実際の構造はもっと

ややこしくなっているわけですが、2.5％に達

しますと、税収の全てで日本国債の利払いを

することで終わってしまいます。 

○高 橋 ということは、いま税収が 40 兆円

ぐらいですね。40 兆円のほうへ近づくか、あ

るいはそれを超えると、収入を全部利払いの

ために使ってしまうことになりますから。 

○田 代 政府機関は全部、止まってしまい

ます。 

○高 橋 そうしますと、一般財政に使う予

算がなくなってしまうわけですね。 

○田 代 そうです。 

○高 橋 そうしますと、それを賄うために

は、またさらに国債を発行しなければならな

いことに。 

○田 代 はい、もう、そのときには誰も買

わないです。 

○高 橋 価格は暴落、誰も買わない。 

○田 代 そのときに、おそらく日本銀行が

直接、引き受けてしまうわけですが、それは

日本国債を誰も買わないということを、日本

政府が認めたことになります。 

○高 橋 そうですね。もう価値がないとい

うことですね。そうなった場合に、それは必

ずしもあり得ないことはないですよね。そう

なった場合、日銀の役割が重要だと思います。

日銀が中央銀行としての役割が、暴落した国

債を買い支えていくことはできませんよね。

できなくなると、全てがおしまいなので、そ

うならないような手だてはないものでしょう

か。 

○田 代 先ほどお見せしたように、自民党

が野党時代にやっていた「X-day プロジェク

ト」がそうだったわけです。国債をどうする

かという。 

○高 橋 だから、いま、やっているという

ことですね。 

○田 代 はい。 

○高 橋 アベノミクスでやってしまったの

で、もう打つ手はなくなってしまったという

ことになりますと、急激に傾く……。 

○田 代 これは本当に普通では言えないの

ですが、お二人の先生方にも、ぜひ聞いてい

ただきたいので言いますと、実は日本銀行も

財務省も日本国債の暴落は折り込み済みです。

時間の問題だと。では、そのときにはどうす

るのでしょうか。それを食い止める手段を使

ってしまっているわけです。ですから、どう

するかと言いますと、結局、こういうことで

す。彼らは、日本国債の暴落を、日本経済の

復活の契機とします。 

 先生方をびっくりさせますが、これは本気

です。日本という国の破綻は、近く起きると

しても初めてではありません。今までに日本

は 2 回やっています。 
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 明治維新によって近代国家化するわけです

が、明治維新によって徳川時代の国家債務を

不履行にしてしまいました。 

 例えば、今の鹿児島は、昔は「薩摩」と言

いました。あそこが明治維新をリードしまし

たが、薩摩では、徳川時代にものすごい債務

が発生したわけです。今でも残っています三

井住友といった銀行に対して、ものすごい債

務があって返せないわけです。それをどうし

たかといいますと、無理やりに 250 年分割払

いにしたわけです。 

 いま中国の地方政府で、債務を払えないと

ころが、例えば、中国建設銀行に「うちの債

務を 250 年分割払い、利子はなし」としたと

思ってください。これは事実上のデフォルト

（default：不履行）です。しかし、その代わ

り自分は損をしないわけです。「払う」と言

っているのだからと。これは徳川時代の日本

では、武士は町民に対して違う法律が適応さ

れたので、それができたわけです。明治政府

のときに、全部、不履行にしてしまったわけ

です。これで、徳川時代にたまった債務をゼ

ロにして出発できたわけです。 

 そして、次にどうしたかと言いますと、第

2 次世界戦争直後の超インフレーションで、

国家債務を紙クズにしてしまいました。つま

り、ものすごいインフレーションを起こして 

しまえば、例えば、戦前の日本であれば、大

学の教授の給料は円単位でした。ものすごい

インフレーションを起こしたので、そういう

債務はほとんどなくなってしまったわけです。 

 第 2 次世界大戦中、中国で巨大な陸軍の部

隊を動かすために、日本人の給料の半分は所

得税として取られました。しかも残り半分の

うち 5 分の 1 は支払われずに、日本国債で払

ったのです。日本中の家に膨大な国債があっ

たのです。私の田舎の家にもあります。勇ま

しい絵が描いてあって、戦車や兵隊の絵が描

いてある「日本戦時国債」というのがありま

す。それは強制的に買わされました。そこに

書いてある金額は、何十円とか、何百円と書

いてあって、当然、いまの貨幣価値からする

と紙クズだったわけです。 

 今までに、日本は 2 回、国家破綻を半ば意

図的におこなって生き延びきました。時期か

らしても、だいたい次がくる時期ですね。1

回目が 1870 年、2 回目が 1945 年です。そう

すると、そろそろ来てもおかしくはないです。 

○ 章 地震みたいだね。 

○田 代 重要なのは、これは資本主義の特

徴、 アメリカ人たちは、すぐに「自分たち

は自由な国だ」と言いますが、あれは嘘です。

アメリカは大恐慌のあとに、アメリカ人がゴ

ールドとシルバーを持つことを法律で禁止し

ました。アメリカ人に聞いてみますと、実際

にそのとき、アメリカ軍がアメリカ人の家に

やってきて、家中を探して金を見つけたら、

その日のレートでドル紙幣に替えて金を持っ

ていってしまったそうです。 

 これが自由化されたのは 1976 年です。よう

やくアメリカ人が金を自由に買えるようにな

ったため、あのときには金の価格が暴騰した

のです。それはさておきまして、そのくらい

アメリカ政府の破綻を避けるためです。至る

ところで、そういうことをやっているわけで 

す。 

中国も、いま地方政府が持っている膨大な

債務の全部を返すことは至難でしょう。 

 いま、アメリカでも、既に次々といろいろ

な都市がデフォルトにしています。特に、デ

トロイトは丸ごと全部デフォルトです。債務

をどんどん消しているわけです。それがなけ

れば資本主義は維持できません。 

 先ほどの金の話です。 近、分かったので

すが、金の価格（gold price）は、操作

（manipulate）されています。 

 実は、その前に発覚したのはロンドンの金

利です。「London Interbank Offered Rate：
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LIBOR」といわれるイギリスが世界に出して

いる代表的な金利が操作されていることが発

覚しました。同じことが金価格でもおこなわ

れています。アメリカ政府がかなり意図的に、

特にアメリカの FRB（Federal Reserve Bank：

米連邦準備銀行）が、ニューヨークで真夜中

の午前 2 時とか 3 時の誰も取引をしていない

ときに、金の膨大な先物の予約を入れます。

それで価格を上げたり下げたりしているとい

うことが発覚しました。なぜでしょうか。実

は中国で持っている金は中国にあります。日

本が持っている金は、どこにあるのでしょう

か。 

 去年、ドイツがアメリカに「金を返せ」と

言いました。「ドイツに送ってくれ」と言っ

たら、アメリカが「そんなことを、なぜ、い

ま言うのですか」と言って、いまでも大もめ

にもめています。ドイツが持っている金の量

の 6 分の 1 を、十何年かがりで返すという約

束をしたばかりです。 

 近、真面目にニューヨークの金融業者な

どは、資本主義国がそれぞれ発行している通

貨や国債に信任を失ったときに、金もまたス

タンダードとして金本位制が復活したときに、

その金を、一番持っているのは中国ではない

かということを想像しています。 

○ 章 今、中国にある金は、全部、中国の

バーサンたちのところにある。（全員笑い） 

○田 代 どこにあるのかは非常に問題です。

その意味から、結論は、アメリカは絶対に金

本位制は取りたくはないのです。第 2 次世界

大戦の結果、アメリカは世界の金の 70％は手

にしたはずでした。それがあったからこそ

IMF（International Monetary Fund：国際通貨基

金）体制ができて、ドルと金はいつでも取り

換えます。ほかの通貨はドルと固定レートで

取引できますというシステムをつくり上げま

した。それは 1972 年に崩壊しています。 

 そのあと、どうなったのかと考えてみます

と不思議な話で、何の根拠もなくずっとやっ

ているわけです。いまになって金価格が急速

に下がっているということは、本当ならば金

価格は上がっていいはずです。しかし、金価

格が下がっているのは、どうもニューヨーク

連邦銀行が、先物市場を使って金価格を猛烈

な勢いで下げていることが分かってきました。 

 そうしますと、金の価格が上がることは、

US ドルに対して、みんなが不信感を持って

いるということの裏返しです。金を持ってい

ても仕方がないわけです。金を持っていても

買い物はできません。ドルであれば何でも買

えるではないですか。ドルというのは、あれ

だけ発行していて、危ないといえば危ないで

す。 

 ですから、金価格が上がっているときは、

ドルに対して信任が下がっているわけです。

いま、金価格が急速に下がっているというこ

とは、ドルに対する信任が上がっているよう

に見えるのですが、どうもアメリカ連邦準備

銀行が市場操作をしている可能性もあります。 

 中国も、これから資本を自由化して、国際

金融市場に入っていくとすると、大変ですね。

もう一つ言いますと、先ほど章先生からご質

問があったことですが、日本が出口をなくし

たところです。昭和恐慌を受けるところです。

ここで、日本は金本位制に復帰して、為替レ

ートを大幅に円高にするということをやりま

す。そのときに金がどーんと出て行っていま

す。このときに一番儲けたのは、今のシティ

バンク（当時のナショナル・シティバンク）

と香港上海銀行です。 

○ 章 これも会計上のあれでしょう？ 現

物もあれも。 

○田 代 いや、現物は今の横浜銀行、当時

は横浜正金銀行が金を扱っていました。そこ

に金庫に入っていた金塊が、毎日のように膨
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大な金塊が船に積まれてアメリカに行きまし

た。当時の写真があります。 

○ 章 本当に、そういうことがあった？ 

○田 代 現物が行きました。 

○ 章 実際に、運搬作業があったのですか。 

○田 代 このときの日本の金融政策をアド

バイスしたのは、モルガン商会の会長のトー

マス・ラモントという人です。ラモントは、

大蔵大臣の井上準之助と親友でした。井上準

之助は、ラモントが言う政策をそのまま実行

しました。日本が、これだけ積み上げた金の

大半が、アメリカへ行ってしまいました。モ

ルガンはどうしたかといいますと、井上準之

助がこのあと暗殺されてしまいます。テロリ

ストによって銃殺されてしまいました。それ

で、モルガンは関心をなくしてしまいました。 

 次にモルガンがやったのは南満州鉄道です。

南満州鉄道の 大株主はモルガンです。モル

ガンは、はっきりと言っています。「とても

満州に投資はできない。怖いから」と、どう

するかといいますと、日本を使って会社をつ

くらせて、鉄道会社をつくらせて、その株式

は買うと。そうすることで、そこそこのリス

クは回避できます。別にいまに始まったこと

にかかわらず、ニューヨークのウォールスト

リートというのはすごいです。一つの国をひ

きつぶしてでも巨大な利益を得ていきます。

もっと言いますと、問題は東アジアです。日

本人だけではなく中国の人たちの人生や運命

までも変えながら巨額な金を儲けているわけ

です。 

 ただし、そういう人たちがいないと、国境

間をまたぐ資本の移動は起きにくいです。そ

れだけのリスクを取る人たちがいないと。で

すから、これから中国も、もし資本規制を解

いて、上海から国際金融に入っていくとなり

ますと、彼らとどう対峙するかということが

大変なのです。 

 日本は、その準備なしに友だちとしてやっ

てきました。実は、いまやっているアベノミ

クスは、平成 25 年 11 月 15 日に、当時の安倍

晋三自民党総裁が宣言しました。その同じ日

にゴールドマン・サックス（The Goldman 

Sachs Group, Inc.）がレポートを出しました。

そのレポートのタイトルは「We want Abe！」

です。そこで安倍晋三氏のことを何と呼んで

いるのかといいますと、“Our friend in Tokyo. 

The time is now. Short the Yen. Long Japanese 

requisite and short Japanese government bonds.”

「円を売り、日本株買い、日本国債売り」と

はっきり言っています。 

 そのとおりに進んでいます。 

○高 橋 ほかになければ、田代報告はこ

のぐらいにします。田代先生、どうもありが

とうございました。 

 

 

 

脚注＊ 

 
1 現 RFS マネジメント・チーフ・エコノミ

スト 
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中国の貨幣政策：基本的構造と当面の主要問題 

 

瞿 強1 

 
 

Thank you, everybody. 私は、日本語をだい

ぶ忘れていますので、迷惑を掛けないように、

ICCS 研究員の申さんに通訳をお願いします。 

初は、中国と日本の経済・金融問題を共

通に比較しながらにしようと思いましたが、

二つの国が抱えている問題は、それぞれ違い

ますので、中国はインフレをすごく恐れてい

て、日本はインフレしようとしています。今

日は、中国に絞って話をしようと思います。

昨日、章先生と少し話し合いをしました。章

先生は主にインフレに関して発表をすると思

いますので、私は 2 点にポイントを置いて発

表します。一つは中国のインフレ、二つ目は

貨幣政策について発表したいと思います。 

まずは貨幣政策の基本的なフレームワー

クについてお話しします。次に当面の主要問

題について話をしたいと思います。中国の貨

幣政策は、皆さん、ご存じのとおり人民銀行

が決定しています。中国の中央銀行の独立性

はやや弱いです。中央銀行は内閣の一つの組

織ですから、機能全体にも影響を及ぼすと思

います。 

中央銀行の役割には、主に 終目標と中間

目標と操作目標というものがあります。皆さ

ん、ご存じのように、全世界的な動向を見ま

すと、インフレには反対しています。中国も

1980 年代後半と 1990 年代初期を経て、 終

的には 1995 年、「中央銀行法（中国人民銀行

法）」を公布して、インフレに反対すること

を決めました。 

近、周小川頭取が解釈したとおり、それ

はインフレだけではなく、就職問題や国内の

社会問題、不均衡などの問題も全部含めてい

ます。中央銀行の役割も、その国全体のマク

ロ経済の枠組みのなかに設定することになり

ました。中間目標はいろいろな異議もありま

したが、 終的には、利子率と貨幣供給量

（M2）にすることにしました。皆さん、ご存

じのとおり、中国の利子率市場はまだ市場化

されておらず、投資主体と地方、国有企業も

利子率にあまり敏感ではありません。M2 は

CPI（消費者物価指数）とも、あまり敏感な

関係を持っていないため、これも政策を設定

するときの一つの段階でもあります。 

まずは GDP の乖離が激しく、180％とか

200％ぐらいにもなっています。ずいぶん以前

から、中国は大きなインフレが起こることを

予測はしているのですが、まだ起きてはいま

せん。 

基本ツールは三つあります。法定預金準備

率と割引歩合、公開市場操作です。そして、

選択性ツールとして、信用貸出期限、窓口規

制、道徳的勧告、歩合規制、去年から始めた

常設の融資ファシリティー（SLF）がありま

す。アメリカも公開市場操作で利子率に影響

を与えていますが、中国も 2003 年、2004 年

から今まで 36 回の操作を行いました。そのう

ち 32 回は利子率を上げる操作で、4 回ぐらい

は利子率を下げる操作をしました。そして、

今、法定預金準備率は 19％、20％ということ

で、これは世界でも稀な高い水準でもありま

す。中央銀行は 1％の法定預金準備率を上げ

るたびに、市場から 4,000 億元ぐらいの人民

幣を回収することになります。これは多くの

研究報告 
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国で使用されている方法ではなく中国独特の

方法です。 

なぜ市場に任せる方法を使わないかとい

いますと、これは制度的な問題に関係があり

ます。中国は、経済が加熱して、利子率とい

うものは中央銀行が管理するものではなく、

基本的に国家機関が管理しており、中央銀行

はただアナウンスする機関にすぎません。 

1998 年まで、中国は主に信用貸出限度とい

う操作を行いました。それ以降は廃止しまし

たが、2007 年に再び使い始めました。大変な

物価上昇が起こったため使うようになりまし

た。2009 年にも、また短期的な物価上昇が起

きたため使うようになりました。この信用貸

出限度とは、中央銀行が普通の商業銀行の貸

出金額を決める制度です。これは市場に任せ

る方法ではありません。あくまでも中国の制

度的範囲内の操作です。 

シャドーバンク（影子銀行）とは、アメリ

カが使っているものとは基本的には違うもの

だと思います。中国は 2009 年、商業銀行は貸

出限度額を超えているため、それ以上の貸し

出しができないため、このようなシャドーバ

ンクが貸し出しの役割を担うために、市場に

出るようになったのだと思います。 

今の貨幣政策は、2009 年ごろから始まって

います。この貨幣政策は、基本的に間違って

いると思います。2008 年、2009 年、中国経済

は大きく悪化したわけではありませんが、中

国は貸し出しに対して緊張状態になっていま

す。もともと経済成長を保ち、内需を促して

構造調整をするという矛盾した政策でもあり

ます。 

中国では、地方自治体や国有企業などが、

いろいろなプロジェクトの予算を出して、こ

れに対して商業銀行がお金を振り込むように

なっています。これは、さらに既存の問題を

強化し、固定化するようになっています。信

用が異常に拡大しています。2009 年までは、

5 万億元くらいでしたが、2009 年からは、こ

れが 9.6 万億元になっています。 

このように信用が拡大し、中国の CPI は

５％ぐらい上がりました。多くの人はインフ

レを恐れるようになりました。そのため、中

国は政策的に緊縮財政に入りました。今は

2014 年ですが、2011 年、2012 年ごろを振り

返ってみますと、そのころは、やはり、一番、

インフレを恐れていました。私は中央銀行で

会議をした覚えがありますが、そのときも、

会議に出席した人の多くはインフレを恐れて

いました。 

個人的には、おそらくインフレは起きない

と思っています。去年と今年のＣＰＩは約

2.6％です。中央銀行が危ない範囲だと定めて

いる数値は 3.5％です。もし、この数値設定が

間違っていますと、政策的ないろいろな措置

も間違ってきます。 

なぜ、インフレが起きないかといいますと、

これはまず政治的な要因です。中国の中央銀

行などは、インフレを抑えるのを主要任務の

一つと掲げています。もちろん、歴史的な問

題もあります。貸し出しが増えていることば

かりを見ずに、中国の経済構造と内部構造も

見るべきだと思います。経済発展の段階など

も見るべきだと思います。一つの理由として

は、労働力が上昇すると、インフレが起きる

ことがあります。中国では、まだ労働力が上

がっている様子はありません。その現状では

ありません。まだ労働組合などは力を持って

いません。輸入商品によるインフレが、国内

商品の価格を上昇させるインフレも中国では

起きないと思います。 

輸入原材料による物価上昇も起きないと

思います。原材料を輸入した段階から 終商

品になるまでに、いくつかの段階を経由して

いますが、その過程で労働生産性が上がって

きますから、十分に輸入原材料の価格上昇を

抑えることができると思います。 

65



 
 
 

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.7(3) 2015 

 
今まで中央銀行が物価を想定する基本的

な方程式は、「M（貨幣供給量）V（貨幣流

通速度）＝名目 GDP（MV＝PY）」、これが

中央銀行の政策の一般的な考え方でした。こ

れは、フィッシャーの提案した公式です。彼

の墓碑にも、この公式が刻んであると思いま

す。 

しかし、この公式は中央銀行に誤解を招く

こともあり得ます。昔、金融体制がそれほど

整っていないときは、M（名目貨幣供給量）

と P（物価）の間には、ある程度、関連があ

ると思います。中国では、人口の 20％の人が

全体の預金残高の 80％を占めていて、ジニ係

数はすごく不安定な状態です。お互いの金融

機構の競争も、とても激しいです。従って、

資金は、それらの手に集中するようになりま

す。 

それは、どのような政策効果をもたらすで

しょうか。もし、みんなに貨幣が平均的に行

き渡っていれば、インフレが起きても価格は

普遍的に上昇するだけです。今、貨幣という

ものは、一部の人に集中しています。これに

よって商品価格が普遍的に上がるのではなく、

一部の商品だけに価格上昇をもたらします。

今、資産価格バブルというものは、中国のイ

ンフレによって代替作用を起こしていると思

います。 

私は、去年、何回か中央銀行で講演をしま

したが、インフレを恐れるのではなく、資産

価格バブルのリスクを分類して、政策を立て

るべきだという内容の講演をしました。です

から、中国のインフレを恐れるのではなく、

資産価格バブルにもっと慎重に対応すべきだ

と思います。 

中国がどのような難題とリスクに直面し

ているかといいますと、不動産、地方投融資

のプラットフォーム、シャドーバンキングで、

過剰投資というリスクです。これは鋼鉄やセ 

メントなどの産業に集中しています。まず不

動産業のバブルを見てみたいと思いますが、

もしかしたら「バブル」という文字は大げさ

かもしれません。本当に、バブルが存在して

いるかどうかということについても、いろい

ろな意見があります。その基本的な問題は、

観察と基本データが不足している状態がある

ということです。中国はデータを使っても、

そのデータの信頼性の問題もありますから、

そのリスクも大きいです。 

まず中国の不動産業についてですが、デー

タによれば、少し投資過剰な現象が生じてい

ます。先ほど、いろいろな問題のリスクを挙

げましたが、その根本的な問題点は、やはり

不動産業にあると思います。不動産投資額は、

非常に大きいです。不動産のなかでの銀行の

投資は 20％ぐらいを占めています。これは政

府の統計です。管理部門は、今、言いました、

いろいろなストレステストを行います。不動

産価格は、10％～20％くらい下がっても大丈

夫ですと。  

このような分析や方法でも問題がありま

す。銀行業の投資割合は、20％以上を占めて

いると思います。私は、いくつかの企業で顧

問を務めていますが、その企業の全てが不動

産関連の子会社を持っています。この不動産

関連会社は、投資を行うときに、不動業に従

事するときには、母会社から資金が入るわけ

です。この数値は、基本的に銀行の数値には

反映されてはいません。個人的には、不動産

業の 40％ぐらいに、銀行が投資していると思

います。中国の権威のある統計資料の分析の

専門家なども、私の、この 40％だというデー

タは正確だと言っています。ですから、不動

産業の改革は、中国の銀行よりもさらに大き

な影響を与えると思います。 

二つ目は、地方投融資のプラットフォーム

です。この地方投融資のプラットフォームと 
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いう事情は、ほかの国ではあまり見られま

せんので、その背景を少しお話ししたいと思

います。 

皆さん、ご存じのように中国の地方銀行、

地方政府は投資をすることができません。で

すから、不動産業にも投資をすることができ

ませんので、地方政府が、一つのプラットフ

ォームになる会社をつくって、それが銀行の

融資を受けるようにというシステムをつくる

ようにしています。これは統計資料からも調

べることもできますが、20 兆元くらいの投資

を行っています。 

これには、流動性のリスクがあると思いま

す。この短期的リスクが、潜在的な長期的リ

スクに変化するかという問題は、この資産の

処理方法にあると思います。市場からすれば、

優良な不動産を市場で売買できて、リスクも

防ぐことができると思います。2 年前、地方

政府にいて、いろいろとアドバイスをしたこ

とがありますが、そのときに、本当に短期的

には流動性のリスクがあることを実感しまし

た。このアドバイスは 2 期に渡って行いまし

たが、第 1 期のあとに情報提供の報告をして

いませんので、本当に流動性のリスクはある

と思います。 

次は、午前中の田代先生もおっしゃったよ

うなシャドーバンクについて話したいと思い

ます。シャドーバンクの規模の測定は、カバ

ー率にあると思います。2～3 週間前に、中国

の銀行管理監督委員会に参加しましたが、お

そらく資本主流の方法で測定を行うと思いま

す。 

主な方法としては、信託会社が商業銀行と

共同で不動産など、いろいろな投資を行うと

いうかたちです。このような信託会社をつく

ることにより、銀行の監視システム下から離

れることができます。この信託会社の利子率

は、とても高いものです。このような信託会 

 

社は、互いに競争をして利子率を上げたりし 

ます。これはポンジ・ゲームという現象を引

き起こすと思います。 

近は、このようなリスクがあらわになっ

ていると思います。このようなデータは、す

ぐに調べることができますから、ここでは具

体的には述べません。今後のリスクを、どの

ように考えるかについてお話ししたいと思い

ます。 

私たちが、今まで使っているのは、ケイン

ズの総量的分析方法に基づいています。この

ような分析方法に問題があるのではないかと

いうことを、今の経済現象は物語っています。

今回、アメリカで金融危機が発生して以来、

私たちは、それに対して解釈をすることがで

きません。解釈ができなければ、それを予測

することはもっとできないはずです。 

なぜケインズ主義が経済危機以降に使われ

たかといいますと、それは現実的に可能なも

のだからです。ケインズ主義は、方法的にい

えば、即効性のある薬のような役割を果たす

と思います。しかし、一般的には、多くの政

府にとっては、それを常備している風邪薬の

ように使われています。ですから、このよう

な使い方の違いによって効果が表れていない

と思います。 

個人的には、構造的な分析方法を使ってい

ます。総量的な分析方法は使っていません。

今は、マネーサプライをとても大事にしてい

ます。総量的分析方法を使うときは、マネー

サプライをとても大事にしています。しかし、

マネーサプライだけを重視しますと、問題が

発生したときには、もう手遅れになってしま

います。ですから、もっと規模を規制するべ

きだと思います。信用が突然拡大すると、そ

のリスクも同じく膨張すると思います。です

から、従来の貨幣政策である CPI の注視から

資産価格の注視に移行すべきだと思います。 
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中国の貨幣システムには問題があります

が、決して突然あらわになることはないと思

います。2013 年 8 月に「日中金融円卓会合」

の際には、中国の役員や日本の役員も一緒に

出席をしました。このようなリスクの問題を

話し合いましたが、私はリスクはすぐには表

れないと言いましたが、日本経済新聞社の人

が、中国の貨幣システムは、いろいろとリス

クを抱えているというふうに書きました。 

リスクはあっても、将来的にはコントロー

ル可能なリスクであると思っています。1998

年ごろに比べて、中国はリスクに対抗する力

もついてきたと思います。1998 年のときは、

学術界や政界においても、中国は完全に破産

状態であると言われていました。中国の資本

充足率（自己資本比率）は 4％で、不良債権

は 27％を占めています。しかし、中国の銀行

業は、この困難を乗り越えています。 

1997 年、私は一橋大学を卒業して帰国しま

した。このとき、2 人の指導教官がともに、

「中国の銀行業は全体的に破滅する」と言っ

ていました。しかし、私は、「絶対にそうな

らない」と賭けをしました。実際に、私の勝

ちでした。そのときの根拠になっていたのは、

理論的な根拠ではなく、一つのアメリカの映

画です。『スピード』という映画です。その

映画のなかで、テロ組織が電車の中に置いた

爆弾は、電車が時速 80 キロを維持すれば爆発

しないけれども、それ以下であれば爆発をす

るように設定されています。金融システムの

リスクは、この爆弾と一緒です。この走る列

車は、経済そのものと一緒です。中国の経済

が、一定程度のスピードで発展し続ければ、

爆弾は爆発しないと思います。 

中国の発展は、昔のように 10％以上の高成

長ではなく、安定的な成長期に入ると思いま

す。このように安定的な成長期に入るため、

先に述べたリスクもコントロール可能だと思 

 

います。 

これはデータですが、このデータからも資

産の充足率（自己資本比率）や不良貸出など

の問題は、基本的には改善されている様子が

見られます。ですから、中国の貨幣政策の重

点もインフレ抑制だけに置くべきではないと

思います。それよりも資産価格の大暴落を防

ぐことに置くべきだと思います。 

世界のどの中央銀行も、これに対して正解

を出しているわけではありません。バブルと

いう問題も事前の予防策を立てることもでき

ません。ただ、起きたあとに、その対処策を

練らなければならないということはあります。

中央銀行も、不動産業に対していろいろな対

策を打っていますが、その効果がどう出るか

は、しばらく観察すべきだと思います。 

ちょうど、時間になったので、私はここま

でにしたいと思います。ありがとうございま

す。 

 

【質疑応答】 

○高 橋 瞿先生のご報告にも教わるところ

が大変多かったです。ご質問がありましたら、

何なりとどうぞ。 

○フロアー 素晴らしい報告をありがとうご

ざいます。日本の 1990 年のバブル崩壊から、

日本経済が大変なことになってきました。そ

れは金融システムが破壊されたからですが、

おっしゃるとおり日本は、1989 年に、資産価

格の上昇と一般的なインフレーションを混同

したところがありました。 

 実は、あのときの消費者物価はほとんど上

昇していません。ただ、地価と株価が非常に

上昇したわけです。土地価格と株式価格が上

昇していますが、一般物価はそれほど上昇し

ませんでした。土地と株式の価格上昇を抑え

ようとして、総量規制をしたわけです。銀行

に貸し出しを止めさせました。それにより株 
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価が暴落してしまいました。そのため銀行が

融資能力をなくしていき、そこから長期不況

に入っていくことになりました。 

 中国の場合もそうで、おっしゃるとおりに

一般的なインフレーションと資産価格の上昇

は分けて考えるべき現象です。日本以上に、

中国のジニ係数は高いです。つまり、所得分

配が非常に偏っていますから、インフレーシ

ョンが起きて困るのは、膨大な預金を持って

いる富裕層です。毎月の給料で暮らしている

人からすれば、そこは問題ではありません。

それよりも資産価格が暴落することを避ける

ことのほう大事だということが、非常に重要

なポイントだと思います。 

 先ほどのお話のなかでありましたが、国民

党の失敗があり、残っている資料から計算す

ると、1949 年３月に上海の消費者物価が１日

当たりで 14％上昇しています。 

○ 瞿  1949 年、スパーインフレーション

のときですね。 

○男性１ そのときです。この記憶は、今で

も中国の金融政策を縛っているのでしょうか。

つまり、ものすごいハイパーインフレーショ

ンが起きると、収拾不可能になるということ

が、中国の非常に抑制的な金融政策、あるい

は金融システムというものを維持している大

きな理由なのでしょうか。あるいは、もう一

つあった 1989 年のときも非常に中国はイン

フレーション率が上昇しています。そちらの

ことが当然、新しい経験ですから、非常に印

象に残っているのでしょうか。どちらが今の

中国の金融政策に大きな影響を与えていると

お考えでしょうか。 

○ 瞿  この二つの政策の影響は、量的に

は、他のものとは比べることはできないと思

います。一般市民と政界人、経済学者に、こ

のようなインフレに関する調査を行ったとき

に、経済学者はインフレに対する容認度が一 

 

番大きかったです。 

しかし、政治家と市民は、そのようには見

ていませんでした。政治家が見ているのは、

物価上昇が起きたあとの国からの補助金、企

業に対する補助金とかを出さなければいけな

いので、そういうところを見ていると思いま

す。インフレによる市民の社会に対する不安

は、まちまちだと思います。政府のインフレ

に対する容認度は 3％ぐらいです。経済学者

は、これはもう少し上げるべきだと提言して

います。個人的には、大きなインフレは起き

ないと思います。稼働的な緊縮政策は、経済

成長を減速させるだけではなく、根本的な問

題も解決できないと思います。 

○高橋 私からちょっと一つ、大変面白いの

ですが、このグラフによって、2003 年と 2012

年の 10 年間を比較したのですね。2012 年の

ほうの不良債権が減っているわけですね。ま

た減っているわけですね。 

○ 瞿  だいぶ減りました。 

○高橋 この減った理由ですが、一つには、

こういう理由があるのではなかろうかという

ことで、先生のご意見を聞きたいと思います。

不良債権率は長期資金ですか、短期資金、全

部ですか。債権の貸し付け機関が長期貸付、

あるいは短期貸付。 

○ 瞿  全部。 

○高橋 全部ですが、たまたま、中国の銀行

の貸付機関別の残高を見る機会がありました。

それを見ますと、 近は徐々に短期から長期

へ移っています。短期資金から長期資金へ移

っていくということです。短期資金から長期

資金へ移っていくことは、当然、償還期間が

長くなるわけですから、それによって延滞、

つまりデフォルトが生ずる危険性も減ってい

きます。つまり、短期から長期へ移っていく

に従い、リスクは減っていくわけです。その

ようなこととの関連はないのかどうか、その 
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点を確かめたいということが一つです。 

それから、もう一つは、ポンジ理論はリス

クの発生の問題を理論的に整理されたミンス

キーの理論のことですね？ 

○ 瞿  そうです。 

○高橋 ミンスキーの理論を中国の金融問題

に使われるということは、中国も金融面にお

いては、市場経済の部分に相当程度入ってい

るという認識が先生にあるわけですね。そう

でないと、ミンスキーのポンジ理論は、なか

なか打倒できないところがあると思います。 

私が先ほど、お渡しした英文の論文に、ミン

スキーのポンジ理論のことを書いております。

これはまったく市場経済を前提とした理論で

すから、中国の場合はどうなのかなと、先生

はどのようにお考えになっているかという点

が二つめです。 

○ 瞿  だいたい分かりました。銀行間で

は相互の貸し出しを行って、結局は信託に行

くわけですが、信託というのは、もともと長

期的なものが多いです。直接的な目標は、不

良資産を減らすのではなく、リスクを隠すよ

うな作用があるようです。シャドーバンクで

す。しかし、客観的には、おそらく不良債権

のリスクを隠しました。 

○高橋 そうですね。 

○ 瞿  第 2 の問題は、すごく興味深いで

す。ミンスキー・モーメント、ポンジ・ゲー

ム。今、1 人の院生の指導を行っていますが、

ポンジ：ゲームのミクロモデルを、できれば

マクロ的に展開しようと工夫をしています。

ポンジ・ゲーム理論で、信託のリスクの問題

なども解釈しようと思っています。今後、こ

の理論に関しても、お互いに意見交換を深め

たいと思います。 

○高橋 私もミンスキーの理論は、中国と日

本の金融危機理論を、あるいは金融リスクを

考えるときに、大変参考になる理論だと思い

ます。実は私も関心がありました。先生と共

通項があったなと、うれしく思った次第です。 

○ 瞿  融資をするときに、三つの段階が

あります。 初はスペキュレーション

（Speculation：投機）、 後はポンジ・ゲー

ムで、だんだん発展します。しかし、ミンス

キーの理論は、まだ厳格なモデルがありませ

ん。 

○高橋 そうですね、まだ厳格なモデルはな

いですね。もう死んでしまったからできない

かもしれませんが…。 

○ 瞿  はい。 

○高 橋 有意義なご報告をありがとうござ

いました。また、あとでいろいろとお尋ねす

ることがあると思います。 

 

 

 

脚注＊ 

 
1 中国人民大学財政金融学院教授 
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中国の経済成長と通貨膨張の構造 

 

章 政1 

 
 

 

 こんにちは、さきほど瞿先生と田代先生の

お二人のお話をいろいろ聞きまして、本当に

面白かったと思います。私の方から、瞿先生

は全体の話、いろいろしていただきました。 

私は、インフレ、通貨膨張の点だけに関して、

私なりに最近考えたことについて皆さんに簡

単な報告させていただきます。 

パワーポイントを見ながら、進めていきた

いと思います。タイトルは、中国の経済成長

と通貨膨張の構造です。要するに何を話した

いかというと、実は中国経済の話をしても、

あるいはインフレ問題の話をしても、非常に

ジレンマ、あるいは理解できないところがあ

ります。 

理解できない点は、実感した経済と数字的

に、あるいは理性的に分析された結果にはか

なりのずれがあります。また通貨膨張自体も

そのような特徴を持っています。それについ

て、私も関心を持っていまして、本当にこの

インフレの構造は何か、最近いろいろ考えま

した。思ったことと実体ですね、一致しない

ことについて何らか説明しようと考えました。

そこでこのようなタイトルをつけました。 

内容的には、この 4 部構成で、1 点目は、

この問題をまず定義します。2 点目は、経済

成長自体が抱える問題をもう一回簡単に整理

します。3 点目は、インフレの原因とその構

造を、少しマクロデータを使って特徴を説明

します。最後に、自らの判断としていくつか 

テーマを報告して、皆さんからのご意見をお 

 

 

伺いしたいと思います。 

さっそく最初の問題から参ります。今まで

中国は 35 年間成長しましたが、インフレある

いは通貨膨張からみれば、そこには 3 つの段

階がございます。この 3 つの段階は、インフ

レの動きから分けているわけではりません。

われわれはよくマクロ経済を研究するときに

こういうにくみしています。この 35 年間、最

初の 15 年とまんなかの 15 年、最後は、いま

まだ 5 年ぐらいですね、 

最初の 15 年間というのは、基本的な特徴は

農業改革ですね。農業改革のなかでもインフ

レの時期がありました、80 年代の後半 89 年

ですね、それを除けば、大体高い成長と低い

インフレが特徴。この 92 年というのは、92

年からは改革がまた新しい段階に入りました。

鄧小平先生は、92 年から南方講話をしました。

南方講話のねらいは、改革を急いで進めまし

ょうという。やはり農業だけ、農村だけ改革

しても、全体的な発展につながらない。 

この第一段階のおもしろいところは、高い

インフレがありましたということ。但し、表

現としては、それをのぞいて、高い成長と低

いインフレが特徴、その除いた部分が非常に

重要ですね。 

第二段階は、都市改革、改革の中身は工業

化。93 年からオリンピック 2008 年まで、15

年間、都市経済改革、国政企業改革を中心と

したですね、これもなかなかおもしろくて、

全体としては高い成長プラス低いインフレ。

研究報告 
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これも特徴。90 年代の後半また高いインフレ

がありました。 

現在われわれは、第三段階にいます。いま

のところは、インフレかデフレが分からなく

なった。複雑になりました。第一段階、第二

段階はとりあえずこういうふうにしまして、

第三段階を焦点にして、インフレかデフレか

確認しようという問題意識で、整理します。 

 中国経済が抱えているいろいろ矛盾があり

ますね。中国のバブルのある不動産、不動産

投資は、昨年 1 年間の数字をならべてみれば、

投資がまだ増加しています。インフレの懸念、

バブルの懸念、いろいろ話がでてきます。瞿

先生からもでました。単純判断をすれば、イ

ンフレがあるのではないかということですね。

あるいは、バブルがあるのではないか。  

逆にまた反対に、CPI 赤い線と、昨年 1 年

間のデータをとってみると、大体、102 から

103 ぐらいに政府のコントロール目標のなか

に抑えられています。実は下にはもうひとつ

の、もうひとつの水色のライン、工業製品の

出荷額ですね、デフレですよね。このグラフ

と先程のグラフ、結論は完全に反対ですよ。

実体と分析、統計されたものは、どういうふ

うに捉えればいいでしょうか。非常に困難に

なってきますね。 

次はインフレの原因、デフレの原因、その

構造をどういうふうにみましょうか、という

ことです。さらに焦点をしぼって、政策の側

面、市場の側面、ふたつのところから構造を

見てみましょう。 

まず政策の面ですね、制度金融ですね、金

融機関からのお金の貸出しと貯金、このグラ

フから見れば、それほどの変動がありません。

かなり大きな規模になっています。全部で、

右の緑の線、これはだいたい 60 兆元、預金規

模はかなりおおきいですね。100 兆元ぐらい

になっています。ただし、月の変動はそんな 

にぶれはないですね。制度金融からみたそん

な特徴があります。この特徴に対して、さら

に背後には、中国独自の社会的な資金供給方

式が関わっています。ドイツ、日本、イギリ

ス、アメリカ、融資方式、基本的にはアメリ

カの場合、直接融資が多いです。ドイツと日

本は、基本的には半々ですね間接と直接です

ね。中国の場合は、どういう特徴があるかと

いうと、2006 年から 2012 年ですが、最近の

データをとってみると、ほとんど 75％以上、

銀行あるいは間接金融を通して、発展資金を

実際調達しています。 

そのような背景からみれば、企業の資金供

給はかなり重要な規模の変動が制度金融から

みれば、それほどの変動がないということで

す。資金供給の面から見ればです。さらに貨

幣政策自体からみれば、M2 は増加ですね。

平均では年、大体 15％前後、規模的には昨年

よりかなり拡大しましたね。貨幣全体の供給

量は増えました。貨幣が増えて、どうしてあ

まりインフレがないのでしょうか。 

もうひとつの、政策の背後には、おもしろ

い現象がありますね。財政は、歳入と歳出が

あります。中国の歳入と歳出を見ると、財政

政策自体が資金調整の非常に重要な手段とな

っています、この赤い線は、歳入ですね。水

色の線は、歳出。この点の分布からみれば、

歳入よりは歳出が少ないですね。大量の資金

を放出したんですけれど、財政を通して、こ

の資金はまた歳入することによって、税とか、

あるいはそういう方法で、政府の手元に金を

取り戻しました。 

中国でいわれている、積極的な財政と慎重

な貨幣政策、この制度資金を使えと、さらに

全体の資金の規模の昨年比の変動と、財政の

役割をいれまして、基本的にはこの財政と政

策的な機能がかなり保守的な傾向がみえてき

ます。スローガンは積極的な財政、実はきわ 
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めて保守的な財政がみえてきます。やはりこ

れは政策面からみればかなり保守的な一面を

持っています。 

さらに経済の実態、まず消費市場です。昨

年 1 年間のデータをとってみたんですけど、

投資の増加、そして小売り総額の増加です。

月間で見るとだいたい10％以上、11から13％

以上増えています。市場需要が確実に拡大し

ていますね。この背後には都市化があります。

投資もまた増加です。昨年比 20％ぐらい増加

しました。さらに貿易、国際的な要因がある

んですけど、輸出超過しているのは、2 月と

11 月。2013 年中国は貿易赤字です。この点か

ら見れば、貿易による資金の流入、トータル

で見れば、それほど影響はないとみてもいい

ですね。ただし国際経済にとって重要なとこ

ろは、海外投資です。2 月から 3 月から 5％増

加しています。国内の流動性が増えたことと

関係があります。 

以上のことからインフレの実態についてみ

ますと食品の価格は、昨年一年相当のぶれが

ありました。水色の部分は、一般消費者の感

覚。生活に対する感覚。赤い線は、実はです

ね、一つの感覚に対しての平均化されたもの

でもありますね。その意味では、私は、中国

においてCPI 自体が中国の経済実態を反映で

きるかどうか、ひとつ問題提起をします。先

ほどのような変動の部分と、政府によってコ

ントロールする制度資金と財政の機能を使っ

て調製しているのかもしれません。 

生産の面でもおもしろい現象があります。

まんなかは、生産者の出荷額。いちばん上は

生活資料、下は生産資料、大きな差が見られ

ます。実はこの背後には異なる企業、あるい

は異なる形態の企業の違いが裏付けされてい

ます。上の線はだいたい民間企業とみていい

ですね。下の線は、製造業、国営、大企業と

してみてもいいです。実は企業によってもそ

のような経済によって受けた影響は違う、さ

らに重工業と軽工業も大きな差があります。 

そこから結論をいいます。CPI の膨張率の

指標は中国経済を反映しているか、私は反映

できないと思います。歴史的に見れば、中国

のインフレ水準は、経済的な政策目標を立て

ているんですけれど、実は政治目標化された

のではないか。 

なぜかというと、田代先生が言われました

ように、上海の 1949 年 5 月の大きなインフレ

ですね、経済ぶれではなくて、需給の変動で

もなく、その実態を資料で調べたことがあり

ます。どうして大きなぶれがあったか、背景

には中国共産党は上海の流通している大量の

貨幣、人民元を山東省の解放区でたくさん印

刷した。印刷したお金を上海まで持って行っ

て、流通させた。こうして国民党の企業を破

壊させた。歴史的に見れば、貨幣目標は政治

目標だから、大きなぶれ、高い水準を容認で

きない。だからその数字は 2％3％以内。中国

において、経済指標としての意味はもう失っ

てしまっていたのではないか。 

さらに 3 点目です。一定のインフレ容認と

あるいは適当な成長、この組み合わせの実践

が必要ではないか。その意味では、中国には

インフレ自体に対しての認識がさらに必要で

す。中国の所得水準は、一定程度な発展水準

になってきました。今、アメリカの中国に対

する債務は、中国人１人当たりで 5，000 ドル

です。中国は一定の体力をもっています。 

こうした環境の下で、一定のインフレ水準

の容認と、インフレによって一定の経済成長

をするという点の実践がより重要ではないか。 

そのようなインフレへの認識に対して皆様

からのご意見をお伺いしたいと思います。 
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【 質疑応答 】 

○高 橋 どうもありがとうございました。

インフレーションに焦点をあてて経済成長と

の関係を解説していただきました。大変参考

になりました。 

○田 代 素晴らしい発表をありがとうござ

いました。まず感じるのは、先ほど申し上げ

たように、状況としては非常に 1989 年の日本

に中国は似ています。資産価格は上昇してい

るのに、一般物価水準はそれにならっていま

せん。なおかつ一方で、ものすごい建設投資

が行われている点は、非常によく似ています。

実際に、CPI（消費者物価指数）という一つ

の指標だけで、インフレーションになるかど

うかということを議論するのは、非常に危険

だということはよく分かります。 

 そうしますと、もう一つは中国の財政が金

融とリンクしていて、過剰流動性を財政で吸

収しているというご指摘が非常に興味深いで

す。健全な財政を施行することと、もう一つ

は金融面で見ますと、確かに過剰な流動性を、

ここに吸収させていく。そうなりますと、確

かにインフレーションは抑えることができる

のですが、それがいいのかどうかは難しいと

ころだと思います。 

 適度なインフレーションがあれば、実質債

務が減っていきますから、お金を借りたら、

特に住宅ローンを組んだ側からすれば非常に

助かるわけです。 

 日本はデフレーションになったために、住

宅ローンを組んだ人は大変なことになってし

まい、金利の負担がもっと高い。それにより、

もう住宅を維持できなくなったということで、

非常にたくさんの住宅が売りに出ています。

あるいは、空き家になっているということが

起きている。 

 それからしますと、中国も、今のところは、

おっしゃるようにインフレーションは、政治

的な重要性、避けたいということから押さえ

込んでいるとしたら、その結果、実質金利が

下がりません。中国の普通の人たちで、結構、

25 年とか 30 年という長期のローンを組んで

住宅を買っていますが、その負担に耐えられ

るかどうかということが非常に疑問です。そ

このところは、どのように北京で議論なさっ

ているのかということ。 

 もう一つは、中国が今後、金利を自由化し

ていくという点です。金利を自由化すれば銀

行間の競争が起きますので、当然、貸出金利

を下げる流れになるわけです。それによって、

この問題を、先ほどのようにインフレーショ

ンをどうしても政策的に抑制するならば、実

質金利が下がらないですから、もともとの根

源的な貸出金利を引き下げていく、押し下げ

ていくことを金融の自由化は目指していると

考えてもよろしいのでしょうか。その二つに

ついてお願いします。 

○ 章  ありがとうございます。田代先生、

非常に興味深い問題ですね。私も、そのあた

りは疑問を持っています。 

 実は、北京の住宅を購入するときには住宅

ローンを払います。今までは、例えば、私の

場合は 10 年前に住宅を買いました。あのとき

は、住宅自体の値段は、それほど高くありま

せんでした。ですから、ある程度の蓄積があ

れば、ほとんどローンを組まずに一括で払う

ことができました。1平米当たり、3,000元か、

4,000 元です。今はもう 3,000 元ではないです

ね、もう 30,000 元、40,000 元です。だから、

今のところはローンを組むと、本当にもう払

えないです。 

 それにしても、若い人も買っています。学

生が卒業して数年働いて、もうすぐに買って

しまいます。これはどこから、それだけの金

が出ているかということをいろいろと聞いて

います。 

 実は中国で面白いのは、子どもが何か買う

ときは、親が全てを支援します。親の貯金を
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全部使ってしまいます。家族に大人 4 人がい

ますと、その援助によって、もう買ってしま

うのです。ですから、中国の市場は、本当に

金利自体が、市場状況を反映していないです。

より高い金利を設定しても買ってしまうので

す。ですから、需要が非常に硬直的です。弾

力的になっていません。これは需要はどこか

ら来たかということです。 

 もう一つは、これから金利を自由化するこ

とによって、方向としては下げていきます。

実は今、中国国内の市場金利は、既に貸出金

利は自由化になっています。 

 これは台湾の金融家から聞いた話です。今、

台湾とは 1 ポイント前後の差があって、数年

後には国際的な平均的な金利になります。む

しろ、それは融資コストの節約になりますか

ら、いい方向だと思います。結局、市場的な

動向は、より経営的な面に反映されるのでは

ないかと、むしろ、私はいい方向だと思いま

す。 

○田 代 国民党時代のインフレと 1989 年

の天安門事件のインフレと、何か例が二つ出

ましたが、私がいろいろな人の話を聞いた感

覚では、1989 年のときのインフレが、頭の中

に印象として、強い政策担当者がいたと思う

のですが……。 

 1980 年代に、ポーランドでインフレが起き

ました。発端は肉の値上げでした。労働組合

から反発して政権が変わるということが起き

ました。あのようなものを鄧小平がやってい

て、やはり今の指導部などに、金融政策とい

っても政治との関係がものすごく密接ですよ

ね。 

 日本で、中国経済をやっている人で金融の

研究者が少ないのは、やはり情報開示がない

ということがあります。例えば、金利に対す

る政策について調べようとしても、やはり機

密情報ですから、例えば、企業の方面から調

べるとか、あるいは流通から調べるとか……。

いろいろとお話を聞いていても、どのように

してインフレを押さえ込んでいるのでしょう

か。どうしても 1989 年のものすごいインフレ

のことが頭にあったのですが……。 

 もう一つは、愛知大学の経営学部の村松先

生が北京から先生を招いて、流通のことにつ

いて話をしてもらったことがあります。例え

ば、大手のスーパーに物を出品するときに、

場所を貸しているスーパーにリベートを払わ

なければいけないと。それは小売店に対して

非常に負担になってくると。不公平な組織だ

と。では、それを価格に転嫁されたらどのう

なるかと。おそらく卸売業者でも、実際は、

この可動性の中にはあって、うまくコントロ

ールができるのかなと、想像でしかありませ

ん。 

 またどのようにしてインフレを抑え込んで

いるのか。具体的に教えてほしいと思います。 

○ 章 分かりました。非常に面白い質問だ

と思います。私はインフレの要因は、中国な

りの整理の仕方で見れば、三つほどに分類が

できます。 

 一つは、意図的な、人為的な要因です。こ

れはあまり見ないですが、やはり特別的な時

期、段階、あるいは特別的な条件下で、例え

ば、先ほどおっしゃったような 1949 年の上海

のインフレは、どちらかというと戦争があっ

て、また共産党による国民党の経済を破壊す

るための意図的な要因です。それは経済研究

の対象になりません。それが 1 点目。 

 2 点目の要因は金融的な要因です。これは

基本的には、その流動性のあふれることによ

るつながりです。一般的なインフレは、だい

たいこのような現象です。 

 3 点目は実体経済の要因です。1989 年の原

因は、金融の問題ではありません。基本的に

は実体経済です。1989 年は中国にとってどの

ような時期かといいますと、まだ計画経済か

ら市場経済に移行しようとする段階でした。
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そこで申し上げられることは、例えば、一つ

の例を挙げますと、中国の計画的な物の支給、

階級制度は、1993 年から 1994 年前後に廃止

しはじめました。1989 年のときには、まだ物

の配給制度が残っています。簡単な例では食

糧配給です。要するに、お金があって配給券

がないと食料を買うことができません。 

  結局、そのインフレは、実体経済に於け

るスケールが非常に少ない規模ものです。さ

らに流通の問題もあります。あとは市場価格

と計画価格の二つの価格設定です。どちらか

といいますと、価格改革の失敗の結果ともい

えます。 

 ですから、1989 年のときは、非常に実体経

済の問題、特に経済移行に伴う市場を拡大し

ようとしているところの問題です。供給がス

ムーズにいかなかったことによる、都市部の

一部の生活用品の供給不足から生まれた結果

です。これはインフレ問題を研究するときの

非常に重要な時期と材料です。この時期をも

っと研究してもいいのかもしれません。イン

フレ現象は、だいたい金融問題として扱われ

ています。この 1980 年代は金融問題ではない

という特徴を持っています。 

○高 橋 よろしいですか。 

○フロアー もう少しだけ。例えば、物価の

調査員というのは、中国に公務員としている

のですか。どれぐらい。 

○ 章  います。私もやったことがありま

す。物価調査を、どのようにやるかというこ

とを申し上げますと、これは丁寧にやると、

なかなか時間がかかります。時間がかかると

いうか、面倒くさいです。われわれが農家に

行きます。実際に、私は 1981 年、1982 年に

国家統計局のいろいろなことで、まだ大学生

でしたが、一応、アルバイトをして、それで

農村に行きました。農村へ行ったときに、最

初は丁寧に聞きます。そこで何を買ったか、

どのぐらいの支出があったのか全てについて

聞きます。そして、次に 2 軒目のところに行

って聞きます。そうすると、3 軒目へ行く時

間がなくなることもあります。 

今は、かなり丁寧にやっています。調査員

が携帯電話で本当に行っているかどうか、あ

と調査の録音もされます。要するに、ときど

きチェックをします。無作為でサンプルを採

って、本当に、その日にその家に行ったのか

どうか。そのサンプルを取り出して調査の録

音を聞きます。昔は何もありませんでした。

だから、統計データ自体に問題の可能性もあ

るかもしれません。 

○ 瞿  中国の CPI というのは、8 分野の

多くの商品と約 250 分類と、あと 2 万品目の

商品と関連するのですが、中国の都市部と農

村部には PDI システムというものがあって、

「同じ地点、同じ時間、同じ調査員（三定原

則）」で、商品と値段をインプットするよう

にします。そうすると、それが直接、国の統

計機関に転送されますので、この数値はかな

り正しいものです。PDA には、GPS という位

置確認情報もありますので、今は、情報を偽

装するのは難しいと思います。 

○高 橋 どうもありがとうございました。

では、10 分後くらいから再開します。 
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中国の貨幣政策の特徴、問題点、対策 

 
 

高橋五郎1 

 
 

それでは、今日 後の報告をさせていただ

きます。既に 3 人の先生方の内容の濃いお話

をされましたので、私の出る幕はなくなって

しまいました。ですので、簡単に進めたいと

思います。 

 「中国の貨幣政策の特徴、問題点、対策」

と大変大きなテーマにしてしまいましたが、

ごく基礎的な簡単なことで、お三方の先生方

と同じことが部分的には出てくるかもしれま

せんが、我慢してお聴きいただければありが

たいです。 

 

＜スライド 2＞（後掲「参考資料」以下同） 

 これも何度か出てまいりましたが、「 近

の中国金融界の特筆すべき出来事」です。い

ろいろとありますが、そのなかで特に印象に

残っているものだけを書き出しました。昨年

7 月の貸出金利の自由化です。まだ預金金利

は自由化されてはおりませんが、金利のなか

の半分が自由化されたということです。 

 つい 近の一月前ほどですが、CD（譲渡性

預金）が発行解禁されました。商業銀行から

発行する CD が解禁されたということは、か

なり自由に預金の運用ができます。あるいは

資金調達や資金運用する側も、かなり自由な

資金運用ができる一つのルートが少し開かれ

たということかなと思います。 

 以上が、金融の制度に関することです。も

う一つは金融市場の実体性についてです。今

日のテーマでもあります。田代先生も皆さん

お触れになりましたが、ベースマネーの増加

です。これは傾向的に増えております。私の

報告は、このベースマネーのところに焦点を

あてていますが、日本、中国、アメリカと EU

の四つの大陸を比較していきたいと思います。

それから信用乗数です。これも先ほど出まし

たので、説明を繰り返す必要はありませんが、

これも上昇しているという点です。 

 それから、預貸率、預金と貸し出しの割合

です。つまり預金、資金調達のなかに占める

貸し出しの割合を暫定的に預貸率としますと、

これは結構、安定化しています。しかし、預

貸率が安定化するなかで預貸差額、つまり預

金残高利から貸出残高を差し引いた差額は増

加しているという傾向が見られます。預金吸

収はかなり高い伸びですが、貸出は思ったほ

どは伸びていません。ですから、差額は増え

ていると。この点は、あとでグラフでお見せ

します。 

 そして短期金利が上昇している点です。昨

年の 6 月、上海の 1 日、1 週間ものが 10 パー

セント、十数パーセントに跳ね上がったこと

がありました。実は 2013 年 12 月にも上がっ

ています。なぜ上がったのでしょうか。これ

は一つの非常に興味深い点で、私の知る限り

では、あまり解説されていないようですので、

ご意見を聞きたいと思います。 

 もう一つは、地方投資会社です。これも先

ほど何度も出ておりますが、ここが短期金利

の上昇と関係があるのではないかというのが、

私の一つの見方です。地方投資会社の資金調

達がやや厳しくなってきています。それが短
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期金利の上昇と関係があるのではないかとい

うのが、私の疑問です。この点はどのように

ご覧になるのか、皆さんのお考えをお聞かせ

いただければありがたいと思います。 

 次に、シャドーバンキングの拡大です。こ

のシャドーバンキングの拡大の意味が何なの

か。企業間の融資や企業同士の融資が禁止さ

れていますから、迂回をしなければなりませ

ん。企業と企業の間にシャドーバンキングが

入って資金を流すということは、理屈として

は分かるのですが、果たして本当かどうか。 

 それから、 近は住宅融資も締めてまいり

ましたし、去年の今ごろは税制の改正があっ

たように思います。いずれにしても、住宅融

資がかなり締められてきています。このよう

なことも関係しているのではないかと思われ

ます。今、言いました中央政府、あるいは中

央土地会社の資金需要が拡大しています。 

 さらには、ここです。預金金利がまだ規制

されています。このように貸出金利市場は緩

和されましたが、預金金利がまだ規制されて

いるということは、金融機関間の競争力や資

金運用能力、あるいはコスト吸収能力の差が

規模の経済から脱却できないことを意味しま

す。このような金利が規制されている段階で

は、十分な競争力が反映されません。 

 その結果、あるいはそれに関連して、資金

が政府の金融機関から流れていきます。より

高い金利を求めて、金融機関以外のノンバン

ク等を通じて、非金融機関を通じて、正規の

金融機関以外の非正規の金融機関を通じて、

資金が利益を求めてどこかへ流れていってい

ることが想定されます。 

 まだたくさんありますが、もう一つは株式

市場の低迷です。経済成長については、先ほ

どの章政先生のお話にもあるように、経済成

長が継続的に進んできました。その間にイン

フレが起きて、あるいはインフレの起き方等

については、さまざまな見方があるというお

話ですが、一貫して言えるのは、傾向的に

近、GDP が今年は 7.7％ぐらいで、8％を割っ

てしまいましたが、この成長の時期も株式市

場は、そんなには伸びてはいませんでした。

ある意味で、これは不思議なことです。つま

り株に投資しても、あまり利益を確保できな

いという構造があるとしますと、資金は外に

流れていきます。正規の金融機構ではないと

ころに流れていきます。 

 もう一つは資金の海外流出です。国際収支

表を見ますと、ある程度、分かるわけです。

資金の流出する、不正規な流出があるともい

われています。今日はデータを示しておりま

せん。概ね、このような観点から若干数字を

整理してグラフをつくりました。それをご説

明したいと思います。 

 

＜スライド 3～4＞ 

 これは何であったのかと申しますと、中国

の信用乗数とベースマネー（Monetary Base：

貨幣基礎）です。2001 年 12 月から 2011 年 12

月ぐらいまでをまとめると、このようになり

ます。これを単純にグラフ化しますと、こう

なるわけです。流通中貨幣 MO と信用乗数を

グラフ化しました。人民銀行の資料ですが、

これは信用乗数です。GDP をベースマネーで

割ったものです。これはベースマネーで割っ

たものです。 

 つまり、ベースマネーでＧＤＰを割るとい

うことは、どのようなことかと言いますと、

発行されたお金が、何回、回転しているかと

いうことです。GDP のなかで、何回、回転し

ているかということも言えるわけですが、そ

れを示したのが、この点線です。実線はベー

スマネーです。2001 年 12 月から 10 年間のも

のです。これを見ますと、このグラフは、田

代先生のところにもありました。こちらのほ

うはカラーではありませんので、若干見えに
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くいかもしれませんが、だいたい同じ傾向で

す。 

 中国のベースマネーの動き方は、このよう

な突起と言いますか、角が出ていることです。

この角は何かということです。非常に大きい

です。これを見ますと、ほぼ増えるのが１月

です。つまり 1 月か 2 月、春節のころになる

と、大量なお金が流されると。それが、この

突起になって出てきています。ちょうど規則

的です。1 年ごとに、この突起が出てきます。

しかし、傾向としては増えていきます。これ

までの 10 年間を見ますと、ベースマネーを大

量に発行してきています。そのうえで、この

信用乗数も増加しています。 

 理屈から言いますと、MO を発行する量が

増えていけば、この信用乗数は若干増え方が

減るか、あるいは平準化していくかですが、

実は増えていきます。 近では 10 倍ぐらいで

す。若干、 近は下がっていますが、8 倍か

ら 10 倍です。傾向的には、上げっていって 6

倍から 8 倍、10 倍近くになっている。 

 ですから、私は中国経済の活力は相当なも

のだということが、この面に関する限り言え

るように思います。非常に、お金の回り方が

よろしいと。「お金は天下の回りもの」と言

いますが、まさに中国では回っています。し

かし、どこを通って、誰の懐を通って回って

いるのかということは別問題です。それを捨

象してマクロ的に見ますと、かなり回転はよ

ろしいということが言える。これが中国の特

徴として言えることかと思います。特徴とい

う以上は、ほかの国はどうかとなりますので、

次にほかの国の状況を見ていきます。 

 

＜スライド 5＞ 

 これが日本です。先ほども似たような数字

がありました。ここで顕著な動き方をしてい

ます。このあたりからリーマンショックです

が、実は日本のベースマネーは、リーマンシ

ョックの少し前から大幅に下がっています。

つまり、日銀が相当資金放出を締めたわけで

す。さらに、リーマンショックが起きました

あとも、ほとんど増やしていません。ちょう

ど、この底です。 

 これが日本の非常に顕著なベースマネー政

策の現れ方です。ベースマネーが下がります

から、信用乗数が上げるわけです。そんなに

GDP は増えてはいませんが、増えていないに

しても信用乗数は上がります。それが、この

状況です。 

 そして、一応、リーマンショックが終わっ

て、アベノミクスが始まります。黒田日銀総

裁がどんどんお金を流していくわけです。そ

うしますと、ベースマネーが、このように上

げってきました。反比例するかのように、信

用乗数は下がってきます。当然です。信用乗

数は下がっているのは、GDP が上がっていな

いからです。そのことを反映したものです。      

しかし、お金は増えていきます。このからく

りを、先ほど田代先生が説明なさいました。

そのお金はどこへ行ったのでしょうか。結局、

戻ってきているではないかということでした。

私もそう思っています。従いまして、ベース

マネーが増えていきます。これが上げってい

きます。金融還流してこない、日銀に還流し

てこないということであれば、相当、黒田政

策・アベノミクスは機能していると言ってい

いと思います。しかし、この点に関しては、

冒頭、田代先生も「うまくいっていない」と

おっしゃっていました。私もそう思っていま

す。今、盛んに安倍政権は、経済政策が成功

したかのような言い方をしておりますが、決

してそうではありません。おそらく、われわ

れ庶民には、本当のことを言っていないとい

うことです。 

日銀の総裁が白川さんから黒田さんに替わ

りましたが、黒田さんと白川さんはつながっ

ています。黒と白はつながっています。黒白
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どちらもつけられないという一連の流れのな

かにあって、黒のほうも、やがてどうなるか

分かりません。私も田代先生と同じように、

相当程度、これは危ないと見ざるを得ないわ

けです。 

 ここの谷が深かっただけ、こちらが上げっ

ています。上げざるを得なくなったわけです。

しかし、上げ方が極端すぎるということです。

さらに、これから増やしていこうとしている

ようですが、これはどうでしょうか。このよ

うなものは誰にでもできるのではないかと。

別にアベノミクスだの、黒田何とかなどと言

う必要はなく、誰でもできる政策で、ただ危

険だからやらなかっただけだということでは

ないかと思います。 

 

＜スライド 5＞ 

 これがユーロです。ユーロはどうであった

かと言いますと、リーマンショックまで、一

貫してベースマネーは増えていきます。やは

り、ユーロ圏も GDP が増えていませんから、

信用乗数は傾向的に低下してきます。ここで

クロスします。クロスしたころが、リーマン

ショックです。しかし、日本と違って機敏な

対応をしたわけです。ユーロのECB（European 

Central Bank：欧州中央銀行）です。ここで上

げるわけです。ベースマネーを増やします。

これが普通のやり方です。つまり、貨幣の流

れ方を増やしていくことによって、市場の金

利を下げて、お金が浸透していくようにする

というのが常識です。 

 ところが、日本の場合は逆に削いでしまっ

ています。これが日本の日銀の一つの問題点

であるといえるわけです。これはまだ検証し

なければいけません。少なくとも表面的には

そのように見えます。 

 中国は傾向的に増えていますから、中国の

人民銀行は非常に常識的な対応をしていると

見ていいかと思います。日本の場合には非常

識と言ってもいいかどうか分かりませんが、

私はそのように見ております。 

 欧州も景気はよくありませんから、 近は

さらに増えています。ユーロ圏の経済活性化

のために上げていきます。しかし、うまくい

きませんでした。 近は少し下げています。

景気回復したのかどうか。下げれば、これは

上がりますから、そういう反応だと思います。

ちょうど山と谷の底の形になっています。上

げた分だけ下がります。 

 

＜スライド 7＞ 

 アメリカはどうでしょうか。アメリカはも

っと顕著です。アメリカはマイルドで、ずっ

と来ました。ところが、リーマンショックで

急速に増やします。市場に大量のドルを散布

してきます。それ以降も散布してどんどん上

げていきます。このような政策を取っていま

す。これはどちらかといいますと、ヨーロッ

パと同じような反応です。 

 以上が、中国と日本、EU とアメリカのベ

ースマネーの見方を概観した場合の特徴なわ

けです。 

これから、また中国の話に収斂していきます。 

 

＜スライド 8＞ 

 これも先ほど章政先生がお使いになったデ

ータと同じもので、少し書き直しただけのも

のです。なぜ書き直したかと言いますと、こ

の差を見たいからです。この黒色の線は預貸

率の変化です。上がっていません。ところが、

青色の預金残高は上がっています。貸出残高

は、もちろんですが、これを上回ったらオー

バーローンですから、そこまでは行っていま

せん。預金残高の範囲内では超えているとは

いえ、この幅がどんどん上げってきています。

つまり、これが資金過剰拡大傾向の現象を表

していると言えます。資金過剰の状況を表し
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ています。このままですと、傾向的に、ずっ

と差が開いていくわけです。 

 これが現在の中国の金融機関全体を合計し

た場合の貸借の状況です。もちろん、金融機

関は貸し出し以外に運用もいろいろあります

から、それを次に見ていきます。 

 

＜スライド 9＞ 

 これは先ほどのグラフの基になった数字で

す。ここです。これだけ増えているわけです。

実数でいきますと、10 年前が 3 兆元です。3

兆元だったものが 10 倍弱、3×9＝27、9 倍以

上、28 兆 7,000 元、約 29 兆元、この差が増え

ているわけです。この差額がどこへいってい

るのかということです。一つは株式投資です。

銀行による株式・株買い。もう一つは外貨投

資です。先ほど、ほとんどがどうだろうとい

うお話がありましたが。 

 これにドル安、ユーロ安、円安が起きてい

ますから、中国にとっては投資しやすいとい

う環境もあるということです。これらを考え

ますと、過剰流動性状態は明白です。中国は

厳しい状態です。金が余りに余ってだぶつい

ています。このだぶついていることが、むし

ろ危ないというのが、私の見方です。 

 この危ないという前に、ここで先ほどの瞿

先生の「ミンスキーの理論」の話が出てくる

わけです。ミンスキーは、どのようなことを

言っているかと言いますと、「資金市場に対

する人々の評価・対応が、極めてリズミカル

かつゲーム的に進んでいます。それがどこか

で破綻するのだ」と言っているわけです。し

かし、瞿先生がおっしゃったように、これは

モデル化していません。モデル化は、ミンス

キーが死んでしまいましたから、この「ミン

スキーの理論」を精緻化していく、おそらく

学派の人たちの課題だと思います。彼はそこ

までしかいっていないのです。 

 そのようなことを念頭に置きながら、お配

りした論文を英語で書きました。私の考え方

は、金融恐慌や財政危機（financial crisis）は、

お金が足りないから起きるのではなく、余る

から起きるのです。それを仮説にしておいて

います。 

 

＜スライド 10＞ 

 中国の、これを見ていただけばよく分かる

と思います。過剰流動性があります。しかし、

去年の 6 月に、このように跳ね上がっていま

す。これは上海の銀行間短期金利です。これ

は 1 日ものです。これが 1 週間ものです。1

週間ものと 1 日ものの両方を描きました。ど

ちらにしても上げるわけです。去年、こんな

に上がりました。なぜ上がったのでしょうか。

ここのところが問題です。 

 それから、これは今年の一番新しい 4 日で

す。4 日は若干こうなっていますが、12 月に

は、また上がります。特に 1 週間ものから跳

ね上がります。これは何なのでしょうか。こ

れが私にはよく分かりません。ここはひとつ

先生方のご意見をお聞きしたいと思っていま

す。 

 私の見るところ、聞くところ、あるいは情

報源によっても、なぜ、これがこんなに跳ね

上がり、これがまた上がったのか。1 週間も

のが上がり、1 日ものは上がりましたが、そ

れほどでもありません。こちらの場合は、1

週間ものも 1 日ものも上がっています。これ

は人民銀行が、シャドーバンキングを規制す

るとアナウンスしたときでもあります。その

アナウンスに対する反応だと、新聞では言う

人が多いのですが、「そうなのかな、そんな

に単純はものかな」ということで、また上が

っていますから。このときは先ほどのビット

コインのお話が出ました。ビットコインにつ

いても、12 月ごろ規制を始めましたよね。 

○田 代 そうです。 
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○高 橋 12 月ごろにビットコインを、中国

の人民銀行が何でしたっけ。 

○田 代 取引禁止になった。 

○高 橋 取引禁止でしたっけ。何か、そう

いうことを言ったら、ビットコインの値段が

ガクッと下がりました。しかし、また上がっ

てきているということがあるらしいですが、

そのようなことも関係しているのかもしれま

せんが、よく分かりません。ビットコインは、

このような通常の通貨は連動していますが、

政策的にはまったく連動しません。ヒットコ

インは世界通貨ですから。 

 中国の周小川人民銀行総裁がどう言おうが、

反応するときは反応しますが、無視してもい

いときは無視しますから、通常の通貨とは違

うと思います。いずれにしても、このときに

跳ね上がっています。 

 このような状況は、これからも起こるには

違いないと思います。このまま行けば、また

起こるだろうと思います。ですから、一定の

周期があるわけではないのですが、短期金利

が跳ね上がります。先ほど田代先生は長期金

利も上がっているとおっしゃいました。そう

なのです。ですから、金利は上がっていく可

能性があります。 

 通常であれば、単純に過剰であれば、そん

なに金利が上がるはずがありません。にもか

かわらず上がるというのはなぜでしょうか。

これが素朴な疑問として起きますから、そこ

のところをどう見るかですね。 

 

＜スライド 11＞ 

 大の私自身の懸念です。「短期金利の急

上昇が導いた」という表現をしました。繰り

返しになりますが、地方の投資会社の資金が

逼迫していないかと、危ないぞと。それで短

期の借換資金が急増したり、あるいはその可

能性を秘めているのではないかということで

す。 

 これには、政府も相当気を使っています。

気を使っていますが、打つ手がありません。

つまり、打つ手がないということは、 大限、

上限まで、投資会社の地方の融資債権が膨ら

んでしまい、それを緩和することも回収する

ことも難しくなっているのではないかという

のが、一つの見方です。 

 では、対策はどうするのでしょうか。その

前に、この投資会社の資金需給が逼迫して、

借り換えの資金が十分に供給できなくなると、

このバブルリスクが拡大していきます。「バ

ブルが破裂する」とは申し上げません。リス

クは拡大していくという方向にいくだろうと

思います。 

 では、拡大することに対する対策としては

何があるのでしょうか。これは紋切り型です

が、金利を完全自由化します。それから、国

際資本移動の自由化、資本取引の自由化です。

それから、RMB（人民幣）の完全変動相場制

と三つをワンセットでやらなければ、トリレ

ンマ（trilemma：三重苦）を解消できません

から、三つをやっていきます。 

 おそらく、実現するのに、そんなに長い時

間はかからないと思います。問題は、これと

これです。これは順次、いろいろ進めていま

す。これです。ここのところが、中国の通貨

当局が、今ひとつ自信の持てないところです。

もし完全に変動相場制にしたら、人民幣がピ

ンと跳ね上がったら大変なことになります。

しかし、どこまでいくのかという目処がつい

ていません。その自信のなさがあって、完全

な変動相場制に移行していません。まだ管理

しているところではないかと思います。 

 もう一つ、土地市場も併せて規制緩和して

いかなければならないと思います。お金と土

地は一対です。ですから、土地取引所の規制

緩和をさらに進めていくと。今、どのような

問題で規制されているかといいますと、どこ

の地方でも工業用地、商業用地、住宅用地、
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その他総合と四つに土地を区分して、さらに

七つ、八つの区分をして、基準価格の区分を

示しています。これが地域によって違います。

例えば、広州・浙江省では当然高いわけです。

ところが、田舎へ行けば当然低いです。一番

安いのは農業用地です。次に安いのは工業用

地です。次いで安いのは商業用地、一番高い

のは住宅用地です。 

さらに、それが七つ、八つの段階になって

いるわけですから、中国は土地について、一

つの地域で、4×7＝28 の価格があります。そ

の地域数が膨大ですから、地域数×28 です。

もう価格が一物一価どころではありません。

大変な価格の基準地価があります。では、実

勢取引はどうなるかといいますと、この基準

地価に必ずしも依存しませんが、やはり関係

があるわけです。それ自体は、ある意味では

当然です。土地は、一物何価あっても当然で

す。例えば、東京の銀座の値段と、私が生ま

れた新潟の田舎町の土地の値段が違っても当

たり前です。一物百価があっても当然です。 

しかし、取引をする際のさまざまな税制、

使用権の移転登記、価格提示などが完全に自

由化されていない面があると思われますので、

そこを市場の実勢価格を整備しながら、制度

的な不正を緩和していくことによって、土地

に対する投資、あるいは土地を利用して生ま

れる利益を見込んだうえでの資金の流れが形

成されていく可能性はあるのではないかと思

われます。 

 従いまして、この四つを優先すべきことと

して、重要な対策として、ここでは書いたと

いうことです。以上です。 

 

【 質疑応答 】 

○高 橋 そこで自分で司会をしてしまいま

すが、何か質問はありませんか。どうぞ。 

○ 瞿  どのように過剰流動性を定義しま

すか。 

○高 橋 過剰流動性の一つは、これですね。

この預貸率の定義により 70％しか運用され

ていない点です。 

○ 瞿  実際に、中国は 2011 年、2012 年

に、貸し出しの規制を出して、これだけでは、

実際のことを説明できないのではないかと思

います。規制があったので、シャドーバンク

のことが起きて、おそらく、これだけはちょ

っと何か規制の問題と政府の管理も問題はち

ょっと違うと思います。 

○高 橋 おっしゃっていることは分かりま

す。 もいい指標は、金利で見ればいいです。

資金が過剰であれば金利が下がります。これ

は中国も資金の過剰で金利が下がるように反

応するようになっていますから、金利の水準

を見れば分かるわけです。 

 先生はご承知のとおり、金利はずっと低下

しています。長期金利も。金融市場では資金

需要が低下してきて、例えば、企業の資金需

要も、大企業から中小企業へ変わっていって

います。それによって不良債権が増えている、

あるいは減っているという議論が生まれてく

るわけです。 

○ 瞿  中国のM2とGDPの比率で流動性

の問題を観察します。中国は、M2 対 GDP が

200％ですから 2 倍以上になっています。 

○高 橋 そうです。 

○ 瞿  アメリカは、M2 が GDP に占める

割合が 60％です。これはアメリカの資本市場

が非常に発達して、貨幣というのは公益の媒

体に過ぎないということです。しかし、中国

は資本市場がまだ発展していないので、この

割合が非常に高いと思います。 

○高 橋 それは先生がおっしゃるとおりで

す。ですから、問題は資本市場が発達してい

ないので流動性が増えるわけです。資本市場

が発達していけば、運用の厚みが出てきます。

運用先の取引を行う市場の厚みが出てきます

から、いろいろな投資ができます。資本市場
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が発達していませんと、社債発行も制約され、

株式もあまり上がりません。 

 つまり、資本市場全体が硬直的で狭いです。

それに対してお金はたくさんあります。これ

から中国が目指すべきことは、資本市場を充

実していき、さまざまな資本、資金を投資で

きる対象を設けていくことです。そのための

一つの方法として土地があります。現在、土

地は農地と都市の土地と、完全に二重構造に

なっています。農村の農地使用権が売られる

ことによって、その段階で都市の土地に変わ

っていくという仕組みになっています。例え

ば、少し工夫をして、投資を十分できるよう

な、一定のルールを設けていくような資本市

場の一環として土地市場をかけこんでいくと。

これを一つの方法として考えるべきではない

でしょうか。 

 さらには企業の育成です。これは章政先生

がおっしゃったように、金融も実体経済との

関係が強いですから、実体経済の改革をしな

がらでないと、金融市場の改革はできません。 

 では、実体経済の改革をすべき点はどこに

あるのでしょうか。企業の市場経済における

企業活動のあり方をどのように変えていくの

かということです。まさに国営企業と市営企

業の改革、特に国営企業をどのように進めて

いくかということが確実につながってきます。

経済改革と金融改革は一体的です。私は分離

できないと思っています。 

つまり、資本市場の背景には実体経済があ

ります。そして、実体経済を変えていくなか

で、資本市場の動き方をよくしていくために

は、金融制度の変革は必要です 

○田 代 非常に示唆的な内容の発表で感銘

しました。特に過剰流動性です。お金が余っ

ているはずなのに、お金が余っているときに

こそ、金融危機が起きるのは確かです。その

前に過剰流動性を吸い上げるバブルがあるわ

けです。 

 今、アメリカの場合、経済規模からすると、

M2 がそれほど大きくないということですが、

ここで重要なのは、2006 年 2 月にアメリカの

連邦準備制度は、M3 の発表を停止しました。

M2 よりもっと大きいカテゴリーの貨幣供給 

量のカテゴリーがあります。これがずっと発

表していたのが、2006 年 2 月に突然、一方的

にし切られたわけです。なぜかと言いますと、

ちょうど、それは 10 兆ドルを超えたからです。 

○高 橋 M3 がですか。 

○田 代 M3 がです。こうなりますと、M2

は押さえられているのですが、M3 にはタイ

ム・デポジット（Time Deposit：定期預金）と

いうインフレ対応型の預金が入っているわけ

です。あと、もう一つ、ユーロダラー

（Euro-Dollar）です。つまり、アメリカから

外に出ていったドルも含んでいるわけです。

ですから、本当は M3 こそが、アメリカの貨

幣量を表す指標だといわれてきました。 

 例えば、金価格を考えるときも、M3 の動

向から考えているといわれていたのが、突然、

2006 年 2 月に FRB（連邦準備制度）が発表を

やめました。あのとき、世界中で、「これは

いよいよ来るんじゃないか」と。アメリカは

過剰流動性を制御できなくなってしまい、金

融危機が起きるのではないかと。そう言って

いたらところ、その翌年にサブプライム問題

が発生しました。さらに、その翌年になると、

2008 年の金融危機が本当に起きてしまうわ

けです。 

 ですから、M2 だけ見ていますと、アメリ

カはそれほど貨幣量が大きくないですが、発

表されなかった M3 を考えたら、おそらく膨

大なものになっているわけです。そこが問題

ではないかと思います。 

 中国の場合、今、預貸率が非常に制約され

ています。これは法律上、何割という規制が

入っています。これによって先ほど言いまし

たシャドーバンキングの問題が発生していま

84



 
 
 

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.7 (3) 2015 

 

 

す。そうしますと、中国の場合は、過剰流動

性が主に銀行ではなく、外で起きています。

そこは管理監督できませんから、おっしゃる

とおり、私もその意見ですが、金融を自由化 

 

しない限り、管理もできないということです。 

ただ、そのときに、果たして銀行のなかに

は、多くは貸出金利の低下に耐えられないわ

けです。特に都市信用社を集めてつくった、

例えば、北京銀行とか南京銀行のような銀行

は非常に危ないところです。もともと持って

いた、確か都市信用社の 6 割か 7 割は債務消

化していたはずです。ですから、それを統合

して銀行にしたわけですから、それが解消さ

れてしていなければ、金利競争には勝てませ

ん。そのときに、先ほど章先生がおっしゃっ

たように政治の問題になるわけです。 

 日本も 1990 年代の終わりに、国内で金融危

機が発生したときに、銀行一つと証券会社一

つは潰したわけですが、ほかは守ってしまい

ました。ニューヨークで何が起きたかといい

ますと、ゾンビ銀行がゾンビ企業に融資する

という恐ろしいことになっているわけです。

どちらも潰すことができます。下手をすると、

中国もゾンビ化してしまった銀行が、ゾンビ

と化してしまった企業にずっと融資をしてい

て、それを中国人民銀行はずっと手厚く守ら

なければいけないことになります。そこを果

たしてバサッとできるかどうかです。 

 アメリカもリーマン・ブラザーズだけを倒

産させて、本当であれば、モルガン・スタン

レーも倒産させればよかったと思いますが、

結局、モルガン・スタンレーとアメリカ軍と

密接な関係がありますから、ここを守りまし

た。それがあったために、アメリカの場合、

また問題が再現された状態です。その点では、

中国は政治が圧倒的に優位ですから、逆に中

国のほうが正常な金融システムをつくる可能

性があるのかもしれないです。 

○高 橋 なるほど。ありがとうございまし

た。M3 ですか。それで、今、お話を聞きな

がら、私はふと思ったのですが、アメリカは

カード社会ですよね。 

○田 代 そうです。 

○高 橋 カード社会で物を買って決済する

と、要するに銀行を通さずに物を買うことが

できるわけです。もうお金が要らないです。

日本は現金社会ですから、現金がないとお金

が買えない。だから、当然、M2 も増えます。

アメリカの場合はカードですから、カード 1

枚で車が買えるかどうか分からないですが、

そういうところとは単純に比較はできないと

思います。ですから、GDP の割の M2 が低い

のは、ある面では当然です。カード社会の持

っている仕組みを考慮しなければならないと

思います。M3 が増えているのは 10 兆ドルで

すか。 

○田 代 はい、そんな状態ですね。 

○高 橋 ということは、M3、つまり、これ

M2 と M3 の差は何でしたか。 

○田 代 先ほど言いましたように、タイ

ム・デポジットをつくって。 

○高 橋 タイム・デポジット。 

○田 代 つまり、・・・に応じて相談を。

元本の値を変えてくれるという、要するに、

インフレ対応型の預金があります。 

○高 橋 なるほど。 

○田 代 あと、ユーロダラーです。アメリ

カの外へ出てしまったマネーを数えているわ

けです。M2 は国内のお金だけです。US ダラ

ーというのは、アメリカが外に同じぐらいあ

るわけですから。 

○高 橋 分かりました。瞿先生がおっしゃ

ったように、中国は M2 が一つの重要な指標

になっています。ですから、それはそれでよ

ろしいし、私もそうだと思います。Ｍ２とい

うことは、この中国の M2 と日本の M2 と同

じではないですね。日本の M2 は、CD（譲渡
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性預金）などが入っていますよね。中国には

入っていないですよね。 

○田 代 中国は逆に証券取引の……。 

○高 橋 入っているものもある？ 

○田 代 証拠金が入っています。 

○高 橋 入っています。だから、日本で入

っていて、中国にないものと、これは常に同

じではないですが、ただ大きく見れば同じで

すね。ですから、比較をしていいと思います。 

 中国のM2とGDPとの関係はマーシャルの

K ですね。M2 が GDP の何回転寄与している

かというマーシャルのＫです。マーシャルの

Ｋは、途上国である場合、モノの生産、物流

生産が多いです。つまり工場生産が多い国で

は上がっていきますね。 

○田 代 そうです。 

○高 橋 サービス産業が増えていくと下が

っていきます。なぜでしょうか。それは資金

の回転率が違うからです。工場生産の場合は、

例えば、100 万ドルを投資して、回収される

までには、資本が一回転しなければいけませ

ん。これは物的な制約を受けるわけです。 

 ところが、サービス産業では、瞬時にして

回収できます。資本の回転率が全然違ってき

ます。あるいは、お金が要りません。帳簿決

済で可能にあるということですから、サービ

ス産業、つまり第三次産業が多い社会では、

マーシャルの K は少なくなります。 

 中国では、これからサービス産業が増えて

いきます。非常に増えていますが、さらに増

えていきます。いずれ第三次産業が、第二次

産業を超えてしまいます。そうなりますと、

M2 と GDP の比率は低下していきます。 

 さらに、中国の第三次産業の定義は、日本

とは若干違います。日本の場合は、不動産を

売った買ったの不動産屋さんは、サービス産

業です。ところが、中国では建物建設業者、

その建てたものを売る売買業者を一括して、

まだ第二次産業に入っています。ここのとこ

ろの区分が非常に大事です。なぜならば、中

国では、この不動産投資、あるいは不動産売

買が非常に大きいですから、これを除きます

と、中国は第三次産業が第二次産業を上回っ 

 

ていると思います。もう先進国型の経済にな 

ってきています。これからはマーシャルの K

は下がっていきます。そうしますと、お金節

約社会になっていきます。 

 お金の効率性がよくなっていくと、お金が

要らなくなっていきます。では、そのお金は

どこに行くのでしょうか。つまり、先進国型

の社会は、お金が余る社会です。モノの生産

に、お金を使わなくなって行きます。そのお

金はどこへ回していくのか、それが資本市場

の成長市場の形成のために、特に大事だと思

います。そして、余ったお金は海外へ自由に

持っていくことのできるような制度、これが

資本移動の自由化、為替変動相場の自由化、

金利の自由化につながってきます。 

 その意味で、第三次産業が増えていくこと

によって、中国の金融政策も変えなければい

けない時期に来たと思います。 余ったお金

はどうするのか、それは先進国をご覧になっ

て分かるように、資金の運用先はたくさんあ

るわけです。株式市場、社会市場、パチンコ、

競馬だとかたくさんあるわけです。ところが、

中国ではそれを規制しているわけです。パチ

ンコいけない、競馬いけない、カジノもいけ

ない。カジノは、マカオではできるかもしれ

ませんが……。そのようなものはどうでもい

いですが、資本市場の厚みが薄いことが問題

だと思います。ですから、これを広くしてい

かないといけません。そうしないとお金が回

っていきません。お金があるのに、うまくや

ればもっと経済活動が活性化して、多くの利

益が上がるのに、儲け先がないので、どこか

へいってしまうとか、寝てしまうということ

になってくるのではないかと思います。 
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○ 瞿  日本は、この比率はどうなってい

ますか、M2。 

○高 橋 日本は経済成長していませんから

下がっているのです。お金が有効に活用され 

ていません。つまり、日本は投資をしても儲

かりません。ところが、中国へ、このお金を

持っていきますと、8 回転、10 回転します。 

○ 瞿  日本は、経済が不景気なので、ベ

ースマネーを増やしても、M2 は超えないが、

中国の場合は、ベースマネーを増やしたら、

貸し出しのそういうものを借りたい需要があ

るので、お金を、M2 は増えると思います。

日本はそういう需要がないので、ベースマネ

ーを増やしても増えないと思います。 

○高 橋 そのとおりです。 

そろそろ 5 時を過ぎましたので、このぐら

いにさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

引き続き 4 人の報告を総合して、全体的な

報告者相互のそしてフロアーを含めて議論で

きる時間を設けたいと思いますので、ひとつ

ご自由にお願いします。 

 

 

脚注＊ 

 
1 愛知大学国際中国学研究センター所長・愛知大学現代中国学部教授 
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○高 橋 今日は大変すばらしいご報告をい

ただきました。少し、ご報告を中心に総合的

な議論をして、問題点を再確認してみたいと

思います。フロアーの方もご自由にご参加く

ださい。 

○フロアー 先ほど高橋先生のご報告のなか

で FRB のグラフがありましたが？気になる

のは、むしろ、これからのことで、昨年の 5

月に李克強さんが、デフォルトが起きても助

けないというようなことを言いましたよね。 

○高 橋 はい。 

○フロアー それで、数日だけですが、短期

金利の上昇を招いてしまいました。専門外で

すが、これからは、今年とか、これからの金

融政策の決め手は、高値はどうなっていくの

かということが、ひとつ気になるところです。

また、今年になってから、再建策を打ち出す

可能性はあるかどうか、専門家の皆さんに、

お聞きしたいです。 

○高 橋 瞿先生、どうでしょうか？ 

○ 瞿  二つの間には季節的な開きがあり

ます。6月と12月です。 

○フロアー 今年もまた同じことがありうる

でしょうか？ 

○ 瞿  あまりないと思います 

○田 代 仮説ですが、日本が量的・質的金

融緩和に出たことで、アメリカと中国は出口

に来たと思います。その表れが、先ほどの金

利の乱高下になるのではないかと思います。

なぜかといいますと、2013 年の 4 月 4 日に、

日本銀行が異次元金融緩和をすると。 

 大事なのは、4 月 4 日に黒田総裁が「長期

金利は下げる」と言ったのに、そのあと 5 月

22 日に「上がるかな」と言ったのです。これ

で 5 月 23 日に、バーナンキ（Ben Bernanke）

FRB 議長が、初めて「出口戦略（Exit Strategy）」

ということを公式に口にしました。その瞬間

に世界中で株が暴落しました。 

 そのあと 5 月 30 日～6 月 1 日、ここは今で

も謎です。G30（Group of Thirty）とは、世界

の中央銀行総裁や財務長官の辞めた人たち、

OB の集まりです。 

30 人しか入れないです。非常に名誉があり

ます。厳格にクラブになっていて 30 名しか入

れません。例えば、ガイトナー（Timothy Franz 

Geithner）とか、今だとグリーンスパン（Alan 

Greenspan）、日本では白川方明さんとかが入

っています。一昨年は、G30 を東京で行いま

した。当時、白川総裁がホストになって開か

れました。 

 去年は、上海で開かれました。ですから、

周小川中国人民銀行総裁がホストになって、

そこに現職の黒田総裁が行っているのです。 

○ 瞿  本当は OB 会ですから。 

○田 代 しかも、こんなに忙しいときに、

わざわざ東京から上海へ行くのです。びっく

りして日本銀行へ問い合わせたのですが、「お

答えする義務はありません」と言われました。

行ったのは確かです。おそらく大事な話があ

ったのでしょうね。 

 そのあと 6 月 7 日から 8 日に、習近平総書

記がアメリカへ行きまして、オバマ大統領と

秘密の会談をしました。サイバーテロの話で、

アメリカと中国の首脳が泊まり込んで話をし

ていたと言っても誰も信じないですよね。 

○田 代 そのあと6月24日がエコノミクス

の宣言になったわけです。よく見ますと、こ

れとアメリカ国債の金利が連動して動きます。

総合討論 
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穴が空くほど見ると、ポイントは、こうなり

ます。ずっとアメリカの金利が上がりだして、

バーナンキ氏が話をして、このあと実はマー

ケットが閉じていたので、また上がっていっ

たのですが、米中首脳会談は、ここです。こ

こで G8 サミットをやって、そのあと 6 月 19

日に、オバマ氏がベルリンで演説しました。 

 ところが、これをみんな忘れてしまったの

です。中国の金利上昇で、全部話題が消えて

しまいました。そのあと、アメリカ国債の金

利がこんなに上がりました。ところが、李克

強氏が経済政策を打つと、これが下がり始め

ました。 

 今度は、中国の短期金利市場を見てみまし

ょう。よく見ますと、それがまた連動してい

るのです。実は、ここまではおとなしいです。

なぜかといいますと、G8 から先ほどの G30

上海総会までは、すごくおとなしかったのが、

ここから動き出します。どこがピークか、最

初のほうを見てください。ここです。このと

き、この黄色の線、つまり、翌日物です。オ

ーバーナイトがここまでくると。これには、

オバマ大統領も肝を冷やしたでしょうね。 

 もう一度、米国債の市場を見てみますと、

ここでジャンプします。米中首脳会談のとき、

ここもまた米国債金利が上がっています。 

 中国の金融市場で何か起きていると思えば、

アメリカ国債を一番持っている国は中国です

から、誰もがニューヨークで考えるのは、「中

国がお金に困って、アメリカ国債を売るので

はないか」と。そういうふうに横の人に言う

と、その人間がアメリカ国債を売ろうとする

ではないですか。そうしたら買い叩いて買え

ばいいのです。それでピッと上がりました。  

そのあと下がって、今度は、ここです。オ

バマ氏がベルリンで演説しました。ここを見

てください。オバマ氏がベルリンで演説した

ところから、こんなに上がります。もうニュ

ーヨークでパニックです。いよいよ中国が、

アメリカ国債を投げ売りするのではないかと。

それに応じて、先ほどのように、ここです。

これに応じてきているわけです。 

 銀行間市場は、比率を見ると、ほとんど中

国の国有銀行でやっています。ごく一部、み

ずほ銀行とかも参加していますが、話を聞い

てみると、取引量が違いすぎて話にならない

そうです。 

 実際に上海で取引に参加している日本の銀

行の人に聞いても、肝心なときになると、完

全に国有銀行はチームを組んでいて、売りと

買いをマッチングさせているわけです。かつ

て日本の株式市場もそうでした。国債市場も

そうでした。銀行や証券、大きな野村證券や

大和証券などの証券会社が完全に価格を決め

ていました。 

 例えば、かつて日本の銀行の株式は１株

500 円でした。ですから、株券に「500 円」と

書いてありました。価格が書いてあるのです

よ。なぜかと言いますと、野村證券や大和証

券、山一証券などが、それぞれに担当してい

て、自分の会社のなかで売り買いをやって価

格を維持していたのです。 

 500 円に 1 円とか 2 円でもついたら、「な

ぜ三菱が 502 円で、うちは 499 円なんだ」と

いうふうに、住友が電話すると「すみません」

と言って価格調整をしていました。それを経

験している日本人からすると、これは話が出

来すぎていて何か怪しいと思うわけです。 

 もう一つは、こんなにオーバーナイトの金

利が動いているのに、見てください。1 年物

の金利が動いてないですね。あり得ないはず

です。本当は、ここが動くのであればこちら

も動きだすはずです。1 年物が。それがまっ

たく動かないのです。 

 もっと長く見てみますと、SHIBOR

（Shanghai InterBank Offered Rate：上海銀行間

取引金利）が発表されてからのものを見てみ

ますと、実は何度もあります。このとき何が
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起きたのか。ここで上海株がピークから落ち

始めました。このころ、中国の株式市場では

銀行から２週間物でお金を借りて、株式市場

に突っ込んで、リターンを出して 2 週間後に

返すという行動が流行っていました。違法行

為ですが。 

 それで上げたことで、株価の上昇が止まっ

たという感じです。それで見ますと、タイミ

ングよく起きています。ただし、今回、初め

て翌日物を使っています。これまでは 1 月 2

週、これが多いですが、初めてこれを使った

と。 

 ここを見てください。ここのところがそう

ではなくて、実際に 1 年物金利が、このよう

に上昇しています。しかも不安定に。ここは

動いてないのですから、これは意図的だった

と思います。中国の金融機関、行政機関が意

図的に、これをやっていたのではないかと思

います。ただし、これはマーケットからの見

方です。正式な見方ではありませんけれども、

何か話ができすぎています。 

○ 章  意図的というのは、銀行も相当サ

プライズしたよね。 

○田 代 はい。 

○ 章  意図的というのは、どのレベルで。 

○田 代 二つだと思います。アメリカに対

する牽制と、もう一つは中国で金融改革をす

るために、わざと、おっしゃるとおり中国の

金融機関に対して、どう喝しますと。いつで

も金利がこんなに乱高下することによって、

銀行の経営をやろうと思えばできるわけです。 

○ 章  警告というか、含めて。 

○田 代 どの国でも銀行、特に大銀行の改

革は、すごい力を持っていますから大変難し

いです。 

○ 章  これから、また同じような場面に、

タイミングになる場合は、どのような見通し

ですか。一発あって、名義ができるとか。 

○田 代 やはり、これは去年の夏につくっ

たものですから、途中で止まっていますが、

去年の 12 月の乱高下も、中国が三中全会（中

国共産党の第 18 期中央委員会第三回全体会

議）のコミュニケ（Communique：公式声明書）

ではなくて、決議のほうに金融改革の具体的

なプロセスを書いています。あれをやるとな

ると、相当、銀行は反対します。 

今、中国の銀行ぐらいいい商売はないでは

ないですか。昔の日本の銀行みたいです。必

ず儲かるのですから。それを考えますと、あ

そこで、もう金融改革を、もう一度、飲ませ

ることが大事です。 

 日本の場合は、中国よりもひどいところが

あって、日本の場合は銀行に警察が行きます。

捜査が入るのです。1998 年がそうでした。日

本最大の銀行である第一勧業銀行に、東京地

検特捜部が何百人も入っていって資料を全部

持って行きました。 

 でも、中国の場合は、もう少し賢いと思い

ます。商売の元である金利を動かすほうが賢

い。 

当然、黙っていても銀行は儲かる仕組みを

つくったのですから、このままだと、中国の

金融を国際化できないですね。百戦錬磨のモ

ルガンとかが、うようよいるところに出て行

ってもたちまち……、日本がそうだったよう

に……。 

 これもせっかく中国がやる気を出している 

から・・・。かつて 1980 年代に、日本の銀行

がニューヨークへ進出しました。何も分かり

ませんから、ニューヨークの人を雇います。

すると、オペレーティングルームを占拠して

しまいました。日本の社長を入れないのです。

勝手に・・・。もう会社の幹部が全部どこか

へ行ってしまいました。特に大和銀行の事件

はそれでした。やはり、国際的な市場に対応

するだけの人材をつくってなかったからです。 
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 中国は、かなり意図的に早い時期から留学

生を、アメリカやイギリスに出して、結構、

多くの人がニューヨークやロンドン金融市場

で働いています。彼らは有能ですね。あれは

現実にあると思います。 

 アメリカも量的金融緩和（Quantitative 

easing）をやっていますが、あのお金のかな

りは、いろいろな国、特にインドやブラジル

に入っています。それは M3 が入っているわ

けです。 

○高 橋 シャドーバンキングについてです

が、中国ではシャドーバンキングをコントロ

ールできると思っているのでしょうか。ある

いは、コントロールする必要がないと思って

いるのでしょうか。 

○ 瞿  問題はだいたい分かりますが、先

月（2013 年 12 月）、国務院が 107 号文件 

（規制強化の新たな指針）を発表しました。

つまり中国で。中国のシャドーバンキングは、

2009 年、2010 年に現れたもので、これはアメ

リカの証券とは違います。中国のシャドーバ

ンキングというのは、監視制度の下で発生し

たものです。・・・許可が下りたら、それを

誰か管理するシステムになっています。シャ

ドーバンキングの範囲は、すごく広くてイン

ターネットの金融システムも含まれます。 

一番大きいものでは、やはり信託というこ

とです。コントロールできるか、どうかは…

…。一つの意見としては、シャドーバンクは、

中国では調整的に見ています。特に、マイナ

スの要素が入ってないというように……。で

すから、それはコントロールする必要がない

と。これは私たちの管理システムが厳しい故

に生まれたものなので、それはあって当たり

前のものであるという認識です。それは、先

月の会議で述べられたものです。それは中国

の「独占禁止法」の管理機構や人民銀行のリ

ーダーが入っている会議に参加しているので

すが、彼らは、このシャドーバンクは中性的

銀行であるという共通の認識を持っています。

それに対して、マイナスの意見として、それ

は中国にリスクをもたらすはずだという意見

もあります。しかしそれは少数意見にすぎま

せん。コントロールできるかどうかも、私た

ちもちょっと疑問に思っています。一つのプ

ロジェクトを、今、国に申請しています。そ

のテーマは、シャドーバンクの信用拡大とシ

ステムリスクです。これから研究する段階で、

その答えを探っていきたいと思います。 

○高 橋 どうもありがとうございました。

それでは、そろそろ 6 時になりますので、こ

のへんで閉じたいと思います。 

 本日は、北京大学の章政先生、人民大学の

瞿先生、そして田代先生と、大変いいメンバ

ーが参加され、テーマに集中して議論ができ

て大変実り多い 1 日でした。どうもありがと

うございました。 

  

（以 上） 
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【編集後記】 

 

本号は「マネタリーベース膨張策という面で共通する日中の現在の金融政策が持つ問題

点に焦点を当て、共通する課題を抽出することとし、その成果を内外に発信すること」を

目的とする、2014 年 1 月 24 日愛知大学車道校舎にて開催された「日中金融問題ワークシ

ョップ」の記録である。すでにワークショップ開催から一年以上経過しているが、中国金

融の特殊性をめぐる基層的分析視角も検討対象としているため、その後の情勢の変化を考

える上でも有意義な記録となっているはずである。研究機関としての大学は、動きの目紛

しい個別状況から一定の観察距離を以て理論上の諸問題をも含め中長期的な安定したまな

ざしの構築が求められることが多い。それを踏まえながらも、世界各地で戦争状況の絡み

合う諸情勢の展開するなかで金融市場動向から目を離すことのできない昨今、人間の理性

と欲望の拮抗するベクトルがどこへ向かうのか、ますます緊張して注視していかなければ

ならないだろう。（N） 
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中国食品安全问题现状分析及多元应对之策 

 

张文胜1・蒋翊2 
 

摘要 

中国食品安全总体形势向好，但食品安全恶性事件仍时有发生，其原因主要源于中国食

品安全问题的叠加性．中国“以政府监管为主导”的食品安全治理范式，一方面受到政府决

策者的观念和能力、企业自律能力、社会诚信环境和公民参与监管等方面的影响；另一方面，

又需要有相应的食品安全治理政策体制、监管体制以及具体运作的机制相配合．推动 “以政

府监管为主导”的单一治理范式向政府、企业、行业协会及非政府第三方、媒体和消费者共

同参与的多元治理范式转变是提升中国食品安全治理水平的必由之路． 
 

关键词: 中国；食品安全；政府监管；治理范式转变 

 

引言 

 

“民以食为天，食以安为先”，食品安全问

题可以说是 “民生底线”．世界范围内，食品安

全危机，如食物中毒、疯牛病、口蹄疫、禽流

感等畜禽疾病和严重农产品残药以及食品欺诈

等问题的频繁发生，引起了世界各国的广泛关

注．近年来，中国食品安全总体形势向好，食

品安全总体合格率在稳步提升，但同时也要看

到中国食品安全问题的严峻性．自“三聚氰胺”、

“苏丹红”事件后，先后又爆发了 “瘦肉精”、“毒

生姜”、“假羊肉”、“镉超标大米”等事件．中央

及各地方政府部门食品安全监管越来越严厉，

但食品安全事件还是屡禁不止，不仅涉及到中

国国内食品企业龙头，还涉及到在中国经营的

跨国食品企业，有愈演愈烈之势．为此，本文

首先考察中国食品产业发展概况，在此的基础

上，分析食品安全的现状及存在的问题；然后

系统地论述食品安全问题形成的深层次原因，

后提出解决中国食品安全问题的应对之策． 

 

 

 

Ⅰ. 中国食品产业发展概况 

 

表 1. 中国食品工业和农林牧渔业总产值及比值的变化 

年份 2010 2011 2012 2013 2014

农林牧渔产值
（亿元） 6.68 7.02 7.37 7.74 8.13

食品工业产值
（亿元） 6.31 7.81 9.37 11.24 12.93

食品/农林牧渔 0.94 1.11 1.27 1.45 1.59

资料来源：中国统计年鉴各年度． 

 

2013 年，中国食品产业规模以上企业完成

主营业务收入 9.28 万亿元人民币，食品进出口

达 1531.6 亿美元，分别比 2012 年增长 14.3％

和 8.1％，中国食品产业已成为国民经济的支柱

产业[1]． 

从食品工业与农业的关系来看，食品工业

产值与农业产值的比值是衡量食品工业发展程

度的重要指标，这不仅是食品工业高度发达的

标志，同时也是农业产后部门纵深发展和国民

经济整体提升的重要反映．表 1 显示了 2010

年至 2014 年中国食品工业和农林牧渔业总产

值及比值的变化情况．从表中可以看出，2010

年至 2014 年间，农林牧渔和食品工业产值持续

論文 
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增加，特别是食品工业产值增加显著，从 2010

年的 6.31 亿元增加到 2014 年的 12.93 亿元，短

短的四年间增加了一倍以上．2014 年食品工业

产值与农林牧渔产值的比值为 1.59：1，有了较

大的提高，但是与发达国家或地区还存在一定

差距．在中国台湾地区早在 1963 年食品工业产

值就已超过农业产值，到 1993 年时食品工业产

值是农业产值的 100 多倍[2]，而中国食品工业

产值仅仅在 2011 年才超过了农林牧渔业的产

值．从这个角度而言，中国食品工业的发展还

有很大潜力． 

 

Ⅱ. 中国食品安全的现状及存在的问题 

 

1. 中国食品安全的现状 

现阶段，中国约有一亿多农户和上百万家

食品加工企业，为十三亿国民提供食品．在监

管资源严重稀缺的大背景下，如何有效地监管

庞大的食品供给方，成为中国政府和国民 为

关心的课题．中国政府高度重视食品安全问题，

2009 年 6 月 1 日出台了《食品安全法》，2010

年成立了国务院食品安全委员会，2011 年成立

了国家食品安全风险评估中心，并在国家“十一

五”、“十二五”发展规划中对食品安全做出了具

体规定．习近平总书记在 2012 年召开的中国共

产党的 “十八大”报告中提出：要提高人民健康

水平，改革和完善食品药品安全监管体制机

制．“十八大”后在国务院机构调整将食品安全

监管相关职能部门并入食药总局，成立了新的

食品药品监管总局，其目的就是要加强与食品

药品监管等部门的协调配合，强化信息通报和

执法协作，形成监管合力，提高执法效能，中

国食品安全问题被提到前所未有的高度[3]． 

表 2 表示的是，卫生计生委网站公布的

2007 年至 2014 年间中国食物中毒事件报告起

数、中毒人数以及死亡人数．从表中可知，2007、

2008 年的食物中毒报告起数分别是 506 起和

431 起，明显多于 2009 年以后的报告件数．中

毒人数也是 2007 年至 2009 年每年人数，大大

高于 2010 

表 2. 中国食物中毒事件报告 (2007—2014 年) 

年份 报告起数(项) 中毒人数(人) 死亡人数(人)

2007 506 13,280 258

2008 431 13,095 154

2009 271 11,007 181

2010 220 7,383 184

2011 189 8,324 137

2012 174 6,685 146

2013 152 5,559 109

2014 160 5,657 110

数据来源：各年度卫生计生委关于全国食物中毒事件情况的通报 

 

年以后各年发生的件数．这与 2008 年 9 月爆发

的 “三聚氰胺事件” 和 2009 年出台了《食品安

全法》以及 2010 成立了国务院食品安全委员会

具有一定的关联性．从食物中毒死亡人数来看，

2007 年至 2010 年处于高位以后，2011 年以后

有明显下降，到 2013 年、2014 年食物中毒导

致的死亡人数已经降到 110 人左右，以全国 13

亿人口计算，只占不到千万分之一以下，由此

可见，中国食品安全问题的治理取得了一定的

成效． 

 

2．中国食品安全存在的问题 

从表 3 显示的近年中国发生的食品安全典

型事件来看，中国食品安全问题还是非常触目

惊心，令人深思的．仔细分析一下表中的食品

安全事件，就会发现这一连串的食品问题的发

生并不是巧合，而是相关因素共同作用的结果． 

首先，农户滥用农药、化肥等化学用品导

致的有害物质残留在农产品的问题．由于农户

只考虑追求农产品的产量更高、成本更低，所

以他们不按规定施用农药和化肥导致有害物质

残留在农产品中．其次，食品加工企业为降低

成本，违规操作或滥用食品添加剂对消费者造

成的伤害问题．再次，当前社会“金钱至上”，

“利润第一”以及公共道德的缺失，导致的假
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冒伪劣食品的泛滥问题．第四，农业生产环境 污染导致的农产品被污染，对人们的身心健康 

表 3 近年中国发生的食品安全典型事件 

事件发生 黑心食品名称 简                  介 

2008 年 奶制品污染事件 

河北石家庄三鹿集团生产的三鹿牌婴幼儿配方奶粉，被验出含

有三聚氰胺，导致在甘肃，江苏等多个省市出现多名婴儿得肾

结石的事件． 

2009 年 注水肉 

部份肉贩为增加肉品（主要为猪肉和牛肉）重量以牟利，于屠

宰前给动物强行灌水，或者屠宰后向肉内注水制成，注水可达

净重量的 15-20%<，和其他的事件不同，注水肉已经成为一个

全国性的，几乎无法查处和整治的难题． 

2010 年 膨风水果 

部份农民为使水果生长周期缩短，增大果实体积而喷洒遭禁止

使用的膨大剂，用膨大剂栽培而成的水果虽然体积特别大，但

里面却是空心的，且尝起来淡而无味，长期食用将对肾脏造成

危害． 

2010 年 地沟油 

不法商人将餐厅排放至水沟中的膏状废油捞取后，经过滤、加

热、沉淀、分离等程序，提炼成为“食用油”，再以低价转卖给

餐馆． 

2011 年 4 月 黑心染色馒头 

上海盛禄食品的“染色馒头”事件，超过保存期限的馒头，回收

绞碎后再当成原料进行制造．并且使用大量的食品添加剂（食

用色素，蜜糖精，防腐剂），伪装成玉米馒头、杂粮馒头． 

2014 年 7 月 过期肉类 上海福喜食品有限公司向麦当劳和肯德基提供过期原料． 

资料来源： http://zh.wikipedia.org/wiki/中国大陆食品安全事件列表，2015 年 3 月 2 日． 

 

带来了污染性的伤害问题．第五，人们对食品

安全问题的无知和认知偏差导致的食品安全问

题的发生也是食品安全事件被放大和误读的重

要原因之一．此外，中国食品安全问题的发生

也是中国经济快速发展的产物．随着现代科技

和经济社会的快速发展，对环境，生态乃至整

个人类自身可能产生的各种各样的影响也逐渐

凸现出来．中国现阶段恰恰处于工业化和城市

化快速发展期，也是风险社会各种矛盾的集中

突发期，这就导致食品安全事件频频发生． 

 

Ⅲ. 中国食品安全问题的叠加性 

 

中国食品安全问题的叠加性是指食品系统

的复杂性、食品安全监管矛盾、社会转型期各

种矛盾的凸显、以及消费者参与的缺位等四类

问题叠加，导致食品安全治理困难性加大，即

1+1+1+1 大于 4． 

 

1. 食品系统的复杂性 

食品系统的复杂性在于，食品生产涉及到

从田间到餐桌各个环节、全过程都要安全．它

既涉及到农林牧渔业、食品生产加工业，又涉

及零售以及餐饮业服务业．由于种类繁多、过

程复杂、控制难度大，使食品安全问题成为世

界各国关心的焦点问题．食品安全问题复杂性

的深层次原因还在于，食品利益相关者众多，

虽然食品安全是各利益相关主体的共同目标，

但是有着不同价值取向的多元主体仍存在着利

益诉求的差异，责任与义务、利益与风险的对

101



 
 
 

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.8 (1) 2015 

 

  

立等根本性冲突． 

 

2. 食品安全监管矛盾 

食品安全监管问题的艰巨性和长期性始终

是中国社会各界关注的焦点．近年来中国食品

药品安全监管体制机制改革和近期颁布的新

《食品安全法》，对食品安全监管不足与薄弱

环节都有所触及，但是许多问题仍然没有得到

妥善解决．首先，监管资源有限与监管对象数

量庞大的矛盾突出．中国食品安全监管资源非

常有限，然而监管部门所面对的监管对象却极

为庞大．在中国除有营业执照食品生产经营企

业之外，还有大量无证经营的小饭馆、小作坊、

小摊贩存在，食品安全监管薄弱问题依然比较

突出．其次，监管部门对违法、违规进行生产

的食品企业处罚力度过低．这也导致许多企业

面对巨大利润，明知违规依然铤而走险． 后，

消费者没有参与到食品安全监管中，难以形成

完全闭合的食品安全监管链条．闭合的食品安

全监管链条不仅能实现对食品安全问题进行无

缝监管，还能有效地解决消费者参与缺位问题，

提升食品安全监管效能． 

 

3. 社会转型期各种矛盾的凸显 

中国经济快速发展和社会转型也是导致食

品安全风险凸显重要原因之一．工业化、城镇

化以及信息化使中国社会流动性大大增加，同

时加大了食品安全风险，新技术的广泛应用进

一步加大了食品安全的风险性．同时，网络技

术与新媒体的兴起，也使食品安全问题时刻处

于聚光灯下，出现任何问题都会被网络与媒体

大化，也促使公众对于食品安全问题关注度

的提高．此外，社会转型期社会贫富差距加大，

也是导致食品安全风险加大的重要原因．中国

现阶段恰恰处于工业化和城市化快速发展期，

也是风险社会各种矛盾的集中突发期，这就导

致食品安全事件频频发生． 

 

4. 消费者参与缺位 

消费者有效参与食品安全治理，能够起到

弥补政府有关部门的监管不足、推动社会监督

以及制约食品经营者等重要作用．但在中国消

费者参与的缺位，不仅降低了食品安全治理效

率，还降低了消费者食品安全的满意度．首先，

消费者参与食品安全治理缺乏制度保障．消费

者协会力量薄弱，消费者监督、投诉和举报渠

道不畅，这也导致了消费者遇到食品安全问题

无法得到妥善解决．其次，消费者食品安全的

知情权、参与权、选择权、救济权的实现成本

过高，这也导致只有部分消费者才有能力参与

食品安全治理，过高的实现成本也将许多有意

愿参与的消费者拒之门外．再次，消费者食品

安全知识不足和信息沟通不畅，导致消费者认

知偏差，放大了食品安全风险．由此可见，解

决消费者参与缺位问题是中国食品安全治理中

亟待解决的关键问题． 

 

Ⅳ. 中国食品安全问题多元应对之策 

 

食品安全已经成为衡量人们生活质量、社

会管理水平和国家法制建设的一个重要方面，

深刻地影响着中国社会的方方面面．目前，在

中国食品安全治理形成了以“改善政府监管”为

路径依赖的主流范式．这种范式是以管制经济

学为理论基础的．但中国频发的食品安全事件

表明，“以政府监管为主导”的食品安全治理范

式遭遇到了重大挫折，面临着政府替代还是市

场修正、公共利益还是部门利益、政府万能还

是政府有限的逻辑性危机．“以政府监管为主

导”的食品安全治理范式，一方面受到政府决策

者的观念和能力、企业自律能力、社会诚信环

境和公民参与监管等方面的影响；另一方面，

食品安全治理作为一个错综复杂的系统工程，

如果没有相应的政策体制、监管体制以及具体

运作的机制，食品安全治理工作只能是一片混

乱． 

加强中国食品安全治理职能，确保食品安

全，是一项迫在眉睫的任务．但单一的“以政府
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监管为主导”的食品安全治理范式，已无法满足

新形势下食品安全治理主体多元化的需要，构

建食品安全治理主体的利益代表与利益表达机

制、利益冲突与制衡机制、利益协调与利益保

障机制，明确食品治理利益相关方的责任和义

务，协调食品安全治理主体利益分配矛盾，是

实现食品安全单一治理范式向政府、企业、行

业协会及非政府第三方、媒体和消费者共同参

与的多元治理范式转变的必由之路． 

 

注释＊ 

 
1 天津科技大学食品安全战略与管理研究中心. 
2 天津科技大学食品安全战略与管理研究中心. 
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日中食品安全保障構築のための共同行動の提案 

 

高橋五郎1 

 

 

Ⅰ．強い相互依存関係にある日中食品貿易・

直接投資 

 

1．日中食品貿易は中国の圧倒的黒字 

日本の 2014 年の農林水産物輸入額は 9 兆

2,408 億円，このうち食品輸入額（農林水産物

から飼料用脱脂粉乳・飼料用ホエイ・動物の

皮・羊毛など動物毛・蚕糸・綿・たばこ・植

物繊維・球根・切り花・ペットフード・スダ

レなど・真珠・木材・天然ゴムを除いたもの）

は 7 兆 602 億円である． 

これらの輸入食品は多数の輸入相手国の生

産上の得意・不得意が反映されるのが一般的

なので，輸入相手国がおおまかにせよ品目ご

とに分類される傾向も認められる． 

ここしばらく，中国は日本にとってアメリ

カに次ぐ世界第二位の農林水産物輸入相手国

である．中国からの主な食品輸入額は鶏肉調

製品・冷凍野菜・大豆油拍・生鮮野菜・乾燥

野菜など 8,030 億円（約 11％）である．日本

にとって 大の食品輸入相手国であるアメリ

カからの主な輸入品目は豚肉・とうもろこ

し・牛肉（ 大の輸入相手国はオーストラリ

ア）・生鮮乾燥果実・小麦・大豆などである． 

輸入金額は運賃・保険料込み価格なので，

地理的に近い中国よりもはるかに遠いアメリ

カからの輸入金額はその分，多くなる．また

重量で計ると，穀物の輸入が多いアメリカに

対して，野菜など比較的軽量な食品の輸入が

多い中国が少なくなる傾向がある．厚労省「輸

入食品監視統計」などで，安全基準違反量を

重量で示すような場合，中国よりもアメリカ

の方の違反が多くなるのはこのためである． 

また，日本産より安いとはいえアメリカ産

食品の全体の価格水準は中国産にくらべはる

かに高いので，アメリカからの名目の食品輸

入金額が中国からのそれを上回るのも当然で

ある． 

他方，同年の日本から中国への食品輸出額

は 547 億円未満で，アメリカへの輸出額 917

億円を大きく下回る．しかし香港への輸出額

は 1,098 億円（真珠・たばこ・配合飼料など

を除く）で世界 大である．国連貿易統計

（comtrade）は，輸入された食品のおおむね

10％が中国向け再輸出（香港で加工済または

再加工済食品）とみることが可能であること

を示している． 

となると，1,098 億円の 10％つまり約 11 億

円が 547 億円に上積みされ，日本から中国本

土への食品輸出額は 558 億円になると推定で

きる．だから，同年の日本と中国の同年の食

品貿易収支は中国の 7,472 億円（8,030 億円－

558 億円）の黒字となる． 

 

2．日中食品直接投資は日本の圧倒的優位 

食品貿易上の日中関係は中国の大幅な対日

輸出国と日本の大幅な対中輸入国という真逆

な関係にあるが，これに日本側の対中食品投

資を加味すると様相は一変するのである． 

日本側の対中食品投資のデータは経済産業

省「海外事業活動基本調査結果概要」（ 新

は 2013 年分）の中国における日系企業による

「食料品」及び「農林漁業」の現地売上（売 
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（借方） （貸方） （借方） （貸方）

547億円   547億円

中国の日系食品企業 8,030億円 8,030億円 中国の日系食品企業
現地売上 現地売上

1兆3,503億円

　 　
対中黒字　6,031億円 対日赤字

　 　 　
11億円 香港経由日本輸入 11億円

日     本 中     国

対中輸出・現地売上 中国から輸入 対日輸出 日本から輸入・日系企業現地売上

香港経由中国輸出

中国への輸出 中国からの輸入 日本向け輸出 日本からの輸入

6,031億円

1兆3,503億円

注：中国の日系食品企業売上高は 2013 年（経済産業省「海外事業活動基本調査結果概要」）． 

図 1. 日中食品貿易・投資合算収支表（2014 年） 

 

上のうち輸出額を除く）1 兆 3,503 億円（それ

ぞれ 1 兆 3,325 億円，178 億円）である． 

日中間の食品をめぐる経済的関係は考えら

れている以上に緊密で，それは食品の貿易だ

けでなく，日系食品企業が中国現地で製造す

る食品を合わせて見ることから明らかになる． 

図１は，この意味から食品に関する日中間

の貿易と直接投資（なお中華料理店や中華食

品原材料などを日本国内で販売する業者を除

き，中国系食品企業が日本で食品を製造する

例はないか無視できるほどでしかない）を合

体して収支尻を見たものである． 

これによると，食品貿易ではさきほど見たよ

うに中国の 7,472 億円の黒字であるが，日本

の直接投資を合体すると日中間の立場は逆転

して，日本の 6,031 億円の黒字に変わる．た

だしこれは，日中間がそれぞれの役割を分担

し合った結果であることも重要な点である．

つまり，中国は日本に対して農水産物の一次

産品を主として輸出し，日本は中国で中国の

農水産物の一次産品を原材料として生産した

加工食品を供給しているということである． 

モノの貿易はさまざまな国際貿易経済理論

の示すところに従って行われ，食品に関して

は中国から輸入した方が日本にとって有利な

品目が多い．しかし，直接投資は通貨の為替

レートの影響が大きく，モノの貿易上の有

利・不利とは関係なく行わることがある． 

図１で示した貿易と直接投資を合体した結

果の日中逆転はこれを素直に示しており，日

本が一方的に中国食品に席巻されているとい

う一般的な認識は事実ではないことが明らか

になる． 

 

3．強い相互依存関係にある日中食品生産・

消費 

しかし，日中間の食品貿易と直接投資を合

体するとその規模は大きく，分業関係が進み，

食品の安全問題を考える際にも，両国が強い

つながりを持っていることが確認される．こ

こから，日中間の食品安全問題は，両国が因

果関係を共有する関係にあることがわかる． 

両国におけるこうした関係の積み重ねを通じ

て，日中間の食品安全問題をめぐっては次の

ような関係が成立していることを知ることが

重要である． 

① 日中国民の食品安全意識の水準は高く

なっている． 

② 日中食品原料の大部分は同類である―

日中の野菜の種類は世界 大級―． 
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③ 日本は中国産食品原料消費の 大のパ

ートナー． 

④ 中国の日系食品メーカーは，外国系の

食品メーカーの中で 大級の中国食品

製造メーカー． 

⑤ 日本人は中国人以外で 多の中国料理

を食べる民族． 

⑥ 中国人は日本人以外で日本料理を も

深く理解している民族． 

⑦ 中国の食品安全問題は同時に日本の食

品安全問題であり，日本の食品安全問

題は同時に中国の食品安全問題． 

⑧ 日中間の食品安全法規は類似している．

とくに，2015 年に公布された中国の食

品安全法改正法は一層，類似性が高ま

った． 

 

Ⅱ．中国の食品安全管理行政 

 

中国の食品安全監督実施機関は表１で示す

ように，中央は国務院，衛生部，農業部，商

務部などの中国政府機関，食品安全国家規格

を定める国家食品薬品監督管理総局（ＣＦＤ

Ａ），国務院に設けられた食品安全委員会，

国家質量監督検査検疫総局，国家工商行政管

理総局，地方は主に○○市食品薬品監督管理

局，○○市食品安全委員会となっている．こ

の基礎になっているのは，食品安全関係法令

である． 

 

1．食品安全基幹法令 

食品安全管理行政の基幹法令は「中国食品

安全法」（2009）（以下「安全法」），「中

国食品安全法実施条例」（同）（以下「実施

条例」）である． 
食品衛生法を廃止し，現行の法律とした背

景には，中国産農産物の 大の輸出先である

日本が 2006 年にポジティブリスト制度（農

薬・動物用医薬品・飼料添加物等を対象に，

それらが一定基準を超えて残留する食品の製

造・加工，輸入，販売を原則として禁止する

制度．約 800 の農薬等に基準値を設定，基準

値を満たす食品のみ流通できる制度）を採用

したこと，中国の国内で食品安全を脅かす多

くの事案が生じたこと等がある． 

なお，2015 年度に改正される同法の骨格は

ほぼ完成している． 

 

ア．「安全法」 

（1）定義 

「安全法」は「食品」を人に食用あるいは

飲用として提供する各種の製品，原料，伝統

的に食品としてみなされているものおよび薬

品（治療のための薬品を除く）と定義してい

る（「安全法」99 条）．伝統的に食品とみな

されるものには地方性や個人性があり，それ

らを含むことから中国の「食品」の範囲は広

いといえる． 

ちなみに日本では，食品の定義を次のよう

に行っている．「この法律で食品とは，すべ

ての飲食物をいう．ただし，薬事法(昭和３５

年法律第１３５号)に規定する医薬品及び医

薬部外品は，これを含まない」（「食品衛生

法」(昭和 22 年 2 月 24 日）（法律第 233 

号）第 1 章総則• 第４条)． 

食品の定義は「食品安全基本法」において

もなされているが，内容は同じである．日本

の場合も中国同様，法律では食品の範囲は広

く定義されている． 

なお「食品安全」について中国では，無毒・

無害であり人に要求される栄養成分を保証し，

人体の健康に対していかなる急性，亜急性あ

るは慢性の危害を与えないこと，とされてい

る（同 99 条）． 

 

（2）「安全法」の対象 

「安全法」の対象は，食品生産・加工業，食

品流通・サービス業，食品添加剤製造業，食

品包装の材料・容器・洗剤・消毒・食品生産・

加工業の用具および設備の製造業，食品生

産・加工業者が使う食品添加剤および食品関
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連商品，食品・食品添加剤および食品関連商

品の安全管理とされている（「安全法」2 条）． 

 

（3）「安全法」の主な内容 

「安全法」の構成は，「安全法」の主目的を

「食品安全を保証し，大衆の身体の健康と生

命の安全を保証すること」（「安全法」1 条）

とし，食品安全リスク監視・評価（第 11～17
条），食品安全基準の制定（18～26 条），食

品生産・加工に当たっての安全基準の制定（27
～56 条），食品検査（57～61 条），食品輸出

入（62～69 条），食品事故処理（70～75 条），

食品安全管理に関する監督管理（76～83 条），

罰則（84～98 条）などとなっている． 

 

表 1. 中国の食品安全行政組織 

（中央政府機関所管法令等）
　中国食品安全法（全人代：2009－2015年全面改正）
　中国食品安全法実施条例（国務院：2009）

　　　　食品安全各種管理方法（衛生部、国家工商行政管理总局等発）
　　　　食品安全各種条例（国務院、衛生部、農業部、商務部等関係機関発）
　　　　食品安全各種通知（同上）
　　　　食品安全各種規定（衛生部等）
　　　　食品安全各種決定（衛生部等）
　　　　　　　（管理方法等一覧は※印の箇所を参照）

（地方政府管轄法令等）
　○○省实施《中华人民共和国食品安全法》方法等

【食品安全監督実施機関等】

（中央政府機関所管及び関係規定）
　国務院、衛生部・農業部・商務部等中央省庁、
　国家食品薬品監督管理総局(CFDA)（食品安全国家規格

（国家標準：ＢＧ）：「GB 2762-2012 食品安全国家标准食品中污染物限
量」等405件を規定）、国務院食品安全委員会（注）
国家質量監督検査検疫総局、国家工商行政管理総局

　（注） 国務院食品安全委員会の組織
　　　　　　　国务院副総理３名（委員会主任、副主任）、国務院副秘書長

　　  　   　　発展改革委員会副主任、科技部副部长、工業情報化部部長
      　　　　 公安部副部长、财政部副部长、环境保護部副部长
　　      　　 農業部部長、商務部副部長、衛生部部長、工商総局局長
　　　　　　　品質検査総局局長、食糧局局長、食品薬品監督局局長
　　　　       食品安全委员会事務室主任
　
（地方食品安全監督実施機関等）
　○○省、○○市食品薬品監督管理局

　○○省、○○市、○○区食品安全委員会
　　　（例）上海市食品安全委員会の組織単位
　　　　　　市宣伝部、市発展改革委員会、市経済情報委員会
　　　　　　市商務委員会、市農業委員会、市工商局、市品質技術監督局
　　　　　　市衛生局、市食品薬品監督局、市公安局市、財政局
　　　　　　市環境保全局、上海出入国検査検疫局、市緑化局、市監査局
　　　　　　市食糧局、市政府法制事務室、市政府ニュース事務室

　　　　　　市科学委員会、市教育委員会、市観光局、インターネット組織
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※中央政府機関所管の管理方法等一覧

・食品安全预警和应急处置制度 / 国家工商行政管理总局(2009-8-28)
・乳品质量安全监督管理条例 / 国务院(2008-10-9)
・国务院办公厅关于认真贯彻实施食品安全法的通知 / 国务院办公厅(2009-3-4)
・关于印发《全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治近期工作重点及要求》的通知 / 卫生部(2009-3-6)
・流通环节食品安全监督管理办法 / 国家工商行政管理总局(2009-7-30)
・食品安全监管执法协调协作制度 / 国家工商行政管理总局(2009-8-28)
・关于加强食品添加剂监督管理工作的通知 / 卫生部 工业和信息化部 监察部等(2009-9-18)
・食品添加剂新品种管理办法 / 卫生部(2010-3-30)
・食品添加剂生产监督管理规定 / 国家质量监督检验检疫总局(2010-4-4)
・食品生产许可管理办法 / 国家质量监督检验检疫总局(2010-4-7)
・国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知 / 国务院(2010-9-16)
・卫生部关于印发《食品安全国家标准制（修）订项目管理规定》的通知 / 卫生部(2010-9-16)
・食品安全国家标准管理办法 / 卫生部(2010-10-12)
・食品安全信息公布管理办法 / 卫生部　农业部　商务部等(2010-11-3)
・卫生部关于进一步做好整顿违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作的通知 / 卫生部(2010-12-15)
・卫生部质检总局关于规范食品添加剂标准管理的公告(2011年第6号) / 卫生部 国家质量监督检验检疫总局(2011-2-28)
・卫生部关于印发《食品安全地方标准管理办法》的通知 / 卫生部(2011-3-17)
・卫生部关于印发《食品相关产品新品种行政许可管理规定》的通知 / 卫生部(2011-3-24)
・国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知 / 国务院办公厅(2011-4-20)
・出口食品生产企业备案管理规定 / 国家质量监督检验检疫总局(2011-7-26)
・关于认真贯彻落实《国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》的... / 工商行政管理总局(2011-4-27)
・卫生部等8部门关于印发《食品安全国家标准“十二五”规划》的通知 / 卫生部 工业和信息化部 农业部等(2012-6-11)
・农业部关于印发《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划（2011-2015年）》的通知(2012-9-26)
・食品生产企业安全生产监督管理暂行规定 / 国家安全生产监督管理总局(2014-1-3)

食品安全法公布以前の法令
・国家商检局关于公布《出口食品厂、库登记卫生要求（试行）》的通知 / 国家商检局(1991-6-10)
・运动员使用运动营养补品管理暂行办法 / 国家体育总局(1993-5-10)
・中国食品衛生法（1995‐2009）
・国务院办公厅关于印发中国营养改善行动计划的通知 / 国务院办公厅(1997-12-5)
・中华人民共和国产品质量法(2000年修正) / 全国人民代表大会常务委员会(2000-7-8)
・卫生部食品添加剂申报与受理规定 / 卫生部(2002-7-3)
・食品添加剂生产企业卫生规范 / 卫生部(2002-7-3)
・国务院办公厅转发教育部、卫生部关于加强学校卫生防疫与食品卫生安全工作意见的通知 / 国务院办公厅转发教育部、卫生部(2003-7-2)
・国务院关于进一步加强食品安全工作的决定 / 国务院(2004-9-1)
・流通领域食品安全管理办法 / 商务部(2007-1-19)
・卫生部关于印发《新资源食品安全性评价规程》和《新资源食品卫生行政许可申报与受理规定》的通知 / 卫生部(2007-11-28)
・卫生部关于印发《食品营养标签管理规范》的通知 / 卫生部(2007-12-18)
・运动营养食品中食品添加剂和食品营养强化剂使用规定 / 卫生部(2008-8-7)

 
（資料：筆者調べ） 

 

イ．「実施条例」 

（1）主な目的 

本条例の主な目的は，省，自治区，直轄市，

その他県級以上の地方政府をも食品安全管理

行政の執行機関とするなど，「法」各条の定

める食品安全管理行政を実施する執行機関の

分担を明定することにある． 

 

（2）地方政府の役割 

地方政府の主な役割は，地方の食品安全リ

スク監視・評価行政に於ける監督・管理業務，

食品安全リスク監視計画の地域適合化調整と

計画樹立，食品安全基準の適用が当該地域に

於いて持つ問題の収集と地方衛生部門への通

報，食品生産・加工業に対する日常的な監督

業務などである．なお，食品検査と食品輸出

入業務に関する地方政府の役割は明瞭とはい

えない． 

 

2．関連諸規定 

「安全法」，「実施条例」を基に作られて

いるものに，食品安全に関する各種の「管理

方法」・「条例」・「通知」・「規定」等が

あるが詳細は，次の時系列別の国務院，国家

工商行政管理総局，衛生部，国家質量監督検

査検疫総局，国家食品薬品監督管理総局等の
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「中央政府所管の管理方法等一覧」を参照さ

れたい． 

その特徴は食品の品質管理，安全検査，食

品添加物，食品安全監視等，諸規定が幅広く

定められている点であり，中国政府が食品安

全管理行政に取り組む仔細な対応姿勢をうか

がうことができる． 
食品衛生法が「安全法」に変わった 2009

年以前の諸規定は食品の栄養，衛生等に集中

しているが，2009 年以降，上述の内容の諸規

定が増えていることが見て取れる． 

なお，地方政府も上で述べた「実施条例」

に於ける地方政府の役割に則り，省，自治区，

直轄市，市等のレベルで，「○○省実施＜中

国食品安全法＞方法」等を定め，その実施に

当たっている．趣旨は中央が定めた法令や諸

規定の施行に当たり，地方政府の業務上の役

割分担や権限等を示し，下級政府に理解を得

ることにある． 

 

Ⅲ．日中に共通する食品汚染問題と「日中食

品安全委員会」 

 

1．日中に共通する食品汚染 

食品安全問題の現状に絞ると，表２のよう

に日中ともに，質的に同様の食品汚染をもた

らす問題に直面している．残留農薬，食品添

加物，飼料添加物，土壌の重金属汚染，レス

トランやファーストフード店に於ける異物混

入・期限切れ調理品・メニューの誤表示や偽

装問題，食品製造工場に於ける異物混入・不

衛生化管理などである． 

これらのうち， 近とくに大きな問題とな

っているのは土壌の重金属汚染問題である．

日本より中国で目立つ汚染原因は重金属汚染

のうちヒ素，水銀による土壌汚染問題である．

広大な耕地面積を持つ中国の土壌汚染の実態

は，いまだ十分に明らかにされていない．部

分的な概要は 2014 年 5 月に公表されたが，Ａ

４版数ページのもので，実態の詳細を知るこ

とはできない（中国環境保護部，国土資源部

「全国土壤污染状况调查公报」2014 年 4 月 17

日）． 

しかし日本でも，いまなおカドミウム土壌

汚染を中心に重金属汚染が解消されていない

地域がある（環境省，水・大気環境局土壌環

境課「 近の農用地土壌汚染対策について」

2011 年 3 月 30 日）．原理的には，土壌汚染

が農産物その他の食品に害を及ぼす可能のあ

ることは，中国の場合と変わらない． 

さまざまな危険因子（重金属，残留農薬，

添加物など）が複合して起きる可能性を持つ

現在の食品汚染問題であるが，複合といって

もさまざまな危険因子がそれぞれ単独の形で

食品に付くだけでなく，あるものは相互に化

学的反応（残留農薬と重金属，添加物と残留

農薬など）をし合って食品を汚染する場合も

あれば，いわゆる植物連鎖の作用を通じて，

植物→飼料→動物→ヒトへと移動する過程で

汚染が凝縮・化学変化するなどの場合がある． 

 

表 2．日中の食品汚染の状況 

汚染物質  ：   国 名  

ヒ素土壌汚染 ： 中国 

水銀土壌汚染 ： 中国 

鉛土壌汚染 ： 中国 

銅土壌汚染 ： 中国 

カドミウム土壌汚染： 日本，中国 

残留農薬  ： 日本，中国 

残留抗生物質 ： 日本，中国 

遺伝子組換え食品：日本，中国 

食堂等に於ける調理異物混入など：日本，中国 

食堂等に於ける誤表示・偽装など：日本，中国 

飼料添加物 ： 日本，中国 

食品添加物 ： 日本，中国 

食品工場不衛生など： 日本，中国    

（資料：筆者調べ） 
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表 3．日本の食品誤表示・偽装事例 

報道日 誤表示・偽装企業名 概   要 

2013/11/22 阪急阪神ホテルズ バナメイエビを芝エビとして表示など４７メニューで偽装

2013/10/22 静岡のウナギ業者 中国産などのウナギを静岡産として販売 

2013/10/31 東武ホテルグランデ 別の種類のエビを芝海老と表示 

2013/11/1 金沢スカイホテル ロブスターを伊勢海老と表示 

  〃 名鉄グランドホテル ロブスターを伊勢海老と表示 

  〃 ホテルラォート札幌 バナエイエビを芝海老と表示 

  〃 新札幌アークシティ H バナエイエビを芝海老，大正エビと表示 

  〃 JR 北海道ホテルズ ニュージーランド産サケを国内産キングサーモンと表示 

2013/11/2 ホテルプラザ勝川 牛脂注入加工肉をステーキと表示 

2013/11/2 小田急ハイアット東京 クマエビを車エビ，バナエイエビを大正海老と表示 

2013/11/3 プライムリゾート賢島 バナエイエビ・ブラックタイガーを車エビと表示 

  〃 道後温泉大和屋本店 牛脂注入肉をステーキドリアランチなどと表示 

2013/11/04 奈良万葉若草の宿三笠 ブラジル産鶏肉を大和肉鶏などと偽って表示 

  〃      〃 タラ・サメの卵をからすみと偽って表示 

  〃      〃 ブックタイガーを車エビと偽って表示 

2013/11/5 JR ホテル屋久島 ブラックタイガー・バナエイエイビを屋久島の車エビと表

示 

  〃    〃 一般のねぎ・白ネギを九条ねぎとして表示 

  〃    〃 既製品を手ごねハンバーグ定食として表示など 47 件の誤

表示 

  〃 ホテル京阪京都 牛脂を注入した肉をサイコロステーキ，ロースステーキに

  〃 東急ホテルズ バナエイエビを芝海老と表示 

  〃 八景島パラダイス 牛脂を注入した肉をサーロインステーキと表示 

  〃 JR ホテル宮崎 国産の一般鶏を地鶏の炭火焼きと表示 

  〃 京都タワーホテル 牛脂を注入した肉をビーフステーキと表示 

2013/11/6 青蓮寺ホテル 山芋を伊勢芋と表示 

  〃 三越伊勢丹 中国産栗をフランス産，バナエイエビを芝海老，岩手産豚

肉を宮崎産，加工肉を牛のフィレ肉と表示 

  〃 東武ホテル バナエイエビを芝海老と表示 

  〃 ホテルニューイングラ

ンド 

バナエイエビを芝海老と表示 

2013/11/07 ホテルオークラ バナメイエビを「芝エビ」，ホワイトエビを「大正海老」，

ブラックタイガーを「車海老」と表示 

  〃 ハウステンボス 地元産鶏を「雲仙地鶏」と表示（長崎） 

  〃 ホテル日航東京 バナエイエビを芝海老と表示 

  〃 ホテル日航姫路 人工フカヒレをフカヒレスープと表示 
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報道日 誤表示・偽装企業名 概   要 

  〃 京王プラザホテル札幌 表示と異なる鶏を使用 

  〃 仙台国際ホテル フラワーエビを芝エビと表示 

  〃 丸井 メニューと異なるエビや牛肉を使用，ホイップクリームを

生クリームとして使用 

  〃 松屋 既製品をバニラアイス，フラワーエビを大正海老と表示 

  〃 高島屋 ブラックタイガーを車エビ，牛脂注入加工肉をステーキと

表示 

2013/11/08 高速道ＳＡ 養殖ぶりを「荒波にもまれたぶり」と表示 

  〃 コメダ珈琲店 ホイップクリームを生クリームと表示 

  〃 不二家 成形肉をステーキと表示 

  〃 ホテル日航熊本 バナエイエビを芝海老，フラワーエビを車海老と表示 

  〃 ＪＲ北海道ホテルズ バナエイエビを芝海老と表示 

  〃 鶴屋百貨店 自社工場製アップルパイを「焼き立て」として販売 

  〃 京王，京急百貨店 ブラックタイガーを車海老や芝海老と表示 

  〃 かんぽの宿 加工肉を表示せず，既製品を手作りハンバーグ，ブラック

タイガーを車エビと表示 

  〃 東京ドームホテル 牛脂注入肉をステーキ，バナエイエビを芝海老と表示 

  〃 京成ホテルミラマーレ バナエイエビを芝海老，大正海老と表示 

2013/11/13 ホテル椿山荘 バナエイエビを甘エビ，牛脂注入肉をステーキと表示 

2013/11/14 ホテル洞爺湖 チリ産サーモンを北海道産スモークサーモンと表示 

  〃 パレスホテル東京 ブラックタイガーやバナエイエビを芝海老と表示 

  〃 宮崎シーガイア 牛脂注入肉をステーキ，バナエイエビを伊勢海老と表示 

  〃 リーガロイヤルホテル ブラックタイガーやバナエイエビを芝海老と表示 

資料：各種報道資料から筆者作成（企業名は報道のまま）． 

 

またレストランやファーストフード店に於

ける異物混入・期限切れ調理品・誤表示・偽

装などの問題も顕在化している．表３で示し

たのは一部であるが，日本では大きな社会問

題に発展した．その結果， 近ではこうした

事例も徐々に減少する傾向を見せている． 

 

2．「日中食品安全委員会」の設置 

以上述べた食品汚染問題の具体的内容は程

度の差こそあれ，日中間で質的な違いはない． 

日中の食品に限ったことではないが，その

背景には，世界的に進む「食品モジュール」

化の進展がある．ここでは，この点について

深入りはしないが，食品の成分，原材料，形

状などの面における質的な変化がある（高橋

五郎『日中食品汚染』文春新書 2014 参照）． 

そしてここに，食品の相互依存関係の強い

両国で，共同してこの問題に取組むべき大き

な可能性がある．もしこれが実践されれば，

日中の食品安全問題は共通の問題としてその

解消に努めることができるし，両国の食品投

資・貿易はいっそうの発展が期待できる． 

筆者はこの共同の形として，たとえば「日

中食品安全委員会」（仮名）と銘打って，日

中共通を原則とする食品安全基準を策定する

仕事に取組んではどうかと思う． 
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国の食品安全管理行政代表

食品業界代表 共同研究

　 共同原案策定

消費者団体代表

学者・専門家
残留農薬安全基準

食品・飼料添加物安全基準

重金属安全基準

日中食品安全委員会

日中・国家食品安全基準規格化の実現

図　２　「日中食品安全委員会」のイメージ

 

図 2. 「日中食品安全委員会」のイメージ 

 

構成員は図２のように，国の食品安全管理

行政，食品業界，消費者団体，学者などとし，

研究から始め，実際の基準原案作りを担当す

るものとする． 

日中食品安全基準となる対象は，残留農薬

（主要な農薬），食品・飼料添加物，重金属

（カドミウム，水銀，ヒ素など主要な重金属）

とする．安全基準の策定に際しては，まずは

日中間の食品安全法令の主な内容が一致する

ことが重要な要件となるが，この点は非常に

よく似ているので基本的な問題はない．また，

食品安全管理行政の担当機関などの体制もほ

ぼ似ているといえる． 

「日中食品安全委員会」の設置のこうした

前提はおおむねクリアーできるので，あとは，

具体的な基準作りとなる．筆者は中国の残留

農薬基準（GB 2763—2014 食品安全国家标准

食品中农药最大残留限量），食品添加物安全

基準（GB 14880 食品营养强化剂使用卫生标

准，GB2760-2011 食品安全国家标准・食品添

加剂使用标准など）などを詳細に調べたこと

があるが，残留農薬の安全基準は中国の方が

厳しい場合があるくらい厳格な基準作りを行

っている． 

ただ，使用禁止の農薬や添加物がいまなお

違法に使われている例があるが，これなどは

安全基準の統一化以前の問題であり，食品安

全監督管理行政の問題である．この実行性を

いかに担保するか， 大の課題である．この

点についても，日本の食品安全管理行政の経

験や知見を参考にしてもらいながら中国がそ

の解消に努めていくならば大きな成果が上が

るものと期待する（2015 年 4 月記）． 

 

脚注＊ 

 
1 愛知大学国際中国学研究センター所長・同現

代中国学部教授． 
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中日食品安全治理体制比较 

 

周应恒1・薛杨晨2 
 

摘要 

世纪交替前后，以经济的全球化和食物供应体系的复杂化为背景，食品安全问题呈现世

界性的多发和新的特点，面对挑战，多国政府都调整监管体制、强化机制加以治理．中日两

国也不约而同开始构建应对现代食品安全问题的治理体制．由于中日两国在经济发展水平、

社会成熟度、产业组织化水平以及社会诚信等治理环境存在差异，两国食品安全治理体制侧

重点也各不相同．本文从比较的视角，分析中日两国食品安全治理体制的特点和背景，以加

深对食品安全治理的认识． 

 

关键词: 食品安全；治理体制；中日比较；治理环境 

 

 

Ⅰ. 引言 

 

“民以食为天，食以安为先”（周应恒，

2008）．食品安全关系国民生命健康，广受社

会关注．伴随着经济社会的发展，人们的需求

越来越复杂多样，为了满足这种日益复杂多样

的需求，食品供应系统也日益延长、复杂，科

技手段也日益多样，这就客观增加了危害安全

的因子，提高了食品安全风险水平．这种由于

不确定性所致的食品安全风险，笔者称之为“无

知”所致的食品安全问题．另一类食品安全问

题是在市场经济条件下由于信息的不对称性，

经济主体可能采取机会主义行为，如果监管出

现疏漏，则会出现由人为的道德风险导致的食

品安全问题，笔者称之为“无良”的问题．这

两类问题并存于现代食品安全市场（周应恒、

霍丽玥，2003；周应恒、王二朋，2013）． 

在相对成熟的社会阶段，市场竞争充分，

管理规范有序，食品安全市场中“无良”的问

题会少一些，“无知”的问题会多一些．发展

中国家特别是快速转型的社会，食品安全问题

更多的表现为“无良”的问题．各国的食品安

全治理体制的不同，是由各国的社会经济制度、

历史传统、所处的经济发展阶段等共同决定． 

基于以上认识，笔者回顾了中日食品安全

治理体制构建的过程．新世纪前，两国食品安

全治理体制以保证食品卫生为导向，注重事后

处置．世纪交替前后，全球化进程加剧，国与

国之间交往更加密切，各国在解决温饱问题后，

食品安全成为跨越国界的新挑战．新世纪前后，

各国食品安全问题多发，中日两国均开始构建

应对现代食品安全问题的治理体制．近年来，

日本确立了消费者优先原则，采用风险分析的

方法和多种全程监管的手段，导入社会监管力

量，形成社会共治的局面，积极主动、动态的

应对食品安全问题．转型期的中国，行政主导

为主的食品安全治理体制一直在探索调整中，

经过多次反复，直到 2013 年才确立基本框架，

至今仍在落实调整．中国将改革的重点放在完

善法律和行政职能整合上，建立了 严格的法

律责任制度，确立了与日本近似的二阶段二部

门多层次的治理体制． 

由于中日两国社会发展存在差异，两国食

品安全治理体制也各有侧重，笔者探讨了导致

两国食品安全治理体制差异的主要原因．随着

論文 
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经济全球化、消费者需求多样化的发展，食品

安全突发性事件的增多，两国都面临着更多的

挑战．基于两国食品安全问题的成因和治理体

制现状，笔者认为中国食品安全治理体制应重

点构建诚信体系，解决信息不对称问题；日本

食品安全治理体制应提高风险分析技术，保证

风险分析的有效性． 

 

Ⅱ. 中日食品安全治理体制的构建 

 

1．新世纪前的中日食品安全治理体制 

中日两国早期食品安全治理体制 大的特

点是制度设计以保证食品卫生为导向，通过《食

品卫生法》保障食品安全；注重事后处置，并

未主动、积极应对食品安全问题． 

新世纪前，中国以《食品卫生法》为核心，

构建了食品安全治理体制．该体制下，多部门

分段治理与食品供应体系日益复杂并不适应，

存在着责权不清和多头治理，治理过度依赖行

政机构的管理，出现了治理缺位与低效，食品

安全事件层出不穷． 

日本也是以《食品卫生法》为核心，构建

了由厚生劳动省和农林水产省共同主导的食品

安全治理体制．厚生劳动省和农林水产省根据

包括《食品卫生法》在内的百部相关法律法规，

对食品安全管理进行分工．该体制下，厚生劳

动省和农林水产省 2 个部门各自为政，治理效

率不高． 

 

2．近年来中日食品安全治理体制改革 

世纪交替前后，世界性的食品安全事件多

发，两国不约而同地开始革新食品安全治理理

念，构建应对现代食品安全问题的治理体制（如

表 1）． 

新世纪以来，中国食品安全治理体制经历

了反复多次调整，于 2013 年整合了监管资源，

确立了治理基本框架，至今仍在落实调整中（孙

宝国、周应恒，2013）．伴随着政府职能的调

整，中国确立了与日本近似的二阶段二部门多 

表 1.  当今中日食品安全治理体制 

2013 年后中国食品 
安全治理体系 

2003 年后日本食品 
安全治理体系 

监管部门 职能分工 监管部门 职能分工 

国家食品

药品监督

监管总局 

食品生产、加

工、流通、消

费环节的监管

高一级：

食品安全委

员会 

协调、监督、

检查食品安全

工作 

农业部 农产品生产环

节、生猪屠宰

第二层级：

农林水产省 

主管食品品质

监管系统，农

产品生产环节

监管 

国家卫生

和计划生

育委员会 

食品安全风险

评估、标准制

定 

第二层级：

厚生劳动省 

食品加工、流

通、进口环节

监管 

地方食品

安全委员

会 

协调本级卫生

行政、农业行

政、质量监督、

工商行政监

管、食品药品

监督监管部门

第三层级：

地方政府 

辖区内与食品

卫生相关的检

验、对商业设

施进行安全卫

生检查等 

资料来源：本研究整理 

 

层次的治理体制（如图 1）．中央层面，各部

门职责整合，组建食品药品监督监管总局．地

方层面，设立地方食品安全委员会，协调本级

食品安全监管．地方政府、企业主体、监管部

门对于食品安全承担更为重要的责任．法律层

面，中国于 2009 年出台了《食品安全法》，并

于 2015 年进行了大幅修改，强化了各方责任． 

在 2000 年、2001 年一系列食品安全事件

后，日本由偏重企业利益转向保护消费者权益，

发生结构性调整（牟少飞，2013）．2003 年日

本颁布了《食品安全基本法》，以风险分析为

导向，完善了食品安全治理基本框架．目前，

日本主要食品治理部门从纵向分为 3 个级别：

高一级是食品安全委员会，统一负责食品安

全事务的监管和风险评估；第二级别是厚生劳

动省和农林水产省，负责部门监管；第三级别

是地方政府，负责本辖区内的食品安全监管工

作． 
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图 1.新世纪前至今中国食品安全治理体制变迁 

资料来源：本研究整理 

 

Ⅲ．中日食品安全治理体制差异分析 

 

作为发展中国家的中国，为了更好的应对

“无良”的问题，治理体制设计以强化监管流

程为核心，以法律强制力作为食品安全治理的

重要手段．作为发达国家的日本，为了更好

的解决“无知”的问题，增加消费者安心度，

治理体制设计从风险控制与消费者需求出发，

一方面明确部门分工，实现风险管理独立性，

强化特殊食品管理，扩大食品安全覆盖领域；

另一方面立足消费者优先，形成基于消费者优

先的法律法规体系． 

 

1．中国食品安全治理环境及治理体制特点 

（1）治理环境特点 

中国食品安全治理环境相比于日本更加复

杂，使得中国食品安全治理存在着更多的漏洞，

全程监管、溯源监管难度极大，由此增加了食

品生产者逃脱惩罚的机会，增加了生产者的机

会主义倾向，使得“无良”导致的食品安全问

题频发． 

中国食品安全治理存在着更多的漏洞．在

法律层面，中国在新世纪以后才逐渐推进法律

法规体系建设，相关的法律法规尚未健全．同

时，中国社会经济还不成熟，存在着“劣币驱

逐良币”，即消费者难以识别生产者的“以次

充好”；不安全的食品通过低价策略可顺利销

售；社会诚信体系尚未完全构建，败德生产者

被查处后改换门庭，短期内又能继续从事食品

生产． 

中国食品安全治理的全程监管、溯源监管

难度极大．一方面，中国拥有世界上 多的人

口，食品产业组织相对零散，仅食品加工企业

就超过 50 万，食品供应系统极为复杂．另一方

面，中国消费者内部异质程度较高．中国幅员

辽阔，各地的饮食习惯差异较大；各省的经济

发展水平参差不齐，消费者收入差距显著．由

此导致中国食品消费层次多，消费者的需求差

异大，增加了治理难度． 

 

（2）治理体制特点 

1．将法律强制力作为食品安全治理的 重要

手段 

在中国，法律强制力是实现食品安全治理

的 重要手段． 新修订的《食品安全法》扩

大了监管范围，通过了更严格的处罚措施，增

加了违法行为类别，提高了行政罚款额度． 

2．治理缺位和治理低效问题并未根本改变 

在中国，食品安全治理激励不相容问题仍

然没能克服．食品安全问题基本不是由监管部

门检查出来，而是由媒体曝光．由于食品安全

事件与地方政府政绩相关，因此即使发生食品

安全问题，政府也会有机会主义倾向，选择掩

盖不报． 

 

1．日本食品安全治理环境及治理体制特点 

（1）治理环境特点 

日本虽然和中国一样，有较为复杂的食品

供应体系，但其作为发达国家，市场经济体制

较为完善，食品安全治理环境相对宽松，主要

采取风险分析的方式，应对由“无知”造成的

食品安全问题． 

日本的治理环境决定日本食品安全治理的

目标是解决由“无知”造成的食品安全问题．日

本“无良”类食品安全事件发生概率较低．第

一，是因为消费者对食品安全的容忍度较低，

更加关心食品安全状况，不安全食品难以通过
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低价策略售出；日本具有较为完善的社会诚信

体系，生产者的违约成本较高．第二，是因为

日本较早重视食品安全，构建了食品安全相关

法律法规体系，“无良”行为较难找到法律漏

洞．第三，是因为日本产业组织化水平和市场

成熟度较高，国土狭小，国民间经济状况、饮

食习惯相似，食品的标准化程度高，利于治理

措施的有效实施，“无良”行为更容易被查处

（谢元媛等，2015）． 

 

（2）治理体制特点 

1．明确部门分工，实现风险分析独立性 

日本形成了政府部门间相互协作、互相制

衡的食品安全监管格局．日本食品安全委员会

主要职责是风险评估、风险信息公开与监管部

门指导．为确保风险评估独立性、科学性，食

品安全委员会是独立于行政系统之外的第三方

机构（李佳洁，2013）．农林水产省和厚生劳

动省根据评估结果施行风险监管．地方政府主

要负责本辖区内与食品卫生相关的检验等．此

外，消费者厅、消费者委员会也发挥着重要作

用． 

2．强化特殊食品管理，扩大食品安全覆盖领

域 

日本特别注重强化特殊食品管理，扩大食

品安全覆盖领域．特殊食品安全监管制度中的

特殊食品包括特定保健用品、转基因食品、进

口食品等，这些食品具有受众面小、物种杂、

难监管等属性．由特殊食品的属性所决定，日

本食品安全规制系统对其采用了量体定制的治

理制度，扩大了食品安全规制的覆盖领域，保

障了国内消费者的多元化利益（葛冬冬，2014）． 

3．立足消费者优先，形成法律法规体系 

日本大量引入民间监管力量，在政府层面

大力推进过程化监管、安全追溯和食品标识监

督，促成消费者、厂商和政府密切配合，达到

保障食品安全的目的．日本以消费者优先原则

为核心，对安全性问题严重或关乎消费者生命

健康的重要产品，明确规定建立可追溯系统． 

日本涉及食品安全的专门法律法规划分相

当细致．以《农林物质标准化及质量标识监管

法》为基础，日本建立起了包括食品卫生、农

产品质量、投入品、动物防疫、植物保护等五

个方面较为完善的农产品质量法律法规体

系．从目前出台的法律法规体系来看，法律间

相互保持统一性，具有完整性、严密性和可操

作性，能够确保在执法过程中有法可依． 

 

Ⅳ．中日食品安全治理体制展望 

如表 2，通过比较发现，中日两国在食品

安全成因上有一定的相似性，面临着由“无知”

和“无良”引发的食品安全问题．中国的食品

安全问题，更多由厂商的“无良”导致，亟待

食品安全治理体制与市场经济体制的进一步完

善；日本的食品安全问题，更多由“无知”导

致，通过食品安全治理体制的提升，也存在着

进步空间． 

表 2  中日食品安全治理体制整体比较 

项目/国别 中国 日本 

问题主要  

成因 
“无良”类 “无知”类 

改革的方向 完善法律、整合职能 风险分析、风险管理

监

管

体

系

主要调

整时间
2013 年 2003 年 

组织名

称及职

能 

国家食品药品监督

监管总局、农业部：

部门监管 

国家卫生和计划生

育委员会：风险评

估、标准制定 

地方食品安全委员

会：协调本级监管工

作 

1 级（食品安全委员

会）：风险评估与统

一监管 

2 级（农林水产省、

厚生劳动省）：部门

监管 

3 级（地方政府）：

辖区内监管 

法

律

体

系

主要法

律颁布

及 新

进展 

1995 年颁布《食品卫

生法》 

2009 年颁布《食品安

全法》 

2015 年大幅修改《食

品安全法》 

1947 年颁布《食品卫

生法》 

2003 年颁布《食品安

全基本法》 

2014 年再次修订《食

品卫生法》、《食品

安全基本法》 

中日治理体

制主要差异 

1、将法律强制力作

为治理 重要手段 

2、治理缺位和治理

低效并未根本改变 

1、明确部门分工，实

现风险分析独立性 

2、强化特殊食品管

理，扩大食品安全覆

盖领域 
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3、立足消费者优先，

形成法律法规体系 

资料来源：本研究整理 

在未来，中日食品安全治理体制也面临着

来自各方面的挑战．第一，随着经济全球化的

加剧，国际贸易越来越频繁，两国食品安全问

题也将走向全球．整合国内食品安全治理资源，

在食品安全治理领域实现国际合作，是两国面

临的共同挑战．第二，随着消费者需求的多样

化发展，食品供应链也在不断延伸，转基因等

新技术的出现使得食品生产过程更加复杂，食

品安全风险显著提升，风险管理难度大大增

加．构建有效机制，实现关键环节的全方位、

多角度管控，是两国食品安全治理的难点．第

三，近年来，两国突发性食品安全事件层出不

穷，政府的应对机制往往难以降低消费者食品

安全风险感知．立足消费者优先，推进体制机

制创新，加强消费者风险交流，降低消费者风

险感知，是两国面对的 关键的挑战．此外，

中国作为发展中国家，还面临着如何完善产业

组织体系、如何构建社会信用体系、如何设计

激励相容机制等方面的挑战． 

中国的食品安全问题不完全是食品安全治

理的问题，在新的时期，中国食品安全治理体

制应重点构建诚信体系，通过信息沟通，发挥

市场机制作用，解决信息不对称问题．日本应

针对本国国情，提高风险分析技术，保证风险

分析的有效性． 

 

注释＊ 

 
1 南京农业大学 经济管理学院. 教授 

zhouyh@njau.edu.cn 
2 南京农业大学 经济管理学院. 硕士研究生 
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中国の対日農産物輸出の増大と食品安全問題 

 

大島一二1 

 

Ⅰ．日本の食料輸入と中国依存度の高まり 

 

周知のように，第二次世界大戦後，日本の

食料自給率は趨勢的に低下してきた．1960 年

代の食料自給率（オリジナルカロリー計算）

は 60％程度であったが，2000 年代の後半には

約 40％程度に低下している．つまり，輸入食

料への依存はますます高まっているのである． 

1990 年代以降，日本の食料輸入において，

野菜・加工食品の輸入増大がとくに著しい．

野菜にかんしては，現在すでに 300 万トン（生

鮮野菜，冷凍野菜，乾燥野菜，塩蔵野菜等の

総計）に達している．この日本の野菜，加工

食品輸入における中国の位置はかなり高い．

つまり，かつて 1995 年には日本の生鮮野菜輸

入における中国産野菜のシェアは 20％に過

ぎなかったが，現在では中国産野菜のシェア

はすでに約６割に達しており（表１参照），

中国への依存度が高まっている． 

 

表 1．日本の生鮮野菜輸入量と中国のシェア 

 日本の生鮮

野菜輸入量

（トン） 

中国から

の輸入量

（トン） 

中国の

シェア

（％） 

1995 年 737,841 152,644 20.7

2000 年 971,116 363,216 37.4

2005 年 1,125,200 709,928 63.1

2010 年 820,594 458,773 55.9

2011 年 914,982 518,830 56.7

2012 年 947,511 540,702 57.1

資料：貿易統計から作成． 

 

Ⅱ．中国産野菜の日本向け輸出の増大 

 

中国の日本向け輸出野菜は，重量ベースで

みると，タマネギ，ニンジン，長ネギなどが

代表的な品目である．とくに長ネギは，中国

の輸出量の増大が非常に急速であった品目で

あり，1990 年代後半からの 10 年あまりにお

いて，中国の輸出量は実に 10 倍に達している． 

現在日本のタマネギ，ショウガ，ニンニク

輸入の中国への依存度はすでに 90％以上に

達しており，さらに，近年では中国の輸出は

野菜や肉類等の素材から，相対的に付加価値

の高い加工食品一般へと拡大している． 

 こうした急速な日中間の食料貿易の拡大は，

以下の二点の日中双方の要因からもたらされ

ている． 

①日本側においては，バブル経済の崩壊以

降の景気低迷を背景とした，日本国内の輸入

食料にたいする大口需要（外食企業，食品加

工企業，給食産業等）の拡大に対応し，安価

な輸入農産物を供給するため，日本の商社・

種苗会社等が中国および東南アジアにおいて

食料の開発輸入戦略を進めたこと． 

②中国側においては，ＷＴＯ加盟後，中国

の食料貿易が急速に拡大し生産能力が高まっ

ていること． 

こうした結果，1989 年以降，日本は中国野

菜の輸出相手国中第１位となり，2000 年には

中国が輸出する野菜の約６割が日本に輸出さ

れることとなった．現在では，この比率は当

時よりは低下しているものの，依然として日

本は中国にとって重要な食料輸出相手国であ
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る． 

 

Ⅲ．中国の対日食料輸出の増大と食品安全問

題の発生 

 

こうした情勢の結果，日中間の食料貿易は

拡大してきたが，2002 年には中国の輸出野菜

において残留農薬問題が発生したことから，

大きな社会問題となった．この当時は，合計

56 種の生鮮野菜，冷凍野菜から残留農薬基準

を超過した野菜が検出され，輸出停止等の措

置が実施された．この当時はホウレンソウ等

の葉菜類からの検出が事案の中心的問題であ

った． 

中国政府，各地の検疫局および食品輸出企

業は輸出農産物にたいする検査を強化し，こ

の事案に対応したため，この問題はいったん

収束に向かったが，しかし，2003 年において，

同種の問題が再び発生したため，日本側の政

府，輸入企業はこの問題が中国の農業生産に

おける構造的な問題であることを認識した． 

 

（1）食品安全を確保するための中国政府およ

び関係企業の管理体制改革の強化 

2001 年以降，中国農業部はこの食品安全問

題に関係する法制度の整備を進め，あわせて，

農産物品質安全を管理監督する組織の整備を

進め，農産物の安心安全問題への対応を進め

てきた． 

この一方で，各地域の行政部門との関連を

強化し，各地で「無公害食品行動計画」を実

施した． 

さらに，2007 年には，中国政府は国務院に

国家食品安全指導小組を設置し，当時の呉儀

副首相をこの小組の主任に任命し，食品安全

管理体制を強化した．この小組は後に「食品

安全委員会」に改組，強化されている． 

こうした一連の行政組織の改革に加えて，

「有機食品」，「緑色食品」，「無公害食品」

等の認証制度の充実も進められた． 

 

（2）残留農薬問題の発生と食料対日輸出企業

への影響 

2002 年にはじめて残留農薬問題が顕在化

して以降，山東省等の対日輸出地域の企業に

は大きな影響が発生した．つまり，問題が発

生してから，それまで一貫して増加傾向にあ

った対日輸出量が減少を開始したため，輸出

が困難となった一部の企業では業績悪化や倒

産が発生したのである． 

しかし，同時に，中国政府関係機関による

以下のような項目を主力とする新規定が実施

され，食品の安全確保が進められることとな

った． 

①輸出企業は 20ha 以上の自社農場を設置

しなければならない． 

②輸出企業は，残留農薬検査機器を設置し，

オペレーターを配置しなければならない． 

この中でとくに注目に値するのが，産地仲

買人システム（産地仲買人による農家からの

買い付けシステム）から自社農場生産システ

ムへの転換である． 

この転換は，残留農薬問題発生以降，とく

に輸出農産物にたいする安全面での要求はま

すます厳格となり，産地仲買人等の中間商人

が農家から農産物を買い付ける従来までの方

法では，とくに農薬散布等にかんする農家行

動を管理することが困難となり，輸出農産物

の安全管理において大きなリスクをもたらす

こととなったため，システムの大幅な変更が

求められたことを背景としている． 

こうして，大多数の輸出企業は陸続と自社

農場を設置し，輸出農産物の品質と安全につ

いての管理を強化したのである．そして，一

部の企業ではあるが，トレーサビリティシス

テムを採用する企業も出現した． 
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Ⅳ．2006 年以降の農産物安全問題についての

対応 

 

それ以降，さらにさまざまな局面で食品安

全にたいする制度強化がなされている． 

たとえば，2006 年には日本政府が農薬のポ

ジティブリスト制を導入し，農薬検査項目の

大幅な増加が実施された．これにより，日本

の検査水準は世界的にみても厳しい水準とな

った． 

しかし，2008 年には，日本において，中国

産冷凍餃子において再び安全問題が発生し

（後に食品企業従業員による意図的な犯罪行

為と認定），日本国内で輸入食料にたいする

不安がふたたび高まった．また中国国内でも

粉ミルクへのメラミン混入事件が発生し，大

きな社会問題となっている．こうした事件の

発生のたびに日中間の食料貿易には大きな変

動が発生している． 

このように，食品安全問題が深刻化するた

びに，日中両国政府および関係企業の安全対

策はさらに進められている．とくに，中国の

検疫当局（CIQ）の食品検査水準も大きく向

上し，中国産輸出農産物の安全確保は進展し

ている． 

こうした中で，安全問題にかんする規制の

強化は，規制の厳格な日本市場への輸出を減

少させ，東南アジア等への輸出を増加させる

企業が出現するなどの事態をもたらしている

ことも事実である．言うまでもなく安全確保

に関わる規制の強化は好ましいことではある

が，あまり進みすぎると，日本への輸出減少

を招来し，日本国内の価格の上昇などの負の

影響も無視できなくなることも予想される． 

すでに述べたように，日本は食料自給率が

40％程度に低下し，60％を海外に依存してい

るのが実態である．よって，日本が輸入を途

絶することは不可能であり，今後は，輸出国

との協力を基本に，農産物の安全確保のため

の体制作りを進めていくことが重要であろう．

そのためには，農産物の生産，加工等の技術

面における日本政府と中国政府との政府間の

協力，企業間の協力等を推進していく必要が

あると考えられる． 

 

Ⅴ．食品安全における農民専業合作社の役割 

 

2007 年に中国で「農民専業合作社法」が公

布されて以降、中国には大量の農民専業合作

社（一種の農業協同組合）が生まれている。

この組織は農民の協同組合組織であり、従来

の中間商人の地位に替わって、農民の利益を

守ることのできる組織として機能することが

求められている。 

中国に生まれつつある農民専業合作社が、

日本の生活協同組合と交流を行うことは、前

述した日中双方の民間交流の一つの試みとし

て、両国人民の利益に合致したものであり、

食品安全確保にとっても有利であろう。 

この具体的な事例として、たとえば、山東

省蒼山県（中国におけるゴボウ、ニンニクの

重要な産地）における蒼山県会宝山生態産業

合作社は、荒廃が進んだ山間部の植林と並行

してニンニク栽培、輸出を中心に取り組んで

おり、すでに全県で 11,600 戸の農家の加入を

達成している。こうした合作社と日本の生活

協同組合との提携は安全確保にも有利であろ

う。 

また、日本向け輸出野菜産地として有名な

山東省即墨市の青島皇潤特色農産物専業合作

社は、地域の安全な農産物の輸出に取り組ん

でおり、一部では日本の生活協同組合との提

携が進んでいる。 

こうした取り組みをもっと増加させてもよ

いと考えられる。 
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Ⅳ．2006 年以降の農産物安全問題についての

対応 

 

ここまでみてきたように，日中間の食料貿

易は，日中双方の経済的要因から大きく拡大

してきた．一方，この間 2000 年代初めには，

深刻な食品安全問題が発生したが，それに伴

って，日中両国政府・関係企業の食品安全確

保のための様々な努力がなされ，食品安全は

従前との比較で確実に改善していると言って

も過言ではない． 

ひるがえって，日本は農業衰退により食料

自給率 40％という大きな課題を抱えている．

このため，今後も大量の海外産食料に依存す

る体制が継続されるであろう． 

よって，４で述べたように，今後とも，日

本が輸入を途絶することは不可能であり，輸

出国との協力を基本に，食品・農産物の安全

確保のための体制作りを進めていくことが重

要であると考えられる． 

 

脚注＊ 

 
1 桃山学院大学経済学部教授． 
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供应链食品安全现状及课题 

 

安玉发1 

 
摘要 

随着中国的社会经济发展和科技进步，食品供应链不断发展，供应链各环节都可能出现

食品安全问题．本文首先对食品供应链现状及各个环节的参与主体进行分析，其次探讨农产

品生产、食品加工、食品流通和消费过程中存在的各种食品安全影响因素，最后依据相关数

据对中国的食品安全水平进行分析，提出今后的课题及展望． 
 
 

Ⅰ. 食品供应链参与主体 

 

食品供应链涉及环节众多，本研究将其划

分为四个大的环节：农产品生产环节、食品加

工环节、食品流通环节和食品消费环节．就单

一一类食品而言，从生产到被消费可能经过所

有环节或其中的若干个环节，每个环节又存在

众多不同的参与主体，这些参与主体都对食品

安全起着至关重要的作用． 

 

1. 农产品生产环节参与主体 

农产品生产环节是指初级农产品的种植和

养殖过程，该环节的参与主体主要是家庭为单

位的分散农户和农民专业合作社等农民合作组

织． 

（1）农户．目前中国有 2.6 亿农户，户均耕

地不到 7.5 亩．由于其规模小，在与其他交易

对手（如加工企业、批发商、连锁超市等）进

行合作时，无法以对等的地位参与交易价格谈

判，使得农户利润空间被压缩，从而缺乏对保

障农产品质量安全进行投入的动力．另外农户

大部分受教育程度偏低，农产品安全生产知识

较为欠缺，生产技能水平也比较低下，保障农

产品质量安全的能力相对较弱，这些都是导致

农产品质量安全风险产生的重要原因． 

（2）农民合作组织．合作组织具有一种农户

内部监督机制，合作社成员为了共同的利益组

织到一起，会自觉按照合作社制定的生产标准

和规程统一生产，并互相监督和促进，提升农

产品质量安全水平．截至 2013 年 12 月底，全

国依法登记注册的专业合作、股份合作等农民

合作社已达 98.24 万家，实有入社成员达 7412

万户，约占农户总数的 28.5%．但大部分合作

组织成立的时间较短，还缺乏完善的运行机制

和制度规范，规范化运作的合作组织还比较少． 

 

2. 食品加工环节参与主体 

中国的食品生产企业中，大规模企业相对

欠缺，小型、微型企业和小作坊占到了 93%左

右．大多数设施简陋、工艺落后、内部管理和

技术创新水平低，难以有效保障食品安全．另

外由于行业进入门槛较低，企业数量众多，导

致了行业内部同质化恶性竞争现象严重．部分

企业在激烈的竞争中想方设法的通过各种手段

降低成本，这样的企业食品安全问题多发． 

 

3. 食品流通环节参与主体 

食品流通销售环节主体复杂多样．连锁超

市、便利店等对于食品质量的管理较为严格，

对供应商要进行严格的资质审核，对进店食品

也要进行严格检测．大型批发市场是生鲜食品
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的集散地，政府和批发市场在食品安全监测和

质量风险防控上都投入了大量精力和财力．一

部分实力较强的大型食品企业设有自己的专卖

店，直接归属企业管理，食品安全能够得到有

效的保障．相比之下，农贸市场管理比较薄弱，

食品安全风险防控能力较弱． 

 

4. 食品消费环节参与主体 

消费者对于食品质量信息很难通过感观直

接判断，也很难深入了解食品生产、流通、经

营过程中企业的具体行为表现，因此，多数消

费者购买时食品时只能选择大的厂商和知名品

牌．近几年“三聚氰胺”、“瘦肉精”、“苏

丹红”等重大食品安全事件的发生，使得消费

者的食品安全信心从根本上被动摇．消费者对

食品安全问题敏感，加上媒体的夸大，食品安

全恐慌现象抑制了食品产业的健康发展．因此，

一方面建立有效的消费者监管举报机制；另一

方面需要开展风险交流，消除消费者的恐慌心

理． 

 

Ⅱ. 供应链视角下食品污染现状 

 

1. 农产品生产环节污染 

2006年中国颁布了《农产品质量安全法》，

2009年又颁布了《食品安全法》，建立并在逐

步完善农产品质量安全监管的法律保障体

系．农业部从2001年开始建立了农产品质量安

全例行监测制度，2013年监测范围已经覆盖了

全国31个省（区、市）的153个大中城市，监测

对象也已经扩大到包括蔬菜、水果、茶叶、畜

禽产品和水产品的103个品种．关于农产品质量

安全例行监测数据显示，蔬菜质量安全总体合

格率持续上升，2008-2012年五年连续保持在

96%水平以上；畜产品质量安全总体合格率稳

定中呈上升态势，基本保持在98%的高位水平

上稳定上行；水产品总体上保持“稳中向好”

的态势，质量安全总体合格率逐步提升． 

生产环节存在的主要问题有以下几个方

面： 

（1）产地环境污染．产地环境污染主要包括

水污染、空气污染和土壤污染等几个方面，工

业废水、生活废水的大量排放以及化肥、农药

的超量使用，使得很多农产品产地水质受到污

染；大气污染主要是烟尘、二氧化硫等，另外

还有氧化物、氟化物等，都可能对农产品质量

安全产生影响；土壤污染最为严重的就是重金

属污染，主要是镉、铅、汞、铬、砷等，土壤

的重金属污染给农作物生长和农产品质量安全

造成了巨大的影响，导致了如“镉大米”等一

系列重大农产品质量安全事件． 

（2）农业投入品污染．我国农业生产中化肥

的施用强度呈现逐年递增的趋势，2003 年化肥

施用量 4411.6万吨，到 2012年增加到了 5838.8

万吨，十年间增加了 32%．化肥的过量施用对

农业生态环境造成了很大的破坏，使得土壤结

构变差，导致农产品中有害物质如硝酸盐、亚

硝酸盐等残留超标．另外，农产品生产过程中

农药的施用量也在逐年增加，滥用农药的现象

仍得不到有效治理， “毒生姜”、“毒韭菜”、

“毒豇豆”等化学农药滥用和残留问题的屡屡

出现．在动物养殖过程中，兽药、渔药和饲料

添加剂等的违规滥用带来了一些肉类和水产品

的药物残留、药物污染等问题． 

 

2．食品加工环节污染 

从食品监督抽查的情况来看，食品加工环

节的污染主要是微生物超标，如雪糕、月饼、

肉制品等菌落总数超标等现象较为普遍；另外

是添加物不合格，一种情况添加对人体有害的

非食用物质，如苏丹红、瘦肉精等，还有一种

情况是添加剂的含量超标，主要存在于腌腊肉

制品、果脯蜜饯、酱卤类肉制品等，不合格项

目主要是二氧化硫、色素、甜蜜素、防腐剂等

含量超标． 

通过分析食品加工环节问题产生的原因，

发现食品加工环节风险因素主要有以下几点： 
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（1）食品生产加工条件不合格．一是企业生

产条件落后．食品加工企业多数规模较小，生

产能力较弱，缺乏安全食品的生产和检测能

力．二是企业管理水平低下．食品行业很多生

产经营单位“小”而“散”，业主和从业人员食品

安全意识淡薄，内部管理不规范，缺少员工管

理和培训或对设备维护不足，操作人员操作不

规范或加工程序不当等现象时有发生． 

（2）食品添加剂滥用现象严重．随意使用违

禁化学品、超量或超范围使用添加剂等都会对

食品安全和人体健康产生影响，如在肉制品加

工过程中，有的食品生产厂家为了使肉制品的

颜色更为鲜艳，过量添加亚硝酸钠等． 

（3）违法违规行为多种多样．常见的违法违

规行为主要包括购买和使用廉价不合格的食品

原料，制造假冒伪劣食品；采用废料回收再利

用，如对过期的月饼、元宵、牛奶等产品进行

重新加工，或用陈化粮、病死猪肉作为原料加

工食品等． 

 

3．食品流通环节污染 

仓储运输过程中食品安全风险．生鲜农产

品物流首先要求保鲜，但目前我国农产品流通

多数是通过商贩收购并运输，商贩数量多、规

模小、资金能力欠缺，采用冷链运输所占的比

例不高．在物流运输过程中的人员操作不规范、

设备不卫生、环境温度不适当等原因都可能造

成食品污染，产品库存积压也会造成食品质量

下降，出现食品安全问题． 

食品销售过程中食品污染问题．超市生鲜

食品多数都是露天摆放，消费者可以随意触摸，

容易产生生物性食品安全风险，有超过保质期

的食品仍在销售等．批发市场和农贸市场食品

安全检测能力较差，缺乏检测仪器、设备，人

员配备不足．市场中从事食品经营的从业人员

文化程度不高、食品安全意识淡薄，为了不正

当利益有时也会违法违规出售不合格的产品． 

 

图 1  2006-2012 年不同原因导致食物中毒人数统计图 

数据来源：根据历年卫生部办公厅关于全国食物中毒事件情况的

通报整理 

 

4．食品消费环节污染 

食品消费环节位于从“农田到餐桌”的整个

食品供应链的终端，除了食品种植和养殖、加

工、流通各个环节累积的风险可能在这个环节

爆发外，还有本环节存在的一些安全风险．消

费环节包括餐饮业、食堂、家庭消费等，是食

物中毒的高发环节．每年各种因素导致的食物

中毒事件仍然时有发生，图 1 是中国 2006-2012

年不同致病原因的食物中毒人数情况．从图中

可以看出，食物中毒人数均呈现波动性下降的

趋势，说明消费环节食品安全整体水平在不断

提升． 

 

Ⅲ. 供应链视角下食品污染监管体制 

 

1. 现行监管体制现状 

2009 年中国出台了《食品安全法》，2015

年又对《食品安全法》进行了修订，标志着我

国食品安全监管进入了法制化轨道．2013 年国

务院机构改革中，新成立了国家食品药品监督

管理总局，其整合了国务院食品安全委员会办

公室和国家食品药品监督管理局的职责、国家

质量监督检验检疫总局的生产环节食品安全监

督管理职责、国家工商行政管理总局的流通环

节食品安全监督管理职责等．机构整合后农业

部负责食品源头的农产品质量安全监管、食药

总局负责生产流通和消费端的监管、卫计委负

责风险评估与标准制定． 
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图 2  中国食品安全监管体制示意图 

 

从图 2 中看出，现行的食品安全监管体制

分工比较明确，有两个部门直接对食品供应链

负责，生产环节的食品安全监管由农业部负责，

剩下的加工环节、流通环节以及餐饮环节由食

品药品监管总局负责．进口食品的监管单独由

质检总局全面负责，卫生计生委负责食品安全

标准制定、食品安全风险检测与评估，对供应

链的监管起间接作用． 

 

2. 课题及今后展望 

（1）生产环节治理任务艰巨．治理农业投入

品污染和产地环境污染对农业部门是个挑

战．农业行政部门要转变“重产量、轻质量”

的观念，把农产品质量安全放到本职工作的重

要位置，强化对田间地块和养殖场所使用农业

投入品的监管．产地环境污染多数是位于农村

地带的工业企业违规排放造成的污染，而这些

企业又是当地的缴税大户，地方政府往往“睁

一只眼，闭一只眼”．以上问题的监管涉及多

个部门，仅仅依靠农业部门是很难做好的． 

（2）食品加工环节是监管的重点．有研究表

明，加工环节发生的食品安全事件在总的食品

安全事件中占的比例最大，多数是添加非食用

物质、食品添加剂过量使用导致的．污染行为

发生在企业生产过程中，具有隐蔽性和私密性，

监管部门的例行检查很难发现．一些无照的黑

作坊非法加工和销售食品，更是监管的死角地

带，需要开展社会共治． 

（3）批发市场和农贸市场是食品流通环节的

监管难点．多数农产品批发市场开展蔬菜农药

残留抽样检测，但很少对肉类和水产品进行检

测，产品来源不清楚，即使发现问题也无权进

行处罚．一些流通商贩为了延长鲜活产品的保

质期，非法使用违禁化学品进行保鲜；非法销

售来历不明的病死畜禽肉等．目前尚缺少针对

批发市场和农贸市场的有效监管手段． 

（4）餐饮环节卫生问题是关键．餐饮企业环

境卫生和人员卫生不合格，导致生物性食品污

染；有的使用变质的原材料、地沟油、有毒的

火锅底料等，危害消费者健康；也有的是烹饪

操作失误导致的食品安全问题．在监管的同时，

应鼓励和支持餐饮企业开展行业自律，自我完

善内部监督管理机制． 

（5）消费者积极参与，开展社会共治．食品

安全问题关系到消费者的健康和生命安全，消

费者不但要积极参与监管，也要学习知识，做

好自我保护．消费者有权了解事情真相，政府

监管部门应及时、正确地披露信息，开展风险

交流，防止虚假信息蔓延导致消费者产生恐

慌．另外，开展社会共治也要充分发挥媒体、

民间社团等组织在食品安全监管中的作用． 

 

注释＊ 

 
1 中国农业大学经济管理学院. 

 

农业部： 

食用农产品进入批发、零售市

场或生产加工企业前的监管 

食品药品监管总局： 

对生产、流通、消费环节的食品安全

实施统一监督管理 

卫生计生委：标准制定、风险检测与评估 质检总局：进口食品监管 

农产品生产环节 食品加工环节 流通、餐饮环节 
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乳品新国标规制最优水平选择及其福利效应评价* 

 

李中东 1・崔焕金 2 

 
 

 

Ⅰ. 引言 

 

在市场经济中，为实现经济社会某些特定

目标政府通常会对经济主体做出的各种具有法

律性的限制、约束和规范等管制做法，这些行

为可以统称为政府规制，而标准或规范是政府

实施规制的基本手段和工具．所谓标准无非就

是社会在集体理性基础上就产品、技术和工艺

参数、性能质量等关键指标达成的一系列产业

发展秩序和规则．从市场流通来看，规制标准

的应用和推广对于保障产品质量、性能和安全

性，产品和系统间的互联互通，维护市场参与

者的交流和秩序提供了基础．我国乳品新国家

标准正是在因乳品业快速发展中出现的市场混

乱和乳品业国际竞争更加严峻的形势下，在

2010 年颁布了（《生乳》GB19301-2010）等 66

项乳品新国家标准，下文简称“乳品新国标”．新

国标的“新”突出表现在对以往国家标准的整

合，避免过去不同标准矛盾、重复、交叉和指

标设置不科学问题，可谓是首次形成了统一的

乳制品国家标准体系．然而，新国标中生乳国

家标准较之旧标准在关键指标譬如蛋白质含量

标准调低、菌落数量标准提高，被诸多媒体炮

轰为“全球最差的牛奶标准”．毫无疑问，规

制标准调整对消费者、生产者和整个社会的福

利效应都会产生重大影响．李中东（2011）、

王志刚等（2012）认为政府加强规制、提高规

制标准，迎合了消费者在收入增长中对于降低

食品安全风险的诉求，但提高标准意味着厂商

必然增加满足规制要求的遵从成本，生产成本

增加通过市场机制最终会传递到产品的终端价

格上，促使产品终端价格上升，而价格上升又

减少了消费者效应，理性消费者总是在提高安

全规制带来效应提高与提高价格带来的效应降

低权衡中找到最优值．同样，厂商也必须在遵

从规制的成本增加与消费者对安全诉求平衡中

寻求适宜生产状态．因此，从社会层面看，我

国乳品规制标准的变动对整个社会效应可能产

生多重、复杂的影响．无论是提高规制标准还

是降低规制更准，都可能提高或者降低社会福

利水平．所以规制标准阈值优化设置就成为政

府实施规制的关键环节，规制标准设置合理与

否，受制于诸多因素，譬如信息不对称程度、

消费者认知水平、利益集团规制俘获等因素也

影响着合宜标准的确定．那么，针对乳品新国

标的关键指标设置是否合理以及新国标实施对

整个社会福利状况的影响，本文试图根据新古

典研究思路对此问题给出一个理论与实证解读． 

 

Ⅱ. 乳品规制的最大福利效应与最优标准求证 

 

基于新古典理论关于理性人假定和消费者

效应最大化考虑，而且也为了便于分析和加总，

本文理论分析借鉴王常伟、顾海英（2013）模

型研究方法，运用基数形式的个体福利函数考

察规制标准的变动对于人们福利状况的影响，

着重考虑规制标准高低调整对于消费者效应的

增减状况及其决定因素；同时，结合功利主义

形式的社会福利函数（ ∑ ），即根据社

会整体福利效应表现为社会个体成员福利效应

的简单加总的形式来考察乳品规制标准最优阈

值的确定． 

 

論文 

126



 
 
 

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.8 (1) 2015 

 

  

1. 效应分析的有关假定条件与总效应函数构建 

由于乳品购买支出在消费者的总支出中所

占份额较小，同时也为了研究的方便，我们假

定消费者效应函数是拟线性的，也就是说将个

体消费者对于乳品消费的效应视为两部分构成，

分别为消费乳品获得的基础效应 U0 和由于消

费者必须承担乳品消费安全风险而受到影响的

效应 ,其中R为对应的乳品规制水平与规制

标准．显然，	 0，也就是说随着规

制水平的提高，乳品安全风险降低，所以消费

者承担风险而受到影响的效应随之降低；同时

乳品的最终价格即消费者支付价格为 P(R)，由

于规制标准提高必然增加企业遵从成本进而促

使价格上升，因此 0，而且假定价格

随着规制程度提高而上升的更快，即价格是规

制水平的递增函数．基于此，设乳品价格、风

险效应对规制标准的函数分别为 ，

，其中σ、λ为函数调整系数． 

罗丞（2010）、王志刚（2012）等学者的

研究结果表明，乳品安全风险对消费者影响程

度与其收入呈正向关系，而且收入越高越愿意

接受规制引致的更高价格水平，也就是说价格

对效应的影响与收入呈反向关系．在前述假定

基础上，可以构建单个消费者的乳品消费函数

为： 

σ
						 1  

约束条件 s.t.  ，  

其中，y为消费者i的收入， 和 为效应函

数调整系数，约束条件要求乳品价格 P 要小于

收入y ，乳品安全风险影响效应不能超过某一

水平 ，即乳品质量安全指标必须达到某一最

低值．在上述效应函数中，对于消费者i而言，

总可以找到一个使其效应最大化的最优规制标

准 R． 

在此基础上，基于功利主义对于社会福利

函数的研究，我们可以得到消费者整体福利效

应 U，且可以表示为单个消费者效应U 对于社

会成员收入分布的积分形式，即： 

σ
dy（2） 

约束条件 s.t.  ， ，其中 为消费

者收入分布密度函数． 

 

2．消费者整体福利最大化对应的最优规制水平 

根据上述功利主义构建的社会福利函数及

有关假定，可以看出社会福利最大化不仅取决

于政府规制标准高低的影响，而且也受制于整

个社会人们的收入分布结构状况．假定整个社

会消费者的收入范围满足y ∈ ， ，且最

低收入水平 ．在现实世界里，不同国家

国民收入分布情况可以说是各不相同，但可以

粗略的概括为几种代表性分布状态：一是国民

收入分布服从均匀分布；二是中等收入居多的

所谓“橄榄形”社会；三是贫困者或者是富裕

者占主体的社会． 

（1）收入为均匀分布社会的最优规制标准 

首先，我们从最简单的情况入手，分析在

社会收入处于均匀分布状态下，社会期望效应 

函数可以表示为： 

σ 1
dy

1
2

（H L
1

ln σ 			 3  

根据极值求解条件，社会期望效应最大值

应满足是 0，据此求得最优规制标准为： 

∗ 1
4

ln 					 4 		 

可见，在国民收入处于均匀分布的条件

下，R*就是能够实现社会福利最大化的政府

规制标准．另外，对于中等收入分布居多数的

社会而言具有正态分布近似特性，所以此种状
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态的乳品规制标准诉求应与均匀分布形态类

似，在此不单独分析． 

 

（2）贫困者或富裕者占主体的社会的最优规制

标准 

当社会收入分配处于贫困主导或富裕主导

状态时，我们将收入分布函数用两段分布函数 

的形式来描述，具体表示为： 

										
	

2
2

							
2

			 5  

上式给出的两段分布函数表示，当消费者

收入水平满足 ∈ , 时概率分布密度为

；当收入满足 ∈ 条件时，整体

分布密度函数为 ；当0

时，显然该模型刻画一个处在高收入者者

居多社会形态，而当 时，表征一个贫

困者主导型社会收入分布函数．此时，该社会

总体期望效应表示为： 

U
σ

dy	

1
4

3

2
ln

2
ln

2
 

令 0，可以求出满足社会期望效应最

大值条件的规制标准水平． 

令m 3 ，n

z ln ln 	，可以得到贫困型

或富裕主导型社会相应的最优规制标准为：

∗∗ /  

比较 ∗∗与 ∗可以求出，当变量 满足

，均匀分布与橄榄形分布这两种收入分布

状态下的最优规制标准走向趋同；若将最优规

制标准 ∗∗对其变量z求导，可证明
∗∗

0，这

就意味着随着收入分布函数变量 值的减少，

最优规制标准将趋向提高．也就是说，随着收

入分布 值得减少说明该社会贫困者逐步减少，

社会从贫困型主导转向富裕型社会，在这一转

变过程中，社会对规制标准和要求逐步提高，

这也说明了为什么人们对于乳品安全的规制诉

求会随着人们收入水平提高而提高，以及当前

发达国家规制标准大大高于发展中国家的基本

内因． 

 

Ⅲ. 乳品新国标实施对生产者与消费者总

剩余的影响 

 

基于上述功利主义理论的福利效应函数分

析，我们可以很清楚认识到社会收入分配状况

在很大程度上决定乳品安全规制标准高低的调

整，并随着人们收入水平的逐步提高，社会对

于乳品安全规制的诉求增大，就相应要求提高

各种安全标准水平；而且，高收入人口占多数

的富裕型社会对于乳品安全的最优规制标准明

显高于贫困型社会．反观我国在 2010 年颁布

的乳品新国家标准，顾佳升（2010）认为新版

国标主要在整合以往乳品标准的强制性规定、

减少标准数量的同时，提高了乳品标准规制的

通用性和覆盖面，避免了原标准之间的重复、

交叉甚至抵触的情况，将极大地推进乳品质量

安全进步，这对于乳品行业发展和消费者都是

极大的利好．然而，新国标也留下了最大的遗

憾—“守旧”，甚至在有关生乳的关键性指标

如“细菌总数”、“蛋白质含量”方面不升反

降，由此，引发社会各界对于乳品新国标的争

议从其实施之日就从未中断过．在此，我们不

讨论各界的争议情况，而是把关注点从对新国
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标的争议转向考察新标准实施后对乳品产业发

展和消费者的福利状况的影响． 

 

1. 乳品市场“洋强内弱”竞争不断侵蚀着国内

厂商的生产者剩 

过去三年来，我国乳品市场上呈现出乳品

进口规模快速增长与国内乳品产量增长缓慢甚

至个别年份出现下降并存的格局．根据中国奶

业年鉴（刘成果等，2014）提供数据可以清楚

看到，我国乳品进口总量在延续自 2000 年以

来快速增长势头，平均增速为 13%，在实施

新国标三年来，乳品进口增长速度更是跃上一

个新台阶，平均年增长率接近 30%以上．据

海关总署统计，2011 年我国进口干乳制品

86.30 万吨，同比增长 18．5l%，进口额

25．5l 亿美元，同比增长 31.68%；2012 年 11

月底，我国乳制品进口数量、进口金额分别为

103.84 万吨和 30.59 亿美元，同比分别增长了

25.97%和 20.37%；2013 年我国进口奶粉

85.44 万吨，同比增加 49.15%．上述产业数据

显示，实施新国标后我国乳品进口平均增长率

从 13%急剧跃升至 30%左右，增长幅度跨上

了一个更高台阶． 

与之同时，国产乳品增长速度却在低水平

徘徊甚至个别年份出现产量减少局面．根据李

胜利（2012）研究，在 2008 年之前的 10 年

中，国内乳品行业处于高速发展时期，生鲜奶

产量的年平均增长率更是高达 17.4%．而自

2008 年发生三聚氰胺事件后至今的六年多以

来，特别是乳品新国标颁布后的三年来，中国

奶业发展速度明显放缓，生鲜奶总产量年均增

长率骤降到平均为 1.29%．其中，2010 年为

1.56%，2011 年为 2.1%，2012 年为 1.5%，

2013 年为-0.5%．可以看出，近些年国内乳品

产量增速下降与国外进口快速增长形成鲜明的

对比，从先前的高速增长率急速下滑，甚至出

现负增长；相对于国民收入 8%左右的增速而

言，低增速不仅使得国内乳品厂商的生产者剩

余相对下降，甚至生产者剩余的绝对量也在下

降． 

当前，我国乳品产业已经形成进口量增长高

速膨大与国产总量增长速度放缓甚至负增长共

存态势，呈现出“洋强内弱”特征鲜明的矛盾

格局．这一方面与我国新一轮城镇化的大幕拉

开、经济增长与收入提高以及城镇化带来的食

物消费行为与消费方式的改变、乳制品刚性需

求强劲引致的对乳品总消费需求的将持续增长

相一致，当然这种增长需求主要表现为对于外

国品牌乳品更趋强劲的偏好和进口需求的更大

增长；另一方面，收入水平提高引致的对于乳

品刚性需求并没有在国内乳品产量增长上得到

体现，这也充分暴露我国乳品行业整体遭遇消

费信任危机．这种信任危机应该是早期经常发

生直至近些年仍然难以杜绝的乳品安全事件的

必然结果和消费者的理性反应，如在政府高举

严管狠打之际，2010 年还是接连发生“圣元奶

粉早熟”和“皮革奶”等严重乳品质量安全事

件，它们在持续地摧残人们仅存的对于国内乳

品的消费信心；从深层次来看，我国乳品市场

竞争中的“洋强内弱”态势更是源于人们对于

乳品规制标准修订疑虑抵触、对政府规制部门

公信力信任的丧失以及健全乳品监管体系中深

层次矛盾的担忧与怀疑．基于此，在我国乳品

供给结构中，国外乳品的大量进口和急速增长

与国内乳品产量增长缓慢乃至负增长也就不足

为奇，事实上通过产业发展数据可以清晰发现，

国内乳品企业由于市场增长缓慢甚至萎缩使得

厂商供给量增长缓慢，甚至绝对减少，最终生

产者剩余相对量或绝对量减少，意味着国内生

产者福利水平出现显著的相对或绝对下降态势． 

 

2. “全球抢购”与“奶粉限购”不断蚕食民众

的消费者剩余 

2010 年以来，由于乳品新国标前期酝酿

尽管历时长久，但在关键指标设置上并未充分

体现出与整合社会收入增长相对应的消费者意

愿和预期，所以伴随着新标的出台社会各界要
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求恢复老国标（某些关键指标）呼声不绝于耳

（王丁棉、宋亮等，2013），加之随后仍然不

时爆出依旧影响恶劣的乳品安全事件，消费者

对国产乳品的消费信心在逐渐丧失．在此背景

下，对于国产乳品安全问题持怀疑态度的国内

消费者，纷纷转向选择洋品牌乳品就成为许多

消费者的共同选择．对外国乳品需求的短期内

集中释放，使得国外乳品供给相对稳定的情况

下，外资品牌乳品价格急剧飙升，这一现象在

婴幼儿奶粉市场尤为显著．对此人们记忆犹

新，洋品牌乳品价格与销量急剧攀升的同时，

一方面消费者在乳品消费上需承担更高价格造

成的效应损失；另一方面，洋品牌价格虽然已

经提高不少，由于刚性需求的单方面集中增

长，厂商在价格的制定权上弹性极大，可谓是

能涨就涨、说涨就涨，这种对利润的无休止的

追逐和市场份额急剧扩大造成对品质管理控制

的放松，最终使得一些厂商以次充好、添加售

假乃至于出售危害婴幼儿安全的乳品，这又进

一步恶化了消费者的福利状况． 

更为荒诞的是，国内消费者在乳品国内消

费渠道运行不畅的时候，又纷纷转向国际市

场，于是各种“代购”、“网购”业务大量催

生，甚至“抢购”风潮更是席卷全球．全球性

抢购的大潮涌动也让代购指向地市场在短时间

内出现了供求失衡的混乱，这种混乱最先反映

在港澳台并蔓延至欧美国家市场，代购所在地

市场乳品销售库存告急，甚至在一些市场直接

影响到当地民众乳品正常消费水平．对此，中

国香港率先制定婴儿配方奶粉限购令，违例者

被可处以巨额罚款直至两年监禁，此令一出可

谓舆论哗然．我们姑且不论这一方式在经济全

球化时代是否合宜，但严厉处罚措施足以说明

代购对当地市场冲击力强劲．当然，限制中国

人代购婴幼儿奶粉的做法还不止于香港，随后

美国、新西兰、澳大利亚、德国、荷兰、中国

澳门等先后加入到限购名单．可以说，“限

购”不只是在围剿无奈的国内消费者，更在很

大程度上进一步恶化国内消费者福利状况．国

内消费者婴幼儿乳品消费之所以出现近乎非理

性的认购国外品牌乳品行为，不仅意味着国产

乳品厂商还在为这些年的信任透支还账的同

时，而且也意味着消费普遍认为洋品牌较之国

内品牌更值得信任，对洋品牌信任的实质无非

就是对于欧盟和美国等发达国家乳品质量标准

的认同与信任．众所周知，欧盟标准就代表着

世界上最严格的标准．从规制标准重新修订而

言，我国前些年颁布的乳品新国标本应该担负

起重建消费者信心的重任，然而事与愿违．新

国标在生乳规制的关键指标要求上非但没有提

高反而有所降低，使消费者对国产乳品质量和

政府规制问题决心与能力更加担忧和迷惘，并

从根本上动摇、击溃了国内消费者仅存的信

心，所以自新国标颁布以来社会呼吁恢复老国

标（关键指标如蛋白质含量、菌落数量）的呼

声就一直没有停止． 

 

Ⅳ. 乳品规制水平选择的影响因素与优化

途径 

 

基于前文分析可以看到，乳品规制标准不

仅是政府规范乳品产业健康成长的基本手段，

更是乳品产业发展与竞争的重要工具．合意的

乳品规制标准是厂商、消费者和规制部门能够

实现各自收益最优；反之，规制标准过低或过

高对于消费者、厂商而言都意味着福利效应的

损失，对于政府规制部门而言则意味着规制这

一政府行为的低效率．寒无疑问，乳品规制标

准的设置、选择与优化是政府进行规制活动的

优先环节．从上文规制水平 R*与 ∗∗可以看

到，最优规制标准高低的选择，一方面取决于

社会收入分布密度函数的形态，在社会收入处

于完全平均的社会，人们对于规制标准意愿高

于贫困主导型社会，但低于富裕型社会对于规

制标准的最优需求水平；另一方面，在 H-L

与 L\H 固定情况下，乳品最优规制标准与

H+L 成正向关系，意味着最优规制需求随社

会总收入或总财富增长而增加．也就是说，乳
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品规制最优水平本质上取决于人们的收入水平

高低．对不同国家而言，随着人们收入水平的

逐步提高以及随之而衍生的更高的安全支付意

愿，逐步通过提高规制标准水平进而提高整个

社会福利水平可谓是殊途同归．崔焕金、李中

东（2013）认为，社会对于规制标准的调整意

愿和高低水平的选择上，虽然在消费者、厂商

和政府的根本利益方面是一致的，但是厂商、

消费者和政府三者动机目的、短期收益和福利

效应并不完全一致，这就使得规制标准的选择

与确定更趋复杂，必然掺杂进其他一些因素，

这些因素或许成为关键因素又影响到最优标准

的选择． 

 

1. 社会性规制的公共属性影响 

政府乳品安全规制事关社会的每一位消费

者，安全消费乳品是每一位消费者的基本权

利，因此讨论乳品规制标准就不应过分或单纯

地固执于收入水平的影响．低收入者较之高收

入者，有着同样的权利消费安全乳品．况且，

随着社会经济的发展，包括乳品在内的食品支

出在人们的总收入比重（恩格尔系数）越来越

小，食品消费的经济属性越来越弱化，而相应

的消费的公共属性或社会属性越来越强，安全

消费、品质追求、质量取向逐步超越起先人们

最基本的生存诉求，消费伦理成为发达社会成

员生存权的新体现．所以，从这个意义上讲，

随着社会发展不断进步，相应的逐步提高规制

标准和规制水平，规范厂商为消费者提供低风

险安全的食品是政府规制部门的首要责任，进

而通过政府公共权力、公信力以及高效率的规

制来保障整个社会的消费安全． 

 

2. 消费者对于安全危害认知的影响 

本文及以往文献研究都清晰概括出一个基

本观点，消费者对于乳品安全消费的支付意愿

或福利最大化与收入正相关，也就是说，高收

入者对于乳品安全风险的重视程度远高于低收

入者．其实，这种单纯的基于经济模型（福利

函数）分析往往忽视了一个重要问题，即高收

入者往往其知识水平更高，其认知能力更强，

也能够更加充分的认识到乳品安全的危害

性．因此，如果考虑到低收入者消费认知能力

的改进以及获取安全信息均衡对称的情况下，

那么低收入者对于乳品安全消费会给予更高的

效应赋值，低收入者对于乳品安全规制标准要

求同样也会有所提高．事实上，随着信息化时

代的到来，互联网络普及已在很大程度上提高

了人们获取信息的能力，网络信息的爆炸性、

即时性和放大性使得安全危害与风险更趋放

大，促使人们对于安全消费需求更趋上升，甚

至可能产生对于安全消费的非理性要求，其实

我国婴幼儿配方奶粉市场就已经出现一些非理

性特征． 

 

3. 厂商对于短期自身利益最大化追求的影响 

对于厂商的理性而言，追求自身收益最大

化无非就是在厂商自身收益最大化模型中再加

上对于遵从规制后的成本增加与游说规制部门

降低规制标准的有关支出降低之间的权衡．前

文分析可知，提高规制标准直接增加成本，而

且成本随着规制标准提高递增，成本增加又直

接提高最终消费价格，终端价格提高短期内又

可能降低消费水平，所以提高规制标准短期内

对于厂商而言可能利益受损．此时，若厂商选

择说服政府降低规制水平，则可以避免规制标

准提高造成的收益损失，进而若游说政府降低

规制而增加投入小于提高规制水平直接产生的

收益损失，那么厂商选择游说政府直至政府规

制俘获行为发生就顺理成章了．加之由于企业

大都是当地政府国民收入和财源大户，在把发

展经济视为政府第一要务的背景下，政府规制

部门在处理这些事件的过程中畏手畏脚，表现

出明显在规制中对于不法行为的消极态度和不

作为，甚至与政府行政部门一样的坚持唯经济

发展的价值取向，背弃了食品安全社会规制存

在根本的公共价值诉求也就不足为奇．事实

上，通过乳品新国标修订、三鹿事件、双汇风
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波等众多食品安全事件的回放，我们就可以很

清楚地看到这一点． 

概言之，乳品安全规制最优标准的选择应

在慎重考虑消费者安全诉求、消费伦理以及消

费认知能力限制等因素基础上，综合考虑厂商

长期收益、消费者支付意愿和经济水平发展状

况进行建设性权衡，而且也应该认识到，随着

经济全球化时代的到来，全球消费意识觉醒和

全球消费工具健全都在很大程度上形成低端标

准向国际先进标准靠拢、规制标准国际化乃至

于出现规制标准趋同的潮流．据此，李东升、

刘冰（2013）认为我国国家各种规制标准的提

高事实上已经成为大型（乳品）企业完善治理

结构体系的新突破口．当然，目前我国不只是

在乳品规制标准调整中存在本文所讨论的诸多

问题，其实大多数行业标准都面临着如何修订

和完善的重任，应该说，如何优化规制标准、

提高规制水平已经成为当前我国行业标准战略

实施不能回避的问题．借鉴本文对于乳品新国

标实施案例的有关分析与结论，未来我国行业

规制寻求在厂商、消费者与规制目标之间能够

实现整体社会福利最大化的合意规制标准阈

值，不仅是事关政府规制效率与有效性的体

现，更是促进我国产业转型、产业升级乃至全

球产业竞争力获取的重要战略手段． 
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日本産食品の対中国輸出における食品安全問題の整理 

 

佐藤敦信 1 
 

 
 

Ⅰ．はじめに 

 

日本産食品の輸出先として，中国は重要市

場の 1 つとして位置づけることができる．中

国の WTO 加盟以降，同国への日本産食品の

輸出は急速に拡大してきた．食料品の対中国

輸出額をみると，2000 年は 150.4 億円であっ

たのに対して，2010 年は 450.2 億円になって

いる．さらに 2013 年には 363.5 億円となって

おり，2010 年からやや減少したものの，2000

年と比較すると依然として大きい 2．さらに，

輸出品目に注目すると，農産物の対中国輸出

は 2000 年の 2.3 億円から 2010 年に 13.1 億円

（農産物総輸出額の 6.8％）へと増加し，2013

年には 9.0 億円（同 3.4％）となっている 3． 

中国では経済成長とともに，高所得者層と

位置づけられる消費者が増加し，主にこれら

の消費者が輸入された日本産食品を購入して

いると推測される．中国の食料品分野での年

間消費額は増加傾向にあり，この傾向はとり

わけ都市部において顕著である．中国国内に

おける食品安全問題の発生等を経て，消費者

の間ではより安全・高品質な食品の需要が高

まっており，このような需要を見込んで既に

一部の日本企業が現地での生産及び中国国内

販売を開始している．輸出品目を農産物と加

工食品に大別すると，先述の輸出額の推移か

らも分かるように，対中国輸出額において大

きなシェアを占めているのは加工食品であり，

農産物のシェアは小さい．一部の加工食品メ

ーカーは中国に現地法人を設立し，対日輸出

のみならず中国国内販売にも着手している．

また，農産物についても中国国内において日

系農業企業を設立し，現地での農業生産に着

手している事例がある．このような主体は輸

出に代わる中国への供給主体とも位置づける

ことができる． 

しかし，必ずしも対中国輸出の重要性が下

がっているとは言えないと考える．というの

も，特に農産物をみると，一部の日本国内の

産地組織では，輸出の比率が高く，輸出を国

内販売に続く新たな販路として捉えているか

らである．また，中国においても販売戦略の

構築いかんによっては，輸出による販路開拓

の可能性もあることがこれまでの研究でも指

摘されている． 

ただし，対中国輸出においては食品安全問

題の解決も重要であり，中国政府機関とって

も対中国輸出食品の安全性は重大な関心事項

になっている．2011 年 5 月 31 日に，中華人

民共和国国家質量監督検験検疫総局と日本の

厚生労働省は「日中食品安全推進イニシアチ

ブに関する日本国厚生労働省と中華人民共和

国国家質量監督検験検疫総局との覚書」に署

名した．そして，「2010 年度日中食品安全協

力の総括」では，その後の実務者レベルの協

議によって，双方の具体的関心事項が解決し

たとされている．解決した中国側の関心事項

としては，①対中輸出日本産食品の重金属，

微生物，食品添加物の基準超過，禁止添加物

（金箔）等の問題，②対中輸出日本産水産品

論文 
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の薬物残留問題等が挙げられている．このこ

とから，輸入される日本産食品の安全性は，

重大な関心事項になっていたことが窺える．

さらに，厚生労働省が示した 2013 年度日中食

品安全協力行動計画では解決を促進すべき中

国側の関心事項の 1 つとして，日本の放射性

物質汚染の最新状況に関する通報が示されて

いることから，現在においては新たな食品安

全に関する関心事項が加わったと言える 4． 

そこで本稿では，対中国輸出における制度

的課題について整理し，今後の輸出動向を検

証する上で重要であると考えられる点を指摘

したい．制度的課題は，個々の輸出主体が対

応すべきものであり，輸出全体への影響も大

きく重要であると考える．本稿で注目する制

度的課題は，従来から続く植物検疫制度と，

2011 年に発生した東日本大震災に伴う福島

第一原子力発電所事故（以下，原発事故問題

と表記）である．両制度をみると，前者は植

物検疫検査，後者は放射性物質の検査といっ

たように，輸出にあたって課される検査が異

なる．しかし，双方とも産地を跨いで，広範

囲に食品衛生面の規制が影響している制度で

あり，その重要性もとりわけ高いと考える． 

 

Ⅱ．対中国輸出における植物検疫上の課題 

 

まず植物検疫上の課題について整理したい．

日本産農産物の主要輸出先市場における輸入

検疫状況をみると，中国は他国と比較して輸

出可能品目が少ないため，それらの品目にお

ける植物検疫に関する取り組みが輸出全体の

動向に大きく影響を与えることになる．中国

の場合，輸出が認められているのは，米，り

んご，梨，緑茶であり，植物防疫所によると，

米は「通常の日本国内における輸出検疫検査

以外に特別な植物検疫条件が付加される品

目」，りんごと梨は「事前に相手国からの輸出

許可証の取得が義務づけられている品目」，緑

茶は「植物検疫証明書の添付が義務づけられ

ている品目」と位置づけられている 5．すな

わち，「植物検疫証明書なしで輸出が可能な品

目」がなく，ほとんど品目が「輸出が禁止さ

れている品目」になっているのである 6．米

については，輸入検疫条件として「中華人民

共和国向け精米の輸出検疫実施要領」が定め

られており，日本の輸出主体は輸出を継続す

るために同条件に沿った取り組みを実施して

いる 7．財務省「貿易統計」で日本産米の対

中国輸出をみると，各年によって輸出量の変

動が大きく，2010 年 96t，2011 年 183t，2012

年 34t，2013 年 46t となっている．ただし，

例えば 2013年の総輸出量をみると 1万 9,395t

であり，対中国輸出が大きなシェアを占める

には至っていない．さらに植物防疫所「植物

検疫統計」によると，2005 年以降の米の輸出

検疫検査では消毒処置はあるものの不合格事

例はない 8． 

 またりんごと梨の推移についてみると，り

んごは 2010 年 392t ，2011 年 259t，2012 年

70t，2013 年 278t，梨は 2010 年 12t，2011 年

5t，2012 年 0t，2013 年 1t となっており，両

品目とも 2011 年と 2012 年は前年と比較して

減少している．2005 年以降の輸出検疫検査を

みると，りんごは 2005 年に 34 件の検査のう

ち 1 件が不合格であり，梨は 2006 年に 15 件

の検査のうち 1 件が不合格になっているのみ

である． 

以上より，それぞれの品目において，不合

格率が低く推移してきたことが分かる．病害

虫等の検出は日本産農産物の輸出促進の阻害

要因となる．このような植物検疫での不合格

率が低いことも 2010 年まで輸出が拡大して

きた要因と言えよう．対中国輸出も含め，輸

出に取り組む日本国内産地にとっては，今後

も植物検疫制度への対応は継続する必要があ

り，輸出を拡大する場合，植物検疫検査に伴

う作業内容やコストも増加していくと考えら

れる． 

 

134



 
ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.8 (1) 2015 

  

Ⅲ．原発事故問題発生の影響 

 

次に，近年，日本産食品輸出にも大きな影

響を与えた原発事故問題についてみていく．

2011年3月に発生した原発事故問題によって，

日本産食品の各輸出先では規制措置が講じら

れており，地域的にも品目的にも広範囲かつ

長期的なものになっている．カナダ，ミャン

マー，セルビア，チリ，メキシコ，ペルー等

は既に規制が解除されているものの，現在に

至るまで大部分の国・地域では解除されてい

ない．規制措置の内容は各地域で異なってい

るが，依然として輸入停止措置が継続されて

いる地域もあるといったように，農産物の輸

出に関する規制としてはかつてない大規模な

ものになっている． 

中国の規制措置をみると，2015 年 1 月時点

で，宮城県，福島県，茨城県，栃木県，群馬

県，埼玉県，千葉県，東京都，新潟県，長野

県のものは全ての食品，飼料において輸入停

止措置が継続されている．上記都県以外では，

①野菜及びその製品，乳及び乳製品，茶葉及

びその製品，果物及びその製品，薬用植物産

品については政府作成の放射性物質検査証明

書及び産地証明書が，②水産物については政

府作成の放射性物質検査証明書及び産地証明

書，中国輸入業者に産地・輸送経路を記した

検疫許可申請が，③その他の食品・飼料につ

いては政府作成の産地証明書がそれぞれ要求

されている．このことから，輸出停止にはな

らなかった地域の産品についても，放射性物

質検査証明書といった従来にはなかった書類

を提出することが義務づけられており，輸出

するにあたって取り組むべき内容が増加した

と言えよう． 

対中国農産物輸出をみても，2011 年は 5.8

億円となっており，2010 年の 13.1 億円と比べ

ると大きく減少している．また 2013 年をみる

と，台湾や米国といった他の主要輸出先では

2010 年とほぼ同じ規模にまでに回復してい

るものの，対中国輸出では 9.0 億円にとどま

っており，回復は比較的緩慢であると捉える

ことができる． 

 

Ⅵ．おわりに 

 

本稿では，対中国輸出における植物検疫制

度と原発事故問題の影響について整理した．

日本産食品の輸出先市場としての中国は，同

じく一大輸出先へと成長した台湾と比較する

と，輸出額等は少ないものの，WTO 加盟後

の増加率は高く，2005 年にピークを迎えてか

ら，各年でやや増減はあるものの一定規模で

推移してきた．中国は，加工食品や一部の農

産物の輸出先として，今後も重要な市場にな

ると考えられる． 

原発事故問題等の影響もあり，一時的に落

ち込んだ対中国輸出ではあるが，その重要性

は依然として高いと考える．対中国輸出を継

続するためには，消費者需要に沿った販売戦

略は当然であるが，その他にも現制度に沿っ

た取り組みも不可欠になる． 

また，制度的課題の内容についても原発事

故問題にみられるように，今後，流動的に変

化していく可能性も指摘できる．またそれに

伴い，日本国内での取り組み内容も増加して

いくと考える．対中国輸出を含め日本産食品

の輸出は，当初の，国内販売用と同じ取り組

みで生産されたものを輸出するという状況か

ら，輸出するために，輸出用の取り組みを付

加して輸出するという状況へとさらに深化し

たと捉えられる． 

 最後に今後の対中国輸出動向をみていく上

で必要になる点について，本稿で十分に言及

できなかった課題を述べたい．それは本稿で

言及した食品安全問題に関する，2011 年以降

の中国へ輸出する主体の取り組み実態である．

本稿では制度の内容と，各種統計数値をもと

に整理した．そのため各主体で，原発事故問

題発生以降，輸出戦略の変更がみられるのか
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どうかについては別途検証する必要がある． 

 

 

脚注＊ 

 
1 青島農業大学外籍教師． 
2 数値は日本関税協会「外国貿易概況」の「食

料品」のものである． 
3 数値は財務省「貿易統計」における「果実

及び野菜 011」のものである． 
4 厚生労働省資料（http://www.mhlw.go.jp 

/stf/houdou/2r9852000001ukt5-att/2r9852000001

ukwu.pdf ）及び（http://www.mhlw. 

go.jp/topics/yunyu/exporter/dl/h251031_1_02.pd

f）による． 
5 植物防疫所「諸外国に植物等を輸出する場

合の検疫条件一覧（早見表）：貨物編」   

（http://www.maff.go.jp/pps/j/search/pdf/ex_qui

ckhelp20150114.pdf）を参照． 
6 例えば，中国とほぼ同時期に WTO に加盟

した台湾は，農産物輸出をみると，中国以上

の輸出先市場に成長したが，「輸出が禁止さ

れている品目」はトマトのみで，ほとんどの

品目は輸出が可能になっている． 
7 米の輸入検疫条件に対する日本の取り組み

としては，佐藤［3］でも言及している． 
8 植物防疫所輸出植物品目別・国別検査表

（ http://www.pps.go.jp/TokeiWWW/view/touk

eiList/toukeiInfoList.html）による．だたし，

2004 年以前の数値については，システムの

制約上確認できなかった． 
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中日灾难事件对食品安全的影响及应对的比较研究 

 

王殿华1・付明月2 
 

摘要 

日本是一个灾害多发国家，以福岛发生的核泄露事件为例，给食品安全造成了严重的威

胁和灾难；中国近年来也多次发生自然灾害事件，以汶川地震事件为例，给中国的食品安全

带来严重的影响．在应对灾难事件时，中日两国的救灾体制不同，在预警应急的反应机制、

民间组织的参与机制等多方面存在明显差异．中国救灾体制的建设在坚持自身优势的同时，

也应积极借鉴日本在灾后的风险评估、风险沟通和风险管理方面所采取的预警应急反应机制． 

 

关键词: 中日比较；食品安全；应急体系；预警机制 

 

Ⅰ. 中日灾难事件对食品安全的影响比较 

 

1. 日本福岛核灾难造成的影响 

（1）日本福岛核灾难导致的最直接影响是辐射

效应 

其一，辐射效应造成了严重的土壤污染和

水污染．灾难发生后，根据日本有关部门的报

告，长寿命放射性铯-137（半衰期 30 年）污染

了 30，000 平方公里的陆地面积，并且发现其

中约 11，700 平方公里有超过日本标准的年暴

露率 1 毫西弗(辐射剂量的基本单位之一，

1mSv=0.001Sv)的辐射水平．[1]据专家对土壤样

品的研究，福岛社区 30 公里以上半径范围内的

辐射超过了正常水平的 400 倍，周围很多地区

的植物辐射检测也高于正常水平．截至 2011

年 5 月，大多数县的环境放射性水平仍高于核

事故前，东京水源的辐射水平已升至 170，000

贝可/公斤．[2]距离核电厂 20-30 公里的村庄稻

田的辐射水平高达 15，031 贝可/千克，62％以

上的受影响农田仍不能恢复耕作．[3] 

其二，辐射效应使附近农业从业人员的数

量减少．自 2011 年 3 月 12 日，当局已划出了

800 平方公里的禁区．目前受影响的区域被分

为以下几类：（1）福岛第一核电站 20 公里半

径范围为禁区；（2）不允许居民在辐射剂量预

计将超过 20 毫西弗的地区居住．（3）建议撤

离的特殊地点．在核事故发生两年后，仍有 15

万福岛居民流离失所．[4]由于害怕家里有健康

风险，缺乏基本的基础设施和服务，并且在延

迟去污过程中，就业机会减少等，大多数人尤

其是年轻人一直不愿意回到家中．更重要的是，

官方公布的数字显示，福岛县的总人口因为核

事故向外迁移而有所减少（图 1）．灾难对于

农场和农户的负面影响也是相当明显的，许多

农民不想回到自己的土地．调查显示，仅有

25％的农民愿意耕种自己的土地，而高达 50％

的农民不愿回福岛的土地耕种． 

 

 

图 1.福岛县内移民、外移民和人口净损失数量 

論文 
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来源：日本内务和通信部统计 

其三，辐射效应造成了一定程度的农业和

食品污染．受直接辐射暴露，微尘通过风和雨

传播放射性元素，通过土壤、水和饲料作物被

牲畜吸收和扩散输入，因此，种植业、畜牧业

和农产食品都受到放射性核元素的大规模污

染．2011 年 3 月 19 日，日本卫生部、劳动部

和福利部宣布，在福岛地区生产的牛奶和茨城

县某些蔬菜中，检测出的辐射水平已超出法定

上限，菠菜、牛奶、油菜、卷心菜和所有芸苔

属植物（如花椰菜）等均受到影响．此外，野

生蘑菇、荞麦面、鱼类和贝类都被发现含有超

过日本原子工业讨论会（JAIF）法律限制的污

染物． 

 

（2）日本福岛核灾难导致的间接影响是健康效

应 

灾难发生后，农民、牲畜、其他家畜和野

生动物在身体健康方面和心里健康方面均受到

影响．大量的放射性铯污染着水、土壤、植物、

动物、食品等，而日常摄入含有较少放射性铯污

染的食品，就能导致心脏、内分泌组织、肾脏、

小肠、胰腺、脾脏和肝脏的疾病．与此同时，福

岛核灾难对农民、牲畜的心里健康也造成严重

影响，已经撤离的人们大都患有抑郁症或其他

精神健康类疾病．[5] 

 

（3）福岛核灾难的经济影响——对食品市场

和消费行为产生的影响 

其一，食品市场的生产成本增加，生产

量下降．由于受到辐射效应的影响，农业食品

链在生产环节中成本有所增加，具体表现在原

材料的采购、去污技术的使用、运输成本、重

塑信誉的公关费用、劳工的保障成本、组织培

训的成本等额外费用的增加．此外，由于受灾

地区人口的迁出以产品质量备受争议，导致食

品市场需求减少，生产量也随之降低．例如，

在许多受影响的地区，其大米、水果、蔬菜、

牛奶、黄油、牛肉等的需求减少，导致许多传

统的农场生产量明显下降，而生产成本却显著

增加． 

    
 

 
图2. 日本农业，林业和渔业出口变动（百万日元） 

来源：日本农林水产省统计年鉴 

 

 

       
 

 

图3. 日本农业，林业和渔业进口变动（百万日元） 

来源：日本农林水产省统计年鉴 

 

其二，食品价格下降，消费减少．研究

表明，核灾难区域消费者对农产品的态度已发

生了巨大的变化．东京和大阪的半数受访消费

者表示，他们不会购买福岛和茨城中“污染超
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过官方标准”的产品．更有甚者，即使是福岛

本地居民，也不购买本地产品．农林水产省的

调查发现，超过1/3的受访农民和近38％的餐

饮行业人员表示，“因为消费者不愿购买食品

而使销售量减少”．受灾最严重的地区主要农产

品的价格已明显下降，而来自其他地区农产品

的价格则呈上涨趋势．灾难发生后带来的排斥

反应，使“福岛标签”所代表的高质量农产食品

已明显低于普通食品的市场价格． 

其三，农产品的出口减少，进口显著增

加．灾难发生后，全球包括中国、美国、印尼、

马来西亚和韩国等约 40 个国家对从日本进口

的农产品进行了限制，欧盟国家要求对来自日

本 12 个都道府县的食品和动物饲料在出口前

进行检验，以确保放射性碘和铯的含量不超过

欧盟标准．各国的限制，使日本的农作物和牲畜

产品出口量大大下降， 2011年4-12月，日本农

产品和畜产品的出口额与之前相比减少了 409 亿

日元，而农业和渔业产品的进口则有所增加（图

2，图3）． 

 

2. 中国汶川地震造成的影响 

（1）汶川地震带来的直接影响是对农业的影响 

其一，汶川地震使四川省的种植业损失严

重．据不完全统计，此次地震共造成了四川省农

作物受灾面积为 356 万亩，其中成灾面积为 

216.5 万亩，绝收面积为 86.2 万亩，重灾区大

量在田夏收作物无法收获，其中粮食作物损失 

179.67 万亩，经济作物损失 176.17 万亩．城郊

高效农业区粮食作物损失最惨重，一方面由于这

些地区位于或靠近震中，另一方面由于相对于西

部地区该地区粮食作物面积较多．[6] 

其二，汶川地震对畜牧养殖业影响严重．四

川省猪肉产量超过全国的 10%，是我国第一产

猪大省．汶川地震对四川的养殖业尤其是重灾区

大规模的养殖场影响严重，东南部规模化养殖区

与平原向山区农户散养区损失尤为严重，在快速

恢复重建期会影响养殖业发展．该次震灾共造成

四川省损失畜禽 3383万头（只），经济损失达

69.91亿元．[7] 

 

表1. 四川省畜牧养殖业损失情况表 

畜禽种类 数量（万头） 经济损失（亿元） 

大牲畜（牛马驴骡） 30.67 11.09 

猪 340.33 44.21 

羊 58.49 3.30 

禽 2554.76 6.96 

兔 398.75 4.35 

来源：四川省畜牧食品信息网 

http://www.scxmsp.gov.cn/news/shuziXM/2008/722/D2FD.html. 

 

 

其三，四川渔业也遭受了前所未有的大灾

难．汶川地震后，大量鱼池引水渠垮塌、断裂或

堵塞，池埂断裂，池底严重渗漏，大量成鱼、苗

种和亲鱼死亡，毁灭性打击了灾区主要的苗种繁

育基地和灾区的冷水性鱼类养殖．截至 2008 年

6 月 25 日，四川渔业受灾面积达 49.9 万亩，损

失鱼种 3902 吨，各级水产站和防疫检疫站办公

设施受损 1.89 万平方米． 

 

（2）汶川地震带来的间接影响是健康效应 

每一次自然灾害的发生都会伴随灾后疫病的

高发现象．汶川地震后，灾区缺少干净的水源，

灾民随处便溺，垃圾四处可见．此外，由于伤亡

惨重，尸横遍野，也增加了疫病的发病率．与此

同时，安全获救的人们饱受失去亲人的痛苦，更

多的心理问题与自杀案件反映出地震后的负面影

响． 

 

（3）汶川地震对农业经济的影响 

其一，汶川地震使粮食产量小幅下降．汶川

地震对全国水稻、小麦、玉米产量的影响大小相

差不大，都在 0.5% 左右．由于豆类产量较小，
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占粮食产量的 3.4%，因此对豆类的影响很小，

产量仅下降 0.07%．经统计，汶川地震使全国

粮食产量下降 0.40%，对全国粮食产量影响有

限．  

由于粮食产量的减少，进而使各种粮食作物

的价格上升．对水稻、小麦、玉米价格的影响分

别是上升 0.33%、0.21%、20%和 0.18%，粮食

作物价格平均上升 0.23%．当汶川地震发生后，

产量下降，国内粮食供给减少，但是由于粮食作

物是必需品，人们对粮食的需求不会明显减少，

所以会导致价格上升的比例高于产量下降的比

例． 

其二，汶川地震对全国畜产品生产及其价

格的影响不十分明显．虽然四川省是我国第一

产猪大省，但四川省重灾区生猪受灾程度仅相

当于全国猪肉产量下降 0.15%，对牛肉、蛋类

和奶制品的影响都很小．但近年来物价普遍上

升，随着经济发展水平的提高，人们生活水平

提高，出于偏好、习惯、心理等各方面的因素，

人们对肉食的需求减小不明显，因此肉制品物

价上涨幅度较产量的下降幅度有所增加，其中，

猪肉价格上升 0.36%．从总体来看，汶川地震

使全国畜产品产量平均下降 0.08%，价格平均

上升 0.215%． 

 

Ⅱ. 中日灾难后食品安全采取的应对措施比较 

 

1. 福岛核灾难后日本食品安全采取的应对措

施 

福岛核灾难的发生对日本的环境、健康、

经济等方面产生了不可估量的影响，为了尽快

治理和恢复灾后的环境，重塑灾区企业的良好

信誉，保障灾区人民的生活，日本政府、各行

业协会以及专家学者采取了积极的应对措施． 

（1）完善了食品安全监管和巡查制度 

进一步规范了辐射标准，加大了政府对

农业企业的支持，以改善福岛企业受损形

象．2011 年 3 月 17 日，厚生劳动省出台了农

产食品中放射性核素的临时监管限制标准．日

本食品安全委员会发布了报告，确保实施的措

施临时限制的有效性，以确保食品安全消费、

国内分销和出口．2011 年 4 月 4 日，厚生劳

动省决定，继续使用暂定限制值．2012 年 4

月 1 日，政府决定在全国执行更加严格的国际

官方标准，以限制食物中的放射性元素（表

2）． 

与此同时，日本政府增加了对受影响地区

的农场和农业企业的公共（国家，都道府县，

地方）支持．政府设立了核损害责任促进基金，

以支持核损害赔偿金．根据农林水产省的资料， 

 

表 2.日本食品中放射性元素含量的限制（贝可/千克） 

食品项目 旧标准 新标准 

大米，肉类，蔬菜，鱼 500 100 

牛奶，豆浆粉，婴幼儿食品 200 50 

饮用水 200 10 

来源：日本卫生部，劳动部和福利部 

截至 2012 年 3 月，有关核灾难的农业赔偿款项

总额约达 1062 亿日元．此外，日本政府进一步

扩大了贷款的信贷额度，实行了关于金融支持

农民免息贷款下的“临时措施法”和“特别财政

援助重灾区法”．[8] 

 

（2）建立了私营和集体巡查制度 

许多由农民和农村协会、食品加工商、零

售商、消费者组织等领导的福岛食品工业，公

司自己购买设备检测农作物、水等产品的检测

设备，启用外部安全检查，处理有害物，规避

风险，以保障客户的安全．此外，多项面向农

民、农民组织、食品工业的自愿限售措施也相

继出台．为了回应消费者对食品安全的关注，

一些生产者、加工者和零售商采用比官方规范

值更低的辐射标准．其中减少交易成本，以提

供辐射安全产品的主要方式是使用“产品原产

地”选择性管理的方式，提升消费者的安全信

心，使一部分人“遗忘”污染问题．此外，商界、

学术界、非政府组织等机构还对农业合作社加
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大支持力度，如JA联盟、福岛县和中央工商社

团联合会建立了零利率基金，以解决农民的紧

急需求． 

 

（3）建立统一的检验手册和标准 

通过建立统一的检验手册和标准，加强协

调不同组织之间的关系，避免重复工作，跨越

都道府县的边界建立监管框架，进一步完善管

理系统，扩展随机抽样测试和循环生产控制的

“规划”阶段．以后，还要基于各个农业领域详

细的污染地图，根据不同程度的辐射剂量决定

是否限制（高程度辐射）、净化（中等程度辐

射），或者结合进一步的措施，来鼓励某些类

型的农作物（低等程度辐射）．[9] 

 

2．日本灾后食品安全应对措施运行的实际效

果 

福岛核灾难已经过去了 2 年多，从以下典

型性的案例可以看出，在此期间，日本在灾后

采取的应对措施在控制辐射水平、振兴灾区经

济等诸多方面取得实效． 

（1）应急辐射监测实验室的建立 

日本郡山市推进了农业生产应急辐射监

测实验室．目前，该实验室已配备 10 台半导

体探测器和 16 台培训的仪器，精密分析农业

生产环节的 200 多个项目．对谷物、蘑菇、山

厂、蜂蜜、饲料作物、原料奶、牛肉、海鲜等

进行检测，并不定期对猪肉、蔬菜和水果样品

进行检测．鸡肉，马肉和鸡蛋的分析结果在第

二天通过中心网站，发布在区域报纸等媒体

上．最多时的 2011 年 3 月 19-31 日期间，有

81，502 个项目被分析． 

 

（2）公共资金以及新型业务的金融支持 

政府提供的庞大的公共资金以及新型业务

的可能性，为受灾最严重地区农业的振兴和发展

创造了新的机遇．目前，已经有投资于土壤净化、

紧急援助、农业食品安全、生产恢复和现代化、

产品和技术的创新和多样化、农业食品营销的激

励、重构业务和其他基础设施等公共和私人的各

类研究和开发项目，为所有农业人口开辟了更多

的创业、就业和收入机会．一些年轻的企业家

已经在污染最严重的地区看到了如水培蔬菜

工厂等新的商业机会，决定返回灾区创业．此

外，还有很多公司试图租赁废弃的农田，进行大

规模的养殖，这将巩固和扩大农场规模，提高生

产力和效率，提升养殖企业的竞争力． 

 

（3）以检测为保障的销售模式的创新 

日本二本松市东和镇建立的旅游和农产

品销售点的农产品辐射检测量是由当地农协

于 2011 年 6 月推出的．该旅游和农产品销售

点已经建立了自己的实验室，并提供设备，由

私人公司为农民检测，每次检测费为 500 日

元，该市还推出了 60 多个对生产者免费的食

品自我检测点．由于该种安全检查介绍的及时

性以及产品安全报告的适时性，市场中的顾客

基本恢复到灾难前的 80％． 

3．汶川地震后中国食品安全采取的应对措施 

汶川地震的发生对我国四川省及其周边地

区的环境、健康、经济等方面都造成了无法预

计的影响，为了尽快治理和恢复灾后的环境，

保障灾区人民的身体健康不再受到威胁，我国

政府采取了积极的应对措施． 

（1）严格监管，加大食品卫生检测力度 

汶川地震发生后，灾区人民的生活环境十

分恶劣，导致食品的储存、加工、销售等过程

的污染环节增多．为保障灾区人民吃到健康的

食物，我国政府加大监管力度，对临时饮食集

中供应点和开业餐馆食品的卫生质量进行监

督，加大外援食品的卫生质量检查及抽查力度，

按照前期全面采样、后期重点抽样的原则, 结

合现场监督, 对餐饮集中供应点、餐馆、农贸

市场及棚户重点食品的卫生质量进行检测．运

用食品理化检验箱、细菌学检验箱及野外培养

箱, 先后对蔬菜中的有机磷含量、酱油中的砷

含量以及食盐中的亚硝酸盐含量等近千份食品

的数千项高危指标进行检测, 查找食品安全隐
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患．[10] 

 

（2）加强食品卫生宣传 

“授人以鱼不如授人以渔”，为帮助灾民深

入了解生活中可能出现的食品安全隐患，政府

加强了对灾民的食品卫生知识宣传，通过会议

宣传、广播、电视台宣传、现场宣传、张贴和

散发标语、传单、宣传画等行之有效的宣传方

式进行．[11]加强灾民对食品安全知识的了解，

一方面可以启发灾民的自我保健意识，另一方

面可以起到主动监测可疑食源性疾病症状的效

果． 

 

（3）定期评估，确保食品卫生 

政府相关部门会对食品卫生状况定期进行

评估，最大程度的预防食物中毒现象和其他食

源性疾病．除了评估饮用水和食品的供应来源、

加工场所及加工设施状况、供餐方式、卫生监

督力量等内容以外，政府还会因地、因时、因

人调整评估内容, 对临时安置、过渡安置和灾

后重建不同阶段的食品安全形势进行科学评估, 

制定适合四川等地区的重大食物中毒应急处理

预案, 加强预警监测, 建立应急工作机制．[12] 

 

Ⅲ. 日本食品安全应对机制的启示 

 

日本政府及民众在灾后食品安全的应对机

制中采取的多项措施取得实效，其积累的经验

教训对我国灾后食品安全的防灾减灾救灾应对

机制的完善是难得的借鉴． 

1. 引入灾前风险评估机制 

我国政府应当加强食品安全的灾前监管，

引入灾前风险评估机制，及时评价、说明潜在

风险，提供科学有效的政策建议． 

 

2. 鼓励民间组织的参与 

汶川地震发生之后虽然出现了“一方有难，

八方支援”的团结景象，但是我国目前仍然缺乏

在抗灾中充分发挥民间组织的机制．政府往往

过于考虑民间组织自身的安全问题以及他们的

专业性，担心会耽误救援工作或者灾后重建工

作的顺利进行，大部分会被政府相关部门“劝

退”，或被告知“有心就好，做好自己的事情就

是对灾区的最大支持”．事实上，政府应积极鼓

励民间组织参与到防灾救灾的活动中，结合多

方面的力量，充分发挥公众的智慧，减轻灾难

对食品安全带来的危害，尽快完成灾后食品安

全的恢复工作．  

 

Ⅳ. 结语 

 

中国的汶川地震和日本的福岛核灾难的食

品安全应对机制表明，中日两国在食品安全的

防灾救灾减灾方面存在明显差异．中国食品安

全制度的建设，既要坚持自身存在的优势，也

要结合实际情况，着力借鉴日本在食品安全的

防灾救灾减灾体制的成功经验，这将对我国食

品安全的灾后应对机制产生深远影响． 

注释＊ 
 
1 天津科技大学 食品安全与战略研究中心 
2 天津科技大学 经济与管理学院 
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中国食品添加物の安全管理体制と消費者の役割 

 
宋暁凱1 

 

要旨 

本稿の目的は，中国食品添加物の安全管理体制が直面している課題を明確にし，食品添

加物の安全管理における消費者の役割を検討することにある．現在，中国では食品添加物

の安全管理体制は再構築されたが，製造，流通，使用主体の零細化，検出技術の未確立，

検出費用の高さなどの問題に直面し，食品添加物の乱用や違法添加物の使用が後を絶たな

い．日本では、日本生協連の取り組みから，消費者が食品添加物の安全管理において極め

て大きな役割を果たしたといえよう．今後，中国でも、食品添加物の安全管理において消

費者の役割を発揮させるべきである． 

 

キーワード：食品添加物，安全管理体制，消費者

Ⅰ．はじめに 

 

中国は食品添加物の生産大国で，消費大国

でもある．食品工業の発展に伴い，食品添加

物の生産，使用も拡大してきた．しかし，近

年，食品添加物の乱用や違法添加物の使用に

よる事件が多数発生し，大きな社会不安をも

らしている．中国政府は，食品安全事件によ

る影響をできる限り抑え，政権基盤を固める

ために，行政の管理体制を再構築しているが，

問題を根本から解決するまでに至っておらず，

食品添加物の乱用や違法添加物の使用が後を

絶たない．食品添加物の生産，流通，使用主

体は多岐にわたっているため，行政の力のみ

で行き届いた監督を行うのは極めて困難なこ

とである．このため，行政の管理監督のみな

らず，消費者も巻き込んで社会全体の力を合

わせて，総合的な安全管理体制の構築が求め

られている． 

 そこで，本稿の検討課題は下記の通りであ

る．まず，中国食品添加物の生産，使用の現

状を明確にする．次に，現行の食品添加物安

全管理体制を明確にし，直面している課題を

明らかにする．最後に，食品添加物の安全管

理における消費者の役割を検討する． 

 

Ⅱ．食品添加物の生産，使用の現状 

 

 中国食品添加物使用基準（GB2760）によれ

ば，食品添加物とは食品の品質，色，香り及

び味を改善するため，又は保存や加工技術上

の必要性のために食品に加えられる，人工的

に化学合成された物質又は天然物質である．

栄養強化のための成分，香料，チューインガ

ムにおけるガム基材，加工助剤を含む．また，

食品添加物は用途の違いによって，pH 調整剤，

固結防止剤，消泡剤，酸化防止剤，漂白剤，

発色剤，膨張剤など 23 種類に分けられている． 

 中国で使用を認められた食品添加物の品目

は，1970 年代の段階ではわずか数十品目に過

ぎなかったが，その後急速に増加してきた．

2011 年に制定された食品添加物の使用基準

（GB2760）によれば，使用可能な食品添加物

は，2,310 品目（食用香料を含む）に上った．

論文 
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品目の増加に伴い，生産量も大きく増加した．

1991 年の生産量は 47 万 t であったが，2013

年には 890 万 t まで増加した．生産された食

品添加物はすべて中国国内で使用するのでは

なく，一部を海外にも輸出している．中国税

関統計年鑑によれば，2012 年の食品添加物輸

出量が 267 万 t である．生産量から輸出量を

差し引くと，年間約 600 万 t の添加物が国内

で使用される計算になる．海外からの輸入分

を入れると，食品添加物の使用量がさらに多

くなるのである． 

食品添加物には，その成分規格や使用基準

が定められている．それに基づき生産，使用

した場合，人体に害をもたらすことはないが，

利益を追求する企業のモラルが低く，食品添

加物の乱用が多数報告されている．2004～

2012 年，報道された食品安全事件は 2,489 件

で，そのうち，食品添加物管理規定に違反し

たのは 605 件，全体の 24.3％を占めた2．さら

に，違法添加物の使用による事件も多数発生

した．例えば，2005 年のスーダンレッド（発

ガン性のある合成赤色着色料）事件，2008 年

のメラミン混入粉ミクル事件，2011 年の肉赤

身化剤（化学名：塩酸クレンブテロール）事

件，DEHP（発がん性の可塑剤物質）の食品・

飲料混入事件，2012 年の工業用ゼラチンによ

る医薬品カプセル事件などである．食品添加

物の乱用や違法な添加物の使用を管理監督す

る体制はどうなっているであろうか． 

 

Ⅲ．食品添加物安全管理体制と課題 

 

1.食品添加物の安全管理体制 

中国において，食品安全管理の基本法とな

っているのは，2009 年 6 月 1 日施行の「中華

人民共和国食品安全法」（以下，食品安全法

とする）である．食品安全法では，関係行政

部門による添加物管理監督の分担体制を明確

に規定していた．国家衛生部は，食品添加物

の安全リスク評価，安全標準の制定を行う．

また，国務院の品質監督，商工行政，食品薬

品管理監督の各部門は，法律に基づき，食品

添加物の製造，流通（販売），使用（食堂・

レストラン等の飲食サービス業と食品企業）

について管理監督を実施する（図 1 を参照）． 

各部門は職責に基づき，食品添加物に関す

る様々な規定を制定した．例えば，衛生部は 

「食品添加物新品目管理方法」，「食品添加 

 

図 1 食品添加物安全管理体制の変化 
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物新品目申請と受理規定」，「食品添加物新 

品目許認可管理の規範化に関する公告」など

を制定した．国家質量監督検驗検疫総局（以

下，質検総局）は「食品添加物生産監督管理

規定」，「食品添加物生産許可審査制通則」，

「食品添加物生産許認可業務の更なる厳格化

に関する通知」を制定した．国家食品薬品監

督管理局（以下，食薬監局）は「飲食サービ

ス業における食品添加物の使用管理規範」を

制定した．各部門は，上記した規定に基づき，

食品添加物の製造，流通，使用プロセスを管

理監督してきたが，複数の行政機関が管理監

督を行う「多頭管理体制」では，所管事項の

重複や事故発生時に責任の所在が不明確にな

る等の問題が指摘されてきた．2013 年 3 月，

食品薬品管理監督総局の設立を契機に，食品

添加物の製造，流通，使用プロセスの管理監

督が一元的に行われるようになった． 

 

2．直面している課題 

(1)製造，流通，使用主体の零細化 

国家食品薬品監督管理総局のデータベース

によれば，食品添加物製造許可証を取得した

企業は3,453社である．企業数が多いものの，

その多くは零細なものである．例えば，山西

省の食品添加物製造メーカーは 20 社である

が，その内訳をみると，従業員 10 人以下の企

業 1 社（5％），10～50 人の企業 11 社（55％），

50 人以上の企業 8 社（40％）である．6 割の

食品添加物製造メーカーは 50 人以下の小企

業であることがわかる3． 

 食品添加物の流通は主に卸売市場を通じて

行われている．農産物の流通商人と同じく，

食品添加物流通商人の組織化も遅れており，

規模が零細なものが多数存在している．さら

に，食品添加物の主な使用者である食品企業

の多くも零細なものである．図 2 は食品企業

の規模別の企業数および市場占有率のシェア

を示したものである．それによると，従業員

10 人以下の零細企業が 78.8％を占め，中国の

食品企業の大多数は規模が零細であることが

わかる．年商 500 万元に満たず，従業員 10

人以上の企業を含めるとシェアは 94.2％とな

る．しかし，市場占有率では従業員 10 人以下

の企業は 9.3％を占めるにすぎない．多数の零

細食品企業に食品添加物の正しい使用法を指

導したり，検査監督したりすることは，大変

な時間と費用をつぎこまなければならず，巨

大なコストとなろう． 

 

 

図 2 食品企業の企業別比率（2006 年） 

       
出所：河原昌一郎「中国の食品安全問題－食品安全に関する中国の現状と取組－」農林水産政策研

究所平成 23 年度カントリーレポート，44 頁，第 2 図． 
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(2)検出技術の未確立 

食品の違法添加行為を厳しく取り締まるた

めに，衛生部や農業部などが今までに公表し

ている非合法添加物は 151 種類に及んでいる．

151 種類の内訳は，（1）食品に添加されてい

る非食用物質：47 種類，（2）乱用されてい

る食品添加物：22 種類となっている．ところ

が，衛生部が公表している（1）の 47 種と（2）

の 22 種類のリストを見ると，その検出方法が

明記されているのは，（1）が 22 種類，（2）

が 10 種類に過ぎず，残りの 37 種類は検出方

法が確立されていないのが現状である．検出

方法の確立は喫緊の課題となっている4． 

 

(3)高額な検出費用 

食品添加物の乱用や違法添加物の使用を検

出するための費用も無視できない．例えば，

肉赤身化剤を検出するには，クロマトグラフ

ィ（色層分析法）を含むいくつかの測定法が

あるが，最も簡単かつ廉価な測定法でも 1 頭

当たり約 10 元かかる．国家統計局の公表した

データによると，2014 年のブタ出荷数は，

2013 年比 2.7％増の 7 億 3510 万頭である．仮

に全頭検査を行うとしたら，約 70 億元かかる

ことになる．飼育農家にとって大きな負担で

あることは言うまでもない． 

 

Ⅳ．消費者の役割 

 

中国の食品添加物問題は，体制的，社会的

な問題を背景としており，短期的な解決は困

難で，企業，政府と消費者三つの要素が三位

一体となって機能することが不可欠となって

いる．これまで発生してきた食品添加物問題

の主な要因として，企業の利益追求主義と監

督の不行届きが挙げられる．もともと食品は

信用財（購入の事前，事後に品質が特定でき

ず，結局生産者の信用に依存するしかない財）

としての性格が強く，不正行為が露顕しにく

いため，企業モラルの低下を招きやすい商品

である．したがって，企業モラルの維持のた

めには厳正で十分な監視が不可欠なのである． 

食品添加物の管理監督に関する中国の先行

研究をサーベイすると，その多くが食品添加

物の製造，使用を行う企業に対する行政の管

理監督に重点を置かれたが，消費者の役割に

ついてあまり論じられていなかった．消費者

は食品安全問題にかかわる利益関係者で，食

品安全の受益者であるとともに，食品事件の

最大の被害者でもある．このため，消費者は

食品安全問題に関心が高く，食品添加物の製

造，使用企業に対して監視を行う最も意欲の

ある主体である．また，消費者は普段の生活

から食品が安全か否かを常に観察し，身を以

て体験している．普段の生活から得た食品の

安全情報，特に企業の法律違反情報は，行政

にフィールドバックする体制が整っていれば，

行政の管理監督業務の効率的な推進を促進で

きる．さらに，個々の消費者は企業に比べて，

弱い立場にあるが，組織すれば大きな力とな

る．このため，食品添加物の管理監督におい

て，積極的に消費者の役割を発揮させるべき

である． 

現在，中国では体制的制約から，消費者に

よる食品添加物を取り扱う企業の監視が適切

に行われていないが，日本における消費者団

体の一つである日本生活協同連合会5（以下，

生協連）の取り組みが今後の中国に大いに参

考になる．生協連は，消費者が所有し，消費

者が運営し，その消費者が利用する非営利事

業体で，購買事業を通じて消費者の利益を追

求している．要求を自ら実現する事業体をも

つことによって，生協連は消費者運動におい

てもっとも影響力を持つ団体となることがで

きた．特に，食の安心・安全という点で極め

て大きな影響力を日本の社会に及ぼしてきた．

例えば，1960～1970 年代，原色に染まった駄

菓子が流行し，薄汚れた食材は漂白剤できれ
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いにするなど，食品添加物が大量に使用され

ていた．消費者の不安が広がるなか，1978 年，

生協連は食品添加物規制緩和への反対運動を

展開し，摂取量を減らす取り組みである総量

規制を行った．さらに，1985 年に Z リスト運

動を展開した．具体的には，国が指定してい

る食品添加物の中から安全性・有用性に問題

があるものを選び出し，一つひとつの添加物

について化学者・専門家の協力を得て，化学

的・客観的に検討し，その結果をもとに生協

独自の Z リストに掲載し，取扱商品から排除

し，行政に指定削除を求めるものであった．

生協連が進めた総量規制，Z リスト運動によ

り，1991 年に食品添加物の全面表示が義務づ

けられた．現在，生協連は食品添加物全般に

ついて安全性の如何に関わらず「使わずに済

むものは使わない」原則に基づき，商品開発

を進めている． 

生協連の取り組みからわかるように，食品

添加物の安全管理において消費者の力は極め

て大きなものである．消費者または消費者団

体は，積極的に政府への要請，食品添加物を

製造，使用する企業の監視を行えば，政府は

消費者への知識の普及，食品添加物の製造，

使用企業への指導を行わざるを得ず，企業も

食品添加物の安全使用についてのモラルの維

持に努めなることになる． 

 

Ⅴ．おわりに 

 

これまでみてきたように，中国の食品添加

物問題は非常に複雑なもので，行政の管理監

督と企業の自己努力では解決できず，企業，

政府と消費者が一体となって機能することが

求められている．2015 年 4 月 24 日，食品安

全法の改正案が全国人民代表大会常務委員会

で可決され，10 月 1 日に施行することになっ

ている．改正案の大きなポイントの一つは，

社会全体で食品の安全問題に対処することで

ある．具体的には，消費者，関連業界の協会，

マスメディア等の監督の役割を発揮させ，食

品安全問題に対処するために各関係者を取り

込み，秩序と合理性のある社会的参画を目指

すとされた．今後，改正案の施行に伴い，食

品添加物の安全管理における消費者の役割が

発揮されていくことを期待したい． 

 

脚注＊ 

 
1曲阜師範大学准教授. 
2詳しくは［5］を参照願いたい． 
3［1］の 752 頁による． 
4新華網ホームページ、2015 年 5 月 10 日付。

http://news.xinhuanet.com/politics/2011-04/23/c_

121339144.htm 
5日本生協連は，各地の生協や生協連合会が加入 

する全国連合会である．1951 年 3 月に設立さ 

れ，334 の生協が加入し，会員生協の総事業高

は約 3.3 兆円，組合員総数は約 2,700 万人の日

本最大の消費者組織である（2013 年度末）． 
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［2］河原昌一郎「中国の食品安全問題－食品安
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【編集後記】 

 

今号では、愛知大学国際中国学研究センター・天津科技大学食品安全戦略与管理研究セ

ンター共催 国際シンポジウム「日中食品安全管理体制比較」の記録をお届けする。食の

安全は人間の安全保障のいわば基礎中の基礎であり、日中間のそれが、今後 TPP などによ

り大きく揺らぐ可能性も高い日米間のそれとの相関的なプロブレマティークをも構成して

いるのかもしれない。 

なお、本年度本誌ジャーナルは、9 月頃に尖閣問題の再検証特集、また 12 月頃には中国

外交が最近意識拡張しつつある国際規範をめぐる諸問題の特集などを準備し、より幅広い

視座から戦後 70 周年を迎える日中関係を考えていく予定である。乞うご期待。（N） 
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中国人の社会意識の変遷：世界価値観調査を用いた 1990年から 2012

年にかけての時系列的変化の検討 

 

翟 一達 1 

 

要旨 

中国人の社会意識の変遷は，過去 30 年間の中国社会の激動的変化を理解するための一

つの鍵である．1978 年に改革・開放政策が始まってから，1980 年代に入り，自由，民主主

義，人権の尊重などの価値観が広まり，中国の伝統的な文化の見直しが行われる中で，毛

沢東時代に形成された社会意識に大きな変化が起きた．また，1989 年の天安門事件および

1990 年代の経済体制の市場メカニズムの改革は，中国の社会意識を政治中心から経済中心

に転換した．本研究は 1990 年から 2012 年にかけて中国で五回実施された一般サンプリン

グによる全国調査のデータを利用し，中国人の社会意識に関する 4 つの側面（生活の中で

重要だと思うこと，評価される人柄，好まれる社会経済政策，社会的倫理観）の変遷を検

討した．分析結果から，激しく変化する中国社会には，急激に変化する社会意識があると

同時に，相対的に安定している社会意識もあることが示された．社会経済政策の選好や社

会倫理観は，2010 年前後から再転換が起きていることがわかった．このような社会意識の

転換は，今後，中国の政策や法律制度などに影響を及ぼすことが予想される． 

 

キーワード：市場メカニズム，改革・開放，社会意識，時系列変化，ランダムサンプリン

グ

 

 

Ⅰ. はじめに 

 

社会意識は人々の物事に対する見方，考

え方，価値観などの心理的要素により構成

される．社会意識は「ある社会集団の成員

に共有されている意識」を規定する．客観

的な社会構造との対比でいえば，「社会にお

ける主観的な過程および形象」ということ

ができる2．狭義の社会意識は社会心理とイ

デオロギーをさすが，広義の社会意識は個

人の自我意識と日常生活から生成される生

活意識も含む3．社会意識の構成要素として，

「イデオロギー，社会心理，エートス，モ

ーレス，さまざまな精神形象」が含まれ4，

ここでは「望ましいもの」や「重要である

こと」などの価値判断も含まれる．このよ

うな主観的な判断は個人の評価に基づくが，

社会からの影響も強く作用する．したがっ

て，社会意識の研究では「歴史的・社会的

な条件を捨象して用いたり，心理主義的に

ひとり歩きさせることは慎重に避ける」べ

きである5． 

社会意識に関する研究では，社会構造と

論文 
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社会意識の相互作用が強調される．すなわ

ち，社会意識は社会構造およびその変動の

心理的帰結と見られる．その一方で，社会

意識は一定の社会構造を反映していると同

時に，社会行動や社会構造の形成に影響を

与える．それぞれの存在が維持されながら，

変革の力も生み出される6．例えば，ウェー

バーは，社会意識（倫理的・道徳的意識）

は人々の社会行動の原動力となっており，

社会変動に決定的な役割を果たしていると

論じている7．中国の高度経済成長や急速な

社会変化にともない，人々の社会意識は変

容し続けている．中国人の社会意識は中国

社会の現状や中国国民の「民意」を反映し

ながら，中国の将来の変化の方向性を示唆

すると言っても過言ではない． 

本研究は中国人の社会意識およびその過

去 20 年間の変遷に焦点を当てている．現在

の社会意識の状態を理解するためには，そ

の意識がどのように変化してきたのかを理

解する必要がある．中国人の社会意識の全

体像の把握は，特定の年齢集団，職業集団，

地域集団の枠を超えてなされる必要がある．

本研究は分析手法の客観性と結果の一般化

を念頭に置きながら，中国人が生活におい

て重要だと思うこと，評価される人柄，好

まれる社会経済政策，倫理観の 4 つの社会

意識の変遷を検証した． 

調査データの分析から，中国における社

会意識の変遷の傾向と転換点について，以

下の結果を得た．中国人の生活において，

宗教の重要性への評価は最も低い．仕事よ

り，家庭の方が重要とされている．20 年に

わたって，家庭，友人，余暇時間の重要性

は高まっているが，仕事と政治の重要性は

減少している．評価される人柄については，

自主性，勤勉さ，責任感が最も望まれる 3

つの人柄である．1990 年から 2012 年にか

けて勤勉さを望む人の割合が増え，決断力，

自主性，想像力，寛容性，節約心，従順性

などを望む人の割合は減少してきた．社会

経済政策に関する社会意識も変動してきた．

収入配分の意識，国営企業の評価，競争へ

の評価など，2010 年前後で大きな変化が起

きた．社会倫理観も再編成中である．離婚，

安楽死，妊娠中絶，自殺，同性愛，売春に

対する中国人の容認度は 1980 年代に最も

高かった．しかし，その後低下しつつあり，

2007 年前後から緩やかに回復したように見

える． 

 

Ⅱ. 中国人の社会意識の変遷 

 

周知の通り，毛沢東時代の社会主義革命

によって，中国では儒教に基づく価値観，

家族制度，人間関係が解体した8．1970 年代

末に改革・開放路線に転換してから，経済

発展が中国の最優先の課題になり，中国社

会には大きな変化が起こった．経済が資本

主義の方向に進んでいったため，収入の分

配，社会福祉，年金制度などが変化した．

社会的流動性が高まるのに伴い，政府によ

る国民への社会統制が以前より軽減された．

計画経済から市場経済への移行によって，

中国人は政府に面倒を見てもらう状況から

自己責任を負うようになってきた．こうし

た社会構造の転換の中で，「価値観, 文化, 

心理などの広い分野」を含む社会意識にも

変化が現れてきた．共産主義のイデオロギ

ーの影響が低下するのに伴い，中国人は西

洋の価値観を積極的に受容してきた．それ

らによって，社会意識に革命的な変化が生
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じ始めた9． 

全体的に，市場メカニズムの導入や他国

の文化の輸入によって，中国人の社会意識

は近代化・合理化が急速に進んできた10．

しかし，社会意識のうちのある部分は文化

の慣性力を持ち，容易に変わることができ

ない．したがって，中国人の社会意識の変

遷においては，変化した部分と変化してい

ない部分がある．中国社会における激動の

変化によって，中国人の社会意識も急速に

変わってきたと思われるが，どの方向に変

化したか，以前よりどの程度変化したか，

どのような要素が変化していないのかなど

の問題に注意を払うべきである． 

中国人の社会意識についての先行研究は

積み重ねられ，有意義な議論も蓄積されて

きており，それらが中国社会への理解を深

める役割を果たしてきた．中国人の社会意

識を研究するには，調査データに基づく厳

密な分析が理想的な方法と言えよう．これ

までの実証研究には 3 つの特徴がある．第

一に，ある特定の集団の社会意識について

の研究である．たとえば、農民工，青年，

都市労働者の社会意識の研究などが挙げら

れる．第二に，全国調査ではなく，中国の

ある都市の住民の社会意識についての研究

である．たとえば, 佛教大学綜合研究所に

よる北京，河南省，山東省の調査（日・韓・

中における社会意識の比較調査プロジェク

ト），飽戸弘らによる上海の調査（日本・中

国の国民性比較プロジェクト），統計数理研

究所による北京と上海の調査（アジア・太

平洋価値観比較調査プロジェクト）などで

ある．第三に，横断的な調査が多く，価値

観の変遷を描きだすことができる縦断的な

調査は少ない．中国人の価値観に関する縦

断調査としては，日本青少年研究所による

1988 年と 1990 年の調査，アジア・バロメ

ーターにおける 2003 年，2004 年，2006 年

の計三回の調査，2005 年と 2011 年の計二回

実施された統計数理研究所による北京と上

海での調査，園田茂人による 1980 年代から

の天津での縦断調査は非常に貴重な資料だ

と言える．以上の研究は中国社会のある集

団の社会意識，あるいはある都市の住民の

社会意識の解明に貢献した． 

しかし，社会意識の内容は広い．中国人

の社会意識を中心とする先行研究を，大き

く分類すれば，2 つのカテゴリーに分けら

れよう．一つは中国人の集団主義/個人主義，

権威主義志向などの価値観，国民性の研究

である．例えば，Hofstede は因子分析の手

法で中国人の社会意識の中から権力志向，

不確定性，個人主義，男性優位性を分析し

た11．飽戸弘らは，1987 年の上海での調査，

1996 年の上海・浦東地区での調査，そして

1997 年の上海の工場での調査によって，中

国においては中庸美徳，和の尊重，仁義道

徳，寛容と忍耐などの価値観は廃れたと指

摘した12．もう一つは中国人の社会関係，

社会問題に対する意識の研究である．家

庭・婚姻観，政治意識，不平等・社会格差

への意識の研究が挙げられる．例えば，星

明の中国青年の政治意識の研究は若い世代

の中で，自己中心・経済中心の価値観を持

つ人の割合が高いことを示している13．園

田茂人は天津定点観測調査のデータを用い

て，農村出身学生，農民工，中間層，労働

者層の収入格差，不公平の認知を分析した

14． 

前述のように，社会意識の範囲はかなり

広いため，本研究では中国人の社会意識を
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4つの側面（生活の中で重要だと思うこと，

評価される人柄，好まれる社会経済政策，

社会倫理観）に限定している．生活におい

て重要だと思うことや評価される人柄は，

中国人の価値観や国民性を反映している．

どのような社会経済政策を好むかは，国の

政策の変更と政策に対する民衆の受容を反

映している．また，安楽死，同性愛，売春

などの倫理上の問題への意識は，中国社会

で一般的に倫理違反と思われるものへの受

容のレベルを反映している．これまでの中

国人の社会意識の研究では，この 4 つの社

会意識の分析が不足しており，過去 20 年に

わたるこれらの社会意識の時系列の変遷を

扱った実証研究はほとんどない．こうした

背景のもとで，本研究は先行研究の知見に

基づき，1990 年から 2012 年にかけての，

中国人の社会意識の変化の分析を試みた． 

 

Ⅲ．実証研究 

 

１．データ 

本研究は過去 20 年間にわたる中国人の

社会意識の変遷を実証的に分析するため，

調査対象の一般性，調査範囲の代表性，調

査時間の連続性を考慮した．調査の代表性

が欠落していると，得られた結論を中国全

土に一般化することはできない15．したが

って，分析には，全国において無作為標本

抽出法（random sampling）で実施された縦

断調査によるデータを用いることが望まし

い．現段階で，「全国調査」，「ランダムサン

プリング」，「20 年間にわたる縦断調査」の

3 つの条件を満たすのは世界価値観調査の

みである． 

一般大衆の社会文化的, 宗教的, 政治的

価値観の調査を中心とする「世界価値観調

査（The World Values Survey）」は各国の研

究者の協力を得た国際的な社会調査プログ

ラムである．中国での調査は北京大学の現

代中国研究センターにより実施された．調

査対象者は中国の 31 省・直轄市・自治区か

ら多層式無作為サンプリング方法で抽出さ

れた．本研究は 1990 年から 2012 年にかけ

て行われた 5 回の世界価値観調査における

中国のデータを用いて16，中国一般大衆の

社会意識の変遷を分析した．表 1 は調査の

概要と回答者の基本的な人口統計学的要素

の分布を示している． 

 

 

WVS 2 WVS 3 WVS 4

調査時期 1990 1995 2001

標本数 998 1500 1000

男性 599 (60.02%) 799 (53.27%) 494 (19.40%)

女性 399 (39.98%) 701 (46.73%) 506  (50.60%)

年齢の幅 18-85 18-87 18-65

年齢の平均値 39.28 38.73 40.28

年齢の標準偏差 13.97 13.9 11.5

WVS 5 WVS 6

調査時期 2007 2012

標本数 1991 2300

男性 908 (45.61%) 1126 (48.96%)

女性 1083 (54.39%) 1174 (51.04%)

年齢の幅 18-70 18-75

年齢の平均値 44.72 43.92

年齢の標準偏差 13.31 14.95
 

 以下，中国人の社会意識の 4 つの側面（生

活における重要だと思うこと，評価される

人柄，社会経済政策の選好，社会倫理観）

の変遷について，具体的に検証する． 

 

1. 生活において重要だと思うこと 

中国社会においてどのような変化が起こ

ったかを理解する際に，中国人の生活の中
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で重要だと思うことの変遷は重要な指標の

一つとなっている．脱物質主義理論による

と，高度経済成長と共に，人々の価値観は

物質主義から脱物質主義に転換すると予測

されている17．実証研究によって，王正緒

はこのような価値観の変化は中国でも起き

ていると主張した18．近代化理論に基づく

社会意識論は，経済成長と共に，余暇時間，

政治の重要性が高まり，仕事，宗教の重要

性が低くなると予想する．しかし，園田茂

人は中国においては，脱物質主義ではなく，

物質主義が盛んになっていると指摘してい

る19．呉魯平は中国における伝統的価値観，

近代的価値観，ポストモダン的価値観の同

時並立を論じている20．また，多くの研究

者は中国人が政治から離れるようになると

指摘している21．鐘家新の研究によると，

1990 年頃中国民衆は政治に対して非常に関

心を払っていたが，その後，徐々に金銭に

注目するようになった22．本研究は中国人

の生活における重要だと思うことの変化を

調べた． 

世界価値観調査は「家族，友人，余暇時

間，政治，仕事，宗教などが，あなたの生

活にとってどの程度重要か」を連続六回調

査している．この質問に対して，それぞれ

回答者は 1（「全く重要でない」）から 4（「非

常に重要」）までの数字からあてはまるもの

を 1 つ答えている．図 1 は，中国国民の生

活の中で重要視されているものの 20 年間

にわたる変化を示している． 

 

 

 

 

図 1 によると，中国人の生活の中でもっ

とも重要な 3 つの内容は家庭，仕事，友人

である．仕事と家庭では，家庭の方が重要

と考えられている．経済発展と共に，家庭

の重要性が低くなるわけではなく，むしろ

より重要視されるようになってきている．

フクヤマは，中国人は生活において家庭を

中心としていると指摘しているが23，本研

究は彼の主張を支持する実証的な根拠を提

示している．また，中国では政治体制が宗

教に与える影響が大きいと言われる24．共

産党政権は神の存在を否定する「無神論」

であるため，中国において宗教の重要性は

最も低いレベルとなっている． 

変化の視点から見ると，20 年にわたって

家庭，友人，余暇時間の重要性が高まって

いるが，仕事，政治の重要性が減っている．

このような傾向は，今後も続くことが予想

される．また，中国人の宗教の重要性の評

価には奇妙な「M」型の変化が見られた．

2001 年における宗教の重要性への低評価は

中国政府の「法輪功」への対応と関連して

いる可能性がある．一方，2007 年には宗教

の重要性の評価は再び高くなっている．二
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階堂晃祐は，2006 年の北京と上海の調査デ

ータに基づいて，中国の若者の中で宗教心

が大事だと思う人の割合が高くなり，「中国

共産党政権が宗教に対し徐々に寛容になっ

ている」のではないかと主張している．確

かに，図 1 を見れば，1990 年と 2001 年よ

り 2007 年に宗教が大事だと評価するよう

になっている．しかし，2012 年に宗教の重

要性の評価は再び低下した．2012 年に宗教

の重要性が再び低く評価されるようになっ

た理由は，今後詳しい検証が必要である． 

さらに，図 1 は 2000 年代の後半から中国

人の社会意識において，2 つの意味深い転

換が起こったことを示している．まず，仕

事より友人の方が重要だと思うようになっ

たことである．次に，政治への関心が減少

しつつあり25，政治より余暇時間がもっと

重要だと思うようになっている点である．

仕事の重要が低くなることは脱物質主義理

論の予測と一致するが，中国人の政治の重

要性の評価も共に減少している．このよう

な社会意識の変遷は中国社会の変化を反映

していると言えよう．毛沢東時代には中国

人の生活の中で，政治は最も重要な地位を

占めていた．出身階級が人の進学，就職，

結婚までをも左右していた．共産党への忠

誠が疑われれば，基本的な生存も問題にな

ってしまう時代だった．しかし，市場経済

の発展によって，政治の影響力は以前より

かなり減っている． 

中国において仕事の重要性の評価と政治

の重要性の評価が共に減少したことは，理

論上脱物質主義的価値観の進展と政治への

関心が二次元のものであること，また

Inglehart の理論が脱物質主義的価値観と政

治関与の価値観を混同していることを示唆

している．先行研究における脱物質主義理

論への批判もこの点を強調している26．

Inglehart の理論とはヨーロッパの市民運動

の経験の下に，人々が脱物質主義的価値観

を身につけると同時に，政治も重要視する

ようになったと想定したものである．しか

し，日本の高度経済成長期における社会意

識の変化の経験を見ると，脱物質主義の進

展と共に，日本人は「私生活志向」に転換

し，政治から離れてしまっている27．星明

の調査によると，中国の若い世代において

「人生の最も大きな幸福」においては社会

中心志向をもつ者が 3 割で，自己中心志向

が 7 割であった28．本研究は脱物質主義理

論が中国で一般化したという問題点を示し

ている． 

 

2. 評価される人柄 

さて，20 年間で，中国において評価され

る人柄はどのように変化しているのだろう

か．激しく変わってきた中国社会において

は，大きく変化した社会意識とあまり変化

しなかった社会意識が同時に存在している．

理想的な人間像の変化は中国人の価値観の

変遷を表していると考えられる． 

本研究の「評価される人柄」は，家庭で

子どもに身につけさせることのできる性質

の中で，回答者が選択した，特に大切だと

思うもの 5 つである．質問は「子どもに身

につけさせたいこと」とされているが，実

際には回答者の社会意識を調査するもので

ある．なぜなら，自分にとって望ましいこ

とが子どもに身につけさせたい人柄として

表わされるからである．もちろん，社会的

に望まれることが回答者の判断に影響を与

えている．図 2 は中国人のこの質問への
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1990 年と 2012 年の二回の回答を示してい

る． 

 

 

 
 

図 2 によると，自主性，勤勉さ，責任感

が中国において最も評価される 3 つの人柄

である．一方，中国人は従順さ，信仰心を

あまり重視していないことが分かる29．こ

の結果は 1990 年と 2012 年の二回の調査に

おいてあまり変化がない．1990 年から 2012

年までの変化の幅を分析したところ，決断

力，自主性，勤勉さ，想像力が，変化の幅

が大きい 4 つの人柄であることがわかった．

20 年間で勤勉さを望む人の割合が増え，決

断力，自主性，想像力，寛容性，節約心，

従順性などを望む人の割合が減っている． 

しかし，重要視される人柄は年齢層によ

って異なる可能性がある．表 2，表 3 はそ

れぞれ 1990 年と 2012 年の二回の調査結果

における中国人に評価される人柄の世代間

の差を示している． 

 

 

 

 

 

 

 

自主性 90.07 87.88 84.85 77.87

勤勉さ 49.65 53.41 63.44 74.04

責任感 66.67 68.94 66.13 60.85

想像力 34.75 35.98 26.88 20.00

寛容性 60.28 57.58 62.37 69.36

節約心 43.26 45.45 56.45 62.55

決断力 62.41 55.30 48.39 36.60

信仰心 1.42 1.14 1.08 0.43

公正さ 31.21 27.65 27.42 32.34

従順さ 4.26 6.44 4.84 11.49

               年齢 55-64 65以上

自主性 79.70 82.93

勤勉さ 78.20 95.12

責任感 74.44 68.29 -

想像力 15.79 12.20

寛容性 58.65 56.10 -

節約心 69.17 75.61

決断力 24.81 17.07

信仰心 2.26 2.44 -

公正さ 40.60 26.83 -

従順さ 15.79 12.20

        年齢 18-24 25-34 35-44 45-54

 

 

1990 年の時点において，責任感，寛容性，

信仰心，公正さを除いて，世代によって重

要視される人柄はかなり異なっていた．勤

勉さ，節約心，従順さは年齢の増加と共に

重視されている．一方，年長の人より，若

い人のほうが自主性，想像力，決断力が望

ましい人柄だと思っている．年齢層による

評価される人柄の差は大きい．例えば，65

歳以上では，95.12 パーセントの人が勤勉さ

を選んでいるが，若年層（18-24 歳）は 49.65

パーセントしか勤勉さを選んでいない．他

方，想像力を望ましい人柄だと思う割合は，

若者と年長者の間で，20 ポイントの開きが

あった．節約心は， 30 ポイントの年齢層

による差が見られた．決断力においても，

若者と高齢者の間に 40 ポイントの差があ

った．1980 年代の改革・開放路線への急転

表 2．1990 年に年齢層別の評価される人柄
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進によって，中国人の社会意識に大きな分

岐が生まれたと考えられる．その時代の中

国の若者は，旧世代と一線を引き，社会の

変革を求めようとしている．これは 1980 年

代の変革志向の価値観を多少反映している

と考えられる． 

 

自主性 71.76 72.89 72.21 71.89

勤勉さ 64.81 71.80 77.69 77.04

責任感 60.19 67.25 64.30 71.24

想像力 18.06 24.73 18.86 15.24

寛容性 59.72 53.15 53.75 53.86

節約心 42.59 41.21 50.91 48.71

決断力 28.70 27.55 24.54 27.25

信仰心 0.46 1.52 1.62 0.86

公正さ 30.56 29.50 32.05 31.12

従順さ 7.41 7.16 6.29 7.30

　　　 年齢 55-64 65以上

自主性 61.10 61.21

勤勉さ 76.50 75.80

責任感 63.71 64.77 -

想像力 12.53 8.90

寛容性 46.74 53.02 -

節約心 57.18 59.79

決断力 23.76 24.20 -

信仰心 1.04 2.85 -

公正さ 24.80 27.05 -

従順さ 8.36 7.47 -

　　　 年齢 18-24 25-34 35-44 45-54

 

 

 

2012 年になると，中国社会が激しく変化

するうちに，一般大衆の望む人柄における

世代間の差は減少しつつある30．若者と年

長者の「分岐」は縮まってきている．責任

感，寛容性，決断力，信仰心，公正さ，従

順さは，年齢層の間で大きな差は見られな

い．年をとればとるほど，自主性，想像力

を望む声は減少し，勤勉さと節約心が増大

していることがわかる．ただし，その差は

10 ないし 20 ポイントにすぎない．年齢層

による価値観の開きは，1990 年ほど大きな

差は見られない．若者と年配者に評価され

る人柄は「意外」にもコンセンサスを得て

いる．激動する中国社会においても，一般

大衆の望む人柄はある程度安定性を保って

いるということが，中国社会に対する理解

においては不可欠であろう． 

 

3. 好まれる社会経済政策の社会意識 

社会経済政策に対する意識の変遷は，中

国の経済体制が計画メカニズムから市場メ

カニズムに移行したことと緊密な関連があ

る．以下では，中国の一般大衆が収入配分，

企業の所有制改革，能力主義，競争，責任

を負う主体などについてどのように思って

いるかを実証的に分析する． 

 

（1）収入は平等にすべき v.s.収入の開きを

拡大すべき 

毛沢東時代に，共産主義のイデオロギー

は絶対的平等社会を唱えていた．収入の格

差が許されておらず，仕事の量が報酬に結

びつかないため，人々はやる気を失ってし

まった．結果として，「労働意欲の低下・生

産力の停滞などの計画経済の致命的欠点」

31が顕在化してきた．1978 年の改革・開放

以後，収入格差を容認する政策に大きく転

換した．しかし，30 年の高度経済成長と共

に収入格差は驚くほど増大してきた．中国

は「自己否定した社会主義」となっている32．

収入分配の効率と平等をめぐって，中国人

の社会意識はどのように変化してきている

のだろうか．回答者に「収入はもっと平等

にすべき」か，「個々人の努力を刺激するよ
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うもっと収入の開きを大きくすべき」か，

自分の考えに近いものを答えてもらった．

図 3は過去 20年間の中国人の収入格差への

社会意識の変化を示している． 

 

 
図 3．収入格差への社会意識 

 

 

 図 3 によると，2007 年まで中国人は収

入の配分の平等より効率を重視していた．

特に，1990 年には収入の格差の容認は高い

数字を示している．計画経済から市場経済

への改革は毛沢東体制の平等（平均）主義

の収入配分政策を否定し，有能者へより高

い報酬を提供しようとした．市場経済の改

革と共に，能力主義の意識も一般大衆に浸

透した．しかし，こうした収入分配の政策

は収入格差を助長し，社会の不満を招いて

いる．図 3 は 1990 年から 2007 年にかけて

収入格差容認の社会意識が減少してきたこ

とを示している．特に，2012 年には収入格

差への態度は，「収入はもっと平等にすべき

だ」という方向に逆転した．この転換には

注意が払われるべきである．1990 年代の収

入格差容認の社会意識と異なり，現在の中

国人は収入格差の増大を望まず，より平等

な収入分配政策を期待していることを示し

ている． 

 

（2）民営企業を増やすべき v.s.国営企業を

増やすべき 

長期の共産党政権下の中国では私有財産

が認められておらず，いずれ財産は没収さ

れる恐れがあった．2000 年以来，社会から

私有財産の保護を求める法律の改正の声が

高くなってきた．ただし，憲法違反などの

理由で，保守派の反発が続いていた．数度

にわたる審議を経て，さまざまな困難を乗

り越え，2007 年第 10 期全国人民代表大会

（全人代）において合法的な私有財産の不

可侵を明記する『物権法』が採決された．

私有財産を認めているが，企業の所有制に

おいて国家所有制は圧倒的に力が強い．国

営企業は中国の社会主義的国家の象徴とし

て，経済的主体の地位を保っている．一方，

民営企業は「社会主義的市場経済」の重要

な一部として，補佐の役割しか持っていな

い．中国人の企業所有制への社会意識は一

体どのようなものなのか．回答者に「企業

や産業の私的所有を増やすべき」か，「企業

や産業の国家所有を増やすべき」か，自分

の考えに近いものを答えてもらった．図 4

は中国の一般大衆の企業所有制への好みを

示している． 
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 図 4 によると，中国においては「企業

や産業の国家所有を増やすべきだ」という

意見が根強いことがわかる．国家所有制や

国営企業を維持しようとする勢力は企業所

有制の改革・民営化に反対し，政策決定に

も影響力をもつ．1990 年の時点では多くの

中国人は経済の国家所有制と国営企業に賛

同していた．1992 年に鄧小平の市場化改革

を目指す「南方談話」の影響で，1995 年に

なると，国家所有制および国営企業への賛

同は若干減った．しかし，2001 年と 2007

年の調査では，再び国家所有制と国営企業

に賛同する傾向が強くなった．2012 年にこ

の傾向は弱まってきたが，私的所有権と民

営企業への転換に対する賛同にまでは至っ

ていない33． 

企業や産業の所有権をめぐり，現段階で

は中国の一般大衆は，市場メカニズムを信

仰する経済学者による，国営企業が低効率

であるという批判を受け入れていないと言

えよう．図 4 は中国人の国営企業を増やす

べきだという社会意識を示している．国営

企業は効率が低く，サービスも悪いにもか

かわらず，なぜ好まれるのかについてはい

くつかの理由が考えられる．まず，中国の

学校教育では産業や企業の国家所有が社会

主義の政治制度の根幹であると規定してい

るので，国営企業を増やすことには「正統

性」がある．次に，民営企業は利益の最大

化を目標としているので，コストの削減や

市場の開発などが進められているが，一部

の民営企業では，そのために生産される粗

悪な商品が消費者に損害を与え，悪影響を

生じてしまった．第三に，多くの社会機能

を担う「小社会」として34，国営企業には

社会保障の機能があり，働く場所を提供し

ている．1990 年代以来，全国の国営企業の

改革によって，数多くの労働者が仕事を失

った．経済的効率は低いが，国営企業を増

やすと就職困難という問題が解決できると

思われたのであろう． 

 

（3）国家が責任を持つべき v.s.個人が責任

を持つべき 

新自由主義の経済政策は市場原理を重視

し，政府の役割をなるべく減らそうとする．

「小さな政府」を目指して，企業の減税，

福祉予算の削減，規制緩和を行う．それに

対応する社会意識は，国民は自分のことは

自分でする，すなわち個人が責任を持つこ

とである．一方，ケインズ主義の経済政策

は，市場メカニズムがうまくいかない公共

領域では政府が市場に介入する必要がある

と主張している．自由放任の市場を完全に

委ねることを見直し，年金，医療保険，無

償義務教育，公共事業など充実し，福祉社

会を作るのである．こうした政策に対応す

る社会意識は，国民が安心して暮らせるよ

うに国は責任を持つというものである．責

任を負うべき主体についての中国人の意識

を検証するため，回答者に「国民皆が安心

して暮らせるよう国はもっと責任を持つべ

き」か，「自分のことは自分で面倒をみるよ

う個人がもっと責任を持つべき」か，自分

の考えに近いものを答えてもらった．図 5

は中国人の責任を負うべき主体の意識を示

している． 
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 図 5 によれば，1990 年に国民の安心で

きる生活に責任を持つべき主体の社会意識

は，政府と個人がそれぞれ半数に分かれた．

1995 年から 2007 年にかけては，個人の責

任だと思う人がやや多かった．これは日本

の経験に似ている．宮島は日本の高度経済

成長期における社会意識の変化を分析し，

私生活志向の向上に伴い，自立的な個人の

析出が進んでいると指摘している35．朱建

栄は市場メカニズムが導入されてから，中

国人が「自己責任を求められる存在になっ

た」と指摘している36．本研究の実証デー

タは彼の論説を支持している．しかし，2012

年に責任負担の社会意識は逆転した．個人

が自分で責任をとるより，政府が責任を負

うべきだとする傾向がやや多かった．これ

が今後どのように変化するのか，興味深い

点である． 

 

（4）競争は好ましい v.s.競争は有害 

毛沢東体制の下では，長い間競争を抑え

る平均主義・平等主義が主導していたため，

人々の競争心は抑えられていた．有能な者

は自分の才能を十分に発揮できないことも

あった．「能力主義・自由競争の原則は最小

限に抑えられ，人民の自己実現のチャンス

は少なかった」のである37．しかし，市場

経済への移行によって，競争は正統性を獲

得した．競争が効率を高めるという認識は

中国社会において広まってきたようである．

千石保・丁謙は 1980 年代後半の調査データ

を分析し，中国人の自由競争意識が欧米の

先進国の市民と同じぐらい強いことを指摘

している38． 

過去 20 年間の，中国人の競争に対する意

識を実証的に検証してみよう．ここでは，

回答者に「競争は，人に働く気を起こさせ，

新しいアイデアを生み出すので，好ましい」

という意見と「競争は，人間の悪い面を引

き出すので，有害である」という意見のど

ちらが自分の考え方と近いかを答えてもら

った．図 6 は過去 20 年間の中国人の競争へ

の社会意識の変化を示している． 

 

 

 

 

図 6 によると，全体的に中国社会は競争

を評価していることが分かる．競争は悪い

ものではなく，良いものであると思われて

いる．とくに 1990 年から 2001 年にかけて

競争はかなり高く評価されている．2010 年

代に入っても，中国人の競争へのポジティ

ブな社会意識は続いている．ただし，1990
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年代のレベルより下がったと言える．不正

競争が相次いて報道され39，競争を強調し

すぎることを批判する意見も出てきたので，

「和諧社会」（調和のとれた社会）という言

葉も登場した． 

 

（5）勤勉による成功 v.s.運やコネによる成

功 

1980 年代の中国の経済改革は「双軌制」

という二重価格制度を選んだ．市場価格と

計画価格は並立しており，両者の間に大き

な差があった．共産党幹部がコネを利用し

て，安い計画価格で買ったものをより高い

市場価格で売ることによって，政治権力と

親密な関係をもつ少数の人の富は短期間で

増えた．当時，汚職などが非常に盛んにな

っていたため，社会の不満を招いてしまっ

た．勤勉より，コネのほうが重要であった．

しかし，1992 年に鄧小平の「南方談話」が

発表されて以来，「社会主義的市場経済」へ

の探索が再び始まった．人々の意識は能力

重視の方向に発展していった．鄭躍軍・吉

野諒三が 2002 年から 2005 年 1 月にかけて

実施した「東アジア価値観国際比較調査」

によると，成功に才能や努力が大きな役割

を果たしていると思う中国人（北京，上海，

杭州，昆明でのサンプル）は 50 パーセント

前後にとどまっていたが，日本や韓国，シ

ンガポール，台湾などでは 60 パーセントを

越えていた40．国際比較調査は中国と他の

国の差を示しているが，本研究では 20 年に

わたって中国人の「成功に大きな役割を果

たしてきたのは努力か運・コネなのか」に

対する社会意識の時系列的な変化を調べる

ことが目的である．回答者に「勤勉に働け

ば生活がよくなって成功するものだ」とい

う意見と「勤勉に働いても成功するとは限

らない－むしろ運やコネによる部分が大き

い」という意見のうち，自分の考え方に近

いものを答えてもらった．図 7 は成功のた

め何が重要かの社会意識の相対的な変化を

示している． 

 

 

図 7．成功に対する重要な要素の社会意識 

 

図 7 によると，1990 年に成功に最も重要

な要素は運とコネであると認識されていた．

おそらくこれは，1980 年代における，政治

権力の行使による経済利益獲得の現実を反

映していると思われる．鄧小平の「南方談

話」の発表以降，市場化の経済改革と法律

システムの構築が進むと共に，個人の努力

による成功が可能となった．したがって，

1992 年から 2012 年にかけての社会意識の

中では，成功が勤勉さと繋がるようになっ

てきた．能力があれば成功ができるという

信念が強かった．当時，公務員，大学の教

員，研究所の研究員が仕事を辞めて，不動

産会社に転職したり，起業したりした41．

また，以前より大学の入学，就職，昇進な

ど個人の能力が重視されるようになった． 

しかし，図 7 は成功に努力が重要だとい

う社会意識が減少しつつあることを示して

いる．近年，「拼爹」（自分の力ではなく親

の持つ権力や金銭で勝負すること）という
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言葉が中国社会の流行語になってしまった．

勤勉さと実力主義の重視ではなく，コネが

中心となることは中国社会の全体の活力に

損害を与える恐れがあると考えられる． 

 

5． 社会開放度 

激動の社会変革のなかで，中国の社会倫

理規範にはどのような変化が起こったのだ

ろうか．一定の社会事情によって形成され

る倫理規範は，「個人の日常の生活態度のう

ちで一貫した価値原理として定位し」，一般

民衆の通俗道徳の中でさえ認められるもの

である42．同性愛，妊娠中絶，売春，離婚，

安楽死，自殺などは非常に扱いにくい問題

であり，常に反対と賛成の評価を二分して

いる．どちらが正しいかという絶対的な基

準はなく，社会発展の段階や社会文化によ

って異なるのである． 

こうした「社会問題」は婚姻生活の維持

や生命倫理，社会秩序に関わるので，キリ

スト教でもイスラム教でも扱われる．いか

にも社会の秩序や安定を損なう行為と捉え

られ，道徳，倫理上，良くないこととされ

ている．しかし，以上の課題は安易に結論

が出せるものではない．20 世紀以来，婚姻，

命の終わり方，性的活動を含む身体の支配

における個人の自由意思を尊重すべきとい

う主張が強まってきている．ジョン・ミル

の「個人は，他者に迷惑をかけない限り，

何をしても自由である」という「自由論」

を受け入れ，ほとんどの先進国の憲法上で

は人に対する自己決定権を定めている．歴

史の発展をみれば，同性愛，売春，妊娠中

絶，離婚，安楽死，自殺などは，認められ

ない「社会問題」から認められる方向に進

んできている．これらの「問題」への容認

はある社会が開放されたことを表わしてい

ると言えよう． 

自殺，妊娠中絶，安楽死は生命倫理に関

わる．自殺や安楽死は人々が自らの命を絶

つ権利があるか否かの問題となる．患者の

自己決定権を尊重する視点を取り入れた，

スイス，オランダ，ベルギー，ルクセンブ

ルクは積極的安楽死を認める国である．人

工妊娠中絶には女性の選択の権利と胎児の

生命の尊敬のパラドックス（プロチョイス

対プロライフ）がある．キリスト教では生

命の尊重の立場から中絶は罪であるとされ

る．特に，アメリカでは，妊娠中絶の問題

は高度に政治化され，大統領選挙の争点に

までなっている． 

同性愛，売春，離婚はしばしば社会道徳

の問題として扱われる．かつては，離婚は

世間的に恥ずべきことであった．特に女性

はつらい婚姻関係でも忍耐で維持しなけれ

ばならなかった．だが，近代化や女性の社

会進出と共に，離婚が容易になってきた．

私的生活の一部として尊重され，以前より

離婚に対する容認も高まった．また，宗教

の教義や長期間にわたって形成されてきた

家族制度，社会制度，社会倫理などでは，

結婚が男女に限定され，夫婦以外による性

交渉も禁止されている．したがって，同性

愛，売春は悪だと感じられる．極端な例と

して，「下品で価値の低い同性愛者」に対し

て，ガンビアでは 14 年，ボツワナ，クウェ

ートでは 7 年，リビア，スーダン，カメル

ーンでは 5 年の懲役が科せられる．特にサ

ウジアラビア，イラン，イエメン，アラブ

首長国連邦では同性愛者はむち打ち刑，終

身刑，死刑になる． 

しかし，社会発展によって，同性愛や売
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春への社会意識は徐々に変わりつつある．

オランダ，デンマーク，フランス，スイス，

ドイツ，オーストラリア，ニュージーラン

ドなどは売春行為が完全に合法化された．

2000 年におけるオランダの同性結婚法の成

立をはじめ，ベルギー，スペイン，ノルウ

ェー，スウェーデン，デンマーク，フラン

ス，イギリスなどは，同性結婚を異性間の

婚姻と同等とみなし，夫婦とほぼ同じ権利

を認めるようになった．また，2014 年まで

に米国の 19 州が同性婚を法的に認めた． 

1980 年代以来，中国社会は農業社会から

工業社会に，農村社会から都市社会に，閉

鎖的社会から開放的社会に，計画メカニズ

ム主導の経済体制から市場メカニズム主導

の経済体制に転換してきた43．現代中国に

おいて同性愛，売春，妊娠中絶，離婚，安

楽死，自殺はどのように認識されているの

であろうか．こうした「問題」への社会意

識はどのように変化してきたのであろうか．  

毛沢東時代に同性愛，売春はブルジョア

文化の一つとして，法律上で禁止され，約

30 年間売春業はほぼ廃絶された44．改革開

放以降，売春は依然として違法であったが，

徐々に台頭し，特に 1990 年代に急増した．

中国の学者李銀河は「売春を合法化せよ」

と主張した．また，同性愛が刑罰の対象と

される法律は 1997 年に撤廃された．ただし，

長い間同性愛と売春は治安や社会道徳とい

う側面で，不良行為と認識されている．ま

た，妊娠中絶は中国で人口政策と関連して

いる．一人っ子政策によって，人為的に女

児を排除する胎児の性別選択の中絶が盛ん

になった．中国政府は 2007 年に非医学的な

事由による胎児の性別鑑定と性別選択によ

る妊娠中絶を立法で禁止した．また，中国

2013 年の離婚率は 2012 年より 12.8 ポイン

ト増の約 350 万組となり，史上最高記録だ

と報道されている．離婚の理由は，「性格や

興味の不一致・経済的なことなど家庭内の

こまごましたこと」45である． 

ここでは，中国人の同性愛，売春，妊娠

中絶，離婚，安楽死，自殺などに対する社

会意識を調べることが目的である．特に，

過去 20 年の中国社会の発展にともなう，こ

れの社会意識の変遷を明らかにする．以上

の問題それぞれについて，回答者は 1（「全

く認められない」）から 10（「非常に認めら

れる」）までの数字からあてはまるものを 1

つ回答した．図 8 は中国人の同性愛，売春，

妊娠中絶，離婚，安楽死，自殺などへの社

会意識を示している． 

 

 

 

  

図 8 によると，中国人は売春と同性愛へ

の容認はきわめて低いが，安楽死，離婚，

妊娠中絶，自殺に対してはある程度容認し

ている．売春と同性愛への社会受容度は

1990 年代から低い水準が維持されていたが，

2000 年以降は「認める」方向に上昇してき

た．安楽死，離婚，妊娠中絶，自殺への容

認は 1990 年代後半から大幅に減少してき
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たが，2005 年前後回復した．ただし，2012

年の時点では，安楽死，離婚，妊娠中絶，

自殺の容認は 1990 年の水準までは回復し

ていない． 

中国の社会発展や西洋的価値観の受容に

よって，もともと「社会問題」だと思われ

ていたことへの容認は直線的に高くなるわ

けではない．以上の実証分析から 1980 年代

の中国社会が最も開放的であったことが分

かる．朱建栄は中国民衆の意識の変化は外

来の文化の影響を強調し，「80 年代半ば以

降，映画，音楽，服飾，飲食など各方面に

おいてアメリカの文化が大量に入り始め

た」と指摘している46．確かに，1990 年の

データから見ると，当時はこれらの「社会

問題」への容認度が最も高い時期であった．

1990 年代の半ばから，「ブルジョアの精神

汚染の消毒」と「社会主義的精神文明の建

設」が，国家主導の社会運動の形で盛んに

なった．これによって図 8 が示している

1990 年代以降の容認度低下という現象が説

明できると考えられる．2007 年以後の，同

性愛，売春，安楽死，離婚，妊娠中絶，自

殺への容認度の増加は中国社会がこれらの

「社会問題」を受け入れるようになってい

ることを示していると言えよう． 

 

Ⅳ. おわりに 

本研究は中国人の社会意識の 4 つの側面

（生活の中重要だと思うこと，評価される

人柄，好まれる社会経済政策，社会倫理観）

に焦点を当てて，これらの社会意識が 20 年

間でどのように変化してきたかを検証した．

本研究によって，中国における社会意識の

状況と変遷について以下の内容が確認でき

た． 

中国人の生活において最も重要だと思わ

れる 3 つの内容は，家庭，仕事，友人であ

った．また，仕事より家庭の方が重要と認

識されていた．中国においては宗教の重要

性が最も低いレベルであることがわかった．

20 年間で家庭，友人，余暇時間の重要性は

高まっているが，仕事と政治の重要性は減

っている． 

評価される人柄については，自主性，勤

勉さ，責任感が中国における最も望まれる

3 つの人柄であった．1990 年から 2012 年に

かけて勤勉さを望む人の割合が増え，決断

力，自主性，想像力，寛容性，節約心，従

順性などを望む人の割合が減ったことがわ

かった．一般大衆の望む人柄については，

1990 年の時点と比べて，2012 年では世代間

の差が減少しつつある． 

改革・開放政策が行われてから，過去 20

年間中国人の望む社会経済政策への社会意

識も変動してきた．（1）収入配分の社会意

識について，1990 年代から 2007 年まで効

率と収入格差の容認が主導していたが，

2012 年に収入配分の平等志向に転換した．

（2）民営企業より，国営企業が好まれてい

たが，いわゆる「社会主義的市場経済」の

改革の 20 年間を経ても，中国人の社会意識

の中では，国営企業が優位である．ただし，

社会全体の国営企業を好む意識が減少しつ

つあることは間違いない．（3）国民の安心

できる生活に責任を持つべき主体について，

2007 年までは個人が責任を負うべきと思う

傾向がやや強かったが，2012 年に政府が責

任を持つべきだとする方向に転換した．（4）

中国社会全体にいて競争が評価されている．

20 年を通じて，競争は悪いものではなく，

良いと思われている．ただし，不正競争の
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悪影響によって，競争が良いと思われる傾

向が減少しつつある．（5）成功に対する重

要な要素として，1990 年には勤勉さと運・

コネは半々に分かれていたが，1995 年以後

勤勉さがより強調されている．ただし，中

国社会におけるコネの流行のため，2012 年

には成功のために勤勉さが重要だと思う傾

向が減少した． 

中国社会の変化に伴い，社会倫理観も再

構築されている．本研究は中国人の離婚，

安楽死，妊娠中絶，自殺，同性愛，売春へ

の社会意識を検討した．過去 20 年間を通じ

て，全体的に中国社会は売春と同性愛への

社会容認度が低かったが，2000 年以後，容

認度がやや上がったように思われる．1990

年の時点で，中国社会は安楽死，離婚，妊

娠中絶をかなりの程度容認していたが，

1990 年代に容認度は大幅に減少した．2001

年以後は，緩やかに回復しつつある． 

社会意識の変遷はある社会存在を反映す

るのみならず，「意識変動を経て社会の制度

も機能も変わっていく」47という方向性を

示す．つまり，中国人の社会意識の変化は

社会諸制度に影響を及ぼすと考えられる．

本研究の実証分析の結果によると，中国人

の収入配分の平等志向，政府の責任負担へ

の希望，競争の良いイメージの減少，成功

に対する運とコネの重要性の強調などは，  

本研究は天安門事件後，高度経済成長期

の 20 年間の，中国人全体の社会意識変遷の

傾向を分析した．今後の研究は 3 つの方向

に展開されると考える．第一に，過去 20 年

間の社会意識の変化における世代間の差を

検討である．千石保・丁謙は中国人を革命

世代，文革世代，改革世代に分けている48．

この 3 つの世代間には，生活の経済的・政

治的・社会的環境がかなり異なっているだ

けでなく， 社会意識も大きく異なっている

ため，その差を明らかにする必要がある．

第二に，改革・開放以来，中国の階層流動

性も高くなってきており，職業の間に大き

な社会意識の差を孕んでいる．職業階層の

差異による社会意識の変化を検証すること

が求められる．第三に，社会意識の時系列

的な変化という視点ではなく，国際比較の

手法で，中国と東アジアに所属している日

本，韓国，台湾，および西洋の国と比較し

ながら，社会意識の変遷の共通点と差異を

検証することが考えられる． 
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次世代自動車における地域産業集積の駆動力に関する研究 

―トヨタの次世代自動車を例に 
 

高雪蓮1 
 

要旨 

本文はトヨタ自動車を例にして、次世代自動車産業のある地域における発展メカニズム

を研究する。日米欧などの世界各国は次世代自動車を重要な新興産業として認識し、次世

代自動車の推進振興策を通じて、新興産業の発展に重要な役割を期待している。次世代自

動車の集積要因には内的要因と外的要因がある。内的要因は集積収益駆動、創意資本駆動、

学習と連合メカニズム、環境保護理念があり、外的要因は経営管理メカニズム、社会資本

の融合、消費者支持、政府サービスなどがある。 

 

キーワード：新興産業、次世代自動車、地域集積、駆動力メカニズム 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

2008 年の世界金融危機以降、石油不足、環

境保護、技術進歩および各国政府の支持によ

って、自動車産業が次世代自動車産業化への

転換を加速させた。伝統的自動車と比べ、次

世代産業は省エネ、環境保護、次世代、新材

料、新情報技術など多くの新興産業要因を融

合している。技術要因、産業チェーンの構造、

省エネと経済性、消費者の支持、産業政策に

はさまざまな違いがある（表 1）。中国には、

次世代自動車の生産と消費は大都市に集中し、

地域的には高度な集積特徴が見られる。電池、

太陽光、水素エネルギーなどを動力とする次

世代自動車は伝統的自動車のもとに発展し始

め、技術水準は、なお改善の段階に止まって

いる。特に、運行距離と充電は一番困難なと

ころである。しかし、次世代自動車は必ず人々

の消費、居住、生活、仕事などのところに深

い影響を与えると思われる。 

表 1  次世代自動車と伝的自動車の区別 

区別 次世代自動車 伝統的自

動車 

 混合動力

車(HEV) 

PHEV, 

EREV 

電気自動車(EV) 

燃料自動車

(Fuelcell 

vehicles,FCEV) 

 

技

術

要

因

エ

ン

ジ

ン 

内燃機、

電気機 

電気機 内燃機 

動

力

源 

ＨＥＶ燃

油 

ＰＨＥＶ燃

油と電気

ＥＶ 電気使用 

ＦＣＥＶ 水素使

用等 

燃油 

核

心

技

術 

内燃機、

電池、電

気と電気

コントロ

ール技術

 

電池、電機と電

機コントロール

技術 

内燃機技

術 

論文 
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産業チェ

ーン構造 

伝統自動車産業チェーン＋

電池、電機、電機コントロー

ル＋充電施設 

伝統的自

動車産業

チェーン 

省エネと

経済性 

廃ガス

少、経済

性優 

廃ガスゼロ、燃

費ゼロ 

省エネと

経済性 

省エネ、電池コスト高 
消費者支

持「1」 

日本 63％、米 45％、ロシア

49％、スペイン 46％、フラン

ス 35％、中国 20％ 

伝統的自

動車は主

流で支持

率降下 

産業政策 米、欧州、日本、インド、トル

コ、東南アジア等の政府支持

高 

中国大都

市では購

買制限 

北京、上

海、広州、

天津、杭

州等 

中国、電気自動車の購買に

免税、中央と地方の補助、８

８の都市に実行 

地域産業

集積 

中国の製造工場と消費地は

北京、上海、長春、重慶、広

州、鄭州等に集中 

一部の整

備、製造

工場は大

都市から

中小都市

へ移す 

「1」 世界六大電気自動車市場消費需給分析 

http://www.tyncar.com/News/guoji/2013120

6-5876.html 

資料：2013 年にＧｆＫの調査報告である。

ＧｆＫはドイツにある世界をリードする消費

品市場研究企業の一つであり、自動車の研究

は主要業務である。 

 

トヨタ自動車は世界 大の自動車会社の一

つであり、日本への投資でも海外への投資で

も、トヨタ自動車およびその傘下の数万個の

中小企業が、高度な空間集積特徴を持ってい

る。次世代自動車の発売に伴い、トヨタ自動

車は地域管理、運営駆動メカニズム、環境保

護、都市建設などのさまざまな面において変

化しつつあり、人々の仕事と生活に広い影響

を与えることになる。 

本稿の目的は、トヨタの次世代自動車を例

にして、次世代自動車産業および新興産業地

域における集積要因を研究し、各国および各

地域における新興産業の発展に資することで

ある。 

 

Ⅱ.先行研究 

地域産業の集積研究はおもに企業がある地

域を選択して、生産及び経営を発展させるこ

とを中心に研究している（フジタ& Thisse、

1996）[1]。ウェーバーなどを代表とする古典

派経済学理論は原材料と市場などと近く、交

通が便利な立地要素を強調している。フーヴ

ァーなどの近代経済理論は規模の経済理論に

基づき、集積産業を企業集積、産業集積と地

方化集積（都市と区域集積）に分けている。

フジタなどを代表とする学派は不完全競争、

規模の報酬の増加、輸送コスト、差別化製品

などの仮定条件の下で、一般的な経済数学ツ

ールを使うことによって、産業が週辺から中

心に集積する“中心―周辺”（C－P）模型を

導き出した。楊小凱と黄有光（1999）[2 ]は超

限界分析方法などを使い、専門化分業、取引

コストを産業集積と都市形成メカニズムに導

入し、国内外の学者の研究ブームになった。

新経済地理学派と取引分業学派からの産業集

積区と産業クラスターに対する研究成果をま

とめると、学者たちは公認した産業集積影響

の要素は資本（外資や内資を含む）、技術（知

識と人的資本を含む）、企業間の連絡ネット

などのさまざまな面をまとめることができる。

馬延吉（2007）は地域産業の集積メカニズム

を要素の流れ、コストと利益、経済連携、産

業分業、知識技術、貿易牽引、政策ガイド、

計画の仕組みと市場メカニズム、人口－資源

－環境制約など、さまざまな面に分けている
〔3〕。殷広衛（2011）は新経済地理視点の下

で経済関連産業集積メカニズムと知識関連に

分けている〔4〕。白積洋（2012）は財産権の

保護、金融、貿易、労働力流動の規制、投資

政策などの区域制度の手配を内生取引コスト

として数量化し、2002～2009 年に中国の 20

個の 2 桁分業界の集積レベルを計り、集積メ

カニズムを研究した〔5〕。とにかく、現在の
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産業地域集積の多くの既存研究はマクロ的な

要因の分析と抽出である。 

知識技術集約と省エネ・環境保護を特徴と

した新興産業が登場してから、新興産業集積

の研究が新たな焦点となった。アモリー（1999、

2007）などが始めて「自然資本」の概念を提

示し、地球の生態システムから提供されたサ

ービス価値を重視すべきであると主張した〔6〕。

2012 年に「Rio＋20」国連の持続的発展大会

において、５７カ国、欧州委員会及び 80 個以

上の民営企業が空気、水資源の処理、森と他

の生態系統内の自然資源の価値を計算するこ

とを支持した。モリソン（2008）は地方性の

産業集積が知識を収集する各種の専門的で社

会的オブザーバーネットワークを持っている

ことを発見した、他の地域より活気があると

考えられている〔7〕。カマニ（2008）は地域

資本が制度要素（安定的な企業間のネットワ

ークなど）、知的資本、社会資本（協力精神

と互恵）と公的補助（集団行動支援）、地域

全体の潜在力を向上させることができるとい

う〔8〕。张世如（2011）が収益変遷に基づき、

集積からメカニズムへの形成を検討し、ルー

ル、制度、メカニズムから企業知識共有、地

域資源環境、資本融通とリスク保障問題を改

善し、戦略的新興産業を育つことを提示した
「9」。先行研究は一般的な経済、技術と産業

成長の観点に集中しており、新興産業のある

地域で集積力への重視が足りない、特に具体

的な産業構造のミクロ的メカニズムへの分析

が不足しており、実践への利用ができない。

これも地域戦略的新興産業の選択が直接国民

経済の主導産業の选択基準を適用し、区域の

空間特性と産業基盤を無視した結果であると

思われる（欧陽嶢、生延超、2010）「10」。 

 

Ⅲ.新興産業集積の促進要因及びそのメカ

ニズム 

新興産業集積が内的要因と外的要因の二重

の力に影響されている。内的要因がまるで春

にまいた種のように、内部の決定的力からの

ものである、外的要因は新興産業の芽を成長

させる日光、空気と雨露であり、両者とも必

要である。そのメカニズムは図 1 のように描

くことができる。 

1 .内的メカニズム 

内的要因は新興産業の台頭と発展を導く重

要な源泉であり、内因駆動と呼ばれる。内的

要因は四つある。一つ目は産業の基礎的収益

である。新興産業は完全に新しい勢力として

突然に現れる産業ではなく、多くの場合は既

存産業の元で再生したものである。すでに形

成した産業の基礎的収益は産業集積の基礎で

あり、企業の生存と発展の根本である。 

二つ目は産業の革新的収益である。新製品

は未来市場の主流で、企業と産業の未来であ

る、革新は産業の長期的収益を決める。 

三つ目は研究と連動メカニズムである。複

雑多端かつ変換が大きい市場環境の下で、企

業自身だけでは、超過収益を獲得することが

難しい、企業間の相互勉強、模倣と連合が欠

かせない、産業基礎と革新的収益に重要な役

割を図っている。 

四つ目は環境保護の理念である。全世界環

境が悪化と人々が大手企業への期待が高まる

こととともに、多くの新興産業は環境保護を

自分の企業の理念として内在化した。たとえ

ば、次世代自動車産業の各大手企業は低燃費、

低炭素排出などの持続的発展の要求を企業の

指導原則にしている。 

この四つの要因は一つも欠かせない。その

メカニズムは次の通りである。環境保護理念

は企業にとって、製品革新の指導方向であり、

基礎的収益は既存顧客層を保障するためであ

る。製品の革新と革新的収益は未来の収益を

把握する役割を果たしている。基礎的収益、

研究と連合を通じて、革新的収益に資金を提

供したり、知恵を支持したりする。 
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2 .外的メカニズム 

外的要因は企業の生産経営行為を直接に決

めることができないが、企業と産業に影響を

与えることがある。さらに産業の発展方向を

決めることもできる。もし適切な運用ができ

れば、新興産業に重要なプラス効果をもたら

すことができる。 

外的要因は四つの面が含まれている。一つ

目は政府の職能である。政府の職能は新興産

業の発展を促進する重要な外的要因である。

産業の初期段階において、巨大な資金と市場

の支持が必要なので、政府は財政資金、特別

手当、税収特恵、政府の仕入れ、環境保護の

立法、研究連盟プラットフォームなど手段を

通じて、支持を提供することができる。これ

らの支持は新興産業の内的要因が影響させる

ことができる。例えば税収優遇は企業の基礎

収益を直接に拡大することができ、革新的活

動への財政補助は企業の革新的収益の拡大を

育つことができる。研究プラットフォームの

成立は企業間の勉強と真似を加速させること

ができ、環境保護への厳しい立法は企業の環

境保護理念への樹立に役に立つ。二つ目は社

会資本である。社会資本は企業と現地経済活

力の融合程度である。たとえば他の企業は新

興行為を認めるかどうか、住民は住居環境へ

の影響を賛成するかどうか、競争相手、関連

企業との関係をどうやって処理することなど

がある。三つ目は消費者は新製品発売への歓

迎度である。四つ目は空間集積である。空間

集積は収縮と拡張の二つの方向がある。前者

は零細から集積へ、後者は一定の程度まで集

積してから外へ拡張し始める、その外は地元、

本国と海外展開などを指している。 

 

Ⅳ.次世代自動車の産業集積における内

的要因 

1．集積による収益要因 

集積収益は自動車業界の も基本的な収益

である。豊田市は全世界において有名な自動

車産業集積企業であり、多く部品企業がコア

大企業のトヨタを中心に、ピラミッド型の集

積組織を形成している、頂点に立つトヨタ本

社は 25％の自動車部品を自社生産しており、

傘下に 168 家の 1 級下請会社、4700 家の 2 級

下請企業、31600 家の 3 級下請負企業を持っ

ている。それ以外に多くの関連中小企業も存

在している。トヨタ自動車はとこれらの部品

企業とお互いに信頼、競争の緊密的なネット

ワーク関係を維持している。1980 年代では、

トヨタ自動車はアメリカで投資し、工場を立

ち上がり、主要の部品企業も一緒についてい

った。トヨタ自動車の総工場を中心に、160

社の自動車製造工場などを含めたトヨタ自動

車産業集積地はアメリカの南部アラバマ州に

直径 10 km ぐらいの範囲、面積は約 8000 万

平方メートルのトヨタの産業区を形成した。

ホンダ、メルセデス、現代自動車もこの工場

で投資するようになり、「南方のデトロイト」

と呼ばれるようになった。その後、トヨタ自

動車はヨーロッパ、オーストラリア、南米、

インド、中国天津、四川などに投資し、アイ

シン精機、日本電装などの大型部品メーカー

も行動し、「看板方式」管理と緊密的な関連

企業の内部ネットワークによって、独特なグ

ローバル自動車産業集積を形成した。2012 年

12 月末まで、トヨタ自動車は全世界の 27 カ

国・地域に 52 個の海外生産工場を建設した。
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160 カ国・地域に販売店も成立し、グローバ

ル事業展開を行っている。トヨタ自動車の海

外生産子会社は図 2 のように示されている1。 

 

図 2 トヨタ自動車の海外生産製造会社 

 

トヨタの産業集積方式は大きな収益を獲得

した。近年において、トヨタは様々な不利な

条件があったが、利益の増加はとどまってい

ない。リーマンショックの前、2007 年度の利

益 2.2703 兆円以来、トヨタの営業利益は 5 年

ぶりに 1 兆円を超えた。2012 年度（2012 年 4

月～2013 年 3 月）の連結営業利益（アメリカ

会計基準）は 1 兆 3208 億円に達した。前年同

月比より 271.4%を増加した。純利益は 9621

億円（約人民元 614 億元）で、前年同期比よ

り 239.3%増加した。現在の利益は企業発展の

基礎であり、伝統のガソリン車は多くの顧客

の主な選択肢として、トヨタの収益源となる。

なので、トヨタは次世代自動車の開発を重視

する一方、消費者のニーズに合わせ、ガソリ

ン車への新技術の開発に取り込み、効率をあ

げ、エネルギー消費を減らすことを目指して

いる。 

 

2.創意資本に関する集積要因 

伝統産業の製品と比べると、新製品は高い

付加価値があり、新興産業の狙いは将来の良

                                                  
1図 2、図 3、表 2 と表 3 やデータは

Toyota in the world 2013 より.トヨタ自動

車：http // www.toyota.com / 

好な市場に目指し、次世代自動車も同じであ

る。2006～2011 年に、全世界における次世代

自動車の開発特許活動の伸び率が 182%であ

り、トヨタの特許数量は首位に置き、2006 年

の1092項目から2011年の1901項目まで増加

した。トヨタ会社の創意資本も本国の同業者

の開発集積効果の恩恵を受けている。2011 年

に、日本企業が世界特許総量の 55％を獲得し、

特許数上位 20 の会社の中に、日本企業の特許

数は 4578 個（69.3%）、韓国は 877 個で（13 . 

3％）、アメリカは 593 個で（9．0％）、ドイ

ツ 556 個（8 . 4％）を占めている（表 1）。[11] 

 

表表 1 2006 年と 2011 年における全世界の代替可能

エネルギーの特許権者およびその変動 

順

位

特許権 

所属 

本部 

所在地 

2011
年の

記録 

2006年
の記録 

五年間

の増加

率(%)

1 トヨタ自動車 日本 1901 1092 74.1 

2 本田自動車 日本 587 322 82.3 

3 デンソ株式会社 日本 413 212 94.8 

4 ゼネラルモーターズ アメリカ 349 144 142.4 

5 松下株式会社 日本 345 196 76.0 

6 AG ドイツ 302 48 529.2 

7 現代自動車 韓国 301 162 85.8 

8 日産自動車 日本 300 756 -60.3 

9 GmBH ドイツ 254 59 330.5 

10 三洋電機 日本 253 150 68.7 

11
フォード全世界技

術 LLC 
アメリカ 244 78 212.8 

12 住友電装株式会社 日本 202 103 96.1 

13 サムソン 韓国 178 103 72.8 

14 アイシン株式会社 日本 154 58 165.5 

15 三菱電子会社 日本 149 79 88.6 

16 東芝 KK 日本 146 49 198.0 

17 SB LiMotive  韓国 145 0 
2006

は 0 

18 日立製造 日本 128 105 21.9 

19 LG 電子株式会社 韓国 127 29 337.9 

20 韓国高級研究所 韓国 126 3 4100.0

データ：http://www.thomsonreuters.com により 
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表 2. トヨタ自動車研究開発センター 

国家/
地域 

名前 成立年 
所在地 

（選んだ理由） 
業務 

日
本 

本社技術センター 1954 年 日本愛知県豊田市(本部生産管理開発センター) 
製品企画、デザイ

ン、車輛評価価 

トヨタ中央研究所 1960 年 
愛知県長久手市(地価が安くて自動車試験を行いや

すい。名古屋と近い) 
基礎研究 

東京デザイン研究

所 
1963 年 

東京都(全国の研究販売集積地であり、情報の収集に

便利) 
先行研究 

東富士研究所 1966 年 静岡県裾野市（実力が高い） 先行開発 

士別试验场 1984 年 北海道士別市（地形と気候が自動車の試験に有利） 評価 

ア
メ
リ
カ 

CALTY デザイン

研究 (株) 
1973 年 カリフォニア州 

市场の所在地で全世界の

自動車研究センターであ

る。資源豊富で情報収集に

便利。 

デザイン 

トヨタ自動車製造

アメリカセンター 
1977 年 

ミシガン州、カリフォ

ニア州、アリゾナ州、

ワシントン D.C 

製品企画、デザイ

ン、評価、基礎研究

ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

トヨタ自動車ヨー

ロッパ会社 
1987 年 

ベルギー、イギリス 

市场の所在地であり，自動

車研究への実力が高い 

デザイン、評価 

TMG ドイツ 
欧州の開発センタ

ー 

トヨタ欧州デザイ

ン開発有限会社 
2000 年 フランス デザイン 

東
南
ア
ジ
ア 

トヨタアジア製造

会社 
2003 年 タイ 

生産基地と市場の所在地

である 

デザイン、評価 

トヨタアジア技術

センターオースト

ラリア子会社 
2003 年 オーストラリア デザイン、評価 

中
国 

天津一汽トヨタ自

動車有限会社 
一汽トヨタ技術開

発センター 

2008 年 天津市 
デザイン、評価、認

定 

広州豊田自動車有

限会社研究開発セ

ンター 
2009 年 広州 

デザイン、評価、認

定 

トヨタ自動車研究

センター（中国）

有限会社 
2010 年 

江苏省常熟市（上海と

近い） 

環境技術、デザイ

ン、評価、基礎研究、

次世代自動車 
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「2006 - 2007日本全国の試験研究機関リス

ト」によると、日本は 6100 の R & D 研究開

発機構があり、主に東京都、大阪府、名古屋

市に集中されている、名古屋市と愛知県の他

の都市は、トヨタ自動車を中心に工場型研究

開発の集積地である。「12 ]日本以外において、

トヨタ自動車はアメリカ、ヨーロッパ、アジ

アと中国にも自動車研究開発センターを設置

している（表 2）。 

調査によると、トヨタの研究開発センター

は基礎研究、応用研究と先行開発研究に分け

られている。これらの研究開発センターでは、

東富士研究所の実力は一番高く、先行研究開

発を担当し、主導的地位を占めている。残り

の研究開発センターは基礎研究、応用研究を

中心に行い、海外の研究センターは、主に情

報収集、現地市場の需要に合わせ、デザイン

を改善する業務を行っている。東富士研究所

が所在している裾野市は、54000 人しかいな

いが矢崎（総合業務、本社機能）、キヤノン

（富士裾野調査公園）、トヨタ自動車東日本

（東富士総合センター、東富士工場、須山工

場）、三菱アルミニウム（富士製作所）、ア

ルバック（富士裾野工場、半導体技術研究所）、

ヤクルト本社（富士裾野工場）、東海ゴム工

業（富士裾野製作所）、トヨタ紡織（富士裾

野工場）などの会社と機関がここにある、先

進的集積先端技術研究都市ともいえる。 

1997 年に、トヨタは世界初の量産ハイブリ

ッド車――プリウスを発売し、ハイブリッド

技術を開発環境車に必要な中核技術として位

置づけている。電動機、インバータ、電池お

よび ECU などの主要部品の開発生産に力を

入れている。日本の専門分析会社Patent Result

会社が2011年2月に発表した調査結果による

と、トヨタ自動車は自動車動力の核心的技術

分野－動力電池の面においては、間違いなく

第一位を占め、第二位の日本電装もトヨタ自

動車の所属部品企業である。2012 年に、トヨ

タ自動車は、アメリカ特許商標局の特許を獲

得し、1491 個の申請をもらった、2011 年より

30％を増加した。2013 年 6 月の末まで、トヨ

タの全係ハイブリッドモデル（外挿プラグイ

ンハイブリッド車を含む）は世界累計販売台

数は 530 万台を突破し、その中でプリウスの

世界累計販売台数は 300 万台を突破した。

2003 年と 2009 年にトヨタは第 2 世代と第 3

世代のプリウスを販売し始めた。第 1 世代か

ら現在の第 3 世代のプリウスまで、トヨタは

ハイブリッドシステムのコストを従来の 3 分

の 1 に下げたが、燃費経済性には 28km / L か

ら 38km / L まで引き上げた。第 3 世代のプリ

ウスは 1261 個の新しい特許を所有し、その名

前と同じ意味――時代を導く（「プリウス」

はラテン語で「先駆け」）に見合った革新的

発展を実現した。にもかかわらず、新エネル

ギー車の見通しが良く、収益から見ると、第

3 世代のプリウスはさらにコストを削減する

必要があり、そうすると販売価格をさらに下

げていく。 

次世代自動車の核心技術を集中的に研究す

る以外、トヨタ自動車の革新的開発は自動車

関連領域にも拡張している。2011年11月に、

トヨタ自動車傘下のトヨタ住宅会社とトヨタ

知識共同開発建設センターが連携し、スマー

ト住宅を建設し始めた。太陽光で発電と蓄電

を行うことと、自動車の充電、家庭のエネル

ギー管理、住宅情報技術（IT）を結びつけ、

豊田市への普及を行った。「13 ]これらの革新

的領域への開発は、次世代自動車の充電と駐

車中の電気利用に準備するだけではなく、も

っと広い分野の市場は新型住宅や生活スタイ

ルの変化にあると思われる。 

 

3 .学習と連合メカニズム 

電気自動車の初期投資が巨大で、高技術開

発、固定資産投資、人的コスト、原材料の仕

入れ価格、運営コストなどをかかる。巨額の
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初期投資は多くの自動車企業にとって不可能

である。トヨタ、BMW のような実力が高い

大手会社でも、連携する必要もある。2011 年

12 月に、トヨタはドイツの BMW とエコカー

技術協力協定を結びつき、2013 年 1 月に「共

同開発燃料電池システム」、「共同開発スポ

ーツモデル」、「共同研究開発軽量化技術」

の正式的協力協議と「後リチウムイオン電池」

研究協議に署名した。コスト削減、品質向上、

部品シリーズ化、標準化を実現するために、

日本トヨタ、アメリカＧＭとドイツフォルク

スワーゲンの三大集団は一部の標準部品デー

タベースを共同的に作ることを行った。2013

年 3 月末に、トヨタ自動車は、2015 年から部

品の共通化などを中心とする新設計方式「ト

ヨタの新しい世界のアーキテクチャ（Toyota 

New Global Architecture、略称 TNG）を新型車

に採用することを発表した。自動車のシャー

シを例にして、約４０００～５０００種類の

部品の中で、2～3 割で共通化を実行し、未来

はさらに 7～8 割までアップし、開発効率を

20～30％を向上することができる。そして、

エンジンと変速機の開発を強化することもで

きる。「14」このような共同開発と連盟メカニ

ズムは自動車産業革新を続けさせることと新

興産業の地位を保つことができる。 

 

4 .環境保護理念 

世界の大手自動車は環境保護、持続的発展

と社会的責任を企業の運営管理の必須してい

る。トヨタはこの面では上位を維持している。

1992 年に定めた「トヨタ地球環境憲章」と

1997 年に改正した「トヨタの基本理念」から、

トヨタは「エコかつ安全な製品を提供する使

命」を提示した。2005 年に、トヨタは「社会、

地球の持続的発展に貢献する」という方針を

作り、2008 年 7 月にはそれを CSR 

（Contribution towards Sustainable 

Development Rationale）方針にアップした。ト

ヨタは環境対応を会社経営の中で も重要な

課題の一つとして、日本本土にも、世界各国・

地域の各分野に環境管理体制の整備を推進し

ている。第 5 回「トヨタ環境行動計画」（2011 

- 2015）から環境リスクとビジネスチャンス

から、2020－2030 年のトレンドを確定し、低

炭素型社会の構築、循環型社会と環境保護、

自然との調和共生社会を提示し、環境委员会

への成立を通じて、（豊田市 1992 年～、ヨー

ロッパ 2003 年～、北米 2004 年～、南米 2006

年～、中国 2007 年～、オーストラリア、アジ

ア 2007 年～、南アフリカ 2008 年～）、連結

子会社の多くと一緒に地球環境管理の共同行

動計画を実施している。 

発売されたハイブリッド省エネ自動車は世

界首位の販売数を実現したほか、トヨタの環

境保護面の成績は 2012 年のハイブリッド車

の二酸化炭素の排出削減量34.1百万トンに達

したこともある。2013 年 3 月末までに、トヨ

タは市場に 20 機種のハイブリッド車を投入

した。2015 年末に市場投入 19 種類の新型の

ハイブリッド車を販売するつもりである。 

 

Ⅴ.新興産業クラスタリングの外因メカニズ

ム 

 

1 .空間集積構造 

豊田市は、日本の製造業の中心愛知県名古

屋市東部から 30 キロ離れたところにある。

2013 年末に人口は 42 . 3 万人である。旧姓は

挙母市で、「挙母」とは養蚕と関係があり、

昔養蚕が盛んだった。20 世紀の初めに、自動

織機を発明した豊田佐吉氏が「株式会社豊田

自動織機製作所」を設立し、1933 年に、自動

車部門を設立した。1937 年、自動車部門は正

式に独立し、「トヨタ自動車工業株式会社」

とし発足した、トヨタ自動車は大きな発展を

成し遂げ、今日の自動車業界のリーダーにな

った。1959 年にトヨタ自動車産業の振興と貢
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献のために改名して豊田市となった。 

トヨタ自動車が豊田市全体の発展を支えて

きた。トヨタは日本国内で計 12 工場（図 3

と表 3）があるが、全部愛知県内に配置して

いる、そのうちの 7 社が豊田市で、また 5 家

は西臨の三好市と隣の市町村にある。豊田市

の調査によると、70 %の人口は、トヨタグル

ープ関係の仕事に従事し、市内に製造業の人

口は約 8 . 8 万人、80％以上はトヨタ自動車あ

るいは部品工場の職員である。30％の税金の

由来は、トヨタ自動車である。1937 年から

2001 年、トヨタグループが豊田市に約 29 億

円を寄付した。トヨタが建てた病院、博物館、

体育館なども豊田市市政の公用施設になり、

トヨタおよび関連企業の従業員の給料も現地

商業（レストランや商店など）のサービスの

主要な収入源となり、都市全体と週辺地域は

皆トヨタと緊密につながっている。 

トヨタ自動車の影響範囲は豊田市とその週

辺に限らず、愛知県における公共サービス施

設への影響も大きい。調査したところ、愛知

県名古屋庁所在地名古屋および県内の都市に

て鉄道、公共交通機関の運賃は高い、駐車場

の施設建設が多、自動車の消費を奨励してい

る。愛知県内の自動車販売台数を見ると、ト

ヨタブランドが絶対優位を占めている。[15] 

トヨタ会社の空間集結が体現しているだけ

でなく、海外向けて拡張している。ホスト国

でも、空間聚集の方式で集中地域に集中して

いる、自動車の部品と大量生産に集中が必要

であるとともに、会社が地方に集中すること

で現地社会文化に溶け込みやすい、社会資本

の融合とも密接に関連している。 

 

 

 

 

表 3. 表 3 2012 年にトヨタ自動車は日本本土におけ

る生産工場の概況 

工場 業務内容・生産品目 
成立年

月 

生産数 

（千台） 

従業員数

（人） 

本社

工場

部件、ハイブリッド車用

部件、シャーシ部品 
1938.11 - 1,776 

元町

工場

王冠、MarkX、Estima、

LFA 
1959. 8 73 4,085 

上郷

工場
エンジン 1965.11 - 3,034 

高岡

工場
カロラー、iQ、Auris 1966. 9 179 3,293 

三好

工場

駆動関連部品、製造部

件、エンジン関連部品 
1968. 7 - 1,456 

堤 

工場

プリウス、Premio、

Allion、SciontC 
1970.12 510 5,045 

明知

工場
駆動関連部品 1973. 6 - 1,512 

下山

工場

エンジン、タービンの増

圧器、触媒のコンバータ

ー 

1975. 3 - 1,535 

衣浦

工場
駆動関連部品 1978. 8 - 3,062 

田原

工場

レクサス LS、GS、IS、

GX、RAV4、Wish、 、

Vanguard、エンジン 

1979. 1 396 7,821 

貞宝

工場

機械設備、樹脂型、铸造

型、铸锻型 
1986. 2 - 1,083 

広瀬

工場

電子制動装置、IC など

の研究開発及び生産 
1989. 3 - 1,605 

合計    35307 

 

2 .社会資本の融合 

社会資本融合の表現は 2 つのレベルに現れ

ている、（1）、現地の社会文化と主動的に溶

け込む。（2）、地方社会文化との衝突を避け

る。 

（1）地方社会文化との融合 

トヨタは現地の社会に溶け込むことをきわ
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めて重視している、成立してから社会を奉献

する「トヨタの基本理念」を確立、この企業

文化は社会発展のプロミスに大きな影響を与

えている。集団指導者の豊田家は日本特有の

「商習慣」をいかんなく発揮し、地方社会の

人気、縁、血縁関係を生かし、地方社会の親

和力と信頼度は西洋社会の商業化過ぎる市場

経済の規則を遥かに上回る。この独特の「商

習慣」の下、企業が相互信頼関係を築き、短

期経済利益を重視するとともに、企業互助の

共同対応を通じて困難を乗り越え、正規と非

正規の雇用で取引コストを 小限にし、企業

間の共同の長期利益を守っている。 

このような相互依存は企業と企業の間にあ

るだけではなく、企業と従業員、企業と社会

の間にもある。トヨタは労使相互信頼、創造

性を十分に発揮することを企業文化の理念と

して、「16」フォード、GM などアメリカの会

社に比べて、トヨタ会社のリーダーが謙遜、

節約、効率を重視することで[ 17 ]従業員に尊重

されている。この利点がデトロイト危機にお

いてもっとも鮮明に現れた。トヨタ市民はト

ヨタに強い誇りを持っている。多くのトヨタ

の指導者は一年中東京本社オフィスに居ても、

その豊田市にある住宅は保留している。 

社会資本の融合は海外投資の時、ホスト国

への融合にも現れている。1983 年、アメリカ

の貿易保護主義に対応するため、アメリカの

市場を拡大し、トヨタとゼネラルモーターズ

が契約を結び、カリフォルニア州フリーモン

ト市で共同生産を行い、「看板方式」をアメ

リカに導入した。1996 年以降は、トヨタが基

地分散生産の「コツ」を採用し、単一の完成

車工場の集中場所と関連部品工場を各州に分

散した。トヨタはアメリカの部品サプライヤ

ーに無料にトヨタ生産方式を指導し、トヨタ

の文化を宣伝した。 

消費者に対しては試乗マーケティングの方

式で、ハイブリッド車「アクア」と「プリウ

ス」を発売し、消費者から深く歓迎されてい

る。トヨタは自社がアメリカの地元企業をし

っかり証明して、アメリカに税金を払ったり、

就職を促したり、地元の経済社会に貢献した

りする。いずれもトヨタにはアメリカ社会へ

溶け込む近道である。更に例えば 2012 年 9

月に中国市場では釣魚島領有権をめぐり、日

系車ボイコットが勃発した時、トヨタ自動車

を迅速に中国での策略を調整し、従来の「ト

ヨタ中国」を「中国トヨタ」に変えた。 

（2）社会の矛盾や対立への処理 

社会の矛盾と衝突の処理は大企業にとって

非常に重要であり、企業の運命と未来をきめ

るものである。一つの突出した問題はトヨタ

がどうやって革新的発展と伝統産業の間の関

係を調整することである。アメリカ自動車城

デトロイトの苦境に対して、トヨタは枕を高

くして眠るという意味ではない。ＧＭ、フォ

ードのようなライバルのほか、トダークホー

スにも注意を払わなければならない。例えば

2013 年にて人気があった電気自動車（テス

ラ）はアメリカシリコンバレーの１つの小企

業である。スタンフォード大学の修士が 2003

年にこの企業を創設した。現在すでに自動車

界の「アップル」の勢いである。傘下ブラン

ドテスラRoadster がイオンエネルギーシステ

ムを用いて、1 回の充電で 352 キロまで走れ

る。高級モデル S の航続距離は 265 マイルに

なる。急速充電ステーションで半時間で 200

マイル走る電力が蓄えられ、現在市場にある

電気自動車のすべてをこえた。ＧＭ、フォー

ド、大衆電気自動車、ホンダがパニックに陥

った。テスラの創始者は研究プロジェクトに

発見した、豊田・プリウスの購買層は省オイ

ルを考えず、一種の環境問題の表現として現

れた。そこで自動車製品市場ポジショニング

は高収入で環境保護意識を持つ人やセレブに

対して、新エネルギーと結合するスポーツカ

ーを開発した。市場のニーズに合う革新技術
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は常にわいてくることからみれば、自動車会

社の大小にかかわらず、革新的な精神を持た

ないと衰退するしかない。 

しかし、欧米の大手自動車と違い、トヨタ

は部品企業と密接な関係をもつ。さらに関連

企業の収益をも考慮する。車の開発と運営販

売のほか、自動車整備企業が関連企業の高い

転換コストにも向かっている。トヨタの家族

型会社は特に目立つ。部品関連企業交換コス

ト、前期に投入した技術や労働コストが沈没

コストになる可能性がある。新エネルギーの

電気自動車の関係企業は少なく、利益チェー

ンが伝統産業チェーンと比べて大きく変わっ

ている。研究開発、生産、販売、サービスに

も大きな転換コストがある。いったん新エネ

ルギー自動車規模が拡大すると、伝統の自動

車に関連する主要部品のようなエンジン、タ

ンク、排気管などの生産関連企業はいずれも

大きな損失を受ける。下にある多くマイクロ

企業も緻命的な災難に直面する。家族の親と

してトヨタ係が責任感を強く感じ、産業チェ

ーンの発展がまだ熟していない段階で、新し

いエネルギーの自動車に軽率に切り替えるこ

とはしない。長期的な発展から見れば、トヨ

タも選択に迫られている。結局会社の自身発

展こそ傘下のマイクロ企業を保証すること先

決条件である。一方、マイクロ企業も自主的

創造革新に力をいれなければならない。卵を

一つの籠に入れるリスクを考えるべきである。 

また、トヨタにもマイナスの社会的影響が

ある。アメリカアラバマ州を選択して投資す

ることがアメリカの組合に反対されている、

契約のお客様に対して、値切るは非常に少な

く、干したタオルをまた絞ると指摘されてい

る。住民の反対をよそに、豊田市週辺の山林

を伐採して土地を開発、自動車用の実験場や

自動車生産に投じる。トヨタ商工会議所の 9

億円の建設費用のうち、豊田市は 7 億円、名

古屋駅前の新本社ビル「ミットラントスクウ

ェア」には市街地再開発補助金をもらってい

る。全部の費用を自分で負担するべき蒲郡海

洋開発（Laguna）プロジェクトでも愛知県と

蒲郡市投資からの増加を要請するなどの例が

ある。[18] 

 

3．消費者の支持 

トヨタ自動車は消費者ニーズに注目し、研

究開発にもさまざまな準備をしている。伝統

的ガソリン車の効率を引き続き向上させ、新

技術の開発を行う一方、代替次世代自動車も

開発し、 新の研究方向は水素燃料電池車に

向けている。報道によると、水素自動車が

2015 年から発売することにしている、走る距

離約８３０キロ、水素入れは短時間でできる。

水だけを燃料として使うから、環境にやさし

いし、値段は５万ドルぐらいそうである。水

素燃料車の値段を懸念するほかに、水素の抽

出と貯蔵などの技術面の課題も、水素燃料車

の安全性に関しても多くの消費者が関心のあ

る課題である。マーケッティングはここから

突破しないといけない。軽自動車の発展から

消費者の心理が覗いて見える。軽自動車を１

００年前[19]から売り出してから、2000 年再び

市場で復活してもう 10 年経っているが、デロ

イト世界の製造業グループが 2011 年軽自動

車の調査によると、現市場で軽自動車がただ

２～４％の消費者にすぎない期待を満たして

いる。 

豊田市の「家庭コミュニティ型」の低炭素

都市建設というプロジェクトは家庭を単位と

するエネルギーの有効利用を重点として、住

民の住宅で太陽光発電、燃料電池などを整備

して、ハイブリッド車や電気自動車などの電

力を提供する。「スマート家族」などを通し

て、実際に使えるデータを集め、具体的にエ

ネルギーの管理方法を検討したり、エネルギ

ーの公用設備やサービスの便利性を求めてい

る。研究によると、「スマート住宅」は電力
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応用コントロールシステムの面において核心

の技術である。こういう利便性が高所得層や

環境保護者が求めている生活スタイルにぴっ

たりしている。それに対して、一般の消費者

にとってこういう装置はあまりにも高い。ト

ヨタ「スマート住宅」と「スマート都市」の

概念が海外の来場者に人気を呼んでいる。今

の時点で上海、広州、台湾などはすでに取り

入れておいたが、高コストと環境の制限など

により、大きく広がるまでいろいろ課題を乗

り越えなければいけない。[20] 

 

4 .政府サービスとの融合 

2009年4月、エコ車の発展を促進するため、

日本政府が「グリーン税制」を実施した。電

気自動車、ハイブリッド車などの新製品に免

税の対策を与えるものである。例えば、ハイ

ブリッド車のプリウスに対して、100％の重量

税と個別車両取得税を免除する。ほかに 50％

自動車税の減免優遇なども与える。次々と「自

動車重量数税」や「自動車取得税」など免税

対策も実施した。 

国際反補助金の疑惑を避けるため、政府は

直接企業に補助金を提供せず、都市建設の名

義でインフラなどの施設やサービスを提供す

る。2009 年１月、豊田市は全国 13 の「環境

モデル都市」に選ばれた。2009 年４月から実

施する「総合都市ートヨタ計画」。2010 年 8

月、経済産業省が指定する「次世代モデル都

市」の一つになる。日本政府から 50％の資金

を与え、残り 50％は愛知県と豊田市で分担す

ることになる。 

トヨタは政府との協力がただ国内だけでは

なく、相手国政府との協力も求めている。ア

メリカで、トヨタは各州の誘致意向を活かし

て、各州知事や地方の議員及び連邦議員を集

めて、「アメリカトヨタ議員網」を構築した。

これを持って、アメリカ保護貿易政策に対応

する。1997 年、トヨタがハイブリッド車「プ

リウス」の発売を決定し、カリフォルニア州

大気資源委員会を誘って試乗という形で、「ゼ

ロエミッション」動力車であることを説得し

た、関連する法規の改正を達成した。[21]。 

 

Ⅵ. 中国への啓示 

 

上述したように、新興産業生成構造と次世

代産業の発展要因を分析することで、我が国

もこれらの実態に注意を払わないといけない。

すでによくできている面もあるが、足りない

ところもある。中国新興産業の現状に比較し

ながら、以下のようないくつの点は参考にな

れると考えられる。 

 

1．集積と自主開発を重視すること 

集積収益から見て、中国の新興産業は合弁企

業からできたものである。こういう収益は自

主創造革新と比べて、まだ固まっていない。

これから発展の主役を演じるかどうかについ

ては疑念がある。トヨタは新エネ車の技術輸

入についても保守の態勢を取っている[22]。そ

れで、トヨタのような世界大手自動車企業を

誘致できても、研究開発の面ではさらなる自

主開発が必要である。自分なりの新興集積を

作ることが大至急な課題である。国際的な先

端新エネ自動車産業と比べて、中国は研究開

発の面において研究を重視し、開発では欠け

ている。業界をリードする大手企業ができて

いなかった上に、性能の信頼性と実用化能力

は遅れている[23]。中国は、中小企業の革新開

発をもっと力を貸して行かないといけない。

中国なりに「アップル社」と「テラス社」を

育成する事が必要ではないかと思う。 

 

2．環境保護を重点において革新を促成するこ

と 

 中国政府や企業の公式宣伝から見れば、ま

すます環境保護に重点を置いていく傾向が見
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られるが、実際の例から見れば、国内の環境

保護技術などにおいて先進国との差が明らか

についている。次世代自動車産業の発展から、

環境保護をすればコストが増加するとは言え

ない。むしろ、もっと利益や新しい成長点に

なることも可能である。環境にやさしい革新

は市場競争に優位を持つ。 

 

3．学習と連合メカニズムの確立の重視 

海外の先端企業と比べ、中国企業は相互勉強

と連合の面においてまだ不足している。トヨ

タと BMW の技術連携、トヨタ、GM とフォ

ルクスワーゲンは協力して基本部品のデータ

ベースを作り上げ、ダークホース企業のテス

ラもイギリスロータス自動車の Elise を基礎

として開発された。これらの例からみれば、

国際大手企業であれ、新興小企業であれ、絶

えずの勉強と提携革新が非常に重要である。

中国企業はこの点に気づいたものの、資本と

土地、資本と市場、大小企業、強大と弱小と

いう企業提携の形はかなり多く、同じレベル

の強者連合と技術提携はまれで、積極的な連

合技術革新も不足である。したがって、一日

も早く技術提携と研究開発の舞台を作るべき

である。 

 

4．市場需要の開発で消費者の支持を得るのを

重視すること 

現在、我が国は次世代自動車の研究開発に

おいて、特許強国との争いを回避するため、

純電気自動車を主な目標にして、燃料電池と

混合動力技術領域を疎かにしてしまったので

ある。この面の市場需要が上がれば、重大な

誤りになるかもしれない。発展の主役として

の純電気自動車であっても、各都市の電力施

設とサービスシステムで消費者のニーズを満

足させるのは難しい。現在の電力施設は 3～

20 時間の普通充電装置が圧倒的に多い。しか

し、消費者の希望する充電時間は３０分以内

或はガソリンを入れる時間と同じくらいなの

である。電池の高コストも重大な消費障害で

ある。我が国では使用中の個人電気自動車は

ごく少ないので、都市の充電施設の遊休現象

が深刻である。したがって、全国にわたる電

気自動車充電施設と電池測定システムが形成

されにくいのである。こうして、利用不足ほ

ど、施設を改善する意欲がなくなり、消費者

は純電気自動車を購入するのも怖くなるとい

う悪循環になってしまっている。 

 

5．空間凝集構造の 適化 

空間計画において中国企業は立地の前に詳

細な考察を行ったにもかかわらず、先端企業

と比べ、設計をもう一歩改善する必要がある。

トヨタは立地において熟知している土地を選

んだだけではなく、自らの影響を受けた都市

建設、交通配置、駐車設計、充電施設、家庭

生活などの面でもごく細かくて、強大な空間

凝集力を展開している。海外進出にもホスト

国政府、関連企業、消費者から全面的に入り、

その国の国際企業になり、「領土」を固める

のである。すなわち、海外進出もなるべく空

間凝集力を発揮するのである。 

これに対し、中国では、都市建設、交通配

置の深いところに入れないのは言うまでもな

く、現地政府の計画と土地から制約を受ける

企業は少くなく、空間分割現象と破片化現象

もしばしば見られる。トヨタの豊田市と名古

屋市への影響は多く見えるが、中国の都市、

地域計画は企業の合理的な需要を十分考慮す

れば、地方の発展もより有利な方向に向かう

ことができる。 

 

6．社会資本と政府サービスの融合 

トヨタの密接的な団結力の強い企業文化及

び現地と緩やかな社会資本に比べ、中国企業

の社会資本は弱く見える。新興産業も同じ問

題が存在しているのである。企業間は信頼不
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足、同じ体制下の企業が、例えば、国有企業、

国有企業と民有企業、合弁会社の協力側、企

業内部の従業員管理などにおいても、対立は

依然として存在している。環境汚染による企

業と居民、企業と社会の矛盾はより大きい。

基礎がある大手企業は伝統産業で利益を獲得

し、関連企業の発展を促すものの、革新力不

足の傾向があるのである。大手企業は新興の

中小企業の参加を迎えようとしないに対し、

新興の中小企業は合併される懸念もある。中

国企業は海外投資時間が短いので、経験を積

み重ねる必要がある。 

同時にトヨタの教訓を参考にし、マイナス

の社会影響を回避すべきである。世界でも有

名な多国籍企業として、トヨタは政府の援助

を緊急に必要とするわけではない。しかし、

トヨタは環境保護を呼びかけながら、山林伐

採をするやり方が会社のイメージを破壊した

のが明らかである。社会的衝突の処理は政府

サービスと融合し、国民利益を第一にすべき

である。企業への補助金を革新資金とし、あ

るいは国民生活環境の改善に使うのが長期的

な視点から、企業と居民の共同利益を守るも

のである。 

 

終わりに 

新興産業の生成構造は内と外が含まれる。

内の駆動構造には群集利益による駆動、創意

資本による駆動、学習と提携構造、環境保護

の理念がある。外の凝集構造には空間内凝集

構造、社会資本との融合、政府サービスとの

融合がある。これらの要素と生成力はすべて

必要で、お互いに支えあいながら制約しあっ

ているのである。次世代自動車は新興産業に

おいて発展スピードが も速い産業として、

その革新発展は社会、政府との融合には不足

する点がまだあり、企業間の対立、企業と政

府、居民、社会との矛盾も少なくない。次世

代自動車はより速いよりよい発達のために、

主な要素と駆動構造に目を向け、調整と革新

が必要である。 
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工程项目价值链模型与项目增值方法研究 

—基于利益相关者视角的分析 

 

郑丽霞1 

摘要 
工程项目的根本目标是实现项目价值在全体利益相关者间分配的合理化与项目价值的最

大化，这是事关人们正确地做事情（分工合作大家受益）和做正确的事情（实现增值）两个

方面的管理目标。实现项目价值分配合理化的过程就是项目价值传递的过程；实现项目价值

最大化的过程就是项目实现增值的过程。本研究基于价值链理论，提出并构建了工程项目价

值链模型，同时给出了有关项目增值的方法。 

 
关键词: 项目价值链模型；价值传递；项目增值 
 

前言 

工程项目具有建设周期长、投资额巨大、

不确定因素多、利益相关者复杂等特征，从规

划、设计、建造到竣工投入使用，都存在着诸

多的风险。工程项目的建设目标之一是实现项

目价值的最大化与项目利益在各利益相关者间

的合理分配[1]。一方面，不同利益相关者为了

实现项目价值最大化的目标而合作[2]；另一方

面，不同利益相关者对工程项目有不同的要求，

彼此之间存在冲突与矛盾[3]。此外，工程项目

的各种内外部条件又是在不断发展变化的[4]，

环境的变化会使项目各利益相关者的关系发生

变更，影响工程项目目标的顺利实现[5]。因此，

各利益相关者间权利和义务关系的合理配置是

保证工程项目目标实现的前提，同时这也是一

种项目价值的增值、传递和合理分享的管理工

作。 

Ⅰ. 研究现状与相关理论和文献综述 

1.项目利益相关者关系理论综述 

作者对这方面现有文献总结发现，目前对

于项目各利益相关者间关系的研究可分为冲突

型博弈、合作型博弈与合作伙伴式管理模式三

类，有关讨论如下表所示。 

表 1 项目利益相关者间关系理论综述表 

 

根据表 1 中对现有文献的总结发现，目前

关于利益相关者理论的研究已取得了丰硕的成

果，但工程项目建设周期长，不确定因素多，

利益相关者更是非常复杂；同时，不同利益相

关者对项目的期望值不同，并且在项目生命周

論文 
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期不同阶段各利益相关者对项目的影响程度也

不同。因此，明确识别工程项目的利益相关者，

并对各利益相关者的价值增值，以及相互之间

的价值传递进行恰当管理，仍是非常重要的问

题。 

2．价值链理论综述 

价值链理论最早是迈克尔·波特在《竞争

优势》一书中提出的，是对企业中基于产品生

产价值链的研究。海恩斯进一步发展了这一理

论，强调生产过程的终点是顾客对产品的要求，

而利润仅是满足这一终点目标的副产品；同时，

海恩斯认为任何产品价值链在价值创造的不同

阶段包含不同的主体。后续经过各种发展，价

值链理论被引入工程项目管理领域，形成工程

项目价值链管理理论，有关讨论如下表所示。 

表 2 价值链理论综述表 

 

根据表 2 中对现有文献的总结，现有文献

对萌生于企业的价值链理论已有较成熟的研

究，对价值链的定义、内涵、特性、以及价值

增值的方式均有较深入的研究；而将价值链理

论引入工程项目管理领域，对工程项目价值链

与价值管理的研究尚处于发展阶段。虽然工程

项目价值链、工程项目价值管理等概念的定义

和内涵已被广泛界定，但关于工程项目价值链

中全体利益相关者价值的增值和传递过程等均

缺乏明确的阐释。 

Ⅱ. 研究过程及方法 

为弥补现有文献研究的不足，本文基于价

值链理论，采用文献研究、实地调查、模型推

导与理论推演等方法，对工程项目全体利益相

关者的价值链模型与项目增值方法开展研究，

并按照如下逻辑展开。首先，对现有相关理论

和文献以及研究现状进行了梳理和综述，以发

现现有理论和研究中这方面的不足；其次，通

过实地调查，研究不同行业企业以及大型建设

项目的价值链中价值最大化的实现、不同利益

相关者间价值传递和价值增值的过程，并借助

价值链理论研究，提出工程项目全体利益相关

者的价值链模型；再次，对工程项目增值的方

法进行了理论性的合理诠释；最后，总结本文

的研究结论与讨论。 

本研究先后实地调查了丰田产业技术纪念

馆、丰田汽车工厂、电力科学馆、J-POWER（电

源开发株式会社）中部支店、东浓地科学中心

等产业价值链和明治村博物馆、沙面建筑群、

珠江新城等多个建设项目价值链。通过对这些

产业和建设项目价值链的观察，发现其实现基

于全体利益相关者的价值增值和价值分配的理

论与方法，对本研究提供了重要的借鉴意义。

例如在纺织产业中，从原棉到粗线，到细线，

到白色成品布、彩色成品布、毛巾等各种布料

的形成，各个环节联系非常密切，形成契合完

美的价值链。每个上游环节在生产过程中都会

考虑到是否能够方便下游环节生产过程的开

展，并采取了一系列措施防止上游环节中生产

失误可能对下游生产环节造成的影响。同时，

各个环节都有采取一定的措施以提高自身的生

产率，从而提高整个生产价值链的生产率。由

此，整个生产价值链的效率得到了总体的大大

提升，从而在相同的时间内创造更多的价值。

在汽车产业中，同样看到了这样严密咬合的生

产价值链，从汽车产品的设计、产品模型的生

产、产品试生产，到产品的大规模量产的价值

链，以及在大规模量产时从汽车钢板的压型、

焊接、喷漆、组装，内部零部件的生产、组装，

直至最后的成型，每个环节都紧紧联系在一起，
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不会出现任何一个环节的断裂。因为任何一个

环节出现问题，都会导致整辆汽车生产的失败。

每一环节的生产都非常精准，并且下游环节会

对上游环节的生产进行二次检验，以保证整条

价值链的整体价值的实现。在电力产业中，从

电力的生产、运输（包括变压）和使用的整条

价值链中涉及到发电厂、变电所、电线生产商、

铁塔生产商、电柱生产商、用户（家庭或企业）、

以及各种原材料供应商和建设者等多种利益相

关者，更特别的是还有小鸟等各种特殊的利益

相关者，只有将所有利益相关者都考虑到，才

能实现价值的最大化。 

根据这些资料、数据和作者观察到的现场

事实，本研究对涉及工程项目全体利益相关者

的价值链模型与项目增值的方法开展更为深入

的研究。 

Ⅲ. 工程项目全体利益相关者的价值链模型 

作者的研究结果证明工程项目各利益相关

者所创造的项目价值、获得的项目功能、花费

的成本等各因素都是相互关联与影响的。一方

面，对某一利益相关者而言，其通过项目所获

得的价值等于其创造的项目功能与花费的成本

的比值；另一方面，价值链某一环节的利益相

关者所花费的成本直接影响到下一环节利益相

关者的价值增值，理论上讲，这两个值应该是

相等的。这种项目价值与功能、成本间的关系

以及价值链的传递机制可以表示为： 

 

其中： 0V 代表项目业主通过工程项目所获

得的价值， 0F 代表项目业主通过工程项目所得

到的功能， 0C 代表项目业主为获得项目功能 0F

所付出的成本； GCV 代表总包商通过承包工程项

目所获得的价值（箭头代表 0C = GCV ）， GCF 代表

总包商为工程项目所创造的功能， GCC 代表总包

商为创造项目功能而实际花费的成本（箭头代

表 GCC = iCV ）； iCV 代表全体分包商通过工程

项目而获得的价值总和， CiV 代表项目某分包商

通过工程项目而获得的价值， CiF 代表该项目分

包商为工程项目创造的功能， CiC 代表该项目分

包商为创造项目的某种功能而付出的项目成本

（箭头代表 CiC = jSCV ）； jSCV 代表所有提供专

业服务的专业分包商通过工程项目获得的价值

总和， SCjV 代表提供某种专业服务的专业分包商

通过工程项目获得的价值， SCjF 代表该专业分包

商所提供的专业分包服务为工程项目创造的子

功能， SCjC 代表该专业分包商为工程项目创造某

种子功能的过程中所花费的项目成本（箭头代

表 SCjC = SiV ）； SiV 代表为工程项目提供各种

资源的供应商所获得的价值， SiV 代表为工程项

目提供某种资源的供应商所获得的价值， SiF 代

表该供应商为工程项目提供该种资源所创造的

功能， SiC 代表该供应商为工程项目提供该种资

源所产生的成本； ...... 代表其他项目利益相

关者的价值、功能与成本的省略；ST 代表目标

约束条件。 

现对公式 1 的内涵进行具体阐释如下。首

先，根据价值链理论公式
F

V
C


，对某一利益相

关者而言，其通过项目所获得的价值等于其创

造的项目功能与花费成本的比值。例如，项目

业主通过工程项目所获得的价值 0V 为项目业主

通过工程项目所得到的功能 0F 与其为获得项目

功能所付出的成本 0C 的比值，即项目业主通过

工程项目所获得的价值是由其所得到的功能与

所花费的成本决定的。其次，项目某一利益相

关者的新增价值为其所获价值与所花费成本的

差值，即 i iV V C i 新增 ，这也是根据价值链理论得

出的。只有当这一差值大于零，即新增价值为

正值时，利益相关者才是有利可图的，这是利

益相关者参与项目的根源所在。再次，价值链

某一环节的利益相关者所花费的成本直接影响

到下一环节利益相关者的价值增值，理论上讲，

这两个值应该相等。例如，项目总包商的新增

价值与项目业主花费的成本相等，而项目分包

商的新增价值总和又与项目总包商花费的成本

相等。这是由于工程项目价值链中各利益相关
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者都具有不同的专业特长，在价值链中扮演不

同的角色，相互之间通过签订合同与协议等方

式开展分工与合作，合同委托方所愿支付的成

本直接影响着合同受托方的收益，理论上这两

个值是相等的。最后，整个价值链条受到目标

约束条件“ 0i iV C  ”的制约，即所有利益相关

者的新增价值都必须大于零，如果任一利益相

关者的新增价值为负值，整个项目价值与成本

的传递链条就被破坏了，整个项目的价值也就

无法实现。 

Ⅳ. 工程项目增值的方法研究 

作者的研究结果证明，工程项目增值的方

法有两种：一是价值链中各利益相关者通过相

互之间的协调与合作使交易成本降低，提高运

作效率，从而实现整条价值链的价值增值，即

社会分工带来项目新增价值盈余；二是价值链

中涉及的各利益相关者通过自身的努力来增加

它所创造的价值，从而实现整条价值链的价值

增值，即社会竞争带来项目新增价值盈余。而

工程项目的增值又体现为两个方面：其一是工

程项目整体的价值增值，即整条价值链的增值；

其二是价值链上每项活动的价值增值，即各利

益相关者的增值。现从工程项目整条价值链的

增值与利益相关者的增值两个角度对工程项目

增值的方法进行分析如下。 

1. 工程项目整条价值链增值的方法 

在工程项目价值链中，各利益相关者根据

自己的专业特长分别承担不同的项目任务，并

共同合作。一方面，这种分工与合作使社会劳

动生产率提高，从而使人们可以获得更多的利

益和价值，实现各自和整体的价值增值；另一

方面，价值链中地位相同的利益相关者之间又

存在竞争，这种竞争促使其不断提高劳动生产

率、降低成本，从而不断实现价值增值。 

（1）社会分工带来工程项目增值的方法 

社会分工与专业化使不同的生产任务由不

同的利益相关者专门负责，劳动生产率提高很

多，同时劳动成本大幅度降低，带来工程项目

的价值增值。这种工程项目增值的方法可用图

1 表示。 

 
图 1 社会分工带来工程项目增值的方法 

如图 1 所示，在工程项目价值链中，下游

环节的利益相关者在某专业工作上比上游环节

的利益相关者更具经验，生产效率更高，生产

成本也更低。因此，上游利益相关者选择通过

签订合同或协议等方式将工作任务承包给下游

利益相关者，使劳动生产率提高，以此带来工

程项目新增价值盈余，并由合作双方共同分享。

例如，项目业主与总包商、总包商与分包商、

分包商与专业分包商等利益相关者之间均是通

过这种方式实现价值增值。 

（2）社会竞争带来工程项目增值的方法 

除工程项目价值链上下游利益相关者的社

会分工外，价值链同一环节中利益相关者的社

会竞争也能够给工程项目带来价值增值。这种

工程项目增值的方法可用图 2 表示。 

 

图 2 社会竞争带来工程项目增值的方法 

在工程项目价值链中，除项目业主以外的

其他任一环节的利益相关者都存在诸多竞争

者，这些竞争者为获得参与项目的机会而不断

地提高自身的劳动生产率，同时降低生产成本。

如图 2 所示，最终生产效率更高、生产成本更

低的先进包超越落后包而参与到工程项目价值
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链中，这种相同地位的利益相关者之间的社会

竞争给工程项目带来了增值。 

2．项目利益相关者价值增值的方法 

由工程项目价值链的定义可知，工程项目

的价值增值由工程项目价值链中所有利益相关

者共同分享，这些利益相关者主要有项目业主、

总包商、分包商、专业分包商、供应商、当地

政府、社区公众等，各利益相关者价值增值的

途径与方法可用表 3 表示。 

表 3 各利益相关者价值增值的方法 

 

 

 

 
由表 3 可见，不同的利益相关者处于工程

项目价值链的不同环节，各自发挥不同的作用，

但各利益相关者增值的方法却是基本相同的，

主要有两种方法：一是价值链上下游利益相关

者的分工合作创造新增价值；二是同一环节利

益相关者的社会竞争促使其自身不断努力提高

劳动生产率、降低生产成本，从而创造新增价

值。 

Ⅴ. 结论与讨论 

本研究可以得到以下 3 个结论：（1）通过

构建工程项目价值链模型发现：①对某一利益

相关者而言，其通过项目所获得的价值等于其

创造的项目功能与花费成本的比值，其新增价

值为所获价值与花费成本的差值；②价值链某

一环节的利益相关者所花费的成本直接影响到

下一环节利益相关者的价值增值，理论上讲，

这两个值应该相等。因此，在开展工程项目价

值管理时，既要保证各利益相关者价值增值的

实现，又要按照价值链合理分配项目价值，以

集成管理好项目价值，从而使全体利益相关者

共同受益。（2）各利益相关者的新增价值都大

于零，是项目价值管理成功的表现，是项目各

利益相关者决定参与项目的根源所在。这是因

为根据结论一，利益相关者的新增价值即所获

价值与花费成本的差值。当利益相关者的新增

价值大于零时，其获得的价值要高于其花费的

成本，只有这样才是有利可图的，利益相关者

才会选择参与项目。因此，为增加利益相关者

的新增价值，就要从降低项目成本与提高项目

功能两方面进行，一方面合理配置资源，消除

或减少无效活动，降低项目成本；另一方面通

过改进方法或创新等途径提高项目功能。（3）

通过对工程项目增值方法的研究发现，工程项

目的新增价值来源于社会分工和社会竞争两方
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面所创造的项目新增价值盈余。因此，在工程

项目价值链中，各利益相关者应根据自己的专

业特长进行分工与合作，互相信任并全面沟通；

同时，引入正当的竞争机制，通过合理的竞争

提高项目利益相关者的工作效率和效果，从而

实现项目增值。 

本研究存在一定的局限性，仅开展了工程

项目价值在整条价值链中传递的理论模型，以

及项目增值的理论性方法，而没有开展相关的

实证研究。后续研究希望通过对多个不同类型

工程项目的多案例研究，对本研究所构建价值

模型的正确性与客观性，以及项目增值方法的

有效性进行验证和修正。 

 

注释＊ 

 
1 郑丽霞：南开大学商学院博士生，日本爱知大学大学
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中国における RMT1 関連の事態とその問題点に関する研究 

 

石 巍 
 

 

要旨 

中国においては、現時点で全国民の中に約半分がインターネットの利用者であることと、

さらに発展していく見込みを踏まえて考えると、インターネット社会、特にネット上にあ

るユーザーの個人情報に対する管理は、中国社会の未来に深くかかわっている。 

RMT に関して、需要と供給の関係が成立したため、インターネット上で盛んに発展して

いる。RMT 市場での利益を狙い、RMT を生業にした者が現れて、さらに不正ツールの利

用やアカウント窃盗事件が頻発している。RMT そのものは不正行為と見られていないが、

犯罪を招くまで多くの問題を引き起こすことが無視できない。以上のような不正行為を規

制するために、IP Geolocation2 や CAPTCHA3 、パスワード強化、多要素認証など管理

方法が実行されているが、実際ユーザーに受け入れにくい点があり、効果がよくなかった。

本稿では、中国における RMT 関連の不正行為の現状に対して研究し、RMT の存在する理

由や引き起こした問題、及び管理方法の不足を明らかにする。 

 

キーワード：RMT、不正ツール、アカウント窃盗、個人情報の流出、複数要素認証 

                                                  
1 RMT（Real-Money Trading）とは、オンラインゲームにおいて、ゲーム内の通貨、アイテムま

たはアカウントやキャラクターそのものを、現実社会で取り扱われている通貨と交換する行為

のことを指す。 
2 アクセスユーザーの IP アドレスから位置を判定する技術である。 
3 CAPTCHA（Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart）とは、

コンピューターと人間を区別するためのテストである。 

論文 
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はじめに 

背景説明 

2000 年以来、中国における IT 産業が急速

に発展している。CNNIC4 に発表された各年

度の「中国インターネット発展状況統計報告」 

によれば、この調査が開始された 1997 年にお

いては、インターネット利用者数は 62 万人で

あったが、2000年 12月には 2250万人になり、

2005 年 12 月には 1 億 1100 万人を超え、2010

年には 4 億 5730 万人に達した。2014 年に発

表された最新データによると、2013 年 12 月

段階で、中国のインターネット利用者数は

6.18 億人にのぼり、インターネットの普及率

は 45.8%となっている5 。 

ITU6 は 2013 年 10 月 7 日、世界 157 カ国・

地域の ICT（情報通信技術）普及度ランキン

グを公表した。人口に占めるインターネット

利用者の割合は、韓国をはじめ、ヨーロッパ

諸国、日本やアメリカなど先進国では平均で

77％を占めているという［1］。中国は、利用

者数からみるとすでに世界一になったが、普

及率からみれば第 78 位で、まだ潜在力がある。

特に利用者全体の約 8 割は 10 代から 30 代の

若者に集中していることによって、これから

普及率も利用者数も増えていくことが予測で

                                                  
4 中国互联网络信息中心（China Internet Network 
Information Center，略称 CNNIC）とは、国別イ

ンターネットレジストリ（National Internet 
Registry）として、国家レベルでの IP アドレス

管理、中国 IT 産業に関する学術研究・開発及び

サービスを提供する組織である。
<http://www.cnnic.net.cn/gywm/CNNICjs/jj/> 
2014.5.2 
5 CNNIC：各年度『中国互联网络发展状况统计

报告』、2014 年現時点までに合計 33 回発表され

ている。 
6  国際電気通信連合 （ International 
Telecommunication Union） 

きる。 

たとえば 2013 年度、中国のインターネッ

ト旅行の市場規模は 2181.2 億元［2］、イン

ターネット広告市場規模は 1100 億元に達し

［3］、オンラインゲームの市場規模は 891.6

億元に達した［4］。特にインターネットシ

ョッピング市場取引規模は1兆8409.5億元を

超え、社会全体の小売消費額の 7.9％を占めて

いる。同年度アメリカのインターネットショ

ッピング市場取引規模は1兆5997.9億元であ

った［5］。以上は中国における IT 産業の市

場規模や利用者数、利用されている分野など

のデータを用いた、IT 産業の中国社会に対す

る影響力と重要性、及びこれから発展してい

く潜在力などに対しての簡単なイメージであ

る。 

急成長とともに IT 産業をめぐる様々な問

題が現れてきた。青少年のオンラインゲーム

依存などの社会問題、業者のユーザー個人情

報漏れなどの事件、政府のインターネットに

対する政策は無力などとの指摘もある。いず

れも中国 IT 産業の発展にとっては命にかか

わる問題であるが、インターネット社会の主

体としたユーザーによる不正行為の問題はも

っとも深刻であると筆者は思っている。 

現時点で全国民の約半分がインターネット

の利用者であることと、さらに発展していく

見込みを踏まえて考えると、インターネット

社会特にユーザーに対する管理は、中国社会

の未来のあり方に深くかかわっている。あい

にく IT 産業は世界中でほぼ同時に発展し始

めたものであるから、先進国も同じく様々な

問題に対して対策を検討している。それに、

各国の異なる現状によって、起こった問題も

解決法も一致しない。従来のように先進国の

経験を参考したり学んだりすることは無理で

ある。 
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1 RMT 研究の意義 

1.1 定義 

擬似的な経済システムが成立する

MMORPG7 や MORPG8 、レアアイテム9 

をプレーヤー間で取引できるソーシャルゲー

ムなどで行われている。ゲーム内の経済バラ

ンスやモラルの崩壊の原因となりうるため、

利用規約で禁止、規制している場合が多い。 

RMT で現金と交換される仮想世界の財産

は、仮想通貨だけではない。キャラクター、

アイテムなど、仮想世界を構成する各種の財

産が RMT の対象となる。本来のゲーム・プ

レイヤーに成り代わってゲームに参加し、キ

ャラクターの育成を代行するサービスも

RMT で販売されている。仮想通貨と交換され

る現実世界の財産も、現金以外に電子マネー

などが使われる場合もある。 

1.2 RMT の違法性と問題点 

RMT は電子データを売買する取引である。

しかし、その電子データの著作権はオンライ

                                                  
7 MMORPG（Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Game）とは、大規模多人数同時参

加型オンライン RPG にと訳され、1 つのサーバ

ーに多くのプレーヤーが共存するといった形態

を取るオンラインゲームを指す。ちなみに RPG
とは参加者が各自に割り当てられたキャラクタ

ーを操作し、架空の状況下において与えられる

試練を乗り越えて目的の達成を目指すゲームの

一種である。 
8 MORPG（Multiplayer Online Role-Playing 
Game）とは、複数プレーヤー参加型オンライン

RPG と訳され、2～64 人といった、比較的少数

のプレーヤーが同一のゲーム空間に集まりプレ

イするといった形態をとるオンラインゲームを

指す。 
9 オンラインゲーム内で、入手困難もしくは不

可能なアイテムを指す。 

ンゲームの運営会社にあることによって、運

営会社が許可していない場合、RMT は著作権

を侵害していること及び運営妨害することに

なる可能性がある。海外には RMT を許可し

ない運営会社が多いが、中国のほとんどの運

営会社は RMT を黙認している。RMT の行為

そのものを取締る法律そのものは存在しない。

それに、RMT で法的制裁を受けた先例もない。 

とはいえ、RMT は各種サイバー犯罪に非常

に結びつきやすいことも事実である。RMT

業者がゲーム内通貨を取得する過程で、主に

以下のような問題が発生する。 ゲーム運営企

業のサーバー群で不正稼動する BOT の大量

発生により、サーバダウン・ラグを発生した

り、ゲーム内経済のバランスを崩壊したりす

るほか、一般ユーザーのアカウント窃盗を目

的としたコンピュータウィルス、不正アクセ

ス等のサイバー犯罪の増加などがある。これ

らは直接的な原因となり、不満の蓄積したユ

ーザー層が離散することにより、運営企業の

収益低下リスクとなる。そのため、利用規約

で RMT が禁止されているゲームにおいて

RMT を利用することは、結果として運営企業

に不要な負荷を強いることとなり、ゲームの

魅力をユーザーが自ら破壊する行為となりか

ねない。 

現実世界における国家間の経済格差によっ

て、労働単価の安い発展途上国のゲーム・プ

レイヤーは、仮想通貨を獲得することで、現

実世界で働くより高額の所得を得られるので

ある。中国系のゴールドファーマー10 が欧

米や日韓、台湾など各国・地域のオンライン

ゲームに足を入れて、そこで取得した外貨の

不正な流出を危惧する声もある［6］。たとえ

ば 2010 年頃から「Playerauctions.com」という

                                                  
10 ゲーム内で仮想資産を大量に稼ぎ、RMT に

よって現実の通貨に換金することを目的とした

プレーヤー、すなわちバーチャル就労の者を指

す。 
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サイトが、RMT の仲介業者として中国から米

国に向けてRMTのサービスを提供している。

それにオンラインゲーム先進国の韓国では

2006 年頃、オンラインギャンブルの仮想通貨

が、暴力団の資金源になったことによって、

RMT が社会問題になった［7］。 

RMT は数多くの国において盛んに実在し

ている。参与しているユーザーも多い。しか

し仮想通貨・アイテムなどの取引は運営会社

に提唱されていない個人行為であるから、売

り手も買い手も保護しない。特に買い手にと

っては、RMT を通じて買い取ったアカウント

や仮想財産などが売り手に取り戻される可能

性があるし、アカウントが運営会社に凍結さ

れる可能性もある。 

図 1 のように、より多くの現実利益を得る

ために、RMT 商品の生産・収集の段階で、不

正ツールの利用及びアカウント窃盗などのよ

うな不正行為が行われる。また RMT が存在

することによって、ゲーム内及び現実社会に

悪い影響を及ぼす。 

 

図 1 RMT と不正行為の関連 

 

1.3 RMT の存在原因と現状 

1.3.1 需要と供給の関係が実在 

RMT はいったいどうして存在するか。一語

とで言うとプレーヤーに必要されているから

である。 

ゲーム体験に対する要求によって、リアル

マネーを投入し、速やかな成長を望むプレー

ヤーがいる。中国には好戦的なプレーヤーが

多い。PK11 を有利にするために、強力な武

器やアイテムが必要となる。けれども一般的

なプレーヤーにとって、そのようなアイテム

を入手するのは簡単ではない。それで RMT

を利用して、よりいいゲーム体験を「買う」

という考え方があった。アイテム課金のオン

ラインゲームには、運営業者もプレーヤーの

この特性を利用して、売り手の役を演じてい

る。 

                                                  
11 他プレーヤーのキャラクターを攻撃、殺害す

ることを指す。 
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また、MMORPG では Mob（ゲームの中で

プレーヤーの敵と設定された AI）を狩って経

験値を得る設定があり、一定量の経験値を貯

めレベルアップすることによって、キャラク

ターの能力を上げる。プレーヤーにとってキ

ャラクターの育成はゲームプレーの一つの目

的である。ほとんどの韓国や中国製ゲームで

は、レベルアップするために同じモンスター

を何千回何万回以上狩らなければならない。

とても時間がかかるし、つまらない作業であ

る。普通どおりにキャラクター育成するのは

時間の無駄であると思われ、それを避けるた

めに強力な武器やアイテムを買って効率を上

げるか、あるいは育成代行に頼むか、とにか

くその分を RMT で短縮してもらえば、仲間

との冒険や PvP12 などのコンテンツをより

多く楽しめると考えるプレーヤーがいる。こ

れは育成代行を利用する原因の一つである。

もう一つは、育成代行の関係者がゲームのプ

ロであるから、レベルアップの効率が高いし、

一般のプレーヤーより高難度の目標を達成で

きるのも重要な原因である。育成代行サービ

スの提供は内容も多様で、手段も多い。手作

業で行うと宣伝される場合がほとんどである

が、実際は効率を上げるために不正ツールを

開発・購入し利用する場合が多い。 

一方、ゲームを通じて現実的な利益を獲得

しようとしたプレーヤーもいる。一般的には

このようなプレーヤーは、ゲームの達人だっ

たり、時間をかけてたくさんのゲーム内の資

源を生産するゴールドファーマーだったりし

て、ゲーム内の物々交換に興味がないという

点は共通している。もちろん育成代行のよう

な最初から現実利益目当ての個人や集団が含

まれている。その他には、アイテムの入手難

易度によって、一部のアイテムは現金でなけ

れば取引できない。力で取れるアイテムより、

                                                  
12 Player vs Player の略称。 オンラインゲームの

人対人で行なう対戦のことである。 

運でしか得られないアイテムはもっと高価で

ある。例えば「大話西遊Ⅱ」にある「神器」、

「神獣」が出る確率は極めて低いから、ゲー

ム内の経済システムではとても評価できない。

つまり、オンラインゲームの中には RMT に

対する需要と供給の関係が成立しているわけ

である。 

1.3.2 取引便利 

RMT の実行については、現実社会で取引し

たり、銀行振り込みしたりして、1 対 1 で直

接に取引する以外、よく利用される手段は、

「淘宝網」や「5173」など第三者の取引プラ

ットフォームを通じて売買することである。

仮想通貨やアイテム、アカウントのほかにポ

イントカード、電子マネーや不正ツールまで

売買できる。一部のオンラインゲームの運営

会社もユーザーの取引をサポートしている。

例えば「盛大網絡」には「盛大商城」という

総合取引プラットフォームがあり、「網易」に

は「蔵宝閣」という西遊シリーズの公式 RMT

サイトがある。 

1.3.3 取り締まりは困難 

アカウントや仮想マネー、アイテムの販売

については基本的に規則違反であるが、RMT

行為そのものを直接に犯罪行為とした法律も

判例も無い。特にアイテム課金の場合は最初

からリアルマネーが介入しているから RMT

を否定する理由が見つからない。育成代行サ

ービスの提供については、非法経営罪として

裁いた判例があるが、それを支持する法律は

微妙である。取引の手段も多様であり、運営

業者の手の届かないことが多いから、取り締

まりは困難である。それに、RMT を賛成する

ユーザーは多いし、ユーザーの離散を恐れる

運営業者が目をつぶっていたことも普遍的で

ある。 

1.3.4 運営側の態度 

そもそも RMT 行為に対して、運営側は曖

昧な態度をとったことが根本的な問題である。
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網易公司に運営されている MMORPG「World 

of Warcraft」を例にして説明する。アカウント

や仮想通貨・アイテムなどに対する RMT 行

為は、協議違反であるとはっきり禁止されて

いる［8］。一方、実際はほとんどのサーバー

に何年間も続けた有名で信用度の高い RMT

専門業者がいる。常にゲームの中で RMT 広

告を散布するから、運営側は知らないはずが

ない。「淘宝網」や「5173」など第三者の取引

プラットフォームには、このゲームの RMT

情報が数え切れないほど集まっている。RMT

行為を禁止する気があったら、買い手のアカ

ウントをたまに凍結したり［9］時々無視した

りするような曖昧な行動より、これらの取引

情報の取り消しを要求すべきであると思う。

もちろん RMT 行為に対して賛否両論の今で

は、同社が自主開発・運営している西遊シリ

ーズのように RMT 行為をはっきり認めても

構わない。禁止するか承認するか、いずれに

してもはっきりすべきであると思う。 

 

2 RMT 関連の不正ツール 

商品とする仮想通貨・アイテムを効率的に

入手することを目指して、不正ツールを利用

する行為が現れた。機能によって、主に「チ

ート」 と「ボット」 の 2 種類に分けられる。

オンラインゲームに使われることが多いが、

近年「切符予約ツール」や「オークションボ

ット」、何かのクライアント・サービスの「会

員チート」などゲーム以外に使われるツール

も現れた。このようなツールが利用されたら、

運営会社あるいは一般ユーザーの正当利益が

侵害される。 

2.1 チート 

2.1.1 チートとは 

チート（cheat）とは、プログラム解析や専

用のソフト、ツールなどを用いてゲーム内の

プログラムデータを改造することである。不

正に能力を上げたり、アイテムを入手したり、

一撃必殺など、ゲームを非常に有利に進める

条件を提供する機能の場合もある。通常利用

規約等で禁止されている不正行為なので、運

営側に見つかるとアカウントが剥奪される。

よくあるのはスピードハック13 、パケット

ハック14 、ファイル改ざん15 、メモリエデ

ィット16 などである。基本的にキャラクタ

ーのデータと、オンライン側のサーバーを改

ざんするため、技術的にもかなり高度な能力

が要求される。 

 

2.1.2 チートによる被害 

チートという不正行為はいつも目立ちすぎ

で、一般プレーヤーに強く反発されているし、

運営業者の取り締まりも厳しい。もっとも分

かりやすい例としては、レースゲームでチー

ト行為を行い、自分のレースカーの存在する

座標を書き換えて、スタート直後にゴール直

前に「置く」行為が挙げられる。このように

なると他のレース参加者は、絶対的にチート

行為を行ったプレーヤーを追い抜くことはで

きない。射撃類のゲームの場合は、壁など障

害を透視したり、移動速度をアップしたり、

さらに自動的で速やかにターゲットを狙い定

めて正確に射撃することができるから、たと

え大人数の相手にしても全滅させられる。

MMORPG 類のゲームの場合はスピードハッ

ク、アイテム改ざんを通じて戦闘力を大幅に

強めて、一般プレーヤーのキャラクターを一

                                                  
13 たとえば移動や攻撃速度の操作など。 
14 パケット置き換え・転送による高レベルの操

作。 
15 ゲームクライアント、ゲームデータファイル

の分析・操作。 
16 メモリ内のゲームデータデバッグやメモリ

エディットなど。 
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撃で殺してしまうのも珍しくない。さらに普

通はグループあるいはレイド17 でさえ簡単

に倒せないモンスターを一人で倒してしまう。

アイテムなどを容易に手に入れ、RMT で一般

プレーヤーに販売し、結局ゲームの寿命が縮

められる。 

2.2 ボット 

2.2.1 ボットとは 

ボット（Bot）とは、ロボットの略称で、ボ

ットツールやマクロ、自動操作プログラムを

使って、キャラクターが一定のパターンの行

動を行なえるようにしておき、ユーザーの操

作無しに、キャラクターが自動で経験値やア

イテムを得るようにする行為である。 

たいていの場合において、本来プレーヤー

の代わりにキャラクターをコントロールして、

プレーヤーのやりたくない作業・行為18 を

代行させることを目指す。 

 

2.2.2 ボットによる被害 

ボットの存在と被害はチートほど目立たな

い。もしチートがスーパーマンを作りだすも

のであると言うなら、ボットは絶えず働ける

労働者を作りだすようなものである。クライ

アントプログラムには正常な動きと見えるの

で、なかなかシステム的には判断できない。

それに、ゲームの内にボット通報仕組みをお

く場合があるが、直接的な収益に配慮が払わ

れて、ほとんどの運営業者はボットに対する

取り締まりがあまい。 

一般ユーザーは、いくら頑張っても毎日 24

時間で単純な操作を繰り返すことは考えられ

                                                  
17 RAID：MMORPG やソーシャルゲームにおい

て複数の group を組んだ多数のプレーヤーが、

強大な mob や zone に挑むこと。または、その

集団。 
18 経験値を溜めるための狩りや資源収集のよ

うな、単純で頻繁に繰り返し作業のこと。 

ない。当然レベルや仮想財産など収益はボッ

トに追いつけない。表面上からみると、ボッ

トは個人行為で、一般ユーザーと同じく接続

時間に応じて課金しているし、キャラクター

の行動も基本的にゲームの設定されるルール

から離れていない。しかしボットはサーバー

に接続すれば飽きがこなく働き続けられる特

性によって、ゲーム内の経済システムが影響

され、生産力の低い一般ユーザーは貧しくな

るのは当然である。不正行為で巨大な貧富の

差が作り出され、一般ユーザーの積極性が挫

かされた。この場合、一般ユーザーの反応は、

RMT を通じて仮想通貨やアイテムを買うか、

不正ツールを利用して生産力をアップするか、

あるいは両方とも嫌なら止めるよりほかにな

い。 

特に無料ゲームの場合には、1 台のパソコ

ンで幾つかのボットプログラムを制御できる

から、運営業者は収入が増えないのに、余計

に回線とサーバーの負担を拡大される。プレ

イ時間による料金は一切発生しないから、超

長時間ボットを利用することが可能である。

それによって、レベルのより低いモンスター

を狩れば、少々効率が悪いかもしれないが、

消耗なしで済ませる。結局、アイテム課金の

売上は減少するのも当然である。 

3 RMT 関連のアカウント窃盗 

3.1 現状 

米国マカフィー社19 の研究機関によれば、

オンラインゲームのパスワードを盗むコンピ

                                                  
19 McAfee, Inc は、アメリカ合衆国カリフォルニ

ア州サンタクララに本社があるコンピュータセ

キュリティ関連のソフトウェアとハードウェア

を製作・販売する米インテルの子会社である。

IT セキュリティの専業ベンダーとしては世界

一の規模である。 
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ュータウィルスは 2003 年頃に出現し、2007

年の 1 年間で、パスワードを盗むウイルスが

8 万種類以上確認されたという。2011 年にな

ると、パスワードを盗むウイルスは 30 万種類

近くになって、その 40％から 50％は、オンラ

インゲームのパスワードを狙っているという。 

米国では 2003 年ごろからフィッシングが

流行し始めた。ユーザーを正規のサイトに見

せかけた偽サイトへ誘導し、認証情報を入力

させて盗む。2012 年、中国国内のサイトに見

せかけた 22,308 個のフィッシング・Web ペー

ジが国家インターネット応急センターに探知

された。これに関連する IPは 2,576 個があり、

その中に米国のIPが83.2％を占めているとい

う［10］。 

2004 年－2007 年、オンラインゲームの流行

と共に、仮想財産が注目されるようになった。

巨額の RMT 利益のもとで、攻撃者はユーザ

ーのデータを目指して、オンラインゲーム・

サーバーを標的にした。コンピュータウィル

スやフィッシングなどより、効率も対応性も

著しく高まった。2008 年－2009 年、攻撃対象

は電子商取引サイトに移った。2010 年以来、

ユーザー情報に対する収集・分析を通じて、

いわゆる「社会工学」という攻撃手段の効果

が、ハッカーたちに好評である。ユーザーの

情報をより多く掌握できれば、攻撃の精度や

効率を高められるから、確実で詳細なユーザ

ー情報を大量に保有するソーシャルサイトと

コミュニティサイトが標的になっている。地

下で「人肉検査庫」20 を作って、ユーザー

常用のアカウントやメールアドレスを知れば、

当ユーザー常用のパスワードを検索できると

いう［11］。 

2011 年前半、コンピュータウィルスに攻撃

されたユーザーは 2.17 億人いる、ユーザー全

体の 44.7％を占める。アカウント盗難に遭っ

                                                  
20 ユーザーの個人情報を保存するデータベー

ス。 

たユーザーは 1.21 億人いるという［12］。こ

の 1.21 億人の中に、データベースハッキング

によるアカウント情報の流出が 8 割以上を占

める。その危害はコンピュータウィルスより

遥かに大きいという［13］。2011年12月下旬、

中国でインターネット個人情報の流出事件が

連続して発生した。2011 年 12 月 29 日まで、

26 のデータベースが情報漏れの疑いがあり、

かかわるアカウントとパスワードが2.78億組

であるという［14］。 

サイバースペースではアカウントとパスワ

ードがユーザーそのものである。アカウント

とパスワードが盗まれれば、他人が完全に盗

まれたユーザーになりすますことができ、そ

の行為の結果がすべて盗まれたユーザーの責

任になる。最も重要でありながら、最も盗ま

れやすい。その原因の一つは RMT 市場が形

成されて、これらをお金に換えることが可能

になっているからである。 

アカウント盗難によって、ユーザーの仮想

財産やアカウントそのものが売られてしまう

だけではなく、ネットバンクなど取引機能を

持つアカウントが不正アクセスされたら、も

っと現実的な被害になる。また、ユーザーの

個人情報が現実社会で悪用される危険性が極

めて高い［15］。 

3.2 手段 

3.2.1 コンピュータウィルス――盗む 

「キー・ロガー」などのコンピュータウィ

ルスが仕込まれたリンクを散布する場合もあ

るし、メールに添付して送りつける場合もあ

るし、一般プログラムに見せかけてダウンロ

ードされる場合もある。実行すると、ユーザ

ーのキー操作を記録し、ユーザーの認証情報

などを自動的にハッカーに送る。 
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3.2.2 フィッシング21 ――騙す 

実在する企業の Web サイトに見せかけた

サイトへユーザーを誘導し、クレジット・カ

ード番号などユーザーの認証情報を入力させ

て盗むことを指す。 

3.2.3 パスワードクラック22 ――破る 

類推攻撃23 ・辞書攻撃24 ・総当り攻撃25 

のように何種類があるが、文字列を順に当て

はめていくという基本的な特徴はみんな一緒

である。パスワード候補のリストを順に試し

てゆくという点で、それらは似通っていると

いう。実際に動作しているサーバーに ID と

パスワードを送って認証に成功するかどうか

を試すようなオンライン攻撃もあるし、サー

バー以外でも動作中のサービスに認証情報を

送って試すオンライン攻撃もある。 

 

3.2.4 データベースハッキング――奪う 

SQL26 インジェクション攻撃27 などの

手段により、データベースを直接操作するこ

とができてしまう。それによって、データベ

ースに格納していたクレジット・カード情報

やアカウント情報など重要なデータが直接に

盗む。あるいは、ウイルス感染を引き起こす

ようにサイト上にウイルスを埋め込めたり、

                                                  
21 phishing が fishing（釣り）に基づいた造語さ

れ、オンライン詐欺の一種である。 
22 パスワードを見破ることを指す。 
23 ターゲットの個人情報に関する知識から、攻

撃者自身がパスワードを類推し攻撃する。 
24 人名や意味のある単語など、パスワードとし

て使われやすい文字列をデータベース（辞書）

に登録し、それを順に当てはめていくという手

法である。 
25 理論的にありうるパターン全てを試す。 
26 SQL とは「Structured Query Language」の略で、

データベースとやり取りをするためのものであ

る。 
27 SQL インジェクションは、広く知られたハッ

キング手法で、この手法を用いると、正規の認

証を通ることなく、データベースにアクセスす

ることが可能になる。 

公式サイトを攻撃者に都合の良い情報に書き

換えたりして、間接的に情報を盗む。データ

ベースのセキュリティを破って、アクセス権

限を奪って、大量の確実で詳細なユーザー情

報を取り出す。 

 

3.2.5 内部関係者による情報流出――買う 

 情報漏れ事件については、外部からのデー

タベースハッキングより、内部関係者による

情報流出の方が遥かに多い［16］。中国移動通

信集団、中国工商銀行、中国招商銀行、中国

農業銀行、多玩 YY28 など内部関係者による

情報流出も判明されている［17］、［18］、［19］。 

表 1 のように、アカウント窃盗に関して、

よく見られる手段は 5 つある。対象も危害も

一致しないが、より遅く出現した手段は危害

がより大きいと思われる。アカウント窃盗の

手段が発展していて、対象も目的もだんだん

明確になってきて、ターゲットの数も多くな

っていることは明らかである。つまり、現状

から見ると、現在一般的なサイトのセキュリ

ティ水準では、インターネット上の個人情報

を守りきれない。 

 

表 1 アカウント窃盗手段と被害の比較 

手段 対象 目的 

コンピュー

タウィルス

不特定

単一 

不特定の情報ある

いはパソコン制御

の権限を取得 

フィッシン

グ 

不特定

単一 

特定サイトの ID と

PW をセットで取得

パスワード

クラック 

特定 

単一 

特定 ID の PW を取

得 

                                                  
28 広州多玩信息技術有限公司に開発された即

時通信ソフトウェアである。 
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データベー

スハッキン

グ 

不特定

複数 

特定サイトの ID や

PW など個人情報を

取得 

内部関係者

による情報

流出 

特定 or

不特定

単一 or

複数 

特定サイトの ID や

PW など個人情報を

取得 

3.3 小節 

ユーザーはインターネットにおける通信・

社交・ゲームなどソフトウェアやサービスを

利用するために、当サイトに個人情報を提出

して ID を申請する必要がある。場合によっ

て、ユーザーの年齢などを確認する必要があ

るし、特に中国においては、インターネット

実名制の全面実行により、インターネット上

のサービスを利用するには個人情報の提出が

前提条件になっている。そこでは、実名制の

下でユーザーの個人情報を如何に守るかが重

要なポイントとなる。 

外部から侵入されるか、あるいは内部関係

者による流出か、いずれにしてもユーザーの

個人情報を守り切れない場合がある。会社に

よってセキュリティのレベルが違うが、ユー

ザーの個人情報の価値がかわらない。それ故、

各サイトに大事な個人情報を提出することは、

実にリスクが高いことである。今ユーザーは

自分の個人情報がどのサイトから漏れたのか

さえ分からない。この状態で、もちろん誰も

責任を取ってもらえない。それに、インター

ネットと現実社会の繋がりがどんどん緊密に

なってきて、ネット上の個人情報流出により

現実社会での被害が出てきてもおかしくない。 

4 RMT 関連の不正に対応する対策 

中国においては運営側からのアカウントに

対する保護措置が多いが、ユーザーにとって

不便なものも多いから、予想している効果が

現実的に発揮できず、ユーザーの反発を招く

ことさえあった。それに運営側は RMT 行為

に対して、実際に禁止も保護も一切しないこ

とも問題であると思う。 

ID 管理に関するユーザーの習慣やインタ

ーネット利用の体験などについて、56 人の

20 と 30 代のユーザーにアンケート調査を行

った。こちらでは調査結果の概要をまとめる。 

インターネットにおいて、ほとんどのユーザ

ーがたくさんの ID を持っている。覚えやす

くするために、違うサイトで同じ ID と PW

の組み合わせを利用する傾向がある。9 割以

上のユーザーはIDが盗まれた経験があるが、

安全性を高めるためによくパスワードを変更

するのは 4％しかない。複数要素認証手段の

中に携帯電話のメール認証が最もユーザーに

愛用されている。その以外にUSBトークン、

Ｅメール認証とセキュリティカードもよく利

用されている。しかしすべての ID に複数認

証を設定するわけではなく、携帯電話認証の

場合は大体一人に 10 個以内を設定し、USB

トークンは 5 個以内を持つ。身分を確認する

道具を 10 個以上を持つと、また不便になる

と思われている。それに、IP Geolocation（即

ちアクセス制御）を認めるのは多いが、

CAPTCHA を認めるのはあまりいない。 

4.1 IP Geolocation29 ――アクセス制

御 

4.1.1 IP Geolocation とは 

IP Geolocation については、国によって使い

方が違う。 

アメリカでは、海外のオンラインゲームや

ギャンブルサイトでの不正対策のひとつとし

                                                  
29 アクセスユーザーの IP アドレスから位置を

判定する技術である。 
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て採用されているという［20］。 

日本では、オンラインゲーム会社は規約違

反の RMT を防止するため、中国からの接続

を制限している場合がある。これに対して、

中継用のサーバーを使うことで日本国内から

接続するように見せかけていた中国からの接

続の例があった。2006 年 11 月、熊本県で出

入国管理法違反の疑いにより中国人留学生が

逮捕された。この留学生は IP アドレスを擬装

して中国からの大量アクセスを可能とするサ

ーバーを熊本市内の自宅で稼働させていたと

される。 

中国では、アカウント盗難が頻発している

から、主にアカウントを保護するためにアク

セスを制御する。常用登録地・IP 以外の IP

に接続された場合、アカウントが盗まれた可

能性が高いと思われ、運営会社はユーザーの

アカウントを保護するために臨時凍結するこ

とがある。 

4.1.2 IP Geolocation の問題点 

IP Geolocation によるアクセス制御はユー

ザーのアカウントを守るためのいい技術であ

る。しかし実際的な応用で、細かい所で不足

があると思う。 

アカウント凍結のタイミングに関して、理

論的にアクセスの瞬間で凍結するのはベスト

であるが、実際に被害が出た後で凍結される

場合が多い。結局アカウント保護という役割

を果たせず、かえってユーザーに不便をもた

らす。仕事などの原因でよく出張するユーザ

ーの場合、非常用 IP からのアクセスによって、

アカウントの持ち主本人を不正アクセスと誤

認されてしまうことがある。 

他にも、RMT を利用し、売り手がアカウン

トを第三者の取引プラットフォームに預かる

場合や、買い手がアカウントを育成代行に預

かる場合などがある。確かにアクセスを実行

する者はユーザー本人ではないが、あくまで

もユーザーの意思による結果であるから、ア

カウントを凍結すべきかどうか、また検討す

る余地がある。 

4.2 CAPTCHA30 ――画像認証 

4.2.1 CAPTCHA とは 

CAPTCHA という画像認証システムは、主

にパスワードクラックとボットを防ぐために

使われる。アカウントの申請・登録・操作、

BBS などでの書き込みの発表・転載あるいは

ゲーム活動の最中に、画像に応じて答えを入

力することを要求し、応答者がコンピュータ

ーではないことを確認する。画像認証システ

ムの発動するタイミングによって、阻止され

たボットは大体 3 種類に分けられる。 

1. アカウント申請用ボットを阻止 

BBS などソーシャルで不正書き込み用（広

告散布など）のアカウントを大量に申請する

行為を阻止するためである。また、ID は数字

で表現する場合がある。現実社会には電話番

号や車のナンバープレートなどにかかわる人

間がいることと同じく、インターネット世界

には ID にかかわるユーザーがいる。気に入

る ID を入手するために、あるいは RMT の商

品として販売するために、不正ツールで ID

を頻繁に申請することがある。 

2. アカウント登録用ボットを阻止 

特定なアカウントを登録するために頻繁に

パスワードを試す行為、つまりパスワードク

ラックのことである。このような行為を阻止

するために、アカウントを登録する時パスワ

ードと画像確認が同時に要求される。 

3. アカウント制御用ボットを阻止 

最広範に利用されたのは、ユーザーの代わ

りにアカウントを制御するボットである。例

えばオンラインゲームでの資源収集・キャラ

                                                  
30 全称は completely automated public Turing test 
to tell computers and humans apart であり、コンピ

ューターと人間を区別するためのテストである。 
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クター育成、ソーシャルサイトでの書き込み

などがある。アカウントの動きはユーザーに

よるものかボットによるのもかを確認するた

めに、ゲームの最中や書き込みを発表する時

に画像認証をする。 

4.2.2 CAPTCHA の問題点 

一般ユーザーにとって、あまり識別しにく

い画像さえ出てこなければ、アカウントを申

請・登録する時に画像認証が要求されても特

に困ったとは思われない。しかもアカウント

を登録する時、非常用の IP からのアクセスし

か確認しない場合が多いから、不便を感じさ

せることは少ない。ユーザーに強く反発され

たのは、アカウント操作中に出てきた画像認

証である。例えばゲームの最中に画像認証が

要求され、それを対処したせいで獲得したは

ずのものがなくなってしまうことであり、な

かなか識別できない画像認証に頻繁に邪魔さ

れたら尚更である。一方、システムの代わり

にスタッフでボットを退治するのは、精度が

高くなり一般ユーザーには影響を与えないが、

運営側のコストを上げてしまう。総合的に考

えると画像認証のタイミングと頻度を、でき

るだけユーザーの邪魔にならないようにすべ

きである。 

もっと深く考えると、ひとつのゲームでた

くさんのアカウントを持つユーザーが多い。

それらのボットを利用する目的から分析する

と、RMT の商品とする仮想財産を収集、及び

メイン・アカウントを支持するために補助的

なアカウントで仮想財産を収集する行為が考

えられる。補充的なアカウントが凍結される

覚悟ができている上で不正ツールを利用する

という共通点がある。この場合は同一人物の

身分証明書で申請したすべてのアカウントに

連帯責任を負わさせなければ、不正ツールが

消えないであろう。 

ボットなど不正ツールの利用は、インター

ネット及びオンラインゲームの秩序を乱すこ

とになるから、放任しておいてはいけない。

CAPTCHA は一種の手段として、積極的に効

果が発揮されているが、唯一の手段ではい。

それにCAPTCHAの画像は読みにくいという

特性があり、場合によって頻繁に出てくるこ

ともあるから、ユーザーに不便をもたらして、

反発を招いた［21］、［22］。 

 

4.3 パスワード強化 

4.3.1 パスワード強化とは 

パスワードクラックによるアカウント盗

難事件を減少させるために、運営側はユーザ

ーにパスワードの強化を求めている。安全性

の高いパスワードの設定について、以下のよ

うにアドバイスをしている。 

1. ID と同じ、あるいは似るものを使わ

ない。 

2. 名前、誕生日、パスポート番号など個

人情報を使わない。 

3. 8 文字以上で設定する。 

4. 大小英文字、数字、記号などを組み合

わせて設定する。 

場合によって、いずれの条件も強制的に要

求されることがある。それに、Microsoft によ

ると強力なパスワードの効果を保つために、

違うサイトで同じパスワードと ID を使わな

く、それにパスワードを頻繁に変更した方が

いいという［23］。 

4.3.2 パスワード強化の問題点 

現実では、パスワードの安全性が高ければ

高いほど忘れやすいという特性があるから、

ユーザーはわざと安全性の低く覚えやすいパ

スワードを設定する傾向がある。それに、一

般的には一人のユーザーが何十個もの ID を

持っているから、同じものにしなかったら忘

れてしまう恐れがある。パスワードを頻繁に

変更するのはさらに現実的ではない。CSDN
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によると、22.6％のユーザーが 100 個の常用

パスワードを使っていて、60％以上のユーザ

ーが数字だけで組んだパスワードを使ってい

る。2011 年 12 月の大規模のインターネット

個人情報流出事件以後、運営側が繰り返して

パスワード変更の注意報を出た状況で、パス

ワードを変更したユーザーは 3 割しかない

［24］。 

今まで本人認証を一手に引き受けてきた

ID・パスワードは非常に秀逸なアイデアであ

る。けれどもコンピュータウィルスやフィッ

シング、パスワードクラック、データベース

ハッキング、内部関係者による情報流出など

の他人のアカウントを窃盗・入手する手段が

現れ、運営会社はユーザーの認証情報をなか

なか守りきれない。このような状況が存在す

る限り、ID・PW だけでの認証は不十分であ

る。パスワードの長さや複雑さはパスワード

クラック以外の手段の前で、何の意味もない

と言えるであろう。 

4.4 複数要素認証 

4.4.1 複数要素認証とは 

中国においては、様々な原因でアカウント

盗難が頻繁に発生し、さらに大規模のインタ

ーネット個人情報流出事件が連続的に起こっ

ている。それで、ユーザー本人を認証する際、

ID・PW だけでは十分ではないと認識される

ようになった。パスワード提供の上、ほかの

認証手段を通じて確認し、アカウント不正利

用のリスクを軽減することを目指している。 

認証方式が多様であるが、大きく 3 つの種

類に分けられる［25］。 

1. あなたが知っていること(What You 

Know)。パスワードや秘密の質問など

を含む。 

2. あなたが持っているもの（What You 

Have)。デジタル証明書、携帯電話認

証サービス、USB トークンなどを含

む。 

3. あなた自身（What You Are)。指紋、声

紋、虹彩などを含む生体認証である。 

複数要素認証の問題点 

秘密質問など第 1 種類の認証方法はパスワ

ードと同じく、盗まれる可能性が高く、安全

性が低い。大事な情報を流出しないように、

偽情報を記入するユーザーが多く、結局答え

を忘れてしまうケースがある。 

技術や設備、コストなどの関係で、インタ

ーネットにおいては生体認証が現時点でまだ

普及されていない。 

現在よく利用されいるのは第 2 種類の認証

手段である。便利性からみると、デジタル証

明書、携帯電話認証サービス、USB トークン

の順であるが、安全性からみると逆である。

現時点において USB トークンは各企業が独

自発行するものである。複数要素認証が発展

していくと、ユーザーは各社の認証設備を持

たなければならない状況が予測できる。そう

すると、不便を感じたユーザーが、安全性が

低く覚えやすいパスワードを選んだように、

USB トークンを利用しない恐れが考えられ

る。 

4.5 小節 

ユーザーの支持を欠いたら、予期される効

果に達せないから、対応策を制定する時、安

全性と便利性両方とも検討した方がいいと思

う。例えば図 2 のように、まずユーザーに ID

を入力させて、サーバー側は当 ID の非常用

IP からのアクセスを検出した場合、複数要素

認証を要求し、アカウント凍結を実行するか

どうかは認証結果の次第で決める。 

 

図 2 IP Geolocation と多要素認証を活用した

アカウント登録の流れ 
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パスワードの安全性に拘らなくて、 IP 

Geolocation と多要素認証を活用し、ユーザ

ーに与える不便を軽減する上で、アカウント

窃盗事件を有効に防止できるはずである。 

まとめ 

中国においては、RMT そのものは不正行為

と見られていない。需要と供給の関係が成立

したため、インターネット上にはたくさんの

RMT サイトができて、盛んに取引が行われて

いる。オークションだけでなく、RMT 専門業

者サイトや仲介サイト、個人間取引などを含

め、形態は多様であり、利用者も多い。 

しかし RMT によって、多くの不正行為が

引き起こされたことは無視できない。RMT

市場での利益を狙い、ゴールドファーマーと

呼ばれた RMT を生業にした者が現れて、商

品とする仮想通貨・アイテムを効率的に入手

することを目指して、不正ツールを利用する

行為も現れた。さらに仮想商品を生産するに

は従量課金や時間などのコストがかかる。

RMT の利益を最大限するために、「トロイの

木馬」などコンピュータウィルスを不正ツー

ルに仕掛けて、インターネットで散布し、感

染したパソコンからユーザーの ID 情報を盗

む。盗まれたものをまたユーザーに売り出し

て、通常は考えつかないほどの利潤が得られ

る。すなわち RMT は犯罪を招くまで、多く

の問題を引き起こし、不正行為の源になって

いる。 

RMT を全面禁止するか、不正行為の防止策

を考えならが RMT を承認するか、いずれに

しても運営側の意見ははっきりすべきである

と思う。承認する場合、政府は取引税や関連

する法律など RMT 市場を規範する政策を制

定し、現実社会の市場のように管理・監督す

る。そして商品とした仮想通貨・アイテムな

どの不正収集（不正ツールの利用とアカウン

ト窃盗行為を含む）に対しても、厳しく対処

すべきである。例えばユーザー本人が不正を

したと確定したら、証拠をホームページなど

で公示する上、連帯責任として当ユーザー名

義のすべてのアカウントを剥奪する。直接に

ボットの活動を阻止しようとする CAPTCHA

に比べて、一般ユーザーに不便をかけずに、

根源から不正行為で利益を得ようとする考え

方を阻止した方が有効である。 

現在利用されている複数要素認証手段は、

第 2 種類の「ユーザーの持っているもの」が

多い。便利性からみると、デジタル証明書、

携帯電話認証サービス、USB トークンの順で

あるが、安全性からみると逆である。現時点

において USB トークンは各企業が独自発行

するものである。複数要素認証が発展してい

くと、ユーザーは各社の認証設備を持たなけ

ればならない状況が予測できる。そうすると、

不便を感じたユーザーが、安全性が低く覚え

やすいパスワードを選んだように、USB トー

クンを利用しない恐れがある。便利性と安全

性のバランスを如何にとるかという点が今後
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の課題になるであろう。 
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特集 島嶼部をめぐる日中政治外交関係の検証 

人間文化研究機構現代中国地域研究 

愛知大学拠点政治外交班編 
 

 本特集は 2012 年度来継続して政治外交班

により実施されている、尖閣諸島問題をめぐ

る日中政治外交関係を再検証する研究プロジ

ェクトにおける研究活動の一端を紹介するも

のである。その検証対象は、2010年 9月 7日、

尖閣諸島付近で操業中だった中国漁船が海上

保安庁の巡視船 2 隻に体当たりする事件のそ

の後の展開と日中政治外交関係であるが、い

ずれこの研究プロジェクトの全容については、

事件当時における一部政府関係者へのインタ

ビューなども含め、書籍のかたちで上梓され

る予定である。 

 最近においても、2016 年 3 月 15 日アルゼ

ンチン海軍が「違法操業中の中国漁船を撃沈

した」と発表、動画を公開した、といった 2010

年の事件と同様の事件が起こっている。 

http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/15/story_n

_9473928.html 

 だが、アジアにおける島嶼部をめぐる国際

政治の諸問題には、必ずしもこのアルゼンチ

ンの事例と同じように扱えるわけではないさ

まざまな歴史的文脈が残されている。 

 すなわち、アジアにおける冷戦下にあって、

アメリカは、第二次世界大戦後処理でアジア

諸国の島嶼部問題をあいまいなままにするこ

とで、自らの影響力をより深く残存させる戦

略をとったことは、すでに周知の事実である。

サンフランシスコ条約の性格がそれをよく物

語っており、日本とロシア（ソ連）との所謂

北方領土問題も、中国との間の所謂尖閣諸島

問題も、その直接の基底には、アメリカのあ

いまい戦略がある。これは何も冷戦期アメリ

カの特殊な戦略であるというわけではない。

ネイション・ステイト・システムにおける諸

国間の領土帰属問題が大国間関係において操

作的に扱われるのは常である。したがって、

それが当事者同士の単純な二国間関係の政治

外交関係に還元しえないことは言うまでもな

い。あいにく、現況の日本外交には、そうし

た大国間関係の中で適切な立ち回りができる

ような条件が、十分備わっているとはいえな

いようである。所謂尖閣問題の始まりに際し

て、日本の外交関係当局は、その後数年の日

中関係の冷え込みを想定していたようである

が、その解決のシナリオを示せぬまま、米中、

中露関係の展開を座視せざるをえないように

すら見える。 

 今回の特集では、政治外交班研究会を軸と

し、共催者をえて開催された以下のワークシ

ョップの記録の一部を掲載している。これら

に関連して他にも諸記録を整理中であるが、

上述のようにプロジェクトの成果の上梓をお

待ち頂ければさいわいである。 

 

⑴2013 年 8 月 18 日（於車道校舎第 4 会議室）  

時殷弘教授・加々美光行教授対談 

⑵2013 年 8 月 19 日（於名古屋校舎厚生棟 3

階 W31-32 会議室） 

米中首脳会談後の日中関係を軸とした東アジ

ア政治の行方（時殷弘教授他） 

⑶2013年 9月 28日（於車道校舎ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ） 

学術シンポジウム「尖閣から東アジア協同体

への道」基調講演（仙谷由人 元内閣官房長

官・弁護士） 

 

〔鈴木規夫：政治外交班主査〕 
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加加美光行与时殷弘对谈 

2013 年 8 月 18 日 

加加美光行1・时殷弘2 

 
 

加加美：首先要谈 6 月的中美首脑会谈之后的

亚太地区（日韩中菲）等五个国家。其中日中

美是最重要的。今后的政治走向怎样？ 

 

时：这个会谈本身很重要。习近平本来是想找

奥巴马进行会谈，一开始美国并不想跟习近平

会谈。但是奥巴马发现新领袖权力稳定而且获

得所有权力，所以觉得中国主席是个极为重要

的角色。要早点跟中国领袖打交道。不管是竞

争对手还是合作伙伴，中国对美国都很重要。

习近平希望通过会谈，能够建设一种新型的大

国关系。 

   习近平认为他成为首脑以后，中美关系不

应像以前那样大起大落。 

   大国，指今天的中国，今天中国是外交实

力，军事实力大为强大的国家，跟以往不同。

所以美国应正视这样的客观事实。 

   奥巴马说我们需要新型关系，但是没有涉

及实质内容。到今天为止，奥巴马没有接受“新

型大国关系”。但是为了中国的国内政治，国内

宣传说美国接受了。 

   还有一个地缘关系，“太平洋这么大，可以

容纳下中美两个大国”。到现在为止，美国没有

回应。美国绝不会接受中国跟美国平起平坐。 

   日本不是最终问题。东亚最大的问题是半

岛问题。金正恩上台后对中国态度强硬，所以

中国今年以来 2 月初改变了对朝鲜态度。1 中

国赞成对朝鲜的制裁，这是史无前例的事情。2

而且中国史无前例的发动了自己的对朝鲜制

裁。3 中国领导人公开指责朝鲜。奥巴马和习

近平在会谈上就朝鲜问题达成了共识。 

在日本问题上中美对立非常严重。在散步

的时候，奥巴马对习近平发出警告，在钓鱼岛

问题上，中国不能动武。今年 1 月希拉里发布

了一个重要的 ，这个标志着美国的一个态度。

在美国看来，钓鱼岛问题上主要责任者是中国。 

    在南海问题上，随着越南国家主席访问中

国，情况有所改善，但中美在南海问题上的对

立基本如故。而且美国对中国的军事扩大表示

担忧。中国也对美国的亚太战略有所不满。除

了半岛问题外，中美关系没有改善。 

钓鱼岛对抗一边是中国，一边是日本，还

有一个美国。美国比较偏向日本。这个立场应

该不会发生改变。美国对中日的影响还是有用

的。 

   朝鲜现在已经安静下来了。但是朝鲜绝不

会回到六方会谈，朝鲜要的是双边关系。首先

跟中国谈，虽然依旧紧张，但是开始了新的关

系。同时朝鲜也要跟美国对话，但美国的态度

是朝美对话之前，应先跟韩国对话。现在已有

所进展。 

   朝鲜问题可以是一个正面因素。但是日本

问题是一个负面因素。但在战略上双方是不会

客气的。对于中朝关系的回暖，美韩可能怀疑

中国。同时钓鱼岛问题，中日两国都不愿打仗，

只能维持现状。如果安倍修宪成功，会改变全

世界对日本的看法。 

   两个最大威胁，一能不能维持现状。二日

本右倾的速度减慢。不然中日关系会更糟糕。 

   菲律宾和美国都想升级彼此关系。但是美

国不会为了菲律宾打仗。 

   今后最为威胁的仍然是中日对抗和半岛局
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势。 

 

加加美： 

1、 中美新型大国关系 

2、 半岛无核化 

3、 中国的经济开放 

4、 日中钓鱼岛的问题 

 

1、奥巴马去年开始再次重视亚太。再平衡。这

种做法在日本看来是包围中国的战略。我认为

这个看法有点主观。新的再平衡不是包围中国，

没有跟中国对抗的意思。而且中国近几年强化

了海军，扩军。作为邻国的日本是有点害怕，

所以日本请出军事同盟国来给自己帮助。中美

首脑会谈前索伟因在 4 月说，美国给日本的同

盟关系不是无条件的。日本不能利用同盟国而

肆意升级东海冲突。 

    赫斯也说也不要给同盟国无条件的军事援

助。你刚才说的美国全球性的战略转变为亚洲

的战略。 

    美国跟中国的大国有几个前提。（1）中国

军事力量很强，迅速扩军。所以美国重视中国

的存在，不愿意跟中国发生军事冲突。所以围

绕钓鱼岛的问题，美国还是不愿意中日两国发

生军事冲突或地区性战争。 

    日本首先安倍首先上台的时候的首要任务

是改善日美关系。以前的民主党不注重日美军

事同盟，所以关系弱化。安倍上台的时候说一

定要加强日美军事同盟。但是他 2 月份访美的

时候，美国态度冷淡。第一天没有晚餐会，也

没有开共同记者招待会。后来 6 月中美首脑会

谈之后，安倍给奥巴马打电话问中美会谈的内

容。实际的电话会谈时间是 15 分钟。现在还没

有公开内容。可是可以间接的知道会谈内容，

就是围绕钓鱼岛问题，千万不要引起军事冲突。

一定要回避这种军事上的冲突。用和平的方式

解决钓鱼岛问题。 

    随后，安倍马上派以前的外务省副官去北

京，目的是就问中方能不能召开中日首脑会谈。

现在没有公开中国的回答。但是日方为了召开

这个会谈没有提出条件。要求无条件召开中日

会谈。所以中国不能接受。外务省副官在北京

待了三天，没有任何成绩。 

但是安倍要听美国的话，所以一定要召开

中日会谈。 

韩国首脑 6 月下旬到中国访问，召开了中

韩首脑会谈。这个会谈有很多成就。因为你刚

才说到中美关系里很重要的一个条件就是半岛

无核化。但是在日本人看来，韩国不重视日韩

美的军事同盟，而是更重视中韩的友好新关系。

韩国总统在强调日本的历史认识问题。2 月份

韩国总统到美国访问的时候，也提出过同样问

题。日本应该要改变这种历史认识，充分反省

自己以前的侵略行为。这个里面还有一个核心

问题，朝韩的关系。只有韩国跟北朝鲜直接会

谈，那半岛的和平化和无核化是美国最关心的

问题。 

韩国总统访问中国也是出于半岛关系，希

望中国能出手帮助给朝鲜一个直接的影响力。

表面上是强调日本政府的历史认识问题。 

钓鱼岛，日本一直保持一个实效统治。原

来中方没有异议，日本一直强调日本的实效统

治。1972 年，周恩来所说的“搁置论”。当时

日本没有提到实效统治。87 年邓小平依然说

“搁置论”。到了 90 年代后半，日本开始主张

拥有对钓鱼岛的实效统治。2000 年以后，发生

了日本的历史认识问题，但是钓鱼岛问题还是

不太明显。前年，发生了中国渔船与日本船发

生冲突的事件。大家开始重视钓鱼岛问题。钓

鱼岛问题成为中日关系中最危险的问题。 

这次中美首脑会谈，在日本看来，美国开

始撤回亚太地区再平衡的策略。不是全面撤退，

而是部分撤退，美国打算减少军事开支。 

美国要求中国不要跟日本搞军事冲突。当

然不单单是指跟日本，跟东南亚也不要搞军事

冲突。 

美国要弄一个 TPP，贸易共同体。中国也

要部分的参加这个东亚共同体。但是中国没有

积极的参加东亚共同体，包括 TPP 在内。比如

说中国的上海合作组织以及中国和南亚的关
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系，这些对东亚共同体有一定阻力。因为上海

合作组织中一些中亚地区当然不包括在东亚共

同体内。在历史上，中国一贯的有自己的世界。

而日本曾主张大东亚共荣圈的概念。 

    问题，中国的民族主义，算不算个别主义，

是不是一个具有排他性的民族主义呢？以前的

中国民族主义是抗日的民族主义以及抗美的民

族主义。可是到了 70 年代末到 80 年代，中国

发生了深刻的信念危机，90 年代以后在全国范

围内进行爱国主义教育。95 年以后的民族主义

已经不是抵抗性的民族主义。带有排他性的民

族主义。日本也是一样的，30 年代到 45 年的

民族主义也是一直排他性的民族主义，霸权性

的民族主义。45 年以后，日本产生的新的民族

主义是抵抗性的，抗美民族主义。跟同一时代

的中国的民族主义一样。70 年代后半开始日本

也发生了信念危机。然后 80 年代末期，石原慎

太郎发表了《日本可以说不》一书。 

然后从 89 年到 95 年，一直出版了一系列的排

他性民族主义的著作。95 年前后日本排他性民

族主义抬头，出现了修改历史教科书等事情。

主张“过去的事情要过去”，提倡一种新的民族

主义。 

现在的安倍首相的祖父岸信介，就要修改

宪法，尤其是第九条。另外岸信介的想法是要

开始渐渐的从美国那里独立。不是按照国际法

的独立，而是实际上的独立。因为要依靠美国

的军事同盟，所以没有外交上的自由。日本的

外交都要听美国的话。所以岸信介第二个目标

是在外交上实现独立。安倍很尊重他的祖父，

所以他不仅仅依靠美国的援助，同时也要离开

跟美国的军事同盟。这是他实际上的心里话。 

最后要谈的就是普遍主义和个别主义的关

系。习近平在 18 大以后很强调中国梦，中国的

民族复兴。中国的民族主义是自己以为自己伟

大的自豪的排他民族主义。这就关系到“大国”

和“中国梦”“中华民族的伟大复兴”有什么样

的关系呢？ 

 “中国梦”不是简单的排他性的民族主

义，这里面应该包括一个普遍主义。美国强大

一方面有民族主义，另一方面美国有普遍主义

的。具有全球性。从欧洲移民到美国独立，这

个过程中是有世界各国的人民来参加的。所以

美国本身就是一个世界性的，从世界各地的移

民到美国变成美国国民，所以美国的向心力是

很明显的。有这么强大的向心力就有普遍主义。

所以美国有时候发挥霸权主义，介入多国军事

纠纷。可以说美国是一个霸权帝国主义。中国

有没有这么一个普遍主义呢？国民最关心的就

是反日主义。 

    7 月的一个舆论调查，日本人的 90。1%对

中国没有好感，中国人的92%对日本没有好感。

比去年增加了 5.8%（日本）28.35（中国）。这

个数字看来很严重。 

（时：还没到最严重的时候呢） 

   钓鱼岛问题还没有找到一个出路。 

 

时：中日重大军事冲突远不是不可能的。全世

界都认为有可能。 

 

加加美：日本舆论界是自由的，但是这么多人

对中国没好感。 

 

时：对美国来说，日本的心态已经有调整，但

调整远不够。对美国来说，谁更重要。现在的

中国以及未来的中国会是美国的重心。比日本

重要很多。今后的美国总统会一次又一次的先

访问中国再访问日本。日本对美国的重要性已

经远不如以前。过去欧洲以外日本是美国伙伴，

但重要性大大下降。 

安倍访美跟奥巴马谈什么，一个是钓鱼岛，

一个是普天基地，这两个话题 15 分钟就够了。

奥巴马不可能跟日本谈半岛问题，谈中东问题。

不管石原慎太郎怎么民族主义，日本都必须越

来越依靠美国。所以安倍的任务就是表现怎么

听美国话，给美国一个印象，在钓鱼岛上中国

是挑衅者。新任国务卿曾说美国对日本的克制

表示满意。安倍就是要这句话。所以他提出要

中日会谈。中国也明白，所以不会无条件会谈。

安倍的会谈是项庄舞剑，意在沛公。 
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对韩国来说，实现半岛统一的一大希望是

美国。所以半岛一闹，韩国就重视韩美军事同

盟。为了韩国的安全，统一，美国固然重要，

中国更为重要。越来越多的亲美的韩国人认识

到未来的 10 年 20 年中国越来越重要。 

钓鱼岛的历史，日本重来没有说主权不是

日本的，中国也都强调主权在中国。为什么矛

盾现在发生，过去大家都是搁置论。小泉的时

候也有，但是小泉处理的很好。所以最大的罪

魁祸首是前原诚司。 

中日关系的三大基础。1，历史问题，2 台

湾问题，3，主权问题。 

主权问题，中日都不会退。所以就斗下去

了。美国一个是战略问题，经济问题， 

美国面对的问题 1，中国军力大增，2 美国

自己没有钱，中国有钱。 

而且中国有能力摧毁航空母舰。所以美国

的战略防卫该放在哪里？台湾防线已经不行。

美国需要把战略防线退到中国导弹打不过的地

方。今后还会退。冲绳，日本很难说。如果中

国持续发展下去，美国很可能放弃日本。 

中国过去几年外交不好，中国的难题，就

是怎么面对美国的  。还有一个 TPP，谈判很

快。TTIP(跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定).

中国担心的 1、失去周边朋友，2、美国经济，

3、美国领导人。 

 

民族主义就是个别主义。2000 年来的儒家

的世界观。如果从传统民族主义来看有普遍主

义的。毛泽东时候不讲民族主义，现在的民族

主义有退化。改革开放初期，还有 64，中国人

骨子里有种受害意识，有恨。64 以后国内需要，

社会问题，国际问题，但是有一条，大家都是

中国人。受害者心态，国内政治需要。但是现

在的民族主义是“胜利的中国”。中国靠数量，

大量人才。对美国还是比较尊重。现在是恨日

本和瞧不起日本。瞧不起菲律宾人，瞧不起韩

国人，瞧不起欧洲人。但是不是义和团的排外。

是盛唐，康熙的感觉，所以里面有普遍主义因

素。 

    全世界都说日本越来越右倾，民族主义化，

但是越来越依赖美国。想要日本强大对抗中国

都是浪漫主义的。从比日本强大的中国面前如

何维持自己的安全。靠美国的话，美国靠得住

吗？靠自己，就算日本拥有核武器，中国也不

怕，而且日本根本不可能拥有核武器。 

    日本要想的是自己的安全，中国要想的是

有威望有朋友的大国。中国梦的前两个方面是

强调对外的。中日关系坏下去，会有战争。 

中国梦里有个别主义也有普遍主义。中国

需要意识形态能引导世界。虽然现在中国不知

道，但是只要中国搞好经济社会，对穷的地方

还是有吸引力的。除了汉武帝以外，中国过去

从不乱来。中国要伟大，但是中国是恨帝国主

义的。中国的几代领导人都说不搞霸权主义。 

中国梦还是个别主义，“中国人民要走自己

的道路”。我不可能预见长远的未来，如果实现

了中国梦，要维持中国社会都是很大的难题，

但是我们不会发展成帝国。 

但是不要轻易惹中国。我们受辱了 150 年，

所以如果要惹中国的话，中国会洗刷耻辱。 

中国的软实力不行，但是如果中国强大了，

有朋友了，就什么都好了。 

唐太宗发动了多次对外战争。李靖从来没

打输过。李白都出生在西域。我是希望有个较

好的中日关系。11 年发生了非常大的变化。我

奉劝日本人民要想想自己的安全。中国大，如

果中国正常发展的话，总会比日本强。 

 

加加美：我同意你的观点，但是日本的舆论界

都不同。 

 

时：到 92 年为止日本都认为中国贫穷，落后，

要转变需要时间。为了日本的安全，应该成为

一个一般国家，但是跟中国搞不好永无希望。

中国要有大国胸怀。历史是有偶然性的。所以

大家都要慎重，不存在历史定律的。 

 

加加美：中日关系在未来的 100 年是最关键的，

因为两国是周边国，保持一个稳定的关系，另
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一个重要的是软实力方面。2000 年里中国都发

挥了一个软实力。例如长安，大家都说是文明

的十字路口。大家都以为中国的文明是最先进

的，所以有遣唐使，要学最好的东西。所以当

时是有一个向心力，也可以说是吸引力。但是

到了近代，中国的软实力开始大大的弱化。美

国的吸引力都是军事的，经济的。到了 20 世纪

上半期，发展自己的软实力，二战结束后，美

国的影响力都是软实力方面的。比如都要到哈

弗大学去留学，因为大家都认为美国有软实力

上最优秀，先进的东西。越南战争以后，在越

南能听到爵士乐，一边打仗一边一边能听到美

国的音乐。但是在伊拉克战争中，一边打仗，

已经听不到美国的音乐，所以美国的软实力有

所衰落。中国在经济，军事的确发展起来，但

是软实力还远不行。中国的现在化就是强化中

国的软实力。如果能这样，日本就会对中国有

好感。日本对中国的好感度会大大改善。同样

道理日本也适用。日本是小岛国，可是在明治

维新以后，单方面强化军事，结果导致了战争。

所以对中日两国的核心利益来说，双方的存在

是很重要的。美国的软实力开始衰落。 

 

时：我从来不对软实力有多钦佩，我定义为两

种。一种是广义的，一种是狭义的。什么是软

实力，就是不硬的实力。一艘船开到日本，如

果上面的人素质很高，这就是硬实力可以发挥

软实力。所以广义的软实力就是非强制性实施

的影响。狭义的就是一种意识形态，重要的是

鼓舞本国人民，吸引外国人民。我曾经写过一

篇文章，乔治凯南，到后来陆战学院发表了很

多言论是保密的，后来解密了，美国社会的健

康是关键。美国人的心理都有一个集权主义。

我们要时时刻刻的把美国搞得比较健康，这个

就是软实力。西方优势当中，500 年我觉得西

方的美德，一个是希腊的个人主义，二一个是

罗马人的守纪律，苦干。奥巴马的就职演讲就

是号召美国人回归集体。凡是中国不行的朝代

都是社会不健康。朱门酒肉臭，路有冻死骨。 

现在来看看中国，日本，欧洲。 

   你看看荷兰，英国，美国，要成为世界强

国，都要对世界产生影响。 

1、 经济成长。但是要创新性的成长，中国的

不是创新。太多的地方牺牲了贫富差距，

牺牲了环境。13 亿中国人在古代没有经济

自由，现在有了经济自由。 

那中国有什么，没有什么。中国有一个创新，

毛泽东说：“要搞创新主义”。孔夫子说：“凡是

对华夏最好的，必定对蛮夷好”“凡是对华夏精

英好的，必定对下等人和蛮夷好”什么东西对

中国好，需要实践，路是人走出来的。要实践。

不管中国有什么问题，但是中国的生活的生活

水平大幅提高。中国一定有伟大复兴。但是日

本也不要怕中国，只要不开战就好。中国是有

高有低。中国不健康，日本也不健康，美国也

贫富差距很大。罗斯福想扭转的东西到现在就

是这种状况。华尔街胡作非为，就是全球化，

全球化是很复杂很可怕的东西。欧洲钱没了，

但是休假又那么长。也就是说各国都要搞改革，

谁搞得好谁就胜出。俄国人没什么希望，中国

搞不好就下去了，美国也一样。但是日本想搞

大，有局限性，日本人口就这么多。中国经得

起犯错误，甚至是灾难性的错误，2000 年都混

下来了，但是日本不行。 

我没有说中国好话，中国也不健康，但是

中国的资产就一个东西，就是一个“大”。这么

大又搞不散架，中国有强大的时候也有弱的方

面。 

日本明治维新以后的元老都认识到这方

面。富国强兵，一防止日本堕落成中国那样。

二学西方扩张。但是不可以乱学，他们打人和

日本打人不一样，日本太小了。二战以后，跟

美国走了一条对的路，但是跟中国关系要好。

没有好的国际环境，日本的发展就不可能。 

 

加加美：日本应该发展软实力，民富。国民幸

福。 

 

时：软实力，并不单指富裕。有对人比较好的

意思。态度问题。所以亚洲人就觉得过去犯了
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错误就犯了错误了。但是不倒退。中国很长时

间都比日本强，所以中国比日本强是正常状态。 

日本人老要说中美日，中国就说中美，不说中

美日，因为没有必要跟日本谈。我们的经济改

革比过去没有起色。中国问题是中国特色，有

太多利益集团，以国家名义敛财，还有很多是

乱搞。有中国特色。 

加加美：公众和经济。现在对文革的看法是否

有改变。不否定文革。国民幸福问题。 

 

时：公众是很模糊的。公众很苦的，有时都看

不到他们的。农民工很苦，他们是否想发表意

见？下顿饭在哪里都不知道。 

你想想在习近平的心中谁是英雄。在他心目中

有两个英雄，一个是朝鲜战争结束前的毛泽东，

一个是邓小平。如果有个顺序的话，毛是第一

位的。 

2005 年美国记者做过调查，写过文章，白

领的中国人拿很多钱，依然很愤怒。物质上已

经很幸福了，他要的就是强大的中国。当然中

国有很多人，贫穷的人不考虑这些。应该承认

国民幸福中包括中国强大。 

加加美：三个主体来观察，一个是共产党，一

个是经济，一个是民众。 

 

时：网民对官员腐败，维权还有日本是最感兴

趣的。所以你说是对日本强硬容易，还是解决

腐败，贫困，民生问题容易。你真要人民幸福，

现在做的是反腐败声势比较大。让人民幸福，

要进行经济政治改革，但是现在没做什么，还

有对日本强硬。 

 

加加美：国进民退， 

 

时：从江泽民开始到现在发展军事实力，既有

利于中国的国家利益，还有利于国民对领导的

拥护，还有解放军内部很开心，地方政府也会

很开心。大部分国民都支持发展军事力量。美

国现在已经知道中国的军事力量，所以美国要

后退。如果日本跟中国发生冲突，那军事同盟

很难维持。国进民退，民不是指人民，而是指

民营企业。 

加加美：强化海洋军事力量，中国的大国化以

国为主体有没有这样的说法。 

 

时：当然是国家，这个国家不是朝鲜那样的国

家，而是共和国。 

 

加加美：以国家为主体，不是以国民为主体。

所以日本战后的大国化是以国家为主体的。 

 

时：中国的国家很大，党员都有 8000 万。什么

叫精英，可以这么判断，有三分之一的人说中

国好。最下面的人政治能量不大。三分之一的

人认为改革开放以后很好，不希望中国乱。他

们的问题是怎么能让中国不乱。有 4 亿人不希

望中国乱。看到苏联，看到东欧，所以中国人

痛下决心，把经济搞好，干部们贪污腐败也好，

就怕经济掉下来。只要经济好，中国就不会乱。

看谁发了精神病，就是看谁发钱不眨眼。日本

89 年就这样。中国经过 89 年就知道没有经济

就麻烦。所以有种迷信，GDP 掉到 8 以下，中

国就会乱，所以中国使劲发展经济。 

 

加加美：两国人民的好感度降到有史以来最低

点。 

 

时：我很奇怪，还有人对日本有好感。我们社

会不是一个民主社会。所以好多人在家里说的

话，和在外面不一样。 

 

加加美： 

 

时：人和平的时候都想经济，多数公众都不希

望日本乱。中国乱了以后可能更会打人。打仗

就会想着恨，所以日本公众希望中国会变，变

得他们希望的那样。恶化下去，就会发生改变。 

 

加加美：在国民感情上，怎样提高对对方的感

觉。 
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时;如果中国政府聪明，就会改善周边外交，改

善中日关系。中国政府在改变其他国家关系，

就是为了孤立日本。中国公众不喜欢中国政府

对其他国家好，公众对外交的影响。中国的问

题是国内问题。石原慎太郎是也是战略大师。

首相如果时间长一点，还能好一点，所以日本

国内问题也很大。目前的任务很简单，就是控

制对抗，为将来铺平道路。现在应该派点经济

大臣。民间交流也增加不了了。这么敏感的问

题，多一事不如少一事，总有些安全顾虑。减

少损失，也许将来可以改善，但是非常苦难。 

 

加加美：日本国内也有很多问题，国内也有贫

富问题。奇怪的是中国在各地都有农民的纠纷，

工人的纠纷。一年在中国发生 20 万件的群众纠

纷，都是为了改善他们的居住情况，土地问题

等等。日本也跟中国一样，有很多失业人口。 

 

时：日本问题应该说比中国大。中国政府有的

是钱，日本是有的是债。还有青年人不生孩子，

人口减少。还有一个中国人困难很多，中国人

已经比较娇气了。但是中国一直有问题。近几

百年来中国一直都问题。日本都是娇宝宝啦。

所以最好中日把关系搞好。 

野田宣布国有化的时候，胡锦涛就怒不可遏。

如果一意孤行，严重后果日本自己承担。如果

提前告诉胡锦涛一周后的事，胡锦涛绝不会同

意。还有一个老奸巨猾的石原慎太郎。 

 

时：影响越来越大，中国人人人都骂，为什么

把钱给美国，干什么不把钱给我们。国内有很

多类似问题，中国政府都难以回答。国际上出

的事情对国内社会的影响越来越大。中国政府

处理对日问题极为慎重，有可能会变为内政问

题。 

 

加加美：本来是对外问题，可是对日本百姓来

说，和排他民族主义有很大关系。 

 

时：你看看蒋介石为什么完蛋。东北，华北的

退让。中国近代史上谁对外软弱，谁就完蛋。

高度发展要省钱啊，你们把钱都用完了。 

 

加加美：90 年代以后的 20 年对日本的经济来

说是完全失败的时代。所以日本讨厌中国的感

情很情绪化。中国跟日本不一样，一年有 20

万件民众纠纷，在这种情况之下，舆论媒体的

一种主观 

 

时：我不赞同。国内问题是最头痛的问题，不

是对外问题。过去 20 年，强大的中国，胜利主

义的民族主义。完全不是为了应付国内问题转

移矛盾而对日本强硬。但是受到社会内的压力，

对日本强硬有可能的。可能日本的负面谈得太

多了，有些恨日本。这个民族主义是我都已经

这么强了，但是你还来挑衅，所以日本要小心。

不管是胡锦涛对小泉，还是习近平对野田和安

倍都不是转移对外矛盾。矛盾转移不了，转来

转去还在国内。中国和西方不同。西方老记得

希特勒。中国是国内乱就对外面软，这就是蒋

介石的做法，封建中国的那套。 

 

加加美：找寻出路。三个主体，本来中国 

 

时：日本不承认钓鱼岛的主权争端，中国就不

会善罢甘休。而且日本的实效控制已经结束，

中国会减少骚扰。 

 

加加美：2010 前原诚司的国会发言所谓搁置论

日本从没有承认。 

 

时：小泉比前原诚司还要傲慢，但他是外交处

理，不是法律处理。中日之间有些问题不用写

下来。 

 

加加美：前原诚司的责任很大。外务省发表公

开宣言，全面否定搁置论。已经发表了公开的

文件，能不能把它改过来。 
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时：中国人并不要求日本人写文件，必须是日

本首相的发言，钓鱼岛有主权争议。钓鱼岛两

次都是日本的责任。为什么中国对 2010 年的危

机反应那么强烈。 

 

加加美：三个主体，一个是政权的，如果前原

诚司等。 

 

时：前首相有问题，一个外交大臣怎么可以有

这么大的权力。菅直人太软弱了，太老好人了。 

我要批评日本了，日本 20 年经济衰退，跟

周围又搞不好。日本国民比较沮丧，心情不好

就容易发脾气，心眼小。所以跟韩国闹，跟中

国闹。钓鱼岛中国人 60 年没去动它，结果现在

跟谁都搞不好关系。领土寸土必争的话，永远

没有完啊。中国当然也不如过去。 

 

加加美：搁置论是中国单方面提出来的。 

 

时：如有个首相谈话就行了。你以为中国领导

愿意在那个小岛上跟日本闹。这么闹下去，日

本的舆论就都是爱国者了，就没有自由化了。 

 

加加美：日本舆论的自由化。 

 

时：民主国家领导人都碰到这个问题，必须做

决定。必须对国民说，给国民一个解释。老百

姓都是自己教出来的，如果不做这个决定，就

有可能战争。领导必须做决定，然后就看怎么

跟百姓说。美国队日本安全的承诺的可靠性也

需要再考虑了。这样处理有什么了不起的。我

说这些话都是白费。日本必须承认有主权争端。

然后回到前原诚司之前。再这样搞下去，东海

中国就会画到大陆架。做一个决定减少损失。

中国的石油开采很容易，一个文件就下去了。 

 

加加美：很难解决的原因就是民众，在过去的

中日关系当中，民众的意见没有左右。但是现

在在互联网。 

 

时：国家事情很多，不要闹事情，安静。过段

时间就好了。如果非要让老百姓注意，对这个

问题没有好处。如果一个月不提钓鱼岛，日本

报纸就都忘了。搁置争议就是安静。让大家忘

记。 

 

加加美：日本人去中国旅游，都是古代的中国，

他们不要看当代中国。日本人都要参观世界文

化遗产。日本人不愿看现代中国状况。所以他

们知道中国的情况很少。中国的情况都是通过

电视报道。报道的都是军事实力，还有中国的

船侵犯了日本的领海。 

 

时：也不见得。但是中国有些地方没那么古代。

日本人也会看当代中国。中国不需要去参观，

只要看看中国北京机场就好。中国现在不是让

日本人民知道中国有多好或者多坏，中国要让

日本知道跟中国斗下去安全有问题。 

 

加加美：第三个主体的群众问题。现在的政权

政要， 

 

时：群众的问题很简单，群众必须接受教训。

过去孤立主义，不去支持抗战是我们错了。为

什么邓小平改革，现在看来大多人都支持，因

为群众都要接受教训。要有耐心，等着他们学

到教训。 

 

加加美：中国海军大大强化，对日本百姓来说，

通过画面来了解的日本人。 

 

时;中国是强大的，为了日本的安全，难得首相

就不能说一句主权有争议吗。中国人也要考虑，

真是打起来，要有根美国打的准备。老百姓都

是顽固的，所以必须学到教训。毛泽东的群众

运动。只不过当时毛可以影响群众，现在没有

人能影响群众了。 

 

加加美;胡耀邦和中曾根康弘之间的。 
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时：胡耀邦不是个好的战略家，做事都很急，

没有耐心。不是一个好的政治家。邓小平是。 

加加美：中国的民族主义经过了 80 年代，进入

90 年，大国民族主义开始抬头起来。上面的人

也有责任。 

 

时：中国的民族主义是胜利主义民族主义。所

以最好的办法就是让他们受教训。让群众受到

教训。他要知道人家还不太容易摆平，就可以

降低这种民族主义。 

 

加加美：要改善关系，要有一个耐心。现在的

情况来看，韩国总统在公开发表的意见上都批

评日本的历史认识，虽然这是一个外交政策上

的做法，但是他们的本来目的是为了半岛而不

是为了批评日本。 

 

时：日本人要有点反思，很多老人都会在家讲

故事。所以日本被别人说，你就忍耐一点。虽

然已经过去了 60 年。日本就不清楚要忍耐到什

么时候。 

 

加加美：你对安倍政权的建议。安倍政权的真

正目的是要修改日本的宪法。还有在军事上要

跟美国相对独立，以及外交政策上的自由。现

在他想改变这个政策，要实现要付出。 

 

时：不管安倍内心多民族主义者，正因为跟中

国关系糟糕，所以就不可能对美国独立。千万

不要学小泉，跟中国关系糟糕，外交上孤立，

党内就有人会怀疑。你能干得过中国吗？中国

发展军事人民都支持。而且你说慰安妇的事，

说修改宪法的事，美国都认为日本会变化。 

日本到现在，为什么能影响很多人，因为日本

老百姓想我援助了很多人，但是谁都不说我好。

因为过去和平日本那么搞，没得到好处。如果

在历史问题上走的太快，美国就会有想法。安

倍的最大的任务就是搞好选举，缓解债务，发

展经济。这个安倍不是岸信介，他是学到过教

训的。 

 

加加美：虽然你说要有耐心来看待这一切，但

是我很有危机感。日本政府的修改宪法以及中

日关系。安倍也没有那么傻，能够客观判断周

边关系。中国作为软实力能不能大国化，比如

太空之类。 

 

时：第一必须有耐心。你能改变什么。第二，

中国软实力会慢慢注意的，但是日本除外。中

国可以对美国和印度人都很好。其实改善关系

的第一步，就是日本首相讲一句有主权争端。

有两个有耐心的，一个是林肯，一个是富兰克

林罗斯福。都可以慢慢教育老百姓。你不是尊

重人民吗，人民还没觉悟的时候，不要讲太多。

人民没觉醒的时候，你讲太多就会被骂，邓小

平也是如此。 

 

加加美：我的人生还有 20 年时间，不知道能不

能看到。 

 

时：这个世界总是有困难。 

钓鱼岛问题不会解决。在可预计的将来，

不会解决，只能控制。 

 

加加美：我认为是还要提出搁置论。 

 

时：搁置论还有一个执行的问题。比如你们日

本说我们不派人上去，不巡逻了，那是不可能

的。解决办法也是一个实践论。中国要当世界

强国，就必须处理好中日关系。日本要考虑自

己的安全，也就必须处理好中日关系。 

 

 
1 爱知大学名誉教授  
2 中国人民大学教授 
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米中首脳会談後日中関係を軸とした東アジア政治の行方 

時殷弘教授を囲んで 
 

【出席者】時殷弘（中国人民大学教授）、加々美光行（愛知大学教授･司会）、鈴木規夫（愛知大学教授）、 
浅井正（愛知大学法科大学院院長･教授）、川村範行（名古屋外国語大学特任教授）、顧令儀（ICCS 研究員） 

他一般参加者 

 
 

鈴木規夫：では時間になりましたので、始め

させていただきます。今日は暑い中、ありが

とうございます。急遽こういう企画を持ちま

したのは、加々美先生の発案になるものです。

昨年来のこともあり、日本では色々な形に議

論されているところでもありますが、中国の

方でもちょっと微妙な日中関係となっており

ますので、これまでの経過とそのほかのこと

も踏まえて、一度深く議論すべきではないか

ということで、今回は時殷弘先生に急遽ご来

日いただきました。最初は加々美先生と政治

外交班クローズドで議論するということだっ

たですが、せっかくいらっしゃるであれば、

もっとすこし開いていて、いろいろな方々に

もお話を聞いていただくということで、こう

いう機会を設けさせていただきました。 

まず、時殷弘先生について簡単にご紹介を

申し上げたいと思います。1951 年 3 月江蘇省

常州市という所でお生まれになりまして、現

在は中国人民大学国際関係学院の先生でいら

っしゃいます。人民大学にありますアメリカ

研究センターの主任でらっしゃいます。中米

関係のご専門ですが、なぜ日本とも関わるか

というと、この愛知大学国際中国学研究セン

ターにおいても以前深く取り上げたことがあ

りますけれども、中日関係の「新思考」とい

う一連の流れがございまして、その際にも時

殷弘先生は色々議論を展開されていて、日本

に対する関心も深くなっていらっしゃったの

でした。しかし、基本はアメリカを中心にし

た国際関係のご専門ですので、その点は我々

にとってとても貴重な存在でありまして、た

だ単に日中関係の研究者というばかりではな

く、国際関係の全体から日中両国の立場をご

覧になってらっしゃるので、意見交換にして

も、議論を立てるにしても参考になるところ

がとても多いと考えるのです。ただ単に日中

関係の狭い関係ばかりではなく、国際政治の

文脈の中で、日本と中国の関係を考えていく

ということで、急遽お呼びして、議論させて

いただくことになりました。 

これから、90 分ほど時殷弘先生により基調

報告を行って頂き、その後少しお休みしてか

ら、ディスカッションに移りたいと存じます。

今日はよろしくお願いします。 

 

時殷弘：非常感谢铃木教授的开场白。也非常

感谢爱知大学现代中国研究中心及加加美教授

对我的邀请。也非常非常感谢在座的所有各位。

今天这么热，还赶到这里来，对此我表示非常

的尊敬和感谢。  

今天我要讲的问题，就是屏幕上的《中国

新领导与中国对外政策和中美关系前景》。关

于这个，我还有一个《兼论较好的半岛政策和

中韩关系》，我就不讲了。关于我讲的时候没

有涉及到的中日关系其他直接、间接方面，以

及关于中日在钓鱼岛问题上的空前激烈对抗，

我愿意在大家提问、做评论的时候，和大家一

起讨论。 

我讲的内容一共包括这么几个方面。 
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1.两类基本两难与八项基本挑战； 

2.用于预测的两大参照； 

3.中国对外政策的根本问题或根本困难； 

4.关于争取中美“新型大国关系”； 

5.如何争取中美“新型大国关系”； 

6.另一种可能的中美大国关系； 

中国现在有了开场表现杰出和饶有特征的

新一代领导，他们掌握与先前多年相比大大增

强了的中国国力，但同时处于几乎远不那么有

利的和越来越复杂的国际战略和外交环境。 

在中国的对外政策决策和实施中，存在两

类持久的和结构性的内在紧张或两难，那就是

（1）不同类的国家战略需要互相间常见的抵牾

或两难，特别是国家军事/经济战略需要vs.国

家外交战略需要；（2）然而，甚至比这更重要

和更难办的是另一类更基本的抵牾和两难，即

国家战略需要本身 vs.种种国内制约和国外刺

激。  

中国尚未形成不仅被拟定出、而且经过较

持久实验的对外大战略，以致能够对下列基本

问题作出哪怕是很粗略的回答。基本问题就是

八个如何。如何对待急剧增长了的国力和急剧

增长了的“大众民族主义”以及其他复杂的国

内有关力量？如何对待美国，特别是与美国之

间愈益广泛、深刻和显著的军事/战略对立或竞

争？目前，中国对前者（军事对立）大致只有

在中国国内大力加强和加速军力建设一途，而

对后者（战略竞争）仍在多个方面基本乏力，

作为短少。与之密切相关，如何对待亚洲邻国，

特别是与它们的愈益突出和尖锐的海洋领土和

海洋权益争端，并且一方面能够强有力地推进

实现中国的主权存在、合法权益和民族愿望，

另一方面使得非常强劲和持续地崛起的巨型中

国能在战略和外交领域成为对邻国来说可以接

受的？ 

还有，鉴于中国军事权势投射能力的经久

急速建设和中国海外经济存在的极有力扩展，

它们的综合效应怎样？因而，如何在尽可能大

的程度上防止或制止“中国军事威胁论”的严

重加剧，并且转化为非常顶真的对华军事/战略

竞赛？或者说，如何争取将下列两者较为平衡

起来，即中国人民大大增强中国军力和战略性

军事活动范围的强烈愿望与中国复杂的战略性

外交需要？如何应对中国愈益广泛巨大的海外

经济存在、经济势力与当地社会和国家的愈益

复杂的关系，后者在文化、社会和宗教等最基

本方面一般是中国人很不熟悉的，如何避免古

今中外屡见不鲜的“被迫或被逼的帝国主

义”，那开始于用武力或其他强制手段保护天

经地义地合法的域外海外自身利益？如何贡献

于“全球治理”而不损伤“中国治理”？还

有，如何对待“电子通讯世界”、“非政府组

织世界（‘全球公民社会’世界）”和各种各

样的“软实力”问题？ 

有一个近期甚而中长期的关键问题：如何

“着眼大局，管控风险，经略周边”？又如何

使新近得到着意应用的“底线思维”下的“近

底线操作”不急剧增大风险和令风险突破控

制？换言之，如何对待——借用军事类比

——“战区作战方式”与更广大的战略/政治

目的之间的两难？ 

现在我们来预测中国对外政策前景。预测

就要有参照，有两大用于预测中国对外政策前

景的参照，其中一个真正地大，另一个较小，

但更有直接的或当下的适切性。 

胡锦涛前总书记十八大报告的对外政策部

分反映了对较长期的国家战略需要的战略意识

（和平发展，互利共赢，睦邻政策），考虑到

当前的主要外部政治/战略环境就尤其如此。与

此同时，报告其他部分包含的“海洋强国”目

的宣告、捍卫中国领土主权和海洋权益的决心

宣告、继续大力加速业已急剧的军力建设的方

向宣告部分地反映了上述国内制约，与此同时

美国的战略/外交“再平衡”、日本非法的钓鱼

岛“国有化”和南海争端等代表了上述国外刺

激。  

就中国的对美战略来说，胡锦涛前总书记

强调的“和平发展、互利共赢”方略可被认为
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是个“软拳头”，用来对付美国的“硬拳头”，

特别是其战略“再平衡”和军事优势。这样的

方略的意图大概是籍以时日，作为软硬拳头之

间这不对称过招的一个结果，美国的硬拳头会

被软化。反之，如果中国要运用硬拳头，后果

就会是彼此的拳头都变得更硬，导致中美冲突

必不可免。然而，问题在于相反的观点，即中

国的硬拳头籍以时日能够美国推回去或迫使它

软化，如果不严重挑战美国的“底线”，也言

之有理，而且现时在中国是个更得民望的思维

途径和战略主张。  

在较小的参照中间，特别可以注意到中共

十八大以后的相关的主要事态，即（1）习近平

总书记兼主席屡屡宣示“中华民族伟大复兴”

主题，或用中央正式概括和频繁宣讲的话语说

“中国梦”主题；（2）关于军队头号使命和军

力发展之直接目的首要军事原则有所变化，从

“打赢高技术信息化条件下的局部战争”变为

目前较简单但更全面也更有力的“能打仗，能

打胜仗”；（3）关于军力跃升的官方报道在十

八大前后的几个月里曾空前频繁，不断宣告中

国先进武器系统和军事技术的突破性成就，宣

告武装部队实际战力的重大增进；（4）中国对

与个别邻国（特别是日本及菲律宾）的海洋领

土和海洋权益争端的态势更加强硬，迫不得已

时不惜武装较量的意向一度近乎显著昭彰；（5）

多半由于媒体舆论的作用，在习近平主席首次

出访期间和在博鳌论坛上的非常重要的演讲以

前，中国在某种程度上引人注目地较少着力重

申和平发展原则，那是过去多年一贯反复强调

的。 

中国对外政策，总的来说，现在相当强硬。

但是仍然是在我讲的基本的两难之中。中国对

外政策的势将经久的根本问题在于，如何在不

同类的国家战略需要之间“敲出”一个艰难的

平衡？还有特别是如何使国家战略需要克服国

内制约和国外刺激？这将是中国新领导在对美

和对周边邻国的政策上面对的主要挑战。 

这挑战已经尖锐，但回应依然准备不足，

且远非整合。  

现在我们主要来谈中美之间的关系，预测中

美关系的前景。引用习近平主席的概念，就是

争取中美“新型大国关系”，首先需要分辨其

中理应包含的最基本的概念内涵：我们考虑或

设想的是何种新型大国关系？它会有多

“新”？它能有多大真实的可能性或现实性？

还有，如果它要成为很可能的，那么中美双方

根本上应当做什么，或采取何种根本立场？ 

就此，不要忘记寻常经验性的一点：不那

么非常新颖的能够是较易追求甚或较易实现

的，换言之较为可行的。 

与此相关，应当吸取中美双方前几年的一

个重要教训——主要由于美方的倡导和反复宣

扬而来的教训，即将较抽象甚或浪漫地哲学化

的“建立战略互信”当作对待中美关系问题的

中心概念，从而至少有损于更多地集中关注尊

重对方的具体的紧要利益和紧要关切，更切实

地磋商和处理具体的重大歧异和重大抵牾。 

在此，应当非常认真地设想如下中美“新

型大国关系”前景，它从“现实政治”的视野

来看较为传统，因而较有可能实现，虽然它与

侧重于别种范式的“新型大国关系”相比多少

不那么新颖。 

这前景就是，在一个根本前提——巨型中

国的和平腾升在未来仍将长久持续——之下，

美国将认真得多地考虑中国不但在经济甚而金

融世界、也在外交甚而战略世界的一流地位，

并且可能在不太长的历史时段内最终采取一种

和平的“最终解决”。这将要求均衡地理解不

同的功能领域和地理区域内的不同的实力对比

和影响力对比， 并且采取一种“选择性优势”

而非全面优势、“优势分配”而非优势垄断理

念。  

这不仅意味着美国接受中国未来可能在国

内生产总值、对外贸易总量和在亚洲的外交/

经济影响这几大方面的领先地位，还接受中美

之间互相的战略威慑——既在核威慑也在常规

威慑方面——连同作为相邻两强的和平并存，
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它们由某些军备控制和地缘战略利益互认互尊

协议得到正式规制。这将包括中国在本国近岸

海区或洋区拥有对美军事边际优势（以台湾东

部海岸外邻近海域为大致的战略“分界线”），

并且意味着台海两岸和平的或基本和平的重新

统一；这也将包括中国在西太平洋的一个非同

小可的洋域“战略空间”，并且相应地规制美

国在东北亚的同盟体系（特别是美日同盟），

使之不那么军事化，不那么以中国为钳制和对

抗目标。这就是美国可能给中国的东西，下面

我要谈中国能给美国什么。 

与此同时，美国在中国的接受下，将保持

它在世界的总的军事优势和（特别地说）在冲

绳和关岛以东的西太平洋东部及中太平洋的军

事优势。美国还将确信，中国将坚持排除用战

争作为工具去解决与邻国之间的重大争端，如

果邻国也这么做，从而保证美国的两项紧要利

益——亚太的基本和平和美国亚太盟国的安

全。与此同时，美国在中国的接受下，还将拥

有有在某些地理区域的相对于中国的外交优

势。在世界金融和安全的体制性安排中，中美

两大国的正式影响或权势的分配将大致符合这

两大国在相关功能领域内各自拥有的实力和各

自做出的贡献，这在其他之外，意味着中国的

贡献必须相应于中国增长了的实力而增进。这

一切将使中美之间的权势分享、密切协商和合

作成为必要和必然，也将要求（1）美国接受一

个和平和建设性的中国为世界强国（World 

Power)；（2）中国尊重美国作为一个世界强国

（或许仍是头号世界强国）的紧要利益和正当

国际关切。 

下面来讲战略问题。为了争取基于“选择

性优势”或“优势分配”理念的、中美之间作

为两大强国的和平的“最终解决”，中美两国

的政治领导或最高决策者（尤其是中国方面的）

应当改变过去数年在彼此间交往中常有的几种

外交国务做法，即少索取少给予、少索取不给

予、甚或（在美国方面较多见）多索取不给予，

改而尽可能排除国内外多种干扰，积极尝试践

行战略性的多索取多给予(Big gives and big 

takes)，那是历史上强国之间要达成颇长历史

时期内基本稳定的“最终解决”就多半要采取

的。 

这样的战略性尝试当然有其限度，即不仅

不倾覆本国的真正的核心利益为限，并且获得

国内各主要力量的大致允许或基本支持，连同

国外相关的紧要盟国或友国的起码接受或“首

肯”，以防国内外的往往强有力的制约性力量

消极抵制或积极损坏两大强国的有关磋商和安

排尝试。还必须指出，这“最终解决”少有可

能是某种战略性的一蹴而就的结果，但也不可

能通过完全累积性的许多零碎安排去实现。 

最后，某种意义上也最重要，中国必须持

之以恒地以坚决有力而不失审慎的“战略推

压”（或者说以不急剧冲击或突破对方紧要利

益底线的、伸缩不定但以伸为主的“逐渐进

逼”）步步迫使和劝使美国退让，从而经一段

历史时期去实现上面所说的和平的“最终解

决”。然而，对这一战略能否成功来说，不确

定的要素依然是我刚才指出的中国对外政策的

根本两难，此外还有最高领导层本身的战略才

干和战略耐久性，连同（这是最重要的之一）

中国经济和军事实力在未来十年甚或几十年的

可持续的强劲发展。如果这一条实现了，诸位

等着，五年、十年、十五年以后，美国会对中

国退让。当然这是一种可能性，还有另外一种

可能的中美大国关系。  

刚才我所说的是指中美关系的好前景。对

中国来说的好前景，也是对美国来说的好前景。

同时也必须指出中美大国关系的另一种可能的

前景——不祥的或甚为危险的前景。 

因为中美之间的大国“结构性对立”正在

变得更为广泛、深刻和显著。特别是，中国经

久持续的急速的军力建设（尤其是经海洋、空

中甚而外层空间的战略力量投射能力建设）正

在愈益成为美国的战略精英甚而颇大部分美国

公众的显要忧惧。另一方面，美国的地缘战略

“再平衡”，加上因为减抑人员伤亡、减少军
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事开支和应对更大“威胁”的强制性必需而力

度加剧的“军事革命”（诸如“海空一体战”

之类），再加上美国经非常积极和灵巧的努力

在中国周边的外交竞争得益和地缘政治添乱，

已经使中国远更不满美国及其战略伙伴，更加

决心加速推进自身的军力建设和军事反制努

力，并且新近以来考虑在东亚对美国的某些战

略盟友或伙伴作武装较量。自多年前的里根政

府以来，美国一直决心维持无可置疑的军事优

势，将它视作美国作为超级强国的最重要战略

资产，同时反复证明在它认为必要和可行时不

惜发动武力干涉甚而战争。反之，中国近 20

年来为了自身的国家安全、民族自尊、发展权

利和呼应国内要求，始终决心军事现当代化和

拥有战胜能力。中美之间的这一最根本矛盾当

然并非没有可能破坏未来的中美关系。争取中

美“新型大国关系”很大程度上正是为了阻绝

这一可能性。另一方面，也是出于能够进行“底

线思维”的要求，中国要有应对这可能性不幸

转变为现实的心理准备甚或战略准备。这就是

另外一种可能的中美关系前景，就像地平线远

处聚集的乌云。 

最后我要讲讲现在的情况。不是争取“中

美大国新型关系”吗？习近平主席和奥巴马在

加州进行了高峰会谈，这就是我们面前初始的

现实。对习—奥加州峰会，全世界有很多评论。

我这里是一堆个人评论。有一种个人评价，深

刻地反映了在当今中美基本关系中的国际和国

内政治。个人评价是在习—奥加州峰会刚结束

不久，大概一两天以后，我和香港某大学一位

政治学教授和东亚国际关系专家在 2013 年 6

月 11日的电子邮件交流。香港的这位大学教授

写道：“习奥加州峰会再度证明，中美战略关

系由彼此间的战略竞争界定。美国坚定地拒绝

中国争取‘中美新型大国关系’的敦促，因为

它表明北京追求平等。许多人一直将 互信问题

错误地界定为对中美关系的最大挑战。然而，

中美关系的真正问题是权势分享。”他接着写

道：“中国国内对这次峰会的编撰正在成为愚

蠢的……媒体示意中国与美国都已同意去建立

一种新型的大国关系。现实是美国方面……从

未真正地提到它。”他还写道，“更重要的是，

在几乎所有实际上关乎中国核心利益的安全问

题上，例如在中日两国（就钓鱼岛）的争端、

南海争端和美国对台军售问题上，美国完全没

有改变自己的立场。某些中国对外政策机构的

自欺欺人简直令人震惊。” 

我的回复是：“这里的政治文化已在这么

一个程度上蜕化，以致确实意外，甚至对冷峻

的‘现实主义者’来说也是如此……大致是国

内需要所致，加上你透彻地指出的‘某些中国

对外政策机构的自欺欺人’。中国内外没有任

何人提到，奥巴马绝对不肯对习近平反复申明

的一个论点或主张给予任何理睬，即‘太平洋

足够宽广，容得下中美两个大国’，那在奥巴

马的耳朵里意味着美国应当（或可以？）大致

自愿地给中国在西太平洋的非同小可的追加

‘战略空间’。事实上，这两位元首在战略方

面互不喜欢对方。……” 

非常非常感谢，我期望在休息的时候我们

能够会有一个认真的、很好的提问、讨论和答

复。 

 

鈴木：どうもありがとうございました。 

では、まず、みなさんの方から何か今の時殷

弘先生の基調報告に関して、質問ないしは事

実関係で確認したいところなどございました

ら、どうぞお手をお上げ頂きお尋ねください。 

 

参加者：今の中国外交政策の動機は二つある、

一つは国内的な制約、もう一つは国外からの

刺激、この二つがあったと思いますが。ご説

明はどちらかというと、国外からの刺激が強

かったということのように伺いました。国内

的な制約はどういうものですか、さらに詳し

く説明していただきたいと思います。 
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鈴木：いくつか纏めて伺っておくことにいた

しましょう。他になにかご質問はございます

か？ 

 

川村範行：時殷弘先生の大変幅広い国際関係

に対する考えを披瀝していただいて、ありが

とうございました。私は日中関係学会の副会

長及び日中関係研究、それから中国研究の立

場から、後の時殷弘先生とディスカッション

したいと思いますが、その前に、今の時殷弘

先生の報告の中で、ちょっと私が理解不十分

なところがありましたので、確認したいと思

います。 

 習近平さんが述べた言葉の中に、“着眼大

局、管控风险、经略周边”のすぐ後のところ

ですけれども、習近平さんがおっしゃった言

葉ですが、中国語で言うと“底线思维”と

“近底线操作”ですね、この意味をもう少し

詳しく説明していただきたいです。 

 それから、合わせてそのすぐ後の“战区作

战方式”という表現が出ましたが、これについ

ても、この意味するところをもうすこし付け

加えて説明していただきたいと存じます。 

 

時：非常感谢两个非常重要的问题，也是比较

尖锐的问题。我今天主要谈的是中国新领导与

中国对外前景和中美关系前景。我没有详细地

讲中国的国内制约。但是国内制约非常明显。 

中国是一个有13亿人口的国家，庞大的体

系，社会变化非常急剧。比如说，我们大家都

知道中国有一个中央政府，中央政府里面比方

说中国人民解放军，他的意见、他的看法、他

的利益、他的倾向，总的来说对对外政策的影

响正在增强。又比如说中国现在面对的东海、

南海问题，其中有最近几年力量影响发展非常

快的海洋管理部门，那也很了不起嘛。 

那么中央政府内部还有，对外经济部门。

比如说和美国的关系，中国银行很重要啊。财

政部很重要啊。财政部的意见不一定就是跟外

交部一样的。还有地方政府，比方说，海南省

政府，广西省政府，广东省政府对于在南海建

立三沙特别行政区军分区非常开心。又比如说

中国和缅甸的关系，为什么这几年搞得不太好。

有一个重要原因，缅甸人越来越不满，说很多

中缅关系是通过云南省政府操作的。他们是一

个主权国家，我们是一个省政府。 

还有公众舆论，中国13亿人口，这个社会

越来越多元化，再加上新的技术手段，网络等

等，这13亿人几乎在所有各种重大的国内问题

和对外问题上都有相当严重的各种各样的意见

和分歧。但是有一条，说要发展中国的军事力

量，公众是压倒性的非常非常拥护。 

还有中国的媒体，中国的报纸的数量，杂志

的数量，电视台的数量，可以说远远超过日本。

其中严格来说没几家是共产党的官方媒体。官

方媒体，半官方媒体。不知道大家注意到没有，

在国内问题上批判所谓宪政思想的很多文章是

在《人民日报》海外版上发的，没有在《人民

日报》上发。就证明我们有几个《人民日报》。

《环球时报》非常有名，这个不是官方媒体，

它挂在《人民日报》底下，是半官方媒体。还

有非官方媒体，你到中国去看一看中国的媒体

数量，比日本不知道要多多少。他们有各种意

见，但是有一条，民族主义能有利于卖报纸、

卖杂志。这跟日本是一样的。 

还有巨型国有公司啊。中国中石油、中国

银行，他们没有利益吗？中国中石油东海打气

井，当然这是中央命令的，但是恐怕中石油又

有钱也很起劲嘛。我这个话就表明中国对外政

策操作，变得越来越复杂，越来越困难。中国

各种各样的国内力量对于中国对外政策的影响

和制约正在变得越来越显著。 

第二个问题叫“底线思维”。“底线思

维”这个词来自习近平。什么时候说的呢？十

八大开过以后，他当了总书记不久，在内部会

议上说的。说的时候的语境是什么呢？语境就

是在谈跟日本的关系，钓鱼岛问题、钓鱼岛对

抗时说要“底线思维”。什么是“底线思维”，
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就是想到最坏的地方。比如说，要想到可能接

近军事冲突。但是“底线思维”有一条，不要

突破底线。这个操作其实英文里面有个词，就

是“边缘政策”。这个东西很厉害的，但是风

险也很大。碰到底线就要打仗，甚至要打大仗。

又要不碰到底线，又要接近底线，如果成功执

行的话，对方就会退。当然这就要求非常高明

的战略操作。这叫“底线思维”，思维是脑筋

在动。但是不光是在这样想问题，还要做的。

那么这个“做”，就是接近底线的操作，现实

就是接近但不碰到底线，不打仗，但是叫你退。

不光是在钓鱼岛问题上，还有长远来讲美国在

西太平洋上。当然操作有几个问题不确定，你

能不能真有那么高明的战略操作，还有特别是

国内的制约，国内的各种力量可能叫你不要管

风险，所以习近平讲要“管控风险”，但同时

是“近底线操作”。 

还是在钓鱼岛甚至是西太平洋，这个不是

习近平讲的大局。是大局里的一部分。就像军

队打仗一样，你打一场战争，有战争目的，这

个是最高的政治目的。在这个里面，你要作战，

不是打小的战役。战区，比方说1944年诺曼底

登陆以后，艾森豪威尔当总司令的欧洲战区，

这个里面怎么打胜仗，怎么来避免败仗，怎么

来叫敌方退让，但这个不是战争本身。战争本

身就相当于中国的大局。所以这是一个矛盾的，

你又想打赢这个战区的仗，但是可能这个仗打

赢对你的战争目的是有点坏处的。那么你要说

服你的军人，要说服你的战士，要说服等等国

内力量，说能不能不这样干。可是国内力量又

很激动。所以中国最根本的就是中国的大局，

大局对外关系方面来说，最重要的就是中国要

使得美国承认中国是世界强国。这就是中国的

大局。 

 

鈴木：ありがとうございました。ちょうど時

間が来ましたので、15 分ほどお休みをして、

ディスカッションに移りたいと思います。で

は３時 25 分から再開しますので、宜しくお願

いします。どうもありがとうございました。 

 

（休憩） 

 

加々美：では再開いたします。こちらのセッ

ションでは私、加々美が進行役を担います。 

 時殷弘さんとは、僕は 2003 年彼が「対日新

思考」というのを馮昭奎さんと馬立誠さんの

三人で提起して、大きな話題を呼んで以来の

おつきあいということになりますが、まず、

馬立誠さんは朝日とかいろいろなところが日

本へ招聘して、新聞一面を賑わせたのですけ

れども、時さんのほうはしばらく日本にいら

っしゃることはなかったのですが、僕が 2003

年に彼と知り合ってから、ICCS ではその後何

回かシンポジウムにお呼びしているので、付

き合いは 10 年に及んでいます。 

 昨日は午前 10 時から午後まで四時間半徹

底議論をしたのです。今日のところは皆さん

に一方的に時さんから基調報告を行うという

かたちでありますが、僕と彼との間では、い

くつかはぶつかりました。 

 今日の講演は基本的に中国の対外政策と特

に中米関係を軸とした話です。国内問題につ

いてはおそらくほとんど触れなかったと思い

ます。日本の場合もそうですが、どこの国で

もそうですが、国内の問題と外交の問題は、

連動しています。そういう連動性から出てく

る、彼は「一番下の線」という、簡単に言え

ば「これ以上は譲れない」という外交の面に

おいて、最低ラインの話をしました。 

 内政でも同じように「これ以上は譲れない」

ライン、もし許してしまえば、決定的な国家

的な危機を引き起こす問題があるわけです。 

 その点については、今日は名古屋外国語大

学の川村先生と鈴木規夫先生と僕と、それと

時さんを交えて、できるだけ討論したいと思

います。最初に川村さんから、時さんの講演
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を聞いてどういう感想を持ったか、またご自

分の意見を含めてお話ください。 

 

川村：時先生のお話を聞いて、私は特に日中

関係それから米中関係との兼ね合いで、いく

つかのポイントとなる点について意見交換を

したいと思います。 

 第一に、中国の対外政策のこの流れの中で、

習近平の外交をどう捕らえるかという点です。

これは中国の対外政策というものは、ずっと

一連の基本政策の上に立って置かれて来たと

いうふうに私は理解しております。しかし、

今日の時殷弘先生の報告内容によりますと、

「習近平外交」というものはその直前の「胡

錦濤外交」と異なる面があるという点が出て

きたと思います。それは、一つは対外的に非

常に強い姿勢になっているということですけ

れども、具体的に特に軍事力というものを全

面的に強化、それに戦争への備えというもの

を強調しています。これは胡錦濤の時はあま

り露骨的に表現しなかったですね。胡錦濤は

政権をとって、僅か一年以内でそれほど露骨

というほど戦争への準備とかをやって、軍事

力の強化というのは出てこなかったですね。

これは一体習近平政権にとって、特に軍事力

への強化、そして戦争への準備というものを

強調する理由は一体どこにあるのでしょう

か？ 時先生の報告では主に外部からの刺激

という要素をあげておりますが、それは単に

外部からの刺激によるものですか？ 

 それから中国の対外政策を見ますと、鄧小

平時代からずっと受け継がれてきた外交方針

がありますね。所謂姿勢を低くして、謙虚に

事にあたるという“韬光养晦，有所作为”があ

りましたが、胡錦濤の後半特に 2007 年以後、

若干の変化がありました。この鄧小平のスロ

ーガンに二文字ずつを加えたことがあります

ね。一つは“坚持韬光养晦”、もう一つは“积

极有所作为”というものです。特に後半の“積

極的に”が出て、特に対外的に積極的に中国の

振る舞いが顕著になってきたというふうに私

が捉えております。 

 これは特に国際政治経済において、また対

外的な安全保障の面でもそのような傾向が出

てきたと思われます。となれば、習近平政権

の強硬姿勢は胡錦濤政権の方針の延長線上に

あるのですか、それとももう一つの点から、

がらりと変化したなのですか。つまり鄧小平

のスローガンから胡錦濤の新しいスローガン

へと、そしてまたもう一つ習近平の新しい方

針というものが出たと見るべきでしょうか？

この辺は先ず一つ大いに関心のあるところで

す。そしてこの強硬姿勢の反映として、例え

ば尖閣問題、それから南沙で中国の非常に強

気の姿勢が出ていると捉えることができると

思います。 

 もう一つの疑問点は、この尖閣の問題につ

いて時殷弘先生は真の狙いはアメリカに認め

させることだと、アメリカに中国の対外的な

力を認めさせることであって、尖閣諸島その

ものの問題ではないと言いました。この点は

日中関係を研究している者としてはもうすこ

し説明をいただきたいですね。それはやはり

大国化した中国が「海洋強国」を目指してい

ることを習近平政権が掲げている中で、安全

保障上においてやはり尖閣諸島を中国の自由

な範囲にしたいという狙いはあるのではない

かと、日本の専門家が見ている。そういう中

国自身の安全保障上の狙いということと、ア

メリカに中国の実力を認めてさせたいという

ことと、どのような整合性があるでしょうか。 

  

加々美：大きく二点の問題がありました。一

つは胡錦濤の時代から習近平の時代に移って

くる中で、強硬姿勢が目立つけれども、その

具体的な変化はどこにあるのか。これが一点

です。 
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二点目はアメリカを意識しての対外政策で、

尖閣問題が実は最も主要な戦略にはいってい

ない。一番の目的はやはりアメリカにあると

いう見方。この二点についてもう少しお話を

伺いたいということです。習近平が強硬姿勢

に変わったというその本質はどこにあるか、

それとアメリカに認めさせたいという中国の

外交のあり方について、もう少し具体的にど

う論証できるのでしょうか。日本人は学者を

含めこの点をほとんど見ていません。尖閣問

題は日本と中国の関係であって、それでは中

国が見ているのは日本ではなくアメリカだと

言い得る根拠はどこにあるのかということで

すね。 

 

鈴木：時殷弘さんが非常に大きな視点から問

題提起をしていただいたので、私もそういう

観点からおもに三点の問題を提起させていた

だきたいと思います。 

 一つは軍事力の問題です。時殷弘先生は中

国国内における軍事拡張をお話になりました

が、アメリカも実は同じことが言えると思い

ます。客観的に見て、アメリカの破壊能力に

対抗する軍事力を中国が保有してもあまり意

味がない環境があることは事実でしょう。し

かし、中国人民解放軍はそれをそのようなも

のと思い込むことが可能かもしれない。先ほ

ど習近平さんがオバマさんに「太平洋は大国

二つが入ることができる」と語ったという話

は、それより前に中国人民海軍のトップがハ

ワイのアメリカの司令官に向かって似たよう

な話をしたことがあるわけです。アメリカの

軍事力から判断すると、中国の軍事力は無視

できませんが、レベルは異なる段階にあると

考えている側面が高いので、中国にとっても

米中戦争に耐えられるような準備をしても中

国の利益にならないのではないですか。 

 アメリカのリベラルな論者も喜ばないと思

いますが、誰が喜ぶのかというと、多国籍軍

事産業が喜ぶだけであって、また中国の軍事

拡張によって、アメリカの軍事予算の削減を

阻止するために、政冶的な操作の口実に使わ

れます。軍事バランスを米中関係の中でどう

求めるのかというと、客観的な指標をもう少

しシビアに持っていく必要があるのではない

かと思います。 

 二つ目は、時殷弘先生は「二大国化」とい

うことをお話されましたが、米ソが対立して

いた冷戦構造が示していたように、現在のア

メリカと対抗するための大国――中国という

問題の設定は誰にとって都合が良いかという

と、衰退しつつあるアメリカにとっては、中

国とアメリカとの二大国を言うことによって、

アメリカの大国の位置を維持させることにお

いてはすごく有益ですが、中国にとって、今

アメリカと並んで「二大国化」することには

あまり意味がないのではないか、ということ

です。 

 むしろ、中国はアメリカの一部の勢力が考

えているように、世界の多極構造の中で、リ

ーダーシップが取れるような世界秩序の再編

に向かうことで、いろいろなことを考えたほ

うが良いのではないかと考えるのです。つま

り、「二大国」は中国にとって一種の幻想に

陥る罠で、その「二大国」構造は結果的に何

を近未来にもたらすのかというと、アメリカ

の衰退を遅らせ大国アメリカを維持させるこ

とにしかならないのではないか。したがって、

対中国強硬派の人たちは、アメリカの世紀は

まだ続くということで、盛んに議論を進めて

います。その「二大国」論理は中国のためと

いうより、アメリカの延命のために使われて

いる方が多いのではないかと考えるのです。

その点について、中国の指導者や、中国の世

論は、どのような視座で考えているのでしょ

うか？ もう一度率直的に意見交換できれば

と思います。 
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 三つ目は、一番と二番の論点に共通してい

ますが、インテリジェンスの問題です。中国

は現在の状況をコントロールしていくために、

どういうインテリジェンス能力をもっている

のでしょうか。もちろん、ここでインテリジ

ェンスというのは、ただ単に情報を意味する

だけではなく、情報を認識し、政策決定にど

のように生かすかという知識、情報の政策決

定プロセスと情報収集能力の問題であります

が、このインテリジェンスの問題をどう考え

ているのでしょうか？ 

 アメリカのインテリジェンスはCIAなどに

見られるように、ある程度オープンで、どう

いう水準であるかは分かります。またかつて

も今もいろいろなところに、インテリジェン

ス能力の発揮される所謂スパイ組織がありま

すが、21 世紀のインテリジェンスの状態とい

うのは、ただ単に敵、見方に分かれて、情報

戦を展開するばかりでなく、世論をどのよう

に誘導するかどうか、ネットワークをどのよ

うに築くかどうかというような問題で展開し

ていて、ちょっと複雑になっています。中国

のインテリジェンスは今どのような状況にあ

るでしょうか？ そこがとても気になってい

ます。 

 というのは中国国内の個人、あるいは政冶

的対立者に対してのインテリジェンスはすご

く高度に発展しているようですが、対外交渉

の場面におけるインテリジェンスは一体どう

なのでしょうか。例えば、人民解放軍の新し

い昇進リストが、中国共産党中央委員会が知

るより以前に、アメリカの国防省の方で流通

していることもあるといわれ、「チャイアメ

リカ」という言い方で表現される一種の軍事

共同体のような存在が取沙汰され、かつての

米ソ軍事組織間の関係のように、そこから国

家間関係の曖昧な状況での情報流通があった

りするということも考えられます。その時に、

アメリカの場合には、まがりなりにもリベラ

ルデモクラシーというイデオロギー的な基礎

が辛うじて存在していますが、中国の場合そ

のインテリジェンス能力を活性化させる際に、

どんなイデオロギーを、あるいはどんな規範

を軸にしていくべきであると考えられている

のでしょうか。もう労働者の世界連帯という

ことだけでは簡単にいかない、インターナシ

ョナリズムだけでは足りないわけです。この

辺りをどのようにお考えでしょうか。 

 以上三点を時殷弘先生と議論をしていきた

いと思います。 

 

加々美：鈴木さんがこの二日間、煮詰めて煮

詰めて出して疑問だと思います。非常に分か

りやすい疑問でした。とりあえず二人の疑問

と観点について、ちょっと時さんの考えを聞

かせてください。 

 

時：非常感谢众位提出非常好的评论和问题。

我不可能回答所有的问题，但是我想侧重回答

几个重要问题。 

在对外政策基本方向上，基本状况上，确

实习近平和胡锦涛不同。但是我要强调没有那

么大不同。胡锦涛执政十年，习近平到目前为

止执政八个月。胡锦涛的十年里面，对外政策

是有一些明显的变化。用胡锦涛的后五年，来

和习近平的这八个月的对外政策重心内容相

比，可以发现，主要是延续性，而不是根本不

同。胡锦涛后五年，中国对外政策，以对美关

系为重心，重中之重的重。结果对美关系没有

搞好。胡锦涛后五年，由于客观上原因和主观

上原因，中国周边外交总的情况变得更加困难。

习近平是八个月，恐怕对美关系还是一个重中

之重，同时这八个月，尽管已经意识到，中国

必须在困难情况下改善中国周边关系外交，但

是困难很多，到目前为止，基本上没有做。胡

锦涛是强硬对待2010年钓鱼岛危机的统帅，也

是从2012年9月开始到现在还远远没有结束的

中日钓鱼岛对抗的统帅。习近平的对日政策，
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目前还是一个继续，所以没有什么大的不同。

但是仍然有不同。什么不同呢？不同在于不同

的侧重。现在我们可以对胡锦涛的外交政策做

定评，因为十年已经过去了。 但是不要过早的

对习近平的外交政策做出判断，因为他还有 9

年4个月的时间。但是就这样比较，可能习近

平在对外政策中对美的关系上的重视程度、对

日的强硬程度、对发展中国军事力量的侧重程

度更高。 

同时，这两个人作为中国的政治领袖，胡和习

的战略风格是很不一样的。还有，胡锦涛在最

后的五年，在对外政策上，似乎面临中国国内

的很大的推压。公众舆论、解放军等等、等等。

习近平现在同样，但是习近平似乎更主动地去

迎应这些压力，把这些政治压力变成他的政治

资产。“中国梦”、“中华民族伟大复兴”、

“能打仗，打胜仗”就是说到目前为止，胡和

习对待国内的这些压力是不一样的。“中国

梦”、“中华民族的伟大复兴”，我们千万不

要过早的下结论。但是就目前来看，我刚才讲

的不同，不是根本不同，但仍然是非同小可的

不同。 

第二个问题，我要讲钓鱼岛。钓鱼岛问题

的来源是什么？钓鱼岛问题早就存在，因为中

日两国对钓鱼岛的主权申诉早就存在。但钓鱼

岛危机来得很晚啊。我们只有2010年 9月、10

月是钓鱼岛危机。钓鱼岛问题存在了几十年，

但是钓鱼岛第一次危机到现在三年还不到。第

二次危机，去年9月10号开始。钓鱼岛危机怎

么来的？太清楚了，不是中国人搞的。2010年，

中国一个渔船的船长被抓了。小泉前首相的时

候也发生过同样问题。但那个时候小泉首相是

外交解决，不是法律解决。所以中日没有经历

危机。2010年的时候，民主党外相前原诚司发

明了一个新东西，颠覆了中日关系40年来一大

政治基础。这就是关于钓鱼岛中日两国政府事

实上搁置主权争议。前原诚司前外相公开地说，

钓鱼岛没有主权争议，钓鱼岛的问题完全按照

日本国内法解决。这时候2012年以胡锦涛为首

的中国政府做出了强硬的、危机性的反应。去

年9月份那个“国有化”，“国有化”也不是

中国人搞的。这就是为什么这场到现在为止已

经一年的危机还远远没有过去的原因。 

那么钓鱼岛危机对中日两国来说有什么意义。

除了钓鱼岛本身，还有钓鱼岛涉及到的重要海

域——东海。两国在东海都有重大的战略期望

和利益期望。但是钓鱼岛还是一件东西。就像

过去小泉首相的时候，中日关系非常不好。首

相去参拜靖国神社，那是一个较量意志。如果

日本在钓鱼岛这个较量中输了，恐怕以后情况

就会不一样了。假如中国在这个问题上输了，

也不一样了。还有，钓鱼岛问题发生以后，你

看现在中国一些人士开始谈论冲绳不是日本

的，开始谈论中国要大大发展远洋海军，开始

谈论我们要冲破第一岛链。而且钓鱼岛这个危

机9月10号以来，到现在一年还不到，中国的

不单是海军，海洋力量急剧增长。 

还有，钓鱼岛危机发生以后，中国到现在为止

得到了什么？我坦率地讲，第一中国永远结束

了日本单独对钓鱼岛实施行政控制的局面。那

个局面已经维持了60年，中国一直没有碰过。

但是“国有化”以后，日本对钓鱼岛的100%的

实效控制局面，永远结束。第二，中国为什么

要在钓鱼岛问题上这么做，实际上是每个礼拜、

每个月都在质疑、动摇美国的对日承诺。质疑

和动摇美国原先的在东北亚的战略存在。第三，

钓鱼岛，今后可能还会有别的情况。但至少以

后的历史学家会这样写，这是中国坚定的且并

不触碰美国底线的一部分。最后，过去中国发

展军事力量，很大程度是因为陈水扁、李登辉

这些人想搞台独。现在两岸关系很好。如果钓

鱼岛危机长期存在，中国有的是钱，中国人民

别的问题意见很大，分歧很大。但是说发展国

防力量，发展远洋海军，98%的中国公众是支持

的。 

当然如果在北京，我就会着重谈我们在钓

鱼岛问题上的风险、代价。但是我在日本，不

准备多谈。 
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铃木教授，我非常感谢你的发言，但是有

两点我不是很同意。你的意思是好像中国的20

年的军事大发展不符合中国的利益。中国是一

个大国，中国领导也不很笨，20年就做一件事

情是符合中国根本利益的，这个是可疑的。首

先，我刚才讲了，中国公众有很多内部矛盾、

吵架、分歧。但是在发展军事实力上，绝大部

分公众都是支持的。中国国内军事力量大发展，

很大程度上是有利于中国政府的政治利益的。

第二，如果这里有中国地图，你来看看。中国

这么大的国家，美国给了中国什么样的战略空

间。美国重来不承认、不认为中国是一个战略

大国。中国是一个大国，但是如果出现情况，

中国的舰队都通不过台湾海峡的中线，都过不

了冲绳以西。世界上哪里有这样的大国啊。所

以中国13亿人下了一个决心，是江泽民时候开

始下的，不管怎么样我们经济搞好了，我们还

有加强军事力量。所以长远来说，总的也是符

合中国的利益的。但是，在我演讲里面也说了，

世界上的事都有双重效应，它大大增加了我们

外交上的难题，大大强化了外国对我们保证和

平发展的怀疑，大大加强了一些国内势力对中

国国家战略的干扰。成本也是很高的，而且这

个两难今后还会长久地持续下去。 

最后，中国和美国的军事力量当然总的来

说不是在一个等级之上。我们充分承认美国是

世界上最强有力的国家。我们差得远呢，但是

中国不想变成一个全球军事强国，但是在我们

的家门口，中国早就下了决心，在西太平洋的

西部，中国决心成为要比美国还强的国家。现

在美国人已经怕了，中国东风41很有名，我称

它为中国的常规战略武器。如果万不得已，要

跟美国打仗的话，是可以击沉美国航空母舰的。

所以美国现在正在考虑在西太平洋的前沿往后

退，退到中国这些导弹打不到的地方。只要中

国不混了头，不在不成熟的时候去跟美国较量，

美国就要往后退的。也许将来美国对日本承诺

的安全的可靠性就会发生变化。当然风险很大，

中国国内能不能坚定的、但是审慎的不碰到美

国的底线，而坚持“近底线操作”五年、十年、

十五年。如果能做到，我相信在西太平洋西部，

中国一定会在军事上比美国还强。否则中国就

永远不是一个世界强国。 

我最后还要补充一句，成为西太平洋西部、

也就是我们中国家门口的军事强国，这个中国

一定会做到，很容易。中国有的是人、中国有

的是钱，中国老百姓拥护这个东西。我们的主

要难题和主要挑战，就是我们能不能在成为军

事强国的同时，我们在亚洲成为朋友多的，受

欢迎的威望高的国家。这是我们长远的挑战。

如果我们光有西太平洋的边际优势，而没有我

们曾经有过的外交上的威望和朋友多的局面，

我们仍然成不了真正的世界强国。 

 

加々美：最後のポイントは実は僕と時殷弘さ

んと昨日四時間半の議論をした焦点なのです。

周辺に友人を沢山持つということは軍事力を

増強し、経済力などの物理的な、そういう意

味の大国化だけではない、もう一つ良く知ら

れている言葉でいうと、ソフトパワーですね。

ハードパワーの面では中国はどんどん大国化

しています。だけど今最後に話した友人を多

く持つということは単に軍事的、経済的大国

化だけでは持てないですね。そのポイントは

どうすればソフトパワーを大きくしていける

のか、ということは十分議論されていないよ

うです。 

 ただ若干補足していきます。前原さんが外

務大臣だった 2010 年 10 月に、それが暴れた

ことによって結局は尖閣の根本的な問題とし

て、ここまで悪化させた最初のステップでし

た。前原さんは領土主権の問題は根本的に存

在しない、それについて議論する必要がない

としています。これが彼のいう「前原ドクト

リン」ですね。そして「前原ドクトリン」に

はもう一つ重要なポイントがあり、「棚上げ

論」は中国一方的に提起したものであって、

日本はこれに関知していないとしています。
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田中角栄前首相の時も、また日中友好平和条

約を締結した時も、周恩来の「棚上げ論」、

鄧小平の「棚上げ論」であって、この二つは

どちらも周恩来や鄧小平が勝手に言ったもの

で、日本は関知していないと言っているので

すね。これは前原さんが国会の答弁で発言し

たもので、その直後に外務省のホームページ

にドガンと載ったのです。今でも外務省のホ

ームページを開いて、まったく同じことが主

張されています。 

 これを中国の中ではいち早く指摘していま

した。つまり野田さんの「国有化」の問題よ

りも、そっちのほうがもっとも問題だという

ことをいち早く指摘したのは時殷弘さんです。

だけど、今は「棚上げ論」について、僕はそ

れを肯定するような記事を「朝日」とかに書

きたいだけども、書かせてくれません。勿論

テレビもそうです。本当に言論の自由がある

日本で、そういうことを書けないという状況

です。極親しい人だけに回しっている新聞な

ら書けますが、でも何十万部も出ている新聞、

メディアなら絶対に書けません。事実は僕が

試みて失敗しています。 

野中広務が今年の 6 月初め、中国に行って、

田中角栄さんは「棚上げ論」に同意していた

のだと劉雲山という政治局常務委員にはっき

り言いました。そういう所に一番大きな問題

があります。 

先ほど鈴木さんは「二極構造」問題、ある

いは軍事的にアメリカと対抗しようとしても

意味がないではないかと言いました。それに

ついて時殷弘さんはあっさり否定しましたが、

実際はこの点は戦争までやろうというそこま

での対抗力を持とうとはしていない。つまり、

これは時殷弘さんとの討論でお互いに分かっ

てきたことです。戦略的にこれを利用するの

です。アメリカというファクターが中国の国

内にとっても、外交政策においても、根本的

に戦争の相手にしていくことはないです。だ

けど、そのように見せることで、これは大き

な利益があるという議論です。 

僕の意見では、国内の内政と外交はどの国

でも連動しているわけですよ。だから日本も

そうですよね、日本は今どんどん経済的悪く

なって、スーパー経済大国だった日本が今中

国にもどんどん見る影もなく追い越されてい

く、その時に中国ファクターが重要な意味を

持っているわけです。国家的にもそうです。

だから民衆の世論もそれで動かすことができ

ます。その点で、僕は尖閣問題の解決にとっ

ては、民族主義の点が決定的に大きいだと思

います。そこは時殷弘さんの意見と僕の意見

が相当ぶつかったのですね。 

日本の民族主義も中国の民族主義も不思議

のことですが、1980 年から 90 年代に入るま

で、どちらも信念危機、あるいは思想の危機

に落ち、思想そのものが決定的に衰退すると

いう状況がありました。15 年くらい続いて、

それから一気に日本で言えば、新しい歴史教

科書をつくる会、それから自由主義史観とい

って、民族主義が一気的に台頭しました。日

本は決してだめな国ではない、悪いことばか

りしてきたではない、もっと誇りを持つべき

だという新たな民族主義が台頭しました。ま

ったく同じようです、中国も 80 年代から 90

年代半ばまで、そういう政冶信仰的な危機が

あったわけです。ところが、それが 90 年代の

半ばになって、一気に自分の民族を誇りに思

う、もっとプライドを持つべきだという民族

主義が起きてきて、中国は更に 2002 年から

2003 年にかけて明らかに平和的な大国とし

ての台頭という言葉が中国で言われます。こ

れはちょうど江沢民政権が胡錦濤政権へバト

ンタッチした時期です。これが 90 年代半ばこ

ろから起きた新たなナショナリズムと重ねて

くるのです。 

時殷弘さんと僕と完全に意見が一致してい

るのは、軍事力の強化については、まったく
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民衆に異存はない。ナショナリズムの中で、

中国は今色々な矛盾にぶつかっていますね。

一年で 20 万件民衆紛争が起きている、それだ

け矛盾を抱えているけれども、軍事力強化と

いうと皆が賛成するんですね。 

僕たちは尖閣問題を解決するために何がで

きるかというと、この間の世論調査で、日中

両国どちらも 90％以上の人が相手の国の人

に対していい感じを持たないというデーター

が出ました。この点をほっといて、尖閣問題

を解決することができるのでしょうか？昨日

時殷弘さんと僕とが話して、時さんは民衆の

ナショナリズムに対して、民衆が教訓を学ば

ないかぎり、意図的に世論を変えることは簡

単ではないと主張し、ですからもうちょっと

現実性をもって問題を解決しようと思うべき

であって、僕の考え事はある程度の理想主義

だと話した。僕の兄貴だってそうです、中国

の話しを聞くと、何であなたは中国の研究を

しているのだと、どこかで認めてくれないで

すね。自分の兄貴を変えることすらできない

のに、日本の国民のそうした方向を変えるこ

とがどうしてできるのでしょう。それはその

通りですね。 

もう一つ簡単に言えば、インテリジェンス

の問題は勿論中国にとっては内政と外交が連

動していますから、年に 20 万件の民衆事件を

きちんと把握していなと、これは共産党にと

って大変なことになります。だから、僕は民

衆的要素、民衆というファクターをもっとな

んらかの形で議論しなければなりません。「前

原ドクトリン」は一種の愚民化政策です。確

かに内政と外交が連動していくゆえに愚民化

政策がよく使われてきたという面があるわけ

です。この意見を聞いて、時さんはあまり賛

同しなかったです。川村さん、鈴木さん何か

補足するところありますか？ 

 

川村：たぶんフロアの方も聞きたいところで

すが、この尖閣をめぐって、日中関係は打開

されるのか、あるいはどう打開されるのか、

そして日中間にこの現場周辺の衝突が起きる

可能性があるかどうか。尖閣問題の発端は

2010 年 9 月の漁船衝突事件にあって、それか

ら昨年の「国有化」決定というように繋がっ

てくるのですけれども、昨年の 9 月以後、日

本と中国ではどのような関係改善の動きがあ

ったのでしょうかという点ですけれども、私

は二つの段階があると見ています。 

 第一段階は一月の下旬公明党の代表の公式

な訪中団が習近平総書記と会見をしたという

点です。この時安倍首相の親書を出されまし

た。公明党の山口那津男代表が親書外交とい

う形で中国の当局にあったですね。尖閣諸島

「国有」問題が発生して以来、習近平さんが

日本のしっかりしている人と会ったこの時は、

もう後にも先にもないですね。この時は一つ

関係改善の兆候が見られたです。実際はその

時習近平総書記は尖閣の問題について、話し

合いと協議によって対応する必要があると明

言しました。しかし、その直後に、アメリカ

の海軍による日本へのレーザー照射事件とい

うものが明らかになって、また険悪になった

わけです。 

その後第二段階はこの 6 月のオバマ、習近

平の首脳会談をきっかけに、オバマ大統領か

ら習近平国家総書記に対して、この尖閣諸島

の問題でトラブルを起こさないように、力で

なく外交で解決できるように注文をつけまし

た。また、同様にその直後、安倍首相とオバ

マ大統領の電話会談によって、これは僅か 30

分でしたが、内容は明らかにされていません

だけども、やはりオバマ大統領から安倍首相

に尖閣問題について、中国と話し合いで解決

するようにという注文が付いたと、私は聞い

ております。 
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これをきっかけに、日本側は谷内正太郎元

外務次官を中国へ派遣し、またその後は、今

は政府の参与になった、元は小泉首相の秘書

官飯島勲を派遣し、そして 7 月の末には現在

の外務事務次官を派遣しました。日本政府は

このような外交的な動きを見せたわけです。

残念ながら、首脳会談へ向けての動きが見ら

れない。それどころか、中国側はこの安倍首

相の対中外交に対して、非常に懐疑的、疑問

を持った態度を見せているわけです。つまり、

安倍首相は口先では「会話の窓口が開いてい

る」と言いながら、実際は中国けん制の外交

を進めているということです。 

また習近平政権もオバマ大統領と首相会談

の後、改善のために大きな動きは見せていな

い、それどころか、外務次官が訪中している

最中に、習近平氏は北京の軍区を訪問して、

ここで戦争の準備をすべきだ、そして戦争に

必ず勝つべきだというように檄を飛ばしてい

ました。習近平政権としては、軍備の拡張、

増強に力を入れています。 

それからもう一つ、8 月の今月の初め、中央

政冶局会議において、「建設海洋強国」の集

中研究会をやって、「海洋強国」を推進すべ

きだと言いました。中国の主権を犠牲にする

ことは絶対にできないだという発言をしてい

ます。これに対して、安倍政権も一方で外交

での事務的レベルの接触を続けながら、一方

では非常に防衛力の強化を図っています。例

えば、アメリカ軍と自衛隊が一体となって、

島を奪還する共同の軍事作戦を行っているわ

けです。また 7 月に発表された国防白書では

中国を脅威と捉えて、また自衛隊の南西地域

における強化というものを行っているですね。

このように、安倍政権も習近平政権もオバマ

大統領から尖閣諸島の外交的解決を求めなが

らも、実際は非常に軍事力の強化というもの

を強調しているわけです。となれば、尖閣諸

島の問題はいつどのようにして打開すること

ができるでしょうか？ 

時殷弘先生のお話だと、今の習近平政権の

対外方針としては、力で押して、押して、相

手をぎりぎりのところまで押し込む、それに

よって相手をしり除かせるという姿勢なわけ

ですから、これを続けた場合に、日本はどう

出るでしょう。これについて時先生はどう見

ているでしょう。これは加々美先生のご主張

に関連するわけですけれども、今日本の国内

において、中国に対する印象が非常に悪くな

っている。極めて悪化している。中国に対し

て好意を持たないというのはとうとう 90％

に達したわけです。これは調査史上最悪の状

態です。このような日本国内の雰囲気を背景

にして、安倍政権も中国に対して非常に強硬

な態度を採らざるを得ないというより、採っ

ていました。それによって、国内の状況と政

権の政策を連動しているのですね。というこ

とで、安倍政権もなかなか尖閣問題で中国に

妥協はできない。つまり中国が非常に強硬な

姿勢で日本の尖閣の実効支配を崩し、そして

中国も実際に尖閣を実効支配しているという

既成事実を作っているわけですけれども、日

本は国内世論上から、中国に押されてしり除

くということはできないですよ。となると、

日中間のこの問題の出口はどこにあるでしょ

うか？解決の道はあるでしょうか？ 

 

時：我说的很简单啊，今天非常坦率地讨论。

钓鱼岛问题如何解决，我可以跟你们保证，在

我们能够预见的未来，绝对不能解决也不会解

决。将来总是要解决的，但是这个超出了我们

的预见。 

因为中华人民共和国外交部 9 月 11 号声

明，大家可以去看一看。其实是很客气的。就

是说只有一个要求，日本必须承认钓鱼岛有主

权争端，在这个意义上，收回国有化。假如野

田内阁当时有所反应，情况会有很大不同。中
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国是很讨厌前原诚司，但是中国更讨厌野田。

为什么？因为9月9号中国国家元首在中日关

系很糟糕的情况下，最后同意会见日本首相，

在走廊里面谈了20分钟。劝他，要等一等，不

要轻举妄动。结果野田首相几个小时以后赶回

东京，连夜召开内阁会议。中国主席怒不可遏

啊。这是真的。我想这个野田做错了。 

第二，中华人民共和国外交部的 9 月 11

号声明发表以后，假如日本内阁9月15号或者

10 月 11 号说，好像是有一点主权争端。那么

中国即使已经发动了结束日本几十年来对钓鱼

岛的实效统治，中国也会停下来。但是没有。

所以中国的立场就有变化了。 

第一，中国仍然坚持，钓鱼岛是中国主权；

而日本坚持钓鱼岛是日本主权。所以有主权争

端。第二，永远结束日本几十年的对钓鱼岛的

100%的行政控制，永远结束中日两国政府先前

在东海问题上达成的协议和没有达成的协议。 

到今天，日本还没有对中国做出丝毫让步。

中国也不期望光通过外交劝说来说服日本承认

钓鱼岛有主权争端。即便日本首相将来想承认

有主权争端，他也不想承认。因为假如日本首

相将来承认：“对，非常可惜钓鱼岛有主权争

端”，他马上会叫中国马上退回到9月10号以

前，请你们恢复日本几十年的对钓鱼岛的完全

实效统治。中国国家主席的答复一定是“不”。

所以解决不了这个问题。所以双方的任务是控

制对抗，因为全世界都认为有发展成为中日军

事冲突的可能性。 

    美国的作用是什么？自从1月19号希拉里

•克林顿前国务卿声明到美国一方面对中国施

加压力，另一方面对日本施加压力，所有的美

国的立场就是，第一美国永远不会说主权归哪

个；第二，美国仍然维护说美国反对单方面损

害日本对钓鱼岛的控制。但是哪怕是美国总统，

这个不能说服中国人。因为如果中国的习近平

说“yes”,那有一个比美国总统厉害的多的人

是不同意的，这就是中国公众。所以美国现在

主要发挥的作用，实际上是通过对双方施加影

响，帮助控制钓鱼岛对抗，不要让它发展成为

军事冲突。中日两国政府目前现实的任务，也

在于此。 

    至于安倍首相说要会谈这个、要会谈那个，

本来中国还抱点希望。钓鱼岛危机开始以后，

前头两个月，中日之间高层的外交渠道是通的。

公明党党首递交安倍首相的信，外交副官到北

京，后来中国发觉，一点用都没有。骗人。因

为日本顽固地不承认钓鱼岛有主权争端。而且

安倍首相的外交是在干什么？包括他的最高会

晤的建议，就是为了影响美国，影响世界舆论，

影响亚洲国家，想表明我日本首相、日本政府

是冷静的，是希望中国拒绝。中国再也不会犯

胡锦涛过去曾经后悔的事情。胡锦涛曾经多次

不顾国内的反对，跟小泉首相会晤，希望小泉

首相再也不要以首相身份参拜靖国神社。但是

胡锦涛主席得到的结论，就是小泉完全不可靠。

在习近平主席的心里面，对安倍首相绝对就是

这个印象。安倍首相不可靠。中国人再也不会

搞一个最高级会晤，结果中国老百姓问得到什

么成果？说没有成果。中国老百姓现在不需要

在其他层面上的成果，中国老百姓要钓鱼岛问

题上的成果。日本不肯在钓鱼岛问题上给中国

老百姓成果，中国政府就可以对中国老百姓说：

“不管怎么样，我们已经永远结束了日本单独

控制钓鱼岛的局面”。所以，在目前状态下，

没有可能解决，但任务非常重大。 

    中日两国如果打起来，这可不是好玩的。

还有，中国人民现在由于各种原因，对日本的

感觉非常不好。日本老百姓、人民对中国的感

觉也很不好。非常遗憾。这样接下来，就是较

量了。对抗啊，看谁能撑得久。我想中国大概

能撑得久。非常遗憾、非常遗憾，40年来中日

双方无数的人，从政治家到教授、到商人，为

中日正常关系、甚至友好做出的工作全部被浪

费了。很遗憾！ 

   结果现在中国人民讨厌日本，日本人民讨

厌中国，没有别的选择。对抗，看谁能撑得久，

我想中国可能撑得比较久。如果这个对抗结束，
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我们永远是邻居，哪怕时间更长，十年、三十

年、五十年、一个世纪。邻居总是要做正常的

好邻居。中国如果没有一个较好的正常的中日

关系，中国难以成为世界强国。日本如果没有

一个较好的正常的中日关系，日本的安全没有

保障。所以一定要有较好的中日关系。但是现

在要耐心。要让双方的人民学点教训。 

 

鈴木：時殷弘先生、前原議員はアメリカのど

ういう勢力と繋がっていると考えますか？ 

そして尖閣諸島で日本と中国との間で軍事衝

突が起こるということは、基本的に相手は日

本の自衛隊となりますが。日本の自衛隊は韓

国軍と同じで軍事的にはアメリカの指揮命令

系統に入っていますので、安保条約があろう

となかろうと、軍隊組織としては一体なので

す。そのことと、アメリカと中国との直接衝

突がないという時先生の先ほどの見解とどの

ような繋がりがあるでしょうか？ 

 

時：我讲一句啊。在中国凡是研究国际关系的

人都知道，前原诚司，首先是民主党里最最亲

美的；第二，他骄傲。他不尊重首相，也不尊

重官房长官。他比小泉前首相还有骄傲。第三，

前原诚司几次跑到华盛顿，请求希拉里前国务

卿发表声明，就是美日安保条约涵盖钓鱼岛。

因为美国知道他是民主党里最亲美的，所以美

国国务卿应他的要求，几次都给了他想得到的

东西。 

但实际上很清楚，日美安保条约毫无疑问

美国官方立场就是涵盖钓鱼岛的。但是军事同

盟条约，都有一个前提。就是在什么样的情况

下，美国会出动美国的武装力量，站在日本一

边，就钓鱼岛问题跟中国作战呢？ 

第一， 中日发生大规模军事冲突。 

第二， 在这个大规模军事冲突中，日本扛不

住了，可能被击败。 

第三， 在美国看来，导致对抗升级为大规模

军事冲突的挑衅方是中国。 

第四， 如果美国的军事干预能够取胜。 

    所有这些就表明，美国真要进行军事干预

的话，恐怕华盛顿要下决心也是相当困难的。

但是对中国来说，如果有人说要跟日本打仗，

就要做一个准备，你敢不敢跟美国打仗。如果

中国领袖说我敢跟美国较量一下，那么就麻烦

了。但是我想到目前为止，习近平当总书记以

后说：“要管控风险”。什么叫“管控风险”？ 

    但是有一条啊，中国领导人不能在这个较

量中输的。如果迫不得已，是有一点武装较量

的决心。中国从鸦片战争以来打了多少仗，中

国不想打仗。但是中国包括习近平也不能容忍

在钓鱼岛这个较量中中国输掉。 

 

加々美：もう時間的にはそろそろですから、

僕からは新しい観点は出さないようにします。

僕と時殷弘さんの対談の際に、日中間に尖閣

をめぐって、戦争が起きないといえるか、そ

れとも今の状況のままでずっと推移するかと

いう問題を議論した時に、時殷弘さんはいつ

起こるかは分からないと、それは明日起こる

かもしれない、ただし、問題を根本的に解決

しようとすれば、数十年、二十年、三十年は

かかるという見方はしておくべきだと話しま

した。中国が三十年後に変化していない、あ

るいは日本が三十年後に変化していないとは

誰も言えないわけです。勿論、安倍政権は終

わっているでしょうし、習近平政権も終わっ

ているだろう。だから時殷弘さんは問題解決

するには忍耐心が大切だと言いました。それ

は政治家も同じことが言えます。どれだけ安

倍首相が忍耐力を持つか、あるいは同じく習

近平さんも忍耐力を持つか。実は中国は春秋

前後から数えて三千年の歴史の中で、忍耐力

を持っている人が勝っていると、必ず最後の

勝利を収めるというわけですね。例えば、一

番有名なのは劉邦と項羽の戦いですね。劉邦

は連戦連敗で、敗北を重ねて、最後に勝った

わけですね。だから、劉邦ほどの忍耐力のあ
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った人はいないし、それではまた世界を変え

ます。それは現時点でも通じています。 

ただいつ軍事衝突が起こるかは分からない、

それは誰でも予見はできない。その代わりに、

危険な状況が続くという状況を二十年我慢で

きますか？ 僕はたぶん二十年後に死んでい

るからと時さんに言ったのですよ。僕が目を

閉じるまでこの状況が続くかもしれないとい

う最後の結論としてはちょっとおかしいです

が、僕はやはり今お互いの世論の 90％を越え

て、相手が嫌いだという状況をどう考えても

好きではない、この現況を変えられるのでは

ないかと思っているのです。時さんはこの点

では悲観的ですね。 

もう一つ言えば、日本は外交のフリーハン

ドを持っていません、アメリカの言う通りに、

アメリカに寄り添うことしかできない。これ

は戦後アメリカの占領下にあってから、その

後、サンフランシスコ講和を経ても、尚且つ

自主的な外交というものを持ち得ないわけで

す。けれども、時殷弘さんが言うには、隣の

中国と友好的な関係を持つことができなけれ

ば、アメリカのことだけを考えて、外交のフ

リーハンドが得られると考えているのは間違

っているわけですね。例えばドイツを見れば

分かると思います、ドイツはアメリカと同盟

関係がありながらも、外交のフリーハンドを

持っている。それを使って、何回も戦争して

きた隣国フランスと今、友好関係にあるから

ですね。日本が中国と友好関係を切り開けな

くて、外交のフリーハンドをもつことはでき

ないと時さんは言うのです。これも確かにそ

の通りかもしれない。 

 いくつか彼の論点を補足してみなさんに紹

介しているのですが、僕と彼の違い、ぶつか

り合いもついでに紹介いたしました。時間は

もう来ましたので、フロアとの議論をと思っ

たのですが、実に申し訳ない、後で捕まえて

議論してください。これでこのセッションは

閉じたいと思います。長い時間ありがとうご

ざいました。 
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尖閣から東アジア共同体へ 

―学術シンポジウム「尖閣から東アジア共同体への道」基調講演― 

 

仙谷由人1

 仙谷でございます。愛知大学には、法科大

学院の院長である浅井正先生がいらっしゃい

ます。その浅井先生から「ちょっと愛知大学

へ来て、今の日中関係の話をせよ」と命ぜら

れてやって参りました。 

 浅井先生とは司法修習生が同期です。クラ

スは一緒ではありませんでしたが、研修所で

は遊びとか活動的なことを一緒におこなった

同志でした。それ以降も弁護士として数々の

事件を全国各地で見ました。浅井さんと一緒

に扱った事件は北陸地方が多かったです。あ

まりお金にならない事件を扱ったいきさつも

ありまして、いわば兄弟同然の関係が45年も

続いています。浅井さんの顔が立つならば、

という程度の気持ちでお受けしました。あら

ためて、このテーマについてお話をするとい

うことは大変なことだなと、今は少々後ろ向

きの気持ちになっています。 

 中国と日本の関係もそうですが、日本と韓

国の関係も一衣帯水といわれるような身近な

国との関係が、現時点では極めて冷え切って

しまっているということです。これは誰が考

えても、いいことではないと思います。何と

か打開の糸口を見つけないといけません。 

 このまま反対の方向に走ってしまいますと、

日本にとっても、中国にとっても、また韓国

にとってもいいことではありません。いろい

ろな意味で両国の国民の生活にとって、５年、

10 年という不必要な後ろ向きの時代が生ま

れてくるのではないかと心配をしています。 

 私は昨年12月の第46回衆議院議員総選挙

で落選をしました。落選の原因は尖閣問題と

言いましょうか、日本と中国との関係につい

て、われわれのやり方が悪いという批判があ

ったことも間違いではありません。また、日

韓関係のおけるいろいろな政策的な対応があ

まりよくないことであったという世論のある

種のうねり、あるいはマスメディアの動向が

選挙結果にも影響したと思います。民主党の

野田政権を離れてしまうとか、自民党への政

権交代になった原因の一つになっていたと思

います。その意味で、政治家としても、少々

ものを考えてきた人間としても総括をしなけ

ればならないと思っているところです。 

 そのようななか文化功労賞を受賞された東

京大学の政治思想史・政治史の三谷太一郎先

生の「学者はナショナリズムの盾とならなけ

ればならない」という言葉を、ここにいらっ

しゃる鈴木先生がお聞きになられて、今回の

シンポジウムのコンセプトの一つとされまし

た。皆さん方との論議も、そこが主催者の皆

さん方の一番大きい覚悟に見えました。 

 学者のみならず政治家は、悪性のナショナ

リズム、非常に偏狭な、もう少し言えば排外

主義的なナショナリズムと対抗すると言いま

しょうか、きっちりとけじめをつけて対峙し

なければならないと考えています。これは韓

国へ行っても、中国へ行っても、そのことを

臆せずお会いする方々には申し上げてきまし

た。 

 「ヘイトスピーチ（hate speech：増悪表現）」

という言葉があります。そのような気分にな

る方々の理由や原因がまったく分からないわ

けではありませんが、私に言わせれば、ヘイ
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トスピーチをしても一文の得にもなりません。

気分がすっきりする方がいらっしゃるかもし

れませんが、自らをおとしめるだけではない

かと考えています。 

 今、とりわけ韓国および在日韓国人、ある

いは韓国の方々に対するヘイトスピーチがあ

ります。新宿の新大久保など、韓国の方々が

多く住み、商売をされているところで行われ

ているという報道を目にします。 

 私が 1971 年に弁護士になったときに請け

た大きい事件の一つに、日立就職差別裁判と

いうものがありました。これは愛知県豊橋市

出身の朴鐘碩（パクチョンソク）という青年

が、国籍だけを理由にして内定取り消しをさ

れた事件です。昭和46年のことです。その事

件を担当して約３年の訴訟で勝ちました。朴

さんは日立に就職して、つい２年ぐらい前に

60歳定年まで勤め上げて退職しました。 

 この40年間、日本人総体の在日韓国人、朝

鮮人、韓国朝鮮という地に対して、北朝鮮の

現在の政権に対する大きな批判、嫌悪の情を

お持ちの方はずいぶん多いと思いますが、そ

れにもかかわらず韓国朝鮮離れについては、

2002 年の日韓ワールドカップの共同開催以

降、特によくなってきました。 

 特に女性が好んで熱心に韓流ドラマを見る

ようになりましたし、毎日どこかでテレビ放

映がされていました。また、普通の国内旅行

をするかのように韓国旅行をするようになり、

向こうで買い物もするようになりました。 

 ヨン（ペ・ヨンジュン）さまから少女時代

へ、少女時代からさらに進んでいるのでしょ

うか、Ｋ－ＰＯＰなどは、もうついていくこ

とのできない世界です。われわれの時代に存

在した結婚差別や就職差別というものが非常

に薄くなってきていることは間違いありませ

ん。 

 中国に対しては、われわれが使っている漢

字をはじめとする文化を融合、仏教の伝播が

なされたということで、ある種の敬意と尊敬

を持ち、少なくとも1950年代からは日中関係

が一つ一つ積み上げられ、立派な日中交流の

歴史がつくられてきたわけです。 

 そのような歴史がありながら、言論ＮＰＯ

がアンケート調査（第９回日中共同世論調査）

をしたところ、中国に対して約90％の日本人

がマイナス評価をしていますと。また、中国

人も日本に対して約 90％の人がマイナス評

価をしていることが分かりました。 

 とりわけ昨年の「国有化」で、テレビの画

面を見る限り非常に多くの都市で激烈なデモ

が行われたこともあり、日本の世論、多くの

国民が一体全体何なのかと。 

 つまり、日本から中国へ旅行する人、中国

から日本へ旅行する人が増えて、関係が深ま

れば深まるほど、相手の嫌なところ、感覚に

合わないところが見えてくるわけです。また、

中国における「反日教育」を受けたところも

あるのでしょう。日本に対するマイナス評価

が大変強くなってきています。 

 最近では、当然のことながら中国が大きな

経済成長をして自信を持ち始めています。世

界的なマスコミ論調などで、これからアメリ

カと中国が国際的な政治・経済を取り仕切る

時代が来るという、米中「Ｇ２」という論調

が一つあるわけです。 

 そのことに対して中国の方々は「いやいや、

そんなことはありませんよ」と表向きはおっ

しゃいますが、何となく日本を遙か彼方に追

い越して、これからは中国とアメリカだとい

う自負がだんだん芽生え始めている雰囲気も

ないわけではありません。政治家よりも、一

般の方々がそういう気分になりつつある部分

があるのではないかという感じすら受けます。 

 中国の庶民の世界では、日本のことを「小

日本人」と言って蔑称してきたわけです。彼

らにとって、いつか日本を追い越してやるぞ

という雰囲気もあるのかもしれません。日本
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に対する、ある種の否定的な評価が増えてい

るのかもしれません。 

 これは例の尖閣の問題が始まった漁船の船

長の逮捕のときに、中国大使を務めていた丹

羽宇一郎さんが『北京烈日 中国で考えた国

家ビジョン 2050』（文藝春秋）という本を出

版されております。皆さん方もご興味があり

ましたら、図書館で借りるなり、購入するな

りしてお読みいただきたいと思います。 

 彼が力説するのは、夫婦は離婚できるけれ

ども、隣の国同士の関係だけは変えられない

というものです。住んでいる場所の隣、また

はマンションであれば上とか下とか、本当に

付き合いだけはごめん被るという場合には、

最終手段として引っ越しをするわけです。 

 しかし、国と国、地域と地域の関係は引っ

越しをするわけにはいきません。それは当た

り前のことです。まさに秦の始皇帝の時代に

は、遠くと交わり近くを攻める「遠交近攻」

という戦略的政策があったという言い伝えも

あるわけです。考えてみれば、これは非常に

マイナスの大きいことだと思います。遠いと

ころと交わるのは大いに結構であり、近いと

ころともできるだけ折り合いを付け、双方の

経済的な利益だけではなく共同利益をつくっ

ていくべきだろうと私は思っています。 

 もう一つは、鈴木先生がコンセプトに掲げ

る「ナショナリズムの核となる」ということ

です。尖閣の船長問題を扱っていたときに、

絶えず頭の隅に、自分の肝に据えたのはその

ことです。弱虫外交であるとか、こうでなけ

ればならないというお話があるわけですが、

それは日本に対して政治家が強く先頭に立ち、

相手に物理力で争いを起こしても構わないと、

あるいは事と次第によっては物理力で大げん

かをすることをすれば、拍手喝采を浴びるの

かもしれません。それは短期的な話です。中

長期的には必ずしもそんなことはないでしょ

う。 

 とりわけ日本の場合には、中国や韓国との

間であり得ません。それは明治維新以降、日

本が取ってきた、あるいは 1915 年の対華 21

カ条の要求から進んだ侵略のミッションを持

っているだけに歩いてはならないだろうとい

う考え、３年前にも物事を処してきたわけで

す。今の段階でもそう思っています。 

 明治以降の歴史のなかで、日露戦争が終わ

るときのポーツマス条約を結んだ小村壽太郎

とそのときの内閣。そして、日比谷焼き討ち

事件をもって日本国民が迎えたとき。反対に

満州事変、満州国建国、あるいは国際連盟脱

退、日本は単独ででも世界の中で生きて見せ

るという強い姿勢で、国際連盟を脱退して帰

ってきた松岡洋右が国民の大拍手をもらいま

した。この相反する２つの歴史的事実は、ど

ちらが政治家の政策選択・判断として正しか

ったのでしょうか。もうほとんど議論の余地

はないと私は思っています。 

 今の日中関係で心にとどめておかなければ

いけないのは、1929年のロンドン海軍軍縮条

約です。締結して帰国したあと日本の国内政

権は民政党濱口雄幸内閣でした。これを迎え

撃ったのが政友会の鳩山一郎さんでした。国

会の代表質問か何かではなかったかと思いま

すが、本会議場で展開した大批判は統帥権干

犯でした。要するに軍部が持つ統帥権を犯し

て、濱口内閣が勝手にロンドン海軍軍縮条約

で軍備の比率を５：５：３（米英５、日本３）

と決めてきたのは統帥権を干犯するという大

議論を提起したわけです。 

 この統帥権干犯が独り歩きを始め、日本が

一気に軍国主義、軍部の優位性が高まってき

たのが、1930 年から 1945 年までの時代をつ

くったと私は思っています。それ故に、私が

担当せざるを得なかった尖閣の船長の逮捕か

ら釈放に至る過程での言動、そして、現在の

国有化論議において、その前後に行われた自

民党総裁選挙、現内閣の首班である方や与党
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の幹事長を務めている石破さん等々の言動で

見られた、ある種の公言されたことを盾にと

り、なぜそれを実行しないのかと、野党が絶

対に議論してはならないというのが、今の私

の気持ちです。言っていることとやっている

ことが違うという批判は、それはそれでその

とおりの部分もあるわけです。しかしながら、

今の時点で船だまりをつくる、あるいは公務

員を常駐させるということをやるようにと声

高に叫び、これに対し安倍内閣が防戦を始め

るという意識は決してよいものではありませ

ん。 

 そのことに背中を押されて、安倍さんがそ

のような措置を実行するとは思いませんが、

もし実行した場合に次の展開がどうなるので

しょうか。それは日本にとっても、中国にと

っても非常に解決困難なところに踏み込んで

しまう可能性があるのではないかと考えてい

ます。そういう結論部分を皆さん方にまず披

瀝して、今日のお話を進めたいと思います。 

 もう一つ、誠によく見ているなと思う方が

いらっしゃいます。ある種のオピニオン議論

に出くわした人です。それは今年の８月 20

日だったと思います。『朝日新聞』のオピニオ

ン欄に、「米国から日本を見つめる歴史家」と

題するアメリカの歴史学者キャロル・グラッ

クさんのインタビュー記事が掲載されました。

それは今の日本や中国、韓国の議論を彼女の

目で見て分析したものが載っていました。 

 インターネットで「キャロル・グラック 朝

日新聞 オピニオン ８月20日」というキー

ワードで検索すると、ある程度の内容が出て

くるようです。 

 彼女は、その記事の中で２つのキーワード

を挙げています。一つは「歴史は短距離走者

ではない」。われわれは歴史に学び、現在の身

の処し方、特に政策判断を考えなければなら

ないわけですが、短距離走者ではないと。つ

まり、中長期的に絶えず国益、あるいは国民

の利益を考えなければいけないということを

言いたいのだと思います。そして、日本の現

時点での政治に対する批判として、「地政学的

無神経さがあるのではないか」と言っていま

す。地政学的とは、日本と東アジアの関係、

韓国との関係、中国との関係について非常に

無神経な、「いや、ここまでなら大丈夫だろう」

「あいつもこう言うから、われわれもこう言

おう」みたいな、ある種の大胆と言えば大胆

な、雑ぱくと言えば雑ぱくな判断で政治を進

めてはならないと言っているのでないかと思

います。そのインタビューのなかでも、中国

や韓国のメディアを中心とする議論で、いと

も簡単に「右傾化」「軍国主義化」という言い

方をするわけです。 

 ２週間ぐらい前に韓国へ行きましたときに

も、それであふれかえっているようでした。

そのような日本とお付き合いすると言いまし

ょうか、少しでも甘い顔をする人は許さない

みたいな雰囲気が韓国でもだんだんと強くな

ってきており、私の友人や親日派、あるいは

親日派までいかないまでも知日派といわれて

いる人たちも、なかなかものを言うのが苦し

くなっている状況が見えています。 

 韓国も中国もそうですが、ネットで炎上し、

その後追いをメディアがします。「衆寡敵だ」

みたいな心理に陥るということの表現ですが、

いままで知日派といわれていた中国の政治家

の皆さん方が、私どもと心を許した従来のよ

うなお付き合いがしにくくなっていることを

私自身も感じます。 

 これはこれで、中国のメディアもインター

ネットの世界も日本を上回る激しさがあるよ

うです。われわれが過ごしてきた20世紀の間

は、メディア環境はここまで激しくなかった

という感じがします。政治家も学者も、特に

衆議院は小選挙区になっていますので、満遍

なく票を取ろうとすると、なるべく炎上しか

ねない問題については、あまりはっきりとも
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のを言ってはならないと自分に言い聞かせる

ようになってしまいます。世論をリードする

議論が極端化していく傾向があるのでしょう。 

 先ほどから申し上げていますように、中国

や韓国との関係、つまり地政学的課題につい

ては、絶対に排外主義的ナショナリズムにく

みするような議論になってはいけませんし、

くみしてはいけないと思います。むしろ、そ

の種の議論には敢然と立ち向かうのが、今日

の講演のコンセプトでもあるようですから、

そのようなことを考えなければならないと思

っているところです。 

 それから、東アジア共同体形成の必要性が、

本日の講演会のテーマだと思います。民主党

も野党時代から、政権を取ったら東アジア共

同体をつくる方向に向けて外交努力あるいは

外交戦略を実践することを高らかに掲げてい

たわけです。現に2009年９月に鳩山内閣が発

足したときにも、東アジア共同体形成に向け

て全面的に外交安全保障戦略を展開すること

が最初の所信表明演説にも書かれていました。

また、菅内閣のときにも、将来の東アジア共

同体構想を推進し、実現を見据えて着実に外

交を展開していくという表現が６月 11 日と

10 月１日の所信表明演説に記載をされてい

ます。 

 東アジア共同体といいますと、皆さんも少

しつかみどころのない見果てぬ夢のような感

じもすると思います。日本、中国、韓国の方々

それぞれに力点が違うわけですが、この３カ

国だけでも、個別といえば個別テーマではあ

りますが、現在本気で解決しなければいけな

い課題が多々あるように思います。 

 インターネット検索で調べてみますと、新

型肺炎（ＳＡＲＳ）の問題が発生したのが

2002年だったようです。11年前にＳＡＲＳが

発生し、日本の厚生労働省、国立感染症研究

所、さらに韓国、中国、台湾、ベトナムも含

めて、国境を越えたウイルスの波及をどうす

るのかと、その専門家は毎日ひやひやしなが

ら生活していると言っても過言ではないぐら

いの大きな課題でした。 

 この問題については、日・中・韓の保険大

臣（日本は厚生労働大臣）による定期的な会

合として日中韓三国保健大臣会合が行われる

ようになってきました。舛添要一厚生労働大

臣のときに設置されました。この事務局は行

政事務局になってきたのではないかと思いま

す。例えばＳＡＲＳの問題、それから経済の

ことでは 1998 年のアジア金融危機を経験し

たわれわれにとっては、何らかのショックを

和らげる措置をするために、常設の事務局を

つくり、金融問題についての協議、政策選択、

相互支援の場がつくられなければならないと

思います。 

 皆さん方もすぐに思い付くのではないかと

思いますが、中国の黄砂とＰＭ2.5 などの大

気汚染の問題です。これは中国に近い九州の

被害が大きいといわれています。しかし、日

本より中国に近い韓国のほうがもっと被害が

大きいのです。山の木が枯れたり、汚染混じ

りの黄砂が降り積もってくるということが大

きいわけです。 

 私が北京に伺ったのは６月２～３日だった

と思います。ものすごい大気汚染でした。1970

年代、日本の公害問題のときに東京を中心に

生活していました。四日市公害のような雰囲

気はしませんでしたが、とにかく視界がもの

すごく悪くなっていました。空港から北京市

内に入るまでの渋滞のなかで、汚染された空

気の中を走っていることを実感しました。空

港から北京市内のホテルに入ったときには、

同行の方々は目がくらくらしたり、喉が痛く

なったりする人が出るくらい大気汚染はひど

いものでした。これは中国の国内的措置で緩

和することもやってもらわなければ困ります

が、この問題もおそらく日・中・韓で共同の

取り決めをして実行に移すことがなければう
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まくいきません。 

 さらに、ビジネスをやっていらっしゃる方

の最大の関心は、どうしてもコピー問題に行

き着きます。中国だけではなくアジア全般に

問題はありますが、知的財産権をどのように

守るかという問題は、日本のみならずヨーロ

ッパ、アメリカ、アジア全般にお互いにしっ

かりしたルールづくりと実践を図らなければ

なりません。 

 これから大問題になるであろう、エネルギ

ー問題、さらには食料問題について考えます

と、日・中・韓、東アジアのなかで相互にウ

インウイン（win-win）の利益のために、個別

課題をしっかりと協議する常設の事務局を持

った協議会がなければならないということが、

現実的な問題としてすぐ分かるわけです。 

 ところが、そこに総論の上の理念か原則論

の問題が現在のように立ちはだかってしまい

ますと、何一つ結びません。ただ貿易総量だ

けは進んでいます。これでは困りますという

ことを、結論的に申し上げることができるの

ではないかと思います。 

 私は安倍内閣批判を激烈にするつもりはあ

りませんが、現実的に何とか中国、韓国との

首脳会談の実現に向けて本格的な交流、また、

課題も含めて解決できる仕組みづくりができ

るような方向に、いろいろな意味で模索をし

てもらいたいと考えています。これが今の私

の思いです。 

 今日は、もう少し具体的に真面目な話をす

る予定で、皆さん方のお手元には資料が配布

されているかと思います。あと20分ぐらいで

すが、簡単に説明をしていきたいと思います。 

 ここまでの話は雑ぱくな話でしたが、ある

程度、お聞きいただいたのは何だかんだ言い

ましても、この問題を考えるときに、メディ

アの取り上げ方にもあるように、船長を逮捕

したことや釈放したことだけを取り上げてい

いとか悪いとか、ああだこうだと議論が行わ

れます。確かに問題ではありますが、そのよ

うな捉え方だけではなく、日中、日韓の問題

も含めて、絶えず歴史的に考える必要がある

のではないかと思ってきました。先ほどのキ

ャロル・グラックさんの言葉を借りますと、

「地政学的無神経さではなくて神経質なほど

に地政学的なことを考える」と。それから、

もう一つ歴史的にこれを考えるということが

なければいけないのではないかと思います。 

 まずは皆さん方にお見せしたかったのは、

資料の１－①、１－②です。要するに 2010

年９月７日の船長逮捕に至るまで、日中間の

関係にはどのようなことがあったのかという

こと、そして、なぜ尖閣諸島に中国の漁船が

来て逮捕した事案に至ったのかということを

考えていただきたいということで、ここに持

ってきたわけです。 

 これも年表をだらだらと書くのではなく、

もう少し緻密な柱の年表をつくればよかった

と思いましたが、時間の関係でそこまででき

なかったことをお許しいただきたいと思いま

す。 

 なぜ、資料が１－①と１－②に分かれてい

るかと言いますと、皆さん方も既にお気付き

だと思いますが、１－①は、小泉内閣時代の

日中間の関係です。１－②は、安倍内閣が小

泉内閣を引き継いだ 2006 年９月からの日中

間の関係です。安倍さんは、外国訪問の一番

に中国を選び、10月に中国訪問をしています。

皆さん方もご承知のように、2005年春に反日

デモが起きました。2005年の日中間で比較的

大きい出来事といえば、国連安保理改革とい

いましょうか、国連改革のなかで日本、ドイ

ツ、インド、ブラジル（Ｇ４諸国）が、われ

われも各地域を代表して常任理事国にしてほ

しいという提案をしたことです。 

 このことに対して中国が敢然と反対しまし

た。また、アメリカも最後にはドイツが常任

理事国になることに反対しました。Ｇ４の「安
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保理改革に関する枠組み決議案」に対して、

アメリカも中国も拒否権を行使したため採択

されませんでした。 

 これは外交的には大変大きな話です。日本

の外交問題として総括しますと、国連の常任

理事国入りを目指すという目標を掲げながら、

近隣国に反対されるということは、いかにも

外交としては矛盾したことをやっているとい

う話になるのではないかと思います。 

 2005年の春には、歴史教科書問題と日本の

国連安全保障理事会常任国入りに対して中国

で議論が巻き起こりました。さらに、小泉さ

んの靖国神社参拝問題もありました。同年４

月、成都のイトーヨーカドー前で起きた集会

が一つ目だったようですが、参加した人が暴

動化するような反日デモが起きました。 

 そのとき私は野党でしたが政調会長を務め

ていましたので、岡田代表から「おまえ、ち

ょっと中国へ行って、どうなっているのか話

したり、交渉したりしてこい」と、交渉とい

うほどのものではありませんが、反日デモを

やめるように要請するために、中国へ行き話

をしました。 

 「このデモについて、皆さん方はどのよう

にお考えなのか分かりませんが、国際社会が

どのような目で見ているのかということをし

っかりお調べになって、直ちにやめさせたほ

うがいいですよ」ということをお話ししまし

た。 

 かつて、「造反有理、革命無罪」という中国

文化大革命がありました。私も学生時代に「造

反有理、帝大解体」ということを叫んだ記憶

があります。若いときには中国文化大革命に

少々シンパシーを持っていましたが、2005年

の反日デモでは「反日有理、愛国無罪」のよ

うなやり方では、今の国際社会には通用しま

せん。通用するはずがありません。「あなた方

は、そういうことをよく考えたほうがいい」

と大議論をして帰ってきた記憶があります。

それが2005年です。 

 「これはまずい」と日本政府がお考えにな

ったのか、新たに政権についた安倍さんが修

復しようとしてなさったのが１－②以降の資

料です。ここに書かれてはいませんが、20世

紀の終わりから21世紀において、「中国のＯ

ＤＡ（政府開発援助）をまだ続けているのは

けしからん」という日本の世論が相当強くな

ってきました。そのことに関係があるのかど

うかはよく分かりませんが、とりわけ小泉総

理の靖国神社参拝もきっかけにしながら、中

国の日本批判がより強くなってきました。そ

れが21世紀に入ってからの話です。 

 2004 年には小泉総理も、「もうそろそろＯ

ＤＡを卒業する時期になっているのではない

か」と言われました。それに対して温家宝さ

んが「雪上加雪（雪の上に白が降る）」と言わ

れました。日本語では「泣き面に蜂だ」と訳

されましたが、小泉さんの靖国参拝、歴史教

科書の問題を含めて日中間の課題が出てきた

ところに加えて、ＯＤＡの問題が議論になっ

てきたわけです。 

 一昨年、中国へ行きました。これは民主党

の日中交流協議機構の代表団（団長：輿石東

幹事長）として議論をするときに、この件だ

けはしっかり言っておきたいと思っていまし

た。やはり、中国の近代化に果たした 1980

年からの日本の経済協力、ＯＤＡがどのよう

なものであったかということを中国国民に説

明をしてもらいたいし、説明したほうがいい

と思いました。 

 ＯＤＡとは有償の貸金です。「これをつくる

ために、これだけお金を貸します」という借

款です。資料では９－①～④になります。日

本の中国に対するＯＤＡが、年次的にどのよ

うに行われてきたのかが分かると思います。

現在では、新たな借款を出す作業は卒業して

いるわけですが、中国は借款を払っています。 

 ９－③をご覧いただくとお分かりいただけ
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ると思います。今や「貸付実行額」よりも「回

収額」と書かれている部分のほうが大きいで

す。９－③の２枚目を見ていただきますと、

左側が「対中円借款額推移」のドルベースで、

右側が円ベースです。このような数字が出て

います。回収額のところを見ますと、今まで

に１兆1,413億 4,100万円が返済されている

ということです。貸付実行額は、そこに書い

てありますように２兆8,700億円です。それ

に加えて無償資金協力とか技術協力がありま

す。日本は約３兆5,000億円を中国にＯＤＡ

で供与しているのです。それで返ってきてい

るのが１兆1,000億円です。 

 われわれも中国がきちんと返してきている

ことを言いますので、中国の皆さん方もＯＤ

Ａを利用して中国の経済成長・発展に結び付

いたことは疑いのない事実であることを言っ

てほしいと中国側に言いました。日本の戦前

の植民地侵略やそこで行われたひどいことに

ついて言うことは構いませんが、戦後の日中

間の、特に 1972 年の国交回復、1978 年の日

中友好条約、1980 年からの経済協力の開始、

それらのことが鄧小平さんの改革開放政策と

相まって中国の近代化・工業化、現在の成長

にどのように結び付いているのかということ

を語っていただかなければならないと申し上

げました。あまり気が進まないのか、その後

その話はどうなったか分かりません。 

 「10」「11」と書いてある紙をご覧ください。

これは日中間の関係、アジアとの関係をお話

しするときに使っているペーパーです。毎年

更新することにしていますが、「10」の上のほ

うに2001年の貿易構造と各国の名目ＧＤＰ、

一人当たりＧＤＰの金額、輸入輸出の総額が

書いてあります。下の欄には、その10年後に

はどうなったのかということで 2011 年のも

のが書いてあります。金額に応じて線の太さ、

細さ、色を変えてあります。2001 年と 2011

年ではずいぶん変わってきていることがお分

かりいただけます。 

 ２枚目は2012年版です。「11」と書いてあ

る資料です。括弧の中には10年前の2002年

の数字が入っています。これを10年ほど、毎

年ずっと更新してきました。先ほどあらため

て少し調べてみましたら、1992年の中国の一

人当たりＧＤＰは402ドルぐらいでした。今、

ミャンマーの一人当たりＧＤＰが800ドルぐ

らいです。1992 年、つまり 20 年前の中国の

経済は、まだそのぐらいだったと考えていた

だければいいかと思います。それが10年経ち、

20 年経ち、つまり 10 年後の 2001 年、2002

年では一人当たりＧＤＰが1,000ドル台にな

っています。それが2012年には6,000ドルに

なっています。この飛躍は大変素晴らしいで

す、大飛躍です。 

 日中国交回復、2001年からの小泉内閣ＯＤ

Ａの拡大縮小を背景にして、日中間相互の往

来をされる方がどんどん増えたなかで、2010

年に船長の逮捕という事件が発生したという

ことです。このことについて尖閣諸島周辺で

はどのようなことが行われていたのかという

ことを、皆さん方にも知っていただこうと思

います。 

 資料の１－③をご覧ください。尖閣諸島領

有権主張活動がどのようにして行われてきた

かということが書かれています。2010年（平

成22年）まで、ちょっと突出した活動家、と

りわけ台湾、香港の方々が尖閣列島のなかの

魚釣島に上陸したり、領海侵入したりしたこ

とはあるのですが、そんなに激しい話ではあ

りません。また中国の公船が接続水域や領海

のところを出入りしたことはなかったという

ことです。 

 皆さん方に、尖閣諸島とはどのようなとこ

ろなのか、イメージとして見ていただくため

に資料の６－③に図面を付けておきました。

「７」と書いてあります資料は、特に昨年９

月の国有化以降、公船が領海・接続水域をど
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のぐらい出入りしたのかというデータです。

これをご覧いただきたいと思います。 

 船長を逮捕した事件で、これは海上保安庁

がレポートをして公表している資料です。資

料４－①に「船長逮捕」と書いてあります。

そして、資料３－④には、主として漁政とい

う漁業監視船ですが、2010 年９月７日以降、

このように何度も航行しています。しかし、

資料３－③に書いてある平成22（2010）年９

月、船長が逮捕される以前は回数しかありま

せんでした。また、資料３－②には、2008年

12 月に中国海洋調査船２隻が航行するとい

うことがありましたが、それ以前はほとんど

ありませんでした。 

 資料３－①を見ていただくと分かりますが、

平成22（2010）年までは、排他的経済水域や

領海内に中国の漁船が入り違法操業をしたこ

とは、それほど多くありません。 

 私の経験から言いますと、中国の漁船は必

ずしも領海侵犯をする、接続水域内に入り違

法操業をするわけではありません。これは私

の推測ですが、2008年、2009年ぐらいから、

どうも海温の影響で尖閣諸島周辺にカワハギ

が大変多くいたのではないかということです。

2008 年から急に漁船が多く来始めましてい

ます。このデータをお見せしようと思い探し

たのですが見つかりませんでしたので、また

帰って探したいと思います。これは、この事

件が起こった後、私が官房長官のときに示さ

れた資料の一つです。そういう実態でした。 

 2009年２月、麻生内閣のときに海上保安庁

が逮捕マニュアルをつくり、領海内に入り違

法操業する漁船については拿捕、検挙、逮捕

するということを政権交代前に決めていたよ

うです。このことも逮捕という実態が起きて

初めて分かったことでした。逮捕ということ

になり、中国も強硬な対日対抗策がどんどん

エスカレートすることになったわけです。 

 資料４－②には、公式のやりとりが記載さ

れています。これは東アジア共同体形成にも

関係してくるわけです。こちらの用語でいえ

ば、「日本国憲法」31 条に書かれていますデ

ュー・プロセス（法に基づく適正手続）、それ

から司法権の独立、つまり独立した裁判所に

ついては、政治の力であろうと天皇陛下であ

ろうと、裁判所がやることにくちばしを入れ

ることができない司法権の独立。このことを

お分かりいただきたいということで、中国側

にずいぶん説明を展開したわけですが、なか

なかうまくいかないことが、大きな難題です。 

 尖閣諸島の国有化問題については、所有権

の事情が中国と日本では相当違うのではない

でしょうか。近代的所有権、私的所有権、「日

本国憲法」29条には所有権の絶対性という項

目で出ています。中国では、特に土地の所有

は国有ですから、所有と領有、領土であるか

ないかという国際法上の領有の概念がわれわ

れと違うようで、そのへんが混同されている

のではないかと思います。「それが常識だ」と

言われれば、これまた困るのですが、資料６

－①をご覧いただければお分かりいただける

と思います。 

 資料６－②は、1895年から尖閣諸島は日本

の領土で領土問題は存在しないと主張してい

ることの歴史的な見解です。資料６－①の下

の括弧の中に、尖閣諸島といわれているもの

は島としてこれだけあり、これが日本の領土

であることになっていますから、この土地の

所有権については所有権登記が登記所でなさ

れているわけです。 

 ここに書いてありますように、ずっと昔か

ら一貫して国が所有しているものも、下には

「大正島から以下は一貫して」と書いてある

と思います。上の４つは、「明治29年（1896

年）に民間人に無償貸与」と書いてあります。

その後、民間人に払い下げたけれども、上の

３つは国が所有権を取得して登記をしたとい

うことが書かれています。そのとおりなので
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す。 

 これは日本が戦争に負けて沖縄および南西

諸島という概念に入って、日本が戦争に負け

て、1972年の沖縄返還がアメリカとの関係で

なし得るまでは、沖縄を含めて全ての島はア

メリカの施政権下に入れられたというのが、

歴史的な問題です。 

 1969年、その周辺で石油や天然ガスなどの

資源があるという話が出たことにより、非常

にややこしいのですが、1972年の沖縄返還の

あたりをめぐり、中国と台湾が領有権を主張

し始めました。資料６－②の1971年のところ

に記載されていますが、1971年６月が沖縄返

還協定です。1971年６月に台湾外交部が声明

を出し、12月に中国の外交部が声明を出しま

した。国連アジア極東経済委員会の鉱物資源

が出るという調査結果と沖縄返還が絡み、そ

のころから尖閣諸島の領有権を台湾と中国が

問題にし始めました。 

 皆さん方もご承知のように、1972年は日中

の国交が正常化した年です。田中角栄さんと

大平正芳さんが北京に出向き大変な交渉をし

ました。1970 年から 1972 年ぐらいまでにい

ろいろなことが絡み、外交的には棚上げにし

たとか、しないとかいう話は中国も言ってい

ますが、外交の記録がまったく残っていない

のも事実です。日本が言う外交記録が存在し

ないと、棚上げ論で合意した事実はありませ

んと。そのようなものが雑談以外に出てきた

ことはないというのも、一つのしっかりとし

た事実だと思います。 

 もっとさかのぼりまして、この領有権は、

近代主権国家といいましょうか、近代国家、

日本で言えば明治維新国家で主権国家として

実質上認められたのは日露戦争後に条約改定

が行われたときだと思います。主権国家体制

のなかでの領土・領有の問題は、日本で言え

ば明治維新前まではそれほどはっきりしてい

ませんでした。中国でも清の時代には国境線

や領土という概念は、あまりなかった時代が

ずっとありました。「版図（はんと）」という

言葉がありますが、「うちの版図はここまで

だ」とか、「だいたいこの程度だ」とか、「ま

だ、あそこにいるのか」というようなことが

境国の感覚だったと思います。 

 歴史をさかのぼり、われわれが中国と韓国

と合理的に解決する、ウインウインの関係を

つくり上げるために係争問題をどのように解

決するのかということです。争いがあること

は間違いがないわけです。領土問題として争

いがあるのでしょうか、両国のこれからの問

題として争いがあるのでしょうか。われわれ

は、領土問題はない、ということを基本的な

立場にしているわけです。私はそのとおりだ

と思います。歴史的にも中国の主張には無理

があるのではないかと思います。 

 例えば、これを国際司法裁判所に持ち出し

ても日本は負けないと思います。法律家の言

葉で「先占（せんせん）」と言いますが、これ

は歴史的な事実として先占と現在の実効支配

がずっと結び付いていますので、国際法のレ

ベルでは日本が圧倒的に有利ではないかと、

私は法律家としても考えています。 

 ですから、オランダのハーグにある国際司

法裁判所に出して、もし中国の方々が応じて

適正な手続きで審理が行われれば、この問題

は、その意味では決着がつきますが、国際法

の問題よりも政治的な両国の政治問題として

非常に大きい問題になっています。時間がか

かるかもしれませんが、ほぐしながら解決す

る必要があります。あるいは、双方がこの問

題に触れずに、環境問題やＳＡＲＳ、鳥イン

フルエンザをはじめとするウイルス問題など、

早急に解決しなければいけない問題を積み上

げていくなかで解決すること、トップリーダ

ーたちが国民の批判を少々受けても、そちら

の方向でリスクを取って判断できるかどうか

ということです。このあたりが今の日本の課
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題だと思います。 

 私が皆さん方、メディアの方々にも期待し

たいのは、中長期的な利益を考えていただき

たいということです。「譲って弱腰だ」「甘い

ことをやってはならない」「日本の誇りがなく

なる」というような短期的な批判、つまり

1929年、1930年代の統帥権干犯問題批判のよ

うにして、政権を批判したり政治を批判した

りするときに、何でも都合のいい理屈を持っ

て、よって来るところの延長線上に何がある

のかということを考えずに批判することだけ

は控えていただきたいと思います。 

 中長期的な利益がどこにあるのか、隣近所

でいつまでもいがみ合うことが、果たして両

国の国民にとっていいのかどうかという観点

から判断し報道していただきたいと思ってい

ます。少し延々となりまして申し訳ございま

せんが、ここでお話を終わりにしたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 
1 せんごく よしと 元内閣官房長官・弁護士 
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