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わりつつあるが、トラウマが治癒しきったわけではなく、

はじめに

超大国にふさわしいアイデンティティを確立する作業は
いまだ緒に就いたばかりだ。
このような国民の集団意識や集団心理に注目するの

中国が超大国として今の覇権国米国に比肩し、さらに

は、今や中国でも政府や国の行動を縛り、方向づけてい

は米国を追い抜く日が来るのだろうか。政治面はともか

く大きな要因になっているからだ。毛沢東の時代には、

く経済規模では「中国が米国を抜く日はやがて来る」と

国民意識からみると機が熟していなかった「日中国交回

いう予想をもつ人は内外に少なくない。しかし、それは

復」を毛の決断ひとつで実行することも可能だったが、

可能だろうか、どのような課題の克服が条件となるので

もはやそういう時代ではない。
「一党独裁」といっても、

あろうか。

共産党が「民意」に反する対外政策を決定できるわけで

本稿は中国が超大国として栄達していく際に克服すべ
き課題として、解決の容易なものから難しいものの順序
に、７つの課題を取り上げた論考である。前号（2011年

はないのだ。
対外関係においては、その国民の集団意識・集団心理
自体が大きく変化しようとする過渡期を迎えており、

11月号）では、経済面の課題として、①人民元レートの

「過渡期」ゆえの「揺らぎ」が観察される。諸外国では

調整問題、②「都市と農村の二元構造」の克服、③「官

「富裕で強大な中国」のイメージが強まっているが、中

の官による官のための経済」の克服、そして政治面の課

国では「国内は依然問題が山積、超大国への途は前途遼

題として、④政治体制改革を進められるか、を取り上げ

遠」という認識が強く、
「大国にふさわしい国際責任の

たが、本号では、⑤「歴史トラウマと漢奸タブー」を克

分担」を求める海外の声（例：「米中G2」論）に対して

服できるか、⑥最難関の経済課題「少子高齢化」、⑦

も、
「大国の美名で中国をおだてて過重な責任を負わせ

「世界に受け入れられる理念を語れ」を取り上げる。

ようとする西側の策謀」と疑う。これが「大国の責任の
あり方」をめぐる内外の摩擦の温床になっている。2010

第五の課題：
「歴史トラウマと漢奸タブー」を
克服できるか

年コペンハーゲンで行われたCOP15の会議の混乱はその
典型例だった。
その一方で、自信も深めつつある中国世論は、海外の
「中国を見る眼」に、今も残存する対中偏見、軽視を感

世界最大の帝国だった中国が、19世紀以降列強の侵略

じ取り、しばしば強く反発する。2008年北京オリンピッ

を受けて戦乱と貧困のどん底に転落したことで、中華民

クの聖火リレーが妨害を受けたとき、中国人留学生が世

族は大きな心の傷（トラウマ）を負った。そのせいで世

界各地で五星紅旗をかざして抗議デモを行ったことがそ

界第２位の経済大国に成長した今もなお、中国人はどこ

の一例だ。一方で「大国」扱いに尻込みし、他方では

いじ

か「後れて、虐められる弱国」という被害者意識と否定

「大国」にふさわしい尊敬が払われていないことに憤る、

的な自己アイデンティティを引きずっている（
「弱国心

そのちぐはぐなさまは「過渡期の揺らぎ」と形容するの

態」
）
。

がふさわしい。

この意識は世界金融危機後の３年間、中国のトップか

領土・領海をめぐる論議にも「過渡期」の揺らぎと国

ら庶民までが中国の国際的地位向上を実感したことで変

民意識による束縛を感ずる。天安門後、国際社会から厳
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しい拒絶を受けたT 小平は「韜光養晦」の戒めを遺した

される、といったかたちで、漢奸タブーはしばしば顔を

（
「中華復興には依然として長い年月が必要、それまでは

出す。計画にかかわる中国人は、日本のことより「こん

目立たないように力を蓄えよ」という意味）
。これが20

な時期に訪日して（訪中団を受け入れて）……」という

年以上にわたってだれも疑いを挟まない外交不文律だっ

周囲からの批判を気にしているだけなのだが、日本側は

たのに、2009年以降の国力上昇と軌を一にして、ずいぶ

ドタキャンを「朝野を挙げての強い抗議」だと受け取る

んとニュアンスの異なる「核心利益論」なる論調が台頭

といった食い違いが生ずるのだ。歴史問題は対外問題で

した（主権、統一そして領土（領海）保全の問題など国

あるが、同時に中国人の内面問題でもあることは記憶し

家の「核心利益」については、譲歩も妥協もしない）
。

ておいてよい。

日常「揉め事があれば話し合うのは当然」と考えるは

この「漢奸タブー」意識あるがゆえに、中国の対外姿

ずの中国人の口から「いっさい妥協しない」などと棒を

勢は、まま「強硬」の方向に引きずられる傾向がある。

呑んだような物言いを聞くのは意外だが、そこにも過去

上述した「核心利益」論に対しても、危惧の念を抱く中

百数十年、列国との間で屈辱の想いを重ねてきた中国人

国人は実は多いのだが、公開の場になると、穏健派は

の歴史体験が大きくのし掛かっている。
「国力を備えた

「漢奸」糾弾を恐れて声をあげにくく、結果として「満

今、もうこれまでのような泣き寝入りはしないぞ」と言

場異議なし」になりがちなのである。

わんばかりに。対米外交にせよ、南シナ海をめぐる東南

しかし、超大国への途を歩み、周囲への影響力を急速

アジア諸国との紛争にせよ、金融危機後、欧米の退潮と

に増す中国がいつまでも「漢奸タブー」心理にとらわれ

対照的な中国の台頭が顕著だったいっとき、対外関係の

て、国内にあるべき「甲論乙駁」をきちんと経ずに対外

いくつかの場面で、中国がそんな積年の感情を噴出させ

硬の路線に引きずられていけば、周囲にも中国にも明る

るかのようにみえた出来事があった。

い未来は拓けない。「歴史トラウマ」や「漢奸タブー」

しかし、そうした対外強硬姿勢はすぐさま外界の反発
を買った。2010年、オバマ政権の対中姿勢は、それまで

も、超大国への途を歩む中国の国民集団心理や集団意識
がこれから克服しなければならない。

の丁重な姿勢から「臆せずぶつかる」式に転換し、昨11
年には安保戦略も含めた「東アジア・カムバック」の姿
勢を明確化した。東南アジア、日本……周辺の多くの国
が対中牽制の隊伍に加わり、いっとき中国外交が孤立し

第六の課題：
「未富先老」を克服できるか
――少子高齢化の衝撃が来る

てしまったかにみえる時期すらあった。
外交当局者には、このときの反省が顕著で「核心利益

外国人にとって、少子高齢化社会が目前に迫っている

論」がそれ以上台頭する気配はないが、人民解放軍周辺

中国がいまだに「一人っ子（計画生育）政策」を続けて

や一部輿論には、対外硬の勢いがまだまだ残っており、

いることは、大きな謎である。ひとつの背景として、政

中国外交は従前以上に、外の現実と中の輿論のバランス

策を司る国家計画生育委員会（および地方の関係部門）

を測らなければならなくなっている。

にとっては、いかに「一人っ子政策」を維持するかが組

さて、過去に歴史トラウマを負い、今は経済的台頭で

織の自己目的化している既得権的風潮をあげることがで

自信をつけ対外主張を強めつつある輿論、これを背景と

きる。しかし、もっと大きな背景は、毛沢東が主導した

する核心利益論……と論じると、中国は今後どんどん好

といわれる1950年代の人口爆発が大きな後遺症を遺した

戦的、対外膨張的な国になっていくような印象があるが、

記憶から、
「人口増は悪」という固定観念が中国の上か

実像は少し違う。本章で取り上げる「漢奸タブー」問題

ら下まで染みついていることにある。これも国民の集団

があるからだ。

心理の一種であり、これが「一人っ子政策廃止論はタブ

古くは女真族の金に圧迫された南宋の時代に始まり、
近くは列強の侵略を受けた近代まで、漢族には「夷狄」
を敵視する排外主義的伝統とともに、中にあっても外国

ー」といった風潮を生んできた。
今やこの風潮が中国に大きな禍根を遺し始めている。
「高齢化」はだれしも意識しているが、今後の中国にと

との和平や妥協を唱道する者を「漢奸（売国奴）
」と糾

ってより深刻なのは、むしろあまりに急激な「少子化」

弾する風潮が根強い。
「漢奸タブー」とは、周囲からの

のほうだ。

「漢奸」糾弾を恐れて、心ならずも対外強硬論に和して
しまう中国人の内面問題を指す言葉だ。

経済学にある「成長会計」という考え方は、人口の増
減が一国経済の盛衰を大きく左右することを教えてくれ

日中間の歴史問題でも、日中関係が波立つ時期に中国

る。労働人口比率の増加は成長を押し上げる効果がある

側の訪日・日本側の訪中の計画がいっせいにドタキャン

が（人口ボーナス）
、労働人口比率の低下は逆に成長を
2012.3
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押し下げる効果がある（人口オー

図

在野研究者による中国人口推計

ナス）
。日本の例をあげれば、1950

1987〜2006年の人口増に基づくと、中国人口は
2016年に13.5億人に達せずに減少を始める

〜70年代の高度成長を支えた原動
力は労働人口比率の増加（＝養わ
れる老幼層、つまり「従属人口」
の比率低下）であったし、
「失われ
た10年」の入り口とされる90年代
は、まさに日本の労働人口比率が
減少に転じた時期でもあった。
中国は2010年に国勢調査（普査）
を実施したが、注目される出生率
は公表されていない。公式にはい
まだに1.8あるといわれるが、研究
者の間では「1.4〜1.5しかない」と
いう見方が有力である。深刻な少
子高齢化に悩む日本とほぼ変わら
ない数字だ。しかも、出生人口か
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ら判断すると、人口規模を維持す
るのに必要な2.1を大幅に下回る状
況は2000年ごろからずっと続いている疑いが濃い。

をくぐり、産業構造を労働集約型から資本集約型へと切

ある在野の研究者が将来人口を推計したところ、今か

り替えて成長を維持してきたが、中国は強力な計画生育

らわずか数年後、2015〜16年ごろには労働人口どころか

政策をとったせいで、先進国が時間をかけて歩んできた

総人口さえ純減に転ずる可能性が高いという衝撃的な結

道を今後30年前後で駆け抜けることになる。最近、
「未

果になった（図参照）
。事態がそこまで深刻でないこと

富先老」という言葉が聞かれるようになった。資本集約

を望むが、今年１月に統計局が発表した人口統計による

型産業構造への転換を可能とする「豊かさ」にいまだ達

と、昨2011年、労働人口比率が初めて減少に転じた

しないうちに高齢化が始まってしまう現象を表現したも

（74.5→74.4％）という。誤差の範囲ともいい得る微減ゆ

のであり、ある学者は「世界のどこの国も経験したこと

え、今年はまた増加するかもしれないが、権威ある学者

のない試練」だと評している。

も2010年代半ばには労働人口比率がピークアウトするこ

一国の人口動態というのは非常に長期的な現象であ

とを予想している。中国経済が「人口オーナスの時代」

り、政策で流れを変えることが難しい。第六の課題は、

を迎える日は、やはりそう遠くなさそうである。農民工

率直にいうと最初から「解決困難」の答えが出ている。

が差別や住宅難が待つ沿海都市への就職を嫌って移動し

金融危機の後、世界では「中国が米国を追い抜いて、経

なくなれば、この傾向はさらに加速されるだろう。

済規模で世界一になる日が近い」と考える人が増えたが、

さらにまずいことに、これを憂えて計画生育から出産

筆者は少なくとも今後20〜30年の間に逆転が起きる可能

奨励へと大きく舵を切っても、もはや手遅れなのである。

性は低いと考えている。前回述べた「都市と農村の２元

都市の若夫婦は父母に対する「義務感」から１人目は産

構造」や「官製経済の肥大」の課題あるがゆえに、中国

むが、子育てコスト（教育・住宅等を含む）を嫌って２

が今後の成長維持の鍵となる生産性の向上を達成するこ

人目の子を産み育てる意欲が乏しい。長年続いた計画生

とは生半可な難しさではないことに加えて、解決困難な

育政策は、中国社会から「子育て」の意義や喜びを失わ

少子高齢化の衝撃が襲ってくるからである。

せてしまった感があり、仮に計画生育政策が廃止されて

今、米国は金融危機の後遺症にあえいでいるが、経過

も子どもが顕著に増える可能性は大きくない。また、仮

的な問題であり、市場メカニズムが元来優勢な米国では、

に「奨励」が功を奏して子どもが顕著に増加したとして

住宅市場を中心とした負のストック調整も早晩峠を越え

も、直ちに現れる効果は従属人口比率の上昇であり、当

るだろう。そういう目で改めて米国を眺めれば、移民を

座はかえって人口オーナスを加重、成長をさらに抑制し

積極的に受け入れる国情のおかげで、世界で唯一、人口

てしまうのである。

が着実に増え続けている先進国が米国なのである。

先進国は比較的長い時間をかけて少子・高齢化の過程
34

2012.3

中国が米国を追い抜く日は来るだろうか。
「中国贔屓」

特別講座●岐路に立つ中国（後編）―― 超大国を待つ7つの課題 ――

の筆者としては「来ない」と断定したくはないのだが、

のか？ という問題である。
ジェン ヨン ニェン

残念ながら、来るとしても中国が少子高齢化の衝撃と影

シンガポール国立大学東亜研究所の鄭 永 年 所長は

響を吸収、克服して再び活力を取り戻せる21世紀後半の

2010年に発表した「中国が大国の大外交を実現する条

ことであろう。この推断は覆しようがないというのが筆

件」と題する論文で、
「中国は大国になりつつあるのに、

者の見立てである。

各般の制約からそれにふさわしい『大外交』ができてい
ない（小外交）
」と批判し、今は欠けている「自ら考え

第七の課題：
世界に受け入れられる理念を語れ

た『国際関係観』の枠組みの中に中国をおいて、外交の
あり方を考える」アプローチを求めた。鄭所長は、
「国
際関係観」の核心は「
（大国がその「国際関係観」に基

中国が「未富先老」（高齢化）の衝撃に直面しても、

づいて世界に対して引き受ける）
「国際責任」問題にあ

準備と対応のよろしきを得れば、衝撃波が一巡する21世

るとし、第一次世界大戦前は国際社会の行方に関する関

紀後半、
「チャイナ・アズ・ナンバーワン」に再度トラ

心が薄く「国際関係観」もなかった米国がその後数十年

イするチャンスが巡ってくるかもしれない。しかし、そ

をかけて独自の「国際関係観」を育てて世界のリーダー

れを目指すつもりなら、もうひとつ、中国が手前でこな

になった故事を引く。

しておくべき７つめの課題がある。それは台頭する中国
が世界に受け入れられる環境をつくり出すことだ。

筆者も同感である。本稿前段で述べた「超大国とか
「G2」といわれるような実力はいまだ備えていない」と

中国台頭に対して外界が自然に感じてしまう脅威感に

いう中国の今の自己認識をみれば、世界は「自分のこと

加えて、金融危機後のいっとき中国がみせた強硬態度に

でまだまだ忙殺されている中国は、世界を運営する責任

よって、少なくとも現時点の「受け入れられ」度は低下

を引き受ける能力も意思もなさそうだ」と判断せざるを

している。中国が戦術的見地から元の「韜光養晦」論に

得ない。そのセルフ・イメージのままで、中国が世界に

戻っても、世界は「次はいつ態度を翻すことやら？」と

受け入れられる環境はやってこないだろう。

半身に構えて聞くだけだろう。今後は新たな事態を踏ま
えた新たな方針が求められる。
金融危機後の今、世界の側が注視しているのは、これ
からの国際秩序がどこに向かおうとするのか、である。
「G8」が「G20」に改組されたことが示すように、今は

今の中国に世界に語れる「国際関係観」はいまだない。
急激な台頭で心の準備が整っていないだけでなく、独自
の国際関係観を紡ぐのを難しくしている要因がいくつか
ある。
ひとつは、これまで第三世界のリーダーだった中国が

欧米の退潮と新興国の台頭が顕著な「多極化」の時代だ。

大事にしてきた「世界の多極化」が「より平和で安定し

しかし、世界は時にこれまでの覇権国米国の独善や身

た国際社会」をもたらす保証がないこと、最近の米欧の

勝手に辟易し反発しながらも、一方では、紛争が起きて

外向的振る舞いをみれば明らかなように、弱い国にも権

もだれも止められない、世界が共同で対処すべきグロー

利を保障するウェストファリア条約流の「主権国家の独

バルな問題についてもだれも音頭をとらないなど、これ

立・不干渉」の考え方はますます通用しない時代になっ

まで米国が提供してきた国際公共財をだれも供給しなく

ていることだ。世界自体が国際関係の未来予想図を描け

なる結果、世界が不安定化することも恐れている。

ない。

中国は相応の実力を備えた後も、進んで米国にリーダ

もうひとつは、今後どこまで出世していけるのか、中

ー交代を要求することはしないだろうが、
「米国が中国

国自身も見当がつかないことだ。現状から出発して今後

以外の国に対してリーダーシップをとることを妨げよう

の出世路線図を描くなら、東アジアですでに始まってい

とは考えないが、米国が中国に指図することは認めない」

る地域統合アプローチ、つまり「欧州の後を追いかける」

といった関係を志向する可能性はある。特にお膝元の東

のが自然な姿だ。周囲に味方、パートナーをつくってい

アジア問題を中心に。

くアプローチは、今後の台頭を円滑にする効果もある。

しかし、中国が米国のリーダーシップに従わないとす

一方、中国が長期にわたって台頭を続ける一方、米国

るなら、世界、特に大きな影響を受ける近隣諸国に対し

が予想以上に衰退することで、最後米国を凌ぐところま

て、
「中国は米国に代わって、こういう世界をつくろう

で行けるのだとすれば、成員各国にもある程度平等な発

と思う」というビジョンを語る必要がある。そのビジョ

言権を保障しなければならない地域統合の経路を選択す

ンに説得力があれば中国に付き従う国が増え、説得力が

ることは、かえって「帝国」建設の障害になるかもしれ

なければ米国のリーダーシップに従わない中国が孤立す

ない。ただし、到達点としての「帝国」から帰納するア

る。中国に、そういったビジョンを語る心の準備はある

プローチをとる場合、周辺各国はバランスを保つために
2012.3
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中国を牽制し、距離をおくことになるが。
中国はどちらのアプローチをとるべきだろうか。仮に
高齢化問題が存在せず、あと20〜30年のうちにGDPで米

は、多分にこの不安に根ざしていると思われるので、
「強大化する中国も先が見えた」ということになれば、
ずいぶん「気が楽になる」一面はあると思われる。

国を追い抜けるとしても、中国と世界の双方にとって決

しかし、よくいわれるように中国の安定には経済成長

してよい結果にはならないだろう。そんな短期間で精神

が欠かせない。
「７つの壁」への対処が当を得ずに中国

の成熟のないまま身体だけが世界一になれば、世界には

経済が停滞に入ると、
「中国頼み」の日本経済が大きな

リーダーシップの真空がやってくる。

影響を受けることは明らかだし、東アジアは朝鮮半島問

しかし、私の見立てによれば、中国が米国を凌ぐ世界

題を筆頭に、政治・安保面でも不安定に直面するだろう。

のリーダーになる日は、来るとしても半世紀以上先だ。

経済の停滞は、極端な場合、中国の混乱をもたらすかも

そうだとすれば、中国はリーダーの資質を備えるための

しれない。その場合、国民の眼を国内矛盾から対外矛盾

はかど

準備の時間が、世界にはその捗り具合を観察する時間が

に向けさせようと、中国自身が不安定の種を蒔くおそれ

生まれ、互いに焦る必要はなくなる。私は、以上のよう

もある。以上のように、中国が台頭を続けようと停滞に

な意味で、中国がこれからの台頭について正確なタイム

入ろうと、日本は大きな影響を受け、前途は容易ならざ

テーブル感覚をもつことは非常に大切だと思う。

るものがある。

同じことは世界の側にもいえる。特に昨今、米国の対

先行きは多難な材料ばかりであるが、それでも当代日

中認識や対中政策を眺めていると、この点に大きな混乱

本人のわれわれは、後代に日本を受け渡していかなけれ

が生じているように感じられる。経済、政治両面で中国

ばならない、少しでもよいかたちで。その過程で、隣国

が抱える課題、そして解決の捗り具合や見通しを冷静に

中国との少しでもよい関係を構想し、実現に努力してい

客観的に、かつ、学際的に分析していくことが重要で

くことは、山積する課題の中でもきわめて緊要度の高い

ある。

課題のはずだ。そういう心構えのもとで、今後も中国が

今後に待ち受ける前途遼遠を思えば、高齢化のせいで
中国の台頭に「踊り場」が来ることはあながち悪いこと

どのように変貌していくかを見据えていきたいと念じて
いる。

ではない。中国が世界の盟主になる意欲があるのであれ
ば、独自の国際関係観を育てていくために、半世紀の時
間をかけることを考えてもよい。

後記：本稿は筆者が3.11東日本大震災の直前、昨年２月末に
刊行した拙著「岐路に立つ中国−中国を待つ７つの壁」
（日本経済新聞出版社刊）を要約したものである。ご興味
のある方にお手にとっていただければ幸甚である。

結

び

金融危機を経て３年、世界は今、危機を克服するどこ
ろか、危機の第二幕ともいえる欧州金融財政危機をみて
いる。世界経済の行方は依然として視界不良、筆者は先
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進国が一様に重い年金債務を抱えるなかで、金融産業を
めぐる景色が一変、先進国でなければできない商売が見
当たらなくなりつつある今、時として「先進国というビ
ジネスモデル」自体が終焉を迎えようとしているのでは
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ないかという悲観にかられることもある。3.11の東日本
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中国が向こう20〜30年の間に米国を凌いで、
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台頭』（2003年、日本経済新聞社）でサントリー学芸賞を

ナ・アズ・ナンバーワン」になる可能性は低いとした場
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合、日本は「中国がどこまで強大になるか見当がつかな

workshop.jp/）。

い」不安から解放される。昨今の日本の対中不安・反感
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