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高原明生教授は尖閣沖事件で中国が見せた強硬姿勢の背景として、①中国社会の矛盾

②昨年来の新しい外交方針③メディアに載るようになった激しい言説④内部の権力闘争

の気配――をあげた。社会については、経済成長にもかかわらず現状への不満と将来へ

の不安が高まっている、と指摘した。特に、信仰を持つ人が増える傾向があり、プロテ

スタントが公認教会と地下教会あわせて１億人いるとの推計を紹介した。新しい外交方

針は 2009 年７月、大使を集めた会議の胡錦濤主席演説で明らかになり、「周辺の地政学

的戦略拠点を築く」という新しい表現が目立った。指導部内部の政治抗争に関連して、

軍部や石油に利権を持つグループがいる一方、尖閣問題では温家宝首相ら穏健派が強硬

発言を行っているが、そちらと異なる人脈の側が逆に「やりすぎ」と批判している「ね

じれ」に注目した。反日デモでは胡主席が掲げる「和諧社会」を批判するスローガンが

登場していた点をとりあげた。日中関係の今後の課題では、海上保安機能の強化、排他

的ナショナリズムの抑制、「自立平等共生」を共有の理念にした東アジア共同体、中国が

「核心的利益」といった言い方をやめるよう日本が歴史の教訓を語る意義――などをあ

げた。 

司会 高畑昭男･日本記者クラブ企画委員（産経新聞特別記者・論説副委員長兼編集委員） 

動画は日本記者クラブホームページ http://www.jnpc.or.jp からアクセスできます。 
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高原 こういうテーマは最近よく講演会等

でも取り上げられていると思いますので、食傷

ぎみの方もいらっしゃるかもしれません。あく

びされている方がさっきいらっしゃったんです

けれども（笑）、申しわけありませんが、しば

らくおつき合い願います。というのは、もちろ

ん非常に重要な、今後のことを考える上でもよ

く振り返って反省して、今後の対策を考える必

要性を強く感じさせた事件ではなかったかと思

うわけです。 

 

中国は相当に強い対応だった 

 

中国側の強烈な対抗措置から話し始めると

レジュメの順番ではなっております。これは繰

り返す必要もないと思いますけれども、ミスリ

ーディングな報道というのは、例えば船がぶつ

かったのが 9 月 7 日だったですよね。朝の 10

時過ぎだったと思いますけれども、もうその夜

には新華社が報道しておりまして、その中で日

本側の船が中国側にぶつけたというような報道

があります。 

それから、その数日後には絵が出てきました

ね。カラーで、海の絵がかいてあって、大きな

日本の巡視船が小さな中国の漁船の腹にボカン、

ボカンと 2回ぶつかっている絵が出てきたりし

てびっくりしたわけです。 

そういうのをみると、中国の一般の情報の受

け手の側にすれば、何て日本はひどいことをす

るんだというような認識を持ったであろうと思

われます。だから、いま、ビデオを出すとか、

出さないとかという問題があるようですけれど

も、多くの中国の人は、日本側の船がぶつかっ

てきたというふうに思っていますので、その認

識を正しい認識にするうえでは、ビデオをみせ

るのがある意味では決して悪いことではないの

ではないかなと、そういう部分もありますね。 

それから、最近ちょっと話題になっている 12

日未明の戴秉国国務委員の丹羽大使に対する緊

急の呼び出し。いま、ある筋は一生懸命、いや

そうじゃないんだと言っています。もっと早く

から中国側は声をかけていたんだという話が流

されておりますけれども、確かに最初の電話が

あったのは 8時ぐらいだとかいう説があるわけ

なんですが、中国側の報道をみると、12日未明

に緊急に呼び出したと報じております。そのよ

うな強い姿勢を国民にはみせたいというような

ところが、こうした部分からも感じられるので

はないかと思います。 

それから、いろんなことがあって、レアアー

スの輸出の停滞ということもありましたし、通

関でやや意地悪な取り扱いがあったとか、もろ

もろありましたね。 

船長が 24 日に釈放された途端に、今度は謝

罪と賠償の要求が出てきて、それで多くの日本

人はびっくりしたわけです。 

その後、尖閣の近海へは監視船を派遣したり

しているといった、一連の対抗措置のたぐいの

行為が中国側からあったわけで、これはだれが

みても――これと同じ事件が過去にあったわけ

ではありませんが――類似の事件と比べても相

当に強い対応を中国側がしてきたというのは間

違いないだろうと思います。 

なかんずく、経済領域であるとか、文化領域

においてもいろんな措置が出てきて、ここに書

き忘れたかもしれませんが、有名なケースは、

上海万博に 1,000人の青少年を招いていたわけ

ですけれども、ドタキャンをしてきた。キャン

セルといいますか、延期をしてきたわけですね。 

あれは私も大変困りましてね。1,000 人のう

ちには学生が多いわけですけれども、東大は 20

人集めてくれというので、いろんな書類も書か

せなければならないし、私なりに大変に苦労し

て学生を集めたら、前々日の夜中か何かにキャ

ンセルだといわれて、がっくりきた覚えがあり

ます。皆さんおっしゃっているように、せっか

く 1,000人の中国ファンをつくろうと思ったの

に、1,000 人の中国嫌いをつくってしまうよう

なことになった。 

復活するべきだという方もいらっしゃって、

結局 10月の中旬になって、またやりますという

ことになって、今度もう一度てんてこ舞いです

よね。だから、これでよかったのかどうなのか

というのは、大いに考えさせられるところです
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けれども、ともかくそうした文化方面でのいろ

んなことも、それだけではない、シンポジウム

のキャンセルであるとかなんとかということは

たくさん起きたわけであります。 

 

現状の不満、将来の不安が高まる 

 

私は中国研究をしているわけですから、なぜ

中国がそのような比較的強硬な姿勢をとったの

か、その背景について分析するというのが主な

仕事ということになるわけです。 

何点か指摘したいと思うのですけれども、基

本的な一つの背景としては、中国社会がやはり、

これまでにもまして、ちょっと何かおかしいぞ

という状況にあるということを指摘したいと思

います。 

つまり、昨日も第 3・四半期 9.6％という高

い成長率を記録したということが報じられたば

かりでありますけれども、そのように隆々たる

成長を遂げながら、他方においては、それにも

かかわらず中国社会の内部における不満の高ま

り、それから不安の高まり、現状についての不

満と将来についての不安、これが相当広範囲に

広がっている、そして高まっているという事態

が指摘できると思います。 

その不満や不安の原因というのは、よく報じ

られるとおりだと思いますけれども、例えば中

国の労働組合が発表した数字によりますと、こ

れは何カ月か前に発表したことなんですが、過

去 5年間で給料がふえていない。要するにＧＤ

Ｐがこれだけふえながら給料が上がっていない、

収入が上がっていない人が全体の 4分の 1近く

いるといったような調査結果もあります。要す

るに貧富の格差ということですね。 

そして労働市場についていえば、これだけ成

長率が高くても就職難である。特に、全員がと

いうわけではないんですけれども、有名なグル

ープは大学生ですね。大学生の人たちが、せっ

かく大学まで行っても、自分の思うような仕事

にはつくことができなくて、大都市の郊外の安

いアパート、それもまた家賃の安い地下室かな

にか、非常に居住条件の悪いところに大量に集

まって、アルバイト的な仕事をしながら、より

いい仕事を探している、いわゆる蟻族の問題で

すね。日本でもよく知られていると思いますけ

れども、就職難であるというようなこと。 

それから、もちろん環境汚染の問題もあれば、

今後の高齢化していく社会の行方についての強

い不安もある。あるいはもう現実に高齢化社会

の問題が出てきている大都市も多い。あるいは

水不足であるとか、自然災害が、これは気候変

動の影響なんでしょうか、ことしも自然災害の

被害に遭った人が億単位でいるというような実

情があるわけです。 

 

党員より多いプロテスタント 

 

その実情についての不満、あるいはそれをベ

ースにした将来への不安がどういった形であら

われているのかというと、一つは宗教を信ずる

人、信仰を持つ人の数が大変にふえているとい

うところにあらわれています。この点について

は共産党ももちろん大変注意はしているわけで、

時々いろんな調査をやるわけです。たしか2年

ぐらい前の調査だったと思うんですけれども、

中国流のやり方として調査課題組が組織されま

して、宗教についての調査が行われました。そ

の結果、いろんな宗教を信ずる人がふえている

が、中でもプロテンタンティズムを信じる人の

数がふえており、また農村で特にふえていると

いうことがわかりました。 

そのとき、プロテンタンティズムを信じる人

が何人いると推計されたと思われます？ ちな

みに、中国共産党員の数はいま 7,800万人ぐら

いといわれていますよね。いろんな人にこのク

イズを出すんですけれども、なかなか正解が返

ってきたことはありません。その調査報告によ

ると、地下教会も含めて、公認されている教会

と未公認の教会、いわゆる地下教会があるわけ

なんですが、そのすべてを含めての信徒の数は、

おそらく 1億人ぐらいだろうということです。

そのほかにもたくさん、いろんな宗教や、ある

いは民間信仰なんかも入れると、信徒はもっと

多いわけです。 
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宗教は、なかなか興味深いテーマなので、も

うちょっとだけ言葉を足しますと、では、中国

共産党はどのように宗教について取り扱おうと

しているのか。ご存じのように、中国で信教の

自由はあります。ですけど、布教は自由にはで

きない、基本的にはそういうことですよね。い

くつかの宗教はよこしまな宗教、邪教と認定さ

れて、これは弾圧されるということになってい

るんですが、もちろん共産党の側も、いまの調

査結果等もあるわけですし、宗教を信じる人が

どんどんふえているということはわかっていま

す。 

基本的に、2つの考え方があると思うんです。

1 つは、これは大変だととらえて、弾圧といい

ますか、コントロールしなければならないとい

う発想は当然あり得ますよね。それからもう一

つは、だけれども、これが社会の安定に貢献す

ることであるならば、ある程度はよろしいんじ

ゃないかという考えです。逆に宗教を利用して

──利用という言葉はよくないかもしれないけ

ど、それは容認し、そして人々の心の安定がそ

れによってもたらされるものならば、ある程度

の宗教勢力の拡張も認めるという、そういう対

応もあり得ますよね。 

いまは、主流はどちらかといえば後者のほう

だと思います。2007 年の 17 回党大会における

胡錦濤さんの報告の中でも宗教に対する言及が

ありまして、宗教界の人々も中国の発展のため

に大いに貢献してほしいとか、活躍する場を設

けるとか、そういった趣旨のことが書いてあっ

て、主流の考え方はそっちだということがよく

わかります。 

ですけども、信徒の数が 1億の間はいいかも

しれませんが、これが 2 億になり、4 億になっ

たらどうなるのかというのは、多分、今後の中

国の大きな問題の一つだろうというふうに思っ

ています。 

ちょっと脱線しましたけれども、何について

話していたかというと、社会矛盾が亢進して不

満や不安が強まっている。それがどういう形で

あらわれているかという話ですね。 

もう一つのあらわれ方は、ナショナリズムの

高まりということであります。後で、最近起き

た反日デモについてちょっと触れたいと思いま

すけれども、私も先週、天津、それから北京に

ちょっと行っておりまして、天津では南開大学

の学生に対して授業をやってきたんですけれど

も、やはり学生たちは、一方においては冷静に

今回の事件のことを観察し、判断しようとして

いる。だけど、中にはやはりかなりネットのう

えで流れる情報に影響されて、強い感情を持っ

ている人も当然いる。沖縄の所属がまだ未定で

はないかとか、そういったことを毅然とした態

度で聞いてくる学生もいるというような状況だ

と思います。後でまたデモについては触れたい

と思います。 

そのような社会のありように対しては、当局

は大変強い危機感を持っていることは間違いな

いと思うんですね。ですので、今回の胡錦濤、

温家宝政権の日本に対する強い態度も、そうし

た彼らの危機感に端を発している部分がかなり

あるだろうというふうに思うわけです。 

それから、次のポイントですが、外交方針が

実は去年（2009年）の半ばから新しくなってい

るという点について触れたいと思うんです。こ

れは私自身、去年の 7月のある会議にあまり注

目していなくて、最近ちょっとよくフォローで

きていないものですから見過ごしてしまったん

ですけれども、いろいろな方に教えてもらって、

なるほどこれはやはり大事なんだと、最近強く

思うようになっているんです。 

 

大使会議の胡錦濤演説で新しい外交方針 

 

どういう会議かというと、日本風にいえば大

使会議というのでしょうか、在外使節会議、中

国語では駐外使節会議といっている会議ですが、

最近は 5年に 1回、こういう大使会議を北京で

開いているわけです。そこで胡錦濤さんが演説

をしました。まだ演説の全文は公表されており

ません。ですけれども、断片が最近ぽろぽろと、

具体的にはこういう言葉を使ったなどの情報が

出てきています。それから、会議が終わったと

きには新華社が演説の要約を出しています。そ



 

 4

れを読み直してみると、確かにこれは外交方針

が変わったんだなと、そういうふうに強く思う

ところであります。 

長い演説だったと思うんですけれども、その

一つのポイントは、レジュメに書きましたよう

に、鄧小平の遺訓であるところの、例の「韜光

養晦、有所作為」という 8文字へ4文字足した。

「韜光養晦(とうこうようかい)」の前には「堅

持」。韜光養晦は堅持する、要するに頭を低く

して爪を隠して国内の問題に精力を集中させ、

実力を蓄えるのがいまの段階だと。対外的には

協調姿勢で行く。それは堅持するという言葉を

足したんです。ですけども、有所作為――なす

べきところをなすという部分に「積極」の2文

字を加えたわけです。ここが実はみそであると

いうわけなんです。 

この鄧小平が残した遺訓ともいうべき「韜光

養晦」の外交方針については、ここ数年間とみ

に論争が激しくなっております。いまでも続い

ているんですけれども、要するに、まだ中国は

発展途上国だと。経済規模では日本を抜くまで

に大きくなったけれども、国内にはさまざまな

深刻な問題があるのであって、「韜光養晦」は

まだまだ続けなければならない。これが一応は

主流の考え方でこれまではやってきたわけです。 

ただ、それにチャレンジする声がどんどん強

くなっているわけですよね。もうそういう時代

じゃないよと。中国の時代が来たんだと。例の

中国モデルとか、北京コンセンサスとか、もと

もとは外国で始まった概念かもしれませんが、

これはいいと。まさにそのとおりだと。中国の

価値がこれから世界の価値になっていくんだ。

いろんな言い方があるわけですけれども、そう

した強気の発言も非常にふえているわけです。 

そういう論争があったところへ起きたのが 2

年前のリーマン・ブラザーズショック。アメリ

カ発の世界金融危機。一部の左派系の中国人た

ちはアメリカを指差して、「みろ。アメリカも

社会主義になったじゃないか。銀行だとか、あ

るいは自動車会社だとか、アメリカの資本主義

の象徴のような会社が国有化されたじゃないか。

我々は正しかったんだ」というわけです。 

ともかく、ワシントンコンセンサスの権威は

中国でも地に落ちて、これまでアメリカモデル

を信奉して一生懸命改革をやってきたわけなん

ですけれども、そのアメリカモデルの権威がな

くなってしまった。モデルなき時代に入ったの

かと思ったら、いや中国モデルでいいんだとい

う声がそこで強まった、ということがやはり去

年の外交方針変更の一つの重要な背景になって

いるのではないかと思います。 

もう少し新外交方針について言葉を足しま

すと、中国の戦略目標はこういうことだという

一節もありました。すなわち、政治面では影響

力を強める。経済面では競争力を強める。イメ

ージの面では親和力──これは直訳というか、

そのまま中国語を持ってきたんですけれども、

親しみを持ってもらえるような、そういうソフ

トパワーという意味でしょうか──を強める。

そして道義の感化力を強める。これが戦略目標

だと発表されました。 

 

「地政学的戦略拠点を築く活動」とは 

 

具体的に、大国外交については何をする、周

辺外交では何をするというような説明もあった

ようなんですけれども、新華社の出したサマリ

ーの中でひときわ目を引く表現が、レジュメの

次の行に書いた、周辺外交については「周辺の

地政学的戦略拠点を築く活動を充実、強化せよ」

という、これまでにみたことのないフレーズで

す。いまだに私なんかには意味がよくわかりま

せんし、中国の専門家でも意味がわからない人

がまだ多いんじゃないかと思うんですけれども。

とにかく地政学という表現が外交についての演

説の中に非常に目立つ形で入ってきたというこ

とであります。「戦略拠点を築く」なんていう

ような言い方──これは翻訳がなかなか難しく

て、この翻訳は在京中国大使館のホームページ

から引いてきた翻訳で、一応権威ある翻訳とい

うことになると思うんですけれども、もしよろ

しかったら原文に当たってみてもらえればいい

と思います。2009年 7月 28日か 29日の新華社

電だったと思いますが、ともかく非常に目を引
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く表現であって、びっくりします。 

 

中国外交は大失敗の連続 

 

しかし、この新外交方針が去年の 7月に出て、

その後、中国外交はどうなったかというと、失

敗だらけなんですよね。中国外交にとっては大

変残念なことに、あっちこっちで衝突の連続に

なっているわけです。私の言い方によると、こ

としは特に中国外交の“annus horribilis”で

ある。92年末にイギリスの女王が、ウィンザー

宮殿で火事があったり、スキャンダルが王室で

たくさんあったりして、今年は annus 

horribilis だといいましたね。ひどい年だとい

う意味なんですけど、今年の中国外交は大失敗

の連続だと思います。 

目立ったところでいうと、これは去年の末で

すけれども、例のコペンハーゲンでのＣＯＰ15

での中国の非協力ぶりが、多くの国の大変なひ

んしゅくを買ったわけですよね。 

それから、アメリカとの間では、あるいは民

主主義国家との間ではというべきでしょうか、

グーグル問題がありました。アメリカとは、大

きなイシューとしては台湾の武器売却の問題で

すけれども、そのほかのさまざまな原因もあっ

て、安全保障交流が中断しておったわけですね。 

韓国との間では、チョンナム（天安）号事件

が起きて、韓国は国際チームをつくって報告書

も出したんですけれども、全然中国はその報告

書を尊重してくれないというので韓国人は大変

怒ったし、悲しんだし、だけど、どうしようも

ないので、非常に惨めな思いをしたわけですよ

ね。 

それから、あまり細かい話はしても時間をと

るばかりですけれども、南シナ海におきまして

は、アメリカとぶつかるだけじゃなくて、しょ

っちゅうベトナムや、マレーシアや、領土をめ

ぐって係争関係にないインドネシアとまでも、

やはり漁船の操業をめぐって紛争になって、そ

れこそだ捕するだの、罰金を払わせるだの何だ

のということをやっているわけです。聞いたと

ころでは、フィリピンではいま、あるいは先週

の段階で、50人ぐらいの中国漁民を勾留中だと

いうことなんですが、本当ですか。そういう話

を聞いていますが。 

きわめつきの一つは、ＡＳＥＡＮ地域フォー

ラムにおきまして、ことしの 7月だったでしょ

うか、中国が孤立してしまうわけですね。12の

国が、といわれていますけれども、中国を名指

しこそしないものの、南シナ海における、国際

規範に沿わない国の行為に対して批判の声を上

げた。それを聞いた楊潔箎外務大臣は部屋から

出ていって、一説は 60分、もう一説は 90分と

いうのですが、中座して、戻ってきたら大変な

剣幕で、そのような問題をこうした多国間の場

で議論するのはふさわしくないと。1 対 1 で、

一国対一国でこうした問題は処理するべきだと

いう趣旨のカウンターアーギュメントを大変な

剣幕で、した。で、シンガポールの代表を、表

現にもよりますけれども、にらみつけてという

人もいるし、とまれシンガポール代表のほうを

みて、「この地域には小さい国もあるけれど」

というような迫り方をしたのが、またこれが評

判が悪かったわけです。そんな羽目にまで陥っ

てしまう。 

日本とだけはよかったんですよ。そうやって

海洋の隣国とは次々にぶつかっていったのが過

去 1年だったわけなんですけれども、日本との

関係だけはうまくいっていたのに、今回の事件

が起きて、ついに日本との間でも、これまでの

ほかの国との関係以上の大衝突を起こしてしま

った。もうこれを annus horribilis と呼ばない

で何て呼ぼうかということであります。 

そのような、いわばかたい外交方針ですね。

自己主張を強める外交方針がもう一つの背景で

はなかったか、あるいは重要な背景ではなかっ

たかと思います。 

 

メディアに激しい言説が載る 

 

実はこういう外交方針が出てから、中国メデ

ィアが変わりました。これまで、一般の方と比

べれば、私、30年近く中国を割と詳しくみてき

たほうだと思いますけれども、みたことのない
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激しい言説が中国のメディアにたくさん、たく

さん載るようになりました。1つ、2つではあり

ません。7つ、8つでもない。10、20でもない。

桁違いの数の、日本の普通の人がみたら、ほん

とにびっくり腰を抜かすような激しい言葉遣い

でいろいろなことを軍人などがいうようになっ

ています――「など」というのは、身分がはっ

きりしない人もいるんですね。あるいは大学で

安全保障を教えているとかいうような立場の学

者の人とかが主な書き手なんですけれども、さ

っき申しましたように、日本とだけはぶつかっ

ていなかったので、どっちかといえばアメリカ

向けだったり、あるいは南シナ海に関すること

だったり、あるいはインドに対して非常に厳し

いんですね。 

例えばインドでしたら、海上生命線という言

い方も出てきているんですけれども、海上生命

線であるところのシーレーンの安全を確保する

うえでインドは邪魔だと。インド包囲網をつく

らなければだめだ。もちろん、中国外交部はも

のすごく否定するわけですよ、そんなことは考

えていないと。だから、これは無責任な言説な

んですけれども、いま、ネットの時代ですから、

どんどん広がるわけです。インド洋の制海権を

奪取しなければならない。だけど、インド海軍

は結構強い、でも、心配するな。インドはこれ

から経済発展しようと思ったら原発をたくさん

つくらなければならない。我々はミサイルで圧

倒的な優位がある。我々の短距離ミサイル、中

距離ミサイルで、インドの原発を全部たたくこ

とができる。だから、陸をもって海を制するこ

とができる、とか。びっくりしますよ。こんな

ことをメディアで流していいの、という感じで

す。 

あるいは南シナ海についても、制海権を奪取

しなければならないし、南シナ海をコントロー

ルするためには、たとえ使わずとも軍事力を強

化して、それを後ろ楯にしなければ、我々の中

華民族の生存が危うい、なんていう極端な言い

方もあります。 

日本に対してもいろいろあって、それほどで

もなかったんですけれども、この事件が起きま

したから、これからはふえるだろうというふう

に思われます。 

 

中国内部に政治抗争の気配 

 

そういったある種の雰囲気ですね、空気、こ

れも一つの強硬姿勢の背景をなしたと思います

し、それからもう一つ、やはり否定できないの

が、中国内部における政治抗争の気配というこ

とになります。皆様ご承知のように、これまで

は胡錦濤政権、特に胡錦濤さん、温家宝さんは、

日本に対してとてもソフトな政策をとる、そう

いう姿勢をとってきた人ですし、実際に首脳訪

問にしましても、あるいはそこで約束されるさ

まざまな日中間の合意にしましても、建設的な

方向で日中関係を発展させようとこの人たちは

考えているんだなあということがよく伝わって

くる、そういう指導者であったと思うんですが、

今回は逆に、その人たちが非常に強硬な姿勢を

示してみせる必要があったようなわけです。そ

のことと内部における権力闘争とは全く関係が

なかったとはとても思えないわけであります。 

この辺は、しかし、なかなかエビデンスをと

るのが難しいので、私としても断定的に話すつ

もりは全くないですけれども、中国の人たちと

話していても、最近はやはり石油会社が――3

つ大きな石油会社があるわけですけれども――

外交に対して非常に強い影響力を及ぼしている

のだというような見方であるとか、あるいは軍

産複合体が形成されているのだというような言

い方であるとか、そうした声が聞こえてくるよ

うになってきています。 

 

対日融和派と強硬派のねじれ 

 

ですから、本来は──本来というんでしょう

か、そういう事情を考えますと、胡錦濤、温家

宝という対日融和派がいて、そのほかの海軍で

あるとか、あるいは石油に利権を持つグループ

であるとかが強硬派であってもおかしくないわ

けなんですけれども、ねじれているんですよね、

今回は。どちらかというと、強硬な姿勢に出た

のは、もちろんいまの政権担当者であるところ
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の胡錦濤、温家宝、あるいは戴秉国の側であっ

て、必ずしも海軍や石油グループではないかも

しれませんが、とまれ批判勢力は、それを指差

して、やり過ぎだよといっているわけです。 

例えば、経済領域、文化領域でどうしてあん

なことするんだ、それこそ 1,000人の反中分子

をつくるだけじゃないかとか。経済までやると、

これは影響が国際的に広がります。いまレアア

ースについてアメリカもヨーロッパも発言する

ように実際なっているわけですよね。そんなこ

とはするべきじゃないし、船長釈放後の謝罪と

賠償の要求なんていうのも、あんなことするべ

きじゃないとか、さまざまな批判が、どちらか

というと胡錦濤、温家宝や戴秉国の人脈とは違

う人脈に属する人たちの間から出てきている、

というのは非常に興味深いところではないかと

思います。 

賠償といえば、どこかの新聞が 2つ写真を並

べてくれていておもしろかったですよね。石垣

に係留されているときにはあいていなかった漁

船の穴が、福建省に帰ったときにはあいていた

とかありましたね。賠償というのは、あれを賠

償しろというんでしょうかね。よくわかりませ

んが。ともかくあんな要求はするべきではない

という声は、実は中国の中にも出ているわけで

す。 

 

反日デモ 火が消えたあとのくすぶり 

 

そして、デモがこの間ありました。いろんな

町であって、日本で報道された以上に多くの都

市で実はあったみたいですね。そういう話もチ

ラチラ聞いています。 

非常に不思議に思われるのは、だって、あれ

はもう船長も解放されているし、菅・温会談も、

会談かソファーでの懇談かよく知りませんが、

ちゃんとできているし、おかしいじゃないかと。

もう「撃ち方やめ」で、事態の終息、関係改善

にトップは動き始めているということが明らか

であるにもかかわらず、なぜこの時期にデモが

あるのか。 

しかし、考えてみると、火が消えた後のくす

ぶりというんでしょうか、これはほかの面でも

感じられるというか、実際に見てとれるわけで

あって、青島への海上自衛艦の受け入れが延期

になりましたよね。もう日本から船が出ていた

そうですけれども、途中で延期をいわれて、そ

の次はどこか別のところに行くはずだったので、

日本海をゆらゆら漂っていなければならなかっ

たという話もあります。 

それから笹川平和財団がやっている例の佐

官級交流も、これも突然土壇場で延期を向こう

がいってきて、日本側は非常に怒って、政治と

はまた別のレベルで交流をしようというのがこ

のプロジェクトの趣旨なのに、そんなことなら

もうやめようというので中止になったわけです。

またそのうち復活するかもしれませんけれども、

そうしたことはすでに起きていた。で、16 日、

17日、これは 5中全会が開催されているさなか

に、いくつかの都市でデモがあったわけです。 

レジュメの2枚目へ行っていただきたいので

すが、けさ、ある新聞が報じていらっしゃいま

したね。まさに左側の絵が新聞に出ていました

けれども、現地当局が黙認した。黙認どころか、

きょうの報道によりますと、正式に認可してい

たのではないかという、そういう報道だったよ

うに思います。それは、（レジュメの）左（側）

のデモ呼びかけのどこをみるとわかるのかとい

うと、ある人がいうには、下から 2行目に、デ

モの標語、あるいは道具は自分で持ってこい、

メディアが報道するぞというふうに書いてあり

ますね。メディアが報道するぞと書いてあると

いうのは、要するにこれは認められたデモなん

だと。そういう意味だと思って読むといいとい

う話で、実際そうかもしれませんね。 

右側の写真は、その西安のデモと一緒に歩い

た人が撮った写真なんですけれども、こうした

手書きのものもあったわけですよね。 

ところが、最初は、ここの呼びかけに書かれ

ているとおりに歩いて、平穏に終わるかと思っ

たら、5年前のことを思い出すんですけれども、

やはり平穏に終われない、終わることができな

い人たちがいっぱいいるわけです。その人たち

が暴れちゃったんですね。で、日本のスポーツ

用品店がめちゃくちゃにされたり、中の商品が
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燃やされたり、日本料理屋が大分やられたり、

そういったことになってしまう。これは 5年前

とパターンは同じです。最初はコントロールで

きると思っていたけれども、最後になるともう

どうしようもできなくなるというパターンが繰

り返されたということだと思います。 

それで、ちょっと目を引くのは、右側の写真、

たくさんある写真の中から 1枚持ってきたんで

すけれども、強烈要求、中日断交、禽獣の国と

の往来は──何か昔の 70 年前の鬼畜米英を思

い出して、ちょっとまだこのレベルなんですけ

れども――禽獣の国との往来は和諧社会の最大

の恥辱だと書いてあるんです。 

 

反日デモで「和諧社会」当局批判 

 

ここに「和諧社会」が出てくるというのは、

唐突な感じがしませんか。この標語を書いた人

はどこまで意識していたかわからないんですが、

要するに和諧社会というのは、ご存じのように

調和のとれた社会と日本語でよく訳されますけ

れども、胡錦濤さんが唱え始めたスローガンで

あって、それこそ貧富の格差とか、沿海部と内

陸部の格差であるとか、都市と農村の格差であ

るとか、あるいは経済成長は進んだけれども、

社会発展、教育だとか衛生レベルだとか、法治

だとか、そういうのはまだだめだとか、そんな

いろんなアンバランスを正す、そしてバランス

のとれた、調和のとれた社会を築こうという、

大変結構な、まともな、「いいじゃないか、こ

れ」と我々をして思わしめるような、そういう

スローガンなんですけれども、現実はどうかと

いうと、ほとんどこれはできていないわけなん

ですよね。 

学生たちは、といいますか、若者はその状況

をよくわかっていて、盛んにインターネットで

いろんな形でこの和諧社会をやゆするわけです。

ご存じの人も多いと思いますが、「和諧」とい

うのは中国語で「ハーシエ」と発音しますよね。

これが河蟹という言葉と発音が似ているので、

ネット上でいろんな人がカニの絵をかいてから

かうわけです。要するにこういうきれい事をい

っているけれども、実態は全然和諧じゃない。

どっちかというと河蟹がはさみを使ってインタ

ーネット上の言論の自由をどんどん切っていっ

てしまう。これもみせちゃだめ、あれもみせち

ゃだめといってカットしていく、そういう存在

として河蟹はよくネットで描かれる。 

本当はもう 1枚、おもしろい漫画みたいなの

があったので入れようと思ったんですが、ペー

ジ数がふえてしまうのでやめたんですけれども。 

だから、そのような当局批判がここにはやは

り込められているようにみえる。当局というと

きには、今の政権担当者は胡錦濤さんであり、

温家宝さんであるわけですから、こういう形で

間接的に矛先が彼らに向く、という結果になる

わけです。 

これが果たしていまある政治抗争等とどう

いうかかわりがあるのかというのは大いに注目

されるところで、うがった見方をする人は、何

で 5中全会開催中にやるんだと。何で 5中全会

が終わったら──ピタリとやんでいるかどうか

わからないんですけれども――現時点ではピタ

リとやんだようにみえるのか、そのことと習近

平さんの軍事委員会の副主席就任が関係あるの

ではないか、などと一部のチャイナウオッチャ

ーたちは勘繰るわけです。その辺の本当の事情

がどうなのかというのは、私、いまここで判断

して申しあげる材料はありません。 

 

米国の軍事プレゼンス低下にどう対応す

るか 

 

こうした事件があったわけなんですけれど

も、もうちょっと視野を広く、そして長い時間

を視野に入れて、今後の日米中関係はどうなる

のかといった問題に話を移していきたいと思い

ます。今回も、もちろんアメリカは大変な関心

を持って事態を見守っていましたし、おそらく

日本政府もアメリカとは非常に早い段階からよ

くコミュニケーションをとっていただろうと思

います。 

結果的には、短期的なことをいえば、今回、

日中が角逐して、アメリカが漁夫の利を得たよ
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うな、そんな構図でありまして、これはだれも

が認めるところではないかと。日本では、やは

りアメリカとの安全保障協力関係が大事だと再

認識する人がふえたわけですし、それから中国

も、実はアメリカに対して対応がかなりソフト

になって、やはり安保交流を始めましょうとい

う提案をしてきているわけです。 

ただ、中長期的に大事なのは、中国はいずれ

にしても軍拡を続けていくわけですね。経済発

展が続く限り。経済発展がいつまで続くのかと

いうミリオンダラー・クエスチョンはあります

けれども、それをちょっと横に置いておいて、

例えば今後 10年、いまの調子で経済成長を続け

たとしますと、軍拡を決してとめることはない。

それに合わせた軍備拡大を中国はしていくわけ

です、間違いなく。そうすると、経済力だけで

はなくて軍事力も非常に強大な中国が登場して

くるわけですよね。 

その中国と日本あるいはアメリカは、どうや

って不安なく共存していくことができるのか、

これが最大の我々のテーマです。実はずっと前

からこれがテーマなんですけれども、これまで

いい回答が見出せていないわけです。だけど、

今回の事態を受けて、我々はいよいよその問題

を切羽詰まった、焦眉の急として認識できたは

ずです。 

もし、アメリカが東アジアから軍事的に引い

ていった場合――それはあり得ないことじゃな

いんですよね――要するに軍事的プレゼンスの

維持には財政的な制約も当然ありますから、ア

メリカが中国と何らかのディールをし、相対的

に軍事バランスが変わっていくようなことにな

った場合に、日本はどうするのか。 

民主党政権になって、普天間の問題、あるい

は小沢さんがたくさんの国会議員を北京に連れ

ていくようなことがあったりして、ワシントン

の一部の人は非常に心配したわけですよね。日

本は、もうアメリカさんは嫌よと、中国のほう

を向くんじゃないかといって心配したわけです

けれども、私は短期的にはそんなの全然心配す

ることはないと思っていました。やはり中国の

海洋進出は盛んになるわけですから、そうする

と、より多くの日本人は、中国に対してより強

い心配を持つようになって、アメリカと少なく

ともしばらくの間はがっちりと協力していく必

要性を、より強く感じるようになっていく、そ

れは当然だと思うんですね。だからアメリカ人

が心配することは全然ない。 

それよりも、中長期的に、いま申しましたよ

うなアメリカの軍事プレゼンスの相対的低下と

いうことが起きていったときに、日本のリアリ

ストたちはどう考えるかというところのほうが、

アメリカの一部の人にとってはより大きな問題

なのではないかというふうに実は思っておりま

す。 

私は、自分はリアリストではなくて、リアリ

スティックアイデアリストだと思っているので、

こういう問題を指摘するにとどまるわけですけ

れども。 

 

日中関係の強靭性も忘れるな 

 

ここで日中関係だけについて、今後どうなっ

ていくのかということを考えてみると、今回、

尖閣の問題をめぐって日中関係の脆弱性があら

わにされたわけで、ほかにも歴史問題であると

か、排他的ナショナリズムが両方で高まったら

大変だとか、いろんな脆弱性があるわけですけ

れども、それと同時に、強靱性も日中関係には

あるということを忘れるべきではないですよね。 

2005年、さっきご紹介くださったように、私、

4 月からハーバードに 1 年行っていまして、ち

ょうど 2005 年の反日デモが中国のいろんな都

市で吹き荒れた直後だったものですから、あち

こちで日中関係について話してくれといわれて

話をしました。そこでいつでも私がいったのは、

日中関係はあなた方が思うほど悪くないよとい

うことが 1つと、もう一つは、日中関係は必ず

近いうちによくなるだろうというふうに説いて

回ったのですけれども、1 人ぐらいは信じてく

れる人がいましたが、ほとんどの人が信じてく

れませんでした。あるハーバードの先生は、こ

の人はあまり日本について詳しくない方なので、

「オゥ、チャイナ・ロスト・ジャパン」といっ

たんですね。中国は日本を失ってしまったと。
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いや、そんなことないんですよと。日中間には

あなた方の目に見えないいろんなつながりがあ

って、日中関係の強靱性もみなきゃだめだとい

ったんですけど、そのときその人にはわからな

かったみたいです。 

それは何か。いわずと知れた経済が非常に重

要な柱です。こうして話している間も、もちろ

ん一面においては、レアアースの問題であると

か、税関が意地悪をしているとか、あるいは企

業によっては対中戦略の練り直しとか、そうい

うこともあるんだけれども、それと同時に、や

はりもっと中国だと。中国に、より大胆に進出

していくトレンドというのは同時にあるわけで

す。中国ってやはり大きな国で、中国の中でも

そうですけれども、中国とのかかわり、外国と

のかかわりにおいても、トレンドは 1つだけじ

ゃないです。まるで矛盾するようなことが同時

に進むというのが中国という国をめぐる事情の

特徴であって、経済についてもそういうことだ

と思います。 

あと、文化の交流というのでしょうか、特に

中国の若者の間での日本のアニメーションの浸

透ぶり、漫画の浸透ぶりというのは、やはり我々

の想像を絶してすごいんですよね。若者の交流

会、学生の交流会とか毎年何回かありますけれ

ども、何年か前に初めてやったときは非常に心

配しまして、けんかしちゃうんじゃないか、衝

突しちゃうんじゃないかとか心配しましたが、

全くそういう心配はないですね。アニメーショ

ンから話をすると、すぐ仲よくなることができ

るだけの基礎、インフラがあるのが日中関係で

はないかというふうに思います。 

 

再発防止策、危機管理の仕組みを 

 

だから、大げんかする材料もあるんだけど、

どんどん仲よくなっていくベースも実は日中間

にはできている、これが実情ではないかという

ふうに思います。もちろん、排他的ナショナリ

ズムには大いに気をつけなければならないので、

これから具体的に何をどうしていったらいいの

かということを簡単に申しあげたいと思います。 

1 つは、当然ながら漁船と海上保安庁の船が

ぶつかるような事件の再発を防止しなければな

らないわけであって、そのためにも、やはり言

葉だけではだめなんですよね。ある程度は、あ

る意味で抑止する、そうした無茶を漁船がしな

いような、そういう体制をこちら側が整えると

いうことが大変重要だし、海上保安庁はあまり

に予算が小さいので、予算をふやすべきではな

いかと思います。国土交通省のほかの部分を削

って回すんじゃなくて、全体的に予算をふやす

というふうにしていかなければいけないだろう

と思います。 

それから、今回、明らかになったのは、日本

側は最初、政治家たちは、こんな大事になると

は多分思っていなかったと思うんですよね。な

ので、こうした問題が起きたときにきちんと対

応できるシステムがないということが今回わか

ったので、危機管理体制、それが国家安全保障

会議のようなものなのか、どういうものなのか

ということは議論すればいいと思いますけれど

も、国家の仕組みをきちんとつくっていかなけ

ればならないということは明らかだと思います。

そのことがいま政府の中で議論されていないと

すれば、それは大変な問題だと思います。 

それから、戦略的に共存していかなければな

らない。さっきいったとおりです。大きくなっ

ていく中国の軍事力と我々はともに生きていか

なければならないんですよね。それしか道はな

い。けんかする道はないわけであって、そのた

めには安全保障対話、防衛交流、これを促進し

ていくほかないと思います。もちろん、さっき

申しました例のように、向こうが拒否してきた

らどうするのかということはありますけれども、

そこは粘り強く我々としてはやるほかないし、

日中でやるだけではなくて、実効性を上げるた

めにはアメリカも入れて、三角の日米中の、主

に安全保障の協議を早く制度化するということ

が大事だと思います。 

もともと、その構想は 90 年代からあって、

日本側が提案をしたこともありましたし、最も

最近は中国側からの提案で日米中の会合をやろ

うということになって、去年 7月、まさに在外

使節会議があった月なんですけれども、ワシン
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トンで局長級協議をやろうというところまで行

ったんですよね。これは大変喜ばしいことだと

思っていたのですが、なぜか、そのときは非常

に不思議だったんですけれども、中国側の提案

で延期ということになったわけです。これと在

外使節会議や新外交方針との間にどういう関係

があったのか、なかったのかというところは、

これから大いに研究していかなければならない

と思っています。 

レジュメに「危機管理メカニズム」と書いた

のは、もうちょっと現場のレベルも含めて、こ

ういう事故が起きたときに中国側との間でコミ

ュニケーションをどのようにとって問題を処理

するかという、日中間のメカニズムという意味

で、上に書いたこととは違う話です。 

それから、排他的ナショナリズム。これは何

といっても、客観的にみれば中国のほうが圧倒

的に強い。これをどのように抑えていくのか。

でも、日本だって一部の人は非常に過激ですか

ら、それには大いに注意しなければならないと

思います。 

これはなかなか簡単ではないんですけれど

も、1 つは、方向が違うようにみえるかもしれ

ませんが、やはり東アジアの地域統合を進める。

これは我々が人為的に進めなくても自然に進ん

でいく面が大いにあるんですけれども、国家が

主体となってフレームワークをつくっていくと

いうことも大事なことなので、東アジア共同体

構想というのは正しい方向性だと私も思うので

す。 

 

平等を理念に東アジア共同体構想 

 

その際に、鳩山さんは友愛という価値を提示

しました。これが日本の一部では受けがよくな

かったんですけれども、私自身の考えでは、将

来、歴史家が東アジア共同体の歴史を書くとき

に、鳩山提案を入れるだろうと思います。なぜ

かというと、賛成する、しないはともかくとし

て、初めて一国の指導者が東アジア共同体を形

成する理念を非常にはっきりとした形で提示し

た、第一号だったからです。友愛でなくてもい

いんです。鳩山さんの言い方だと、友愛という

のは自立と共生といってもよろしいということ

なんですが、やはり非常に重要なのは、平等と

いうことだと思いますね。自立し、平等に共生

する。だから、友愛だけじゃくなくて、自由・

平等・友愛といってもいいと思うんですね。そ

のような民主的な価値原理でもって東アジアの

多国間の枠組みをつくっていくという理念をみ

んなが共有することがとても大事だと思います。 

その理由は明らかですよね。やはり中国が地

理的には、あるいはこれからは経済的に、そし

て軍事的に、ずば抜けて大きいわけです。この

条件はＥＵにはない地域的な条件ですよね。そ

ういう、ずば抜けて地理的に、あるいは経済的、

軍事的に規模が大きい国がいる中で、どのよう

に共同体を形成していくのかというときに、こ

の民主主義的な原理原則を初めに構成員たちが

しっかりと合意するということが大事だし、日

本はこれを提示するに非常にふさわしい国だと

いうふうに思っています。 

 

日本はいまこそ歴史を語る時 

 

それから、いま中国の中で使われ始めた「核

心的利益」という概念、それから一部の論者が

使い始めた「海上生命線」という概念、これは

やめたほうがいいですね。使わないほうがいい

です。ということを日本は、自分の歴史的な経

験をもとに中国に対して真摯に、あなたのため

にもよくない、我々全体のために、これから一

体化していく東アジアのために、あるいは世界

のためによくない、ということをアピールして

いく、あるいは切々と説くべきだと思いますね。

こういう概念を使うと、全く譲歩できなくなる

わけです。勇ましい話が正しい話だということ

になってしまうわけですね。日本は大変な失敗

の経験があるわけですから、我々こそがいま歴

史を語るときが来ているのではないかと思うん

です。 

しかし、そんなことをいっても、実力が日本

になければ耳を傾けてもらえないのが実際です

よね。そこで、日本はもう財政的にも、軍事力
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強化なんていうことはやる気もないし、やるゼ

ニもないし、21世紀にふさわしいやり方で国力

をつけていく必要がある。日本にあるのは、こ

の間ノーベル賞をとった先生もおっしゃってい

ましたけれども、あるのは人材だけですから、

人的資源だけですから、教育を重視する。 

教育界にいる者が天に向かってつばをする

ようなものだけれども、より多くの人が教育に

もっと関心を持った方がいいと思いますね。皆

さん、近所の小学校に行ったことがありますか。

小学校に行き、中学校に行き、実際いま日本で

どういう教育が行われているのか、大体我々は

どのような人材を何のために育てようとしてい

るのか、明らかですか。皆さんわかりますか。

いまの教育政策ってどういうふうになっている

んですか。そういう国家百年の計を考えるべき

ではないかと。 

この間聞いた話は──数分オーバーしてよ

ろしいですか。何かエキサイトしてきた。(笑) 

日本の企業が例えば中国とかインドとかに

人材を求めていく。南京大学には人材がいると。

だけど、ちょっと考えてみましょうよ。南京大

学にもいるかもしれません、優秀な人。そうい

う人は大いに活用すべきだし、できれば日本に

もたくさん留学に来てほしいし、それはもちろ

んわかるんですけれども、要するに二十歳ぐら

いの人材なわけですよね。その人を育てるのに

十数年かかっているわけですよ。中国で育つ人

材が日本でも育たないわけはないですよね。や

り方によっては十数年待てば、十数年きちんと

教育すれば、同じ、あるいはそれ以上の人材が

日本にできるわけです。 

人的資源というのは、天然資源とは違って、

再生産されるものなんですよね。発展するもの

なんですよね。天然資源と違い、とったら終わ

りというわけではない。では、なぜ日本の企業

なり、あるいは政治も、官界もそうですけど、

自前の人材を真剣に育てようとしないのか、非

常に不思議に──私が不思議に思うというのは

変ですね。自分は自分なりに頑張っているつも

りなんですけれども、やはり天に向かってつば

しているのかもしれません。 

それから、経済なんですが、これはど素人で、

全くとんちんかんで申しわけないんですけれど

も、私、日本はまだ発展途上国だと思いますね。

だって、皆さんの住んでいる家は広いかもしれ

ないけれども、私のところはもっと広くてもい

いなと思いますね。 

それから、通勤地獄。あれ、先進工業国でし

ょうか、日本は。車に乗って通う人はいいかも

しれないけど、普通の人はみんな電車に乗って

いくわけで、あれ、ちょっと先進工業国のあり

ようとは、とてもとても思えないですね。まだ

まだ日本は伸びる余地があるんじゃないでしょ

うか。 

私のまたもう一つワイルドな提案ですが、ど

こから手をつけて何をするのか。沖縄に理想的

なエコシティーをつくるべきじゃないか。世界

最先端の技術で、あるいはどういうエコシティ

ーにするかというのは世界じゅうからアイデア

を募ってもいいんですけれども、そういう理想

的な町をつくって、そこに宜野湾の人に移って

もらう。普天間飛行場はもう移さない。周りの

人間が移る。その町と那覇との間をリニアモー

ターカーで結ぶ。間に合わなかったら新幹線で

もいいから、新幹線で結ぶ。そのためにはお金

が要りますから、消費税を上げる。消費税を上

げた 1％か 2％は全国民が負担して沖縄のため

に使う。というような、夏の間にみた夢なんで

すけれども。済みません、全く蛇足ですが。 

 

新聞に外交面を作ってほしい 

 

もう一つだけいいたい。新聞に外交面をつく

ってほしい。やはり日本人は外交音痴ですよね。

しようがないです、やはり島国なんだから。だ

けど、このままではだめですよ。この六十何年

かのつけが今回の事件の対応に出たんだと思い

ます。外交感覚というんでしょうか、それを日

本人全体として押し上げていかないと、これか

ら対応できないですよ。そのためにはやはり情

報がないといけないんですよね。 

今回の事件だって、例えば新聞なら、どの面

をみればいいんですか。国際面ですか。それと
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も政治面ですか。レアアースだったら経済面な

んですか。わからないし、新聞によって実は違

ったりするわけです。そうじゃなくて、ちゃん

と外交面というのがあって──日本外交、実は

いろんなことをいろんなところでやっているわ

けですよね。アフガニスタンでいくつクリニッ

クつくっていますか、なんていうことをもっと

普通の人が知っていてもいいと思います。 

海外から来た首脳だってそうですよ。大体遠

くから来ると、東京と北京に寄るわけですよね。

そうすると、東京に来ました。朝起きて、首脳

が、どういうふうに新聞で報じられているかと

お付きに尋ねる。出ていません。あるいはこれ

（指で囲みをつくる）ぐらい出ています。えっ？ 

で、北京へ行く、次に。人民日報の 1面にでか

でかと写真が載っている。どっちが印象いいで

すか――なんていうことも、実はこうした外交

について報じる場の問題と関係していると思い

ます。 

大学もそうなんですけれども、メディアも、

あるいは政府も、企業も、もっともっと外国語

で発信をしていかないと、繰り返し、繰り返し

メッセージは同じメッセージを繰り返していか

ないと、なかなか外国の人には伝わらないわけ

ですよね。何で尖閣列島は日本のものだと日本

人は思っているのか。そんなのは外務省のホー

ムページに行けば 1枚説明がある。そうじゃな

くて、繰り返しいわないとやはりわからないで

すよ。 

済みません、最後は大分余計なことを申しま

したけれども、以上をもちまして私の話とさせ

ていただきます。ご清聴ありがとうございまし

た。(拍手) 

 

司会 高原先生、大変ありがとうございまし

た。わかりやすく、しかも根拠や理由も添えら

れて、非常に明快なお話でありました。最後の

ほうは熱もこもって、我々ジャーナリストにと

ってもちょっと耳の痛いご提案まで含めて、大

変幅広くお話をいただきました。 

 

 

≪質疑応答≫ 

 

質問 日本の過激なナショナリズムですけ

れども、これは日本にはナショナリズムがなさ

過ぎて、中国にあり過ぎるのが問題ではないか

なと思います。高原先生と同じように、私はナ

ショナリスティック・インターナショナリスト

なんですけれども、私のような者を指して過激

なナショナリストというんでしょうか。これが

第 1点です。 

2 番目、東アジア共同体構想ですけれども、

これは共同体の定義ですが、ＥＵのような、お

互いに主権を譲り合う形をいうのか、あるいは

経済共同体をいうのか。欧州はクリスティアニ

ティー、デモクラシーという価値観の接着剤が

ありますけれども、東アジアにはそういうもの

がない。この点はどういうふうにお考えでしょ

うか。 

高原 過激なナショナリズムというのは、例

えばやはり暴力的な行為を伴う、犯罪的な行為

を伴うもの、そういったものを主に念頭に置い

ています。一部でやはり、私は You Tube でみた

んですけれども、中国の人に対するハラスメン

トも実際に起きているわけで、こうしたことは

ほんとに恥ずかしいことだし、残念なことだと

思いますね。そういったことを主に念頭に置い

ています。 

 

密度の濃い部分を自然に認識する共同体 

 

それから、共同体のほうなんですけれども、

なかなか共同体って、一般的に使われている言

葉であるにもかかわらず、実は定義するのが非

常に難しいのですね。社会学にもいろんな定義

があって、この場合はどれを使えばいいのか大

変迷うところなんですけれども、私のイメージ

はこういうことなんですね。 

グローバル化といわれていますけれども、さ

まざまなネットワークが地球規模で発展しつつ

あって、そうしたネットワークを通してヒト・

モノ・カネ・情報あるいは病原菌とか、あるい

は麻薬であるとか、あるいは海賊もそうなんで
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すけれども、そうしたネットワークを通してや

すやすと国境を越える、そしてある種のシステ

ムをつくる。そしてネットワークを通した「モ

ノ」の流通が盛んになっている中で、国はどう

それに対応するかというと、フレームワークを

つくって、望ましいものの流通を促進し、ある

いはコントロールし、望ましくないものの流通

は遮断する。そういうフレームワークがいま現

実に日中韓もあれば、ＡＳＥＡＮ＋3もあれば、

あるいは環境ではこのフレームワーク、衛生面

ではあのフレームワークといった具合に、いろ

いろできてきていますよね。そういうネットワ

ークとフレームワークの重なり合いが、多層的、

多次元的な重なり合いが一番密度が濃くなると

ころ、それが自然に共同体として人々によって

認識されるようになっていくだろう。人々が自

然に一番ネットワークとフレームワークの密度

の濃い部分を自分の属する場として意識してい

くようになるだろうという、そういう感覚です。 

だから、いま何かこういうものだと定義をし

て、それに向かってエイエイオーということで

はなくて、自然な流れとしてネットワークとフ

レームワークが発展していった挙げ句に、それ

が 20 年後、30 年後、もっと先かもしれません

けれども、ある種のコミュニティーとして、み

んなが利益と、アイデンティティーを共有する

場として育っていくだろう、というのが私の認

識であります。 

質問 この一、二年、中国の知日派に聞くと、

皆さん、ウイン・ウインといわれたような気が

します。この事態の収拾の中で、もう一度彼ら

が、もしくはこちらがウイン・ウインというこ

とが可能なのか。 

 

情緒に阻害されず理性的な判断に戻る 

 

高原 両者が協力すれば利益が非常に大き

い。けんかをすれば損害は非常に大きい。この

理性的な状況判断というのは、多くの人がして

いることだと思うんですね。ですから、例えば

尖閣をめぐる問題とか、あるいは歴史をめぐる

問題などについて、理性的な判断を超えて人々

が行動する、そうした事態が例えば今回の事態

ではないかと思うんです。なので、そのような

情緒であるとか情念であるとか──これも大事

であって、気をつけて、あるいはお互いに尊重

し合ってやっていかなければならないのですけ

れども――国と国がつき合ううえでのもう一つ

の基本であるところの共通利益の追求、あるい

は協力により、1＋1が 2ではなくて、3 にも 4

にもなるといった理性的な判断、これは幸いに

してといいますか、両者に共有されているもの

ですから、ここをどうやって日中関係の表舞台

といいますか、メーンの座に、主要な座に再び

置くかということだと思うんですね。 

それは、さっき申しましたように、脆弱性も

あれば強靱性もあるわけで、熱が冷めれば理性

的な判断に戻る人もたくさんいるわけだと思い

ます。現実に経済界では、もうそんな情緒だの

感情だのといっていられないというのが日々の

グローバル経済の競争でありますから、それこ

そ粛々とウイン・ウインの関係が継続されてい

るというのが大方だろうと思うんです。だから、

クールに、クールダウンです。理性に戻る。理

性的な関係が情緒的なものによって阻害されな

いようにするというのが重要な発想ではないか

と思います。 

 

外交政策を振り返り次年度の計画をたて

るプロセスに入る 

 

質問 よく民主党政権で外交のパイプが足

りないのではないかということを耳にしますが、

中国との外交のパイプに関してはどのようにお

考えでしょうか。 

2 点目ですが、「くすぶり」に関してですけ

れども、当面の展望として、どれくらいこうい

ったことが続きそうなのか。長期化するんでし

ょうか。ＡＳＥＡＮでの首脳会談などの展望は

いかがでしょうか。 

高原 いつまでくすぶるのか、焼けぼっくい

がいつになったら完全に消えるのかというのは、

予測するのはなかなか難しいですね。ただ、中

国側の一つのやり方としましては、年末に必ず
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どの領域でもその年の仕事を振り返って反省を

します。ここはやはり中国は計画経済の国だっ

たわけで、次年度の計画を練るわけですね。そ

ういうプロセスにこれから入っていきます。そ

の段階で、じゃあことしはどうだったのかとい

うことを振り返る中で、おそらくはある種のニ

ューアイデアというんでしょうか、修正が出て

くるんじゃないかなという気がしています。そ

んなことでよろしいでしょうか。 

それから、パイプについてなんですけれども、

別に民主党だけではなくて、自民党であっても、

かつてのようなパイプがあるのかというと、か

なりお寒い状況ではないかと思います。全体と

してパイプづくりの必要性については、これも

いわれて何年もたっていますよね。具体的にい

ろんな努力をされている政治家の方もいると思

うんですけれども、もっともっと必要じゃない

かといわれると、そのとおりだと思います。や

はりパーソナルな信頼関係が、実は非常に、非

常に重要なんですよね。そのことを皆さんわか

っているはずなんですけれども、なかなか理想

的にはいっていないですね。 

質問 尖閣の沖合で起きた漁船の事件は、本

当に偶発的なものだろうか、それとも意図され

たものだろうか。この時期になぜ起きたのか、

もし意図されたものであった場合です。 

もう一つは米中関係なんですけれども、アメ

リカが最近中国に対して軍事交流を再開する、

あるいはＣ-130を売るとか、あるいは国防総省

の報告書で、中国軍を国際的な公共財として力

を養成しつつあるという書き方をしているとい

う見方で、大分変わってきているなという印象

があるんですが、どうごらんになっているか。 

高原 偶発的だったのか、意図的だったのか

というのは、もちろん私にはわかりません。や

や学者風の答えをすれば、時間がたてばいろん

な情報が出てきて、それで判断できるところが

出てくるかもしれません。 

例えば、1978年にもたくさんの漁船が尖閣の

領海にやってきましたね。あれについては、い

ろんな状況証拠がいまになって出てきて、例え

ばその事件が起きた数カ月後に上海で壁新聞が

実は張られていて、そこでは 1人の上海副市長

が漁民のところへやってきて、アジ演説をやっ

ている。その副市長と、それから海軍の当時の

政治委員とは非常に密接な関係があって、蘇振

華という海軍大将なんですけれども、その人は

ちょうど鄧小平さんにしかられたところで、鄧

小平さんに対して大変強い不満を持っていた。

広東省の湛江という軍港で爆沈事故があったん

ですね。そのことをめぐって鄧小平さんが海軍

を強く叱責したのに蘇振華は不満を持った、と

いうような話が出てくると、何となく、うん、

こういうことだったのかなというところがわか

ってくるわけです。それは 30年後にしてわかっ

てくるわけです。 

30 年もかかってはたまらんのですけれども、

もうちょっと時間がたてば、もう少し判断材料

が出てくるんじゃないかなと期待していますが、

いまのところは、あの人は漁民じゃないという

ふうに強くこちらに思わせる材料はないように

思っています。 

 

グローバルなパートナーの期待が米国に

はある 

 

それから、米中関係ですが、やはりアメリカ

にすると、中国とのつき合いというのは何も南

シナ海だけが問題ではないので、グローバルな

パートナーに本当はなってもらいたいと、オバ

マ政権になって特にそういう中国に対する期待

があるわけですよね。それがＣＯＰ15や去年の

オバマ訪中で大分失望させられちゃって、いま

立て直しという状況になっているわけだと思い

ますけれども、アメリカだって、唯一のスーパ

ーパワーとしてやるのはしんどい、そういう体

力もなくなってきましたので、できれば中国に、

いろいろな問題の対策、対応をするときの手伝

いを、もっと強力にやってもらいたい。もちろ

ん日本にもやってもらいたいこともたくさんあ

るし、ヨーロッパにはヨーロッパにやってもら

いたいこともあるんでしょうけれども、そのよ

うなグローバルなパートナーとして中国に育っ

てほしいという純粋な期待というのは一部にあ
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ると思いますよ。 

それと同時に、しかし、戦略的にぎすぎすす

る、対抗しなきゃならない問題が存在している

わけです。そこは複雑なんですけれども、だけ

ど大きな利益としては、いま申しましたような、

中国、頑張ってよという期待だと思います。と

まれそういう事情で、時によっては非常に融和

的にみえたり、非常に対抗的にみえたりという

現象が起きるんじゃないかなと思っています。 

 

習近平の中国は荒療治ができるか 

 

司会 2 年後あたりに予想される習近平の中

国になって、社会や政治の矛盾を解消して、対

外的に、日本も含めて脅威にならないよう軍事

的にもある程度コントロールのきくという、

我々が安心できるような中国に果たしてなるの

だろうか。習近平の中国について、お伺いでき

ればと思います。 

高原 これも 100万ドルの質問ですよね。中

国の将来を予測するほど難しいことはない。大

体予測すると外れるので、あまりいいたくない

んですけれども。 

習近平さんが軍に近いことは間違いないと

思うんですね。軍からみると信頼のできる指導

者だと。この人だったらもっと予算をふやして

くれるんじゃないかとかいうふうに思っている

人もいるかもしれない。 

実際に中国がこれから深刻な国内問題を解

決していくためには、相当な豪腕が必要だと思

うんですよね。荒療治をしないといけない。既

得権益層があって、がっちりといま既得権を守

っているわけです。だから、いまもうチャイニ

ーズドリームというのはだめなんですよね。昔

だったら努力して、頑張って、いい大学に行っ

て、そこを出れば社会的地位も高くなるし、収

入もそこそこでということがあったんですけれ

ども、チャイニーズドリームがしぼんでしまっ

た。そのかわりに出てきているのがチャイナド

リームであるわけです。国民に向かって、おま

えさんはもう立派になれないかもしれないけど、

大丈夫、国がおまえのかわりに立派になってや

るから満足しろと。 

そういうナショナリズムの一つのベースは

社会のある種の閉塞感じゃないかなと思ってい

るわけですが、しかし、閉塞感が募ると爆発し

ちゃうかもしれない。じゃあ改革しなくちゃと

いう気持ちを持つ人もまた他方ふえている。逆

に、ちょっと改革しようとするとボーンと爆発

するから、絶対だめという人もいるし、もっと

待てば、もっと大変な大爆発になるから、いま

やっておいたほうがいいんだと、すごく違う意

見がどっちも強くなってきているという状況で

す。 

やはり何かしなきゃという判断を指導部が

するならば、意見をまとめるのは本当に難しい

ことだと思いますけれども、やはりやらなきゃ

といえる人が出るのであるならば、政治的な基

盤ががっちりある人でないとできないですよね。

いくら胡錦濤さんが和諧社会、調和のとれた社

会をつくるといっても、やはりだめでしたね。

それは、一つの歴史的なレッスンじゃないかな

と思うんですね。 

そういった意味で、逆説的ですけれども、習

近平さんに期待する人がもしかしたら出てくる

かもしれない。けど、その辺は、その周りにど

んな考えのアドバイザーがつくのかとか、そう

いったことは全然いまわかりませんので、やは

りよくわからないです。済みません。 

 

日米で中国封じ込めはできない 

 

質問 長期的な視点から、日米中の軍事力バ

ランスをどう先生はお考えになっていくのか、

論点を絞るために、私が試算したところ、2007

年は実績として日本 1、アメリカの軍事費が 13、

中国 3。ところが 2020 年になりますと 1 対 15

対 9。2030年に1対 16対 15ぐらいになる。さ

らに 2040年に 1対 18対 18になる。そうしたと

きにアメリカが日本を見放すこともあり得るわ

けですから、一体長期的に軍事力バランスをど

うお考えか。1 億 2,700 万の日本の生命と自由

と身体と財産をどう守るか。 

高原 いきなり 1対 18対 18にならないよう
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にしましても、いまご説明くださったようなト

レンドは間違いのないところですよね。このト

レンドにどう対応するのか。繰り返しになるの

かもしれませんが、やはり日米で中を封じ込め

ようとか、押しつぶそうとか、そういったこと

は考えても全く無駄だと思うんです。だから、

いかに 1対 18対 18の中で 1が生存と発展、そ

して自立、これを実現するのかというところに

知恵を絞るほかないと思うんですね。 

アメリカは、日本をいま軍事的には活用して

いますけれども、中国の経済がこんなに発展し

て、経済的には中国を活用していますよね。だ

から、それはもう国際政治ってそういうもので

すから、日本は役に立たないなと思ったら、も

うそれまでであって、それと同じように、日本

としてもアメリカの軍事力をどう活用して、戦

略的な共存関係にまで世界を導くのかという構

想力、アイデアと、そこへ至るまでの道筋をも

やはりきちんと考えていく。ほんとにこれから

は──これまでもそうだったのかもしれないけ

れども──外交の知恵がなければ、全く大国の

考えに翻弄されて、おたおたしちゃう。「アメ

リカさーん」といってみたり、「中国くーん」

といってみたり、おたおたしてしまうのが落ち

だと思いますので、ほんとにいまほど外交の構

想力、実行力が求められているときはないわけ

ですが。 

例えば今回の事件にしましても、事件が起き

て、どれほどワシントンとだけじゃなくて、例

えばソウルとか、あるいはハノイとか、ジャカ

ルタと、きちんと意思疎通をしたうえで一つ一

つ外交の段取りを考えていったのか、ちょっと

疑問ですよね。やられたのかもしれませんけれ

ども、あまりそういう気配は――すみません、

私のほうが鈍いのかもしれません――感じられ

ないので、外交頑張れという感じですね。外交

面よろしくお願いします。 

質問 海洋の権益拡大は大きな流れで一貫

してあると思うんですね。もう一つは、権力闘

争の影響も、これは無視できないと思いますね。

その関係を、もうちょっとお話しいただければ。 

司会 あとお 2 人ほど、質問を先に受けて、

まとめてお答えいただきます。 

質問 中国側からすると、尖閣の棚上げ論は

暗黙の一種の紳士協定であるということですね。

それが日本のほうから一方的に破棄したという

か、拒否したというか、で、共同開発も断ると

いうことで、この辺の食い違いというのを、先

生のご見解をお願いします。 

質問 尖閣諸島について、日米安全保障条約

の範囲に入るとはいうけれども、第七艦隊に守

ってもらうのは均衡を失しているという感じも

いたします。ある程度のことが海上自衛隊はで

きるんじゃないかという感じを持っております

ので、お伺いしたいと思います。 

高原 どうもありがとうございました。それ

ではできるだけ簡潔に手短にお答えしていきた

いと思うんですけれども。 

「韜光養晦」といいながら海洋戦略があって

というのはまさにそのとおりで、中国のある先

生がいっていておもしろいなと思ったんですけ

ど、「韜光養晦」という言い方もそもそもよく

ないというんですね、その人は。なぜかという

と、「韜光養晦」というと、やはり何となく臥

薪嘗胆的な響きがあって、また強くなったらや

ってやるぞという響きがある。これはやはり基

本的な国際協調路線とはいえないんじゃないか

ということです。 

確かに対外的には平和発展という言葉もあ

って、いま経済発展に精力を集中している中国

としては、あくまでも平和な国際関係を築くと

いうことに利益があるんだという、鄧小平の言

葉は確かに正しいと思うんです。それと同時に、

やはり中国は軍事力を信奉する国であって、そ

れでなおかつ台湾との間の統一は北京からみる

とまだできていないし、東シナ海であれ、南シ

ナ海であれ、本来自分のものだと思っている島

嶼はほかの国の実効支配下にある、これをいつ

か取り返さなければならないという海洋戦略の

ベースにある問題は、今日までずっと続いてき

ているわけであります。 

しかし、それと権力闘争がどう関係するか、

非常に難しいですね。90年代でいえば、軍の中

で、海軍や空軍だけ予算がふえるのはどういう

ものかと。陸軍はどんどん減らされて、非常に
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腹立たしい、私の粗い観察でも、そうした軍種

の間の争いというのは確かにあったように思い

ます。ただ、それとそのほかの指導者たちとの

関係がどうだったのかというのは、ちょっとな

かなか、いま、パッといい話が思いつかないん

ですけれども。申しわけございません。 

それから、棚上げ論を受け入れたことはない

という発言は、日本人からすると、前原さんが

そういうのもわかるよなという感じなんですよ

ね。どうしてかというと、やはりちょっと出発

点の認識が日本側と中国側と違っているところ

があって、日本側はもう 1895年以来ずうっと実

効支配があり、なおかつ尖閣の島のうちの4つ

は私有されているわけですよね。昔は 200人ぐ

らい住んでいたとか、工場があったとか。だか

ら 120％自分のものだと思っているわけです、

日本の人は。それなのに、中国が急に尖閣は自

分のだといい出した、という感じなわけですよ

ね。実際、周恩来さんも 1972年に公明党の竹入

委員長に対して、「あなたも関心ないでしょう、

私も関心ないですよ。だけど油の関係で一部の

歴史家が騒ぎ出して」なんていうことをおっし

ゃっているわけです。 

 

尖閣棚上げ論と認識の違い 

 

だから、そういうときに棚上げといわれても、

何かちょっとずれているんですね、意識が。棚

上げするまでもなく、そんな問題はないという

のが日本側の当時のポジションでありましたし、

基本的にはいまのポジションなので、前原さん

はそういう言い方をしたんだと思います。でも、

認識の違いというのがあるので、それを聞いた

中国側は、けしからんじゃないかというふうに

怒る。それは、認識ギャップが原因だと思うん

ですね。 

それから、海上自衛隊に何ができるか。これ

はなかなかパッと、これができますという能力

が私にはないんですけれども。いまから、特に

ワシントンとの間では、日米安全保障協力関係

をこれからどう発展させていくのかということ

を話し合う、そういう段階に来ているわけです

よね。一普天間の問題ではなくて。これは非常

にいいきっかけであるので、さっきいろいろな

危機管理のシステムの問題とかなんとか申しま

したけれども、これは議論せざるを得ないです

よね。 

日本の国際貢献のあり方、ここがすごく意見

が割れるところであって、アフガニスタンであ

れ、どこであれ、シャープな問題として時々出

てはまた沈んでいくわけです。日本の国際貢献

に軍事貢献というのがありうるかどうかと。ど

ういう条件ならば、あるいはどういう形式なら

ばありなのか、なしなのかとか。これはやはり

戦後の日本の歴史を変え得るような話なので、

一部の人がそそそっと決めるんじゃなくて、ぜ

ひこれはメディアでも大いに取り上げてもらっ

て、そういう段階が来れば議論する。国民的な

議論をしていくということが非常に重要じゃな

いか。いつの間にかワシントンのいいなりにこ

ういうふうに決まっていた、というようなこと

だけは絶対に避けなければいけないと私は思っ

ています。 

司会 長時間、先生も含めて皆さんもお疲れ

さまでした。ありがとうございました。改めて

盛大な拍手をもってお送りしたいと思います。

(拍手) 

 

（文責・編集部） 
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尖閣沖漁船拿捕事件と今後の日米中関係 
日本記者クラブ シリーズ研究会「日米中」 2010 年 10 月 22 日 高原明生 

 
１．中国側の強烈な対抗措置 
・ミスリーディングな報道、外交部発言人の激しい言葉 
・東シナ海の資源開発を巡る条約締結交渉の延期（11 日） 
・たび重なる大使の呼び出し（「12 日未明、戴秉国国務委員が緊急に呼び出し」人民網） 
・閣僚級交流停止（19 日） 
・日本人社員 4 名拘束（20 日、中国政府からの連絡は 23 日） 
・レア・アース輸出の停滞（中国政府は禁輸指示を否定）、日本貨物の通関の困難 
・船長釈放後に謝罪と賠償を要求 
・尖閣近海へ漁業監視船を派遣 

 
２．強硬姿勢の背景 
（１）社会矛盾の昂進：現状についての不満、将来についての不安 

→宗教、ナショナリズムの土壌、当局の危機感 
（２）昨年来の新外交方針：堅持韜光養晦、積極有所作為（胡錦濤＠在外使節会議） 
    戦略目標：政治の影響力、経済の競争力、イメージの親和力、道義の感化力 
    周辺の地政学的戦略拠点を築く活動を充実、強化せよ 
    →結果：中国外交の“annus horribilis” （ひどい年） 

             COP15、グーグル問題、米との安保交流中断（⇔対台武器売却）、「天安」号事件 
    への対応、ゲーツ国防長官訪中拒否（シャングリラ会議前）、「南シナ海は中国の 

核心的利益」（10 年 3 月）、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどとの漁船操

業等をめぐる紛争、ASEAN 地域フォーラム（ARF）での孤立 
（３）昨年来の軍人等の激しい言説 
    例：釣魚島問題を掻き立てる時機：日本の実力の主幹を叩く火力を持ち、琉球群

島を軍事占領できる能力を得た時

（http://opinion.nfdaily.cn/content/2010-02/22/content_9389856.htm） 
（４）権力闘争の気配 
    背景：穏健派（胡錦濤、温家宝ら）と強硬派（海軍、石油派）との綱引き（？） 
     →支持調達のためのねじれの発生（後述） 
 
３．5 中全会開催中の反日デモ 
（１）「打ち方止め」の後の「くすぶり」 
    青島への海自練習艦受け入れ、佐官級交流の延期（←日本側から中止通告）等 
（２）内陸都市でのデモ（10 月 16 日、17 日） 

http://opinion.nfdaily.cn/content/2010
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    現地当局の黙許→始動後、制御不能化というパターン 
    「和諧社会」を揶揄するスローガン 
http://www.inxian.com/20101016/15287より 

     
４．今後の日米中関係 
（１）米国と東アジア 
・短期：日中角逐で漁夫の利を得た米国 
・中長期：軍事的プレゼンスを維持するのか 

（２）日中関係の強靭性と脆弱性 
 ・経済、文化の一体化の進展→戦略的互恵関係の構築に努力することは当然 
 ・歴史問題、安全保障、尖閣、排他的ナショナリズム 
 
５．日本側から見た、今後の課題 
（１）類似事件の再発防止――日本の海上保安機能の強化 
（２）危機管理体制の整備 
（３）安保対話と防衛交流の促進――日米中の戦略的共存に向けて 
 ・日米中三ヶ国協議の始動（注：09 年 7 月の局長協議の延期） 
 ・危機管理メカニズムの構築 
（４）排他的ナショナリズムの抑制 
 ・「自立と平等と共生」を東アジア共同体の構築理念に――日本の新しい価値外交 
 ・日本が得た歴史的教訓を語る――「『核心的利益』『海上生命線』はやめた方が良い」 
（５）日本のソフト・パワーの強化 
 ・国力がなければ、メッセージも届かない 
 ・教育の重視、そして「居住面積倍増計画」の実現を 
 ・新聞に「外交面」の創設を 
 ・発信の強化 

http://www.inxian.com/20101016/15287



