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研究会「権力移行期の世界 ⑪ 中国」 

中国共産党大会後の中国 
 

興梠一郎 神田外語大学教授 
２０１２年１１月２７日 

 
 世界が目をこらす中で胡錦濤体制から習近平体制へ指導部の移行を果たした中

国共産党は、どこへ向かっていくのか。外からは見えにくい権力闘争の内部事情

から始まって、社会・経済構造の急速な変化と、それらについて行けない政治の

問題点などについて、豊富な知見と具体的な観察結果をもとに、パワーポイント

を駆使して鋭い分析を展開した。何よりも、貧富の格差や深刻化する腐敗などに

対し、党内部からも「統治の合法性」についての危機感と疑問が高まっていると

いう指摘は重要といえそうだ。尖閣諸島をめぐる日中対立では、軍事力やナショ

ナリズムを求心力とする近代化途上の国家が隣にあるという近代史を俯瞰した認

識が欠かせないという。その上で、ポストモダンの日本が政治・外交思想として

道徳的により高い立場を忘れず、東アジアの先頭に立つ広い視野で臨めば、「戦わ

ずして勝つことも可能」だと主張した。 
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司会：高畑昭男・企画委員（産経新聞論説副委

員長） 本日は「権力移行期の世界」というシリ

ーズ研究会の 1つとして、中国の新指導部体制に

ついて中国専門家で知られる神田外語大学教授の

興梠一郎先生をお招きしてお話をうかがいます。 

興梠先生は1959年に大分県で生まれ、九州大学

を卒業後、三菱商事の中国チームに勤務されまし

た。その後、カリフォルニア大学バークレー校、

東京外語大学の大学院でそれぞれ修士課程を修了

された後、外務省専門調査員として香港総領事館、

外務省国際情報局、さらに参議院特別調査室でも

勤務されるなど、極めて幅広い分野で豊かな実務

経験を積んでおられます。 

本日はそうした鋭い現場感覚も含めて、興味深

いお話をうかがえるものと期待しております。習

近平体制移行後初めてのお話ということで話が弾

むと思いますが、楽しみにしております。 

申し遅れましたが、本日の司会は私、当クラブ

企画委員で産経新聞の高畑が担当いたします。初

めに、興梠先生から 1時間ほどお話をしていただ

いた後、質疑応答に移りたいと存じます。それで

は興梠先生、よろしくお願いいたします。 

 

興梠一郎 神田外語大学教授 本日はお招きい

ただきまして、まことにありがとうございます。1

時間ぐらい私のほうから説明させていただきます

けれども、お手元にレジメがあると思いますが、7

つほど駆け足でお話ししたいと思います。 

とりあえず、一番関心の高い党大会後の人事、

新指導部。あとは日本人ならだれでも気になって

いる反日デモ、あれは一体何だったのかというお

話と、あとは中国国内でいま一番問題を抱えてい

るのは社会です。社会がいまどうなっているか。

その後、民主化の問題だとか、経済だとか、日中

関係にも若干触れてみたいと思っています。 

最初に習近平体制についてご専門の方もいらっ

しゃると思いますけれども、私なりにちょっと整

理したものをお話ししたいと思っています。 

中国新指導部の年齢ファクター 

レジメには「現指導部」と書いていますが、も

う旧指導部になってしまいました。旧指導部のと

きにある程度人事予測というのはだれでもやって

いると思うのですが、そのときの資料をあえて使

ってみて、どのくらいその中から残ったかとか、

そんな話をちょっとしてみたいと思います。 

ごらんになったらわかるように、1 つは年齢フ

ァクターというのがあって、40年代初めごろに生

まれた人とか、67歳で中国はいまやっと上がれる。

68歳になるともうやめるという、明文化されては

いないようですが、そういった取り決めがあって、

ピッタリとその年齢でやめていったなという感じ

がします。 

江沢民前々総書記、あの人がそのときに、68歳

を超えたときに、やめるかやめないかということ

で、中で結構いろいろあったと。当時そういう逸

話もありましたが、今回はすっぱりと年齢でやめ

ているという感じがします。残ったのは習近平さ

んと李克強さんになります。 

実は党大会前にこれだけ名前が挙がっていた。

もう歴史資料になってしまいましたが、実はこれ

だけ名前が挙がっていたのです。それをそのまま

とってあるのですが、一般に出回っていた情報と

いうのがほぼ当たっていましたよね。この中で残

った人は、ご存じのように劉雲山、王岐山、張徳

江、張高麗、兪正声。つまり李源潮、汪洋、劉延

東という胡錦濤さんの直系、共産主義青年団系の

かつての部下、そういった人たちがきれいに今回

常務委員にならなかった。（スライドを示しなが

ら）この人、この人、この人は、共青団です。 

でも、年齢をじっとみていますと、李源潮さん

がいま 62 歳。5 年後は 67 歳なので、上がる可能

性があるのではないかという見方もありますし、

汪洋さんは若いですから「まあ今回はいいんじゃ

ないの」みたいな感じで。劉延東さんだけがちょ

っと年齢が引っかかるので、副総理で李克強を支

えるかな、みたいなうわさも出ていますので、今

度の全人代でどうなるかちょっとわかりませんけ

れども。汪洋さんも副総理のうわさ、李源潮さん

は国家副主席のうわさからいろいろなうわさが出

ていますけれども、今回常務委員になれなかった

からといって、終わったわけではないということ

は言えるのではないかと思います。 

こちらにいる方々、一般には劉雲山、張徳江、

張高麗、兪正声というのは江沢民系と言われてい

ます。よくご存じと思いますが、当初はそうでも、

胡錦濤さんと長いこといろいろ仕事をしていると、

別に対立しているわけではなくて、最初に出世し

たプロセスでだれに恩があるかとか、中国で言う

伯楽、そういったレベルで恩があったりとかとい

うのはあると思うのです。兪正声さんなどはお父

さんがたしか江沢民さんの第一機械工業部か何か

のときの上司ではなかったですかね。そういった

お父さんの流れとかいろいろありますので、完全

に色分けはできないのですが、むしろ共産主義青

年団のほうがしっかりとした組織なので、そっち



 

 2

で分けたほうがわかりやすいかなと。そうなると

李克強、汪洋、劉延東、李源潮というのは完全に

直系。でも、李源潮さんもお父さんは上海市の副

市長か何かやっていましたし、そういう意味では

上海閥と呼んでもいいわけですし、劉延東さんも

江沢民さんとそういったお父さんの代のつながり

がありますので、完全には対立図式ではないので

すが、あえて組織として分けると共青団が4人で、

ほかの 3人が入れなかった。ただ、いま言いまし

たように、汪洋さんと李源潮さんは年齢的には次

回、5年後にチャンスがあるかなと思っています。 

今回の序列をみればわかるように、習近平さん

と李克強さん以外は、みんな 5 年後に年齢はいく

つなんですかという話。68歳でもう上がれないと

いうわけですから、７人の年齢をみたらすぐにわ

かるということですね。結局また入れかえかなと

いう感じになりますので。 

名を捨てて実を取った胡錦濤 

今回、江沢民さんが勝利したとかよく言われて

います。江沢民派が大半を占めたと。いまの時点

だけみればそうかもしれませんが、また 5年後の

党大会で総入れかえして、例えばさっき言った共

青団系の人がバカバカッと入ってくれば今度は胡

錦濤一色になるわけで、そういった布陣かなと。

一歩退いて二歩進むみたいな。江沢民さんにメン

ツを譲って「5 年後をいただきますよ」みたいな

感じかもしれないですね。 

ちなみに王岐山さんというのは今回、彼だけお

披露目のときに青いネクタイをしていたのでちょ

っと話題になっています。ほかの人はみんな赤っ

ぽいネクタイだったのですけれども。この人は国

務院、中央政府です。要するに行政のほうのライ

ンなので、朱鎔基前首相とか温家宝首相とか、こ

のあたりの引きではないかなと思っています。 

もともとは経済を担当してもいいはずなのです

が、李克強さんが総理になってしまうので、おそ

らくバッティングするというのがあって、規律検

査とかそっちのほうに。ご本人はあまりうれしく

ないのではないかなと思うのですけれども。 

これが今度上がりますかという人たちで、いま

政治局の中に入れられています。1 ランク下の政

治局委員です。これが今度常務委員に上がる可能

性があります。例えば汪洋さん、李源潮さんはさ

っき言いました。劉延東さんはちょっと年齢があ

れなので……。これ全部共青団なのです。 

役職をみますと、決まっている人は宣伝部に入

れましたよね、劉奇葆さんという人を。 

中央弁公庁主任というのは大番頭で、いろいろ

な機密書類とか、機密電報とか、要人の健康管理

とか、ボディガードとか、中枢神経なのですが、

そこにこの人、共産主義青年団出身の栗戦書を据

えているわけです。前にいた令計画さんという人

は子供が自動車事故を起こして大スキャンダルに

なり、すぐに入れかえたのですが。この人は実質

的に胡錦濤人事で、これから胡錦濤さんの直系が

党の中枢部を取り仕切るわけです。栗さんは河北

時代に習近平さんとも接点があったといわれてお

り、双方が納得のいく人事という見方もある。だ

からある意味では形式は江沢民人事なのですが、

実質は胡錦濤人事。胡錦濤さんのいろいろな頭脳

に当たる部分が党の中枢部に入っている。 

宣伝なんかそうですよね。これでほとんど世論

をつくってしまいますし、何を削除して何を削除

しないかとか、どんな本を出してよくて、出して

よくないかとか、新聞からテレビから全部、教育

も含めてやってしまうわけですから、胡錦濤路線

というのをこの宣伝部長がこれから定着させてい

くということになりますので、そういった人事面

からみると、習近平時代というのはまだまだ先と

いうことになりますでしょうか。 

あとは、来年3月に副首相とか国家副主席とか、

この辺を持ってくるのではないかなと。もしも共

青団を 2人も副首相にしますと、これはもう完全

に李克強さんを支えるという感じになります。そ

ういったうわさも出ております。あくまでもうわ

さですから、ちょっとまだわからないのですが。 

胡春華さん。ミニ胡錦濤と言われています。た

またま苗字も同じです。が直系中の直系で、10年

後に胡錦濤人事の仕上げというか、彼の部下が総

書記につくと完全に胡錦濤さんの人事の仕上げと

いうことになります。胡春華さんはチベットでも

苦を共にしましたし、共青団でも直系の部下です。

何といっても年齢が若い。私より 4つも下です。

順当に行けば、この人が10年後に上がってくる。 

その間どんな権力闘争があるか、ちょっと予想

がつきません。李克強さんをトップにしたかった

のだろうけれども、結局いろいろあっていまはナ

ンバー２になっておりますので、これは一切予測

不能なのですが、布石という意味では、こういっ

たことを考えているのかなと。5年後、10年後に

胡錦濤時代の仕上げという感じで、決して彼は敗

北したのではなく、名を捨てて実を取った。要す

るに軍事委員会のトップも留任しませんでした。

あれで「潔い」と非常に評判が上がりました。前

任の江沢民さんは 2 年間居座って、周りからブー

ブー言われ、それでも 2 年間、軍のトップをやり
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続けたのです。胡錦濤さんも今回残るのではない

かと言われていましたが、そこはスパッとやめた。

では彼が丸裸になったかというと、そんなことは

なく、しっかりとこうやって埋めていっていると

いう感じが私にはします。 

中国社会に入った亀裂 

ここで人事の話は終わって、社会の話だとか、

今後どうなのかという話です。新指導部ができま

したが、英国の「エコノミスト」という雑誌が10

月 27日、椅子のところにどんどん亀裂が迫ってき

ている、こんな写真を載せました。イギリス人は

こうみているのかなと。これは一体何なのか。翻

訳してみますと、「習近平氏は前任者たち、いま

までのトップのように経済成長と社会の安定を結

びつけたいだろう。でも、どんどん難しくなって

いますよ」ということを書いている。 

経済がまず減速しています。これはかつてない

ことです。あと、腐敗です。今回、胡錦濤さんも

腐敗を何とかしないと党が滅び国が滅びるとまで

言っています。習近平さんもお披露目のスピーチ

で似たようなことを言っています。やはり独裁権

力のなれの果てというのは腐敗というのがあって、

この問題が非常に難しくなってきている。 

あとは、その腐敗が生み出す社会問題です。暴

動だとか、抗議行動だとか、こういったものが頻

発している。民衆が最近いらついているというこ

とを「エコノミスト」は書いているわけです。役

人たちも悩んでいる。どうやって統治していこう

かと。 

最近話題になっているのは、中国のお役人の時

計です。日本円で 100 万円とかするようなのをつ

けている人がいて、いまはネット時代で 5億人が

ネットを使っていますから、写真が載ると、拡大

してブランドがわかってしまうのです。これは

100万円以上だと。だから最近、うわさによると、

時計を逆につける人が増えていると。ベルトを上

にして（笑）。 

だから、とんでもないところから火がついてい

く。やはり 5 億人がネットを使い、8 割ぐらいが

携帯でネットをみているという世界ですから。携

帯の普及率はネットよりはるかに多い。大体、1

人 1台、農民も含めて持っているということなの

で、これはもう従来の共産党の統治システムを超

えた勢いで社会が大きくなってきている。亀裂と

いうのはいろいろな意味があるけれども、そうい

う意味もあるのかなと。 

反日デモというのは、民衆がジャーナリスト化

して現場でスマホでバンバン撮って流すのです。

これはちょっとプロっぽい写真で、どの辺から撮

ったのかなと思っているのですが。デモは最初は

こんな感じで警察に囲まれて、これは体育館に誘

導している写真です。最初は政治ショーで、中国

国民は怒っているぞという、本当に共産党の手の

ひらの上に乗ってやっているデモだったわけです。

ところが、ご存じのように途中から暴発するわけ

です。手のひらに乗らない人がいっぱい出てきて

いる。全然メッセージ性のない略奪であったり、

放火であったり、破壊であったり。従来の共産党

の箱の中で踊ってくれない人がたくさん出てきて

いる。この写真を撮っている人もそうですね。も

しかしたらプロのカメラマンかもしれません、下

に「撮影師程欣」と書いていますから。もしかし

たら新聞に載せられないからネットに流してやっ

たのかもしれない。これらの写真は海外のツイッ

ターで私がみつけたのですが、発信源は中国です。 

次の写真は、ご存じのように、日本のトヨタカ

ローラに乗っていて、右側の農村出身の男性に殴

られて倒れている李建利さん。中国で大問題にな

って、一時はこの李さんは警察を訴えるという動

きに出た。ところが、なぜか取り下げたという話

なのです。なぜ取り下げたかという理由は言われ

ていないのですが。「警察がなぜ何もしなかった

のか、責任を問う」と。これは昔の中国ではなか

ったことです。つまり、こういうことは警察がと

めなければおかしいのではないかという感覚を中

国人は持っているということです。「愛国無罪」

という感覚を持っていないということです。「私

たちの生命財産をなぜ守らないのだ。愛国だから

守らなくていいのか」という話になるから、これ

はやはり意識がだいぶ、分化してきている。 

殴っている男性、彼は田舎に逃げて帰って捕ま

ったのです。蔡洋という男性で、小学校 5年でも

う学校をやめてしまって左官をやっていた。おじ

さんを頼って、河南省の田舎から――西安は隣で、

陝西省は隣ですから――出てきて左官をやってい

た。その日暮らしの生活で、インターネットで戦

争ゲームをやったり、あとは日中戦争の映画が好

きで、日本軍が悪役で出てくるやつを小さいころ

からいっぱいみているという人で。田舎の両親の

実家に逃げ帰っているところを私服の警察官が追

いかけてきて捕まえた。 

これは中国の新聞の写真です。こういったもの

がいっぱい出回り始めて本人は逃げたといわれて

いますが、見事に捕まえて、中国の新聞が彼にイ

ンタビューまでしています。そうすると、やはり

何かむしゃくしゃする。ネットなんかにも書き込
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みをしていて「なぜおれは結婚できないのだ」と

か、「一生このままか」とか。要するに出稼ぎ農

民の苦悩ですよね。大学なんか行けるはずもない。

なので、何で目の前に、自分の年収の何十年分も

するような車に乗っているやつがいるのだという

ことになってしまうから、反日というよりも、富

に対する憎しみ。「何でおれはこれに乗れないの

だ。こいつは乗っているのに、なぜおれは乗れな

いのだ」みたいな。 

新しい階級闘争 

中国人と中国人の間のそういった階級分裂とい

いますか。革命というのはそうやって起きたわけ

ですけれども、要するに新しい階級闘争といいま

すか、社会の中に階級が分裂し始めているなとい

うイメージが非常にあって、今回の反日デモとい

うのは、私は反日の部分よりも、そこがすごく気

になった。 

これが一番典型的な写真です。一般の市民が撮

ったジャスコに突入する前の写真です。微博

（weibo）というのは中国版ツイッターといわれて

います。いま数億人が使っていますが、中国国内

で使える中国版のツイッターです。これは突入し

た瞬間です。 

これはご存じのように大変なことになって、億

単位の相当な被害が出て、保険で多少賄えたと聞

いていますが、一時は二十何億円なんていうこと

を言っていました。これはやはり日本にとって非

常にショックでした。日本企業が襲われたのは 2

年前の尖閣漁船衝突事件のとき、西安のミズノの

直営店が入られました。あれは覚えています。で

も、こんなにでかいお店ではなかったし、今回は

規模が全然違うわけです。 

あとちょっと気になったのは、日本でも一部報

道されていますが、だれかが連れていったという

うわさです。計画的に組織が。これは非常に気持

ちが悪いですね。何か闇の部分というか、何が裏

にあるのかな、と感じるので。そこは一切解明さ

れていません。本当はこれだけのでかい破壊・略

奪行為が起きたら、捜査しないとおかしいです。

普通の国ならやります。だれが首謀者なのか。調

べれば簡単にわかるのに、なぜ調べないのでしょ

うね。そこがすごく腑に落ちないです。 

さっきの自動車もそうです。あれはやはり市民

が「警察は何をやっていたのだ」という話になっ

ているから、これもある意味では、何やっていた

のでしょうねと。これだけでかい規模の破壊行為、

略奪行為が行われているのに、なぜ警察は調べな

いのでしょうか。そこが非常に謎ですね、私は。 

滋賀県ですかね、この平和堂さんは。これも一

般庶民が撮っていて、これが平和堂。これをスマ

ホでバンバン撮って、私みたいな物好きな外国人

がこうやって読むわけです。だから昔は中国で何

かあっても知る手段が非常に少なく、香港報道と

かで若干たまに文字では出ていましたけれども、

昔は写真がなかったのです。最近はもうこんな感

じで微博（weibo）に実況中継してくれるので、1

日中こういうのをみていれば結構いろいろなこと

がわかってくる。 

これは「大がかりなセットじゃないの」とか言

われたら困るのですが。まさかこのセットをつく

るとは……。パソコンの上でこういうのをつくれ

るのですかね。わかりませんが。こっちの構造と

こっちの構造は同じですし。これは後で日本のメ

ディアなども一部出していました。構造的にはほ

とんど同じですから。 

次の写真も相当ひどい話で、私これみたときシ

ョックでした。これ、日本製品ではないですよね、

ディオールというのは。報道でもありました。デ

ィオールとか、ヨーロッパのちょっと名前は忘れ

ましたが高級時計だとか、そういったものが盗ま

れているということです。 

仮に日本製を盗んでも問題ですよね。日本製品

ボイコットなわけだから。ボイコットしているも

のを盗むというのはおかしい。 

この辺は全くメッセージ性のない人たち。入り

口のシャッターをこじあけて入ったわけですが、

こういった若い子がどういう感覚を持ってやって

いるのかなと、すごく心配で、愛国なのでしょう

か。非常にショッキングな写真なのですが。 

後半はこんな感じになりました。8 月は囲い込

んで警察がルートを決めて、上からヘリコプター

で監視しながら深圳の体育館へ連れていって、国

歌を歌いながら 1周回って終わり、みたいだった

のですが、9 月はとんでもない暴走をしたという

感じ。 

次の写真なんかも、じっとみているといろいろ

なことを考えさせられます。ここまでモラルが低

下しているというのはどういうことなのでしょう

か。たとえどんな理由があっても、こういうこと

を平気でやっていいのか。これはやはり、いまま

での教育とかいろいろな問題がこの中に詰まって

いる。 

後でわかったことですが、中国政府が徐々に捕

まえ始めています。破壊行為をやった人たちを指

名手配して、新聞とか微博（weibo）に写真を載せ
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て、出てこいというのをやっているのです。さっ

きの蔡洋みたいに、ある程度何人か出てきていま

す。それをみると、プロフィールがわかるのです。

出身地をみると、大半が出稼ぎ農民です。長沙の

人ではない。長沙の外れの田舎のほうから来てい

ます。無職がすごく多い。出稼ぎに来たけれども

仕事がなくてぶらぶらしているみたいな人が非常

に多いです。 

中国の都市部の人、それなりに満ち足りている

人は、あまりこういうことはやらない。むしろさ

っきのカローラに乗っている人のように西安の都

会の人で、むしろ被害者になっている。だから日

系企業と都市部の中国人が被害者になっていると

いうのが今回の図式で、怨念みたいなものを感じ

ますよね。 

富と役人を憎む｢仇富・仇官｣ 

中国で富とか役人を憎む思想というのが最近は

びこっていて、中国政府も公式にそれを警戒して

いるような報道も一部あります。富を恨むという

のは「仇富」といいます。あと、役人を恨む「仇

官」という、この 2 つの概念、これがどうも一般

民衆に相当広まっている。だから高級時計を見た

だけで反応するとか。日本だと、例えばそんな写

真が載っていても、だれも関心ないですよね。時

計を見た瞬間に賄賂を想像するわけです。「役人

の給料はこのくらいだろう、何千元だろう。何で

こんなものを持っているのだ」という話になる。

すぐに腐敗を連想するわけです。それが胡錦濤さ

んの政治報告の「国が滅び党が滅びる」。何でそ

んな緊張しているのかと思うかもしれませんが、

それを日々感じているわけです。 

便乗のものがいっぱい反日デモで起き、その中

の 1つで、この写真はキヤノン。広東の珠海、そ

この女工さんとかが賃上げ闘争を便乗でやった。

今回便乗がいっぱい多くて、途中から反日ではな

くなって、賃金闘争とか賃上げ闘争とか、最後は

ゴチャゴチャになってしまいました。そっちが本

音だったのかなと思うぐらい。最後は反日色がな

くなった。 

ちょっとおもしろいのは、周りに武装警官がガ

チガチに固めて、デモをやれないようにしている。

非常に地域によって違う。さっきの青島では暴徒

がジャスコにバーンと突入しています。ここは最

初から外に出ていけないように囲んでいます。こ

れはやはり当局の考え方の違いです。「ここでは

絶対にやらせない」という意思が出ています。 

例えば、今回は成都のイトーヨーカドーなんか

も守っているわけです。2 年前はガラスを割られ

ましたが、絶対突入させなかった。だから、ある

場所で、ある企業は突入されるのに、ある場所で、

ある企業はやられない。これは一体何なのだろう。

中国の特徴でもありますが、場所と時期と相手に

よって違うということです。 

次も便乗の1つで、雲南省の昆明らしいですが、

横断幕をみると、「国家の領土を取り戻すなら都

市管理局と中国の腐敗した役人に行かせろ」とあ

る。これはちょっとおもしろいメッセージで、中

国の人はこれを見るとピンと来るのです。都市管

理局というのは屋台を摘発する人たちです。よく

出稼ぎの人なんかが屋台をやっていると、屋台を

ひっくり返したり、没収したり、権限以上のこと

をやる。殴られたりして死人まで出ている。だか

ら都市管理局というのは、要するに当局のいわゆ

る末端における圧政の象徴みたいな人たち。独裁

権力の。役人というのは、腐敗しているというイ

メージが定着している。 

こういう人たちというのは中国で民衆を支配し

ているというイメージが強いのです。だから、自

分たち民衆を武力で鎮圧できるのだったら、日本

人にやってみろということなのです。「中で威張

っていないで、外へ行って日本と戦え」と。非常

に皮肉っている横断幕です。 

なぜこういうことが出てくるか。これは去年の

6 月に四川省の出稼ぎ労働者が大暴動を起こして、

広東省の増城市というのがあってジーンズの輸出

拠点なのですが、屋台をやっていた四川省出身の

夫婦がいじめられたわけです。左側にある車、都

市管理局という。たまたま日本製の車ですけれど

も、人気があるのでしょうね。屋台をやっていた

ら、「おい、どかせ」とか、しょっちゅうある話

で。ちょっと手心というか、何かあげれば許して

くれたかもしれませんが、ひっくり返されてどう

のこうのという話になって。ジーンズを持ってい

こうとしていたのですかね。そしたらそこで押し

合いへし合いになって、奥さんのほうが倒された。

そこから先はうわさなのですが、お腹の赤ちゃん

が死んでしまったとかいう話になった。 

そしたら大体みんな携帯を 1人 1台持っている

ので、「四川人集まれ」ということになったわけ

です。数千人出てきたらしいです。日ごろから地

元の広東人にいじめられていると思っている人が

結構いるから、この機会に爆発という感じになっ

て交番に火をつけた。最後は武装警察が数千人、

周りから動員した人が集まって鎮圧しましたが。 

都市部における階級分裂というか、農民対都市
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市民です。戸籍制度の壁で都市市民になれない農

民です。あとは地域性。広東語ができない、外か

ら来ている、コミュニケーションもできない人た

ち。常に「外の人間」とみられている。中国社会

における非常に大きなテーマがあり、実は去年も

こういうことが起きている。だから反日デモが起

きれば、当然同じことが乗っかって起きるという

だけの話で、何も珍しくはない。 

だから、いまの中国というのは、どこでも火を

つければバーッと広がるといいますか、そういう

イメージを持っていないといけない。外交面でい

うと日本側がそういうイメージを持っていないと、

ちょっとしたことで日本企業が巻き込まれたりす

ることも起きる。これから外交をやるときには、

やはり向こうの社会事情とかそういったものを踏

まえてやっていかないと、びっくりしてしまう。

こんなに反発するのかということになってしまう。 

今回もう 1つ目立ったのは、毛沢東さんがもう

一回出てきた。ご存じと思いますが、こんな若い

人が毛沢東の写真を持っていっぱい出てきた。こ

れは天安門の前の毛沢東の写真ですが、これと似

たような写真を持っている。 

これはいろいろ裏があって、1 つは「昔はよか

った派」です。あの時代はみんな自転車だった。

カローラもないよ、みたいな。幹部以外で車に乗

っている中国人はいなかった。みんな自転車で、

人民服でよかったよな、みたいな。本当は当時大

変だったわけですが、若い人は文化大革命とかも

ちゃんと教わっていないし、大躍進運動で数千万

人餓死したなんていうのもちゃんと教えていない。

こういったものが一遍に昔はよかったよねという

話になってしまうから、非常に危険ですよね。 

今回の政治報告の中で胡錦濤さんが昔の路線は

だめだと言ったのです。昔の路線は歩まない。も

う 1つは、間違った道も歩まないということを言

った。昔の路線というのは毛沢東主義です。いわ

ゆる改革開放政策の前の毛沢東の時代には戻らな

いということをわざわざ言ったのです。間違った

道というのは民主化なのです。三権分立のいわゆ

る欧米式民主主義はやらない。両方嫌だ。左も右

もやりませんということを言いたい。今回特に左

派を意識してそういうことを言っています。 

これをやられてしまうと、もう一回──文化大

革命というのは毛沢東が金持ちと官僚を憎むため

に「反資本家」「反官僚」でやった運動ですから。

自分の政敵を倒すために民衆を動員して政治運動

をかけたわけです。今の中国でそういう人が出て

きたら、共産党の中から出てきたら、一大勢力に

なります。そういったイメージを持っているので

はないかと思います。実際に大学の先生とかいろ

いろな人がこの組織にかかわっているので、それ

は非常に警戒しているわけです。 

その裏に薄熙来がいるのではないかと言われて

いるわけです。重慶の薄熙来さん。失脚したあの

人です。あの人の周りに毛沢東主義者が集まって

いたと言われていて、彼がまたそれを使っていた

と言われているのです。学者であるとか、メディ

アであるとか。自分の個人崇拝というか「薄熙来

の歌」まである。毛沢東そっくりです。「ミニ毛

沢東化」して、政権奪取をねらったのではないか

と言われている。 

こうなってくると、共産党の中が割れて、まさ

に文化大革命で派閥が割れて政権奪取をねらうと

いうことになってしまうから、これがもし本当な

ら相当背筋が凍りつくような事態であったのでは

ないかと。 

だから今回の党大会の前なんかものすごく警備

が厳しくて、皆さんご存じと思うのですが、タク

シーの後部ガラス窓をおろすために回すハンドル

がありますね、あれを全部取っ払ったのです。タ

クシー会社に命令して。何でそんなことをするの

かと思ったら、天安門前を通ったときに、窓を開

けて、そこからピンポン球にビラをつけて投げる

やつがいると。さすがに中国ですね、ピンポン。

それに反体制的メッセージが書いてあって。そん

な手の込んだことをするのかなと思うのですけれ

ども、そこまで怖がっているのです。そんなもの

投げたからって、それで革命が起きるわけでもな

いし。 

「草や木まで兵隊にみえる」という言い方が中

国にあります。草や木をみても兵隊にみえてくる。

非常に追い詰められた感じです。民衆に包囲され

ているというイメージを持っているのではないで

すかね、おそらく。 

中国でわかりにくいというものは、いろいろあ

るのですが、簡単なデータでいえば、例えば中国

のＧＤＰは世界2位ですが、国民総所得をみると、

たしか名目だったのではないかと思うのですが、

世界銀行のことし 9月のデータでは 114 位なので

す。ジャマイカより下です。タイよりちょっと上。

だから大体1人当たりの豊かさで言うと日本の10

分の 1ぐらいになります。 

片方は超先進国で世界 2位、片方はまだ発展途

上国。バランスの悪い社会ですね。だから、カロ

ーラに乗っている人がいるかと思うと、隣でそれ

を憎んでぶっ壊す人がいる。これは日本ではちょ
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っと考えられない。けれども、それだけ二極分化

しているので、この国を治めていくということは、

どっちに合わせるかということですね。毛沢東的

に下に合わせるか、それとも鄧小平がやったよう

に上に合わせるかということをいままでやってき

た。 

中国で中間層をつくれるか 

でも、これからは金持ちのほう、持っていない

人、持っている人、両方に合わせるか、右か左か

ということになってしまうわけです。だから習近

平は中間層というのをつくらなければいけない。

非常に難しい問題がいま起きている。中国で中間

層をつくっていけるか。 

しかし、政治的には中間層というのは非常に脅

威。中間層がＮＧＯをやったり、民主化をやった

り、どこの国でもそうですよね。中間層というの

がデモをやったりしますので。中間層をつくりた

いが、つくってしまうと政治的脅威になる。もし

かしたら政党をつくってしまうかもしれない。い

ろいろな悩みがある。しかし、上か下に合わせる

と、毛沢東か鄧小平かということになってしまう。

どっちにしたって偏ってしまうということになる

ので、今後の見どころかなと思います。 

あと、中国で一番豊かなところというのは上海

の都市部で、3 万元を超えています。日本円はい

ま大体1元 12円ぐらいですか。一番所得の低いと

ころは甘粛省の農村で、大体 9 倍違う。同じ国で

9 倍違う人が住んでいますから、当然、農村から

どんどん出稼ぎに来てメイド・イン・チャイナを

つくれるということになっていたわけです。だか

ら外国企業にとってもこれはありがたいモデルだ

った。都会に出てくる出稼ぎの労働力を使って非

常に質のいい、価格競争力のあるメイド・イン・

チャイナをつくり、それで中国は外貨を稼いで、

ＧＤＰを押し上げるというモデルだった。しかし、

都会に出てきた 3,900 元の人たちが反乱を起こし

始めている。「なぜ同じ国民なのにこんなに違う

のだ」と。 

例えばカローラ。下に書いておきましたが、メ

ーカー希望価格は 12万元です。値切って 9万元。

いま、日本車はちょっと値切られているというう

わさを聞いています。12万元とすると、上海市の

都市部の人でも 4年とか 3年分の所得で買える。

日本の感覚で言うと、トヨタカローラを一千何百

万とか。超高級車ですよね。だから農民からみる

と、これはもう全く手が出ないとなってしまう。

やはりカローラを壊している彼の感覚ってどうい

う感覚だったのかなということを、これをみてい

ると感じるのです。 

先ほども言いましたが、包囲されていると。民

衆が非常に活発になってきている。中国では集団

抗議行動という概念がありますが、集団抗議とは

言いたくないので、政府は「群体性事件」「集団

性事件」と呼んでいますが、2006年以降はもう数

字を出さない。予測でいま 20万件ではないかと。

これは 5人以上の人が集まって陳情をしたり、平

和的なものも暴動も含めてこのくらい。 

割合に新しい話では、中国の新華社の雑誌に載

っていましたけれども、たしか 100 人以上の規模

のものだけでも年平均 800 件ぐらい起きていて、

延べ 20 万人参加しているというデータがありま

した。コンスタントに 5 人以上のやつがどのくら

いというのも最近出てこないのでちょっと把握で

きないのですが、とにかくＧＤＰが伸びていくの

と同じスピードで抗議が増えているというのは、

やはり発展モデルに問題があるのではないか。 

普通、社会というのは成長して経済が安定して

くると、騒ぎは減ります。でも、なぜかＧＤＰが

伸びていくと同時に抗議行動が増えているのは、

発展の仕方に問題があるのではないかと普通は思

ってしまう。これは今後の問題です。 

この写真は啓東市の王子製紙の排水パイプ抗議

運動。まさにこれ、政府が包囲されている。これ

が政府です。政府ビルの中まで入ってしまってい

る。これは公用車です。車と時計は役人のシンボ

ルと言われています。お酒、女。たまたま駐車し

ていた人はかわいそうですよね。外から用事があ

って。全部公用車とみなされて、ぶっ壊している

のです。 

規律検査委員会の報告が最近出たのですか、ま

だ読んでいないのですが、あれも規律に違反した

公用車の数が出ているらしいです。だからやはり

税金をここに使っているのだろうというイメージ

ですか。デモにはおばちゃんまで出ています。す

ごいですね。だから日本車というよりも、車に対

する憎しみみたいなものがあるのかもしれないで

すね。 

これは、お酒です。政府のビルの中に入ってい

って、酒をズラーッと並べている。要するにお酒

をもらっているぞという話なのです。自分で買っ

たものもあるかもしれませんが、ブランデーだと

か高級なやつを一個一個出して「こんなの飲んで

るぞ」と。すると、みんなウワーッと一斉に、こ

ういうおばちゃんが拍手とかして。一種の革命に

近い状況になっているわけです。 
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この写真は当時のデモを呼びかけるポスターで

すが、これをみるといろいろなことがわかる。「関

係部門は目を覚ませ」と書いてある。要するに官

僚は目を覚ませという意味なのです。これは汚水

パイプなのです。これは中国人ならだれでもわか

る、こういう格好をしているのは大体お役人なの

です。こういうソファーに座って。ちゃんと時計

していますよね。で、革靴。ここは南で暑いので、

こんな格好です。これは、どんどん汚水が出てき

ているのに知らん顔しているという意味なのです。

つまり、排水パイプを引こうとしている外資系企

業に怒りが向かっているというよりも、それをと

めない役人のほうに怒りが向かっているというこ

と。これは非常にそういうことが端的に出ている

ポスターです。こういうのをパソコンでちょこち

ょこっとつくって、ネットでバンバン流しますの

で、動員力はすごいのです。 

共産党幹部養成学校からも民主化の動きが 

民主化の問題ですが、次の写真は最近話題にな

ったものです。民衆だけが騒いでいるわけではな

い。あの胡錦濤さんの政治報告の危機感。党がな

くなり国がなくなりというのが結構共有されてい

る。中央党校という共産党幹部が出世するときに

必ずここで研修する北京郊外の学校があります。 

そこが発行している「学習時報」という新聞の

副編集長が「財経網」という雑誌のネットに書い

たことが、大問題になったのです。すぐ削除され

ました。彼が捕まったとかそういうことは聞いて

いません。 

何を書いているかというと「この10年間は問題

のほうが成績（成果）より多かった」と。これ、

普通は絶対に言わないです。普通は成績（成果）

のほうが問題より多いと言うのです。過去10年間

というのは、ちょうど胡錦濤・温家宝体制です。

ズラーッと、貧富の格差、深刻化する腐敗。有効

な社会統合ができていない、民衆の権力返還への

要求を満足──ここですよね。民衆に権力を渡し

ていない。つまり、回りくどく言っていますけれ

ども、「民主化していない」という意味なのです。

そう言うとまずいですから「民衆に権力を返還し

ていない」と回りくどく言っています。 

「中国共産党は統治の合法性の危機に直面して

いる」とここまで言っていますからね。これでは

合法性がなくなってしまうよと。つまり、ひっく

り返されるよという意味なのです。政権中枢部に

いる人がやはり一番情報が多いので、中国のメデ

ィアが流さないような写真もみているだろうし、

報告書も一般に報告するものと、上に上がるもの

は違います。メディア報道も。いろいろな内部情

報をつかんでいますので、やはり危機感は普通の

中国人より強いと思います。 

次のスライドなんかもちょっと前に話題になっ

た。2009年にやはり中央党校の教授が「ルーマニ

ア崩壊には一晩しかかからなかった。見せかけの

現象に惑わされるな。世界で最も安定しているの

は独裁ではない、民主主義なのだ。民主主義をや

らないとだめだ」。 

これ、長い論文で、中国で買える改革派の雑誌

なのですが、江沢民さんがつぶそうとしてつぶせ

なかったらしい。周りに趙紫陽の昔の部下なんか

いっぱい入っていて。このルーマニアというとこ

ろを全部中国語に書きかえてみたら、ちゃんと透

かしがみえてくる。要するにこの人が言いたいの

はルーマニアではないのです。 

結構中国の本屋さんへ行くと「ソ連崩壊の原因」

とか、こういう本が出ているのです。ソ連のとこ

ろを全部書きかえれば、何を言いたいかわかる。

民主主義が足りなかったとか書いてある。腐敗が

ひどかったとか。そういうのを中国では「影射す

る」と言いますけれども、結構そういうテクニッ

クを使うのです。 

右側はもっとストレートに言った例。この女性

教授が、革命は旧政権、つまり国民党を倒したけ

れども、独裁政治はずっと亡霊が徘徊していると。

要するに、独裁をいまだにやっているではないか、

と言ってしまったのです。 

これ全部政権中枢部の幹部養成学校の先生です。

やはり情報が多い人ほど危機感が強いということ

のあらわれで、やはり中国の変化というものは非

常に大きいものが上から下まであるのを感じます。 

例えば今回の反日デモでも、深圳でこうやって

「自由・民主・人権・憲政」というのが出ている。

この人たちは捕まったらしいのですが。ここに実

は「尖閣を守れ」というのが一番小さく出ている。

はっきり言って、尖閣より自由・民主・人権・憲

政のほうが大事だということを彼らは言いたかっ

たらしい。だから保釣、つまり尖閣を守れという

のは、一番後ろでちょこっとだけ。これ入れない

とまずいので。これはバーッとでかくして。この

人たちが前を歩いていた。生命を賭して尖閣を守

るというのを持っていたのですが、下げてくれと

言われ、おとなしく自分たちのスローガンを下げ

たらしい。 

だから本当にみんなが、若者が言いたいのは何

だったのだろうかということがわかる。 
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これは皆さんご存じのとおり、2008 年の「08

憲章」。もう随分前から民間からの民主化要求と

いうのがある。この劉暁波さんは捕まって、いま

監獄にいる。ノーベル平和賞を受賞しましたが。

その「08 憲章」の流れはとまっていないのです、

実は。当時もものすごい数が実名でサインし始め

て、当局は非常に焦ったわけです。「これはまず

い」と。ただ、一応彼を捕まえましたけれども、

この「08憲章」の意識は上から下まで持っている

人がいる。さっきの党校の先生なんかも、はっき

りは言わないけれど、同じ問題認識ですよね。結

局、政治体制が全然変わっていない。権力を独占

しているから腐敗が進行する。軍隊も国が持って

いない、党が持っている。だから民衆に発砲する。

普通、国家の軍隊というのは民衆に発砲しない。

外に向けて撃つ。 

あとは、土地が私有化されていないから、土地

がバンバン売られてしまうという話。社会保障が

ないから、なかなか消費が伸びない。こういった

問題。社会が安定しない、格差が広がる。こうい

った問題。非常に真っ当な議論なのです、「08憲

章」というのは。ただ、こうやって力でつぶされ

て、一応芽を絶ったような形になっていますが、

私はこれは広がっているなという感じを持ってい

ます。別に署名していなくても、心の中でこうい

う問題があると思っている人が結構政権内部にも

いる。ただ、それがアクションになるかどうかの

違いだけだという感じがします。 

次に経済のお話です。さっき言いましたが、Ｇ

ＤＰが世界 2 位に上がっていくプロセスで抗議行

動が同時に増えていっている。何かおかしいなと

前から感じていて、それをちょっと単純化してお

話ししてみたいのですが。 

中国ひとり勝ち時代とバブル以後 

リーマンショックを乗り切った景気刺激策とい

うのは、仕掛けは大量の融資であった。巨額の融

資で公共事業、不動産投資であるとか、あとは高

速鉄道。鉄道、道路、インフラ、こういった大公

共事業をやって需要をつくって、雇用を生み出し

てＧＤＰを伸ばした。それが非常にうまくいって、

中国ひとり勝ちみたいな感じで世界中から賛美さ

れた。というのが2009年、2010年あたりです。 

ところが、それがバブルになって、いま地方政

府は、このときにいっぱい投資会社を、別会社を

つくりまして、投資プラットホームといいますけ

れども、そこに銀行からどんどんお金を借りて、

非常にむだなものもいっぱいつくっているわけな

んです。それがここへ来てＥＵの不景気で、銀行

が回収できなくなってきている。だから地方に行

けば行くほど負債がたまっているという状況にな

っている。 

中国というのは、表向きの財政は健全なのです

が、実は地方に行くと、末端のほうでそういう負

債がたまってきている。これは実は景気刺激策の

副作用。景気刺激策は当時 4兆元と日本でも言わ

れていましたが、実は中央政府は 1兆元しか出し

ていないと言われているのです。あと残りは自分

で調達しろというシステムだった。 

地方は集める手段がないのです。そうすると、

中央がくれないから、銀行から借りましょう。銀

行も貸してくれる。どんどんつくれ、つくれとい

う話になっていくから、それであっという間にバ

ブルになって、地上げもどんどん進んでという感

じになった。これはまずいというので、2010年く

らいはちょっと引き締めて減らして、2011年もち

ょっと減らした。ところが減らしたら今度はＥＵ

の債務危機が来て、「泣きっ面に蜂」みたいな感

じで、今度は急激に景気が悪くなってきた。 

だから、ことし2012年はもう一回貸して景気を

つくろうかという話になっているのだけれども、

当局も結構慎重だと。需要がないところに、外需

がないところに、また大公共事業をやってしまう

と、また負債がたまってくるということで公共事

業、いわゆる景気刺激策を、同じものはもう一回

やれないということで、ではどうしましょう。だ

から、だれが中国のトップになろうが、これは決

断しなければいけないわけで、こういった問題が

いまある。 

中国の景気というのは、基本的には90年代から

土地を売れるようになったということです。土地

の所有権は共産主義的に国が持っていて、その上

の使用する権利だけを売却していく。これが地方

政府の財政収入になってきた。「土地財政」と言

います。だから、だれよりも土地を切り売りした

いのは地元の政府なんですね。これが農民とか、

住んでいた人に十分な補償が出ればいいのですが、

大体 7～8％（8％～10％という説もある）しか立ち退

き料が行かないと言われている。デベロッパーが

払ったら、大半の立ち退き料はいろいろな関係部

門が途中でくすねてしまう。だから立ち退くほど

貧乏になっていく。そういう仕掛けがあります。 

あとは不動産開発をやるとＧＤＰの数字が上が

ります。そうすると役人の出世にもつながる。特

に党大会が近いときなどはＧＤＰを伸ばした者が

勝ちですから、ＧＤＰをバンバン伸ばすために、
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いろいろな公共事業を無駄なものもやってしまう

ことになってしまう。これもやはり大官僚国家と

しての中国ですよね。上から任命されて派遣され

てという人が地方のトップをやっていますので、

結局北京しかみていない。「いつおれは北京に行

けるか、政治局に入れるか」とみな思っている。

下から選ばれた人ではないので、ある意味では民

意を無視して、そういったハコ物をバンバンつく

っていく。中国では「イメージプロジェクト」と

言われています。 

薄熙来さんなんかもこれで批判されています。

薄熙来さんが行ったところは、とにかく駅前がき

れいになるとか、ライトニングがすごいとか。町

がきれいになるから喜んでいる人もいますが、負

債を残して出ていくとか言われるので、そういっ

た問題が残る。 

これなどもそうですが、左側は中国で一時大人

気になった農民で、花火で大砲をつくって地上げ

部隊を追い返す人で、これは実話です。これは中

国の新聞なのですけれども、検閲されていません。

最後は暴漢に囲まれて殴られ、血を流している写

真が中国の新聞に載っていました。どかないので

す。農地で結構もうかっているので。そこへ、ど

けという話になって地上げ部隊が 100 人ぐらい来

て、花火の大砲で戦う。これは欧米でも相当報道

されました。 

右側は住宅ローンで苦しむ若者ということで、

都会でもこういう小さい家に、住宅ローンで下敷

きになっている。日本もバブルのときは大変でし

た。中国のバブルというのは国家レベルのバブル

になっています。民間がつくったバブルではない

ので、これにメス入れるのは結構しんどいかなと

いう感じがします。 

いまの状況は、ヨーロッパで景気がちょっとへ

たってきて、中国は対ＥＵ輸出が多い。一番多い

ので、ＥＵの景気とともにＧＤＰが 1 桁になって

きているという、大体のグラフなのですが。2012

年が終わったところでまたこのグラフがどうなっ

ているか。輸出主導型経済なので、外需でもって

いるところがかなり大きいわけです。ヨーロッパ

で米国で物が売れなくなってくると、公共事業で

賄うというプロセスだったのですが、消費がそれ

に伴って大きくなっていない。 

だから外需がへたると国内の公共事業というこ

とになる。でも、それもやっているとバブルにな

るから、最後は消費の購買力だと。その購買力が

いままで言いましたように社会保障だとかいろい

ろな問題があって、なかなか物が買えないという

状況になっているから、ではもう一回どうしまし

ょうかという話にいま、なっています。 

これはニューヨーク・タイムズが載せたのです

が、広州の工場でおもちゃがこれだけ余ってしま

って、欧米向けの在庫を抱えているというのが去

年の 8 月ぐらい。さっき四川の出稼ぎ農民が騒い

だ広東。大体、前は元気だったところなのです。

輸出でどんどん儲けていた。江蘇省もそうですよ

ね。元気だった輸出のエンジンがちょっとおかし

くなってきて、そこにいる出稼ぎ農民が騒ぐとい

うパターンが最近増えているのです。広州なども

昔は非常に元気だったのですけれども、こういう

ふうになってきている。 

ことしの 3月初めには中国政府もわかっていて、

これは目標値をちょっと下げなければいけないな

と。2004年から 8年ぶりに 7.5と、8を切った。

昔は「バオバー」といって 8は絶対守れという号

令が出ていたのですけれども、もう 8 は守れなく

なってきている。ということで2012年終わったと

きにどういう数字が出ているか。 

たしか第3四半期なども「7．いくつ」ぐらいで

した。7 を切ると相当きついですよね。失業者が

相当出てきますので。いまでもかなり広東とかそ

ういった輸出主導型の地域というのは出稼ぎの人

が仕事がなくてぶらぶらしているというのが出て

きています。今回の反日デモの後半、暴徒化した

人はそういう人が多いので、都市部の治安という

意味からもこれが今後非常に問題になってくる。 

最後に日本との問題ですが、日本企業というの

はやはり非常に強く、やられたばかりで、また店

をつくっているという例です。イオンは青島のジ

ャスコ黄島店というのがあれだけやられたのです

が、その直後に今度はイオン百麗広場店というの

をつくる。 

日本企業に対する地元のニーズは強い 

これは見取り図というか、そのイメージ写真で

す。ここをちょっと注目したらいいと思うのです。

地元のニーズは変わらず強い。20代～30代の家族

連れという概念です。中国がまだ日本とは違って、

高齢化が進みつつあるとはいえ、一人っ子で非常

に子どもにお金を使い、パパとママが子どもを連

れて郊外に買い物に行って、映画を見て 1日遊ん

で帰るというイメージですよね。中国はそういっ

たセグメントが拡大しているので、規模が縮小し

ていっている日本のマーケットにずっと頼ってい

るわけにはいかない。だからやはり出ていって稼

がなければいけない。そういった悲痛な思いとい
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うか、あれだけの被害を受けながらも打って出る

というイメージ。49店目だということです。 

この平和堂もそうですが、これだけやられたの

ですが、すぐにこうやって直して。「背中を向け

て逃げても、行くところはない」。これはすごい

ですね。「リスクのない商売はどこにもない」と

言っている。 

あと売上高が実は10～20％伸びている。要する

に内陸はかなり農民たちが出稼ぎに行くけれども、

広東省は物価が高いとか、思ったより金がたまら

ないとかいうので、内陸に戻っている人が結構多

い。そういった人たちが自分の地元に近いところ

で出稼ぎをやっている。内陸振興策もやっていま

すから。そういった人たちにある程度こういった

需要があるという意味で、それなりに需要が見込

めるので、これだけやられてもまだいるというこ

と。店も増やすという話を聞いています。これが

ある意味では日本経済のいまの裏の面というのか、

それだけして出ていかなければいけないという問

題がある。 

日中双方が落とし所を探り合っている 

では日中関係はどうなるかというと、財界が一

番先に発言しています。経団連中心に、早く関係

改善してくれと。経済活動に影響が出ているとい

うことは何回も言われているようですので、あと

はどこを落としどころにするかという問題。例え

ば10月にウォール・ストリート・ジャーナルで日

本でも報道されましたが、次官レベルで話をして

いるのではないかと。どういった落としどころに

なるかということは発表されていませんが、明ら

かにパタッと言い合いがとまっています。どこで

お互いにいいように終わろうかな、みたいなこと

はやっているかもしれないわけです。 

次のスライドは最近の報道。10月あたりのもの

を集めてみまして、日本側の発言と中国側の発言

を並べてみたのです。岡田副総理が地方の講演か

何かで、「議論があることは事実」という発言を

している。領土問題ではないけれども議論がある

んだと。中国は実は議論があるということにして

ほしいのです。そこを落としどころにしたい。 

あとは対話。「領土問題がないから対話もしな

い」という姿勢だったのですが、対話をする。議

論があるということを認めるというところに落と

しどころを持っていくかもしれない。 

あとは東京都が言い出しっぺなんだみたいな。

中国の日本専門家は、この人を元凶にしたらいい

のではないかということを東京でしゃべったりし

ている。この馮さんという人は、中国の日本研究

のトップだった人で、かなり影響力のある人です。

それを解熱剤に使わないかとか。あと、争いは棚

上げして現状維持にしないかとか。中国側で全く

単独で個人的に発言しているのではないと思いま

す。だから落としどころを探り合っている。 

日本側は日本側で、アメリカとの演習もちょっ

と限定的にやって、入砂島での訓練を正式断念と

か。こういった情報がばらばら出始めていますの

で、おそらく何らかの詰めというか、すり寄りみ

たいなことが行われているかもしれない。多少時

間がかかると思いますが、そういう時期にあるの

ではないかなと思っています。 

最後に、当たり前のことになりますが、ではど

うしたらいいのでしょうかという話です。私も解

決策というのはよくわかりませんが、まず最大の

貿易相手というイメージがいつも言われる。これ

は実際にそうで、9 月までは日本が一番投資して

いました。欧米が中国の投資を減らしている中で、

日本は2桁投資をしていたという事実がある。 

では、なぜ日本はそんなに中国に投資するので

しょうか。それはさっきのスーパー業界などもそ

うですが、少子高齢化。日本の子どもが減ってい

き、高齢化が進み、購買力が落ちていく。マーケ

ットが縮小していく。お隣の国は、高齢化が始ま

ったとはいえ、まだしばらくは人口が伸びていく

だろう。ということで当面はやはり自国のマーケ

ットの中だけではだめだよねということで、中国

でも生産基地から内販、中で売るというイメージ

に変わってきている。多少略奪されても、破壊さ

れても、まあ攻めで行きましょうみたいな感じな

のかなと思っています。 

ところが日本と中国の最大の問題というのは、

最近の内閣府の外交世論調査がまた出ましたが、

日本人の 8割が中国にマイナスイメージを持って

しまったのです。これは 2年前の尖閣のときにま

たはね上がって、その前の2005年の反日デモでも

はね上がって、マイナスイメージがどんどんはね

上がっています。だから国民の気持ちと経済の実

態が非常に乖離している。日本の世論と経済の一

体化というのは非常に乖離している。あとは中国

の政治体制。やはり独裁体制であるとか、これだ

け暴動が起きるというのを、やはり日本人が日々

みていると「何か違うよね」と違和感といったも

のが残っているので、どうしても日米関係だよね

というふうに最終的にはなってしまう。それで、

中国とは対立するという図式になっている。 

これは世論が、やはり非常にある意味では、中
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国のいまのああいう状況を反映しているというの

がある。結論から言うと、中国の政治体制が民主

化しないと、相互信頼関係というのはなかなか難

しいのではないかなと思います。やはり反日デモ

の図式をみても、普通の国では起きませんから。

何でこんなふうになるのだろう。例えば韓国と日

本もけんかしましたが、韓国でそういった暴動略

奪は起きていません。なぜかいつの間にか、また

韓国と日本は関係改善しつつあるようですし、場

合によっては日本で反韓デモとか起きてもおかし

くないのですが、日本人は至って冷静で、そんな

もの起きませんし。 

これはやはり国家体制。民主主義。あとは社会

の安定度、貧富の格差、そういった中国社会のト

ータルの意味での体制ですよね。これがやはり転

換しないと。日本にはよく、日米関係と日中関係

を対比する人がいて、対立構造としてみる人がい

ますけれども、日本で日米関係が重視される理由

というのは、やはりそういった価値観とか、ライ

フスタイルとか、そういったものもかなり反映し

ていると思うのです。安全保障とは別に。 

「中国ではなぜＫポップが出てこないの？」と

いうことなのです。韓国も軍事政権時代にＫポッ

プがありましたかという話になる。やはりポップ

カルチャーというものが出てくる社会の自由度と

か、そういったものが中国には求められている。

何でもかんでも党だとか政府が出てきてやってし

まうというのが一番の問題。 

とはいえ、中国の体制が変わるということでは

日本はどうしようもなくて、向こうの国民が決め

ることですよね。革命になるのか、民主化をする

のか、ソフトランディングするのか、ハードラン

ディングするのか。ですから当面は日本政府も戦

略的互恵関係。いまちょっとこれが薄れてしまっ

ていますけれども、経済は経済、政治は政治で分

けていきましょう。漁業は漁業、主権は主権。尖

閣問題はありますが、魚はけんかしないでとりま

しょうという日中漁業協定。 

紛争解決には複線軌道を 

そういったセグメントでバラバラにして紛争を

解決していくという手法をずっととってきたので、

今後もしばらくは、僕は複線軌道と呼んでいるの

ですけれども、トラックをいっぱいつくって、漁

業、資源、主権、混線しないように。それは特に

政治の責任ですよね。政治が経済を巻き込んだり、

日本人は中国に13万人も3カ月以上のビザで住ん

でいますし、上海は 5万人住んでいて、ニューヨ

ークを抜いていますから。 

外交合戦が始まってけんかになってしまうとび

くびくしているわけですよね。外で日本語をしゃ

べれないとか、出張に行くのが怖いとか。これっ

て非常に大きな経済的ダメージ。日本にとっても

中国とけんかをすると、ある意味ではアメリカに

対する交渉力も落ちてくるわけですし、ますます

特定の国に依存しなければいけないということに

なってくるから、全方位外交でいろいろな国とバ

ランスよくつき合っていくことが日本の国益にな

ってくるということですので、体制も難しいし、

なかなかつき合いにくいけれども、その辺は知恵

を絞って、あの国の体制が変わるまでは複線軌道

でやっていく。 

もう 1 つは、尖閣なんかでいろいろ騒がれてい

ましたけれども、私は日本という国は非常に成熟

している国家だと思います。あれだけの問題が持

ち上がっても、韓国の大統領が竹島に上陸しても

日本人は暴動も破壊も略奪も攻撃もなかった。こ

れは、やはりある意味では非常に市民社会という

か、非常に冷静で、そういった国家になっている。

それは例えばチャイナタウン襲撃なんかもなかっ

たですよね。仕返しの話もなかった。これはやは

り誇るべき日本のものであって、その辺はやはり

自信が最近欠落していて、ひっかき合いが多くな

っている。何か会議があると、中国と日本が相変

わらず同じレベルで言い合いしている。あれを第

三国はどうみているか。 

日本はそういう国ではないでしょう。領土問題

があることは確か。それはそれで主張すればいい

のだけれども、もうちょっと東アジアの繁栄とか、

安定の維持とか、ちょっと高い見地に立って、む

しろ中国よりも高いレベルに立って、全体を運営

していくみたいなソフトなパワーというか、そう

いったものを外交が持って違うステージに上がっ

てつき合っていくということも 1つのやり方。そ

うするとモラル面でも上に立てますし、世界から

も評価される。ああ、日本はアジアを本当に考え

ていますね、自国の利益だけでなくて東アジア全

体のことを考えているということになってくる。

その辺が最近ひっかき合いで抜けてしまっている

なというふうに私は思うので、最後にその辺を提

言として挙げて終わりたいと思います。どうもご

清聴ありがとうございました。 

≪質疑応答≫ 

司会 政治体制だけでなく、社会、経済構造、

それから最後は日中関係にも踏み込んでお話をい
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ただきました。時間がございますので、皆様から

のご質問を受けたいと思います。質問される方は

手を挙げていただいて、私がご指名します。でき

るだけ多くの方にチャンスを差し上げたいので、

手短に質問していただきたいと思います。それで

はどうぞ。 

 

質問 第 1点は、中国はいつごろから国債発行

に踏み切らざるを得なくなるか。第 2 点は、2020

年には 3億人の老齢人口になりますが、年金を支

給できるのでしょうか。やるのでしょうか。第 3

点、2013 年から 20 年までの平均経済成長率をど

のぐらいとお考えでしょうか。以上 3 点を教えて

いただきたいと思います。 

 

興梠 私、エコノミストではないですから的確

にお答えできるかどうかわかりませんが、国債と

いうのは海外に発行するという意味ですね。 

（日中政府同士で国債の持ちあいをするといっ

た動きや個人投資家向けに一部販売するという報

道もありましたが、）中国は金利もまだコントロ

ールしている段階ですので、そういった資本勘定

の開放の問題も含めて、人民元の問題ですね、金

利も含めてクリアする必要がある。だからやはり

人民元が自由にフロートできるという状況は、な

かなかやりたくないわけですね。さっきみました

ように、大半がそういった出稼ぎ農民の労働集約

型産業で彼らを食わせています。2 億人も出稼ぎ

に出ています。農村にまだ1億ぐらい余っている。

彼らの食いぶちがなくなると困る。だからそうい

った労働集約型のものをある程度残し、中国を生

産基地としてある程度価値を維持していかないと、

当面は難しい。一挙に先進国型の経済構造にはな

れない。常に中国というのはずれて進んでいると

いいますか、そういったものもあるのではないか。 

年金は既に底をついているところが結構あって、

それは常に議論されているところで、資金の調達

源ですね。難しいですよね。農村なんかは最近い

ろいろ始めていますけれども、出稼ぎの人が大体

2 億人ぐらい出ている。都会に来ているのは 1 億

いくらで、あとは自分の地元で働いている人もい

ますが、年金加入率とか非常に低いです。年金の

概念自体がまだ定着していない。都会の人は、や

はり公務員であったり、企業に所属していたり、

これは年金に入っている人がいますので。 

どの人たちが中国なのですかというと、農民の

数が非常に多いわけですから、この人たちにも全

部年金を行き渡らせるとなると、これはかなり時

間がかかりますよね。 

2020年になったとき、もう1つは財源で、これ

ももっと早目にやっておいたほうがよかったなと

思います。国民皆保険の問題。医療保険もそうで

すが、財源がだんだん底をついてくるでしょう。

さっき言いましたいろいろな面で。地方の債務が

増えているとか。2020年はちょっと予測つきませ

んけれども、かなり厳しくなっているかなと。 

2013 年から 2020 年というと、来年から 7 年ぐ

らいの成長率ですか。中国の成長率って、ＧＤＰ

自体を中国政府が信用していない（笑）。有名な

話があるんです。李克強さん、今度 3 月に首相に

なる予定ですが、皆さんご存じのウィキリークス

でアメリカの公電が暴露され、あの中に李克強さ

んの発言が出ちゃっているんです。彼が地方幹部

のトップをやっていたときの話で、ＧＤＰについ

て話しているんです。ＧＤＰというのは地方から

数字が上がってくる。地方のトップが上げてくる

わけでしょう、統計局が。「私はそれ、みていま

せん」。正確な言葉をちょっと覚えていませんが、

「じゃあ何をみているんですか」「いや、景気を

判断するのは貨物の輸送量と電力消費量と融資額、

これが正確だ。ＧＤＰは当てにならない」と。 

これは前から言われていることです。毛沢東時

代もそうです。鉄の生産。大躍進運動で鉄をつく

れというキャンペーンをやりましたよね。地方で

これだけ鉄ができましたと、数字が上がってくる

んですが、ほとんど信じていないんです。あまり

正確ではないんです。水増しして多目に言ってく

る。だって自分の出世に関係していますから。薄

熙来さんが重慶に行った途端に、重慶の成長率が

バーッと上がったとか。よくある話です。 

ただ、あえて額面どおり公式統計でお話ししま

しょうという話になると、ことし終わったところ

で（年率で）7 行っていればいいかなと。あとは

結構ターゲットどおりになるんですね。7.4 だよ

とか言うと 7.5 で終わったりするので。中国政府

に聞いていただいたほうが、その数字どおりにな

る可能性が……。6 とかになってしまうと、それ

はやばいです。何が何でも 7はキープしないとい

けないので、7にするんじゃないですかね。8をも

う一回維持できれば。 

あとは世界経済ですね。ヨーロッパとかアメリ

カの経済が持ち直せば、外需が伸びますので。神

頼みというか、それを待っている状況もあるとい

うことです。お答えできたかどうかわかりません

が、以上です。 
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質問 人事についての部分ですが、日本を含め、

メディアが一応、先ほど先生が挙げられた候補の

中に孫政才を挙げていたのですが、先生がそれを

外した理由が何かおありかどうかということが１

つ。それから、党大会のとき、去り行く 9人が並

んだ写真がありました。実は 9 人ではなくて 10

人並んでいまして、ほぼ真ん中に江沢民がいたわ

けですが、江沢民が残ったことについて、ちょう

ど天安門事件のときに趙紫陽が漏らしてしまった、

大事なことは鄧小平と相談することで合意ができ

ているんだという話がありましたが、それと同じ

ように何か内部の約束事があったんでしょうか。

もしなかったとしたら、あそこに10人並んだとい

うのは何を意味するんでしょうか。 

 

興梠 孫政才という人は、人脈から行くと温家

宝さんではないかと言われていますよね。だから

温家宝さんが 2人入れるのはちょっと難しいから、

孫政才さんは出てこなかったということで、一応、

次は、いずれは首相候補にはなっているようです

ね。ただ、国務院ラインというのは弱いんです。

要するに党のラインではないので。それはやはり

党のほうが勝ちますので。そういうラインではな

かったということではないかなと。出世しないわ

けではないので、何らかの形でまた常務委員にな

る可能性もある。 

これは別に私が選んだ 8人というよりも、当時

のいろいろな情報とかそういったものを整理した

結果、党大会直前これだけ残っていたという感じ

ですね。でも、それが割とスポッと入っていたと

いうことで、結構外部に流れてくる情報の確度が

昔よりは高くなってきている感じがするので、そ

れも中国の情報のいろいろなルートから流れるも

のが多くなってきているのか、ある意味では流す

人も出てきているのかなという感じがします。 

江沢民については、最後のお披露目のとき、常

務委員の、あのときは出ていなかったような気が

しますけれども。おそらく党大会の議長団、上に

上った 247 人。議長団で胡錦濤さんのこちら側、

ナンバー２のポジションに座っていたという話で

すよね。でもあれは5年前も出ていたんですよね。

議長団の名簿が出るときに、必ず彼はナンバー２

なので、ほかの旧常務委員なんかとは別格で彼が

2 番目に来ているという、そういう話だと思うの

です。 

長老たちの影響力 

やはり内部で一回、何か決めるときにはおうか

がいを立てるというのが鄧小平のときからあった

のでね。趙紫陽も胡耀邦も、一応名目上は党のト

ップをやっていても、必ず長老の鄧小平さんにお

うかがいを立ててから決まっていくという、もう

その辺から決まっていましたので、それがずっと

続いている。江沢民さんはそのポジションにいた。

だから胡錦濤さんも自分でいろいろなことは決め

られなかったというのもあるのではないですか。 

では今回どういう人事をやったかというと、一

応江沢民さんの影響力はまた残りましたよね。だ

けど江沢民さん、たしか86歳なんですね。5年後

は91歳。でも、最近中国の指導者というのは、非

常に医療条件もいい。最高級の医療を受けて、結

構長寿の方が多い。議長団の中にも、胡錦濤さん

の恩師、甘粛省にいたときに胡錦濤さんを抜擢し

てくれた宋平さんという人、95～96歳ですか。か

くしゃくとして座られていましたよね。だから、

やはり江沢民さんの影響力というものがいきなり

そがれていくというよりも、人脈も含めてしばら

くは残りますよ。それはね。胡錦濤さんの影響力

も明らかに残っていく。だからしばらくは江沢民

さんと胡錦濤さんの影響力というのは同時に残っ

ていく形で。寿命には勝てませんから、何が起こ

るかわかりませんが。この胡錦濤さんの影響力。

こんな感じで中国というのは進んでいくかなと。 

だから習近平さんは、上に 2人会長さんがいる

と結構大変ですよね。一応内規でおうかがいを立

てるというのを外したという話ですが、そんなこ

とを言ったって無視できないですよ、やはり長老

は。夏の人事なんか決めるときは一々、これはあ

あしろとか、いろいろな話をしてくるわけですか

ら。いろいろなうわさも流れています。うわさで

すけれども、この李源潮さんというのは入るはず

だったのに、李鵬総理、天安門事件のときに矢面

に立って鎮圧の号令を出した人です。あれは暴動

だと言って。あの人から、李源潮さんは天安門事

件に同情的だから入れるなという話が出たとか。

うわさですよ。 

この手の話というのは、私もそこにいたわけで

はないし、証拠なんかありませんから、全部うわ

さなんですが、ただ、そういううわさをだれか流

している人がいる。つまり長老がこうしろ、ああ

しろというのが結構人事で出てきているんです。

例えば薄熙来さんはだれに嫌われたのかとか。こ

れもうわさであります。薄熙来さん、本当は副総

理になりたかったのに、何で中央に残らないで重

慶に飛ばされたわけでしょう。相当彼は怒ってい

たわけです。では重慶に飛ばしたのはだれなんだ

と。薄熙来さんは当時商務部ですから、商務省で
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国務院の管轄下にいたわけでしょう。彼の上司は

だれだったんですかという話になるわけです。温

家宝さんと呉儀さんという方になるから。呉儀さ

んは副総理で、当然、後釜を選ぶ権利もあったわ

けだろうし。彼のパフォーマンスがたたって、太

子党として傲慢だったとかいろいろ言われている

ので。こういったものは後になってみると結構当

たっているところもあって。今後もそういったレ

ベルでの長老たちの影響力というのはかなり残る

かなと私はみています。 

 

質問 ちょっと先生の本当の判断を聞きたいん

ですが、要するにこの前の尖閣問題に関するよう

な暴動その他も、中国社会の矛盾とか格差が大き

いからそういうふうになるのか、あるいは政府が

国家意思を持ってそういうことをやっていたかど

うか。つまり、尖閣諸島だって日本としては別に

あそこを何も、向こうが来たからああいうふうに

なったのですし、それからその後ニューヨーク・

タイムズにバーッと広告を出しますね。 

それからこの前聞いていますと、日本人が中国

に十何万人いるというレベルではなく、アフリカ

に中国人が 100 万人ぐらいいるらしいですね。そ

ういうところで例えば繊維とかなんとか工場をた

くさんやっている。その工員たちにパラボラのア

ンテナを中国政府が渡して「困った隣人」という

大番組を流す。例えば北方領土もそうだし、竹島

もそうだし、尖閣諸島においてもそうだというわ

けで、日本を非常に悪者にするわけです。そうす

ると世界の人たちは、そういうものばかり聞いて

いると、嘘も 100 万回聞けば真実だと思うし、日

本のほうは全然そういう戦略も情報も何もやらな

いわけですよね。となってくると、国家意思とし

て日本をそういうふうにおとしめていくようなと

ころがあるのではないか。その辺が本当はどっち

なのかというのをお聞きしたいです。 

8月と 9月のデモは性質が異なる 

興梠 尖閣の流れというのはきょうちょっと省

きましたけれども、領土問題は専門家の方もいら

っしゃるから、私はそっちのほうは素人ですが、

単純に中国研究の立場から若干みると、8 月、9

月のデモの性質が違っていましたよね。8 月は香

港の活動家が上陸して強制送還。昔の小泉政権時

代のやり方ですよね。入管法で終わらせた。だか

ら 8月はデモが急速に収束していった。当時コメ

ントを求められましたけれども、終わったなと。

これは日中で話し合いをつけて、もうこれで終わ

らせようと、何か手打ちをやったみたいなイメー

ジだったんですけれども、9 月のはご存じのよう

に国有化の後ですよね。 

いろいろ報道されていますが、胡錦濤さんと野

田さんの立ち話の 2 日後の国有化で、メンツをつ

ぶされたとかいう話が日本でもいろいろな人の口

を通して流れているわけじゃないですか。 

この流れからみていくと、今回は中国側はどう

いう意思があったのだろうという話になりますが、

では 8 月の香港の活動家の上陸騒ぎというのは一

体何だったのでしょうかと。あれがまず国家意思

だったかどうかという問題がある。あれは皆さん

日本でも報道されているけれども、親中ビジネス

マンと言われる香港人がお金を出して行ったとい

う感じになる。もともと行きたかった活動家たち、

香港も選挙前だったので、あの中にその後選挙に

出た人も入っています。落ちましたけれども。曽

健成さんとかね。香港では主流ではないので。こ

ういった人たちが入っていた。 

8 月はおそらく、その段階で中国がもし国家意

思的なものを持っていれば、もっとこの問題は大

きくなっていたのではないですかね。そこでデモ

を抑えていって、最後は消えたということをみる

と、国家意思がもしあったならば、国家意思とし

てはここでは騒ぎたくない。 

党大会の前に外交でもめるというのは、あまり

やりたくないんですよ。内政外交を基本的に安定

させたいという決まりがある。メディアも含めて。

だから党大会の前にこういうことが起きると、外

交のネタを使われて反対勢力から人事を切り崩さ

れたりする可能性があるんですよね。だから、で

きるだけ外でも中でも問題を起こしたくないとい

うのが基本なんです。8 月はそういうモードでし

たよね。 

9 月はおそらく、これは予測ですが、あれだけ

くぎを刺して、でも日本は日本の事情があって、

国有化したほうが安定的に管理できますよと。東

京都が買うよりいいですよという話をして、向こ

うが理解していたと思っていたみたいなね。理解

してくれていなかったという面も言っていました

けれども、とにかく最後は国有化ということにな

った。後で、「こんなに反発が出るとは思わなか

った」みたいなことを政府関係者は言っています

よね。 

だとすると、これは中国側のほうで何かあった

わけです、おそらく。国有化というものを日本側

が十分に中国と意思疎通できなかったという意見

もありますが、もしかしたらこういうふうになら
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ないような感触を得ていたかもしれない。国有化

をこっちがやったとしても、向こうがそれほど大

きく取り上げないとか。向こうが、それはあなた

が勝手にやっていることでしょう、みたいに言っ

ちゃうとか。そこはちょっと、いまだによくわか

りませんけれども。何か勘違いみたいなものがあ

って、最後、胡錦濤さんがやらないでくれと頼み

に来た、立ち話で。その2日後にやった。 

これは仮説ですけれども、もし胡錦濤さんとい

う人がカリスマ的リーダーで、毛沢東ばりのリー

ダーであったら、黙っていろということですよ。

これはもういいんだと。大きく騒ぐなと。報道も

するなと言われちゃいますよ。 

ところが、もしかしたら、2 つ考えられる。1

つは彼が抑え切れない。周りみんなみていますか

ら、このネタを使おうと思う反対勢力。軍の中に

もいるかもしれないし、反対派閥もいるかもしれ

ない。それで彼はより強く出ないと自分の政権基

盤が切り崩されてしまう、自分の後釜も据えるこ

とができない。それを考えて、これはゴーサイン

を出して猛烈に反発してきた可能性がある。 

もう 1 つは、これもよくわかりませんが、もし

かしたら、ある程度起きてしまったのだから、こ

こで国民を総動員して 1 つの世論をつくって、求

心力としても使えるかもしれない。途中からそう

いうふうに転換したかもしれない。 

全部これ推理ですよ。推理ですけれども、結果

をみると、結果として最後に問題が大きくなった

ということは、大きくせざるを得なかったのか、

大きくしたのか。これしかないんですね。だって

8 月は静めたんですから。それを国家意思と言え

ば国家意思と言えるし、一人の政治家として派閥

抗争の中で判断したのか。 

もう一個の見方もあるんですよね。これで思い

切り騒いで困らせてやろうという勢力がいたので

はないか。スーパーを襲撃したり、いろんな問題

を起こして。こういう闇の勢力がいたのではない

かという見方もある。回答は 1 つではないんです

けど、もしかしたらいろいろなこういったものの

どこかに回答があるかもしれない。私はもうそこ

は闇の世界なので、おそらくだれもわからない可

能性があるかなと思っているんですね。 

 

質問 日本がソフトで、アジアのＯＤＡの半分

は日本がやっているわけです。そうして貢献をし

ているにもかかわらず韓国と中国がそれをおとし

めるような行動に出てきているんですね。ですか

ら大変日本は警戒しなきゃいかんと思うんです。 

興梠 2005 年でしたっけね。反日デモのとき、

明らかに年を選んで、時期を選んでやりましたよ

ね。その前も靖国参拝しているのに。あの年のあ

のタイミングでやったということは、確かにそう

ですね。そこで大キャンペーンかけて、日本は歴

史問題ちゃんとやっていないから資格はないみた

いなね。スローガンをみてもわかっているし。そ

れは明らかに政治的意思でやりましたよね。 

あの2005年のはみえやすいです。あの年は党大

会も何もないんです。比較的安定した時期ですよ

ね。胡錦濤さんはその前の年に軍事委員会トップ

になっていますし、江沢民さんもやめましたし。

2005年というのは割と余裕があった。 

ことし2012年は党大会の直前。おまけに党大会

がなかなか決まらなくてね、人事が。どんどんず

れ込んで、日程が出ないという。中でものすごい

ことが行われていて、薄熙来がこうだああだ、最

後までありましたので。何か相当ごたごたしてい

るところでバッとこれが来たのでね。だから、そ

れを利用したのか、そういう状況の中で反発を強

めざるを得なかったのか。あるいは後半ではそれ

を利用して求心力として使ったのか。一時、軍事

委員会主席に残るなんていううわさもあった。そ

れはある意味では軍の求心力みたいなものを高め

た可能性もあるので、答えが 1 つになりにくいで

す、私の中では。2005年は割とはっきりしている。

おっしゃったように。 

 

質問 軍の話をちょっとうかがいたいんですが。

習近平体制になっても一党独裁と役人たちの汚職

とかは変わらないと思いますし、暴動もどんどん

起きるだろうと思いますが、軍はその場合に、民

衆の側につくとかいう芽があるか。あるいは逆に

左派の毛沢東路線に戻るとか。軍は一枚岩なんで

しょうか、どうでしょうか。 

 

興梠 習近平さんの一番の特徴というのは、軍

歴があるという。軍の弁公庁というところで当時

の国防大臣の耿飈さんの秘書をやっていたので、

それが軍歴になっているんです。あまり長くいま

せんでしたけれども。親のコネで、一応軍歴をつ

くった。その後、地方指導者の経歴をつくってい

るから、いままでの常務委員の中では戦後世代と

しては異例ですね。軍歴を持っている。要するに

軍からみると、自分たちの身内なんです。奥さん

もそうでしょう。奥さんは軍所属の超有名歌手で

すからね。国民的歌手です。軍からみると彼はど

ういうふうにみえるかというと、普通の共産党員
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じゃないですよ。これは軍、おれたちの自分の人

間なんだというふうにみていると思いますよ。 

そうなると習近平さん、やりやすい面もありま

すけどね。求心力はつけやすいというのもあるけ

れど、逆に言うと、期待されちゃうところもある

かもわからないですね。軍の世論に飲み込まれち

ゃう可能性もある。ただ、軍はいま彼が把握して

いるというよりも、胡錦濤さんが敷いていった人

事がこれから芽が出てくるので、習近平さんが軍

を把握するのはちょっと時間がかかる。彼も人事

をそのうちやり始めるので、それからかなと。 

中国で暴動が起きたり、民主化とか、共産党に

とって脅威が発生したときにどうなるか。これは

天安門事件のときに軍は民衆に銃口を向けたわけ

ですよね。それはどうなるんでしょうかと。 

これは、1 つには太子党グループとよく言われ

ますよね。プリンス。お父さん、お母さんの世代

が革命世代で、習近平さんみたいにその血を継い

でいる人。中国では、根っこが正しくて、内が赤

いという人たち。生粋の共産党の血統です。胡錦

濤さんは違います。温家宝さんも違う。だから平

民と言われている。 

この人たちは貴族ですよね。彼らは共産党とい

うのは自分たちの会社なんです。要するにオーナ

ーです。オーナーの息子。胡錦濤さんたちはサラ

リーマン。だから、「あいつらはサラリーマンで、

おれはオーナーだ」という意識。全然違うわけで

す。おれたちの親が血を流してこの国をつくった

んだ、この会社を。そのオーナーの血筋なわけで

すよ。それはいろんな人がたぶん無意識のうちに、

薄熙来さんも持っていたわけです。だから薄熙来

さんなんかも「おれは何で出世しないんだ」とい

う話になる。うちの親父は偉かったんだよと。習

近平さんのお父さんよりおれの親父のほうが先に

政治局に入ったんだよとかね。いろいろあるわけ

ですよ。 

そういった面もいろいろあるので、おそらく守

るでしょうね、会社を。そういう意識は強いと思

います。そういう意味では彼が最初にこの会社を

つぶすわけにはいかないので。それは胡錦濤さん

でさえ言っていたんですよ。内部の講話で。私は

ゴルバチョフにはならないというようなことを言

っていた。習近平さんもそういう意識は強いと思

うから、それはさっきいった「08憲章」は、軍を

国民のものにしろというのはそういう意味なんで

す。要するに党の護衛組織としての軍という性格

は残っていくだろうし、軍の待遇をよくしていく

ということが一番です。 

「アラブの春」が始まったときに、真っ先に一

兵卒の給料を上げましたよね。こういうことをや

っていかないと、下で軍の反乱が起きると困る。

高級幹部は潤っているけれども、一兵卒は潤って

いないという仕組みが前からあるので、そういっ

たところに手当てしていかないと、パッと気がつ

いたら一兵卒に取り囲まれているということがあ

るじゃないですか。その辺は今後もやっていくと

思います。公安と軍というのは手厚く。 

 

質問 中国共産党の幹部は 9割が海外に子弟を

送り、資産をストックしておるというふうな情報

がありますよね。それで温家宝がついせんだって、

ニューヨーク・タイムズでしたか……。 

 

興梠 はい。また2弾目出されちゃいましたね。 

 

質問 2,500 億円の資産を母親中心に海外にた

め込んでいるというふうな報道がありました。せ

んだってミャンマーの会議で、どうも温家宝さん、

なるほど元気なくなったなという印象を私は受け

ましたけれども、その後の華僑での会合で、私の

ことは忘れてくれというふうなことを言って、汨

羅で亡くなった昔の詩人の詩を披露して話をした

という報道もありました。新政権になって、こう

いった幹部の、汚職なのかどうか私はよくわかり

ませんが、そういう格差を象徴するような社会体

制を首相みずからやっておって、これを新政権は

チャラにするんですかね。どういう見通しを持っ

ておられるか、そこをうかがいたいと思います。 

「共産党カンパニー」の大株主 

興梠 私、前から「共産党カンパニー」とひそ

かに呼んでいるんです。みんな株主ですよね、こ

の人たちは。大株主ですから。この会社をつぶし

たら自分の一族の利権とか全部なくなっちゃうん

です。だから人事が何でこんな激しくポスト争い

になるかというと、家族を守るためというのもあ

るんですよね。本人は商売やっていませんよ。温

家宝さんだって自分はやっていないですよ。しか

し、ニューヨーク・タイムズがだれかから（情報

を）もらったらしいけれども、ニューヨーク・タ

イムズは自分でやったと言っていますね。自分で

調査したと。もっぱらのうわさでは、これはいろ

んな海外のメディアに届いたんだと。おそらくニ

ューヨーク・タイムズはその情報源を守るために

言っているのかもしれないけれども。 

写真みました、私。ニューヨーク・タイムズの



 

 18

家系図。人脈図。彼の家族だけが身分証明書の写

真みたいなんです。ほかの人はこんな感じで撮っ

ている写真ですが、彼のお母さんの写真かな、真

正面から撮った、日本でいえば免許証みたいな写

真。あれって身分証明書かもしれないですよね。

となると中国では公安がやっていますのでね、身

分証明書は。これ、どこからとってきたものなの

か。国家機関が絡んでいるんじゃないかと言われ

ていますよ。 

だから温家宝さんのネタは、海外メディアが報

道したわけですが、発生源は中にある。非常に彼

に近いところから出ている可能性がある。あれを

みたときに私は、これは党大会前の人事の仕上げ

だなと思いました。だから彼の後継者を何人連れ

てくるか。さっき孫政才さんの話も出ましたが、

激烈な後継者を連れてくる争いがあってね。 

じゃあ、なぜそんなに自分の息のかかったやつ

を連れてきたいかというと、守ってくれるからで

すよ、自分の利権を。やめた後も安心です、自分

の部下を置いておけば。敵をそこに置いちゃうと、

前のことを全部暴かれちゃったりとかしますので

ね。こんな書類あったのとか。それはやはり安心

だというのがあって。 

もう 1 つは、やはりものすごい利権が絡み合っ

てきていて、この一族はこの業界を支配している

とか、この一族はこの業界を支配しているとか、

はっきりしてきているでしょう、結構。その利権

の奪い合いもあるんですよ。お父さんが先兵とし

て座席をとる。そうすると、それで一族がいろん

な人がそれで恩恵をこうむる。昔から中国でよく

汚職のことを「大根を引っこ抜いてみたら、いっ

ぱい根っこに泥がついていた」と。大根は 1 本で

す。でも小さい根っこがいっぱいあって、泥がい

っぱいついていた。これ、一族。お父さんが大根。

ですから、あの人脈図をみたときにそれは感じま

したけれどもね。 

別に温家宝さんがたまたますっぱ抜かれただけ

で、いろんな人のうわさは海外にいっぱい流れち

ゃっています。多いか少ないかの違いだけで。あ

とは「裸体官僚」という言葉があって、これは地

方の官僚もそうなんです。薄熙来さんもそうです。

息子はアメリカに置いていますよね。アメリカに

いなくて、息子が中国にいたら、いまごろどうな

っていますかね。だから正解だったわけですよ。

お金と一族は外に。だから奥さんもアメリカに行

ったらたぶん大丈夫だった。 

ですので、これは非常にゆゆしき問題で、胡錦

濤さんが「国が滅び党が滅びる、このままじゃ」。

なぜかというと、政権中枢部にいる人たちが「こ

の政権もつかな」と思っているわけです。いつま

た革命みたいなことが起きて、パッと気がついた

ら周りが取り囲まれて、農民が中に襲撃をしかけ

てきて……。今回の日本のスーパーだって、あれ

が政府だったらどうなりますか。 

例えば今回だって、あのデモ（啓東市の環境デ

モ）で市庁舎の中まで入ってきているわけですよ。

事務所をぶっ壊したり。こういうことが結構最近

起きています。民衆が官僚を怖がらなくなってき

ている。あとは望みの綱というのは警察だけなん

です。警察がそこでブロックしてくれるから。警

察がそっちにつかなかったらどうなりますか。銃

も持っていますよね。最後はそこだけなんです。 

相当腐敗が進んで、さっき共産党の党学校の関

係者だって、合法性が危機になってきている。民

衆から、いまのシステムはいいと思ってもらえて

いない。これはやはり権力を握っている人ほど余

計わかっているわけです。これは下手するとあし

たやられちゃうかもしれない。中国の歴史って、

数千年間それを繰り返していますから。皇帝が農

民にやられ、また農民が皇帝になり、半世紀前ま

で毛沢東はそうやって皇帝になったわけだから。

中国のそういった革命の遺伝子というものがあり

ますのでね。 

政権が変わるときに平和的に移行したというの

は中華文化圏では台湾だけですかね。 

大陸のほうは、平和に政権が移行していくとい

うのは経験していないから、また引きずりおろさ

れちゃうなと。文化大革命、いつでも起きるよな

という感覚を持っているから、やはり海外に資産

を置き、一族も置き、自分は裸で本国に残る。い

ざとなったらパッと引き出しあけたらパスポート

がいっぱい入っていて、いろんな国籍──という

のは中国でよく報道されるんです。これを「裸体

官僚」というんですね。これはやはり相当来てい

ますよね。これが一番深刻な問題だと思います。 

 

司会 最後に私からも 1つおうかがいしたいん

ですが。先ほど軍の話が出て、尖閣の話も出て、

先生は尖閣に関しては、日本側がその議論がある

ことを認めるというのが 1つの落としどころだと

おっしゃったんですけれども、実際に中国の軍の

動きをみてみますと、海洋権益の拡大というのが

着々と進んでいて、練習艦とはいえ空母も持って、

それから尖閣の領海内にたびたび、これはまだ軍

艦ではありませんが、公船の侵入が相次いで。さ

きの党大会でも胡錦濤さんが習近平体制に引き継
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ぐ話として「海洋強国の建設」と勇ましいことを

言っている。海軍発展戦略というのが昔からあっ

て、第一列島線から第二列島線へ出て行って、い

ずれアメリカを押しのけてという話が続いていて。 

この習近平体制のもとで、こうした海軍の権益

拡大というのが、これは尖閣だけではなくて南シ

ナ海でもベトナムとかフィリピンとか、了解問題

が続いて、これがやはり東南アジア諸国や日本、

アメリカにとって非常に頭痛の種になっているわ

けですが、こうした攻勢はまだまだ続くというふ

うに我慢しなきゃいけないんでしょうか。 

私などは単純なものですから、中国は力で押し

返さないとなかなかわからない国だと言われてい

る。やはりある程度力で押し返すことが日米同盟

にとって必要なんじゃないかという気がするんで

すが、その辺は先生いかがでしょうか。 

 

興梠 そうですよね。今回の軍の人事というか、

副主席を早目に決めましたけれどもね。党大会前

でしたか。軍事委員会の副主席。許其亮さんとい

うのは空軍ですよね、たしか。空軍から初めて。

空・海というのは、いままで人民解放軍の概念の

中で薄かった。陸型のゲリラ戦の伝統があって、

やはり空・海というのは力を入れていくというの

は当然だろうし。江沢民さんが党大会前に突然海

洋大学という関係者と会って海の話をしましたよ

ね。海は大事なんだと。あれは、おれも尖閣は一

言、言わせてくれということかもしれない。 

けれども、やはりこうなんじゃないですかね。

中国の発展段階というのがまずあって、近代化を

なし遂げていない、まだ。近代化途上にある国家

なんだと。非常にナショナリズムも強く、国家の

統一性もまだとれておらず、軍の力が強かったり、

党の特権階層が財閥化していたり。これ、どこか

でみたような風景というかね。あらゆる国家が発

展する段階で差しかかる問題というんですか、ナ

ショナリズム、こういったものを求心力にしてい

く。そういう燐国が隣にいるということです。 

我が国は何かというと、成熟し、いち早く近代

化した民主国家である。「ポストモダン」に入り

つつあるということですよね。じゃあ、これはど

うしましょう。じゃあ、こっちは同じステージま

で降りましょうかという話になるんですよ。 

だからさっき余裕を持ってという話をしたんで

すけれども、余裕を持ってというのは、別に主張

しないということではなくて、つき合い方の問題

かなと。日本にとって何が一番いわゆる国益にな

るかということですよね。発展途上のものすごい

エネルギーを発散しているような国家ですよね。

いまからバンバン追い上げていって。中国は、文

明は長いけれど、近代国家としては若いでしょう。

若いですよ。こっちはもう高齢化していっている。

文化的にもいろんな意味で。ポストモダン。これ

はどうしたらいいかという問題。文明論とかにな

っちゃうので、私の領域ではないんだけど。 

韓国も発展段階では日本を追いかけて、抜きた

いというイメージの段階ですよね、まだ。家電製

品とかも世界戦略を練ってやったりして。日本は

どっちかというと、先を突っ走っていて、追いか

けられてきているというイメージが、もしかした

らあるかもしれない。ただ、日本は制度的には非

常にもうでき上がっている国です。 

この日中韓というのが、いま火種になっている

わけですよね。貿易量は中国が 1 番。2 番目がア

メリカ、3 番目が韓国ですよね。この 3 カ国は、

日本からみると非常に経済的には大事な国なんで

す。ところが、安全保障とかナショナリズムとか

領土とか、大分前の話がこの国でいま出てきてい

る。これは僕らが慣れない問題。明治国家ができ

上がったときの日本人なら簡単だったかもしれな

い。やっちゃえ、みたいな感じだった。ところが

私たちが戦後こういう社会に生きてきて、国家が

これだけ平和が長く続き、鉄砲だとか戦車だとか

みるとびっくりするような国に育ち、私なんかそ

うですけど。これはちょっと想像を絶しています

よね。 

だから私のいま考えられることというのは、中

国というものがそういう発展段階にあって隣にい

ますと。じゃあ日本がそれで大やけどをしないよ

うに、逆に言うと、だからといって日本が尖閣問

題で中国にやり込められて、そこを奪われたりな

んてことになってくると、これはこっち側がま

た”back to the future”じゃなくて、”back to 

the past”でどんどん元の昔に戻っていって、も

う一回国粋主義が出てきて悪循環に入っていくだ

ろうから、せめてできるのは、できるだけダメー

ジをコントロールしていくという発想ですかね、

東アジア全体で。 

それがいろんなところに波及して、戦争になっ

たり、紛争になったり、平和が脅かされたりする

ことがボトムライン、それを絶対に避けるという

意思だけをはっきりさせて、そのために応用はい

っぱいあります。個別の問題で。漁業の問題、資

源の問題、安全保障の問題、尖閣の周りをどう守

るかという問題も含めて。海上保安庁はしっかり

船を増やすとか、いろんな問題もある。じゃあ構

造物をつくるのか、つくらないのか。 



 

 20

東アジア全体の平和を考える 

最低限、平和の維持と繁栄の維持というものを

日本が東アジアの先頭に立って高い見地で出して

いかないと。もうだめでしょう、同じレベルでや

っていると。それは成熟した国家のプライドとし

て、私たちは違いますよ、私たちはもっと広いコ

ミュニティーを考えていますよと。あなたの家が

これ欲しい、私の家がこれ欲しいとか、そんな幼

稚なこと言っていませんよ。もっと広い見地に立

って、コミュニティー全体の平和を考えているん

だからね、というようなメッセージを 1つでも出

せば、これはある意味ではモラル的に、道徳的に

非常に高いところに立てる。それがちょっと欠け

ている。 

一個一個の個別問題というのは、モラル的に高

い見地に立てれば、ステージに立てれば、ある程

度これは戦わずして勝てる面もあると私は思って

いるんです。だから、いま日本に求められている

のは外交思想。そういった哲学ですよね。目の前

の争いを包み込むような外交思想を持って対応し

ていけば、おそらく国際的にも評価されます。 

ＥＵというのはいろいろな問題を抱えています

けれども、そうやって過去のナショナリズムを超

えてきた面もありますのでね。ただ、ＥＵは東欧

が民主化したからできた。 

だから、北朝鮮と中国という国家がいまの政治

体制である限りは、当然こっちも防衛意識が強く

なる。そこが問題なんですね。 

だから、僕はさっき言いましたように、中国が

早く民主化して普通のわかりやすい国になってく

れて、台湾のようになって、自由に交流ができて、

言いたいことも言えて、大統領選挙もやれて。ど

ういう民主主義になるか私は想像できませんけれ

ども、そういうふうになったときに東アジアとい

うのは同じステージに立てる。だけど、日本が一

歩先を行って中国の民主化の問題を考えたり、東

アジア全体を──ちょっと抽象的になりますけれ

ども、私、この問題はむしろ抽象的に考えたほう

が出口があるんじゃないかなと思っています。 

 

司会 まだまだお話をおうかがいしたいところ

ですけれども、定刻をだいぶ過ぎておりますので、

これにてきょうは終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

 

（文責・編集部）

 


