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■■2021年 6月 12日 オンライン・丸川知雄「米中対立の激化と中国の世界戦略」■■ 

世界資本主義フォーラム事後報告 

趣旨説明： 

トランプ政権の必死の中国叩きにもかかわらず、中国の GDP は 2016 年にはアメリカの 60%だったのが、2020

年には 70%へ上昇し、2021 年は 76%になる見込みである（IMF の 4 月の予測による）。今後 10 年のうちに米中逆

転が生じる可能性が高まってきた。 

アメリカのバイデン大統領は、自分の任期中は米中逆転を許さない、と中国包囲網の構築を図り、中国は攻撃

的な外交を強めている。 

実現すれば 100数十年ぶりとなる世界の首位国の交代は、果たして平和裏に進むのか。 

本報告では、経済と技術の側面から、米中競争の現状を分析し、将来を展望する。 

（丸川知雄） 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2021年 6月 12日（土）午後 1時 30分～4時 30分 

●テーマ：「米中対立の激化と中国の世界戦略」 

●講師 丸川知雄 

 1964 年東京に生まれる。1987 年東京大学経済学部卒業。アジア経済研究所研究員などを経て、東京大学社会

科学研究所教授。中国経済。 

『現代中国経済』（有斐閣 2013 年）の改訂版『現代中国経済・新版』（有斐閣）を 7 月刊行予定。『パックス・

シニカ（仮題）』を執筆中。                       

5 月に『タバコ産業の政治経済学』（昭和堂）を刊行。 

 

■フォーラムの記録・質疑の部分 

【前半終了後の質疑】 

●小澤健二 中国の企業は、民間、外資、国有企業の三者から

なると丸川さんの本で読んだ。今は、どうなっているか？ 

▲丸川 後半に話しますが、通信について言えば、民間だけ

でも国営だけでもない。国家が最初に始めて、ある時点から

ファーウェイなど民間企業が成果を受け継いで伸ばしていっ

た。国が始めて、シーメンスのような民間企業が重要な役割をはたして伸ばした。新型コロナを解読した会社Ｂ

ＧＩも、人間のゲノムを解読する国家プロジェクトからスピンアウトした会社です。 

 

●伊藤誠 日中の交易が重要になってきた。中国敵視論がマスコミに出てきて、憲法改正論まで言われている。

政治と経済のねじれ現象をどう考えたらよいか。 

 

▲丸川 バイデン政権になって、日本の主流メディアの論調が変わった。トランプのときは、その特異なキャラ

クターもあり、距離を置いていた。バイデン政権になって、日本がアメリカの属国になった感がある。ＮＨＫア

ナウンサーが「覇権主義的な中国」と 5 回も繰り返していた。中国の外交ががらっと変わったわけではない。マ

スコミも、もっと落ち着いて欲しいと願っている。 
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【後半終了後の質疑】 

●柏木勉 5G によるＩoＴについて、中国は欧米や日本に対して優位性を持っているのか、お教えください。 

▲丸川 始まったばかりで、優位性を評価するには、時期尚早。IoT や５G の工業への応用が始まっており、優

位を持つことは考えられる。 

 

●河西 技術関係はよくわかりましたが、技術と関連する資本の問題、そしてその生産手段を使う経営者・労働

者の関連、…。新疆での強制労働はないと（丸川先生は）言われましたが、中国では新疆以外でも強制労働があ

る。社会主義には、大学卒でもあちらへ行け、と言われる。強制労働が付き物だと思うが、どうか？ 

▲丸川 計画経済の時代には、職業選択・居住地の選択の自由がなかった。内陸の工業建設にも動員されたり、

強制労働というのに近い状況があった。現在は違う。党員は、内陸の支援に 2 年間行けとか、はあったが、それ

以外の普通の人は、居住・職業選択の自由はある。新疆では、「（綿花摘みに）行こうね」という強いはたらきか

けはあったが「行かないと牢屋にぶち込む」といった「強制労働」は確認できない。 

 

●伊藤誠 バイデン政権の対中国政策がどうもよく理解できないので、その点で多少の補足を。 

▲丸川 少し荷が重いですが…。民主党政権は、クリントン大統領のときも大統領就任 100 日間は中国に厳しく、

その後は矛を収めた。バイデンも基本は「大きな政府、国内産業基盤充実、そうしないと中国に負ける」だが、

「中国に負ける」ばかりが報道されている。軌道に乗れば、言葉は柔らかくなる。バイデンになって、スマホア

プリの使用解除とかトランプとは多少違うが、がっかりするほど（トランプの対中政策からの）転換が進んでい

ない。米中摩擦が長引く可能性も出てきた。 

 

●高原浩之 「周辺から中心へ」(ｐ29)とすれば、今後さらに金融化し、アメリカのように工業的には空洞化す

るということはありうるでしょうか？ 

▲丸川 次の展開としては、十分考えられる。意図的にアパレル衣服の生産拠点をベトナム、東南アジアに移し

ていく流れはある。工業のセンターから高付加価値のセンターへ、という流れだ。ただ、人口が 14 億人もあっ

て懐が深いので、日本のようなペースで「空洞化」は進まない。中国はいまでもアパレル産業に強い競争力を持

っており、ベトナムやバングラデシュにそう簡単に道を譲らない。「金融化」については、アメリカとの距離はも

のすごく大きい。人民元の国際的地位もとても低い。（中国の「金融化」は）数十年先の話だと思う。 

 

●司会（矢沢国光） 関連して伺いたい。中国は 2022 年冬季オリンピックを機にデジタル人民元の運用を開始

すると言われている。それによって、ドルに代わる国際通貨としての地位拡大をねらっているのではないか？ 

▲丸川 デジタル人民元については、基本的に、国内で普及しているスマホ決裁のユニバーサル・サービスを実

現することが目標となっていると思う。現状のスマホ決裁をするにはアリババとかに加入が必要だし、電波が届

かないとできない。基盤サービスとしてデジタル人民元を用意する。デジタル人民元を通じて一気に人民元を国

際的通貨に持っていくというロードマップはないと思う。人民元が国際通貨になるためには、普通の外国人が人

民元を自由に運用できなければならないが、まだそうなっていない。 

  

●寺沢邦彦（ワートバーグ大学） 隣国である日本は対話によって中国の人権向上を進めるのか？「内政不干渉」

というが、かつてのナチのホロコーストにも内政不干渉で良かったかは議論があります。香港・新疆やかつての

天安門事件、党治国家か法治国家との違いがありますが、どう日本が交渉するのか？ 

▲丸川 ホロコーストみたいなことがあったときどうするか。これは重い問題。天安門事件のときは、日本のス
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タンスは「早く元に戻す」だった。当時、同様の民主化弾圧の問題はアジアにたくさんあり、中国だから別、と

いうことはなかった。今日、アメリカのブラック・ライブズ・マター問題や中国の新彊問題等、国内人権問題に

ついて、お互いに批判している。国際的に議論する場をつくっていけたらよい。改善のための外交カードはない

が、貿易問題にしても地球環境問題にしても、お互いに内政干渉し合うことは、普通になりつつある、人権問題

にしても、少なくとも話題にすることはできるのではないか。 

 

●五味久壽 中国人は、格差がなければ社会とはいえないと考えています。中国人はあまり「人権」は考えない。

儒教も格差の考えだ。その点はアメリカとよく似ている。 

●司会（矢沢国光） 関連して。中国では「先富論」で経済発展したが、経済格差が広がっている。経済格差に

ついては、どうか。 

▲丸川 中国にも「人権白書」があるが、中国では「生存権」が「人権」の核になっている。昨年「貧困ゼロ」

を達成し、これぞ人権の確立、としている。格差の問題は、学者レベルでは調査の対象になっており、中国で「格

差があってよい」とは考えられていない。大学入試の合格点数が「北京に戸籍がある若者は低く、四川省の若者

は高い」といった教育格差が当たり前のように存在しているが、それに対する不満は当然あるだろう。日本では

医大入試の男女格差が問題になったが。 

 

●高原浩之 54p 中国は｢もう一つの世界｣(ｐ54)を作るのではなく、アメリカの世界に入り込んで世界を丸ごと

乗っ取る戦略ではないか。ブロック化は（中国の世界戦略に対する）アメリカの防衛策。だから、米中の覇権闘

争ではないとは言えないと思います。 

▲丸川 アメリカが作ってきたＷＴＯとかＩＭＦにはいっていくのはそのとおり。だが、「乗っ取る」ではない。

乗っ取れない。国際機関のトップでも好きなようにできるわけではない。 

 

●青山雫 （１）中国の覇権主義が前から気になっている。香港。なぜこんな小さなところに躍起になっている

のか？中国は高度成長してきた。国内の軋轢が高まってきて、それを対外的に転化するために、覇権主義になっ

ているのでは？ 

 （２）新彊ウイグルの人口動態問題。東大の平野さんが中国統計年鑑から新彊ウイグル族の人口の急減につい

て書いています。それについて、どう考えるか？ 

▲丸川 （１）香港民主化になぜあのように干渉するか、ですが、国内矛盾が高まっているから、とは思えない。

国内では、1990 年代には国有企業の大リストラ等あり、日本に対してもとげとげしかった。現在は、かりかりす

るような問題はない。香港については、経済や商売ばかり熱心というイメージを持っていて、（香港の政治につい

ては）なめていたところがある。市民運動が盛り上がり、中国の伝統的な恐怖感――香港を分離される、むしり

取られることへの恐怖感――がある。 

 台湾も香港もしょせんチャイニーズの世界で、私は仮に香港や台湾が独立しようと何しようと、中国との経済

的・文化的な融合は崩れないと思っている。 

 （２）平野氏は新疆の人口統計が、漢民族＋少数民族が全人口にならない、という（『中国統計年鑑』の）統計

の乱れているところを指して「ジェノサイドの証拠」だと言っている。しかし、2020 年の人口センサスの結果が

明らかになり、指摘されている乱れは新疆の漢民族人口が大幅に過少推計されていたことに起因していることが

わかった。2018 年に 786 万人とされていた漢民族人口は 2020 年の人口センサスでは 1092 万人と判明した。『中

国統計年鑑』では 2016,2017 年は少数民族人口を、全人口―漢民族人口で算出していた。ところが、どうやら漢

民族人口が過少推計らしいと 2018 年に気づいたのか、2018 年は少数民族人口を積み上げた人口を示した。その
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結果、見かけ上 1 年で少数民族人口が 156 万人も減った。もう一つ指摘されている新疆における不妊手術の多さ

については別の機会に説明する。 

 

■閉会の挨拶 伊藤誠（世界資本主義フォーラム顧問）  

丸川さんとは長い付き合いだ。その中国研究は、実体・事実に即して客観的・正確な情報を伝え続けてくれて

いると、思い続けている。 

今日のフォーラムへの参加を楽しみにしていたが、よい会になった。丸川さんに感謝している。今後も機会を

設けて、続きをお聞きしたい。 

丸川先生、ありがとうございました。 

 

■講師（丸川知雄）の補足 

１．「一帯一路」は「巨大経済圏構想」ではないと述べた点について補足します。「経済圏」というには、その域

内と域外を区別し、域内の貿易や投資を促進するような措置（典型的には EU のような関税同盟）が不可欠です。

「一帯一路」は目下のところ中国の対外援助と対外インフラ投資の総体、という以外に形容しがたいものになっ

ています。インフラは一般には相手国の主権のもとで利用されるので、例えば「一帯一路加盟国に利用を限定す

る」といったことにはなりえません。日本は円借款で中国を含めた多数の国のインフラ作りに貢献しましたが、

だからといって日本を中心とする「巨大経済圏構想」が実現したわけではないのと同じことです。 

 

2. 中国は、「（別のもう一つの『世界』を作ろうとしているのではなく）、アメリカの『世界』に入り込んで、乗

っ取る戦略でしょう」という高原浩之さんのコメントについていえば、私もそう考えております。ただし、同じ

状況を形容するのに、私は「中国がその経済力に応じた応分の責任を果たそうとしている」と表現しており、そ

の動きは歓迎すべきものだと考えます。中国は乗っ取る下心を持っているのだから排除する、というのでは中国

をもう一つの世界作りに追い込むことになり、さらにやっかいなことになります。 

 

3. 「中国製造 2025」は広範なハイテク産業の国産化を推進することが狙いでした。その全貌は「技術ロードマ

ップ」に見ることができます。しかし、米中貿易戦争で激しく叩かれたこともあり、2018 年後半から事実上スト

ップし、2021 年の第 14 次 5 カ年計画のなかで言及がなくなりました。他方で、「中国製造 2025」の原形ともい

うべき 2010 年に始まった「戦略的新興産業」の振興政策は続いております。つまり、「名を捨てたが実は残って

いる」のが現状だと思います。ただし、ベタっと国産化率の引き上げを目指すことはもはやないと思います。そ

れよりも IC 製造にかかわる製造装置から材料、IC 設計など、米中貿易戦争のなかで弱みを露呈した部分に補助

金を出してピンポイントで弱点を補強する方針に移っていると思います。 

 

４．中国は「国家資本主義」かどうかという点について。経済全体が市場経済の原理で運営されているが、国有

企業が重要な部分で支配的なポジションにあるという状況が「国家資本主義」であると定義しますと、中国はま

さしくそれに該当します。日本は社会保険を含めた国家がサービスの買い手として膨大ではあるものの、国有企

業が営利事業を行っていないため、私の国家資本主義の定義には合致しません。 

 中国は「国家資本主義」からの脱却を目指しており、とてもゆっくりとではありますが、その方向へ動いてい

ます。国有企業は営利事業から徐々に手を引き、国有資産の投資ファンドになる方向にあります。深圳市はそれ

を先取りしており、深圳電子集団や華強集団というかつて電子製品の製造に従事していた国有企業は今はビルオ
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ーナー業に転身しています。経済の「重要な部分」も時代とともに変化します。携帯電話の無線通信網は「重要

インフラ」とみなされ、国有 3 社の寡占が続いていますが、いつの間にか人々の通信では民間企業のテンセント

が運営する「微信 WeChat」が重要になり、無線通信網は単なる「土管」になりました。銀行も重要部分とされ、

国有銀行 4 行の寡占でしたが、人々はいまやアリペイや WeChat ペイで振込も支払も資金運用もするようにな

り、銀行口座は給料が振り込まれてからアリペイ等に移る間のお金の一時的な滞在場所になりつつあるようです。 

 日本のメディアは中国経済の「異質性」を際立たせたい意図を持っているようで、国家資本主義が徐々に融解

する方向と逆行する現象があると、そればかりをことさらに強調する傾向があります。しかし、深圳市や蘇州市

など中国経済の最先端を行く地方に行きますと、大きな流れは民営化にあることを感じます。 

 

5.  少数民族の宗教・言語等の抑圧は中国の少数民族政策・「中華民族国家」政策の破綻を示しているというご

意見について。私は少数民族政策の専門家ではないので詳しくはお答えできませんが、1990 年代までは少数民

族言語のみで大学まで卒業できましたし、大学にはムスリム向けの食堂もありました。中国は多民族・多言語の

国だということは新疆や延辺などに行くと実感しました。 

 しかし、2000 年前後に 2 回新疆を訪問した際に、従来の少数民族政策の限界を感じました。中国の市場経済

が勢いを増すにつれ、新疆でも中国語を流暢に操れない少数民族は就職などで不利になってきたのです。その頃

から少数民族政策がより「国民統合」に力点を置き、中国語教育を強化する方向に変わってきたように思います。

さらに「テロとの闘い」の世界的な流れの中で、新疆では宗教活動が厳しく抑制されました。 

 私は新疆（あるいは東トルキスタン）という東西の結節点である地域において民族国家を樹立するようなこと

は土台無理であり、どのみち多民族国家の道を選ばざるをえないと思います。仮に「東トルキスタン」が独立し

たとして、1000 万人の漢民族をどうするのか、モンゴル族など他の民族はどうする、など多くの難題がありま

す。中国が統治しようが独立しようがどのみち民族間の平等や宥和を図るうえでの課題は多いことを理解しつつ、

人権抑圧の改善を促していくべきです。そして経済力を高めることが人権状況改善に寄与することも理解すべき

です。というのは、民族間の軋轢はたいてい所得格差の拡大や経済機会の不平等と結びついているからです。私

の見るところ、中国政府の新疆の少数民族に対する宗教活動の抑制は行き過ぎであり、独自の文化の抑圧につな

がっていると思います。他方で、経済機会の不平等の是正に対してはさまざまな制度や仕掛けを通じて努力して

きたことも事実です。 

 「新疆の綿花は買わない」という圧力は、経済機会の不平等是正のための努力を水泡に帰せしめるものです。

そうした圧力は、中国側にしてみれば、「西側諸国はウイグル族を再び貧困に追いやり、そうすることでテロを活

発化させようと狙っているのだ」と見えてしまうので、猛反発するのです。 

 

■司会者（矢沢国光）の感想 

 （１）丸川報告は、中国経済の発展の現状、とくに対外拡張の現状を捉え、「中国覇権主義」論に対して冷静な

対応を求めるものであった。 

 その前提となるのは、丸川先生の「事実追求」の手法で、スライド 6．7 の中国ＧＤＰ推計にあらわれている。

「私は中国のＧＤＰのフェイクぶりについてはかなり研究しています」とさらりと述べているが、ＧＤＰ以外の

利用可能な鉱工業統計等も勘案して、推計している［詳しくは丸川知雄『超大国・中国のゆくえ４ 経済大国化

の軋みとインパクト』東大出版会 2015］。 

 

 （２）中国経済の規模（ＧＤＰ）は、2009 年には日本を抜き、丸川先生の予測では 2030 年にはアメリカを抜

く。コロナ感染を封じ込め、コロナ禍による経済の落ち込みからいち早く抜け出したのも中国であった。「平均寿
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命でも米中逆転」という指摘は、中国が「先富論」によるお金持ちの増加だけでなく、国民全体の貧困からの脱

出、生活水準の底上げを達成しつつあることを示している。［スライド 3～12］ 

 

 （３）トランプ大統領による「米中貿易戦争」（スライド 26～27）は、バイデン大統領になっても続いている。

続くだけでなく、バイデン・アメリカは「民主主義・対・専制主義」の看板を掲げて、Ｇ7 諸国を、対中国封じ

込めに結集しようとしている（仏独伊はこれに距離を置いているが）。中国の経済発展は、はたして、米中の覇権

争いを必然化するものか？丸川先生は、これにたいして、第二次大戦後の冷戦時代にさかのぼって、アメリカの

「中国封じ込め」を歴史的に振り返る。米・中・日の 3 国間の関係についての以下のような指摘が興味深い（ス

ライド 13～25）： 

① ココムや「安全保障上の懸念」は、マーシャル・プランから始まるアメリカの西側世界支配のための貿易

統制として機能した。日本叩きにも利用された。 

② 日本は冷戦下でも、友好貿易、ＬＴ貿易のかたちで、中国にとっての最大の貿易相手国となっていた。 

③ ぎゃくに、日本は、アメリカの言いなりになって、またはアメリカの意向を忖度して、対米輸出や対中国

輸出を自主規制して、失敗したこともある。 

 日本は一方的にアメリカのいいなりにならずに、中国に対してもっと主体的に対応すべきだ、ということだろ

うか。 

 

（４）「一帯一路」は、はたして中国の「世界戦略」か？ 

習近平政権が言い出した「一帯一路」というキャッチフレーズが中国の経済大国化と結びついて、「中国の覇権

主義」というイメージを作り出している。 

 たしかに、中国との交易関係が大きくなったために、利益だけでなく、「被害」を被る国も出てくる。丸川先生

は、「南」つまり後発国の中には、 

• ①中国製の工業製品が流入し、国内の工業が打撃を受ける 

• ②中国製の工業製品が近隣国に流入し、工業製品輸出が減る 

• ③中国が鉄鉱石を大量に輸入するため為替レートが上昇し、工業製品の輸出が困難に 

なる国があるとして、南アフリカ、インドネシア、ブラジルを挙げている（スライド 36）。 

 では、「北」つまり先進国はどうか。今回の丸川報告では、中国と先進諸国との経済関係については、米中貿易

戦争を除いて言及されていないが、近年貿易が拡大している。輸入については、Ｇ7 すべての国が、中国からの

輸入が第三位以内である（日・米・独は第一位）。 

 フォーラムの前日、6 月 11 日からイギリスでＧ7 が開かれた。「中国の覇権主義・対・民主主義諸国」という

構図が報道されたが、冷静にＧ7 共同宣言を読むと、「中国覇権主義反対」は、Ｇ7 へのアメリカ（バイデン大統

領）の回帰を歓迎するヨーロッパ諸国の譲歩の産物のようで、フランスやドイツは、アメリカの対中国強硬姿勢

と一線を画している。 

「中国の経済発展がアメリカを抜いて世界一になる」という経済的事実を脅威と受け止め、「中国によるアメ

リカ経済体制への挑戦」、「一帯一路経済圏の形成」、「中国の覇権主義」と見る見方が流布している。 

これに対して、丸川先生は、改革開放後の中国経済の国際的地位の発展をフォローして、中国とアジア諸国と

の経済関係が（一次産品、中間財、資本財、最終製品の生産・輸出入の連鎖において）複雑になっていること、

「一帯一路」は経済圏構想ではなく中国とその他諸国の「二国間関係の束」にすぎないこと、したがって中国に

は「世界戦略」と呼べるようなものはない、とする（スライド 28～36、52～55）。この見方は、新鮮だ。 
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（５）中国覇権主義論の論拠の一つは、中国が「科学技術の独占による支配」をねらっているというものであ

る。トランプ政権は、ファーウェイ製品には機密情報を中国に伝える機能（Back door）が仕組まれているとし

て、その購入・使用を禁じた。丸川先生は、ファーウェイ製品にはそのような仕掛けがまったく見つかっていな

いこと、「技術はもともと非排他的なもの」であり、「排他的・独占的」を意味する「覇権主義」にはなじまない

ことを指摘した（スライド 38）。そして、通信技術の 1Ｇから 5Ｇへの発展を総括した上で、「技術標準を握って

勝つ、という競争ではなく、高速・低遅延の通信を使ってどのようなサービスを創造するかの競争が重要」とい

う。 

 

（６）とはいえ、軍拡競争において技術の持つ意味は大きい。経済的には「覇権主義」と無縁な技術が、政治

的軍事的に「覇権主義」に取り込まれることは避けられないのではないか。 

技術だけではない。バイデン米大統領とジョンソン英首相は、Ｇ7 会議に先立って「新大西洋憲章」を宣言し

たが、これは第二次大戦後の「冷戦体制」のかたちを変えた再現をねらうものではないか。 

中国の側に「覇権」の意図がなくても、弱体化する米英の側に「延命のための覇権主義」があれば、世界は覇

権争いに巻きこまれることになる。 

米英中仏露（独日）といった「21 世紀の列強」の動向を 16 世紀以降の世界資本主義の歴史の中で解明するこ

とが、あらためて問われていると思った。 

 

（７）米英が中国を「専制主義」と批判する最大の論拠は、香港・新彊ウイグル問題だ。本日のフォーラム参

加者の中にも、強圧的な「言論の弾圧」に対して、「条件反射的に」反発する人は多いと思う。だが、「フェイ

ク」はトランプ大統領の専売品ではない。湾岸戦争時、15 歳少女「ナイラ」の「イラク軍兵士がクウェートの

病院で新生児を死なせている」という涙ながらの米議会での証言は、イラクに対する憎悪をかき立てたが、あ

とでわかったことは、「ナイラ」は偽名で、少女はクウェートの駐米大使の娘だった。「証言」は作り話であっ

た。 

新彊綿を使用したユニクロ製品の不買を、アメリカ・バイデン政権は要求している。 

これについて、丸川先生は、新彊綿は今では機械摘みになっていること、かつてのウイグル人の綿花摘みも、

ウイグル人の貧困からの脱出を助けるための比較的高賃金の仕事であり［夫婦で 2 ヶ月半働けば、貧困線を超

える収入が得られた］、「強制労働」にはあたらないことを、示した（スライド 56～61）。 

なお、この点について丸川先生は「新疆の綿花畑では本当に「強制労働」が行われているのか？［ニューズウィ

ーク日本版 2021 年 04 月 12 日］」に詳しく書いており、この中で丸川先生は、「新彊綿強制労働」説の根拠を追っ

て、二つのレポートにたどり着くが、二つとも、「新彊綿強制労働」説の根拠にはならないことを示している。 

https://www.newsweekjapan.jp/marukawa/2021/04/post-69.php 

新彊綿強制労働説が根拠なきものであるとしても、新彊ウイグル族の「再教育」と言った問題が残ることを、

丸川先生は否定しない（スライド 62）。「百万人の強制収容」説をすべて否定することはできない、という。 

また、漢民族の側に、ウイグル族の文化や歴史を理解する姿勢が欠けている面があることも事実だと指摘す

る。 

 

（８）丸川先生は、チベットや新彊ウイグル族のような「少数民族問題」は、香港・台湾問題と違って、「解

決が難しい」という。なぜなら、「香港と台湾は民族的には同一という了解があるので、中国が「一国二政府」

さえ受け入れられれば問題は解決できる。それに対して、「新疆やチベットは二つの「国民国家」の主張が衝突

しており、解決は難しい」（スライド 55）。 

https://www.newsweekjapan.jp/marukawa/2021/04/post-69.php
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私が注目するのは、スライド 55 のタイトルが「中国の弱点：帝国だが国民国家」となっていることだ。 

6 月 12 日のフォーラムでは、これについての説明はなかったが、中国は、改革解放によって毛沢東時代の

「世界革命国家」から脱して「中華民族の国家」（国民国家）をめざしている。その中国は、同時に、清朝の版

図を引き継ぐ「偉大な中華民族の国家」（帝国）をめざしており、チベットと新彊というそれ自体独立した「国

民国家」であって当然の「少数民族」をうちに抱え込んでいる： 

帝国（毛沢東以前）→世界革命国家（毛沢東時代）→国民国家かつ帝国（毛沢東以降） 

という位置に今の中国はある。 

「国民国家かつ帝国」は、中国だけだろうか。主権国家と主権国家の関係は、（米日関係のように）形式的に

は対等であっても事実上支配・従属関係にあれば、一種の帝国（と属国の関係）と言えないか。「国民国家かつ

帝国」という矛盾は、これからどのように展開し、どうすればそこから抜け出す道が見えてくるのだろうか。

わたしたち世界資本主義フォーラムの課題としたい。 

 

スライド 55 

• 香港、台湾、新疆ウイグル自治区の問題はすべて「内政」なので、他国の口出しを許さない。 

• しかし、外から見れば中国は伸縮可能性のある「帝国」であり、香港が国内になったら外国との約束は反

故にするという姿勢は不信感を招かざるをえないだろう。 

• 香港と台湾は民族的には同一という了解があるので、中国が「一国二政府」さえ受け入れられれば問題は

解決できる。 

• 新疆やチベットは二つの「国民国家」の主張が衝突しており、解決は難しい。 

 

■参加者アンケートより 

［1］6.12フォーラムのことを、何で知りましたか？ 

 ●華金玲（慶應義塾大）・関村正悟 ［丸川先生の Facebook より］ 

 ●その他の方は、世界資本主義フォーラムからのお知らせ 

 

［2］6月 12日のフォーラムの進め方について 

 （１）事前の案内、資料の送付について、何かありましたら書いてください。 

 ●華金玲（慶應義塾大） ご講演資料を事前にいただけたのが大変よかったです。 

 

 ●小澤健二 適切でした。 

 

 ●関村正悟 よかった。 

 

 （２）当日の進め方、時間配分について 

 ●華金玲（慶應義塾大） 適宜休憩時間を入れてくださったのも良かったと思います。 

 

●関村正悟 よかった。 

 

 ●小澤健二 質疑応答の時間が、もう少しあったらよかったと思います。 
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●飯田秀夫 進行と時間配分については、まったく申し分がありません。 

 

（３）講師の）プレゼンテーションの仕方について（よかった点、わかりにくかった点、改善を要望する点な

ど） 

 ●華金玲（慶應義塾大） 目下注目されている米中関係、中国経済、そして通信技術、中国の戦略にまで時・

空間軸で説明していただけたのが良かったです。1G、2G、3Gのマップがわかりやすかったです。 

 

 ●関村正悟 丸川先生の yutube での公開講義｛政治経済学入門１４回恐らく駒場の授業か、さらに早稲田で

の中国経済と比較するとやや素人向けな感じがした。したがってあたらしい fact は感じられなかった。話すテ

ンポももう少し早いほうがよい。 

 

 ●小澤健二 内容のあるバランスの良い報告で、非常に勉強になりました。 

 

 ●飯田秀夫 とても良かったと思います。資料を画面に出しての説明はオンラインならではの良さだと思いま

す。 

  

［3］丸川氏の報告について 

（１）共感できる点、できない点、疑問点等、感想を書いてください。 

●関村正悟 覇権や技術のとらえかたが経済学者的、なんというか経済学的な薄さを感じる。政治経済学入門

のほうがすばらしいと感じました。 

 

●小澤健二 

  1 報告の内容に共感しました。ただ、習近平政権の集権制（専制性）が強い政治体制を、毛沢東以降の、あ

るいは文革収束以降の政権の流れ（権力構造）のなかでいかに評価するか、これに関する丸川氏の評価も聴きた

かった。 

2 人口構成の高齢化のなかで、中国では社会保障政策が、今後、益々重要になると考えられます。理念とし

て会主義を掲げているので、本来ならば、社会主義市場経済が最も世界にアピ－ルしうる政策分野のはずです。

中国の社会保障政策の課題にに関して、中央政府と省政府との役割分担なども含めて、機会がありましたら、あ

らためて教えていただきたい。 

3 一時、国有銀行の債務累積問題などが取り沙汰されたような記憶があります。中国における金融政策の役

割、意義をいかに評価したらよいでしょうか。 

 

●飯田秀夫 自由や人権を最大の価値観としている者にとって、中国（共産党・政府）がチベット自治区やウ

ィグル自治区、モンゴル自治区、香港で現在行っていることは全く認めることが出来ません。また、国内の漢民

族に対しても、人権抑圧が行われています。中国では生存権が人権であるとのことですが、全国民が食べられる

ようになった後の社会主義建設は基本的人権の確立を前提とした人間の解放にあるのではないのでしょうか。 

 

●五味久壽 丸川先生執筆中の本を見てあらためて考えたいのですが、「携帯電話」ないし移動体通信に収斂

して？よいのかというところに多少疑問を感じました。そこで、日ごろ感じていた問題を書いてしまったわけで

す。 
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伊藤誠先生ご紹介のようにその発想法の面白さで知られていた岩田さんでも、岩田さんとしては「どう考えて

もそうとしか考えられない」ことを問題提起したのですが、社会的にほかの人の論と並べてみれば、「そう考える

しかない」ということにはなかなかならず、「そういうことも考えられる」ということに止まってしまったのでは

ないかと思いました。確か岩田さんは「中国の大学の連中とは議論したけれど、一般の人が何を考えているかに

ついては考えなかった」と振り返っていました。 

  

（２）丸川氏に質問したかったこと、質問したがさらに突っ込んで聞きたかったことがあったら、書いてくださ

い。 

 

 ●小澤健二 新疆ウイグル問題について。知識がないので的外れの感想になります。新疆ウイグル問題は、現

在、新疆ウイグルでは異質な二つの社会が並存し、この二つの異質の社会の共存の困難性と理解してよいでしょ

うか。新中国の成立以前のウイグルは、人口密度が希薄な牧畜とオアシス的な商業・農業との混合社会であった

ように思われます。しかし、新中国統治下でソ連との国境警備を兼ねつつ、屯田兵的な方策を通した漢民族の大

量移入による開拓、灌漑による草地の耕地化、それによる綿作、穀作、トマトなどの耕種農業の展開（旧中国に

特有な）は、伝統的なウイグル社会とは全く異なる農耕社会の出現のように思えます。これと共産党統治下での、

宗教による社会的影響力の最大限の抑圧が相乗している、と考えてよいでしょうか。 

 

●関村正悟 経済学的切り口だと事実の解釈が一面的になるのでは。軍事覇権の基礎はそれに投入できる経済

力によるし、また軍事力を決定する重要な要因は技術開発力であり、その基礎として経済力がある。したがった

米国が中国の経済力をそごうとするのは当然である。と思いますがどうでしょうか。一年ほど前に丸川先生の中

国の多国籍企業論を枕詞に極めて表面的な稚拙な論文を作りました。もしお時間がありましたらご笑覧いただけ

れば幸いです。 

 

●飯田秀夫 ウィグル自治区で強制労働や収容所隔離が確認されていないという説明でしたが、このことが西

側世界のでっち上げ報道とは思えないのですが。 

 

 ●五味久壽 格差の問題を唐突に言い出しましたので面食らわれたことと思います。中国は歴史的に見て地域

的にもまた社会的にも大きな格差の存在するところが、それを中国の人々が積極的に肯定するというところにお

いて、アメリカで言う「能力による資本主義」と共通性があると思います。 

 

●青山雫 中国統計年鑑中の各自治区ごとの少数民族人口推移は 2018 年度版と 2020 年度版（下記 URL）で

参照出来て 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm 

それによると、新彊ウイグル自治区では 

2017 年 1654.48 万人 

2019 年 1489.94 万人 

と３年間で 164.54 万人もの減少となっています。これ自体には統計処理上の誤差といった余地は入り込めない

ように読めます。これはジェノサイド以外で説明付かないのではないでしょうか。中国統計年鑑と丸川さんの上

げられた人口動態推移（出典は？）とかなり相違があるようです。 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm
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●矢沢国光 

 ①「中国製造 2025」のねらいは何だったのか？これについて、中国政府が語らなくなったのはなぜか？ 

 ②丸川著「国家資本主義から混合所有制経済に向かう中国」2015 における「中国国家資本主義論」のその後の

発展は？［私は、第一次大戦後の現代資本主義は多かれ少なかれ「国家資本主義」だと考えます。なぜなら、「総

力戦体制」による軍事経済化、福祉国家化が不可避。］ 

 ③地方政府が安く接収した国有地を土台に信用を拡張してきたと聞きます。中国経済の発展にとって、地方政

府の債務超過は、桎梏にならないか？ 

 ④一帯一路構想の要は？エネルギー・資源の確保？米日欧の中国包囲に対する対抗経済圏の形成？ 

 ⑤ロシアの「脱欧入亜」（10 月にフォーラムを予定している下斗米伸夫氏）に対する、中国の戦略は？ 

 ⑥バイデン・アメリカが日英ＥＵを誘って対中国人権批判（新彊ウイグル）を強めています。新彊綿花につい

ては、丸川先生の書いておられるように、事実を無視した非難ですが、宗教・言語等の抑圧は中国の少数民族政

策・「中華民族国家」政策の破綻を示しているように思います。陳全国政治局員の新彊政策は、やりすぎでは？

（中国共産党内から批判が出ても不思議ではない）。 

 

［3］(１)(２)をまとめて 

●高原浩之 

①前半の｢近づく米中逆転｣に関連して、質問があります。 

質疑の際よりもう少し進んで考えています。以下の２点はどうでしょうか？ 

逆転はもう規定事実に近い。問題は、第１に中国の｢周辺から中心へ｣(p29)がどうなるか、第２にそもそも中

国は社会主義か資本主義か、だと考えます。 

第１点。現在、｢世界の工場｣であるが、｢周辺｣自体がもう工業化。金融とハイテクが｢中心｣で、それは同時

に工業の空洞化･第三次サービス産業化になる(腐朽性と寄生性)。米･西欧･日本は既にそう。今後、中国もそう

なる。｢一帯一路｣がそれを促進する。 

第２点。中国は、国家が資本として機能し、官僚が階級化した官僚制国家資本主義だが、市場経済化で、私

的資本主義も発展している。しかし、基幹は国家資本主義が支配している。かって、米･西欧･日本の戦後高度

成長から言われた国家独占資本主義は、論理的存在に止まっていたが、それが現実的存在になった。その意味

で、中国は最新の資本主義、と言える(かっての最新の資本主義はドイツとアメリカ→二度の大戦と覇権移

行)。覇権闘争の中で、むしろ米･西欧･日本が中国型に向かうのではないか。 

②後半の｢中国の世界戦略と弱点｣に対しては、意見、というより批判です。 

 第１。｢一帯一路｣は、｢二国間協定の束｣(p53)でも、中国とＡ･Ａ･ＬＡの関係が｢中心－周辺｣の関係へ進む

(中国は工業→金融･ハイテク）。やはり｢巨大経済圏｣です。 

中国は｢専制主義陣営を率いる意志はない｣(p54)。｢もう一つの世界｣(p54)ではなく、アメリカの｢世界｣に入

り込んで、乗っ取る戦略でしょう(かってのイギリス覇権に対するドイツではなくアメリカ)。｢民主主義対専制

主義｣=ブロック化はアメリカの防衛戦略。 

｢一帯一路｣の主流はアフリカに向けた西進。しかし、米中は台湾と南中国海で衝突する(かってドイツと英仏

の植民地をめぐる闘争もヨーロッパで衝突)。世界覇権をめぐる闘争はそういうものでしょう。 

第２。｢香港と台湾は民族的には同一という了解があるので中国が『一国二政府』さえ受け入れられれば問題

は解決できる｣(p55)。全体主義とブルジョア民主主義は大違い。香港と台湾の人民の意志が第一義。それを見

るべきです。それは、明らかに、民主主義のために、｢一国二制度｣=高度な自治と事実上の国家的分離･独立で
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す(ドイツとオーストリアは同じ民族の２つの国家)。この自己決定権は支持されるべきです。 

｢漢民族は出ていけと主張しているが 800万人もの人々を『浄化』するつもりなのだろうか｣(ｐ63)。この論

理だと、かっての｢満州国｣の日本人はそのまま住んでいいことになる。｢イスラエルとパレスチナのような問

題｣｣(ｐ63)。国家と領土がなく、抑圧を受け続けたユダヤ人と漢族は全く違う。ウィグル･チベット･モンゴル

など国内少数諸民族の自己決定権(分離･独立の自由)を認めるべきです。 

中国は封建的中華帝国の領土をそのまま受け継ぎ、民族自決権を否定し(自治しか認めない)、漢族による少

数諸民族の併合と抑圧を継続してきた。それを批判すべきです。これはソ連と中国、20世紀社会主義の破綻の

大きな問題です(ソ連は自決権を名目的には認め実際的に否定)。 

 

［4］その他 フォーラムの進め方、取り上げてほしいテーマ・講師など 

●華金玲（慶應義塾大） 継続してたくさんの開催を期待しています。 

------------------------------------------------------------------ 


