世界資本主義フォーラム レジュメ

米中「新冷戦」と中国の広域経済圏
－グローバル資本主義下での世界経済の変容－
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A.問題の所在
1.「改革開放」以来、中国は経済力を飛躍的に上昇させた。中国の経済はアメリカと急速
に肩を並べつつある。中国は、アメリカとの対抗姿勢を見せるようになった。
2.一方、アメリカは次第に経済の相対的低下がみられるようになってきている。
「世界の警察官」からの撤退…世界体制維持コストの出し渋り（オバマ政権から）
3.しかし、中国も独自の問題を抱えている→過剰資本の処理、アメリカの干渉など。
4.両国が独自に問題を抱えつつも経済覇権を目指す結果、世界経済は米中「新冷戦」の様
相を呈している。
5.アメリカとの対抗上、中国は「一帯一路」など、独自の広域経済圏の構築を考えている。
6.アメリカは、中国に対抗しつつ経済権益を確保しなければならない。
7.しかし、経済のグローバル化により、米中「新冷戦」は「米ソ冷戦」とはその構造が根
本的に異なっている。
8.米中「新冷戦」は、グラデーション構造となっていくのではないか？
B.中国は世界経済のグローバル化にどう対処するか？
1.世界経済
1973 年、オイルショック→変動相場制へ→経済のグローバル化が進行
先進国の企業→安価な労働力を求めて途上国への投資
途上国→・先進国企業の投資を国家主導で受け入れる。
・途上国国家の利害に反しない限りで自由な経済活動を容認する。
・途上国国内の労働運動等、外資の利害に反する活動を抑圧する。
→開発独裁体制をとる→途上国の資本蓄積が進む。
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…とりわけ 1980 年代に活発化…NIEs の出現。
資本が世界的に回る→工場やオフィスなどが途上国の都市にできる→先進国の本社とつ
ながる→世界的なバリューチェーン、サプライチェーンができる…グローバル成⾧連関
グローバル成⾧連関に適した資金の流れ→基軸通貨ドルを中心に資金が世界を回る
→ドルで決裁→アメリカに還流…新帝国循環
そもそも、開発独裁→資本蓄積に伴い、国民の生活の向上。
→独裁体制が倒され、民主主義国家へと変化する。
→中国は、このように変化していない。…デジタル独裁となった。
特殊な構造。
2.世界経済の中の中国
1978 年、中国の「改革開放」→高い経済成⾧。 2001 年 12 月、中国 WTO 加盟。
2010 年、中国の GDP が世界第 2 位となる…他の途上国に比べ、成⾧著しい。

GDP 単位：100万ドル
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中国→最初は開発独裁体制だった。
→しかし、1989 年の天安門事件あたりから民主化を抑えるようになる。
→とりわけ習近平政権…「中国の夢」
「奮発有意（奮い立って事をなす）
」
…国民統合の象徴
→国内…AI と連動した国民監視システムの構築。
・習近平政権の奮発有為→韜光養晦からの変化…なぜ？
1.「中国の夢」の実現→「中華民族の偉大なる復興という夢の実現は国家の富強、民族の
振興、人民の幸せを実現させるものである。
」
（新華網 2015）
→国民統合の象徴…容易にカンバンを降ろせない。
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2.大きくなりすぎた経済を回す必要がある→GDP 世界第 2 位
→国内消費だけでは処理できない。国内の過剰資本を処理する必要がある。
3.アメリカの干渉→世界経済の中で、アメリカと競合することが必然的に多くなる。
→アメリカ…基軸通貨国→世界経済に干渉しやすい。→これを回避したい。
→パックス・アメリカーナに組み込まれるだけでは回避しきれない。
…アメリカの影響を受けない体制の構築を目指す。
C.「新冷戦」と中国の対米政策
・習近平政権の⾧期マクロ経済政策→中国の経済覇権戦略。
1.「中国製造 2025」
（国務院 2015）
ステップ１：2025 年まで…製造強国（＝先進工業国）の仲間入り。
「世界の産業分業とバリューチェーンにおける地位を高める」
ステップ２：2035 年まで…製造強国の中等レベルへ。
「強い産業で世界のイノベーションをリードする」
ステップ３：2045 年（建国 100 年）までに世界の製造強国の先頭グループへ。
「世界をリードする技術体系と産業体系を構築」
・アメリカ→中国の挑戦ととらえる…容認できない。
2.「一帯一路」
①過剰資本の存在：その処理→国内だけでは無理…過剰資本を国外で処理。
②アメリカの影響を受けにくい経済圏の確立：中国が必要とする資源、物資の確保。
→中国国内だけでは無理。
3.経済安全保障→対米を意識しつつ中国の経済圏の確保→中国広域経済圏構想
特に「一帯一路」→中国の広域経済圏構想に合致している。
→中央アジア、ヨーロッパ、アフリカ諸国との貿易を活発化させると同時に、
中国より経済的劣位の諸国を取り込み、中国の影響下に置く構想。
…先進国や先進国の影響下にある国に対しては難しい。
「シルクロード経済ベルト」→陸のシルクロード…「中欧班列」
「21 世紀の海上シルクロード」
→海のシルクロード

図２「一帯一路」

他に、「氷上シルクロード」
→北極海ルート
「太平洋海上シルクロード」
→太平洋地域の権益確保
ソロモン諸島との安保協定
…不調に終わる。
「宇宙のシルクロード」
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→宇宙空間の権益確保
（中国は宇宙条約を批准している。問題にならないか？）
・
「一帯一路」のインフラ投資→中国建国 100 年（2049 年）までの完成をもくろむ。
＊中国の「中国製造 2025」、「一帯一路」
、
「経済安全保障」
→中国のポリシーミックスとして機能することになる。
→中国の経済政策にビルトインされている…容易にやめることができない。
・中国の「中国製造 2025」と「一帯一路」
①建国 100 年までの大事業。
②チャンピオンアメリカ vs. 挑戦者中国→米中対立…米中「新冷戦」の現象面。
上の 3 つのポリシーミックスに加え…、
4.新常態の経済→今後、中国の急速な経済成⾧は見込めない。中度の経済成⾧を追求。
小康社会を実現。
5.双循環→内需の発展を中心…内需の不足を外需で補う→中国経済を回す。
6.共同富裕→国内の経済格差の解消、すべての国民が豊かになる。
さしずめ、これら６つのポリシーミックス…今後の中国のマクロ経済政策の中心となる。
…対米防衛策ともなっている。
・アメリカ→中国経済の台頭…危機感を持つようになる→防衛姿勢となる。
…ファーウェイを潰す試み。
（安全保障上の懸念という建前）
…孔子学院の認可取り消し攻撃。
（中国のスパイ活動の防止という建前）
・アメリカドル＝基軸通貨→アメリカが経済制裁を行う大きな武器となっている。
→中国にとって頭が痛い問題→経済制裁を回避したい…フィンテックを使った回避策。
中国経済、⾧期マクロ政策の骨格（暫定）
イデオロギー的側面：中国の夢（国民統合）
、中国製造 2025（当面の国家目標）
政策的側面：国内：双循環（中国経済の安定）
一帯一路（国内過剰資本の処理）
共同富裕（格差是正）
、小康社会
各種経済財政金融政策
対外：一帯一路（対外貿易、中国広域経済圏の確保）
経済安全保障（広域経済圏の構築、
アメリカに影響されない通貨政策）
D.デジタル人民元と国際決済機構－中国のフィンテック
・人民元→中国国内…デジタル化が著しい…国際的な影響力…まだ弱い。
・デジタル人民元→デジタル通貨で電子決済。
・２つの決済機構
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・国内決済：中央銀行が発行するデジタル通貨（DCEP＝Digital Currency Electronic
Payment）
（DC/EP という表記もあり。
）→デジタル人民元
周小川…ニックネーム「e－CNY」
。
）
・海外決済：人民元建てクロスボーダー決済システム（CIPS）
（CIPS＝RMB Cross-Border Interbank Payment System）
CIPS を通じてデジタル人民元が海外へと流れていく。→人民元の国際化
a.デジタル人民元、DCEP(DC/EP)について
中国人民銀行（People's Bank of China：PBOC）が発行…法定通貨である。
５Ｇ技術と連動させてやりとりを行う。
・中国にある全貨幣（資本）の移動を中国人民銀行（＝政府）が把握し、管理できる。
デジタル人民元（DCEP）は、①現金（硬貨、紙幣）と全く同じ、デジタルの形態をとるだけ。
②利用者→スマホが財布、オンライン決済可能。
1,預金口座がなくても利用でき、加盟店

表８
表１ 世界のフィンテック普及率

のコストも削減できる。
2,インターネット環境がなくても利用

2017年の割合
国

できる。
3,大規模災害時でも利用可能。
b.国際決済機構、CIPS→デジタル人民元を使った
国際決済を行う。
・国際決済
→中国の５Ｇ技術を上の関係機関に導入
→中国の５Ｇ技術が世界に広まる。
少なくとも、CIPS 参加国
→中国の５G 技術が広まる可能性あり。

割合（％）

1 中国

69

2 インド

52

3 イギリス

42

4 ブラジル

40

5 オーストラリア

37

6 スペイン

37

7 メキシコ

36

8 ドイツ

35

9 南アフリカ

35

10 アメリカ

33

……

・デジタル人民元＝DCEP

19 日本

→CIPS を使った国際決済

14

＊デジタル機器利用者の中

→SWIFT を経由しない国際決済。

で「フィンテックの商品・

・
「米中新冷戦」の対抗策→フィンテックの側面
アメリカの経済制裁

サービスを2つ以上利用して
いる」回答者の割合。

出典：関(2018)図表１より筆者作成

…国際銀行間通信協会(SWIFT)を利用し
た制裁。（ウクライナ侵攻→ロシア…SWIFT から排除される。
）
・中国…国際情勢如何→SWIFT から排除の可能性も。
（cf. ウイグルなどの人権問題、不透明な取引慣行など）
→アメリカの経済制裁を回避したい。…独自の国際決済システムの構築。
c,人民元の国際化
・デジタル人民元→中国人民銀行（中央銀行）が直接発行→各国銀行と電子取引を行う。
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→政府の管理が容易。
・CIPS→SWIFT を通さない国際決済→人民元の国際化、アメリカの影響排除（同時達成）
→2019 年…国際決済額→1 兆 2300 億ドル→日本円で 130 兆円。
cf)SWIFT→2019 年の国際決済額…77 兆ドル→CIPS…SWIFT の約 1.6%
→SWIFT の代替手段となるのは難しい…中国広域経済圏で一部通用する程度では？
・人民元の国際化→世界経済への影響
→アメリカの懸念→SWIFT を通さない→マネーロンダリングに使われる可能性あり。
→イラン、北朝鮮などアメリカと敵対する国が CIPS を利用している。
→世界経済は変化する？どんな変化？（関心事）
・中国→人民元の国際化→「一帯一路」と共に国家の重要な経済政策としてビルトイン。
・
「一帯一路」と「CIPS」→（限定的ではあれ）中国の経済権益の確保、中国の 5G 技術が
世界的に拡散する。
一方で…、
・2021 年 3 月、SWIFT と CIPS→金融ゲートウェイ情報サービス会社（Finance
Gateway Information Services Company）設立。
設立目的：①中国の国内と国外を結ぶゲートウェイの構築。
②クロスボーダー取引情報の保管、監視。
→中国国内にローカルデータウェアハウスを設置・運営する。
・中国→SWIFT と CIPS をうまく使い分けつつ、デジタル人民元を世界に流す。
→中国広域経済圏の構築にうまく適用させていく。
・中国のフィンテック→「一帯一路」とともに、中国の経済安全保障の一環となっている。
・中国→「一帯一路」と「DCEP」に基づく「CIPS」の展開
→中国の体制維持の必須の手段・コストでもある（中国広域経済圏の構築、安定）
→中国のマクロ経済政策にビルトインされる→簡単にやめることができない。
E.米中「新冷戦」はどんな形態になる？
・アメリカ→世界経済を編成する能力を持っている…基軸通貨ドル、SWIFT など。
・中国→世界経済の編成＝アメリカへの挑戦…少なくとも、アメリカ、先進諸国にはそう映る。
・米中対立＝「新冷戦」→⾧期間続いていく？
…貿易摩擦が解消すれば終わるというものでもない。
…ここ数年で終わる現象ではない。
・これからのグローバル経済→米中関係を軸に展開していく。
・アメリカ→経済覇権国…世界体制維持コストを負担している
…しかし、アメリカ経済の相対的低下…負担が苦しい。
→バードンシェアリング（burden sharing）の要求
…どの国家にどこまでの責任分担（＝拠出する金額）を求めるか？
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→世界体制維持コストの負担押しつけ合戦。
・アメリカ→経済的覇権を維持したい→中国の広域経済圏構築と人民元の国際化
→基本的に潰したいと思っている。
→アメリカの国力を超えた中国の広域経済圏…認められない。
中国→アメリカをしのぐ国力を持ちたいと考えている。
（
「中国の夢」
「中国製造 2025」
）
・アメリカ→世界体制維持コスト…ある程度先進国に押し付けることができる。
（バードンシェアリング）
・中国→広域経済圏…途上国が主…広域経済圏維持コスト→中国が一国で負担するしかない。
→経済圏を維持する→相当の維持コストを負担せざるを得ない。
この構造の中で…、
・
「一帯一路」関係国→完全に人民元経済圏に取り込まれるわけではないだろう。
・関係国→米中両方と貿易→SWIFT も CIPS も使う…グローバル経済である以上合理的な運用。
SWIFT 決済が相対的に多い、CIPS 決済が相対的に多い→関係国により違う。
…軽重の差はあるかもしれないが、アメリカとだけ、中国とだけしか貿易、決済
をしないという国はない。
・米中貿易の貿易額→両国は、お互い最大の貿易相手国。
→完全なるデカップリングは、米中両国の経済に大きな打撃を与える。
・
「新冷戦」→米ソ冷戦のように、完全に経済圏が分かれることはない。
（グローバル経済）
・中国→関係国にあまり強圧的に出られない…出ると対象国が離れていく。
・SWIFT 決済と CIPS 決済が入り乱れて、世界地図がモザイク状になっていく。
・自由主義経済の国家群と権威主義体制の国家群が同時に存立したとしても、東西冷戦のよ
うな経済のブロック化はしない→経済のグローバル化→世界経済自体がもたない
→グローバルバリューチェーン、グローバルサプライチェーンの破壊。
→世界経済にとってマイナス→米中、お互いけん制しあいながら新冷戦は続く？
・アメリカドル以上に人民元が使われる→人民元が基軸通貨にならない限りない。
人民元→国家の強い管理下にある→撤廃されない限り国際的信認は難しい。
権威主義国家→政府の都合でルールが変わる…相手国にとってリスク
→人民元が国際的信認を得ることは、現時点では困難ではないか。
・パックス・アメリカーナという冷戦構造のもとで…、
→「第二次冷戦体制」
（新冷戦）→「第一次冷戦体制」
（東西冷戦）のようにはならない。
・米ソ冷戦（第一次冷戦体制）→社会主義の封じ込め(containment)によって成り立つ。
社会主義への関与(engagement)は薄かった。
・第二次冷戦体制→中国の封じ込め(containment)ができない。
貿易、外資導入など、関与(engagement)が強い＝依存関係が強い。
→「第一次冷戦体制」との違い。
→グローバル資本主義である以上、経済のブロック化(containment)は難しい。
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・これからの世界経済→1 つの国家に SWIFT 決済と CIPS 決済が存在…モザイク状になる。
→SWIFT 決済と CIPS 決済に濃淡があり、グラデーション状態となる。
・アメリカの弱体化、中国の強大化→単なる両国の国力の変化にとどまらない。
→世界経済の構造に変化をもたらす可能性を含んでいる。
→宇野経済学の「段階論」に変容をもたらす変化なのか？…見極める必要あり。
F.若干の質問
１．ウクライナ戦争にともなう米欧のロシアに対する経済制裁が、世界的なコスト・プッシ
ュインフレや食糧危機の懸念を引き起こしている。中国は、
「第三世界」のリーダーと
して、これに対して、何か対策を講ずるだろうか。
→中国は実質的に何もしようとしないし、何もできないのではないか。
中国は→ウクライナから農産物を輸入（例）トウモロコシ輸入の約 81％がウクライナから。
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/attach/pdf/
h27-27.pdf
→ロシアを中国の経済圏に取り込みたい。(CIPS)
アメリカとの対抗関係に引き込みたい。
（何らかの同盟関係の構築）
→西側諸国との関係を悪くしたくない。
（双循環を崩したくない。
）
２．ロシアの中国依存。SWIFT からの締め出しで、ロシアは、ドル決裁システムに代わる
別の決裁システムに移行。
「人民元決裁」がどのように絡んでくるか。
→CIPS を通じた中国広域経済圏に引き込むのではないか。
ロシア→資源大国…ルーブル払いである程度何とかなる。
しかし、工業製品の輸入など…ルーブル払いでは不可能。
→中国…SWIFT から排除されていない。ロシア…CIPS を利用しつつ輸入を行う可能性は
ある。
３．日本は、米欧の「経済制裁」に表面的には追随してる。ロシアに対しても中国に対して
も、経済関係を切ることはできない。ＥＵのように、アメリカから相対的に自立した経
済圏を構築していくことは、できるのか？
→日本の自立した経済圏の構築…今の日本では無理だと思う→モノもカネも今の日本では弱い。
→1980 年代以降→NIEs の台頭…アジア通貨の安定→円経済圏構想
→アメリカに全力でつぶされる。
アメリカ→ドル以外の経済圏を嫌がる→日本は中国のようにアメリカに対抗する覚悟や
戦略はあるか？
４．日本はかつての「帝国」時代の中国や朝鮮半島に対する「歴史問題」を未だに解決でき
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ていないようにみえるが、中国に滞在する身からどう見えるか？
→ 日常生活においては、普通の国に普通の人が生活している。攻撃や差別の類を感じるこ
とはない。しかし、10 月 1 日の建国記念日前後になると、まわりがとたんによそよそしく
なり、私を避けるようになる。建国記念日が過ぎると、何事もなかったように接してくれ
る。その他、タクシードライバーに「日本人は嫌いだ」と言われたことが 1 回だけある。
別のところで「中国と日本が仲良くするにはどうすればよいか」ということを延々と一方
的に話されたことがあった。
戦争体験を祖父母から聞いた学生もいるが、日本語学科のせいか、反日感情はあまりな
いようである。日本文化が好きな学生は多いが、音楽などは K-POP に押され気味。
総じて、今のそこそこの生活が続く限り特別な日以外は反日感情を表には出さない。た
だ、経済が停滞して、政権が外に敵を求めるようになると流動化する可能性がある。
５．中国経済自体も、
「ゼロコロナ戦略」の失敗（？）で、成⾧率が落ちているとも伝えら
れている。実際には、どうなのか？
→中国の経済成⾧率：2019 年、5.95% 2020 年、2.24% 2021 年、8.08%
2022 年、4.37%（IMF“World Economic Outlook Databases”, 2022 年は 2022 年 4 月時点
の IMF 推計）
実際に落ちている→新常態の経済：高度成⾧が見込まれない中、安定成⾧へ移行。
共同富裕：人民全員が豊かになり、貧富の格差を解消する。
生活実感として、春節の休みが終わるころ、毎年物価が上がっているように感じる。外
国人教員は、贅沢をしなければ 1,000 元（約 2 万円）あれば暮らせる。ゼロコロナ政策も、
表立って批判はできないものの、不満を持つ人は多いような気がする。上海などの中間層
以上が多く住む都市や大学などでは抗議行動が確認されている。
習近平→鄧小平路線からの離脱？…社会主義市場経済から文革の再来へ？
昨年、共産党 100 周年の「歴史決議」
「民進国退」
（国有企業の民営化）→「国進民退」
（国有企業の保護）へ
…「党がすべてを管理する」という政治の表れになりつつあるのか？
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