
改革開放後の
中国の対外戦略の変遷と「中国脅威論」

－－対米と台湾に関する中国の新戦略も展望する

東洋学園大学 朱 建栄

2023年3月18日

世界資本主義フォーラム 2023年3月18日



近著紹介



一 鄧小平
時代は中国
を世界に融
合する「逆戻
り不能」の道
に導いた

1-1 鄧小平時代以前の中国は「別の世界」だった

• 数千年以来、中国は独自の東洋文明を育み、発展
させ、独自の世界観と統治方式を形成した

• アヘン戦争以降、「外患内憂」で門戸開放を余儀な
くされ、辛亥革命後、欧米の思想・哲学が押し寄せ
た。毛沢東時代は思想教育と「文化大革命」を進め
て「新中国」を作ろうとした。しかし中国は依然とし
て、世界の主流から隔離された独自の存在だった。

• 1980年代初めまで、中国は厳密的に言えば、「文
明」であったが、「（現代的意義の）国家」ではな
かった。「国家意識」は日中戦争中に初めて芽生え、
地域間関係は江戸時代の藩同士に似ていた。

• 鄧小平時代の30年は根本から中国を変え、統一国
家のメカニズムを浸透させ、世界ともリンクし、一国
主義、鎖国時代に逆戻りすることを不可能にした。



1-2 鄧小平時代以来の構造的変化

①中国経済は「世界経済」の枠組みにしっかりと組み込まれた

WTOなどに加盟し、「世界のルール」の中で発展する道を歩んだ。経済の対外依
存度は空前に高まった。「一帯一路」構想は発展の未来を外部世界に託すことを意
味する。

②中国人のメンタリティーが根本的に変わった

大量の留学生が帰国し、もしくは経営・対外交流のかなめになり、「世界のルー
ル」を「中国のルール」にした。コロナ前、毎年2億人以上が海外を訪れ、中国自身
に関する判断基準も「世界」に切り替えた。

③国内は一つの経済・社会システムに融合された。情報化時代の到来で、国内外
の情報・意識の「水平化」が大幅に進んだ。

④経済大国になり、米中競争の激化で、中国は「世界との共存」（人類運命共同体
の構築）が唯一の進路だと一段と理解した



1-3 中国を変え
た鄧小平戦略の
キーワード

①改革：経済発展と民衆の生活向上に
不利なものならすべて変えるとの発想。
「不進則退」の考え。習近平思想の核心
の一つ：「突破」

②開放：外部世界にある優れたもの、合
理的なものなら何でも取り入れる。（白
猫黒猫論）

③「試点」：重大な改革措置はまず一地
方で実験を行う。四つの経済特区。昨
年、深圳、上海、浙江省はそれぞれ政
治・ハイテク・共同富裕の実験区と指定
された



1-4 一党支配・政治独裁の功罪

①途上国の発展段階では、あらゆる資源（人力・財力）を集中しなければ、新しい方向性
を見出すことができず、長期的で持続的な発展戦略の制定と実施は不可能

世界の多くの国は「民主主義体制」を取るが、後進国のまま。インドは反面教師。

②「マジョリティ優先」の発想と政策。世界で最も貧困人口を解消。2020年に「全面的小康
社会」を実現。

③中央政府による権力集中と地方の分権・競争が並立。深圳などでは、シリコンバレーよ
りもイノベーション企業を引き付ける経営モデルと競争を奨励する体制ができている。

④経済の発展、生活と教育水準の向上に伴って、次第に民主と自由を拡大していく必要
があると、中国でも広く認識されている。

⑤権力集中と民営経済・市場競争の関係：「黄金分割」が重要。中国政治を見るうえで、5
年・10年のスパンも必要。



二 中国対外戦略
の変遷

2-1 40年転換の軌跡

•1978年に対外開放路線がスタートし、日本が主要の参
考モデル。大来佐武郎が中国国務院の顧問に。浦東開
発・上海万博は日本の提案。

•90年代以降は米国の影響力が中国で急速に拡大。今
でも中国政府に助言するアメリカ人が複数いる。キッシ
ンジャー、ウォール街のソントンなど。

•2001年のWTO加盟で、中国は自ら1000近くの法律を修
正し、世界基準に合わせた。それ以後、外資の導入・輸
出入が急増した。

•2010年前後に、国内市場の飽和、生産過剰を背景に、
「走出去」すなわち対外進出戦略が打ち出される。「一
帯一路」構想はこの流れで生まれた。

•海外との自由貿易圏構築に積極的に取り組む。RCEPな
ど、20以上の国とFTA協定。最近の党大会と全人代では、
「CPTPP」加盟の希望を公言。より高度な開放で世界に
融合し、先進国への脱皮を図っている。



2-2 中国は「韜光養晦」方針に徹し
米国の標的になるのを3回かわしてきた

1971

毛沢東は1971年、ソ連の主敵
にならぬよう米国と手を握った

1978

鄧小平の改革開放政策の国
際的背景：米ソ間の覇権争
いに隠れて経済発展に没頭

1989

「ベルリンの壁」崩壊直後、
「韜光養晦」の方針を決定

2001

ブッシュ大統領は中国を21世紀の「三大脅威」の一つ
に挙げ、軍用機同士が海南島沖上空で接触し、不時
着する緊張が発生したが、「9・11」事件で江沢民政権
は反テロ戦争に全面的に協力し、関係を修復した。

2010

クリントン国務長官がハノイAPECで南シ
ナ海問題での対中包囲網構築を提起。次
期民主党政権では「TPP＋インド太平洋
戦略」をもって中国の台頭に本格的に対
処しようとしたが、2016年の大統領選挙
で敗北。



2-3 トランプ政権に対決を再度遅らせようとした中国

2016 2017 2018

貿易戦争に突入

習近平主席が慣例を破ってフロリダに
赴き、首脳会談を実現（17年4月）。
「米中が仲良くなる1000の理由があっ
ても悪くなる理由は一つもない」と発
言 同11月のトランプ訪中に26兆円の
買い物を約束。

中国はトランプの当選を予想しな
かったが、その就任後、「正面衝
突」が回避可能と判断。
※トランプ大統領は就任当日、
TPP撤退を決定。

11月

4月

2017年末より米国は全面攻勢へ転換 「国
家安全保障戦略」（NSS）を発表。中国を
ロシアと並べて競争相手と位置づける 経
済・技術（華為）・香港・台湾などで中国
を揺さぶる 背景に米議会報告書：「中国
を抑え込むのに、10年の時間しか残ってい
ない」

12月

3月



三 米中競争の現状と展望

3-1 米側の焦り

「中国が米国を追い越している」とトランプ氏が19
年4月、カーター元大統領に懸念を吐露。
それを受けてカーターは答えた: 「なぜかご存知？ 1979
年米中関係正常化以降、中国は一度も戦争していない。
しかし、米国はずっと戦争して来た」。



3-2 なぜ華為を叩くか：５Gに乗り遅れた米国の焦り

● ５Gは「情報化時代のハイウェイ」。
● 中国の5Gインフラ投資は米国のを大幅に上回り、米国の５G基地
局は22年末時点でまだ10万基未満だが、中国は231万基以上。
● 5G分野の技術特許出願数：中国は34％で、14％の米国を大きく
引き離す。
● 5Gの技術（特許数を含めて）をリードする世界のビッグ５は華
為、サムスン、ZTE、エリクソン、ノキアであり、米日とも入ってい
ない。
● 6Gの競争でも中国はリード。特許数（22年末時点）：中国40.3% 
米国35.2% 日本9.9%

トランプ政権が中国の一企業をここまで追い込もうとする理由

米司法長官William Barrが20
年2月6日、CSISで講演した際
の説明：

①中国の技術攻勢が未曽
有の挑戦になっている
②５Gは未来の技術と専
業の中心であり、2025年
まで23兆ドルの富を生む
③中国が主導権を握ると
米国や西側の安全保障が
脅かされる



3-3新型コロナウイルスの発生により、米中対立が激化

• 20年1月15日に第一段階の米中貿易合意が調印された。双方とも「一時休戦」で妥協

• 20年3月後半以降、トランプ政権のコロナ対策遅れで米国内で感染者数が急拡大。大統領は選挙
の形勢が危うくなったのを見て、4月から「中国ウイルス」と呼び、責任転嫁を図った。ペロシ
下院議長（当時）すら「トランプの中国批判は国内の失策から目を逸らすため」と批判。

• それ以後、ブレーキが外され、ほぼすべての分野において米中対立が激化した。バイデン政権
になってもこの趨勢は変わらない。ウクライナ戦争が進行中にもかかわらず、米国の安保戦略
文書は中国を「米国に挑戦する唯一の能力と意欲を持つ国」と位置付けている。

4月24日付米国の政治報道ウェブサイト「Politico（ポ
リティコ）」のスクープ：共和党の選挙対策部門は
57ページにも及ぶ対処方針を関係者に送信し、その
中で「トランプ氏の過失」「人種主義」と批判され
れば「中国を攻撃するよう」誘導するガイドライン
が作成されている。



3-4 今年の米中関係：危なっかしい綱渡り

• 昨年11月のバリ島米中首脳会談で正面衝
突を避ける「ガードレール」の設置に合
意（右）。

• 半導体を中心にハイテク分野の競争が激
化。ただ全般的貿易関係は大幅増。

• 観測気球の撃墜から見る米側の事情：エ
スタブリッシュメント層は中国を仮想敵
に見立てて内政と外交を動かそうとする
ことで一致。政争・社会的亀裂・経済問
題の三重苦に追われるバイデン政権は外
交上、冷静で長期的戦略を取れない。

• 中国は対米決裂の回避を最優先
〇米国通の秦剛大使が外相に早期就任

〇米側は中国との「10年ビザ」合意を事
実上破棄。中国は「依然有効」と発表

• バイデン大統領の表明（新華社記
事）：

安定し発展する中国は、米国と世界の
利益であることを繰り返したい。 米国は
中国の制度を尊重し、中国の制度を変え
ようとせず、「新しい冷戦」を求めず、同
盟国関係を強化して中国に反対したり、
「台湾独立」を支持したり、「2つの 中国」
と「一中一台」を支持したりせず、中国と
の衝突を意図していない。また、米国は
中国との「デッカプリング」を求める意図
はなく、中国の経済発展を妨害したり、
中国を包囲したりする意図もない。

• 習近平主席の回答：

私は、大統領の「4つのしない、四つの
意図しない」声明を非常に重視する。中
国は、既存の国際秩序を変えようと決し
て求めず、米国の内政に干渉せず、米国
に挑戦し、代わる意図はない。



3-5 対米戦略が定まった：「新韜光養晦」

• 総合国力を米国に並ばせることを最優先し、それまで正面衝突を最大限に回避する、という
「新韜光養晦」戦略が決定された。

• 一方、米国は今後数年間、更に揺さぶりをかけてくることを覚悟。中国に対する包囲網を強
め、技術や軍事面で追い詰めること、台湾などで中国を「消耗」させるというような戦略を取っ
ていると北京で判断されている。

• 「実力信奉主義」の覇権国家米国に対し、経済技術面での追い上げだけでなく、軍事面でも
急整備。米国による台湾分離独立の策動と軍事干渉を思い止まらせるのに、中国は「2027
年までに一流の軍隊を建設する」と表明。

• 中国は朝鮮戦争の体験で米国の行動を判断：①「少しでも勝てると思う時はあらゆる手段を
使って攻めてくるが、勝てないと分かった時点で和解する（1953年の休戦協定）」。②多数の
同盟国を巻き込む（国連軍は16カ国）。したがって対策は①「勝てない」と思わせる実力の整
備と決意、②ヨーロッパや中東、アフリカ、ラテンアメリカなどを中立化か味方につけ、少なくと
も米国側に追いやらないこと、としている。



四 中国外交に関する観察

4-1 米国との正面衝突を避けて、経済技術面で追い上げること
を優先目標に、その他の外交方針を決める

• 一帯一路構想は今年で10周年。中央アジア、アラブ、アフリカ
で影響力拡大。アフリカの鉄道インフラの9割以上は中国が建
設中

• 東南アジアとの相互依存が強化。近年、中国が中間財を輸出し、
ASEAN諸国で組み立ててから対米輸出するという新しい貿易構
造が形成。ベトナムとの関係が急速に改善。グエン・フー・
チョン書記長は去年10月末の訪中で、①対中友好協力を対外政
策の最優先事項とする、②外国によるベトナムでの軍事基地設
置を許さず、一部の国と組んで他の国に反対するようなことを
しない、③南シナ海紛争を激化させない、などと表明。

• 習主席の去年11月のサウジアラビア訪問で、「包括的戦略パー
トナーシップ」に合意。34の投資合意が交わされた。この3月、
中国の仲介で宿敵のサウジとイランが外交関係を復活。

• シュルツ独首相は去年11月、大型経済人代表団を連れて訪中。
マクロン仏大統領は4月に訪中の予定。

カタールで行われたサッ
カーのワールドカップと中
国：
メインスタジアムは中国が建
設。関連のスタジアム内の
LED、発電所、飲み水用貯水
池、送迎バス3000台（うち
888台はEV）、イベントグッズ
の70%以上も中国が建設・供
与。11月21日、国営「カター
ルエナジー（QatarEnergy）」
は、毎年300万トンの天然液
体ガス（LNG）を中国に供給す

る「史上最長期間」となる27
年契約を締結。

https://www.afpbb.com/search?fulltext=QatarEnergy&category%5B%5D=AFPBB%3E%E8%A8%98%E4%BA%8B&category%5B%5D=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category%5B%5D=%E4%BA%94%E8%BC%AA


4-2 ウクライナ戦争の停戦調停に動き出す可能性

開戦一周年に当たる今年2月24日、中国政府は、「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」と題する12か条
の見解と意見を発表 主な内容の分析：

一、各国主権の尊重。中国はいまだにクリミアのロシア編入も認めていない。東部各州はウクライナ領内に残る前提
での解決方法を示唆。一方、米側が「ダブルスタンダード」を取っていると暗に批判。

二、冷戦思考の排除。均衡・有効で持続可能の欧州の安全保障枠組みの形成を支持。暗に、ロシアが持つ不安全感に
配慮して、ウクライナの中立化に対する国際社会の保証を求めるか。

三、停戦と戦争終結に向かうべきだと各方面に自制を求める。

四、和平交渉のスタートを呼び掛ける。中国はそのために「建設的な役割を果たす用意がある」と明言。

ほかに人道危機の回避、平民と捕虜の保護、原子力発電所の安全確保、核兵器使用反対などに関する中国の立場も
表明。

• 今夜の米中首脳電話会談、習近平主席のロシア訪問とゼレンスキー大統領とのオンライン会談が注目される

• 秦剛外相は1月、ロシアとの関係において「同盟せず・対抗せず・第3国向けせず」の三原則を確認

• 1月末、中国政府は、地図の表記において、ロシアにかつて奪われた極東地域の八カ所の現在の地名の後ろに、元中
国名をつける必要があると指示。何を暗示するか



五 台湾問題

5-1 台湾に対
する武力行使
はあるか

• この40年間、北京は「武力統一」を一度も言って
いない。

• 2005年の「反国家分裂法」で「非平和的手段の
行使」に関する三つの前提を規定

• 昨年8月のペロシ訪台直後に発表された「台湾
白書」で「武力行使は最後の、やむを得ない手
段」と言明

• ウクライナ戦争を見て、両岸の民衆とも戦争反
対の気運が一層高まっている

• 今年元日の習主席の新年祝辞では台湾に関し
て、「両岸は家族のような親しい間柄」とのみ言
及



5-2 台湾に
関する長期
戦略が見え
てきた

• 北京の基本的発想は現代化を実現する過程で台湾との平
和統一を実現すること。言い換えれば、台湾問題の強引的
解決は現代化という目標に抵触との認識。

• 見えてきた長期戦略：まず2030年まで米国と並ぶ経済技術
力、軍事力といった総合的国力をつける。台湾問題解決の
最大の阻害要因は米国と見なし、対等になれば初めて米
側が「平和統一」を認めると判断。

• 平和統一というプラスの実現は台湾の民意が不可欠と理解
している。2035年に「初歩的現代化」を達成し、一人当たり
GDPが台湾と並ぶことで台湾の民衆を平和統一に向かわ
せる起点とし、その上で2050年までの統一達成を目指す。
もちろんその間、中国社会の民主化、法治化も進めなけれ
ばならない。



六 日中関係は「新時代」を迎えられるか

6-1 日本の針路と日中関係の行方が不透明

• 国交正常化50年の年は何とか関係の更なる悪化を
防ぎ、11月17日の首脳会談で新しい「共通認識」が
合意された（次頁資料参照）が、構造的問題が顕在
化している

〇「台湾有事は日本有事」の謬論

〇「尖閣（釣魚島）」の脅威論

〇中国の「脅威」を煽り立てて安保三文書改訂、防
衛費の大幅増加を決定

中国から見れば、日本の軍備拡張は、「専守防衛」
の国是を破り、「平和国家」のイメージをなくし、経済の
立て直しを後回しにするもの



6-2 日中間の新しい「共通認識」を大事にしよう

11月17日の習・岸田会談で合意された「五つの共通認識」：
①中日関係の重要性は変わらず、変わることもない。「互いに協力パー

トナーで、脅威とならない」という政治的共通認識を実行に移す。ハイレ
ベル交流と対話・意思疎通を強化し、政治面の相互信頼を増進し、新時代
の要請にかなった建設的かつ安定的な重要関係の構築に共に尽力。

②新たな中日経済ハイレベル対話を早期に行い、省エネ・環境保護、グ
リーン発展、医療・健康、高齢者ケアなどの分野で協力を強化し、共に企
業のために公平で、差別がなく、予想可能なビジネス環境を提供。

③今年の国交正常化50周年を記念する一連のイベントを前向きに評価。
新たな中日ハイレベル人的・文化交流協議メカニズム会議を早期に開催す
る。政府、政党、議会、地方および青少年の往来・交流を積極的に展開。

④防衛部門の海空連絡メカニズムのホットラインを早期に開設し、防衛
や海洋に関係する部門の対話と意思疎通を強化し、2014年の4項目の原
則・共通認識を共に順守する。

⑤世界と地域の平和・繁栄を守る責任を共に担い、国際・地域問題で協
調と協力を強化し、グローバルな課題への対応に努力する。（新華社発
表）

〇中国の尖閣に対する武力行使がありえない三つの理由

14年11月7日の習・安倍会談で合意さ
れた「四つの共通認識」：
1 双方は，日中間の四つの基本文書の諸原則と

精神を遵守し，日中の戦略的互恵関係を引き続き
発展させていくことを確認した。
2 双方は，歴史を直視し，未来に向かうという
精神に従い，両国関係に影響する政治的困難を克
服することで若干の認識の一致をみた。
3 双方は，尖閣諸島等東シナ海の海域において

近年緊張状態が生じていることについて異なる見
解を有していると認識し，対話と協議を通じて，
情勢の悪化を防ぐとともに，危機管理メカニズム
を構築し，不測の事態の発生を回避することで意
見の一致をみた。
4 双方は，様々な多国間・二国間のチャンネル

を活用して，政治・外交・安保対話を徐々に再開
し，政治的相互信頼関係の構築に努めることにつ
き意見の一致をみた。（外務省HP）



6-3 「反覇権」の対話を提案



6-4 中国は真に脅威か

米中緊張が高まる中で、米国の百人の著名学者・元外交官らによる大統領と議会宛の公開書簡が19年7
月に発表された。タイトル：「China Is Not An Enemy（中国は敵ではない）」 七つの見解：

①中国に問題が多いが、現行の対中政策は方向も手段も間違っている

②中国は経済・安全保障上の脅威ではなく、中国国内も一枚岩ではない

③同盟国に無理強いするやり方は自らの孤立を招く

④中国を孤立するやり方は中国の改革派を弱体化する

⑤中国が世界的な軍事強国になるにはハードルが高い

⑥中国は国際秩序の転覆を考えていない

⑦米国自身の有効な競争力の回復・同盟国との連携が優先されるべき

歴史・文化・現実から見て対外拡張はあり得ない
① 農耕文化で発展してきた「万里の長城」思考様式で、「現在の境域で豊かさと安定を求める」
② 中国経済は世界に融合しており、侵略拡張の道は自滅を意味する。
③ 世界で覇権を唱えるイデオロギーを作っていない。あくまでも「中国的現代化」



6-5 日本は中国にどう向き合うか

• （日米同盟はこれまでは正しいが）、しかし20 年の展望で考
えるとこの政策だけでは効果的な日本の国家戦略たりえなく
なる。それでは次の長期国家戦略は何か。

麻生渡（前福岡県知事、福岡工業大学最高顧問）

①中国の実情を感情抜きに理解する（最近の「驚き」は相手の真実を無
視した反動。中国理解の遅れは日本の国益を損なう）

②「新・中国論」を構築する（学者・メディアの責任・若手研究者に期待）

③未来の問いかけに応えて中国との長期的共存共栄関係を模索する



ご清聴ありがとう
ございました。

「拋磚引玉」
を期待


	スライド 1: 改革開放後の 中国の対外戦略の変遷と「中国脅威論」  　－－対米と台湾に関する中国の新戦略も展望する 
	スライド 2
	スライド 3: 一　鄧小平時代は中国を世界に融合する「逆戻り不能」の道に導いた
	スライド 4: 1-2　鄧小平時代以来の構造的変化
	スライド 5: 1-3　中国を変えた鄧小平戦略のキーワード
	スライド 6: 1-4　一党支配・政治独裁の功罪
	スライド 7: 二　中国対外戦略の変遷
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13: 3-4 今年の米中関係：危なっかしい綱渡り
	スライド 14: 3-5　対米戦略が定まった：「新韜光養晦」
	スライド 15: 四　中国外交に関する観察　
	スライド 16: 4-2　ウクライナ戦争の停戦調停に動き出す可能性
	スライド 17: 五　台湾問題  5-1 台湾に対する武力行使はあるか
	スライド 18: 5-2　台湾に関する長期戦略が見えてきた
	スライド 19: 六　日中関係は「新時代」を迎えられるか
	スライド 20: 6-2 日中間の新しい「共通認識」を大事にしよう
	スライド 21: 6-3　「反覇権」の対話を提案
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24: 「拋磚引玉」を期待

