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2022年 7月 2日 土肥誠「「米中〈新冷戦〉と中国の広域経済圏」事後報告 

 

■フォーラムの案内文書 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●期日 2022 年 7 月 2 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 

●開催方式：ＺＯＯＭによるオンライン 

●テーマ：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－ 

●主旨： 

 1980 年代の「改革開放」以来、中国は目覚ましい発展を遂げてきた。中国は 2010 年にはついに日本を追い

抜き、アメリカに次ぐ GDP 世界第二位の経済大国となったのである。 

 中国は、特に習近平政権から、韜光養晦（実力がつくまで我慢する）から奮発有為（勇気をもってやる事を

やる）へと、その態度を変化させた。「一帯一路」で周辺諸国を取り込み、場合によっては恫喝に近い態度で周

辺諸国に中国の要求をのませようという態度が見受けられる。 

 一方で、チャンピオンアメリカも挑戦者中国を黙って見ていることはない。 

トランプ政権以降、中国に対し関税をかけたり、ファーウェイへの対抗策を講じたり、アメリカに設置されて

いる孔子学院を「スパイ機関」だとして規制を強化したりしてきた。今の米中関係は「新冷戦」と形容され、

世界経済や安全保障への不安は高まりつつある。 

 中国は、なぜ米国と対立する道を選んだのだろうか。今後米中関係を軸として進んでいくであろうこれから

の世界を、私たちはどう見れば良いのだろうか。 

今後、世界はどう変わっていくのだろうか。貿易摩擦や関税合戦などの単なる現象の考察ではなく、米中対立

の構図、とりわけ中国の意図を探ってみたい。 

 このフォーラムは、研究者だけではなく、様々な立場の方が参加されるとのことなので、詳しい経済分析と

いうより、問題意識を広く共有して全員で議論できる報告を行いたいと考えている。 

 

●講師 土肥誠（中国・西安外事学院大学教員） 

  経歴：筑波大学大学院博士課程社会科学研究科経済学専攻単位取得。国会議員政策担当秘書などを歴任 

  著書・論文： 

  ・「冷戦後世界経済の変容と中国経済－パックス・アメリカーナの変容と中国経済－」『アジア経済の現状

とグローバル資本主義』お茶の水書房（2022 年） 

  ・「パックス・アメリカーナの変容と中国広域経済圏－「一帯一路」と人民元の国際化を中心に—」『経済

志林』Vol.89, No.2（河村哲二教授退職記念号）2022 年 

  ・「中国経済の台頭とアジア経済圏－パックス・アメリカーナの変容と中国経済の成長－」、『社会理論研

究』第 19 号、2018 年   他 

 

●参考文献： 

※参加申し込み者には、後日、当日の発表資料を送ります 
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2 

 

 SGCIME 編(2013)『現代経済の読解 増補新版』，お茶の水書房 

 河村哲二(2003)『現代アメリカ経済』，有斐閣アルマ 

 河村哲二編(2018)『グローバル金融危機の衝撃と新興経済の変貌: 中国、インド、ブラジル、メキシコ、東南

アジア』，ナカニシヤ出版 

 近藤大介(2021)『ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ』，講談社現代新書  

 樋口均(2016)『国家論―政策論的・財政学的アプローチ―』，創成社 

 樋口均(1999)『財政国際化トレンド―世界経済の構造変化と日本の財政政策』，学文社 

 

■土肥誠の講演⇒資料 1をクリック 

■司会者（矢沢国光）の感想 

 （１）講師の土肥さんは西安外事学院大学の教員をしている。コロナで中国への入国ができないので、この 2

年ほどは、日本からのオンライン授業だという。西安というと 1935 年、張学良が蒋介石を監禁して国共合作を

迫った「西安事変」が有名だが、かつての古都「長安」でもある。観光客が多いという。 

 中国が何を考えどこに行こうとしているのか、日本にいるわれわれには、なかなかつかみきれない。その点、

中国で若い学生たちと生活をともにしている土肥さんが講演の端々に「肌で感じた中国」を伝えてくれたのは、

おもしろかった。「デジタル管理社会」とも言われる中国で実際にどのようにスマホが使われているか、スマホ

の画面を操作しながら、説明してくれた。 

 

 （２）アメリカはトランプ大統領時代に中国への敵対心をむき出しにして、ファーウェイ製の通信機器の使

用を禁ずるという荒っぽい経済制裁を発動した。バイデン大統領になっても、変わらない。鄧小平の「韜光養

晦」に「ステイク・ホルダー」（世界の共同統治）で応えたアメリカの余裕は、いまはない。アメリカは中国の

これ以上の台頭をゆるさないというだけでなく、クワッド（米豪印日）、ＡＵＫＵＳ（米英豪）、ＮＡＴＯと、

手当たり次第に「同盟国」をかき集めて対中国包囲網を築こうとしている。土肥さんは「米中新冷戦」の時代

に突入した、という。ウクライナ戦争で「悪役ロシア」に目が向きがちだが、世界の政治力学（地政学）の中

心は、依然として米中関係にある。土肥さんの指摘は正しい。 

 

 （３）米中関係が世界の政治力学の中軸にあるとして、それを「新冷戦」と呼ぶことに、いささかの引っか

かりを感じた。というのは、「冷戦」という言葉を使うなら、その前に第二次大戦後の、米ソを東西陣営の各盟

主とする「冷戦」とは何だったのか？〈資本主義対共産主義〉というイデオロギー対決だったのか？〈アメリ

カ帝国主義の世界支配体制〉だったのか？ソ連は「共産主義」ではなかったし、資本主義列強間の対立は、「帝

国主義の植民地獲得競争」ではなかった（とわたしは考える）。とすると、米ソ冷戦は、19 世紀末以降断続する

資本主義列強間の臨戦態勢（しかも資本主義生産力によって必然化された総力戦体制）の過程の中で位置づけ

て初めてその性格が規定できるのではないか。そして「スターリンのソ連」と「毛沢東の中国」は国家の性格

が違うし、「毛沢東の中国」と「鄧小平の中国」・「習近平の中国」とでは、またその性格が違う。 

 

 （４）土肥さんの講演のキーワードの一つは「人民元の国際化」であった。このことに関連して、ドル決

裁システムのＳＷＩＦＴと人民元決裁システムの CIPS（中国のクロスボーダー決済システム）の話が出た。土

https://eaeae1a7-39dd-494a-9091-718f9e81f9fc.usrfiles.com/ugd/eaeae1_15b0d1d3de994c98bb4c267f5c4b1d4e.pdf
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肥さんの見立ては、「中国は、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し、中国広域

経済圏の構築にうまく適用させていく」というものだ。これに対して、参加者の五味久壽さんから「中国は金

融については、国内も国外（人民元の国際決済通貨化）も、自由化するつもりはない、したがって CIPS は関係

ない」という意見が出された。たしかに、人民元の資本としての運用は規制されており、「資本の自由化」は未

だなされていない［円だけでなく、タイ・バーツ、韓国ウォンなど、東南アジア諸通貨も、金融ビッグバンの

波に乗って 1980 年に資本自由化し、「アジア通貨危機」を招いた］。Ｇ7 諸国通貨に対して自由化していない人

民元だが、それでも一帯一路構想という中国勢力圏を構築しようとしている中国は、非Ｇ7 諸国との経済関係構

築に際して、人民元をどのように使おうとしているのか、土肥さんからあらためて、聞いてみたい。 

 

▲土肥 中国が広域経済圏を構築する際、物流だけでなく、当然金融の流れも構築する必要がある。アジア

インフラ投資銀行(AIIB)の設立をはじめ、金融制度改革は、アメリカを刺激しない程度に行われてい

るのではないか。（たしか、1980 年代、アジアで通貨危機が頻発した時、円経済圏構想をぶち上げた

日本を、アメリカは全力でつぶしたことがあるはず。） 

 

（５）土肥さんの今日の講演は、米中対立が新局面に入った今日の中国をどう評価するか、中国の直面する

経済的課題を全体的に示してくれた。これからのこのフォーラムで取り上げていきたい。土肥さん、ありがと

うございました。 

■講師の補足（土肥誠） 「司会者の感想」、「質疑の部分」に、「▲土肥」として、補足あり。  

 

■質疑の部分 

●五味 かねてからの疑問ですが、社会的にだけでなく地域的にも格差が大きい中国では、格差があってこそ

中国社会だと思っているはずです。共同富裕がソフトなのはそのせいではないでしょうか。 

●司会者（矢沢国光）これに関連して。鄧小平の「先富論」に対して、習近平は「共同富裕」を出した。習近

平政権が「先富論」からの転換をめざしているのは、［そのための政策が未だ実効性のあるものになっていない

が］事実と考えてよいか。 

▲土肥 具体的に、「格差があってこその中国社会だと思っている」とは言うものの、都市住民は、豊かになれ

ることを信じて 996（午前 9 時から午後 9 時まで、週 6 日働く）という過酷な労働に甘んじています。農村の住

民は、農民工として劣悪な条件で都市に働きに行きます。これは豊かになれることを信じるが故に耐えられる

のではないでしょうか。「共同富裕」がソフトなのは、法人税などの税制が不十分で、国家の再分配政策がうま

く機能しないという、税制システムの問題だと思います。例えば、アントグループに寄付を強要してカネをむ

しり取るようなことをする政府に、「共同富裕」に見合う政策が採れないことは明白です。 

 

●安斉徹雄 中国共産党が支持されないとしても、民衆のナショナリズムは形成されているのではないか、国

じたいをどうしたいという意思形成はされているか、あるいは国家理念を形成するうえで何がアイデンティテ

ィとなるのか 

▲土肥 第二次大戦後、敗戦によって自信を失っていた日本人が高度経済成長を実現し、“Japan as No.1”に気を

よくしたことは記憶に新しいことでしょう。中国人も同じなのではないでしょうか？異なるのは、戦後ナショ

ナリズムを忌避（？）してきた日本人と、反日教育でナショナリズムを植え付けられてきた中国人との差でし
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ょうか。 

 

●武蔵国人 軍民融合とか超限戦と言ってるし、日本を含む西側に対してハイブリッド戦争は進行中でしょう 

▲土肥 日本を含む西側どころか、ロシアや途上国にも超限戦は仕掛けられている可能性がります。自国の安

全や権益を守るために、使えるものは使い何でもするのが超限戦だからです。 

 

●五味久壽 中国共産党は、金融に対する支配を手放さないでしょう。すると機軸為替にはなれない。それは

CIPS の問題ではないと思います。 

▲土肥 CIPS は、基軸通貨になるための方法ではなく、中国広域経済圏を支えるための制度として機能すると

考えています。中国政府は人民元を基軸通貨にしたいと思っているかもしれません。しかし、CIPS とは関係な

く、人民元が基軸通貨になるには、相当な困難を伴うでしょう。 

 

●武蔵国人 (1)ウィグルでは外国にいる親族と電話やインターネットで連絡をとっただけで逮捕されたりしま

す。中国にいる人と安全に連絡（通信）する手段は？(2)臓器移植ツアーのうわさについて 

▲土肥 （1）について、このような事実は、あるやに聞いています。しかし、ウルムチなどでは交差点ごとに

警官が立っていて、監視カメラも多数設置されているようです。それにウィグルでは警察などにウィグル人を

多数採用し、ウィグル人は分断されているという側面もあるようです。（2）については、あるやに聞いていま

すが、実際に見たわけではなく、なんとも言えません。 

 

●境 アメリカが中国の台頭をどう考えているかでミアシャイマー『大国の悲劇』（五月書房新社）は検討に値

すると考えています。彼は、中国がアメリカと同じことをするという考えです。中国が地域覇権国になろうと

するときにどのような政策を実行するでしょうか。過去のアメリカの政策をそのままやろうとするのか、独自

の政策があるのか、教えていただきたいです。 

 

▲土肥 

（１）ミアンシャイマーの中国分析→中国はアメリカと同じことをする。 

  中国は、世界の覇権国になりたいという意味では、同じことをしたいと考えている。しかし、アメリと

同じことはできないと思われる。 

 理由： 

１．アメリカが覇権国になったときと国際環境が違う。第二次大戦後、世界は荒廃していた。ガリオア・エ

ロア資金、ララ物資で世界を復興させた。中国は、80 年代、グローバル経済の中で国力を増した。外資がな

いと発展できなかった。 

２．同盟関係が異なる。 

アメリカ…先進国と強い同盟関係…バードンシェアリングが可能。 

 中国…「一帯一路」…途上国が主流…中国が何でもやるしかない。 

 ３．人民元は基軸通貨ではない。人民元が基軸通貨になるには高いハードルがある。 

厳格な為替管理、権威主義国家…他国が人民元を信用するか？ 

 ４．ソフトパワーの問題。 

アメリカ…経済力と同時にソフトパワーを持っていた。アメリカにあこがれを持つ国、人は多い。 

 中国…権威主義国家…どれだけの魅力を発揮できるか？ 



5 

 

（２）中国の地域覇権→政策は？→過去のアメリカの政策はとれない。 

          基軸通貨ではない人民元ではアメリカのような政策は無理。 

          基軸通貨ドル vs. 人民元→決済の比率が違いすぎる。 

  １．「一帯一路」→中国の影響力行使の手段。とりわけ途上国への資本投資。 

           中国広域経済圏の構築をもくろむ。 

           グローバル経済の中で、完全な囲い込みは不可能。 

  ２．「五味一体」→①原材料、②機械、③技術、④企業、⑤労働者を丸抱えで輸出し、インフラ整備をする

プロジェクト。…対象国にカネが落ちにくい。 

           対象国の過剰債務が懸念されている。 

  3．経済安全保障→「一帯一路」…中国の製品や技術が浸透していく…中国の影響力の増大。 

           しかし、対象国→中国に取り込まれるわけではない。 

           グローバル経済の中で、対象国は中国ともアメリカとも交流する。 

 

 

■参加者アンケートから［▲講師・土肥の回答］  

●高原浩之  

 米中覇権闘争は｢グローバル資本主義である以上、経済のブロック化は難しい｣。ドル支配と元支配が｢モザイ

ク状｣｢グラデーション状態｣になる。｢アメリカの弱体化｣と｢中国の強大化｣、｢両国の国力の変化｣。ここまでは

納得です。その上で質問が２つあります。 

・覇権のアメリカから中国への移行と第三次世界大戦の可能性=危険性？ 

それに｢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｣。20世紀に第一次と第二

次、世界大戦を通して、イギリスの覇権にドイツが挑戦して敗北し、覇権がアメリカに移行した。そういう覇

権移行と世界大戦の可能性でしょうか？(質問①) 

 

▲土肥 質問１への解答 

 現代の世界は経済がグローバル化した世界であり、グローバリゼーション下での戦争は、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を破壊する可能性が極めて高いです。米中はお互いが大きな貿

易相手であり、戦争による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は、両国にと

って望ましいことではありません。 

 もし戦争になった場合、アメリカは EUや日本などの先進国と同盟を組み、バードンシェアリングにより

同盟国の戦費負担も可能ですが、中国の場合、「一帯一路」関係国でアメリカと敵対して中国につく国がど

れだけあるか不透明であることと、仮に中国と同盟を組む国があったとしても、それは経済的に豊かではな

い途上国が中心となると思います。つまり、中国は同盟国にバードンシェアリングを要請することは実質不

可能であり、極端な場合、仮にアメリカを超える経済力と軍事力を持ったとしても、（アメリカ＋EU＋日

本、韓国等）のアメリカ同盟国と対峙することが可能であるか、疑問です。 

 すなわち、遠い未来は解りませんが、近い未来に世界大戦規模の戦争が起こる可能性は低いのではないで

しょうか。 

 

・不均等発展 欧米に対するアジアの後発資本主義･帝国主義 
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中国は｢最初は開発独裁体制だった｣。韓国･台湾やＡＳＥＡＮ、開発独裁は｢民主主義国家へと変化する｣が、

中国は｢このように変化していない｣。報告では、｢中国は開発独裁と同じか違うか｣という趣旨の発言もありま

した。 

20世紀の後発資本主義が開発独裁ともう一つ、中国やベトナムの官僚制国家資本主義と見るべきでしょう(先

行のソ連は市場経済化に失敗して崩壊)。政治的に一党独裁であるのは、社会主義革命が破綻し変質して出現し

た歴史的事情でしょう。 

 19世紀の後発資本主義であったドイツと日本が覇権を奪取しようと 20世紀に世界大戦を引き起こしたよう

に、資本主義が続く限り、21世紀に、中国がアメリカから覇権を奪取しようとし、世界戦争を引き起こす可能

性は大きいでしょう(米国･西欧･日本が国内の厭戦と反戦で中国に対して戦争できない可能性も実は大きいでし

ょうが)。 

 私の意見 第一次世界大戦は、植民地をめぐる市場再分割戦であり、第二次世界大戦はさらに民族解放闘争

の意味合いが加わりました。しかし、経済がグローバル化した現代では、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でから容易に調達できます。すなわち、植民地経営より平和的な貿易のほうが国家の

体制維持コストは比較にならないぐらい安く済むのです。それをあえて植民地再分割戦を挑むことは、どう考

えても割に合いません。 

   さらに、世界大戦が核戦争を引き起こす可能性あるにも関わらず、あえて世界大戦を起こし、市場再分

割戦を挑み、植民地経営という割高な体制維持コストを負担しようという国家が中国を含めて存在するか

どうか、私は疑問に思っています。［ここまで、土肥］ 

 

・依然として資本主義の帝国主義段階 

 ｢宇野経済学の『段階論』に変容をもたらす変化なのか？｣。これはどういう意味でしょうか？(質問②) 

 ｢一帯一路｣は、｢過剰資本を国外で処理｣し｢経済圏の確立｣。中国が 20世紀後半の米欧日に続いて工業→金融

に転化し、金融資本が世界中を支配する。 

21世紀はまさに資本主義の帝国主義段階の本格化ではないでしょうか。 

 

▲土肥 質問２への解答 

  帝国主義段階は、金融資本が世界を支配し、国家は金融資本の利益を守る役割を果たす存在ですが、第二

大戦以降、福祉国家が成立します。福祉国家は社会主義との対抗の必要性から金融資本の利害をある程度抑

えつつ、国民の生存権を保証するわけで、必ずしも金融資本の利害を保証するわけではありません。 

  現在「宇野学派」の中で段階論に対する検討が主張されるようになり、様々な議論が出始めているところ

です。たとえば、前にこの研究会で講演した河村哲二氏は、重商主義段階を「資本主義の萌芽期」、産業革

命から第一次大戦までを「パックス・ブリタニカ段階」、第二次大戦までの戦間期を「パックス・ブリタニ

カからパックス・アメリカーナへの移行段階」、第二次世界大戦以降を「パックス・アメリカーナ段階」と

するべきという説を展開しています。 

  宇野弘藏が段階論を資本蓄積のパターンで整理したことに対し、福祉国家ははたして資本蓄積のパターン

を抽出しただけで成立するのかとう疑問が出されるようになり、現在「宇野学派」では、段階論の再構築の

試みがなされています。ただし、まだ宇野学派自体が定説というような学説を提示できるまでには至ってい

ません。 

  ただ、遠い未来の話として、台頭する中国とこれを迎え撃つアメリカの政策如何によっては、資本蓄積の

構造変化、政策の変化などによって段階論の再構築が必然になる可能性はあるかもしれないという意味で書
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きました。［ここまで、土肥］ 

 

 


