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歴史の時間の中で
米中経済摩擦を考える

石　田　　　護
伊藤忠商事理事

私は商社財務の現場で、固定相場制、ニクソ
ンショックと変動相場制移行、プラザ合意、バ
ブル経済とその後の長期停滞など 10 年単位の
歴史的変化を体験して、短期の市場にあっても
中長期的視点から情勢を俯瞰する必要性を学ん
だ。いま、世界を変えようとしている米中対立
も 50 年―100 年単位の時間の中に置くと、一定
の方向性と課題が見えてくる。歴史学者たちは
1980 年代には中国の台頭と米覇権への挑戦を
予見していた。また、中国経済の変化を十年単
位の時間の中に置くと、一定の方向性と課題が
見えてくる。エコノミストたちは、中国が高所
得国に移行できない「中所得国の罠」とプラザ
合意以降に低成長に陥った「日本の罠」に直面
する危険を語っている。本稿は、長い歴史の時
間の中に米中経済摩擦を置いて、その影響と行
方を考察する試みである。最後に現世代の歴史
への責任について私見を述べる。

I．歴史学界・経済学界の問題提起
1．歴史学者たちの視点：新興大国の挑戦

と覇権国の対応

私は、1956 年、来日中のアーノルド・J・トイ
ンビー博士が英国政府のスエズ侵攻を強く批判
したことに感銘を受けた。1958 年、彼の研究室
を訪れた時、彼は非寛容なキリスト教への失望
と寛容な仏教への期待を語った。その後、私は
彼の「歴史の研究」（1）から文明の生成と発展、挑
戦と応戦、そして没落を学んだ。

歴史学者たちは 1980 年代には中国の台頭と
米覇権への挑戦を予告していた。1988 年、イ
エール大学ポール・ケネディ教授が著した「大
国の興亡」（2）には「1500 年から 2000 年までの
経済の変遷と軍事闘争」の副題が付けられてい
る。経済成長率の相違から、大国は相対的に強
くなり、或は、弱くなる。こうした経済力の変
化と技術の変化が軍事力政治力の基礎となる。
経済拡大が続く時期の大国は海外に権益を拡大

する。「帝国のオーバーストレッチ」である。ア
メリカも、やがてライバル大国が出現し、「ワシ
ントンの政策決定者たちは、最盛時に拡張した
グローバルな権益と責務を守ることがアメリカ
の国力を超えているという不都合な事実に直面
するだろう」。中国は「グランドストラテジー」
を描いている。当面は平和台頭論に基づき軍事
支出を切りつめるが、「将来も戦略上の軽量級に
甘んじる意図はない」。

私は、1988 年、政治学者ズビグネフ・ブレジン
スキーからソ連邦は崩壊すると聞いて驚いた。
その後、彼は「大いなる失敗―20 世紀における
共産主義の誕生と終焉」（3）を著した。ソ連邦は、
ゴルバチョフ大統領がグラスノチ（集会報道の
自由化）を梃子にペレストロイカ（改革）を進
めた結果、混乱に陥って崩壊した。鄧小平は、ゴ
ルバチョフとは逆に、先に改革開放を進め、政
治の自由化を後回しにした。「独裁開発」を選択
したアジアやラテンアメリカの発展途上国の多
くは、経済が一定段階まで発展すると、民主化
の課題に直面した。ブレジンスキーは、「政治の
自由化は中国の指導者が直面する不安な課題で
あり続けるだろう」と書き遺した。

2003 年、シカゴ大学ジョン・ミアシャイマー
教授は、「大国政治の悲劇―米中は必ず衝突す
る―」で（4）、中国は平和的に台頭するかと自問
し、中国はアメリカが西半球を支配したのと同
じように、やがてアジアを支配しようとするだ
ろうと答えた。（因みに、本書刊行から 10 年後
の 2013 年 6 月、習近平国家主席はオバマ大統
領に「太平洋は米中両大国を受入れる十分な空
間がある」と語った）。「最強国家は自分の地域
で覇権を確立すると同時に、別の地域でのライ
バル大国の地域覇権を阻止しようとしてきた。
アメリカもライバル大国の出現を許さず、世界
唯一の地域覇権国の立場を譲らず、中国がアジ
アで地域覇権を確立することを阻止しようとす
るだろう」。中国は 2009 年までは控えめに振る
舞ったが、その後は領土紛争などからアジア諸
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国に深刻な脅威と見られるようになった。中国
の周辺国は中国の台頭を牽制する、アメリカ主
導の「バランシング同盟」に参加するだろう。
激しい安全保障競争が行われ、戦争の可能性が
高まる。ミアシャイマーは、事態が彼の主張に
反して、彼の間違いが証明されることを願うと
結んでいる。

2008 年 1 月、テキサス A&M 大学クリスト
ファー・レイン教授は、中国の台頭とともに米覇
権の時代が終わりを告げようとしていると書い
た（5）。中国は 2020 年までに経済規模でアメリカ
を凌ぎ、第一級の軍事力としてアメリカのライ
バルとなる。アメリカは、中国を国際経済に組み
込むことで政治の自由化を促す関与戦略と、中
国の軍事的台頭を抑える封じ込め戦略で対応し
た。中国の「最適現実政治（realpolitik）戦略」
は、「明日アメリカと対決して東アジアでの地域
覇権を樹立するため、今日は経済成長に必要な
時間を買うこと」であった。関与戦略は期待に
反し、封じ込め戦略は米中安全保障競争を激化
した。「中国が地域の成長エンジンとして台頭す
るとともに、アメリカの経済的優位性は退潮し、
中小国は徐々に中国の軌道に引き込まれる」。軍
事衝突を避けつつ東アジアで中国を抑制するに
は、複数の政策を組み合わせた「バランシング
戦略」が必要である。経済面では、アメリカか
らの対中ハイテク流出と対中貿易赤字を削減す
る「戦略的貿易政策」である。安全保障面では、
中国を封じ込める責任をアジアの主要国に移譲
することである。トランプ政権の貿易政策と安
全保障戦略はレインの「バランシング戦略」に
沿っている。「東アジアでアメリカの覇権を維持
するため中国と戦うことは賢明でない」。レイン
は、歴史は覇権大国がやがて他の大国に敗れる
ことを示しているが、「米外交政策界の主流は、
アメリカだけはその宿命の例外になると信じて
いる。この信条は間違っている」と書いている。

ハーバード大学グレアム・アリソン教授は、
2017 年、「戦争に運命つけられて―米中はツキ
ディデスの罠を回避できるか」を著し（6）、古代
ギリシャを荒廃したペロポネソス戦争につい
て、ツキディデスが「アテネの台頭とそれに対
するスパルタの恐怖心が戦争を不可避にしたと
書いた」ことを引き合いに、台頭する大国が既
存の大国に挑戦すると戦争に至る傾向を「ツキ
ディデスの罠」と呼んだ。過去 500 年の間の

「ツキディデスの罠」状況 16 回のうち、12 回は
戦争に至った。戦争が回避された 4 例のうち、
1940 年代から 1980 年代にかけて対立した米ソ

が「史上最も危険な大国間の競争を平和的に管
理した」例は、覇権国アメリカと挑戦国中国が
衝突を避けるための指針となりそうである。

以上の通り、歴史学者・国際政治学者たちは、
国家の経済力が軍事力政治力の決め手となった
歴史から、成長率でアメリカを上回る中国がやが
てアメリカの覇権に挑戦すると想定し、そうした
状況で戦争を回避する道筋を模索してきた。

2．エコノミストたちの問題意識：中所得
国の罠と日本の罠

エコノミストたちの主要な関心は中期の方向
性、問題、課題である。世界銀行と中国国務院
発展研究センターが 2012 年に公表した共同研
究「中国 2030」は、低所得国は豊富な労働力と
先進工業国のテクノロジーを使って低コスト製
品を生産して国際市場で競争するが、やがて低
コスト労働力と既存テクノロジーを使い果たす
と、競争力が低下すると指摘した。自前の技術
革新によって生産性を向上しなければ、中所得
国に留まることになる。中国の一人当たり GDP
は、2012 年には 6,329 米ドルであったが、2018
年に 9,633 米ドルとなった。中国は日本や韓国
のように高所得国への道を歩むか、或は、ラテ
ンアメリカ諸国のように「中所得国の罠」に陥
るかの岐路に立っている。

下表は「中国 2030」の予測である。中国の経済
成長率は、「着実な改革」が行われ、かつ、「重大
なショックなし」の場合でも、徐々に低下する。

上表の二つの前提条件に注目願いたい。中国
が中所得国の罠に陥ることなく、高所得国に移
行するには、先ず「着実な改革」によって労働生
産性を高めなければならない。中国は「中国製
造 2025」戦略など経済のハイテク化によって労
働生産性向上を確保して、「中所得国の罠」を回
避しようとしている。問題は、トランプ政権の
対中貿易戦争、ハイテク戦争、通貨戦争によっ
て、「着実な改革」が脅かされ、「重大なショッ
クなし」の前提が失われかねないことである。

2014 年、世界経済与政治研究所張明国際投資
室主任は、中国は今後の 10 年間に、「中所得国の
罠」だけでなく、1980 年代後半に日本が陥った

中国の予測成長パターン：
「着実な改革」と「重大なショックなし」を前提

1995～
2010

2011～
2015

2016～
2020

2021～
2025

2026～
2030

GDP成長（年率 %) 9.9 8.6 7.0 5.9 5.0

労働力増加 0.9 0.3 –0.2 –0.2 –0.4

労働生産性上昇 8.9 8.3 7.1 6.2 5.5
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「日本の罠」にも直面すると警告した（7）。「日本
の罠」には二つの特徴があった。第一は、1985
年のプラザ合意後の急激な円高に過度の金融
緩和で対応したことによりバブルが発生、その
崩壊で企業と金融機関のバランスシートが毀損
し、高度成長を誇った日本が 20 年の低成長に
陥ったことである。GDP に対する政府債務の比
率は 250％近くに達した。第二は人口の高齢化
である。日本は富んでから高齢化したが、中国
は富む前に高齢化を迎える点で、日本より不利
な状況にある。中国の重要課題は、中国が構造
改革によって来たる 10 年間に「中所得国の罠」
と「日本の罠」を回避することである。

1970 年代、日本の輸出主導高度成長とともに
アメリカの対日貿易赤字が拡大し、日米経済摩
擦が激化した。アメリカは 1980 年代、貿易、ハ
イテク、為替で圧力を掛けて米経済覇権への日
本の挑戦を退けた。1985 年のプラザ合意後、1 ド
ル 237 円から 1 年後の 154 円へ急騰した時、私
は商社財務の現場にあって、日本企業が輸出の
採算を取れなくなって行く様子を目撃した。先
物為替予約を勧める経済学者があったが、先物
は更に円高であったので、役に立たない。取り
分け中長期のプラント輸出は、予約と同時に損
失が確定するので、日本からの輸出は壊滅した。
日本企業は生産と雇用を海外に移し、日本の産
業基盤が弱体化した。日本経済はバブルの発生
と崩壊を経て構造不況に陥った。これが「日本
の罠」である。しかし、日本企業の海外生産移
行がアジア諸国の経済発展を促した。プラザ合
意はこうして日本と世界を変えた。

その後、日本は製造業の国内回帰に腐心して
きたが、トランプ政権の圧力下、自動車など主要
製造業工場のアメリカ移転が始まった。2019 年 3
月 6 日、トランプ大統領は安倍首相から「日本は
少なくとも 7 つの大きな工場をアメリカに移す」
と説明を受けたことを明かし、更に多くの工場移
転を求めた。「日本の罠」はまだ終わっていない。

中国も輸出主導高度成長を遂げた結果、アメ
リカの対中貿易赤字が拡大し、米中経済摩擦が
先鋭化した。福田康夫元首相は、2018 年 4 月 9
日、ボアオ・アジアフォーラムに際し記者会見
で、中国の状況は「日本がかつて経験した状況
と非常に似ている。日本はアメリカとプラザ合
意を余儀なくされた後、円は短期間に急速に上
昇し、日本の市場、産業、経済など各方面に多
大な悪影響をもたらした。中国は日本の痛まし
い教訓を汲み取り、警戒を高め、慎重に行動す
べきである」と語った。

1980 年代のアメリカは日本をアメリカの経済
覇権への挑戦者と考えたが、トランプ政権は中国
を米覇権そのものへの挑戦者と考えている。2017
年の米安全保障戦略報告書は、中国を「米国の
国益や価値観と対極にある世界を形成しようと
する修正主義勢力」と決め付けた。トランプ政権
は中国の挑戦を貿易戦争、ハイテク戦争、通貨
戦争によって退けようとしている。中国版「日本
の罠」はプラザ合意後の「日本の罠」より格段
に深刻と考えられる。プラザ合意以降、経済の
グローバリゼーションが量的にも質的にも格段
に進展したので、その影響の世界的な広がりも、
プラザ合意後の「日本の罠」の比ではあるまい。

3．「ツキディデスの罠」状況の行方

2017 年の中国の人口 13.9 億人はアメリカの
3.26 億人の 4 倍であった。アメリカの一人当たり
GDP 約 60,000 米ドルは、典型的な中所得国チリ
やアルゼンチンの約 15,000 ドルの 4 倍であった。
単純に現在の人口で、中国の一人当たり GDP が
チリ、アルゼンチン並に達したと仮定すると、中
国の経済規模はアメリカの経済規模を超える。中
国が高所得国になった場合、中国は更に大きくア
メリカを凌ぐ経済大国となる。何れの場合でも、

「ツキディデスの罠」状況は現在より深刻化する
と考えられる。その時点で、或は、その時点に至
るまでの間に、米中はどのように「ツキディデス
の罠」状況を管理するかが問われる。

中国の次に、一回り遅れでインドが台頭する。
インドの人口は現在 13 億強であるが、国連経済
社会局人口部の推計によると、2050 年には 16.20
億人に達し、アメリカの 4.01 億人、中国の 13.85
億人を上回る。一人当たり GDP は 2007 年の
1,076 米ドルから 2018 年の 2,016 ドルへ倍増し
た。インドが順調に発展すれば、中国の南に、ア
メリカの経済規模に匹敵する、或は、それを凌駕
する、民主主義体制の巨大中所得国が誕生する
ことになる。アジアの地政学的環境変化と米中対
立構図への影響が新たなテーマとなる。因みに、
2100 年の人口は、インド 15 億人、中国 10 億人、
アメリカ 4.5 億人と推計されている。

II．米中経済摩擦
1．ハイテク戦争
⑴   中国の製造大国戦略

中国の戦略的重要課題は、「中国 2030」が予
測した程度の経済成長を続けて、「中所得国の
罠」に陥ることなく高所得国に移行することで
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ある。そのためには「着実な改革」、取り分け経
済のハイテク化によって、中国経済の生産性を
引上げなければならない。

中国経済は国有部門の重厚長大型オールドエ
コノミーと主として民間部門のハイテク・サー
ビス産業のニューエコノミーが混在している。
オールドエコノミーの改革なくして、中国経済
全体の生産性を引上げることはできない。李克
強首相は、2018 年 3 月 22 日、第 13 期全国人民
会議での「政府活動報告」で、「鉄鋼、石炭、火
力発電など重厚長大分野で、過剰生産能力や旧
式生産能力を廃棄する」と語った。ハイテクに
よる製造業の高度化とサービス産業の拡充も重
要課題である。李克強首相は、「スマート製造

（知的生産）」を押しすすめ、「知識型・技能型・革
新型勤労者の大軍を作り、中国製造の品質革命
を起こす」と語った。

苗圩工業情報化相は、2018 年 7 月 16 日、中
国共産党機関誌「求是」への寄稿で、「わが国
の製造業は大きいが強くなく、多くの分野で基
幹コア技術がないという局面は根本的に変わっ
ていない。習近平総書記は、基幹コア技術を自
分の手に握ってはじめて、国家の経済、国防そ
の他の安全保障を確保できると指摘している」
と述べた。「中国製造 2025」公布の国務院通知

（2015 年 7 月 25 日）にも、「中国では現在、科
学技術革命と産業革命の新たな波が押し寄せて
いる。製造強国戦略を進め、建国 100 年を迎え
る 2049 年までに、世界の製造業の発展を率いる
製造強国へと中国を発展させ、中華民族の偉大
な復興という中国の夢の実現に向けた土台を固
めなければならない」とある。

⑵   アメリカの対中ハイテク戦争

ペンス米副大統領は、2018 年 10 月 4 日の講演
「トランプ政権の対中政策」で、中国のハイテク
化戦略への強い懸念を表明した。中国は「中国
製造 2025 」を通じて、ロボット工学、バイオテ
クノロジー、人工知能など世界の最先端産業の
90% を支配しようとしている。中国政府は官僚
や企業にアメリカの知的財産を取得するよう指
示してきた。中国政府は多くの米企業に、中国で
事業を行う対価として、企業秘密の提出を要求
している。米企業が創造したものの所有権を得
るために、米企業を買収する。「中国の安全保障
機関が米国の技術の大規模な窃盗の黒幕であっ
て、中国共産党は盗んだ技術を軍事技術に転用
している」。中国はアメリカの軍事的優位を脅か
す能力を第一目標としており、「米国を西太平洋

から追い出し、米国が同盟国の支援に駆け付け
ることを阻止しようとしている」。ペンス副大統
領の演説は対中ハイテク戦争にかけるトランプ
政権の厳しい姿勢を伝えている。更に、2019 年
1 月 28 日、米司法省は華為と同社の孟晩舟副会
長を「アメリカの経済と安全保障脅威」として
起訴した。しかし、ハイテク戦争は中国への技
術移転を遅らせることはできても、無数の企業
と個人の活動による技術移転を阻止することは
できないだろう。

トランプ政権は、中国がハイテクで生産性を
引上げて「中所得国の罠」の回避を目指してい
るタイミングで、中国にハイテク戦争、更に、
貿易戦争、通貨戦争を仕掛けて、米覇権への中
国の挑戦を退けようとしている。

2．貿易戦争
⑴   貿易戦争の衝撃

2017 年のアメリカの貿易赤字は 5,660 億ドル、
その内、対中が 3,752 億ドル、対日は 688 億ドル
であった。トランプ政権は両国に対米貿易黒字
の削減を求めているが、アメリカが大型減税な
どで総需要を拡大し続ける限り、米貿易赤字が
大きく縮小することはない。実際に、2018 年の貿
易赤字は 8,787 億ドルへ、その内、対中は 4,192
億ドルへ拡大した。アメリカの貿易赤字が大き
く減らない以上、米中貿易戦争は、2020 年の米
大統領選挙など国内政治上の都合で一時的な小
休止はあっても、長期化は避けられそうにない。

貿易戦争によって中国の輸出関連企業の経営
環境が悪化した。採算が悪化して輸出が減少し
ただけではない。各国企業は中国に置いていた
生産加工の場を中国外に移転し始めた。また、
中国の輸出製品にはアジア太平洋地域などから
の部品が含まれているので、貿易戦争の衝撃は
部品供給網の再編を通じても世界に波及する。

2018 年第 4 四半期になると、中国経済の減速
が統計上も明らかになった。需要サイドでは、
輸出だけでなく、輸入や消費など内需も不振で
ある。需要が不振であれば、供給サイドの生産
が影響を被る。輸出依存度の高い民間企業や外
資が苦しい。中国に製品や部品を輸出する日本
企業の業績も低下傾向にある。

中国人民大学国際通貨研究所向松祚副所長
は、2018 年 12 月 16 日、同大学で開催された「改
革開放 40 周年記念フォーラム」で、「2018 年は
尋常な年でなかった。多くの重大事が発生し、中
国経済は景気後退に見舞われた。2018 年の成長
率は、国家統計局の数値は 6.5％であるが、ある
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重要な研究チームの内部報告では 1.67％であっ
た。負の数値を示す計算もある」と語った。景
気の鈍化を招いた要因は、「米中通商摩擦、中国
民営企業の大幅な投資減少、民営企業家の悲観
的心理拡大である」。

株価も低迷した。上海総合指数は年初 3314
で幕を開けたが、6 月には 3000 を割り、年末は
2483 で幕を閉じた。株価低迷の主因は上場企業
の収益低下である。株価は基本的には一株当た
り利益（利益÷発行株数）に株価収益率（株価
÷一株当たり利益）を乗じた金額である。株価
は市場心理によって大きく上下することがある
が、何れ一株当たり利益に妥当な株価収益率を
乗じた金額に収斂する。2019 年、中国経済の減
速が続くと、企業業績低下により一株当たり利
益が減少し、株価も下落する。景気の先行きに
ついて悲観心理が広がると、予想株価収益率が
下がり、株価下落に拍車がかかる。

⑵   中国政府の対応

貿易戦争への中国政府の対応は、構造改革と
マクロ経済政策である。構造改革では、内外の
企業が生産の場を国外に移すのを防ぐため、外
資への投資規制の緩和や知的財産権保護など、
投資環境の整備が図られている。外資は一部の
例外を除く製造業とサービス業に進出できる。
外資のシェア規制も緩和される。金融分野では
2021 年に外資のシェア規制を撤廃する。知的財
産権保護も強化する。これらの措置は必要であ
るが、一朝一夕で効果が現れるものではない。

当面の対応は拡張的マクロ経済政策である。
李克強首相は、2019 年 3 月 5 日の全国人民代表
会議で、2019 年度の経済成長率目標を 6 － 6.5％
とし、2 兆元規模の減税を実施すると発表した。
金融では、中国人民銀行は預金準備率を引き下
げるなど金融緩和政策を打ち出している。余永
定元中国人民銀行貨幣委員は、「拡張的マクロ経
済政策だけで中国経済の諸問題が解決される訳
ではないが、安定成長が最重要課題である現状
では、中国当局は手持ちの道具すべてを使う必
要がある」と主張している（8）。北京大学黄益平
教授は、「政府が経済政策を微調整するカウン
ターシクリカルな対応で、今年は活発な経済成
長が望める」とやや楽観的である（9）。

中国は巨大な消費市場と投資余地を残してい
るので、マクロ経済政策は有効性が高いと考え
られる。しかし、中長期的には、生産年齢人口
減少などの構造要因により成長率が低下する中
国経済をマクロ経済政策で支え続けると、張明

が恐れる「日本の罠」に陥ることになる。日本
は構造要因による成長率低下を金融財政政策で
支え続けて、その余地を尽くしたが、今も低成
長から脱却できないでいる。事前に計画した成
長率の達成に拘る中国では、金融財政政策によ
る下支えが常態化する可能性は更に高いと考え
られる。

3．通貨戦争
⑴   貿易戦争の道具

トランプ政権は、中国は市場介入により人
民元安を、日本は金融政策により円安を誘導し
て、アメリカの貿易赤字を引起したと非難して
きた。ドル高を是正すれば、米貿易赤字が減少
するという理屈である。フレッド・バーグステン
など主流派エコノミストがその理論を提供して
いる（10）。彼らの試算では、10% のドル安は米貿
易赤字を 3,000 億ドル縮小し、10 億ドルの縮小
毎に 6,000 人の雇用が増える。

日本の金融政策についてのトランプ大統領の
非難には根拠がある。2008 年 9 月のリーマン・ブ
ラザーズ経営破綻後の世界金融危機対策として
米 FRB が実施した量的緩和により、円は 2008
年の 1 ドル 110 円台から 2011 年 10 月の 75 円台
まで高騰、産業界が悲鳴を上げた。2012 年 12
月 23 日、安倍晋三次期総理は WSJ 紙に、「他国
の通貨切下げの試みに日本も円切下げで自衛す
る。マネタリーベース残高を拡大して円の過大
評価を是正することに賛成」と語った。岩田規
久男日銀副総裁候補は、2013 年 3 月 4 日、「当座
預金残高が10％増えると予想物価上昇率が0.44
ポイント上昇する。期待物価上昇率が２％ポイ
ント上がれば、為替は 15 円の円安、日経平均株
価は 4000 円上昇する」と踏み込んだ。

円は、別表「主要通貨の騰落率」の通り、ドル
やユーロより格段に大きく変動する通貨である。
特に、1985 年と 1995 年の円急騰では、日本企
業は輸出の採算が取れなくなり、大挙して海外
に脱出、日本経済長期停滞の契機となった。円
が大きく変動するのは、ドル圏・ユーロ圏という
二大通貨圏に属さない大型開放経済の「孤独な
通貨」であって（11）、日米経済摩擦に敏感に反応
するからである。日本はアメリカの同盟国であ
り、円は自由変動相場制通貨であるが、トラン
プ大統領は日本を容赦しない。

人民元もドル圏、ユーロ圏に属さない大型開
放経済の通貨である。その上、中国はアメリカの
覇権への挑戦者であり、人民元は管理変動相場
制通貨である。トランプ大統領は、中国が人民
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元レートを管理していると非難し続けてきた。
アメリカには為替政策で日本の経済的挑戦を退
けた成功体験がある。アメリカの対中貿易赤字
が大きく減少しない場合、トランプ大統領が貿
易戦争の道具として為替政策を使っても不思議
はない。それによって人民元が不安定化すると、
中国社会安定の基礎である経済の安定成長が脅
かされる。

トランプ政権は、協議中の物品貿易協定に日
本の金融政策を束縛しかねない「為替条項」を
要求している。ドル円レートの過激な変動や過
度の円高への緊急措置としての市場介入だけで
なく、正当な金融政策まで制限されかねず、日本
に同意の余地はない。私は、トランプ大統領の
日本と中国への通貨安誘導批判を問題提起と捉
え、国際社会が金融政策と市場介入についての
事実と考え方を整理して、どのような市場介入
は許容され、どのような市場介入は許容されな
いか、また、どのような量的緩和は許容され、ど
のような量的緩和は許容されないかについて、
新たなガイドラインの策定を提唱してきた。そ
れは、各国経済とグローバル経済の双方に友好
的な金融環境を整備することに繋がるだろう。

⑵   ドル体制下の人民元国際化

中国は、2005 年 7 月、人民元為替制度をド
ル・ペッグから通貨バスケットを参考とする管
理変動相場制に移行した。翌 2006 年 12 月、易
綱中国人民銀行副総裁秘書は、経済大国として

「他国との最高レベルの競争は通貨間の競争で
ある」と述べた（12）。中国の目標は、ドル・ユー
ロ・人民元の多極的準備通貨体制を構築するこ
とである。そのため、先ず周辺地域において人
民元国際化を実現し、次いで人民元建ての国際
資本市場を発展させる。人民元は、このような
段階を経て、準備通貨の地位を実現できる。易
綱は、「現在のところ人民元は強いが、弱くなる
こともある。我々は通貨代替問題を忘れてはな
らない。中国人は現実的な国民であって、ドル
であろうユーロであろうと、価値と収益が維持
される通貨を選択する。通貨代替問題を解決し
てこそ、人民元は交換可能通貨という偉大な理

想を実現することができる」と述べた。
IMF が人民元の SDR 構成通貨入りを決定し

た直後の 2015 年 12 月 1 日、中国人民銀行易綱
副総裁は、「最終目標はクリーン・フロート（完
全な変動相場制）の実現である」と語った。そ
れが国際化された人民元の姿である。しかし、
2015 年 8 月、中国人民銀行が市場実勢に合わせ
るため人民元をドルに対し 4％切下げた上で、
基準レート算出方法を変更すると、人民元先安
感が高まって合法的資本取引と正体不明のホッ
トマネーが大量に流出した。2016 年 1 月にも同
様の資本流出が繰り返された。中国当局は人民
元の下落を阻止するためドル売り・人民元買い
の市場介入を行い、多額の外貨準備を失った。
進行中の米中経済摩擦で人民元国際化は更に遠
のいた。世界最大経済国の通貨が交換可能通貨
でないという不都合な事態が予想される。

中国経済学界では、一国の経済規模とその通
貨の地位の非対称性は新興国経済が台頭した時
に見られる現象であって、人民元国際化への道
が閉ざされた訳ではないと考えられている。米
中経済摩擦の激化で、人民元国際化戦略再考は
中国経済学界のホット・イッシューとなった。首
都経済貿易大学李婧教授は、2018 年 8 月、周
小川元中国人民銀行総裁などの通貨問題専門家
が人民元国際化の挫折と展望について討議した

「中国金融四十人伊春フォーラム」の状況を紹
介している（13）。私が注目したのは、中国輸出入
銀行胡暁煉会長が「中米貿易摩擦は中国に一つ
のドアを閉めたが、もう一つのドアをも開ける
ことになった」と述べた点である。米中経済摩
擦によってアメリカとの関係が緊張している国
に人民元使用の機会がもたらされた。ヨーロッ
パは SWIFT から独立した決済システムを構築
すると伝えられている。「中国は上海金、原油先
物等コモディティのプライシングや、レア・アー
ス等戦略的資源の輸出のプライシングを人民元
建てとするなど、人民元の国際価値尺度機能面
での大胆な実験を行う」ようである。

李暁吉林大学経済学院院長は、中国が米ドル
に過度に依存していることを指摘し、中国経済の
力量についての一部の経済学者の「希望的思考」

主要通貨の騰落率（単位：％）

期　　　　　　　間 ドイツ 日本 アメリカ
プラザ合意後 1年 1985年 1月―1986年 9月 +8 +42 -18
1995年ドル危機前 3年 1992年 4月―1995年 3月 　+14 +43 +1
世界金融危機後 5年 2009年 1月―2014年 1月 -8 +38 +5
日銀量的緩和の前後 2年半 2012年 8月―2014年 12月 +1 -33 +8

（出所）国際決済銀行「国別実質実効為替レート指数」より筆者計算
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に警告した（14）。「中国の台頭は本質的にはドル体
制内での地位上昇である。40 年間、中国はドル
体制から便益を享受してきた」。中国はドル体制
の主要な支持者であり、同時にリスク負担者であ
る。中国は 1.19 兆ドルの米国債を保有している。
それは中国からの資本流出に対する大きなバッ
ファーである。外貨準備の減少は中国の金融安定
性を脅かす。「人民元国際化の目標はドルに代わ
ることではない。短期的にはドル体制は代えよう
がない。人民元の目標はドル体制下でリスクとコ
ストを削減することである」。彼は、「歴史は、大
国間、特に第一位と第二位の大国間の競争は単に
経済についてではなく、国際政治上の対決である
ことを証してきた。中国にとって最大の問題は、
世界最強国が中国を主要競争者と見做し、中国を
封じ込めるため平和時に経済戦争を使っている
ことである。二大国間の対立は少なくとも 50 年、
或は更に長く続く可能性があり、いま起きている
ことは歴史の幕開けであろう」とも語った。

III．米中対立の行方
1．米中識者たちの懸念

米中経済摩擦の本質は覇権国アメリカと挑戦
国中国の覇権を巡る争いである。中米両国の識
者たちは米中対立の行方を懸念している。

中国社会科学院アメリカ研究所陶文釗（トウ 
ブンショウ）副所長は、「アメリカの対中政策は
国交回復後40年間で最も深刻な調整過程にある」
と判断している（15）。それはオバマ大統領のリバ
ランシング戦略で始まった。主因は、米中の力
関係の変化、中国が経済発展とともにやがて民
主化すると期待していたアメリカの失望、アジ
アインフラ投資銀行や一帯一路構想などの戦略
意図についてのアメリカの誤解である。進行中
の調整過程をトランプ大統領個人の提唱と考え
てはならない。米戦略関係者間では「ワシントン
は近代史上最もダイナミックで恐るべき競争者
に直面している」との合意が存在している。陶
文釗は、アメリカが 2017 年の「国家防衛戦略」
で中国を「アメリカと競う No.1 国家」と位置
付けて、「近い将来はインド洋―太平洋地域で覇
権を、将来は米国に代わってグローバルな覇権
を企む」と指摘したことについて、ジョン・ミア
シャイマー著『大国政治の悲劇』を読むようで
あるとコメントした上で、「中国は真剣かつ冷静
に、対話と協議を通じて両者の相違の縮小に努
めるべきで、アメリカとの戦略的対決の誘惑に
抵抗しなければならない」と主張する。

清華大学閻学通（イェン・シュエトン）教授に
よると、米中二極体制は「二つの超大国間の不
安定な平和の時代」である（16）。「輸出による貿易
黒字と雇用が国内の社会的安定にとって死活的
に重要なエンジンの役目を果たしている」こと
から、「今後 10 年の中国外交は、持続的な経済
成長に焦点を合わせるはず」であって、「北京の
指導者はアメリカとその同盟国との全面的な衝
突を回避しようとする」だろう。「両国はともに
軍備増強を試みながらも、緊張を管理しようと
慎重な努力を続けると考えられる」。潜在的紛争
要因の存在にも注意が必要である。例えば、台
湾が独立の是非を問う住民投票を実施すれば、
北京はこれを「レッドラインを超えた」とみな
し、軍事行動に出るかも知れない。「アメリカが
台湾の支援に向かえば、米中の全面戦争にエス
カレートしていく恐れがある」。

米外交問題評議会リチャード・ハース会長の
問題意識は、彼の論文の表題「戦後秩序は衰退
から終焉へ―壊滅的シナリオを回避するには」
の通りである（17）。世界の発展を支えてきた第二
次大戦後のリベラルな秩序に劣化の兆候が見ら
れる。トランプ政権が、かつては聖域とされた
ヨーロッパとアジアの同盟関係へのコミットメ
ントに条件を課したことからアメリカの信頼性
への疑問が高まった。世界が更に混乱し、秩序
を欠く状況に陥る可能性が高い。「保護主義、ナ
ショナリズム、ポピュリズムが更に勢いを持ち、
民主主義は廃れていく。内戦や国家間紛争が頻
発して常態化し、大国間のライバル関係も激化
する。グローバルな課題に向けた国際協調も不
可能になっていく。こうした描写に違和感を覚
えないとすれば、現在の世界がすでにこの方向
に向かっているためだろう」。米中関係の破綻、
ロシアとの衝突、中東での戦争、あるいは気候
変動の累積的作用と、何がきっかけにあるにせ
よ、それがシステミックな危機にならないよう
にしなければばらない。「世界が壊滅的な事態に
遭遇するというシナリオが不可避でないことは
グッドニュースだ。バッドニュースは、そうな
らないという確証が存在しないことだ」。ハース
は、秩序の劣化をうまく管理できなければ、壊
滅的な事態になりかねないと考えている。

日本は、「大国間のライバル関係が激化し、
グローバルな課題に向けた国際協調が不可能に
なっていく」状況の中で、アメリカと同盟関係
を堅持しつつ、中国と日中関係改善を図ってい
る。それは「世界が壊滅的な事態に遭遇する」
ことを防ぐ方向に作用すると考えられる。
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世界史的に危険な時代が人類を待ち受けてい
る。米中がライバル関係を管理できなくなって、

「ツキディデスの罠」と呼ばれる覇権を巡る軍
事衝突が発生しないとは断言できない。2017 年
に「戦争に運命つけられて―米中はツキディデ
スの罠を回避できるか」を著したグレアム・ア
リソン教授は、2018 年 12 月 19 日付け「環球
時報」のインタビュー記事で、アメリカが中国
強大化の現実を受け入れるには長い時間がかか
り、また、中国人に「急がず焦らず」は容易で
あるまいが、アメリカ人も中国人も、どうすれ
ば「ツキディデスの罠」を回避できるかを深く
思考すべきであると述べ、「われわれには創造力
と想像力があるのだから、これについて私は楽
観している」と結んだ。米中両国指導者は歴史
に重い責任を負っている。

2．歴史への責任

1977 年 11 月 23 日、ヘルムート・シュミッ
ト西独首相はアウシュヴィッツを訪問した時、

「この場所は沈黙を要請するが、ドイツの宰相
である私に沈黙は許されない。過去を認識しな
ければ、将来への道はない。アウシュヴィッツ
では誰も、政治は道徳を基礎に持たなければな
らないという洞察から逃れることはできない。
歴史を出来事と行為の単なる因果の連鎖と解し
てはならない。歴史には義務と責任を伴う」と
語った（18）。

1990 年代、私は何度か、退任後のシュミット氏
と会った。ある時、私はシュミット氏に、広島の
若者と「アウシュヴィッツとヒロシマ、戦争と
平和、過去と将来を語り合っては」と書き送っ
た。彼は、1995 年 11 月、広島大学を訪れ、「追
憶、悔悟、そして責任」について語った。この
重い演題には彼の深い思いが込められている。
広島を離れる直前、広島西飛行場の狭い待合室
で、シュミット氏は私に、第二次大戦では対ソ
戦線で戦ったこと、彼が生地ハンブルグに一時
帰郷した時、連合軍の爆撃で壊滅したハンブル
グでは焼けた人肉の匂いが漂っていたこと（私
は、ヒロシマでは生きている人の黒焦げの皮膚
の隙間から滲み出た膿が悪臭を放っていたと応
じた）など、彼の戦争体験を語ってくれた。「歴
史には義務と責任を伴う」というシュミット氏
の思想は自らの戦争体験に基づいている。

私たちは、よもや米中が戦うことはあるまい
と考えて暮らしている。しかし、グレアム・アリ
ソンの調査によると、人類は過去 500 年間 16 回
の「ツキディデスの罠」状況のうち 12 回、戦っ

てきた。私は、人類が単純平均で 70-80 年ごと
に戦争を繰り返してきたことと、人類が寿命か
ら 70-80 年毎に総入れ替えになって戦争の実感
が持てなくなることとは、無関係ではあるまい
と考えている。人類は個人のレベルでも、子は
親の失敗を繰り返して続けてきた。今は、戦争
体験がなく、戦争の実感を持てない政治指導者
が人類の運命を握っている。歴史から教訓を学
んで、「出来事と行為の連鎖」の果てに「ツキ
ディデスの罠」に陥ることにならないように事
態を管理すること、それが歴史への責任という
ものであろう。
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