
今や中国は、日本企業の単なる海外生産拠点

としてだけでなく、輸出大国であり、アジア経済

の成長センターともいえる存在になっている。し

かしその一方で労賃の年率 20 ～ 40 ％上昇など、

特に製造業全般の収益力を低下させる要因が増え

ており、こうした中で勝者と敗者を分ける生き残

り競争は予想を超えて激しくなり、新たな社会的

問題点も出てきている。

今回は、東レ経営研究所客員研究員で来日中

の馮 復旦大学教授に現代中国のリアルな姿、問

題点などについてお聞きした。

戦後の日本の経済システム

佐々木：昨年 10 月に上海でお会いして以来です

ね。本日は多忙なスケジュールの中、お時間を

いただき大変感謝しています。本日は主に中国

の現在のリアルな姿を教えて頂ければ有難いと

考えています。

ところで、今回の来日の目的は何でしょうか。

馮教授：日本国際交流基金の支援で『戦後の日本

経済システム』の歴史的分析という研究テーマの

ために来日しました。

佐々木：馮先生の初来日は確か 1989 年に京大大

学院に留学された時でしたよね。その当時と現在

とでは日本の印象は何か変わりましたか？

馮教授：バブル絶頂期の日本に来たわけですか

ら、その後日本もバブルが崩壊し「失われた 10

年」と言われた時期も経て産業界だけでなく社会

全体も確かにかなり変わりました。しかし、その

間の中国の劇的な変化に比べると日本はそれほど

大きくは変わっていないという印象です。自動販

売機の缶ジュースが 100 円から 120 円になったく

らいですかね（笑い）。

佐々木：なるほどそれはごもっともな感想です。

実は随分昔、私は中国という存在に全く興味があ

りませんでした。というのは、情報がほとんどク

ローズされていて、中国に関しての興味深い情報

が日本の新聞には載らないし、現代中国に関する

面白い本もなかったですしね。

ところがある時期から急でしたね、中国のプレ

ゼンスが国際的にバーンと出てきて、目を見張る

成長のテンポで沿海部中心ですが中国は劇的に変

化し、その結果世界経済全体に大きなインパクト

を与え始めました。今や「世界の工場」「世界の

成長センター」と言われるようになりました。

馮教授：そうですね。ただ、あまりにも急な成長

なので、当然のことながら社会全体にいろんな不
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均衡があります。市場も未成熟でアンバランスな

ところが多いので、日系企業の方は中国市場への

対応が難しいとおっしゃいますが、ある意味でも

っともなことだと思います。

佐々木：しばらくは中国市場には未成熟ゆえの変

なところやアンバランスなところがあって当然で

す。日本の業界のほうが進んでいるからといって、

日本のスタイルを押しつけようとしてもうまくい

きません。今はその変なところを市場機会として

どう読み切れるかが中国ビジネスに関わる企業の

勝負所でしょう。日本の高度成長期もそうでした

が、国や社会の急激な変革期は、不均衡や歪みが

つきものです。成長から成熟に向う過程で矛盾や

アンバランスはある程度克服されていくものです

から。

ところで、先生のご専門は日本研究の中でも現

代でしたね。

馮教授：現代です。

佐々木：現代というのは日露戦争、日清戦争、明

治維新の頃まで入りますか？

馮教授：はい、明治維新まで入ります。

佐々木：明治維新はあんまり興味がなくなりまし

たか？　今回の研究テーマは『戦後の日本経済シ

ステム』ということですが、研究の焦点を戦後に

限定されたわけは何でしょうか。

馮教授：実は以前、明治維新前後の日本、中でも

日本がどういうふうに西洋文明を吸収していった

かについて研究をしてきましたが、数年前から第

二次世界大戦で日本の国家にどんな変化が起こっ

たかについての研究を少し始めました。それは、

戦後の日本の経済システムは、あの戦争に向けた

総力戦態勢と密接な関係があると我々は考えたか

らです。

佐々木：そんなにダイレクトに関係しています

か。

馮教授：戦後の日本の経済システムは、あの大戦

のための臨戦総力態勢に近いものがベースになっ

ていると思われます。

戦後の日本経済システムは、我々の考えとして

は、五つの特徴があり、一つは、企業内部の組織

のあり方。例えば年功序列、終身雇用制度に象徴

されるものです。二つ目は企業と金融機関との関

係、三つ目が政府と企業との関係、四つ目は企業

間同士の株の持ち合い関係。五つ目が下請け構造

です。

この五つの特徴は、実はこの前の戦争の時にこ

うした態勢が出来上がっていて、ついこの間まで

基本的に続いてきました。例えば金融の面では銀

行法は 1997 年まで使われていましたように。

佐々木：なるほど。それで二番目のポイントは、

間接金融がメインのこれまでの日本において銀

行を中心に形作られてきた企業グループ系列の

ことですか。

馮教授：はい、そうですね。一方、例えばアング

ロ・サクソンの世界では、オープン市場における

直接金融が中心ですね。

佐々木：三つ目の政府と企業との関係というの

は、海外から日本株式会社とよく言われるもので

すね。

馮教授：そうです。これは、私たちの個人的な考

え方ではなく、例えば米英の研究者も同じような

見方をしています。シンボリックな言い方になり

ますが、日本の各業界は、政府機関が何か取締役

会のようなチェック機関の役割を果たしながら業

界全体として一つの会社のように密接な連携の

下、運営されてきたように感じます。
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佐々木：学生のころ私も勉強しましたが、日本の

政府には省庁がたくさんあり、護送船団方式とい

う言葉を使ったりするのですが、各々の監督官庁

が業界全体を底上げするとともに共存共栄できる

ように行政指導したり具体的な施策を打ち出した

りしながら各業界の発展のサポートをしてきた面

は確かにあります。

シンボリックな言い方をすると「和を以って尊

（貴）しと為す」に象徴される日本社会の伝統的

組織原理をベースにして戦後の焼け跡から社会全

体が立ち直りを図った面があったのでしょう。し

かし、これだけ世界がボーダレスになると、日本

の伝統的な組織原理を重視した仕組みや発想では

かえって非効率になり産業発展の阻害要因になり

ます。こういった行政指導や規制があったがため

に、例えば自動車産業の自由化は相当遅れました。

今でこそ日本の自動車産業の競争力は極めて高い

ものになりましたが、ある時期まではビッグ・ス

リーに比べると、過保護に育ったひ弱な子どもみ

たいだったのです。

確かに戦後のある時期までの日本企業は、政府

の規制や庇護の下に育ってきましたが、そういう

面は国際化の波の中で最近薄れてきていると思い

ます。

馮教授： いま挙げた五つのポイントに象徴され

ることについて中国の学会でもポジティブな評価

をしています。私自身も基本的にはポジティブな

評価をしています。でも、私は経済学の出身では

ないので、歴史的文化的見地から言えば、こうし

た同じ組織原理や態勢が戦争を生み出し、また

80 年代の過剰なバブルを生み出したこと、また

戦後のこれまでの期間は日本社会や日本人の持っ

ていた美風あるいは美しい景観が失われていった

過程でもあったことを考え合わせると、評価の難

しいところです。

中国経済の急成長を支えているものは何か

佐々木 ：ところで、今の中国経済の急激な発展

を支えているものは何なのでしょうか？　先程日

本の成長を支えた要素として挙げられた五つの特

徴と比べて共通するものがありますか？

江戸時代の幕藩体制下の藩の自立と幕府の監督

統治という統治システムは、馮先生のおっしゃる

日本株式会社に一脈通じるところがあって、それ

ぞれの藩（会社）が小国家として自立している一

方、官僚化した幕閣（政府・省庁）が各藩（会社）

を監督・指導するという統治機構がそれなりにバ

ランスよく機能していたという見方があります。

このあたりを学問的にどう見るかは別にして、江

戸時代の統治システムがこのようにある意味で成

熟していたことが明治維新後の日本の発展を支え

た面があると思います。中国にも市場経済と出合

う前の態勢や原理に、ロシアや今なお発展しきれ

ない他の国々とは何か違う点があるのではないか

と思います。もちろんいろいろな要因が複雑に絡

んでいると思いますが、その基本的な差は何なの

でしょうか。

馮教授：開放政策後の中国がなぜロシアや他の国

と比べてその成長スピードが速いのかについて

は、中国でもいろんな分析があります。一つ言え

ることは、同じ共産主義と言っても中国はロシア

と違って、私有とか個人の市場とか小農社会的な

要素を残し完全に否定しませんでした。一方ロシ

アはすべてを国営化・計画経済化しました。その

違いもその後の発展の差に影響を与えた要因だと

思います。

佐々木：なるほどね。そうした背景があって資本

主義経済、市場経済とパッとぶつかった時にうま

く速く適合していった。それに中国の人は、情緒

的な理解を好む日本人に比べて論理的でリアリス

トだから、目標が明確化すればシステム化して合

理的効率的・戦略的計画的に物事を進めるのは得

意でしょう。また「これはいい、これでいこう」

と思えばその場で即断する人や社会ですから、そ

のスピードは経済発展の原動力になっています
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ね。そのスピード感は私向きなのかもしれません

が、それでも時に慌ただしく感じることもありま

すよ（笑い）。

更に国の発展には、このほかに識字率に象徴さ

れる国民の教育水準の問題が大きいと思います。

江戸時代の日本の識字率が 50 ％を超えていまし

たから。

馮教授：世界一ですね。

佐々木：そうです。たとえば、チャイナプラスワ

ンとかで、インドが今脚光を浴びています。確か

に国立インド工学大学などの一部のエリート高等

教育の水準は国際的にみてもトップクラスです

が、一方、今でも女性の識字率は 40 ％台で男性

でも 60 ％台ですよ。だから、このままではイン

ドの発展・成長には限界があると思います。

そのほかに何か中国経済の成長を特徴づけるも

のはないですか。

馮教授：中国の経済にはあまり特徴がないのです

よ。ただ、開放政策後、効率の悪い国営企業がど

んどんつぶれた。国全体としては高度成長期です

が、その中の内訳を見てみると、国営の部分がだ

んだん少なくなっていますよね。

佐々木：それでも半分ぐらいは国営じゃないで

すか？

馮教授：半分もない。10 ％ぐらいかなあ。

佐々木：そんなに国営は少なくなったのですか。

ということは、効率の悪い国営企業が淘汰され、

効率の良い民間企業が台頭して経済全体を支え活

性化させた。その結果、2005 年の中国ＧＤＰは、

中国の公定為替レートで換算すると、約 2.3 兆ド

ルとなり、おそらくアメリカの 12.5 兆ドル、日本

4.6 兆ドル、ドイツ 2.8 兆ドルに次いで、イギリス

2.3 兆ドルと並ぶ世界第 4 位の経済大国になりまし

た。一人当たりＧＤＰはまだまだの水準ですが、

総額では世界経済五強に入ったわけです。伸び率

も 3 年連続二桁台で、アジア経済の機関車と言わ

れるゆえんです。中国は、今や単なる世界の工場

だけではなく、輸出大国であり、ある意味では世

界の成長センターになったと言えましょう。

上海市政府の発表によりますと、上海市の

2005 年ＧＤＰが 9,144 億元で前年比が 11.1 ％増、

一人当たりのＧＤＰが初めて 6,000 ドルを超える

レベルまできたそうです。

この勢いで上海は、今後東アジア経済圏の中心

になり、東京は今の地位を失うと見る向きもあり

ますが、馮先生はどうお考えですか？

馮教授：こういう言い方は正しいかどうか分かり

ませんが、今でも中国経済は計画経済の欠点を全

部なくしたわけではありません。更に、市場経済

の欠点もその中に入れました。いわば両方の経済

形態の欠点を集めて経済運営をやっているのが今

の中国です。ですから例えば腐敗の問題など根が

深い。貧富の格差の問題もすべてこれと直接関係

しています。

先程の上海が東アジア経済圏の中心になるかと

いう質問についてですが、天安門事件後、中国中

央政府は改革開放の意志を全世界に見せるために

上海を改革開放のシンボルとしました。その中の

施策として保税区や金融貿易区などを作りました。

ちょうど 15 年前です。最初の 5 年間は飛躍的に発

展成長しました。しかしその後は停滞し、今なお

東アジアの金融センターには成り得ていません。

金融機能の問題だけでなく、今、上海は周辺

地域や国とのコスト競争に晒されています。上

海は、もともとは“軽・紡・手”、つまり、軽工

業、紡績業、手工業が第二次産業の三つの柱と

言われていました。でも、現在は全部ダメにな

りました。浙江省と江蘇省の労働力は上海に比

べれば相当安いですから。技術水準で見れば四

川省などと比べて上海は今なおかなり高いもの

の、上海の製造業のある部分、例えばテレビ製
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造業は結局コスト競争で内陸部に負けてしまい

ました。そこで上海市は今後サービス業や先端

技術産業に力を入れてやろうという方針を市政

府から出しました。しかしその目標を簡単に達

成できるとは言えません。だから、上海は、東

アジア経済圏の中心になる前に、中国の中での

経済的位置取りや役割期待をどこにおくかの岐

路に立っています。

やはりこうした流れは仕方のないことですね。

日本も韓国も他の先進国も同じ道をたどってきま

したから。今や外資であっても地元企業であって

も上海で簡単にお金を稼ぐ時代ではなくなりまし

たね。

単にコスト面だけで生産拠点を移転していいのか

佐々木：中国の繊維産業は、日本の繊維産業のち

ょうど 60 年代にあたる段階を今迎えていて、こ

れから日本と同じ苦しみを味わうことになるので

しょう。

それから、外資系企業への優遇策が今後先細

りになる公算が大きいこともあり、確かに日系

企業の中には上海から内陸部への工場移転を検

討するところも出てきているようです。上海市

の 2005 年のＧＤＰ前年比伸び率が 11.1 ％で、

2004 年が前年比 13.6 ％なので、その意味では上

海市経済はそろそろ成熟期に入ったのかもしれ

ないですね。

工場立地として最大の魅力である‘半永久的

と見られていた低労賃’は上海周辺、広東省あ

たりでは年率 20 ～ 40 ％も上昇し、電力不足や

スト騒動も頻発する中で、原油価格の急騰や原

材料費が軒並み上昇したこともあって、コスト

のより安い地域への企業移転はある程度避けら

れないでしょう。

ただ本当に上海拠点で製造業が今後成り立たな

いのか、問題は単にコスト面だけなのか、ビジネ

スをする上で周辺インフラ、社会的な安定、許認

可の透明性やスピードなどの比較を含めて十分吟

味する必要があります。そこを突き詰めないで、

安易に「これからは、ベトナムだ、中国内陸部へ

の移転だ」ではいけない。単なるコスト競争的観

点だけで別の地域に移転を繰り返しているだけで

は、それこそ、さすらいの製造業であり、キヤノ

ンの御手洗さんの言う焼畑式農業経営で、そのう

ち耕すところがなくなってしまいますね。中国の

政府は強くしっかりしているから、イラクやイラ

ンとかアジアの他の国みたいに変なことにはなか

なかならない。社会的な安定はビジネスをする上

で、ものすごく重要です。それに中国の人は、モ

チベーションを支える仕組みがあればよく働く

し、技術指導すれば短期間で見事にそこそこの品

質でコストの安い製品をコンスタントに作れるよ

うになります。私も世界中のあちこちに工場を作

りましたが、ほかではなかなかそう簡単にはいき

ません。

馮教授：そうですね。継続的にビジネスをやる上

で一番何が重視されるかと言えば、やっぱり「社

会的安定や秩序」であるということが、在中国企

業の CEO や社長層を対象にしたアンケートとヒ

アリング調査の結果からうかがえます。その質問

は「もしあなたの会社の本社や本部を移転すると

したら、どの都市に行きますか」というものです

が、その答えのほとんどが「上海」でしたね。な

ぜかと言えば、ある社長は、こんな例を挙げて自

分の理由を説明しました。「わたしが、上海のあ
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るホテルのレストランで、ごはんを食べたときの

ことです。一人の服務員（ウェイター）が箸を置

いて、もう一人の女の服務員は茶碗を置いて、更

に三人目の服務員が順番にお茶を注ぎました。こ

れこそが商工業社会の特徴です。この分業・協力

態勢がスムーズかつ安定的に運営されていること

は、すなわち社会秩序やシステムがしっかりして

いることです。これは上海の特徴です。だから、

私たちは本社や本部を移転する時にはやっぱり上

海に行こうと思います」。

また、もう一人の社長はこんな話をしていまし

た。「公的な手続きをするのに、地方では政府機

関に知り合いのコネがあるかないかで、手続きに

要する時間が大きく変わります。しかし上海では

コネがあろうがなかろうが今や同じ期間で手続き

は完了します。だからビジネスは上海が最もやり

やすい」と。

国家運営の肝である教育問題は、政府が今なお

握る

佐々木：先程識字率や教育のことに触れました

が、現代中国の教育についてお聞かせ下さい。

馮教授：実は、計画経済の最後の砦は教育なので

す。特に高等教育に関してね。

佐々木：市場経済じゃないのですね（笑い）。

馮教授：そうそう。労働力の質と社会の安定とい

う国家運営上極めて大切な二つの点を国が今なお

しっかり握っています。高等教育のシステム、特

に大学が日本とは大きく違うでしょう。例えば復

旦大学でも、今年は山東省で 15 名、別の省では

11 名などと各々募集枠が設定されています。また

大学進学する時も少数民族優遇政策が適用されま

す。中国の少数民族が反乱しないのはそこにも一

つの要因があると思います。共産党も賢いですよ。

また中国では教育費が高い。家計出費で一番高

くつくのは教育費、二番が医療費。中国では保育

園からものすごく高いですよ。

佐々木：大学に通わせるのにどのぐらい掛かるの

ですか。

馮教授：われわれのような国立大学は１年間だい

たい１万元ぐらいです。

上海人の平均月給が 2,200 元くらいですね。

佐々木：給料の 5 カ月分が教育費に消えるわけで

すね。日本も教育費は高いですが、中国もすごい

ですね。

馮教授：上海の給料は高いほうですから、地方だ

ったらもっと大変です。

佐々木：中国の人から「日本の学生は中国の学生

と比べて勉強しないね」ってよく言われますが、

それって環境の差だと私は言ってるわけですよ。

中国では、いい大学に入って成績が良ければ、

いい企業に入れてキャリアが積める。そしていい

暮らしができる。だから彼らは勉強してるんです。

日本だって昔は誰もがもっと勉強しました。勉強

しなくなったのは、勉強に励むかどうかが必ずし

も自分の暮らしや幸せに直結しなくなったから。

私はもうちょっとしたら中国人も勉強しなくなり

ますよって言っています。

馮教授：それは本当ですよ。中国も沿海部は豊か

になって、今の学生たちは、私たちの世代に比べ

ると頑張らない。なまけ者もだんだん出てきてい

ます。

佐々木：中国にもニートが出てきたなんて言って

ましたものね。

馮教授：中国式のニート、まだ数は少ないですが。

佐々木：いや、まあ豊かになるとね。
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馮教授：本当にそうですね、特に大都市出身の学

生は。勉強の意欲はあまりないですよ。頭はいい

ですけれども。中国と日本と比べて一番違うのは

やっぱり格差の問題です。地方と都市部の格差と

個人間の格差ですね。だから地方の出身者は自分

で自分の運命を切り開いていかないとダメなので

一生懸命頑張ります。自分の専攻科目だけでなく、

ほかのいろいろなことも、例えば外国語も熱心に

勉強しています。

佐々木：ところで、狭い国土にほとんど同じ民族

が暮らす日本と異なり、中国は広大な地域に異な

った価値観や文化を持った 56 の民族が暮らす異

文化混合体でしょ。施策の徹底や国家運営は日本

よりはるかに難しいと思われます。

馮教授：多民族国家であるとともに、例えばこの

ような話があります。中国で 2000 年前の中国を

知るためには西安へ行く必要がある。200 年前の

中国を知るためには北京へ行く必要がある。今の

中国を知るためには上海へ行く必要がある。

このような言い回しを借りて言いますと、今の

中国の一番高いレベルは上海にあり、一番低いレ

ベルは雲南省などにあります。それこそ豚と一緒

に暮らす本当に原始社会のようなところです。つ

まり、中国における格差とは、一番貧乏なところ

と一番富んでいるところは、40 年ばかりか 400

年もの格差があります。日本国内における最近の

格差問題なんて比較にならないほど大きい。

だから、今の中国は確かに経済の大きな不均衡

があって国内に矛盾を多く抱えています。北と南、

沿海部と内陸部。ただそれが今はむしろ経済発展

のパワーになっています。中央政府の政策は意外

とバランスがとれていて、一番貧しい地域は政府

開発郡として指定されすべて国の財政が投入され

ます。また民族政策についてはどの国も同じです

が、抑えると支えるの両面作戦でいろいろ工夫さ

れています。もちろんこれはなかなか難しい問題

をはらんでいます。人材については、倍率 50 倍

の上級国家公務員試験をパスした連中がまず一番

貧しいところへ回される。彼らは貧しい地方から

苦労して実績を積み上げていくので、中央省庁に

戻ってからも貧しい地域のことを念頭において施

策を考えるようになっています。私の兄もそうで

すよ。雲南省に数年行って戻ってきたら司法局長

です。

佐々木：うちの女性のアナリストが人口 100 万人

以上の都市が日本とアメリカと中国にどのぐらい

あると思いますかと質問してきたのです。私は全

くの勘で中国は 150 以上と答えましたが、その答

えは、日本が 12、アメリカが 9、中国は 174 です

って。中国の広大さが分かりますね。

馮教授：そうですね、面白いですね。中国は海沿

いと川沿いの経済です。人口もこの海沿いと川沿い

のところに集まっています。だからその 174 の都市

のほとんどが海沿いと川沿いにあります。つまり中

国の経済は海沿いと川沿いのＴの形になっていま

す。上海はちょうどそのＴの付け根のところにあり

ます。

佐々木：Ｔ字周辺を中心とした耕地面積（耕地化

可能面積）は国土のどれくらいの割合なのですか。

馮教授：アメリカが約 40 ％、日本が約 13 ％で、

中国は 10 ％弱しかないですね。山と砂漠が多い

から。

佐々木：人間の住むところはわずか。

馮教授：そうですね、東の方と南の方の沿海地域。

そこに 100 万以上の都市がそんなにたくさん集中

しているのですね。

新たな日中の連携を求めて

佐々木：政冷経熱って言いますが、これは一過性

のものだろうと私は感じています。どちらの国も
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お互いなしには生きていけないわけですから、こ

んなにグローバル化された世界ではね。一般の経

済人や日本経団連の人たちの多くは靖国参拝問題

に反対ですよ。どうして小泉さんだけあんなこと

言うのか、社会なり経済活動でそれなりの役割を

果たしながら世界の中で生きていこうと思った

ら、相手の心情を理解しなくてはならないのは、

もう当たり前のことですね。それを逆なでするよ

うなことはよくないですね。それはそれとして、

先生にお伺いしたいのは、日本と中国は今後どう

いうふうに協力関係を作っていけばいいのか、仲

良くやっていけるのか。その辺のお考えをちょっ

とお聞きしたいと思います。

馮教授：はい。最近私は、外務省のアンケート調

査を見ましたが、このような問題もアンケート調

査に出たのです。「日本と中国のこの関係を回復

するために、どんなことを一番やるべきか」とい

う問題ですね。

私もこの数字をはっきり覚えていますが、

71 ％、7 割の日本人は、やっぱり「日本と中国の

首脳会談が一番重要だ」と答えていました。首脳

間のホットラインを今両国は持っていないです

ね。

首脳同士がこっそり直接相談するチャネルが

必要です。思惑を持ったいろんな人が途中に介

在せずにね。以前は日中の関係でこんなことが

ありました。中曽根総理が靖国神社に参拝する

前に中国の胡耀邦に手紙を出して説明をしまし

た。なぜ靖国神社に参拝するのかについて。そ

の時の参拝は中国でもあまり問題にならなかっ

たですね。最近インターネットでこの時の手紙

を探すことができますから機会があれば見て下

さい。

佐々木：最近、胡錦濤主席は、日本の首相が靖国

参拝を続ける限り、首脳会談に応じないと言明し

ていますね。

馮教授：日中問題を日本側から見るとやはり貿易

摩擦を含む経済問題につきますが、中国側から見

た場合は歴史問題にもなります。この歴史問題と

いう意味は、一つはスローガンですね。もう一つ

は中国にとっての鏡です。

佐々木：これまではなんとか仲良くしてやってき

ましたから、大きな問題にならなかったですよね。

馮教授：今なぜ問題になっているかと言えば、民

族主義の衝突と中国の日本脅威論と日本の中国脅

威論ですよね。

中国が一番気にしているのは、やはり日本の軍

事化です。

また、日本も同じですよ。さっきのアンケート

調査によりますと、18 ％の日本人は「今、中国

は日本の脅威になっている」と回答しています。

また、31 ％の日本人は「今後、必ず中国は日本

の脅威になる」と答えています。この民族主義を

コントロールすることは、中国政府にとって、と

ても難しい問題ですよね。

特に日中関係の問題は他の関係、例えば米中間

の問題とは違うのですよね。

佐々木：うーん。靖国問題や歴史問題によって国

内の不満を抑えるとかそういうことはあるのです

か。国内を意識してちょっとジェスチャーをして

みるとか。そういうことってあるのですか。

馮教授：そうですね。田中角栄元総理も言ってい

ましたが、日中関係の問題はあくまでも外交問題

じゃなくて内政問題ですよ。特に中国にとっては

そうです。反日運動やキャンペーンが出た時は、

いつも中国に国内問題が発生した時と思われま

す。今もそうじゃないかなと。つまり、中国政府

が怖がるのはこんな外交問題があっという間に内

政の問題になって、パッと天安門事件のようなこ

とが起こるという恐れです。
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佐々木：確かにいろんな矛盾を抱えていますか

らね。だから綱渡りみたいなこともやっていか

ないと。中国の国家体制維持にとって最大のリ

スクは国内の治安でしょうから。中国の立場か

ら見ると、歴史問題を想起しつつ、日本への猜

疑心や警戒心を持つのはむしろ自然だとも言え

るのだから、日本側がいつも冷静に考えなくて

はなりませんね。

そんな中で、最近気になるのは、80 年代に

「JAPAN as No.１」と煽られると無邪気に有頂天

になり、90 年代にバブルが崩壊し「失われた 10

年」と言われるようになると急に否定的な面ば

かりを見てシュンとなるような日本人の平均的

なメンタリティです。マスメディアなどで「こ

れからはこうだ」と言われると誰もが深く考え

ずに‘時代の空気’みたいなものが形成されて

しまうところが怖い。中国は依然高い成長を続

けていますが、中国を過大評価して単純に脅威

論に転じてはいけないし、過小評価してもいけ

ない。中国は巨大な強みとともに巨大な弱みも

持っています。日本も同様に強みと弱みを持っ

ています。日本の立場とすれば、省エネや環境

公害問題など日本がリーダーシップを取りやす

い分野で共通の課題をかかげながら、お互い未

来志向で更に強く協力・協調していくべきでは

ないかと思います。

馮教授：そうですね。あの、そうそうそう、日本

人と中国人はもともとは同じ。簡単に言うと、三

万年前東南アジアから二つの原始人が北のほうへ

行き、その一つは中国大陸のほうに行きまして、

もう一部が今の日本に行きました。一万年くらい

前まで日本は島じゃなく大陸と陸続きです。それ

から縄文時代に入って日本列島になり、それ以降

中国と日本はだんだん独自の道を歩み出しまし

た。そして弥生時代には大陸や半島の一部の人た

ちが、日本に移り住んで発展したのです。それは

古墳時代の紀元後三世紀から六世紀の頃ですね。

1,000 以上の遺骨サンプルの DNA 鑑定によって

科学的に日本人と中国人は同文同種であることが

証明・確認されました。

佐々木：同文同種って？

馮教授： ton wen ton zhong（中国語　同文同

種：文字を同じくし、人種を同じくすること。主

に日本と中国とについていう。【広辞苑】）

佐々木：ああ。だから韓国と日本と中国はもとを

辿れば同じ民族ということですね。それなら、な

おのこと両国は協力関係を密にして、アジアの安

定と発展に寄与していくべきですね。本日は貴重

なお時間ありがとうございました。


