
 

 

 

 

 

 

2015 年新春セミナー 
世界の成長センター・アジア 

～その成長をどう取り込むのか～ 
 

第２部 
躍進するアジア（中国）と日本経済のこれから 

～変貌を遂げる巨大市場・中国とどう向き合うのか～ 
前中華人民共和国駐箚特命全権大使 
前伊藤忠商事株式会社取締役会長 

早稲田大学特命教授  
 

丹 羽 宇 一 郎 氏 
 
 
 



1 

 それでは、第２部 「躍進するアジア（中国）と日本経済のこれから～変貌を遂げる

巨大市場・中国とどう向き合うのか～」について、丹羽（にわ）様にご講演をお願いし

ます。丹羽様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。 

 

 

 丹羽様は、 

１９６２年３月 名古屋大学法学部をご卒業 

同年４月    伊藤忠商事にご入社、主に食料部門に携わってこられました。 

１９９８年   同社社長 

２００４年   同社会長 

２０１０年６月から 

２０１２年１２月 中華人民共和国駐箚特命全権大使 

２０１３年４月 早稲田大学特命教授にご就任されました。 

また、「人は仕事で磨かれる」、 近では、「中国の大問題」等の多数の著作を発表してお

られるのは、皆様ご存知の通りでございます。 

 

それでは、丹羽様、宜しくお願い申し上げます。 

 

丹羽 丹羽でございます。中国大使として中国には２年半中国に駐在していましたので、 

そのあたりの体験談も踏まえながら、いま小売業、第三次産業の話を十分していただきま

したので、私は少し切り口を変えまして、マクロの話をさせていただこうと思っています。 

 中国はご存じの通り日本の 25.5 倍ぐらいあり、33 の行政区がございます。中国政府が

行政区を 33 に分けておりまして、北から南に、あるいは東西もかなりの広がりを見せて

いるわけであります。33 は全く別の国と同じで、特に一番分かりやすいのは、一番北の都

市ハルピンは今ごろはマイナス 50 度ぐらいだと思います。広東省、広州あるいは海南島

へ行きますと大体 15～16 度でしょう。東西で 65 度の温度の開きがある。 

 当然、食べ物は違います。飲む物も違います。アルコール濃度も、白酒（パイチュウ）

は 50 度や 40 度、私の知る限り中国で 72 度が今までで一番高い度数のアルコールです。

そのような物は大体北のほうで、南のほうは紹興酒（ショウコウシュ）、老酒（ラオチュウ）

というものがあるわけです。当然のことながら食べ物も違います。 
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 いま中国でいろいろなことが報道されております。私はいつも新聞を見ながら、これは

どこの地域の話をしているのかなと。中国全部というわけにはいきません。マンションが

売れ残ってしょうがない、あるいは豚肉が暴騰しているぞと、いろいろな話が出てきます

けれども、一体、これはどこなのだろう。ハルピンなのか、あるいは重慶、チベット、新

疆ウイグルなのか分かりません。 

 それを見て、私はよく思うのです。中国を巨大な象と捉えると、尻尾だけを見て、中国

の象は尻尾の格好をしているのか。あるいは耳だけ触って、ああ、中国の象というのは耳

の格好をしているのか。これをベースに中国全体を考えてはいけないと思います。したが

って、中国の経済はどうなっているのだろう、中国の国民感情はどうなっているのだろう。

これは実にさまざまであります。 

 そのような中で、われわれはいろいろな判断をしなければいけません。開講から結論を

出すようでありますけれども、チャイナ・プラス・ワンという話があります。経済は思想

や哲学でやるものではございません。共産党が好きだから、損してでもやろうという人は

どこにもいないと思います。共産党が嫌いだから、もうかるけれどもやめようと、そのよ

うな人もあまりいないのではないでしょうか。 

 経済は経済合理性というものをベースにして仕事をするわけです。チャイナ・プラス・

ワンがもしあるとするならば、当然、そこへ行ってやるべきです。共産党が好き、嫌いで

チャイナ・プラス・ワンで中国以外のところへ行こうなどという考え方は、経済界には通

用しません。中国でもうからないならやめたほうがいいです。中国でもうからなければど

うするのですか。チャイナ・プラス・ワンだ、ベトナム行こう、フィリピンだ、シンガポ

ールだ。もうかるならそこへ行ったほうがいい、誰に遠慮がいりますか。 

 中国は非常に膨大な量のものを扱っておりますし、いま申し上げたように、地域も全く

別々の国のようです。今日は私がいろいろとお話をしますが、もし、どうも中国は嫌だな

ということで、やめられるものならやめたほうがいいです。嫌だけれども、どこでもうか

るかと言って、いろいろなファクターが経営にはあります。ただ単に人口が多いから中国

へ行くということはないですね。 

 中国へ行く経営のファクターは一体何でしょうか。当然、 大の資産は人です。労働者

のクオリティーはどうか。人間が多くいれば良い品物ができるということではないのです。

機械が立派であれば良い品物ができるということでもない。やはり、いろいろなファクタ

ーがあります。電気代、水はどうか。あるいは道路、原材料はどうか、マーケットは近く
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にあるのか等をよくよく考えた上で判断をするわけですから、中国が嫌いだ、好きだのフ

ァクターだけというわけにはいきません。 

 これは、私がずっと歩いている中で一番感じたことです。日本企業の方は中国に行こう、

中国に行こうと、中国のどこへ行くか、何をやりたいかをまず考えなくてはいけません。

先に申し上げたように、中国へ行って何がしたいのですか。自分がやりたい仕事に も適

した中国の場所はどこなのか。それから、水は大丈夫なのか、ガス、電気は、材料、マー

ケットはということをよく見なければいけません。 

 いやいや、やっぱり総合的に見てベトナムだと。ベトナムはいいですね、ミャンマーも

いいです。それでは、企業がそこへ行ったときに法律的な整備はできているか。あるいは

パテント、知財保護はできているか。例えば大企業のキャノンの御手洗氏と話をしたとき

に、何百億と投じた技術を中国に無料で持っていくわけにはいかない。何百億か投じた技

術は回収しなくてはいけない。当然、お金を払っていただかないといけない。法律も不整

備のところで、そのような裁判をしても難しいのです。 

 したがって、日本が中国に本格的に行くときに もやるべきことは、知財保護協定、投

資保護協定です。FTA の中でも特に大事な二つの条件を経済界としては要求します。われ

われが開発した新しい技術、ノウハウを守らなければいけない、ブランドも守らなければ

いけないということも考えた上で、それでは、アジアのどこの国へ行きたいのですか。そ

のようなものが十分保護されているのでしょうか。ミャンマーやインド、人口が多いイン

ドネシアもそうです。法律的な保護はきちんとできていますか。 

 あるいは労働者のクオリティーはどうでしょう。日本人と同じように真面目に誠実に働

いてくれるだろうか。あるいは給料はいくらなどということが次に出てくるでしょう。そ

れだけではない。先ほど申し上げた原材料はどうなっているか。あるいは水の処理は川に

垂れ流しということでいいのか。 

 今もバングラデシュやパキスタン等で話題になります、青少年、子どもたちを非常に安

い給料で酷使するようなことは、これからの世界では許されません。そのような社会的な

倫理観などに抵触することはないだろうか、いろいろなファクターを経営者は考えなくて

はいけません。もし、ここにおられる方で中国へ行きたいのであれば、そのようなことを

判断した上で決定をしなければいけません。 

 さらにもう一つ言えることは、自分の会社にどのような人材がいるかです。お金だけ持

って行っても成功しません。まず、どの企業がどこでやるかというときに、その分野につ
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いてある程度の経験者、ある程度の知識、情報を持っていないと判断ができません。金だ

け持って行ってもうかるような仕事はどこにもないのです。それだけの人材がいるか、い

なければ人材のいるところと一緒に行くということを考えなくてはいけません。 

 そうすると、チャイナ・プラス・ワン、チャイナ・プラス・ツー、スリーと、いくつで

もいいのです。いくつも国があるわけですから、チャイナ・プラス・テンでもいいのです。

しかし、経営者が考えるのは、いま申し上げたようなことです。 

 もし、中国で何かやりたいのなら、中国のことを知っている方にこのような仕事をやり

たいけれども、どこへ行ったらいいだろうと。あるいは、その場所がいま申し上げた経営

のファクターをそろえているかどうか。また、そのとき、「おい、おまえ行って見てこい」

は絶対に駄目で、経営のトップである社長が行くべきです。 

 社長の目というものは、その事業範囲の中で見ます。社長以外の方が見るときは、もっ

と小さな範囲でしか物を見ないかもしれない。責任者が行って、現場を知って、現場を見

る。そしてもっと広い範囲で、いま申し上げたいろいろな経営ファクターを考えて、よし

行こう、いやいや、これはやめようと決めるべきです。自分の部下を派遣してやってみて

失敗したら、「おまえが悪いからだ」と言い逃れの材料を作るようなもので、それは絶対に

成功しません。 

 初に「中国」という言葉を聞いたときに、私は経済界出身の大使として回っていて、

そのようなことを思いました。今日は経済界の方が多いわけですから、 初に少し申し上

げておきたいと思います。 

 経済の視点から、今日はいろいろとお話をしたいと思います。新年のお話ですから、長

期的な視野で日本の将来はどうなるかということは後ほどお話するとして、一番の直近の

問題は、2015 年はどのような年になるだろうということです。果たして日本は本当に経済

的に復活するのか。アベノミクスは成功するのか。為替は一体どうなるのか、株価はどう

なるか。 

 そんなことは分かってたまるかです。適当なことをエコノミストが騒いでいますけれど

も、ほとんどが同じ結論です。為替は 120 円から 130 円というようなことは、誰でも言え

ます。当たったためしがありません。天気予報よりも当たりが悪いです。経済成長率はほ

とんど同じです。なぜでしょう。同じ経済モデル、同じ材料をインプットしてはじき出し

ているので、結論が 0.1％から 0.2％違う程度です。0.1％や 0.2％の成長率が大ごとだと、

経済学者は言います。 
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 しかし、われわれ実業界からしてみれば、そのようなことに何時間も費やして議論をす

るのはバカバカしい、分かるわけがないだろう。大体このようなトレンドでいくのではな

いかと、物事を決めていかざるを得ないのです。 

 私は経済財政諮問会議の民間議員をやっていて、東大の経済学者で伊藤隆敏教授も委員

でした。彼は、この正月からニューヨークへ移住しました。このあいだ挨拶に来られたの

で、「伊藤さん、あなた日本から逃げちゃ駄目だよ。日本でいろいろ厳しい意見を政府に言

わなきゃいかんじゃないか。もう日本の経済をあきらめたのか」「そんなことはない」と。 

 彼はもうすぐ東大を定年退職になります。次の職をいろいろ考えたら、アメリカのコロ

ンビア大学から誘いがあって、彼が行くわけです。私が経済財政諮問会議の委員のとき、

彼がいつも横に座っていて、激論をしました。「君ね、こんな経済成長率の 0.1％なんかど

うでもいいじゃないか。しかも 5 年先の経済成長率が 3.1 であろうと 3.0 であろうとそれ

程の関係ないし、こんなことで時間を費やしたくないんだ」。それが大間違いなんだ。「0.1％

は、金額がでかいだけにすごい大きな差になる」と。そんなことは分かりきっているけれ

ども、どちらが正しいかなんて、何年も前に分かりはしないではないかと。 

 エコノミストがどう考えているかなどは大したことでない。私がこれから申し上げたい

のは、大体このようなトレンドでいくのではないかということです。これもほとんど当た

りませんから、私がこれから言うことはきっと当たりません。長い時間を費やして 110 円

だ、120 円だと言ってみたところで無責任な発言です。大体このようなトレンドで、この

ようなファクターを考えておく必要があるのではないかということをお話したいと思いま

す。 

 その意味から言うと、さて、2015 年はどのような世界になるか。なぜ日本ではなくて、

世界なのか。2015 年のキーワードは三つあり、一つはグローバリゼーションです。これは

予想以上に深く広く浸透していて、日本はここからもう逃れることができないのです。「俺

はグローバリゼーションが嫌いだ」という人は、江戸時代の鎖国に戻るようなものです。

自分だけでできない、生きていけない。何千年も前から、人間は食べられなくなったら移

動します。移動すれば当然、他国、他民族と交流が始まります。これはグローバリゼーシ

ョンでしょう。 

 グローバリゼーションは、自分以外の国の人間との交流が行われるということです。会

社の交流、国の交流は必然的な日本の命題なのです。世界の人口を見てもお分かりの通り

です。どうやって計算したのか、いろいろな計算の方法がありますが、アリストテレスが
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いたエーゲ海、ギリシア時代は大体 1 億人だと言います。キリストが生誕したと言うか、

BC0 の前後は大体 2 億人になりました。その後の暗黒の中世や民族の大移動、世界的な飢

饉などの問題があって、2 億からそこそこでずっと人口があまり増えなかったのです。 

 ところが、1600 年、今 2014 年ですから 400 年ぐらい前でしょうか、3 億人と言います。

1700 年に 6 億人、1800 年に 9 億人になり、1900 年に 16 億人になりました。だから、100

年ごとに 3 億、6 億、9 億です。2000 年に 64 億人になりました。皆さん方はこの時代に

生まれて育ってきています。16 億人が 64 億人に、地球上で も早いスピードで人口が増

えました。これは否応なくグローバリゼーションです。否応なく日本独自では生きていけ

ません。中国もアメリカも、独力では生きられません。 

 民族大移動、大航海時代、コロンブスなど。その後は何が起きたか、植民地時代が始ま

りました。そして、いろいろな先進国からいろいろな新興の土地に向かって行きました。

極端に言えば、イギリスからはじき出されて、おそらく長男は残るでしょう。昔の日本も

長男は大事にされて、次男以下はどこかに働きに出る。そのようなかたちで、イギリスか

らはじかれた農民たちは新大陸を目指してアメリカへ渡ったわけです。 

 日本は 1868 年明治維新以来、 初にハワイへ移住しました。それからブラジルです。

1941 年にブラジルの日本人の住民は 41 万人に達しておりました。そして 1900 年の初め

ぐらいには、満州開拓団が中国に出かけました。何のために行ったのか。日本では全員が

食べられません。江戸時代だけではなく、1868 年ぐらいから少しずつです。よその国に行

ってでも食べていかなくてはいけない。あるいは作ったものを日本に持ってくる。日本で

は全員が食べていけないということで、開拓団が始まりました。かくして、人口は増えて

きた。 

 グローバリゼーションということは、今この 2000 年に対して 64 億人になったときに、

その後、今 72 億人で、さらにこのグローバリゼーションが進んでいるわけです。地球は

一体どこまでいくかは後ほどお話します。あまり早くしゃべると話の後半に居眠りをする

方が増えるかもしれませんので、いずれお話をすることにします。 

 世界はこのグローバリゼーションが大変な勢いで進んで、われわれが考えている以上に

深く広くわれわれを巻き込んでゆく。グローバリゼーションは英語を話すことではありま

せん。中国やアメリカに行って事業をやることでもありません。人と人、あるいは国と国

が交流することをグローバリゼーションと言います。したがって、スポーツ界、芸術家と

いろいろなことでグローバリゼーションの感覚が違うのは当たり前です。 
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 経済界は経済界としてグローバリゼーションをさらに進めていくために、企業の言語は

何だと思いますか。人と人の言語は日本語であり英語であったりしますが、企業の言語は

会計学です。同じ会計基準で企業と企業は話をしなくてはいけません。違う会計基準で日

本の企業とアメリカの企業は話ができません。株価の比較もできません。同じ会計基準を

持ってやることが企業と企業の言語なのです。 

 そのような基準をグローバリゼーションの中で作っていかなければいけない。税制につ

いても、富裕層はいま海外に逃げようとしています。なぜならば、相続税が高いからです。

そのようなことが起きると、各国で相続税の引き下げなどという競争が起きるかもしれな

い。したがって、できることならば世界共通の企業税制制度を考えなくてはいけません。 

 例えば EU です。今の EU は約 5 億人の人口を抱えています。EU は 25～26 カ国あり、

そのうちの 18 カ国約 3 億人が、同じ EU という通貨を使う。しかしながら税制あるいは

為替、金利も違います。バランスを取るのが非常に難しい経済圏ができあがっており、大

変に難しいオペレーションもおそらく要求されるでしょう。さように、グローバリゼーシ

ョンも共通な言語、共通の制度というものがないと、本格的なグローバリゼーションは難

しいということです。 

 2015 年は何が起きるかのキーワードの第 1 がグローバリゼーションです。これがさら

に進むであろうということでありますから、世界共通の税制というもの、あるいは世界共

通の会計というものをこれから作り上げていくということになるでしょうし、皆さん方の

企業も否応なく、日本だけでは生きていけない時代が来るだろうと思います。 

 2 番目の 2015 年の大きなキーワードは、インターネットです。皆さん方の中でも、IT

革命を進めない限りコスト競争力に負けるかもしれません。生産人口が減少するこれから、

経済成長は、それをカバーするだけの労働生産性がない限り、経済成長はできません。経

済成長率を上げるものは、生産性人口の伸び率がどれぐらいか。もう一つは新しい機械、

ロボットが、人間に代わって働く、あるいはインターネットが働く。このような資本投下

によって、1 人の人間が作り出す価値の量が今以上となれば、当然、成長率が高くなるわ

けです。 

 日本の経済が過去、経済成長率を非常に高い段階で達成できたのは、何のことはない、

新しい機械を導入して飛躍的に成長率を高めました。同じ価値をつくる以上に、新しい機

械がどんどん人間の数を少なくして作り出したわけです。これが日本の大きな成長の源に

なりました。インターネット革命。これから使わなくてはいけません。それを活用しない
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と日本の経済は発展できないかもしれません。つまり、コスト競争力で他国に負けるとい

うことです。 

 三つ目はお金です。お金というものは色も形もないも同然です。お金は一瞬にして世界

を駆け回るようになってしまった。お金の力というもの、あるいは巨大なお金というもの

が一瞬にして皆さん方の懐、企業の懐を荒し回るようになってしまいました。2015 年は今

まで以上に、お金のスピード、量に注意しなければいけません。 

 この三つが 2015 年の今年のキーワードです。これに十分注意していかないと、皆さん

の持っておられる銀行預金、りそなさんに預けておられる銀行預金も、追々、二束三文の

紙切れになるかもしれないのです。日本の円が安くなればなるほど、日本の国家にとって

はもうかります。なぜでしょう。紙切れになれば、今まで 1 兆円借金をしていました。こ

れが 1 万円になりました。あっという間に日本の国家は借金を返せますね。 

 1 兆円の預金持っていた人が 1 万円になりましたと言ったら、丸損です。要するに、円

がべらぼうに出まわり高金利になったら、誰も国債などは買いません。となると、 悪の

状態は財政破綻ですから、日本国家は破産をするかもしれない。昔の第一次大戦後のドイ

ツと一緒で、ハイパーインフレーションです。 

 私は、今も大事に持っているのは 100 兆ドルの紙幣です。100 兆ドルですよ。皆さんは

持っていてもせいぜい 1 万円札でしょう。私の 100 兆ドルは本物の紙幣です。アフリカの

ザンビアに友だちが旅行して、記念に持って帰ってきたのです。本当に使われていて、ハ

ンドレッド・トリリオン・ダラーと書いてあります。たぶん、それでタバコ 1 箱ぐらいし

か買えないのではないでしょうか。ハイパーインフレーションはそのようなことです。ザ

ンビアで 100 兆ドル預金していた人は、タバコ 1 箱になってしまった。破産です。国民が

破産する。大借金しているところはニコニコで、あっと言う間にタダと一緒です。 

 戦後の日本も大変なインフレーションになりました。新円の発行をやったのです。例え

ば、今までの 500 円を 1 円に交換するというような。このように財政破綻を乗り切る方法

がありますけれども、国民が大損をするのです。そのようなことは今の世界ではあり得な

いと思います。しかしながら、2015 年を見ると穏やかならざるものがあるということを少

し 初にお話をしておきたいと思います。 

 具体的に何か。まず、今の三つのキーワードを頭に置いて聞いていただきたいのですが、

アメリカの世界におけるヘゲモニー、指導力が非常に衰退をしました。今まで戦後はパッ

クスアメリカーナ、アメリカの覇権によって世界は平和であり、安定した経済や政治が続
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いたわけです。もちろん東西冷戦も終わったということもありました。この 20 年ぐらい

を見て、東西冷戦が終わってから何が起きたか。アメリカの力が非常に弱まりました。 

 一つはエジプト、地中海沿岸のリビア、モロッコ、アルジェリア、アラブの春と言われ

ましたが、これが全部失敗しました。アメリカのデモクラシーの失敗です。イスラエルは、

依然としてパレスチナとの間で何も進展がない。それからイラク、アフガニスタンも全て

失敗でした。シリアもロシアが出てかなりロシア寄りになり、これも失敗しました。ウク

ライナにおいてもアメリカの支配権はほとんど通用しない。 

 あるいは NATO、EU の支配力も非常に混沌（こんとん）としたものになっていて、失

敗です。つまり、アメリカの対外的な世界における支配力、アメリカが話をしたら皆が従

うということはなくなりました。 

 そこへきて、今日のテーマである中国の台頭です。アジアにおける中国の大躍進。われ

われが好きだとか嫌いだとか、気分がいいとか悪いかという問題は関係ないのです。日本

人がこの野郎と思ったり、中国なんてけしからんと思うと思わなかろうと、どんどん中国

の力が大きくなっています。 

 「この野郎」と日本人みんなが思って中国が本当に悪くなると言うのなら、ニコニコす

る人がいるかもしれない。しかし、そのようなことは何の意味も持たない、現実を直視し

なくてはいけません。中国がいま大変な大躍進をしていて、どこかで聞いたような言葉で、

全ての道は中国に通じる。これが現実のものになろうとしているということです。だから、

2015 年のキーワードのグローバリゼーション、インターネット革命、金の力と速度にプラ

ス、新興国の台頭、中国の大躍進があるわけです。 

 そのような中で、まずアメリカに目を向ければ、アメリカの支配力が弱ってきている。

再び東西冷戦が始まるのでしょうか。皆さんはギョッとされたと思いますが、年末から 1

月にかけて、アメリカが 50 年ぶりにキューバと国交の正常化をやろうとしています。な

ぜでしょう。 

 まず一つは、中国とロシアが地中海と太平洋で共同の軍事演習を始めたのです。そして

先ほど申し上げた、ウクライナをめぐってアメリカと EU が組んで、ロシアに制裁を始め

ました。したがって、現在のサウジアラビアはオイルの減産をやりません。オイルの値段

が暴落しても、われわれはそれに対して支えようとはしない。 

 なぜか。ロシアの輸出の 3 分の 2 はエネルギーです。暴落したら彼らの収入はガタ減り

で、経済成長率はプラス 1.8％からマイナスの 1％以上になります。このままいったらロシ
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アは破産はしないけれども、非常に苦しい局面に立たされる。ということで、ロシアに対

する経済的な制裁は、ロシアだけではなくて EU の経済にも大きな影響を与えています。 

 再び 1991 年のロシアの崩壊直前の東西冷戦に戻ろうとするのかと思う背景に、いま申

し上げた中国とロシアの接近があるわけです。地中海でわざわざ演習をやる。中東をにら

んで、そして EU をにらんで、シリアをにらんで、ウクライナをにらんで地中海、太平洋、

中国というものをにらんでの演習なのかという声が出てきても、不思議はない。 

 それから、中国とロシアの軍縮の条約についても、やや異論の声が出始めてきました。

核兵器の削減という条約が反故（ほご）にされるのではないか。もう一つ、ロシアがメキ

シコ湾の上空で哨戒飛行を始めました。哨戒とは、監視をする飛行機がメキシコ湾やあの

辺りを飛び回るのです。もちろんアメリカの領空に入ることはできませんけれども、その

近辺を始める。 

 ケネディのときのことを思い出します。過去の歴史から言って、ロシアのキューバ接近

に対して、アメリカとしてはちょっと待てよという外交的な歯どめをどこかでかけたいと

いうことが、このキューバとアメリカの国交正常化の背景にあるのではないかと私は思っ

ています。それはなぜか。ロシアの飛行機が哨戒飛行を始めたことが、やはり少し気にな

ります。 

 国際情勢をそのように見なければいけない。そうすると、当然のことながら、ロシアと

しては日本に対して接近するでしょう。これが北方四島問題にどの程度の影響を及ぼすか

ということです。しないとは思いますが、もし北方四島がいま返還されるとしても、あそ

こには日本人は一人も住んでいません。ほとんどみんな帰ってきました。おそらくロシア

人でロシア語、ロシアの学校がある。返還されたからと言って、行く人がいますか。 

 だからと言って、要らないということではない。領土を簡単に要らないとは、口が裂け

ても言ってはいけない。なぜ必要かと言うと、漁業です。われわれは返還させてあそこに

日本の漁業基地を作って、今までのようにロシアの船を警戒して、捉えられたり発砲され

たりしないで、日本の領海として魚を捕れるようにしないといけない。あの島が欲しいの

は、まさに漁業協定でしょう。 

 だから、ロシアの接近があったときに、われわれ日本としては絶対に譲れないと言わな

ければいけない。漁業の収穫について譲れないということです。尖閣も同じで、漁場とし

て日本は放棄できません。どうしても日本のものとして交渉しなければいけないというこ

とです。 
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 2015 年のアメリカのヘゲモニーの衰退によって、そのようなことが起こると予想されま

す。今年さらに心配なのは、アメリカの出口戦略です。今まで金融緩和でどんどんドルを

印刷して、彼らは大儲けです。シニョリッジ（seigniorage）プロフィットと言い、25 セ

ントか 50 セントで 100 ドルの紙幣を刷って世界中にばらまいてごらんなさい。99 ドル 50

セントか 99 ドルが利益でしょう。 

 日本がそのようなことをやれば、日本の通貨が暴落するから駄目です。世界通貨、共通

の通貨の発行の利益とは、そのようなところにあるのです。だから、 終的に中国が第一

の国になったときに、ものすごい利益を得る可能性があります。世界が認めればですが、

そう簡単にはならないでしょう。 

 私が言いたいことは、アメリカが今までにばらまいたドルを引き締めるということは、

ドルを買い戻すことになります。金融緩和をし過ぎて、どんどんドルをばらまき過ぎてし

まった。今度はアメリカの出口戦略でそれを止めると、何が起きるか。ドルが足りないと

なると、今まで新興国に対してばらまかれていたドルが戻ってくるのです。なぜか。ドル

の金利が上るからです。 

 日本円の金利が零コンマ零何パーセントか知りません。あるいは 10 年ものの国債が、

日本は、0.38 とか。アメリカは 2.2%。日本の 10 年ものの国債と 2％近い差があります。

例えばドルとの金利差が 3％になると、日本人は何をしますか。円を売ってドルを買う。

ドルを買って金利が日本の 10 倍ぐらいついたら、当然、誰でもやるでしょう。そのよう

な動きは日本だけではなく、新興国のあちらこちらにあったドルが戻っていくのです。 

 今年の 1、3 月にはＦＲＢ議長はそのようなことはやらないと言いました。おそらく 6

月ぐらいには引き締めをやるだろう。途端にお金が新興国からアメリカに流れ込む可能性

があります。先に申し上げたように、お金は一瞬にして世界を駆けめぐります。これが世

界同時不況という引き金になるかもしれません。財政と準備高の底の浅かったタイで、ま

さにそのようなことが 1997 年に起きました。 

 アジアの通貨危機と同じようなことは、今の段階では起きないと思います。けれども、

金融業界はそのようなかたちであっという間にドルが移動し始めることによって、世界の

景気のグローバリゼーションの中、1 国だけが豊かになるということはないのです。 

 アベノミクスも日本も、日本の国内政治、国内経済ばかりを見ています。アメリカの景

気や中国の景気、アジア、新興国の景気が微妙に日本の経済に影響するのです。日本だけ

好景気、経済成長をして、他が経済的にドンと来るということはあり得ません。必ず日本
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は大きな影響を受けるでしょう。ひょっとするとアメリカが独善的に自分の通貨を守ろう

としてやったことが、世界の同時不況の引き金を引き、そしてアメリカ経済そのものの足

を引っ張るという可能性もあるということです。 

 この 2015 年の初頭に私が考えたことは、いま申し上げたようなアメリカのヘゲモニー

の衰退、経済的に 1 強他弱でアメリカだけが強い。しかし、アメリカの強さだけが続くか

どうか非常に疑問があることを、私は申し上げておきたい。これが世界経済不況の引き金

にならないようにしなければいけません。 

 では、EU はどうか。先に申し上げたように非常に脆弱（ぜいじゃく）です。クリミア

半島のロシアへの併合もありました。あるいは、昔は世界の穀物の倉庫と言われるほど農

産物の生産をしてロシアや世界各国に輸出をしていたウクライナが、今やほとんどゼロで

す。このウクライナとロシアの関係は、東ウクライナを中心にして非常な膠着（こうちゃ

く）状態が続くでしょう。お互い我慢比べで、どちらが先に手を挙げるか、ウクライナが

破産するかロシアか。ロシアの経済規模はイタリアと同じぐらいで、今や大きな国ではな

いのです。 

 しかも、EU ではギリシアの選挙があります。ギリシアがひょっとすると EU からの離

脱というような、たぶん離脱派が選挙に勝つだろうと言われています。1 月終わりの選挙

でもし EU からの離脱が分かったときには、今度は EU にガタがくるかもしれません。こ

の動きがイタリアやスペインなどにつながるかもしれません。実質的にはできないと思い

ますけれども、スペインのカタルーニアという地域は独立をしようとしています。そのよ

うな動きが出ると同時に、イギリスも EU の離脱についての国民投票をやるかもしれませ

ん。 

 このように EU にガタがきたとき、EU は 5 億人の人口を抱える世界第 2 位の市場で、

日本はその影響を免れない。中国ももちろん免れないでしょう。そのような火種がある、

申し上げたように、アメリカやロシア、EU にもあります。このようなことを考えると、

いま申し上げた 2015 年の世界は簡単ではないぞということになると思います。 

 そのような中で、躍進する中国です。皆さんはアジア、アジアと言いますけれども、ア

ジアは何カ国あるかご存じですか。アジアは北朝鮮等を入れると、9 ページのようにたく

さんあるのです。だけれども、中国の行政自治区のマカオや香港が入っていますから、実

質的に国で見れば 24 カ国です。10 ページがアジア 24 カ国の今の姿です。世界の中でど

れぐらいのウエートをアジアが占めているか。皆さんがおっしゃるアジアはこのような国、
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地域なのです。 

 人口から国土といろいろなものを考えていくと、アジアはとにかく大きな国です。とこ

ろがその中で、中国と日本がアジアで占めるウエートは、GDP で何と 67％です。9 ペー

ジで見ていただくと、今アジアの中でGDP が 1兆ドルを超している国は 4カ国しかない。

中国 10 兆、日本、インド、韓国の 4 カ国でアジアの GDP の 90％を占めるのです。 

 私が申し上げたチャイナ・プラス・ワン、アジアのどこへ行くのですか。モルディブは

20 億ドルしかない、その国へ行って何をするのですか。マレーシア、フィリピンなどいろ

いろあります。経済の規模から言うと、いま申し上げた韓国、インド、日本、中国でアジ

ア全体の 90％を生産しているのです。アジアはこのような構図になっているということを、

ひとつ頭に入れておいていただきたい。 

 さて、アジアの躍進の中で、中国の躍進です。それでは中国の躍進の例を具体的に挙げ

てみたいと思います。皆さんは「えっ、そうなの」とおっしゃるかもしれません。 

 例えば今から 25 年前、世界の GDP は 18 兆ドルで、今の GDP は 72 兆ドルです。この

25～26 年前の中国の GDP は 0.4 兆ドル、今は 10 兆ドルで 22 倍になっています。当時の

アメリカが 5 兆 1000 億ドル、現在が 16～16.5 兆ドル。世界全体は 4 倍でアメリカが 3.5

～3.6 倍、中国は 22 倍です。日本は 25 年前、3 兆ドルで、今は 5 兆ドルを切って 4 兆 8500

ぐらい。驚くべき中国の躍進で、日本は中国の 2 分の 1 以下です。25 年前は日本の 3 兆

ドルに対して中国は 0.4 兆ドルで、吹けば飛ぶような額です。今は中国が日本の 2 倍以上

になってしまった。 

 今の世界の貿易総額はいくらか。36 兆ドルで、その中でアメリカが 3.9 兆ドルぐらいで

す。中国が 4 兆 1000 億ドルで世界ナンバーワンになりました。日本は 1 兆 6000 億ドル

ぐらいで、これも負けました。それだけならともかく、さらに驚くべきことは世界全体の

中で、社会科学研究者の数が中国は 159 万人もいる。アメリカが 141 万人で日本は 65 万

人と、やられました。ドクターの数はアメリカが 3 万 3000 人、中国が 2 万 7000 人、日

本は 8000 人と、かなわない。 

 後ほど申し上げますが、さらに衝撃的だったのは、ハーバード大学への入学者は 135 カ

国から 4500 人いて世界の各地から 優秀に近い人間が集まってきます。日本は 11～12 名

しかいません。中国は 582 名いて日本の 50 倍近い。もし、このことが 20 年続いて、世界

の優秀な連中が日本の 50 倍も中国にいて、この人たちがアメリカで研究者や学者になる

と、どこを見ても中国人がいる。日本の学者は肩身が狭いでしょう。これは研究者から聞
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きました。別にいじわるされるわけではありませんが、肩身が狭いのは分かります。 

 もっと深刻なことは、20 年後にどうなるのか。中国を理解するアメリカ人が増えて、日

本のことをカバーしてくれません。安倍さんが言っても、いや、本当はこのような考えで

すよと後方支援をしてくれません。中国は習近平が話しても、ハーバード時代を一緒に過

ごした人がたくさんいるわけです。トータルでもアメリカへの留学生は日本の 10 倍ぐら

いいますから、官僚も含めていろいろな後方支援をするでしょう。中国人の中にアメリカ

を知っている人が増え、日本を知っている人が少なくなり、後方支援がなかなか得られな

い。20 年後の日本で由々しきことです。 

 われわれは中国が大したことないと思っておりますけれども、いま申し上げた通りです。

大したことないのは日本なのです。50 年ぐらい前、若いころの皆さん方はどういう教育を

受けたでしょうか。戦勝国である大英帝国、イギリスの教育をはるかに上回る教育を日本

がしていました。今の大学入学進学率は、日本は先進 34 カ国の中で 低に近いレベルで

す。52％以下、正確には 51.5％ぐらいです。平均する先進国では 62％の人が四年制大学

に行っています。韓国とアメリカでは 71～73％、オーストラリアは 90－96％です。 

 50 年前はどうであったか。イギリスで大学に行くのは 7％、敗戦国日本は 11％も行きま

した。今から比べれば隔世の感があります。高校まで行く人はイギリスでは 30％、日本は

45％。中学校でやめるのはイギリスは 60％、日本は 40％。要するに 3 段階の教育で日本

は戦勝国の大英帝国を上回っていると、イギリス人はびっくりしました。 

 そのような教育のおかげで今の日本があるのです。何かと言うと技術的な開発です。あ

のころの教育がノーベル賞を頂く基礎になっているのでしょう。今のこれだけの進学率で

はノーベル賞は難しいのではないでしょうか。20～30 年後は中国人が出てくるのではない

でしょうか。そのようなとき、それでは日本の将来をどう考えていくのかということです。

非常に大きな問題です。 

 その前に、中国の大問題をもう少しお話しなければいけません。というのは、中国は大

きな問題をいろいろと抱えている。全くその通りです。問題のない人間がいないのと同じ

です。個人個人も生きていることが問題だらけで、国も生きているということが問題があ

るということなのです。問題がないときは死ぬときで、皆さんも問題がなくなったら死ぬ

ときです。私は問題が嫌いだという人は、死んだら問題がなくなります。 

 問題があるから生きている、問題が多ければ多いほど生きているということなので、喜

ばなくてはいけません。そのようなことを言ってももちろん喜べないけれども、人生はそ
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う考えなければいけません。経営も一緒で、問題があるのは当たりまえ、活動すればする

ほど問題があるのです。そう考えると、今の中国に問題があることは大いに結構でしょう。

問題は、それをどうやって乗り越えるかです。 

 先ほどお話がありました、昨年の 12 月 9 日から 11 日に中央経済工作会議で経済改革の

方針を打ち出しました。9 分野に渡って、生産から投資、金融関係、社会保障関係などあ

らゆる分野について、今後数年間の方針を打ち出しました。さすが中国で、問題点を把握

しています。中国は絶対につぶれないと私は思います。あれほどの 9 分野できちんと整理

して方針を打ち出してきました。 

 1 ページ目は中国の 25 人の閣僚です。一番上のチャイナ 7、政治局常務委員は全員参加

しています。要するに、全会一致で決まった、問題点は十分把握しているということです。

習近平体制、2017 年に 67 歳以上になる方はみんな辞めます。下から若者が上がってきま

す。第 2 期習近平体制が 2017 年から 2022 年まで次の 5 年間で、2017 年まではこの体制

でいくということです。 

 その中で一番下のほうの孫政才という元吉林省の書記、あるいは胡春華という元内蒙古

の書記をやっていたこの若手 2 人は、おそらくこれから 20 年ぐらいやるのではないでし

ょうか。上へ上がってくると思います。あるいは李源潮や前広東省書記の汪洋といった人

がこれからの中国を動かしていくでしょう。これらの人が一致団結してこのようなことを

やっています。 

 他に、中国は今さまざまな問題があります。皆さんがお考えの通り、当然戸籍の問題、

貧富格差の問題、あるいは農民と都市の社会保障の問題。日本のような社会保障をやろう

と思ったら、中国の各都市、特に大きな都市は破産します。農業から工業に、工業と言う

か都市に移る人、52％の都市化率を 60％に引き上げようとしています。そうすると、東京

の昼間人口全部、1,300 万人ぐらいずつが毎年のように都会へ移ってくる。この人々に都

市並みの社会保障を計上すると、上海や北京など人口の多いところは破産するのでやれな

いのです。 

 戸籍問題では、住民票、住民戸籍というような新しい戸籍を考えているようで、大都市

の農民の進入と言うか移動についてはかなり制限をする。中都市の農民工の都市への移動

については、一定の条件をつける。小都市については人口が少ないだけに、社会保障につ

いても彼らと同じような待遇で処遇するかもしれない。つまり戸籍を三つに分けるような

検討がいま進められております。 
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 そのような大きな問題がありますけれども、 も注目しなければいけない中国の外交・

政治的動きです。この間あったように、南京大虐殺追悼記念日を国家の記念すべき追悼日

として法律で決め、毎年やります。ファシズムへの勝利というかたちになっている抗日戦

争勝利記念日というものも、ロシアと共同でやる可能性があります。それと同時に、日本

についての反省を促すということになるかもしれません。このようなことを毎年のように

やる可能性があります。 

 しかしながら、習近平が言ったように、重要なのは日本と中国の中日友好の声明です。

田中角栄と周恩来、毛沢東の間で行われた 1972 年の第 1 回の政治声明、78 年、98 年、

2008 年までの四つの政治声明に何が書いてあるのか。武器を取って争うのはやめましょう、

そして先ほど言った問題の漁業協定。資源の共同開発の問題、青少年の交流。あるいは地

方都市間の交流をしましょう。そのようなことを両国首脳は努力をすべきです。尖閣問題

はしばらく棚上げと言うと怒られますから、凍結をしましょうというような動きを取るこ

とが唯一の道だと思います。 

 そして、その道を誰が歩んできたか。田中角栄は明治維新以来、第 64 代目の総理、安

倍さんは 96 代目の総理で、第 3 次安倍内閣、 近 97 代目になりました。32～33 名の総

理が代わったわけです。グロスの数字で安倍さんは 3 名と数え、実質的には 26～27 名か

もしれません、この三十数名の総理が耐えがたきを耐えて、日中友好のために努力してき

た。それを一代の安倍総理が反故にする権利はないのです。 

 どれだけの人間がこのために努力してきたか。私もその 1 人です。やったこともない盆

踊りまでやった。日中国交正常化 40 周年記念事業のときに、日中友好のために沖縄の舞

踊団あるいは野球やピンポンなど、いろいろな催しが 600 もあったのです。それが全部水

泡に帰した。これは誰のせいだ。このために日本国民と中国国民がどれだけ努力したでし

ょうか。 

 尖閣問題で無しにするだけなら、まだしょうがない。しかし、これからもそういうこと

をやって誰が喜ぶのでしょう。少しは考えろと、許せません。そのとき、どれだけ中国で

生活をしている日本人、子どもたちや奥さんたちも、肩身の狭い思いをしたことか。日本

に住んでいる人は一顧だにしません。私は中国にいて腹が立ちました。 

 日本人は勝手です、海外に出て働いている人たちの気持ちを少しはおもんばかるべきで

す。子どもたちはものすごく肩身が狭いのです。暴力は振るわれないかもしれないけれど

も、市場へ行って買物しても奥さんたちは肩身が狭い。そう考えると、何のためにそのよ
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うなことをしているのか、日本と中国は仲良くするしかないでしょうということです。 

 その中で、中国の経済成長率が下がってきて、これは大変だと言う。2 ページです。私

が言いたいことは、日本の後を中国は 40 年遅れで追いかけているということです。私が

勝手に言っているわけではなくて、私が作ったデータ的にそうなります。 

 1955 年から 1973 年の 1955 年といはどういう年ですか。56 年に「もはや戦後ではない」

という経済白書が出ました。1950 年朝鮮事変の勃発、53 年に朝鮮事変が終わり、これで

日本の経済が大きく立ち直っていきました。韓国には申し訳ないけれども、日本の経済は

救われました。しかも 55 年からいざなぎ景気、神武景気、岩戸景気という戦後 大の日

本の好景気に恵まれ、73 年までで平均経済成長率が 9.1％です。 

 中位安定の 73 年から 90 年。第 1 次、第 2 次オイルショック、それからプラザ合意、ル

ーブル合意という為替の大きな切り上げ。360 円のスミソニアンの前のレート、スミソン

ニアンは 308円。変動相場制に移って 後は 120円までいきました。360円が 120円まで、

1971 年から 1990 年まででいったのです。それを乗り越えて、経済成長は何と平均 4.3％。

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われた。その後 90 年以降は書いてあるような数

字で、 近はもっと落ちています。 

 それでは 4 ページ、中国を見てください、中国の成長です。ご覧いただくように、改革

開放後は9.8％の平均成長率は日本の50年ぐらい前と同じです。次は8.2％ですけれども、

近は 7.0％と言っている。つまり第 2 期の中位安定成長期に中国は入ってきたというこ

とです。先ほど申し上げた40年前の1973年から90年の日本と一緒ではないでしょうか。 

 中国は確実に追いかけてきています。貿易戦争が起きるでしょう。日本は日米繊維交渉、

日米自動車交渉、日米ＩＴ交渉と、アメリカと関税をめぐってどれだけ通商条約で交渉し

たか。田中角栄の決断で日米繊維交渉がまとまる、そのような苦労を重ねて日本は発展し

てきました。まさにこれから中国は各国と貿易戦争が始まる可能性があります。 

 日本と同じように、彼らの経済成長が前の十数年間の半分になっても不思議はないので

す。それはなぜか。今まで中国は新興国の千円クラブに入っていました。今は先進国の 1

万円クラブに入りました。千円クラブで 10％成長したら、年間 100 円しか増えない。1 万

円クラブで半分の 5％成長したら 500 円増えるのです。これが先進国の強さです。 

 成長率ではない。成長率が半分になっても、母数が大きくなればあっという間に経済の

規模は大きくなるのです。成長率が減るのは、40 年前を見れば日本もいつか来た道でやっ

てきたではないですか。中国だけができないよという理由は一つもないのです。日本がや
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ってきたことと同じことが、いま起きようとしています。それでも日本は立派に成長して

きました。中国は立派に成長しないという理由はないのです。 

 もし、中国がぶっ壊れるようなことになったら、先ほど申し上げたようにアジア全体が

大変です。アジアの 90％のかなりの部分を占める中国の経済がぶっ壊れたら、大変なこと

です。今年は ASEAN が、AEC アセアン経済共同体を始めます。ASEAN10 カ国の人口は

6 億人で、6 億人の巨大市場が発生するわけです。この市場が今年末から始まると、自由

貿易になり ASEAN10 カ国の関税はゼロです。人の移動も自由になります。 

 今の ASEAN と貿易額はどうでしょうか。中国は 4500 億ドルで、日本は 2300 億ドル

です。この中国の 4500 億が急減したら、どこが影響を被りますか。ASEAN でしょう。

ASEAN が影響を被ったら、2300 億ドルもやっている日本も大きな影響を受けます。グロ

ーバリゼーションとはそのようなものなのです。 

 中国が崩壊したらいいという人も中にはいらっしゃいます。どういう考えの方が知りま

せんけれども、経済をやったことがない人でしょう。中国が崩壊したらえらいことです。

ギリシア一つがおかしくなっただけでも、EU が必死になる。あっという間にイタリア、

スペインに影響します。中国がそのような目に遭ったら、誰が喜ぶのですか。誰も喜びま

せん。 

 そう考えると、いよいよもって大変です。その他に、中国は陸のシルクロード、海のシ

ルクロードをやろうとしています。はたまたお金の世界で、中国は AIIB というアジアの

投資インフラの銀行をつくりました。500 億ドルの基金で、アジアのインフラ整備のため

に中国が主導してやろうと 63.16％を出す。インド、インドネシア、タイ、 近はニュー

ジーランドも入ると言ってきました。アジアとオセアニアの国がやろうとしています。 

 日本は入りません。日本は ADB というアメリカと日本が中心で 16.5％ずつ出して、1500

億ドルの基金でアジアのインフラ整備をやろうとしています。それに対して中国は主導権

を取りたいということがあり、あるいは ASEAN をにらんで、AIIB というものをつくり

ました。同時に海のシルクロードは、中近東から中国に向かって動いてくるシルクロード

の沿岸国を経済圏の中に取り込みたい。陸のシルクロードはロシアも含めて考えている。

このような一大構想の下に、彼らは金融面においても、インターネット問題においてもや

ろうとしています。 

 皆さんの参考までに申し上げますと、 近のインターネットはハイブリッド・ウォーと

いう言葉が出来ました。つまり、世界は軍事力の戦いだけではなくハイブリッドの戦いだ、
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ハッカーの戦い、サイバー攻撃の戦いである。戦車や鉄砲、飛行機などが無くても、イン

ターネットハッキングや宇宙の戦争によって、一瞬にして息の根を止めることができる。

この間のソニー事件のようなこと、あるいはロシアに亡命した、CIA の仕事をしていたス

ノーデンという男のようなケースです。 

 あっという間に盗聴をはじめとして、あるいはインターネットを駆使することによって、

インターネットが機能しないようにしてしまいます。飛行機やあらゆる近代的な武器が動

かなくなってしまいます。具体的な過去の軍事力ではなくて、それらを総合した軍事力、

戦争、これをハイブリッド・ウォーと言います。ハイブリッド種子という、トウモロコシ

や米などの新しい種子開発、緑の革命がありました。こうした総合的力をおそらく戦争に

使うようになるのではないか。国の総合的なインターネットを中心とした革命が起きるだ

ろう。このようなことを、すでに彼らは考えているわけです。 

 だから、日本も今までのように古くさい戦車を何台作る、飛行機どうのこうのよりも、

息の根を止めるような、高級な科学技術をベースにした戦争に備えなければいけない。戦

争でなくても、その抑止力を持たないといけない時代になってきているのです。中国はそ

こに目をつけ始めました。 

 後にもう一つ問題があります。中国はつぶれない、また、中国の力をわれわれは無視

をしてはいけない。さて、日本の将来をどうするか。日本の将来を先ほど申し上げたよう

なことから言います。人口現象、世界の人口増がこのまま続きますと、地球がこたえられ

る人口増加は 100 億人だと言います。 

 これはいろいろな説があります。MIT のローマクラブのときの研究員の一人が確かノル

ウェーの学者でおりますが、彼は世界の人口が途中からピークを過ぎて、おそらく 81 億

人で止まるのではないかと言っています。他にも、さらにピークを過ぎて、地球はそれだ

けのものを支えられないのではないか。ところが、国連あるいは大学の共同研究によると、

おそらく百二十数億人までいくのではないか。 

 いろいろなことが出ています。誰もこの問題を取り上げません。なぜだかご存じですか。

それは、出生率をどうするかという問題に関わってくるからです。例えばアボーション、

堕胎をどのように処理するのだと反対派から猛烈に、人口増がこれぐらいだという議論に

なると、宗教的な問題も絡んでとんでもない議論が巻き起こる可能性があります。したが

って誰も議論しないのです。結末が分かっているのです。 

 どのぐらいまでいくでしょうか。過去の農業関係を見てみると、日本は奈良朝時代 450
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万から 600 万の人口でした。室町時代に 1000 万、江戸幕府で 2000 万になり、明治維新

で 3000 万です。ということを考えると、明治維新から戦後に 7400 から 7500 万人になる

までの間、先ほど満州開拓団、ブラジル派遣と言いましたが、日本がどれぐらいの人間に

自給自足ができるか。過去の例を見ると、4500 から 4000 万人止まりだろう。とすると

50 年後、いま生れた子どもたちが 50 歳になるころ、日本はおそらく 9000 万人で、2 人

に 1 人は食べていけなくなる。 

 では、どうするか。日本は世界のどの国とも戦争をしてはいけません。どの国とも友好

に自由貿易ができるようにしなければいけない。先に申し上げたように中国と ASEAN の

問題、貿易がグローバリゼーションでしっかりと組み込まれている。ここでけんかをして

戦争をして自由に買えないとなったら、こんな恐ろしいことはないです。いま日本の国土

全部にトウモロコシの種を植えても、アメリカのトウモロコシの面積と同じぐらいです。

この国は自活なんてできません。日本はどの国とも仲良くして、どの国とも自由に行き来

し、貿易ができるようにしなくてはいけない。そうでないと生きていけないのです。 

 食糧というものが生命線です。水が生命線です。食糧、水、エネルギーです。では、エ

ネルギーはどうするのか。エネルギーの原発が必要かは、大いに議論すべき問題です。エ

ネルギーがなくなるということはあり得ない。何とかしなくてはいけない。日本は 50 年

後を目指して、このような国にしたいんだ、このようなことから目を背けてはいけない。

要らないなら要らないでいい。要らないときはどうするかということをやらないと、今年

生れた子が 50 歳になる前に、彼らは大変に困るでしょう。 

 エネルギーの資源はどうなるか。ガスは、石炭はどうなるか。その比率をどれぐらいに

して、どうしても原発が必要なのかどうか。われわれは自分たちで議論しなくてはいけな

い。それに目をつぶっている。誰が責任を持っているんですか。政府は持っていない、東

電も持っていない。 

 私は昨日、東電の会長と会いました。誰が決めているの、おかしいじゃないの、誰も議

論していない、本当のことを言いなさい。科学的に本当にコントロールできるのか。国民

は誰も知らない。汚染水ひとつまだ処理できない。それから、原発の後に出てきたものを

どうやって再利用するかが全く見えない。原料から出た原発の後の残滓（ざんさい）をど

う処理するかも、全く先が見えない。これをどうするつもりなのか。どんどん廃棄物を子

どもたちに残しておく。われわれが目を背けてはいかん、有識者に任せるわけにもいかん。

やはり国民が決めなくてはいかん。 
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 そのようなことを提案して提示するのは一体誰なのか。誰が責任を持ってこの議論をす

るのか。広島、長崎の原爆の経験、原子力発電所の事故の経験のある日本が、世界中の原

発を持っている国を集めて、世界の知恵を集めて、世界中で考えるべきです。地球上の空

気はしょっちゅう動いている、グローバリゼーションです。日本だけ原発をやめて、中国

と韓国とアジアの諸国が原発をどんどんつくって、又日本は輸出している。マンガチック

です。 

 日本がゼロにしたところで、事故が起きたら、風は確実に日本へ来るのです。だから、

世界中でどうするかを決めなければいけない。その会議を主催するのは日本しかないでし

ょう。やるべきだと私は提案します。 

 かくして、日本の将来の 50 年後、いま生れた子が 50 歳になるまでに自給自足をどうす

るか。世界の平和と安定のためにわれわれは努力しないといけません。日本が自分自身の

力で全国民が食べるわけにはいかないということを考えると、基本になるものは、やはり

教育です。教育によって技術を磨き、その技術をベースにして高付加価値のものを輸出す

る。 

 日本は金で買えないものを大事にすることです。全ては金で買えますが、一つだけ買え

ないものがある、それはなんでしょうか。信用と信頼です。世界の信用と信頼を得る、こ

れが日本の生きる道です。どうやって得られるのか。国も企業も全て、人が 大の資産で

す。この資産に投資をすること。大学の進学率、科学技術への投資、全てが教育にかかっ

ています。 

 教育によって品性の高い、世界から信用、信頼が得られる国家にしなくてはいけない。

やることはアベノミクスではない、教育です。教育は 20 年かかり、簡単ではありません。

中国、韓国はさらに 20 年遅れてくるでしょう。しかし、日本が世界に率先してできるこ

とは、金では買えない信用、信頼です。「信なくして国立たず」をベースにして、いま教育

に全力を挙げるべきです。50 年はあっと言う間にきます。 

 ということで、時間がまいりましたので終わります。是非皆さんもご子息あるいは周囲

の方の教育に 大の努力をあげていただいて、世界のどの国とも平和で友好な国にできる

ように、努力をしなくてはならないと思います。 

 どうもご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。丹羽様でいらっしゃいました。ご質問がおありの方は、

財団を通じてご連絡を賜りますようにお願い申し上げます。 
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 これをもちまして、本日のセミナーを終了させていただきます。本日はご出席を賜りま

してありがとうございました。改めまして、丹羽様ありがとうございました。（拍手） 


