
1 

 

異なる視点論点⑰（2022年 2月 15日） 

北京冬五輪の解読 

――開幕式に込められたメッセージと五輪外交 

 

 日本に来て 30年以上。得をしたと思うことの一つはお正月を二回楽しめるこ

とだ。明治時代から欧米型に変わった元旦の新年を日本式で過ごし、今年は 2月

1日に迎えた旧暦の春節を中国の友人たちと一緒に楽しんだ。 

旧正月中の最大のイベントは北京冬五輪だ。2 月 4日の開会式の中継を見て感

動した。その後の競技でも特にスキー項目のジャンプ・スノーボード、スケート

項目のフィギュアスケートを見た。そして冬五輪自身、およびそれをめぐって展

開された外交に関する各国の報道・中国 SNS の記事を読んで、中国の内政・外

交、中国人の日本を見る目と、日本人の中国を見る目を観察する新しいヒントも

得た。この号はその関連の注目記事をピックアップして紹介・解説したい。 

 

一 開会式に込められたメッセージ 

 まず冒頭に、ヤフージャパンの投票欄に掲載された北京五輪開会式に関する

アンケート調査を紹介したい。 

① 北京五輪の開会式、あなたの満足度は 10 点満点で何点？ 

https://news.yahoo.co.jp/polls/sports/43042/result 

 2月 4日から 14日までの自由投票によるアンケートだが、10点満点から 0点

までの 11 項目に対して、14 日夜締め切りの時点での結果は以下の通り。10 点

満点は 45.7%の 23,391 票。0 点は 25.2%の 12,934 票。その中間の各項目は 5 点

の 5.2%を除いていずれも 4.5%台以下だった。 

 自分は投票開始直後からこの欄を注目したが、最初の 2 日間、10 点満点の得

票数は 60%前後、0点は 20%だった。5日間ぐらい経ってから、他の項目はあまり

伸びなかったのに対し、0 点だけかなり増え、（自分が見た 2 月 9 日の 9,120 票

から）最終の 1 万 3000 票近くになった（4 日の開会式に関する投票がなぜ一週

間近く経ってから、「0 点」だけ急増したのか、首を傾げるね）。 

 この調査結果からの解釈：一つは、開会式を見た直後、先入観などと関係なく、

個人の第一印象で投票した日本人のうち、6 割近くが素直に 10 点満点を挙げた

ことだ。 

もう一つ、一部の人は、どんなこと、ものを見せられても、否定・拒否を予め

https://news.yahoo.co.jp/polls/sports/43042/result
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決め込んでいること

だ。 

この数字から、実態

の中国を見て素直に評

価する人が半数以上に

上り、実際の交流を重

ねれば相互理解が可能

であることが示され

た。他方、2割以上は現

在の中国を 0 点と決め

こんでおり、耳も目も

貸さないことも分かっ

た。日中の真の改善に、

この 2 割余りの存在が

重い。同時に、大半の国

民同士の相互理解の促

進をあきらめてはなら

ない、という一縷の光

も見えたような気がす

る。 

 

 では、張芸謀総監督はじめ、当局の意向、許可も反映されるが、中国は開会式

にどんなコンセプト、メッセージを考えたのだろうか。 

② 張藝謀獨家解讀｜主火炬點火創意源於這四個字 CCTV220205 

https://mp.weixin.qq.com/s/zhw6-9dZYfuB9oRRLajlBA 

 翌 5日、張総監督は中央電視台 CCTVで、主に聖火点火に込めた理念とメッセ

ージを次のように話した（要旨）。 

第一は意外性。聖火台がどこにあるだろうと観衆が探している間、実は全世界の

参加選手団の名前で作られた雪の花輪がそれだとほとんど気づかれなかった。 

次は、点火の方法。最終ランナーの持った聖火は別途点火せず、そのままつけた

こと。コンセプトは「低炭素・環境保護」。これは新時代の中国人の文化的自信で

あり、これで中国の物語と共通の理念を世界に語った。 

点火の過程が込めたメッセージは、我々全員はみな小さな手で、小さな聖火を握

っていること。これこそ偉大なオリンピックの精神で、全人類の燃えさかる情熱と

ロマンだ。 

 

https://mp.weixin.qq.com/s/zhw6-9dZYfuB9oRRLajlBA
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 中国の専門家は、開会式全体の特色を次のように解説した（動画）。 

③ 掲秘冬奧開幕式三大突破，黒科技立大功- 西瓜視頻 220207 

 https://www.ixigua.com/7061889493397307912?logTag=a75ca289a7df22b8b8dd 

 要旨： 

 １，3つの新味がある。「三大突破：去明星，去主持，去排放」。スター（有名

人）を使わないこと、司会者を置かないこと、炭素排出を最小限にとどめること。 

 ２，特徴：A 一般民間人を多く登場させたこと。 

      B 「24」という数字を活用したこと。第 24回冬季五輪。旧暦の 24

節気を使ったカウントダウン。2月 4日という「春分」の日の開

会式。中国選手団は夜 8時 24分に入場した。 

      C 「氷火両重天」の再解釈。もともと氷と火は矛盾・対立するも

のだが、開会式全体、および聖火台と点火を通じて、その融合・

協調が可能、という東洋の智慧、価値観を注入した。 

 ３，ハイテク技術：全会場の地面に LEDの 8Kディスプレイ装置を付けたこと。

動く人と地面の映像表示を一体化した AIリアルタイム追跡技術。裸眼で立体を

感知する技術など。 

 

 実は中国社会で特に好評で、感動を共有したのは「ごく普通の民間人」を檜舞

台に登場させたことだった。以下はこれを伝えた記事。 

④ 感恩老鄉 70多年前撫育之恩，79歲的她把 44 個山裏娃帶上冬奧会舞臺 新

浪網 220206 

https://k.sina.com.cn/article_6444311393_1801c636100101010b.html 

 少し長めに原文を「子牛翻訳エンジン」にかけて日本語で紹介する。 

張芸謀監督はやはり凄い。外国人がイメージする中国の要素を並べることなく、

国内外の有名人の演技も人海戦術も使わなかった。 

天真爛漫な子供と大道至簡（高度がゆえに簡単に見せる）のハイテクだけが、

随所に中国の力を見せつけた。 

2008 年の北京オリンピック

は、自分を世界に見せることを

渇望していた。 

2022 年の北京オリンピック

では、我々はすでに十分に強く

なっており、自己誇示は不要に

なった。前回のスローガンは

「北京はあなたを歓迎する」だ

https://www.ixigua.com/7061889493397307912?logTag=a75ca289a7df22b8b8dd
https://k.sina.com.cn/article_6444311393_1801c636100101010b.html
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ったが、今回は「共に未来へ」になった。自信に裏付けられ、完璧さを求めなく

なった。だから、前歯が欠けた子がトランペットで「私と私の祖国」の曲を吹奏

した（写真）。 

数々の感動のうち、最たるものは、合唱団の子どもたちがギリシア語で「オリ

ンピックの歌」を歌った時だった。 

44 人のかわいい虎頭の服を着て虎頭の靴を履いた子供たちが舞台の中央に立

って歌った（下の写真）。ギリシア語を知らない人も、天声のような声が鳴り響

くと、その清らかさ、純粋さ、童真さ、こだまに深く心を打たれた。 

 

多くの視聴者と同じく、最初は、彼らは北京や上海、広州ら大都会の重点小学

校、もしくは有名なプロの児童楽団の出身だと思った。まもなく、この子どもた

ちは山奥の村から来たことを知った。年長は 11 歳、一番下は 5 歳。河北省保定

市阜平県の5つの山間農村小学校の生徒からなる「馬蘭花児童声合唱団」だった。 

山奥の子供たちがオリンピックの舞台に立ったのは、ある 79歳の老人の 18年

年に及ぶ努力のストーリーが背後にあった。 

 以下の内容を要約して紹介する。日中戦争中、現地は八路軍の根拠地。鄧拓（あ

の文革最初で批判された人）の娘として村で生まれ、農家に預けて育てられた鄧

小嵐は、2004年の定年後、18年間にわたって、毎年半分の時間はこの辺鄙な山

村に滞在し、小学校で音楽を教えていた。僅か十数年前まで、現地への高速道路

がなく、鄧おばあさんはいつも長距離バスに乗り、地元バスに乗り換え、片道 7

時間以上も揺れて馬蘭村に通い続けた。数年前、ギリシア語の先生を招いて指導

し、今回の開会式での出演を目指した。 

 農家の子供達に教え、育てた貴重な映像は次の通り。 
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⑤ 冬奧開幕式唱希臘語的少兒樂隊 河北山村這位 79 歲的老人功不可沒 

YouTube220206 

https://www.youtube.com/watch?v=hUHWfrTl8UE 

  

 張芸謀ら開会式 PTメンバーが、この農村合唱団を選んだ理由などを語った映

像は以下だ。 

⑥ 大山孩子唱響奧林匹克会歌 #冬奧会開幕式哪一幕最打動你# 北京 2022年

冬奧会的微博視頻 

https://weibo.com/1708159150/Le2x9Evc4 

 

 このエピソードを知ったうえで、もう一度、44 人の子が五輪開会式で合唱し

た次の映像を見れば、感動も違ったのではないか。 

⑦ 北京冬奧会開幕式：太行山山裏娃用純正希臘語唱《奧林匹克頌歌》 

https://haokan.baidu.com/v?vid=7339873954251626742 

 

その後、競技が始まり、ドーピング騒ぎなど問題がないわけではないが、IOC

責任者の一人、クリストフ・デュビ五輪統括部長が中国メディアのインタビュー

に、「予想以上に順調に進んでいる」との評価を 13日の時点で答えた。 

⑧ 北京冬奧籌辦超出預期——專訪国際奧委会奧運会部執行主任杜比_北京 2022

年冬奧会_新華網 220213 

http://www.news.cn/2022-02/13/c_1128366449.htm 

要旨： 

１，「北京五輪が始まった数日後、バッハ会長は、定例の、毎朝開かれていた重

要な競技調整会を中止した」。「処理すべき細部の問題は常にあるが、これまでの

運行は非常に成功しており、システム全体が非常にうまく機能しているからだ」。 

２，「冬季五輪の誘致期間中の 2015 年、中国を視察したが、3つの地区に分かれ

て開催する説明を受け、信じられない計画だと感じていた。ここまでうまくやり、

イノベーションが凝結するとは思わなかった」。「今大会のために特別に開発され

た二酸化炭素冷媒は、以前の冷媒より優れている。スキー場になった地域に対する

環境に配慮した取り組みは、伝統的なウィンタースポーツの国々にとっても新たな

基準を打ち立てたことを、一部の報道や NGOから説明を受けた」。 

３，「北京冬季五輪がコロナで延期する懸念はなかったか」との質問に、「一度

もない」とあっさりと答えた。「2021 年春以降、東京でテストマッチを行った時点

で、東京五輪が開催可能、また東京の経験と中国の防疫面の厳しさを生かし、北京

冬五輪も（予定通り）開催するという二つのことを IOC が決定した。問題が一切な

https://www.youtube.com/watch?v=hUHWfrTl8UE
https://weibo.com/1708159150/Le2x9Evc4
https://haokan.baidu.com/v?vid=7339873954251626742
http://www.news.cn/2022-02/13/c_1128366449.htm
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いのではなく、延期やその他の深刻なショックに遭わないと判断した」。 

４，「中国は北京冬季五輪を通じて、ますます多くの青少年が氷雪競技に身を投

じ、多くのウィンタースポーツ開催専門スタッフを育成した」「バッハ会長が述べ

たように、ウィンタースポーツは北京五輪を境に前と後という二つの時代を分ける。

新たに 3億人が氷雪運動に参入し、新たな時代が開かれる」。 

 

一部の選手は競技を終え、帰途に立つ時が来た。欧米選手の多くが「別れを惜

しむ」映像を多く発信した。以下はその一部だ（英語と中国語字幕）。  

⑨ 美国女運動員啟程回国，地板上坐 30 分鐘不收拾行李，不想離開中国 - 

YouTube220215 

https://www.youtube.com/watch?v=kyKK4ODdFkY 

 

⑩ 美国運動員在中国最後一餐瘋狂幹飯：點一大桌菜，以後就吃不到了- 

YouTube220213 

https://www.youtube.com/watch?v=kcw9rmKgYFA 

 

 各国の選手がスマホで取った体験映像は本国のメディアに転載され、各国記

者の記事も少しずつ「客観的」になったという内容を伝えた映像。 

⑪ 美国運動員拍視頻展示中国的好，美国媒體開始正面報道 民衆醒悟 - 

YouTube220214 

https://www.youtube.com/watch?v=VddT_73Duz4 

 

中国に関する批判記事を多く書いたアメリカ中国系記者は北京到着直後、依然、

中国批判していたが、途中から変化。NYタイムズの生中継サイト「The Daily」

でその興味深い驚きと「新発見」を語った。その見方の変化をルポした中国のネ

ット記事と、番組の録音（中国語字幕）は以下の通り。 

⑫ 反華記者来冬奧，才抱怨奧運閉環太嚴，就被中国「真的清零」震驚 - 全

網搜 220209（中国語） 

https://sunnews.cc/international/987267.html 

⑬ 《紐約時報》震驚：派記者去報北京冬奧，發現中国疫情真清零了！ -

YouTube220215（英語音声、中国語字幕） 

https://www.youtube.com/watch?v=irAcSX3rQCA 

 

それでも、ひたすら中国批判の記事がある。例えば、北京冬五輪の人工雪につ

いて。皮肉なことに、同じアメリカの主要メディアは 4 年前の平昌冬五輪の人

https://www.youtube.com/watch?v=kyKK4ODdFkY
https://www.youtube.com/watch?v=kcw9rmKgYFA
https://www.youtube.com/watch?v=VddT_73Duz4
https://sunnews.cc/international/987267.html
https://www.youtube.com/watch?v=irAcSX3rQCA
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工雪を褒めたのに、今回は批判ばかり、と前後の「豹変」を対比した中国の記事

がある。 

⑭ 4 年前，你們美国媒體可不是這麽説韓国冬奧会的呀？環球時報 220208 

https://mp.weixin.qq.com/s/Q-3Dt3E7a2gma_h-t1Z57w 

 

 まあ、冒頭で紹介したアンケート調査結果の通り、偏見と決めつけを変えない

人は変えないのだ。しようがないね。 

 

二 日本と北京冬五輪 

 日本は中国の近隣で、東洋文化を共有しており、多くの日本人は今回の開会式

を見て、驚嘆・絶賛の書き込みを多くした。それを伝えた在日中国人の SNS、お

よび中国国内の記事を紹介する。文中引用した書き込みはそのまま日本語で読

める。 

①  日本社交媒體上對冬奧開幕式的幾種反應 220205 活在福岡（福岡在住の中

国人の記事） 

https://mp.weixin.qq.com/s/fTIMCj2q5yUeM1cB9hrf2g 

 

② 張藝謀這次嚴重傷害了日本人民的感情 220205 俞天任 冰冷雨天 2022-02-

05（開会式のパフォーマンスが日本人の（東京五輪と対比した）プライド

を傷つけた、と題するブロガーの記事） 

https://mp.weixin.qq.com/s/djPwGM92_dqB7_Bue9_0hA 

 

③ 環球時報 220205 看完北京冬奧開幕式，日本網民的評論亮了（国営環球時

報の記事） 

  https://mp.weixin.qq.com/s/XVoyN_6uwAyVkLHqz8dA9g 

 

④  萬萬沒想到！日本網民如此看冬奧開幕式 人民中国 220207(中国語だが、

「一般日本人はこのように（好意的に）北京五輪を評価したことを予想し

なかった」との記事) 

https://mp.weixin.qq.com/s/Vs9PWdotfdu7beLZdhw6rw 

 

 日本の主要メディアの多くは依然、欧米の一部に同調して北京五輪とその背

後にある「人権問題」を批判しているが、現地で取材した記者が素直に報道して

いることを伝えた中国側の記事も出ている。 

⑤ 日本媒體盛贊北京奧運村！記者小哥親身體驗冬奧高科技，感嘆中国高鐵速

https://mp.weixin.qq.com/s/Q-3Dt3E7a2gma_h-t1Z57w
https://mp.weixin.qq.com/s/fTIMCj2q5yUeM1cB9hrf2g
https://mp.weixin.qq.com/s/djPwGM92_dqB7_Bue9_0hA
https://mp.weixin.qq.com/s/XVoyN_6uwAyVkLHqz8dA9g
https://mp.weixin.qq.com/s/Vs9PWdotfdu7beLZdhw6rw
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度！220207 

https://mp.weixin.qq.com/s/BSetJLEeKq_p3wRiHcRh_Q 

 

 沖縄の著名な作曲家が北京冬五輪の成功を祝して「花心」という歌を作曲した

ことも中国の福岡総領事館の HP で大きく報じられた。（下記の記事中、その曲

を聴ける） 

⑥ 沖縄著名作曲家喜納昌吉以《花心》祝願北京冬奧成功舉辦 220207 

https://mp.weixin.qq.com/s/Yd8Ju6tyxOQC3fNF2k_kmQ 

 

 日本の有名な指揮者がネットメディアで北京五輪開会式の選曲を高く評価し

た記事も併せて紹介する。 

⑦ 篠崎靖男「世界を渡り歩いた指揮者の目」：北京五輪、開会式選手入場の見

事な選曲…音楽を使い、巧みに中国をアピール 220207 

https://biz-journal.jp/2022/02/post_278525.html 

 

 実は、「日本人の多くに評価されて

いる」と受け止めた中国のネット社会

では、今回は欧米、韓国（ショートト

ラック競技のトラブルをめぐってネッ

トで大炎上）に厳しいが、日本選手を

応援することにもつながったように感

じられた。 

特に羽生結弦選手が中国で熱狂的に

応援されたことは、中国メディアでも

大きく取り上げられた。 

⑧ 羽生結弦收到 2萬多封中国粉絲

信件 220210 

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_16647100 

 この記事の中では、22歳の中国人

女子大学生が羽生さんの演技を描いた

「天と地」と名付けた絵が掲載された

（右の写真）。 

 

⑨ #羽生結弦回應收到中国粉絲 2萬封信#_微博 220214 

 https://www.weibo.com/a/hot/c604a6900b55d770_0.html?type=grab 

https://mp.weixin.qq.com/s/BSetJLEeKq_p3wRiHcRh_Q
https://mp.weixin.qq.com/s/Yd8Ju6tyxOQC3fNF2k_kmQ
https://biz-journal.jp/2022/02/post_278525.html
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_16647100
https://www.weibo.com/a/hot/c604a6900b55d770_0.html?type=grab
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 この「ミニブログ」ページに、羽生結弦選手が記者会見で「2万通を超える

中国のファンから手紙が届き、中国のファンに好かれ、歓迎されていることを

とても暖かく感じ、フィギュアスケート選手としてとても幸せに思う」と話し

たこと、3回続けて「うれしい」と口にしたこと、およびなぜ羽生さんが好き

かに関する書き込みが多く入っている。中国語の読める方はぜひ覗いてみてく

ださい。 

 

三 北京冬五輪と中国外交 

 北京冬五輪の開催に中国は何を狙ったのか。日本のテレビ解説では、「秋の

党大会で習氏が続投するための権威付け」とのコメントがよく出てくる。これ

を聞くと苦笑する。ライバルもいないし、去年末の六中全会で続投が決まって

いる。皮肉にも、トランプ前大統領が習主席を一番後押しした。強い指導者で

ないと覇権国家のなりふり構わぬ No.2苛めを乗り切れない、とのコンセンサ

スを中国で作ったのはアメリカだった。 

 では北京五輪に込めた狙いは何だろうか。一つは国力の PRだろう。実際に

会場内外で「ハイテク中国」を十二分見せつけた。次は新しい経済の成長ポイ

ントを作ることだ。経済発展が相対的に遅れる北方地域で、ウィンタースポー

ツ人口を 3億人増やす大計画もこれで生まれた。もちろん、中国人の自信・プ

ライドを高める狙いもある。 

 ちなみに、この 1月中旬、世界最大の米広報会社エデルマン（Edelman）が

発表した最新の 2022年世界信頼度調査（Edelman Trust Barometer 2022）に

よると、中国国民の政府に対する信頼度は最も高い。 

① 愛得曼全球信任度調査出爐 中国成最大贏家_ 德国之聲 DW19.01.2022 

https://www.dw.com/zh/%E7%88%B1%E5%BE%97%E6%9B%BC%E5%85%A8%E7%90%83%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E5%BA%A6%E8%B0%83

%E6%9F%A5%E5%87%BA%E7%82%89-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%88%90%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%B5%A2%E5%AE%B6/a-60482760 

このドイツ政府の対外放送 DWのサイト記事は次のように書いた。 

今回の調査で、最大の勝者は中国だった。2022年の国民の信頼指数、つまり中

国政府に対する民衆の信頼指数は 83であり、1年前と比べて 11ポイント上昇

し、調査した世界 27 カ国のうち、トップだった。一方、ドイツ、米国、日本を含

む先進国の国民は政府を前よりもっと信頼しなくなった。 

 

 2022年世界信頼度調査（Edelman Trust Barometer 2022）全文は以下で見

られる。 

② Global Report：2022  EDELMAN TRUST  BAROMETER 

PowerPoint Presentation (edelman.com) 

 

https://www.dw.com/zh/%E7%88%B1%E5%BE%97%E6%9B%BC%E5%85%A8%E7%90%83%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E5%BA%A6%E8%B0%83%E6%9F%A5%E5%87%BA%E7%82%89-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%88%90%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%B5%A2%E5%AE%B6/a-60482760
https://www.dw.com/zh/%E7%88%B1%E5%BE%97%E6%9B%BC%E5%85%A8%E7%90%83%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E5%BA%A6%E8%B0%83%E6%9F%A5%E5%87%BA%E7%82%89-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%88%90%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%B5%A2%E5%AE%B6/a-60482760
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2022-01/2022%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_Final.pdf
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 今回の冬五輪の開催を通じて中国の自信はもっと高揚すると想像される（自

信がソフトパワーにもっと転ずるよう期待する） 

 そして、もう一つ、中国は北京冬五輪を外交舞台としてもよく活用したかっ

たのだろう。環球時報系のライターと見られる者が書いた以下の記事は中国の

外交の収穫を列挙している。 

③ 大国陽謀：借這次冬奧会中国幹了不少大事 微察 220212 

https://mp.weixin.qq.com/s/vFLNTtgiuVZTquH4I5xlpQ 

 子牛翻訳エンジンで抜粋して紹介： 

   第一、外交ボイコットを煽ろうとした米国の陰謀を事実でくじいた。北京冬季

五輪に 30以上の国際要人が開幕式に出席したのに比べ、20年の東京五輪には 15

カ国の指導者、18年の平昌冬季五輪には 16カ国の指導者のみ出席した。 

第二、中露の「同盟」をさらに強化した。プーチン大統領は北京到着直後に首

脳会談し、共同発表した「新時代の国際関係と世界の持続可能な発展に関する共

同声明」は、米国が民主主義を乱用し、他国に圧力をかける行為に反対すること

を強調するとともに、責任ある大国として、国際秩序の維持と世界の平和的発展

の促進で協力すると表明した。経済貿易、外交、航空宇宙、石油・天然ガス、税

関の安全検査、衛生検疫、農産物、情報・デジタル化など各分野に及ぶ 15 の協力

文書にも調印した。 

第三、アルゼンチンを借りてイギリスをけん制。共同声明の中で中国は、マル

ビナス諸島（フォークランド諸島）に対するアルゼンチンの完全な主権行使要求

を支持するとあらためて表明した。最近のイギリスは、香港、人権問題、空母の

南シナ海派遣、北京五輪ボイコットなどで跳ねている。イギリスがこの種のけん

制を好むなら、中国も「（アルゼンチンの）権利」を持ち出してやり返した。 

第四、コロナ対策の成果を展示する場にした。「百聞は一見に如かず」とよく

言われる。米国などは中国の努力と成果を無視して泥を塗ることに余念がない

が、実際は中国の真実をまったく知らない。今回の大イベントを借りて世界に向

けてライブ配信を行った。反対に、欧米のコロナ対策は自らを欺くものにすぎ

ず、西側政治家の愚かさと無能さを浮き彫りにさせた。 

 中国の成果を自賛するものだが、その外交上の狙いをよく整理してくれた。 

 

 広げて書く余裕がないが、外交関連のいくつかの注目点を取り上げる。 

 一つはロシアから天然ガスの長期輸入の合意文書で「ユーロ」を使って決算

すること。 

④ 中俄能源貿易使用歐元結算将打撃美元霸權_中国網 220209 

http://www.china.com.cn/opinion2020/2022-02/09/content_78036738.shtml 

中国人民大学の蔡彤娟教授がその狙いを 3点分析： 

https://mp.weixin.qq.com/s/vFLNTtgiuVZTquH4I5xlpQ
http://www.china.com.cn/opinion2020/2022-02/09/content_78036738.shtml
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まずは「脱ドル化」し、ドルの覇権に打撃を与えること。2020 の第 4四半期、

中ロ間の貿易決済の 75%以上が人民元またはユーロに切り替えた。15年の時その

9割近くがドルだったが、20年その比率は 46%に低下し、ユーロは 30%に上昇し、

人民元は 17%、ルーブルは 7%となった。この傾向が続けば、中ロ決済システムは

米ドルの支配に終止符を打ち、米国の金融覇権を切り崩すことになる。 

次は、EUを取り込み、米欧を分化させるため。ロシアと欧州の天然ガスパイプ

ラインプロジェクトを米国はあらゆる手段で妨害しているのは、自国の天然ガス

を売り込むことと、ロシアのエネルギー収入の遮断、更にロシアと欧州の天然ガ

ス貿易がユーロ決済を使って米ドル覇権への挑戦を阻止するためである。一方、

EU 特にドイツは、ロシアから安価な天然ガスを得るとともに、ユーロの国際的地

位を高めるため、パイプラインプロジェクトをぜひとも完成させようとしてい

る。中露天然ガス協定のユーロ決済は EUに対する側面支援である。 

第三、中ロ天然ガス協定のユーロ決済は、国際エネルギー決済に占めるユーロ

の割合と地位を大幅に高め、ドルとの比率の差を一段と縮小する。 

2022年春の中ロエネルギー合意は双方の戦略的共通利益の拡大、米ドル覇権へ

の打撃、低炭素発展の全般的趨勢推進において、中ロ協力強化のもう一つの一里

塚となる。 

 

別の学者も「エネルギー協力は中ロ両国が背中合わせにしてそれぞれの正面

作戦を支援し合う決意を示したもの」と題する詳しい分析記事を書いている。

関心ある方は読んでください。 

⑤ 王憲舉：能源合作彰顯中俄「背靠背」決心-中国南海研究院 220208 

http://www.nanhai.org.cn/search-detail/12008/1.html 

 

なお、アルゼンチンのフェルナンデス大統領が北京で「一帯一路」構想への

加入、中国側から 237 億ドルの融資を受けたことを発表。それに関する

中国の狙いについて北京の研究者は、イギリス牽制以外に、米国の「裏庭」

ラテンアメリカでの影響力相殺、新しい中国の拠点を作るためとも分析した。

注目記事を二つ紹介する。（ご自身で解読なさるように） 

⑥ 中美在阿根廷激烈交鋒，到底在博弈什麽？（深度分析）220212（「アルゼ

ンチンをめぐる米中鍔迫り合い、何が狙いか」） 

https://mp.weixin.qq.com/s/HoNu4b0uJOXWVBECZYuHqg 

⑦ 北京冬奧会，阿根廷為什麽火了？220213（「北京冬季五輪で、アルゼンチ

ンはなぜヒットしたか」） 

https://mp.weixin.qq.com/s/Gz4NQrTvRKMs-udjYNBi0w 

  後者の記事の中に面白いくだりがあった： 

http://www.nanhai.org.cn/search-detail/12008/1.html
https://mp.weixin.qq.com/s/HoNu4b0uJOXWVBECZYuHqg
https://mp.weixin.qq.com/s/Gz4NQrTvRKMs-udjYNBi0w
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昨年 12 月、米国はいわゆる「民主主義サミット」を開催し、アルゼンチンを招

待した。ところが、サミットではフェルナンデス大統領は、米国主導の「米州機構」

がボリビアに干渉し、同国の民主主義を破壊していると公然と批判した。また「民

主サミット」の開催初日、アルゼンチン外務省は公式サイトのトップページに「北

京冬季オリンピックを固く支持する」と題する声明を掲載した。 

 

 中国のネットでは、あるライターは、「イギリスをけん制するため、中国最初

の空母で今は訓練に使っている『遼寧号』をアルゼンチンに譲ろう」と提案し、

話題を呼んだ。 

⑧ 維新變法 2022-02-07 把「遼寧艦」送給阿根廷 

https://mp.weixin.qq.com/s/NLcRaIVSZTEkpx6ITmyigA 

 

 これとは無関係と思うが、2 月 8 日付英紙「Times」によると、イギリス原子

力規制庁と環境庁が 7 日の共同声明で、中国の原発「華竜 1号」が審査に合格し

たと発表。両国が締結した協定によれば、「華竜 1号」は英国の「ブラッドウェ

ル B」原発プロジェクトの建設に使用されることになる。 

⑨ UK boost for Chinese nuclear industry  The Times220208 

https://www.thetimes.co.uk/article/uk-boost-for-chinese-nuclear-industry-

brb3bfx62#:~:text=Britain%20has%20given%20the%20seal,of%20exporting%20the%20technology%20worldwide 

この記事は、「英国が中国の設計した原子力発電所を承認したことは、北京が

核技術を世界各地に輸出するという希望を強める一里塚的な意義を持つ決定だ」

と書いている。 

 

 世界各国とも、様々な外交イベントや問題を活用して、したたかな外交と虚々

実々の駆け引きを展開し、自国外交の幅をより広げ、国益の最大化を図っている。

日本外交は自身の幅を一段と狭めているようにも感じるが、どうだろうか。 

 

（終わり） 

 

https://mp.weixin.qq.com/s/NLcRaIVSZTEkpx6ITmyigA
https://www.thetimes.co.uk/article/uk-boost-for-chinese-nuclear-industry-brb3bfx62#:~:text=Britain%20has%20given%20the%20seal,of%20exporting%20the%20technology%20worldwide
https://www.thetimes.co.uk/article/uk-boost-for-chinese-nuclear-industry-brb3bfx62#:~:text=Britain%20has%20given%20the%20seal,of%20exporting%20the%20technology%20worldwide

