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■ 研究会開催報告 ■ 

「中国はなぜ成長し、どこに向かうか、そして日本の課題を読む」 

 

日 時：2018 年 11 月 11 日（金）15：00～17：00 

場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 

【講演概要】 

中国は改革開放 40 年を迎えた。その節目にあたり、年末に拙著の「中国は何故成長できたのか」（仮題）が中国

で出版される。中国の成長要因には 12 のポイントがあると考えるが、講 演では主にその数点を紹介する。ま

た、中国はこの 40 年、多くを世界から学び成長につなげた。だが今や日本や世界が中国の成長に学ぶ時代にな

りつつある。中国の成長要因を別の視点で見れば、そこに日本が見失ったもの、日本のウｲークポイントが見え

る。講演では中国の成長要因の解説と共に日本の課題を述べる。さらに「新時代」の中国がどこに向かうか、そ

れを読み取るポイントを紹介し、これから日本が中国にどう向き合い、関わるべきかを述べる。 

 

【講師紹介】      和中 清（わなか きよし）氏：   

（株）インフォーム代表取締役 
 

[略歴］ 

昭和 21年生まれ、同志社大学経済学部卒業、大手監査法人、経営コンサルティング会

社を経て 

昭和 60年、(株)インフォーム設立 代表取締役就任  

平成３年より上海に事務所を置き日本企業の中国事業の協力、相談に取り組む 

 

主な著書 

o 『中国が日本を救う』（長崎出版、2009年） 

o 『中国の成長と衰退の裏側』（総合科学出版、2013年） 

o 『仕組まれた中国との対立 日本人の 83%が中国を嫌いになる理由』（クロスメディア・パブリッシン

グ、2015年 8月） 
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講演録 

【開会】 

これより JST 中国総合研究・さくらサイエンスセ

ンター第 122 回の研究会を開催する。本日は株式会

社インフォーム代表取締役の和中清先生をお招きし、

『中国はなぜ成長し、どこに向かうのか、そして日本

の課題を読む』と題し、ご講演いただく。先生のご経

歴の詳細は割愛させていただく。それでは先生、どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 

【講演】 

ご紹介いただきました和中です。今年はちょうど中

国の改革開放 40 周年にあたる。年末までに「なぜ中国

は成長したのか」という本を、中国本土で発刊する。そ

の内容は、「思想・理念」、「政治」、「社会・中国人」、「中

国経済」の 4 つに区分し、全部で 12 項目の成長要因を

今日はその成長要因の中から、一部を紹介し、最後にど

こに中国が進んでいくのか、また日本の課題がどこに

なるのかというテーマについて話を進めたい。 

 

 中国の成長には、13 億といわれる人口効果が確かに

あると思う。ただ見方を変えれば、13 億の人口という

のは、非常に大きなリスクを抱えている。それをまとめ

て、ここまでの成長に導いてきた指導者の手腕は、非常

に大きいと考える。一方、指導者ばかりではなく、中国

人の性格や、社会風土も成長に大きな影響を与えたと

思う。 

 この図は 2004 年の 2 月に私が出版した本に書かれ

たもので「2004 年初めにあって 1994 年に上海になか

ったもの」の一部を記している。ゴルフ用品専門店とい

うのがあるが、1991 年頃に日本のゴルフ用品メーカー

の依頼で上海のゴルフ用品市場の調査をしたことがあ

る。その時は上海の中心街のデパートのスポーツ用品

売り場でさえも、電気もつかず商品の品揃えもほとん

どない状態であった。 

 ケンタッキーフライドチキンは、1991 年には上海人

民公園に 1 号店の 1 店舗だけがあった。1992 年頃、私

自身が上海のある大学と一緒に合弁をし、校内に工場

を作ってブラジル人のファストフードの会社と協力を

して店を作った経験がある。当時ブラジルの人たちは

上海でコーヒーを一杯飲むのに非常に苦労したと思う。

今では、ご存知のようにスターバックスは中国全土で

3,000 店舗くらいの展開をしている。 

日本に住んでいる中国の方は、日本ではレールが引

かれていて 1、2 の次には 3 があるというように考える

が、中国は 1 の次がない。先が見えないのである。それ

が逆に激動の中で新しいものを受け入れて、前を向い

て進んだ中国人のたくましさとなり、成長の要因の一

つとなっている。 

中国には伝統的に革新の風土も備わっていると思う。

中国の伝統的な改革と実践の風土、この開拓者精神が

中国の成長にかなり貢献した。あるいは中国人の DNA

にそれが刻まれているというように感じている。一帯

一路でよく言われるように、中国人は身一つでアフリ

カの奥地に出かけていくようなたくましさがあり、そ

れが成長を支える。翻って、私が関係している中国の工

場では、日本人の若い駐在者を集めるのに苦労をして

いる。中国の地方に行けば駐在者は高齢者ばかりであ

る。若い人たちに駐在を要請する時、出てくる言葉が

「洗浄の便座はあるか」「日本食のお店が近くにあるか」

などだ。 

日本が開国に向かったのは 1868 年。その 85 年前に

中国はアメリカとの間にアメリカ産朝鮮人参や綿花、

中国茶の交易をしていた。私は、広東省の江門市（ジャ

ンメン市）に毎月行っている。そこから約 12,000 人が

アメリカに渡り、大陸横断鉄道の建設に従事した。今話

題の一帯一路、モバイル社会、キャッシュレス社会、そ

ういうものの根底には、中国の改革と実践の風土が存

在していると考える。それが活発な中国の起業に結び

つき、成長を助けている。昨年、2017 年末には中国の

民営経済は税収で 50％以上、GDP（国内総生産）でも

50％、収益の 80％以上を占めるまでになっている。最

近発表された「世界の 500 企業」(フォーチューン・グ

ローバル 500）では、中国企業は 115 社入っている。そ

の内 28 社、34％が民営企業である。 

メイウェンティ（没问题）という言葉を皆さん耳にさ

れると思うが、中国の人は何かにつけてメイウェンテ

ィという。私は 1991 年からこの 30 年毎月中国に行っ

ている。当初はメイウェンティという言葉が出てくる

と非常に反発をしていた。が、よくよく考えてみると、

中国は先が見えない社会なので、見えない先に踏み出

す背中を押した言葉がメイウェンティだったのではな

いかと思う。もう一つは環境が激変した社会なので、問

題分析、環境分析、現状認識をし、それで進めていく日

本型ビジネスの進め方では、中国ではほとんど前に進

めない。あるいは、メイウェンティという言葉は松下幸

之助さんのおっしゃる「やってみなはれ」という言葉に

も共通する言葉ではないかと感じている。何年か前に、

影の銀行が非常に話題になった。これも中国のメイウ

ェンティの象徴ではないかと思う。影の銀行の高利融

資も理財投資も問題になった地方債務も全部、経済的

な必要性から生まれてきている。 

例えば典当（ティエンタン）という質屋がある。その

質屋の利用者の 70％が中小企業者だ。当時は全国銀行

融資の中で中小企業への融資が 5％しかないといわれ

ていた。また理財投資も中国が金利規制をした結果だ。

問題の地方債務も 1994 年に行われた分税制改革が機

会になっている。地方の財政収入が 70％から 50％にダ

ウンし、しかし地方の支出は変わらない。そこで地方が

対策をとった結果が融資平台を通じて行われた地方の
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債務だ。 

中国は農村の安定が成長を支えた。農村では子供た

ちはほとんど都会に出て働いている。高齢者は農業を

続けられる時間は限られているので、立ち退きの順番

を、期待を込めて待っている人たちがかなりいた。立ち

退きに際し、井戸にも保証金が出るとなると一夜で井

戸が掘られたり、住宅面積で保証されるとなると住宅

を 3 階建てに増築するなどが村で一斉に行われるよう

なことがあった。レンガを積んでいくだけなのでコス

トはほとんどかからない。広東省あたりの道路を車で

走っていると、3 階の窓はガラスも入っていなくて、向

こう側の景色も筒抜けという住宅がたくさんある。 

話はそれるが、同じように中国の問題として取り上

げられるのがゴーストタウンだ。コンクリートだけで、

大きなコストはかかっていない。時間が経つうちに担

保にしている資産価値が逆に上がっていくというとこ

ろも相当ある。世界的に話題になった内モンゴルのオ

ルドス市という大きな町がある。そこは 2012 年頃、ゴ

ーストタウンとして話題になった。康巴什新区（カンバ

シ新区）というものすごい新区を作り、ビルは建てたも

のの入居者がほとんどいない。ゴーストタウンになっ

ていると世界的にも話題になった。昨年、康巴什新区に

行ったが、美観都市に移り変わろうとしていた。オルド

ス市は中国の中でも、一人当たりの GDP がトップクラ

スの都市だ。何年もしたら環境都市の見学に多くの人

が訪れるのではないかという気もした。 

中国の農村に行くと、80 年代から 90 年代の家はど

こも泥（土）の家だった。90 年代から 2000 年代はレ

ンガの家になり、今は 3 階建ての住宅がたくさん建っ

ている。先月、四川省のチベット族が住む村に行ってき

たのだが、住宅の立派さにびっくりした。御殿のような

住宅がかなり建っていた。 

このグラフは故郷を離れて都会で過ごしている流動

人口を表している。2016 年の流動人口は 2 億 4,500 万

人で、そのうちの 80％が農村戸籍の人たちだ。1990 年

の中国の人口は 11.4 億人だが、そのうち 73.6％の 8.4

億人が農村人口で、流動人口である大量の農民工を都

会に送り出した。それが非常に大きな成長の要因だ。こ

の数字は農民工が故郷に送金をした金額を私なりに考

えて表している。1 か月 500 元として年間 6,000 元。

これを合計したら日本円で 1年間に 22兆円くらいにな

る。もちろん人によって送金の金額は違うが、最近は、

仕送りをする人たちが少なくなってしまった。なぜな

ら農村が発展をしたからである。当時 1990 年代から

2000 年の初めにかけて、かなりの人たちがふるさとに

送金していた。私も農民工の人たちの話を聞いたが、中

には涙を流しながら「就職したら両親に全額を送金す

る」と言う人たちもおり、このお金が農村に流れて農村

の起業に繋がっていた。2000 年に入ってから農村を回

ると、幹線道路沿いに起業して自分で営業を始める家

が建ち始めていた。 

都市の近郊農村では、色々な場所で工業団地がつく

られ、土地を手放した農民たちがその会社の株主にな

った。地域によっても違うが、深圳のあたりでは、会社

の配当を受ける金額が家族で年間数万元になる。ある

いは数十万元受け取っている人たちも珍しくない。そ

ういうお金でアパート経営をして暮らしている人たち

がかなりいる。その人たちのアパート経営の収入が裏

所得になっている。 

 

都市中間層と消費市場のポイントだが、中国の成長

はあきらかに都市中間層の成長と連動して、消費が支

えてきた。2000 年くらいに上海でアメリカから来たケ

ンタッキーフライドチキンの中国総監と話をする機会

があり、彼は非常に素晴らしいことを話してくれた。私

が中国の市場についてどのように考えているのかと聞

くと、中国に市場があるかないかよりも自分に中国へ

の対応能力が備わっているかが一番の課題だと答えて

くれた。 

中国の市場の現実と私たち日本人が描くイメージと、

どうしてギャップが生まれてくるかということだが、2

つ問題があると思う。一つは格差ばかりが叫ばれた日

本の情報の問題。中国は 13 億という驚くべき人口の国

だ。先頭を引っ張る機関車のパワーを大きくしていか

ない限りは、全員を引っ張ることができない。おのずと

そこで格差が出現する。もう一つは中国のような国が

格差をつくらずにみんなが豊かになるような方法があ

るのか、という現実だ。おそらく社会主義にしても、資

本主義にしてもそのような方法など絶対ないはずだ。

鄧小平氏の言う、先に豊かになって後にそれを浸透さ

せていくという以外の方式しか考えられない。だから

格差も当然大きくなってくるわけだ。しかし日本の情

報では、中国といえば問題は格差だと多くの人たちが

答えるようになった。また、皆さんが誤解をしているこ

とが一つある。鄧小平氏が述べた先富論は、格差が前提

になっている。そこからさらに進んで、共同富裕。これ
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も決して豊かさが平等の社会を目指しているわけでは

ない。格差があってこそ共同富裕にも向かえるという

のが中国の考え方である。 

もう一つは、中国では都市中間層の所得の多くが隠

れていることも原因だと思う。おそらく中国ではアル

バイトや副業など個人の所得の多くが裏に隠れている。

日本では、中国は投資主導で消費が伸びないというこ

とも言われた。GDP に対する投資と消費の比率推移を

みると、中国では投資が多く消費が少ないようにも見

える。しかし、住宅も、橋も道路も足りなかった国に対

して投資主導の経済という言葉を述べること自体が非

常におかしいとも思う。そういう説によれば、1985 年

の中国の消費の比率は 64.5％で、理想的な経済であっ

たとなってしまう。 

GDP の計算では、住宅取得は投資に入る。しかし、

それは計算上の問題であり、住宅取得というのは人生

最大の消費でもある。そこからも非常にたくさんの関

連消費が生まれている。投資は将来の消費を生むもの

でもある。これを端的に表しているのが、高速鉄道網で

ある。2017年末の中国高速鉄道網の総距離は2億5,000

万キロ、これは世界の高速鉄道の 66.3％になる。朝に

広州で飲茶を食べて、夕方にはシルクロードの玄関で

ある蘭州で有名な牛肉麵が食べられるというのも中国

で話題になった。蘭新高速鉄道は蘭州から新疆まで伸

びている。私も今年 12 時間をかけて乗ってきた。香港

の西九龍駅から北京の西駅まで高速鉄道が開通、8 時間

56 分で香港から北京までいける。さらに先月、香港マ

カオ珠海大橋が開通した。総距離は 55 キロ。私も 2 日

前に大橋をバスで通ってきた。珠海の税関を通過する

とものすごい数の団体客、通過するだけで時間がかか

った。よく見るとその多くが農村の団体観光客である。

香港に行く人たちだ。このように投資が消費を生んで

2016 年の旅行産業の経済貢献率は 11％になっている。 

中国には裏の所得がたくさんある。裏の所得は表の

消費に表れにくい。それが GDP の消費が低い原因の一

つにもなる。中国の GDP は、元々旧ソ連や東欧諸国の

MPS での計算手法からスタートし、1993 年に西側の

SNA（System of National Accounts）といわれる計

算の手法に移行している。伝統的に強いという特性が

あり、逆に特にサービス業の統計に弱いという特性も

ある。それも消費が隠れる一つの原因になっているの

ではないかと思う。 

次に労働分配率だが、GDP の計算には３つの手法が

あり、これは所得からの計算式だ。労働者報酬は勤務先

から受け取る賃金や手当、営業余剰は法人や個人事業

の所得である。農業所得は労働者報酬に入るが、市場で

野菜を売る人たちの所得は営業余剰だ。これは労働分

配率の式で、グラフは中国の労働分配率の推移を表し

ている。労働分配率が低いから消費も伸びないといわ

れているが、皆さんも中国の労働分配率が低いと思っ

ているのだろうか。年間、1 億 5,000 万人が海外旅行を

している。しかも日本で話題になるように爆買いをす

る人がたくさんいる。労働分配率が低くてこのような

行動になるのか。世界を旅する中国人を色々な機関が

調査をしている。日本では福岡県なども博多に来る船

があるので、調査分析を行っている。その分析によると、

日本に来る旅行者の大半が都市の中間層である。 

このグラフは中国の就業者の事業所別内訳を表して

いる。2012 年、日本の個人事業所数は 220 万件で、総

事業所の 40%である。同じ年、中国の個体工商戸とい

われる個人事業所数は 3,896 万件、総事業所の約 79%

を占めている。それが 2017 年になると、合計 6,579 万

件とどんどん増えている。その就業者は 1 憶 2,000 万

人を超えて、第二次・第三次産業就業者の約 23％を占

めている。つまりこのグラフの意味するところは、中国

では一般庶民の所得の多くは、企業所得、営業余剰であ

る。その中国に対して、労働分配率が低いとか、だから

消費が伸びないとか言うこと自体がおかしな話ではな

いかと思う。 

また、中国では先ほどの GDP の所得統計の労働者報

酬も計算上、統計上の問題がある。中国の工場では一般

の従業員に対して、食事も寮も無料というところが少

なからずある。中国は所得税の累進税率をとっている

ので、それが高くなると税金が高くなる。賃金を色々な

名目を使い、手当などで支給して税金を引き下げると

ころもある。だから統計上の労働者報酬は正しく計算

されているのかという問題もある。 

中国は重税大国ということを聞かれたことがあると

思う。税金の問題はサイエンスポータルチャイナの私

のコラム欄「日中論壇」で詳しく述べている。併せてご

覧いただければと思う。 

この表は GDP に占める税収と個人所得税を日本と

中国を比較している。GDP に対する税収の割合は、ほ

ぼ似ている。しかし、個人所得税の割合は日本が 5.6％

に対して中国が 1.4％と中国は日本よりだいぶ低い数

字になっている。これは私が計算をした結果だが、日本

は中国に対して家庭所得では、3.75 倍。家庭の支払う

所得税は 6.24 倍という計算になる。 

ある経済誌に、中国では所得の 60%が税金で消える

と書かれていた。その説明では、所得税や増値税、消費

税、住宅積立金などを足せば、所得の 60％が税金でな

くなる。また外食をすれば営業税や増値税を支払うと

書かれている。もし、60％が税金で消えるということが

事実であれば、中国の消費社会は全く成り立たない。一

つの例で申し上げると、ある小中学生の校外学習（塾）

調査がある。調査対象者の 77％が校外の塾などの授業

を受けているという結果が出ている。学期ごとに支払

う教育費として、42％が 2,000 元～5,000 元、29％が

5,000 元～10,000 元を支払っている。もし、所得の 60％

が税金で消えるのであれば、このような中国人の生活
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は成り立たない。 

税金について、あまり時間をかけて説明できないが、

中国には日本の消費税に似た増値税がある。しかし、徴

収方法が日本と全く違う。税率は物品やサービス、事業

規模で違い、上は 16％、下が 3％の税率になっている。

また、月の売り上げが 30,000 元以下の小さな店は、増

値税は免除される。農民の直接野菜販売なども増値税

免除だ。だから、中国の人は増値税のかからないところ

で、消費生活をしている面も多分にある。また、経済誌

が述べているような消費者が飲食店で増値税を支払う

というような習慣もない。関心のある方は、中国に行か

れた際飲食店での食事後に、「発票をください」と言っ

て、領収書をもらえばすぐにわかる。仮に 100 元の飲

食をした場合、飲食代が 97.09 元。税率が 3％。増値税

が 2.91％という領収書になる。ほとんどの店はこのよ

うになっている。つまり、店が増値税の負担をしている。

客が支払う習慣はない。買い物をしても、「領収書がい

るかいらないか」というやり取りがある。いるならこの

値段。いらないならこの値段という会話がされる。 

増値税は国が一括して領収書を管理しているので、

正規の領収書を発行しない限り、店が増値税の申告を

することがない。発票を発行したら、国が管理している

ので、増値税を支払うということになる。だから領収書

の有無の確認の会話になるのである。中国には物品税

という消費税もあるが、先ほどの経済誌ではこういう

税率も含めて、60％というように書かれている。消費税

は酒、化粧品、タバコなど一部の嗜好品系の商品にかか

る税金で、しかも生産段階と輸入段階にかかる税金だ。

これも 60％に含めて税率を計算することが無茶苦茶だ

という議論になる。 

非常に面白いのが、ほとんどの中国の人は、日本の消

費税と違って増値税を気にして買い物をしていないと

いう事実だ。さらにその経済誌が述べているように、も

し、企業の利益から法人税等を支払って何も残らなけ

れば中国の経済成長は当然ない。新しい投資もできな

い。設備投資をする資金は全て借入でまかなわねばな

らず、そんなことはあり得ない。増値税は日本の消費税

と仕組みはよく似ている。仕組みの上では消費者が負

担するとなっているので、中間段階の企業負担はない。

企業は部品であるとか材料を仕入れる時に仕入れ先に

増値税を支払い、製品を販売する時に売り先から増値

税をもらう。支払った額と受け取った額の差額を税務

局に申告をする仕組みなので、通常のケースでは企業

負担はない。 

今年の 10 月から中国の所得税が改正され、これが税

率を表したものだ。改正のポイントは、税率を下げたこ

とではなく、総合課税の点だと思う。中国は今まで色々

な所得を分離して計算する分離課税方式をとっていた

が、今回は給与所得や労務報酬、原稿料、賃貸収入など

の総合課税を導入している。分離課税だと悪さをする

人がいる。給与を分散して税金を支払わないようにし

たり、副業アルバイトの所得を申告するような人もほ

とんどいない。飲食店などでは、売り上げや利益を調整

し、企業所得税も個人所得税も支払わないようにする。

総合課税は富裕者だけではなく、多くの庶民が対象に

なる。これが新時代に繋がる一つの大きなポイントで

はないかと思う。経済成長率も低下しているし、米中貿

易摩擦もあり、中国はこれから企業の所得税を少なく

し、一般の個人からの徴収を厳しくしていく方向に向

かうのではないかと思う。 

 

次に成長の大きなポイントになった、中国の戦略の

強みについて申し上げる。 

深圳開発から始まり、上海の開発であるとか、土地制

度、外資導入の優遇制度など色々な戦略で中国は成長

をした。その中でも経済の分散という要因がある。 

この表は、日本の地区生産総額と割合である。一つは

東京を 100 として各都市を比較した数字。もう一つは、

2016年の中国の地区生産総額の上位 15地区の数字だ。

北京を 100 とし、上海は 109.8、重慶が 69.2 になって

いる。中国は 14 億人の人口を抱える国なので、地域が

競争し、また競争するように仕向けて戦略的に経済の

分散を図っているように思う。 

日本では 30 年～40 年前にシャッター通りという言

葉が言われたが、いまだに地方創生が大きな政治課題

になっている。私が出席したシンポジウムで、中国の東

北大学の劉総裁が、我々には失うものは何もなかった。

だからゼロから出発して、海外のものを素直に吸収で

きた。それが成長のポイントの一つだと話されていた。

この話からすれば、日本が戦略に弱いのは、失うものが

多いからかもしれない。 

地勢的にも中国は多くの国と国境を接し、戦略的に

も守りを考えていかなければならない。また政治家の

地方での実務経験も影響していると思う。彼らは常に、

業績の考課にさらされて、実践的に政治を進めている。

同時に彼らは地方のメンツも背負う。だから目立つこ

とを考える。地方でメンツ工事という大きな工事がい

たるところで行われたりする。さらに戦略に強い要因

として中国はアジアの国の矜持をもっているからでは

ないかと思う。そのため「アメリカ抜きにアジアを考え

るな」と都合のいい時にアジア太平洋国家を持ち出す

アメリカのスタンスと衝突することにもなる。90 年代

から 2000 年代の初めに進みかけた東アジア共同体で

のアメリカの態度にも現れていると思う。 

今、中米関係は微妙な状況にある。お互いの自己主張

が強い国同士なので、衝突も起きる。まだ中国はアジア

の矜持を持っているので、お互いのアイデンティティ

とアイデンティティのぶつかり合いが起きる。中国は

貿易摩擦については、ある程度は譲歩している。しかし、

中国は妥協しないと思う。もし妥協でアイデンティテ
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ィが侵食されるのであれば、徹底的に抵抗する覚悟を

秘めているのではないかと思う。おそらくトランプ大

統領には譲歩と妥協の微妙な関係を理解する繊細さは

無いので問題が難しくなることも予想される。また前

だけを見て進む中国人とネバールックバックのアメリ

カと似た者同士なので、かえって相いれない側面もあ

るのではないか。社会主義の市場経済でわかるように、

中国はどのような局面でも中国的特色を主張し、それ

が中国を戦略的にさせている一つの要因であると思う。 

私は先月、四川省の四川地震の中心であった汶川に

行ってきた。中学校が倒壊して数十人の生徒と先生が

亡くなった。その倒壊した建物をそのまま地震の史跡

として倒れたままの姿で展示していた。それを復興の

起爆剤にして、街の開発を進めていた。ある意味では同

情と悲しみからは何も生まれないということで、中国

の強さだなと感じた。 

 

 

中国には常に 13 億人の掛け算の問題がある。中国は

一党独裁で、権力で全てが決まるというように思われ

るが、決してそれだけではない。逆に考えれば国民の思

いは目に目えないだけに、非常に怖いものがある。しか

もそれが 13 億で、掛け算となった場合の怖さを抱きな

がら中国の政治は進んでいるのではないかとも思う。

それは、13 億人の圧力だと思う。しかもそれは管理、

放置すれば乱れるというような人たちだ。日本の政治

は非常にまじめな国民性に担がれている。そういう意

味で、中国と比べて政治家にとってはありがたい国で

はないかと思う。逆に割り算の問題もある。13 億で割

れば、大きなことをしないと目立たない。これも中国が

戦略的に動く要因ではないかと思う。私は日本の一部

のメディア、知識人といわれる人々はもっと中国の異

質性について理解が必要ではないかと常々思っている。

中国は異質と共存している社会や民族である。言葉、習

慣、気候。色々な異質と共にあるのが中国で、特に 13

億の人口というのは本当に異質な集まりだ。その異質

から政治も経済も社会も風土も、日本人が理解できな

い違いが生じてくる。その異質性が少しでも理解でき

ると日本の中国への寛容性も少しは高まるのではない

かと思う。 

 

次は住宅需要である。これは中国の経済成長の非常

に重要なポイントである。言い換えれば、経済へのイン

パクトである。日本では住宅を巡っては、バブル崩壊ば

かりが話題となる。今年の 8 月、中国の都市で住宅価

格が上昇したのが 67 都市、変わらなかったのが 2 都

市、下降が１都市だった。9 月になって、64 都市が上

昇で 8 月に比べて 3 都市減った。その時の日本の新聞

の見出しは、「中国の住宅価格の上昇都市が減少」だっ

た。どうしても日本の中国情報はマイナス思考である。

もっともメディアの側に立って考えれば、中国の良い

情報には日本の国民は反応しないという面もあるかも

しれない。2000 年頃から日本の様々な経済誌の特集を

振り返ってみたが、中国リスクであるとか、中国は終わ

り、中国危機の真相などという言葉が定期的に特集で

組まれていた。G20（20 か国財務相・中央銀行総裁会

議）の中国を除く成長国（15 か国）の 2016 年の平均

成長率は 2.3％である。どうして中国の成長率が少し下

がっただけで、中国の終わりが叫ばれるのか、非常に不

思議な気もする。この表は今年第 3 四半期の中国経済

を表している。最終消費支出額が伸び、経済貢献率が

78％になっている。しかし、こういう中身は日本の報道

では、あまり話題にされない。そして、オオカミ少年の

ようなバブル崩壊が叫ばれる。 

なぜ、バブル崩壊が言われ続けたのかというと、一つ

は13億人の国の住宅事情が日本人には理解しにくいと

いうことある。社会主義の人々の自分の家への思いは

我々日本人には理解できない。そして住宅への社会習

慣。例えば住宅が結婚の条件になっている。若い人たち

は都心に住宅は買えない。どうしても離れた地区に住

宅を購入する。しかし、夫婦共働きなので、結局はお互

いの実家を行き来して、食事を食べてそこで寝るとい

う人たちがかなりいる。だから新しく買った自分たち

の住宅には灯りがつかないということもある。 

日本のバブルを中心に中国を考えるということも原

因だ。一部のメディアに中国の経済崩壊願望があり、ひ

ねくれて考えているとも思う。このグラフはこれまで

の住宅販売面積を表している。私の計算だと、2012 年

時点で住宅取得率はまだ 40％である。中国の住宅市場

を支えているのは、実需である。このグラフを見るとわ

かるように、1990 年代の後半に人々は住宅取得を始め

ている。これを見ても中国の住宅市場を支えてきたの

は実需ということがわかる。また、これから中国の住宅

がどうなっているのか。皆さん関心の高いことではな

いかと思う。 

まず、これまでの住宅取得者の中には、少なからず複

数住宅取得者がいる。だから単純に過去の販売面積を
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計算しても取得率、未取得者は計算できない。また、中

国の住宅市場には２つある。権利も保障され、登記もし

っかりされる産権住宅といわれるメインの市場である。

それから権利が制限されていて正規の登記ができない

小産権という住宅の市場。さらに政府が安価に供給す

る保障性住宅の市場がある。いわば表と裏の市場であ

る。これからの所得の向上で、小産権、政府保障住宅に

入っている人たちの購買需要が出てくるのではないか

と思う。90 年代までの住宅の老朽化の問題もある。壁

の厚さ、鉄筋の問題などもあり買い替えが予測される。 

一番大きなことは、都市化と所得の向上で多くの農

民工が今後住宅取得に向かっていくことであろう。私

の関係している工場でも、一般の工場の現場社員で車

を持つ人たちが出てきている。これは最近の都市の住

宅平均家賃を表している表である。今年の 9 月まで中

国の賃貸住宅価格は 7 か月連続で上がり続けている。

これは、中国の大手不動産会社が賃貸市場を握ってい

て、彼らが価格をコントロールしているという問題も

あるが、これだけ根強い住宅需要があるということで

ある。 

 

これからの中国はどこに向かっていくのかというこ

とに話を移していく。社会のストックが拡大している

ので、成長率の分母になる母数は大きくなり、成長率も

落ちてくる。しかし安定成長は続いていく。2016 年の

中国の成長率は 6.7％であった。2007 年に比べると半

分以下になっている。しかし GDP の増加額だけで、ト

ルコ 1 国の GDP と並んでいる。オランダやスイスの

GDP も超えている。 

ポイントの一つは、中国経済は色々な分野で制限を

しながら進んでいる。住宅も自動車も制限政策がとら

れている。住宅はローン規制、上海では住宅価格の上限

規制まで行っている。自動車では北京のガソリン車の

ナンバープレート取得は今現在、900 倍くらいの倍率に

なっている。電気自動車は比較的取得しやすいが、募集

枠があり、約 2 年待ちの状況だ。 

今まで話をした中国の成長要因は今後も健在である。

そこに新しいものが加わっている。一つは環境分野。こ

れはすでに大きく動いている。私自身も、ある日本の企

業の工場の排気ガス処理装置の中国市場の開拓に協力

しているが、現在、日本の工場は受注がいっぱいで納期

まで 1 年以上かかる状況だ。中国の環境対策が本格的

に進んでいると言える。所得が増え、中間層がさらに拡

大していく。私が協力している工場では、現場の社員で

月の賃金が 6,000 元を超えている人たちが目立ち始め

ている。 

その会社の今の経営課題は人が足りないことだ。ど

う集めるかというのが大きな経営課題となっている。

その理由の一つはサービス業である。サービス業は非

常に成長し、待遇もよくなり、そちらに人が移動してい

る。そして、農民工の供給源であった地方の農村で、職

業学校に行かずに普通高校に行き、大学に進学をする

という子供たちがたくさん出てきて、供給源の量が少

なくなっている。さらにこれからの中国経済を考える

上で、消費の変化が大きい。先日、深圳空港に行った際、

空港内で一番目立って、来客が多い店は無印良品であ

った。レトルトのカレーが 24 元（400 円くらい）で売

られている。日本の価格と変わらないか、高いくらいで

ある。 

「中国製造 2025」が進み、自動化で中国の工場が進

化している。その背景には経営者の変化がある。経営の

スマートさと決断の速さで、先端技術を積極的に導入

し、多くの分野で驚異的に中国の工場が変わっている。

この JST（科学技術振興機構）の研究報告でも、40 年

間の中国の海外留学の増加、国際化していく中国人が

報告されている。その成果が着実に出ているというの

は経営者を見ていて感じる。今の中国では、松下幸之助

氏と稲盛和夫氏を信奉する経営者の人たちが増えてい

る。一昨年の秋に上海の空港で 3 か月間、京セラ、京都

PHP 研究所の協力を得て、松下幸之助氏と稲盛和夫氏

の展示を行った。中国の経営者は非常に変化し、今まで

のように権力とつながって裏でお金を使って関係づく

りする姿が少なくなってきている。 

また、アメリカ依存からの脱却。ASEAN (東南アジ

ア諸国連合)、あるいは、ロシア、カザフスタンなどの

一帯一路の沿線各国の貿易が増えている。アフリカ貿

易も増えていると思う。広東省の広州に住む外国人の

うち 20％がアフリカの人である。2018 年の第 3 四半

期まで EU(欧州連合)との貿易は 7.3％増加、アメリカ

は 6.5％の増加。ASEAN は 12.6％の増加。そして消費

の変化と「中国製造 2025」の新しい分野での外資の参

入である。広東省では、電気自動車製造ラインであると

か、無人飛行機製造であるとか、新しい分野への独資で

の投資を外資企業に許可する動きが出てきている。 

新時代の中国だが、鄧小平氏は 2 段階の歩みを語っ

た。大胆なアクションプランで、先に豊かな人が後の人

を率いて共同富裕に持っていく。先富論を裏返して考

えれば、後の人の我慢とイコールになると思う。これを

あの時代に鄧小平氏が社会主義の国で後の人の我慢を

説いたということ自体、鄧小平氏は並大抵な人ではな

く、非常に功績がある人で、しかもすごい知力もある人

だと思う。共同富裕に向かっていくために、何が必要な

のかというと、経済の安定成長と社会の公正だ。共同富

裕は党の存在そのものに関わることだ。そして、これか

らの成長のためにも必要なことだ。それが先に話をし

た総合課税の意味でもあると私は考えている。 

また、腐敗退治を権力闘争でとらえるのは間違って

いる。新時代に向かうためには何が必要かと考えた場

合に、腐敗退治をすることが絶対的条件になる。腐敗は、

権力者やそれとつながって財をなした富裕者だけが問
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われる問題でなく、庶民や一般社会が問われる問題で

もある。中国では一般庶民の周りでも税金逃れや企業

での不正、裏手数料など社会の公正を損なう問題もた

くさんある。コピー商品の問題、偽商品の問題、著作権

問題などもある。何年か前には、水で目方を増やした魚

や、下水から回収した油を売る問題もあった。これらは

すべて一般庶民の周辺で起きている問題だ。富裕者よ

りもその影響は社会的に大きいように思う。 

また腐敗はもらう側とともに渡す側も問題だ。社会

風土の問題でもある。新時代に移行するためには、風土

の改革に手を付けていかなければならない。そして中

国の消費の拡大はまだ持続をする。中国は税金が高い

から香港で安い買い物をするということも言われるが、

中国人が香港で買い物をするのは、中国本土に無いも

のを求めるからだ。今は財布を持たない生活がすでに

定着している。店が現金を嫌がるような時代になって

きている。釣り銭を渡すのが非常に面倒という。政府が

わざわざ現金客を断るなという指示さえ出したりして

いる。バイクタクシーは非常に安く 5 元くらいで乗れ

るバイクのタクシーがある。それすらスマホで決済を

する。 

この間レストランに入ったら、自分のスマホでメニ

ューを見て、そこで料理を選ぶと厨房にその情報が届

き、すぐに料理を持ってきた。当然決済もスマホだ。ま

た、中国の人の海外インターネット購買が膨らんでい

る。昨年は 34％増加している。そのため消費者が内外

の価格差にものすごく敏感になっている。メーカーは、

輸入商品について価格の設定、あるいは消費税や増値

税の商品への添加などにも非常に苦労をするようにな

った。 

中国はアメリカに次ぐ、世界第二位の海外旅行や情

報などのサービス輸入国にすでになっている。2017 年

に輸入額は 2,617 億ドルでアメリカにどんどん近づい

ている。2010 年のサービス貿易は 154 億ドルの輸入超

過だったが、昨年は 2,395 億ドルに超過額が膨らんで

いる。新時代への変化はすでに随所に出ている。広東省

の GDP は 2020 年には韓国を超えると予測されている。

こちらのグラフで分かるように香港・マカオ・広東省を

合わせた GDP は、2016 年時点で韓国、ロシア、オー

ストラリアいずれの国の GDP も既に超えている。また、

長三角といわれる長江デルタ（上海、江蘇省、浙江省）

の経済(GDP）は、世界の 7 位である。フランスが 6 位

で次に長三角という状況だ。 

「中国製造 2025」は、ロボット化、情報化を進めて

いる。これはシステム管理者の最近１年間の賃金を表

したグラフだが、10 万元～20 万元、20 万元～30 万元

の年間賃金の人たちが主体になっている。工場はどん

どん進化している。よくよく考えてみると世界の工場

と世界の市場というのは、隣り合わせで裏と表にすぎ

ない。今、私が「中国製造 2025」で心配している一つ

は､中国企業の意思決定の速さや設備投資の大胆さを

日本企業が気づいていないのではないかということ。

中国企業はどんどん力がついて変化をして、それにつ

いていけないために中国から撤退していく日本企業が

増えてくるのではないかということだ。 

それから内陸分散の効果が現れて成長を支える。こ

の表は、可処分所得の増加率上位 10 地区と北京と上海

の比較だが、伸び率の一番高いのは全て内陸である。こ

ちらの表は地区生産額上位 15 地区の 2006 年と 2016

年の比較だが、四川省、湖南省、湖北省、安徽省の増加

率が高い。また都市中間層が成長を支える。これからも

中国は安定して成長していくように見える。おそらく、

私の話を聞いている皆さんもそのように感じられると

思うが、全くリスクがないわけでもない。 

少しリスクの可能性について話をしておく。一つは

中国社会のバブル化である。経済的なバブル現象は、お

そらく軟着陸をさせていくと思うが、社会の空洞化が

懸念される。それは海外逃避の人民元や、アメリカ、カ

ナダ、オーストラリアなどへの投資移民で行く人たち

の存在だ。正規の利益で移民になるのは何も問題視さ

れることではないが、不正に蓄財したお金が海外に流

れる、中国でお金は稼ぐが、心がここにあらずという人

が増えていけば、社会が空洞化していくという問題が

ある。 

もう一つ、自己本位の問題。自己本位で中国は前に進

んだ。そのパワーを成長の起爆剤にしたと思う。しかし、

これから中国は規模の成長から質の向上の社会に向か

っている。そこで必要な社会のテーマは調和というこ

とだ。また複雑な社会をコントロールするためにも、社

会の人々の協調や連携が大切になる。格差をパワーに

して成長した中国は、それをセーブする社会にもなっ

ていく。それは中国の成長のエネルギーに影響する面

もあるのではないかと心配している。 

また、自己本位はサービス業の成長の問題にもなる。

都市化の進展もあり、ますます第 3 次産業で雇用を吸

収していかなければならない。しかし、中国にはサービ

ス業の質の限界、成長の限界があると思う。サービス社

会が成長していくには、現場で働く人たちの一人一人

の心も持ち方であるとか、自分中心の考え方から、貴方

に視点を移してこそ、サービスは成長していく。社会が

豊かになって、人々の欲求が高まって、サービスが向上

しなければそこに大きな不満が生まれてくる。果たし

て、予定通りサービス業で雇用は吸収していけるのか

という問題もあるのではないかと思う。 

4 番目に中小企業の問題である。中国では中小企業が

総企業の 95％を占めて、GDP の 60％、税収の 50％を

稼いでいる。急激な所得分配改革で淘汰されている中

小企業がどうなっていくのか心配がある。それが経済、

雇用にどのように影響していくのかという心配もある。

また銀行融資など、中国では中小企業施策が遅れてい
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る側面がある。それもこれからの課題の一つになる。 

最後だが、5 番目に財政負担の問題である。中国もこ

れから高齢化社会に入る。加えて都市と農村の保険の

一元化も進めている。当然、養老年金や医療費の負担が

増えて、中国銀行は、2033 年に年金収支の収入不足が

68 兆元に達すると報告している。また、改革は進んで

いるが、屋上屋を重ねている色々な許認可、審査、それ

に伴う巨大な行政機構、そこにある財政支出という問

題がある。これが一つのリスクではないかと考える。 

念のためだが、中国の方たちに対する「自己本位」と

いう言葉は、自分勝手という意味で使っているわけで

はない。中国社会は優しい面が多々ある。特に人に対す

る思いやりが見受けられる。例えば、日本では新幹線な

どに乗ると、場合によっては赤ちゃんが泣きだすと、赤

ちゃんを連れた女性が周りの人や車掌に「デッキに行

きなさい」と注意をされたりする。中国では、赤ちゃん

が泣いて迷惑がったりする社会風土はない。そういう

事も含め、自己本位という意味ではなく、自分を信じて

前を見て、周りのことを気にせずに進んでいくという

意味だと捉えていただきたい。 

 

最後に日本の課題だが、中国と比べて新しいことへ

の取り組みが遅すぎると思う。私は 2010 年頃の本で、

中国から日本に来る旅行者は１年間に 1,000 万人にな

ると書いているが、まだ達していないが、このままの勢

いで行けば、そこに行く。サービス産業での労働者の不

足は、当然早くから予測をされたことだ。だが、対策は

今から進めていくという状況である。中国では滴滴（デ

ィーディー）という白ナンバーのタクシーが便利にな

り、一般のタクシーよりも安全で、高級車で乗り心地が

良いと、皆さん使っている。先日、女性が襲われたとい

う事件があったが、すぐに政府が対策をとり、システム

の改善をしている。日本はある意味ではメイウェンテ

ィを学ぶべきではないかと思う。 

そして、中国人の日本旅行ばかりが話題になるが、日

本人の中国旅行はどうなっているのか。これは旅行者

の推移を現したグラフである。2016年に少し増えたが、

2007 年から減り続ける傾向にある。これはビジネスで

往来する駐在者が減っているので、その影響も背景に

あるが、観光客が減っているのが大きな理由だ。日本の

旅行社も中国旅行に力を入れていない。店頭に中国旅

行のパンフレットなどがほとんど見あたらない。私は、

こうした一方通行の交流はそんなに長くは続かないと

悲観的な見方もしている。 

私は、先月、四川省に行き 5,000 メートルの高さまで

山に登ってきた。そこから見る山と湖の風景に本当に

涙が出るほど感動したが、それを日本の人に話すと、

「中国なんて…」という言葉が返ってくる場合もある。

理由は色々あるが、日本人の 85％が中国を良く思わな

いという調査結果があることも原因になっている。こ

れは新疆への各国からの旅行者数を表したグラフであ

る。日本が特異な動きをしている。あれだけ新疆への旅

行者が多かったのが、極端な減り方をしている。 

同時に日本の直接投資も減り続けている。これは非

常に残念なことだ。日本は中国が世界の工場になる上

で非常に多大な貢献をしたと思う。投資をし、人を送り

込み、教育をし、世界の工場を育ててきた。そして、世

界の工場の進化と同時に市場の進化に繋がった。ちょ

うど、その高額な日本企業の製品がやっと市場に入っ

ていける時期が来ている。しかし、それに背を向けてい

るように見えるのが、このグラフである。爆買いと日本

旅行ブームが終わればどうなるか、ということだ。 

日中の政治交流が進み出している。しかし、私は、あ

まり期待感をもっていない。今の交流は非常に双方が

無理をしているのではないかと感じる。80 年代、90 年

代に進んだ交流とも、やはり熱さが違うというように

思う。経済的な計算だけで、交流を進めても長続きはし

ないのではないかと思う。習近平主席の来年の訪日が

実現するかどうかだが、難しいのは訪日と憲法改正の

国会論議が重なっていく心配もある。ひょっとしたら

日本で、また昔のような日中の政治の動きが出てくる

可能性も考えられる。 

 

最後に、私は日本企業に一番必要なことは中国の変

化を信じることだと思う。これはスポーツ衣料・シュー

ズ市場の 2016 年売り上げを表している。また、中関村

在線が発表した「スマートフォンブランド人気トップ

10」「機種別の売れ筋トップ 10」。残念ながら、これら

の中に日本企業の名前がない。中国がこれだけ変化を

し、これからも変化をするということを信じるという

ことが一番大切だ。環境面でも中国で環境対策などが

進むわけがないと、私もよく言われたが、現実にはすで

に大きく進んでいる。 

中国のビジネスは裏で金が必要で、権力とつながら

ないと難しいと思っている人たちもたくさんいる。し

かし、先ほど言ったように、民営企業が力をつけて、国
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際感覚を持った経営者が出て、スタイルが変わってき

ている。「世界の工場」は低賃金で過酷な労働で、労働

環境も非常に悪いと色々な人が思っていたが、工場の

自動化が進み、環境面でも日本企業がビックリするく

らいの企業がたくさん出てきている。 

また、消費の質も変わってきている。それから行動面

では、中国の進むスピード。中国時間にも合わせていく

ことが必要である。これが、これからの課題でもあり、

これまでの30年来の課題だと思う。最初に申し上げた、

ケンタッキーフライドチキンの中国総監が、私に話を

してくれた「自分に能力があるかどうかが、中国では問

われていく」ということが、これからの日本企業、ある

いは日本の人たちにも当てはまる言葉ではないかと思

っている。 

非常にたくさんの内容を大急ぎで話したので、ご理解

いただけなかったところもあるかと思うが、関連する

ところは、「日中論壇」の私の書いているところをご覧

いただければ幸いである。ご清聴ありがとうございま

した。 

 

 

 

【質疑・応答】 

（司会） 

 先生ありがとうございました。会場から質問を受け

付けます。 

 

（フロア 1） 

Q．中国の汚職の金額というのは、桁が違う。あれはど

うして起こるのか。さらに今後、どういう方向になって

いくのか。 

 

A、最初の質問は非常に難しい問題だ。これはビジネス

の内容に比例はしていると思う。原資が高いから、要求

金額も高くなるという一面もあると思う。また、腐敗で

問題になっているのは、明らかに色々な利権である。利

権の本質等に参加をしていくということになれば、当

然ものすごく大きな金額が動くわけである。それから、

腐敗はどういう風に対策されるかということだが、申

し上げているように、これは新時代の非常に大きなテ

ーマだと思う。習近平主席はかなり強烈なやり方で進

めてきた。私も政治的なことは裏がわからないが、この

先、習近平政権が続くのかと言われたりしている。これ

は正直、続くかどうかわからない。逆に自分の立場で考

えた場合に、もし、自分があれだけ強烈な腐敗対策を進

めて、後 5 年で自分の任期が終わるというようになっ

て、社会もそのように受け止めたら、せっかく進めてき

た腐敗対策はどうなるのか。ということも考え方の一

つにあると思う。行きつくところまで、そのようなスタ

ンスで続けると思わせていかないと、中国風土の改革

がどんでん返しを受けるという心配もあるのではない

かと思う。なので、腐敗対策はまだまだ続いていく。こ

れは共産党の党員が自ら襟を正すと足元から改革を進

めていくので、容赦なく今現在も当然進んでいるし、新

聞紙面で腐敗高官の話題が以前に比べればかなり少な

くなっている。 

 

（フロア 2） 

Q．「中国製造 2025」において、中国は技術力、製造力

を高めているが、アメリカは関税であるとか、制裁を課

している。実際に経済活動において、研究開発で中国と

欧米企業、特にシリコンバレーとか大学が一緒になっ

てやっているケースが非常に多くある。今の貿易の障

壁と差異があるのではないかと思うがいかがか。今、ニ

ュースでも言われているように一帯一路と日米の開か

れたインド太平洋経済戦略が対峙していると、こうい

った企業活動にも影響があるのではないか。ここでの

一番の課題はなにかというと社会倫理、環境とか自由

で調和のとれた社会といったことではないか。両者に

とって諸外国がどう認識するかが重要だろう。戦争の

脅威とかいつも認識しながらの経済活動は、なかなか

成立しないのではないか。それについて先生のお考え

を聞かせてほしい。 

 

A、確かに政治で進んでいる中米問題とビジネスで進

んでいる問題は、違いがあるとは思うが、しかし、政治

が冷え込んでビジネスだけ進んでいくということは、

やはりなかなか難しい問題なので、ビジネスも引きず

られていく。中国はこれに対して、どのように手を打っ

ていくのか。一つは一帯一路であるとか、その周辺諸国

であるとか、あるいはヨーロッパなどに力を進めてい

くというようにも思う。今、中欧班列といわれる貨物列

車は、ものすごい勢いで伸びている。私も新疆に行った

ときにみたが、高速鉄道の横をその列車が走っている。

その本数はものすごい数である。太平洋がダメであっ

ても、陸路でつながるというスタンスもあるだろうし、

中国はそういう動きはしていく。しかし、貿易摩擦が全

く影響ないということはない。当然、問題を引きずりな

がら緩和していく方向に進むのではないかと思う。 

 それから社会の倫理であるとか、環境問題などは、周

辺の国がどのようにとらえていくのかだが、考え方と

して 2 者あると思う。中国に対してマイナス的に捉え

る国と、プラス思考で捉える国があると思う。しかし、

中国が変わっていく姿は、周辺諸国、関係諸国にも目に

見えていくと思う。北京の PM2.5 も 3 年前、4 年前に

あれだけ話題になったが、明らかに空の色は変わった。

車量を制限し、周辺の工場も改善をしたということで、

進んでいる。そういうことが目に見える形で進みだし

ていれば、変化を捉えていく企業は周辺諸国にたくさ

んあるのではないかと思う。 
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 習近平主席は昨年の大会で「新時代」という言葉を出

された。色々な意味で「新時代」を使っているので、こ

れが新時代というのがはっきりしていない面もあるが、

やはり調和であり、もう一つは革新である。環境の革新、

技術の革新。革新と調和が時代の大きなテーマになっ

てくる。環境との調和は中国の五大発展理念というの

があるがそこでうたわれている言葉である。確実に調

和社会に向かって、中国は進んでいく。そうでないと新

時代がないと考えたスタンスになっているのではない

か。中国の環境に対する取り組み、お金の使い方、政府

の組織等を見ていると、進んでいることがわかる。周辺

諸国では、カザフスタンとも双方の貿易が進んできた

りしている。 

 

（フロア 3） 

Q．日本のマスコミから見た情報だが、中国は厳しい監

視社会だということで、街の至る所に監視カメラが設

置されていて、これは政治の中心地だけの話なのか。各

都市でも同様なのか。 

 

A．一つは交通システムがある。中国人は日本人よりも

信号をきちんと守る。それは監視カメラがあるからだ。

それを監視社会というように捉えるのか、交通安全上

必要なことなのかで考え方は違うとは思う。そういう

監視カメラの画像がどのように使われているのか。ど

ういう性能なのかは私もわからないが、今の時代なの

で、日本社会も同様だが、監視カメラは増えていく。中

国もカメラを使って色々なものに対応していくという

ことだ。しかし、一般の人たちがカメラを認識して生活

しているのかということは全くないと思う。私自身も

中国を歩いていて、カメラを意識したことはないし、周

辺の人から話を聞いたこともない。罪人は意識してい

るかもしれないが、一般人は気にしていない。 

 

  

 

（司会） 

先生、どうもありがとうございました。 
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