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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「２０１５年の中国―習近平政権の行方」 
 
日 時：2015 年 1 月 15 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 

北京 APEC で世界中に存在感を示した中国習近平主席で

すが、国内に目を転ずると、経済がポストバブル期の成長

低下に見舞われるなど華やかな外交成果とは打って変わっ

た厳しい情勢に直面しています。「中国夢」と改革を掲げて

難局を乗り切ろうとする習主席の治世は、2015 年どのよう

な展開を示すのでしょうか。  
本講演では、中国経済情勢を独自の角度から分析したうえ

で、それが今後の習近平主席の政治、外交にどのような影

響を及ぼすのかを解説します。 

  

 

【講師紹介】 

  

津上 俊哉(つがみ としや)氏 

現代中国研究家 津上工作室代表 

［略歴］ 

1957 年生まれ、1980 年東京大学卒業後、通商産業省に入省、在中国日本大使館参事官、

北東アジア課長、経済産業研究所上席研究員を歴任。2012 年 2 月から現職。  

著書に「中国台頭」、「中国台頭の終焉」、「中国停滞の核心」等。 
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1．講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー） 

 先ずは本日の講師である津上俊哉先生の略歴を紹介す

る。現在の肩書きは現代中国研究家、津上工作室代表とな

っている。1980 年に通商産業省に入省され、中国の日本

大使館に勤務された。1990 年代終盤より 2000 年の中国の

WTO 加盟まで、その動向を非常に詳細なところまでフォロ

ーし続けられた。経済産業研究所の上席研究員等を歴任し

た後、2012 年 2 月から実業の方に身を移されている。 

著書「中国台頭」は、中国の現在の産業、今日の発展に

飛び立つ瞬間までを極めて的確に捉えられた著作だと思

う。自身、これを読み、「ものづくり」で日本は中国に完

全にやられてしまうのではないかという危機感を煽られ

強い衝撃を受けた。一昨年には「中国台頭の終焉」という

本を出版され、その中で中国は米国を抜くことは出来ない

のではないかと中国経済に対して厳しい見方をされてい

る。中国経済には様々な見解や分析があるが、先生は中国

の経済成長について控えめな評論を続けている。 

 

【講演】 

 

 本日はお足もとの悪い中、大勢お集まりいただいたとこ

ろ、到着が遅れたことをお詫び申し上げたい。 

 早速、講演に入らせていただくと、私は元々経済屋なの

で初めに経済の分析を行ってから専門外の分野－政治外

交について、経済状況を認識すると政治外交も見えてくる

というお話をしたい。 

 いつも中国経済を論ずる時は「短期」、「中期」、「長期」

と時間を区切っている。はじめに「短期の経済問題」につ

いてお話する。 

  

 あらすじは資料にまとめた通りだ。リーマンショックは

中国の経済のみならず政治、社会、国民意識にまで大きく

影響した。中国経済は一時、たいへんな高成長と栄華を謳

歌したが、今は局面が変わり、後遺症に直面している。 

リーマンショック直後、中国経済は 4兆元の公共投資策

を発動した。分野的な内訳はこの円グラフの通り、大体 3

分の 1の投資が製造業に、4分の 1が不動産投資とインフ

ラ投資、あとはそれ以外という構成になっている。4兆元

の投資は主として公共投資の分野で行われたが、その財源

を調達するために空前絶後の金融緩和を行った。銀行は青

天井の言い値で貸してくれるという時期さえあった。公式

統計としては固定資産統計があるが、これがあまりにも荒

唐無稽な数字でどこまで信用してよいものか躊躇うとこ

ろがある。2009 年、4兆元投資が発動されてから去年まで

の 5 年間の固定資産投資統計の数字を単純に足し上げて

いくと 154 兆元という数字になる。2014 年の終わりは 50

兆元くらいになる。それを合わせると 200 兆元、日本円に

勘算するとこの 6 年間で 4000 兆円の投資をしたことにな

る。いくらなんでも荒唐無稽ではないかと思われる数字だ。

それぞれの地方がやったとする投資は地元の GDP を引き

上げる。それが指導者の業績に繋がるという構図があるた

め、相当な水増しが入っているのではないかと穿って見て

しまう。いずれにしても相当な投資が行われたことは疑い

ない。しかしこのような“行け行けどんどん”的投資を行

うと必ず後遺症が返ってくる。その事例を 4つグラフ化し

た。左上はその最大口、製造業の投資だ。たいへんな設備

の増強が行われた結果、特に素材産業では過剰設備と過剰

生産、市場の崩落、今は減産という事態に遭遇している。

素材産業でこれだけ製品単価が下がると投資の回収など

は出来なくなる。財源は借金だったので右上のグラフに示

すように企業債務が急増した。左下は野放図な金融緩和を

すると必ずこうなるという例だが、資産価格の暴騰という

ことで中国では今回それが不動産価格に表れた。リーマン

ショックの前後で北京のマンション価格を比べると 5 割

くらい値上がりしたことになる。公式統計ではこういう数

字しかないが、本当は倍程度に値上がりしたと思う。 

右下グラフは物価の統計だ。2本線の内、下の低く這っ

ている方が公式 CPI の統計で上が民間統計を示している。

違いとして、民間の統計は売れ筋商品をよく捉えた統計だ

と見ればいい。民間統計に従うと、2011 年頃、消費者物

価が対前年比 25％くらいの高騰を示たという記録が残る

ことになる。どちらが正しくどちらが嘘ということではな

いが、おそらく真相は二つの統計の真ん中くらいの値だろ

うと思う。 

リーマンショックの前と現在とを比べると中国国内で

は人民元の値打ちが 6 年前の 3 分の 2 にまで落ちている。

物価は市場経済の価格シグナルの基本だ。実は大きな物価

変動が起きていたということは中国経済を分析する上で

重要ポイントの一つになると考えられる。 

 

まだ第3四半期の数字までしか出ていないがGDP成長率

でいうと中国経済は 7.3％まで減速したと言われている。

12 月に開催された中央経済工作会議－2015 年の経済方針

をかためるための会議では、公表されてはいないが目標成

長率をおそらく 7.0％前後まで落としたと言われている。

中国経済の減速ぶりが改めて世の中に印象付けられたと

されるが、私はこの 7という数字に強い疑問を持っている。 

他にも幾つかの統計がある。比較的信用できるといわれ

るものを選び、対前年同月費で比べると 2013 年度の後半

GDP が 7.7～7.8％くらいの成長だったときに、他の経済統
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計は 10%前後で伸びていた。ところが、2014 年度 GDP は

7.3～7.4%とわずかな減速なのに対して、他の統計は 2014

年の第 2 四半期、第 3 四半期あたりになると 5％以下と 1

年前の約半分の伸びまで落ちている。 

この辺りの事情をもう少し突っ込んで分析するために

いわゆる“弾性値”－GDP が１の時に他のものがどれくら

い伸びているかという比率を取ってみる。大きな変化が起

きなければ 1前後、せいぜい 0.8 か 1.2 くらいで大体同じ

ように伸びるはずだが、実際には去年の第 1、第 2、第 3

四半期あたりに弾性値がズドンと落ちている。これは分母

にしている GDP の伸びが過大だからだと考えられるので、

分母の数字を勝手に書き換えてみたのが右のグラフだ。分

母の GDP 成長率を実質で 3.3％くらいまで下げると、他の

統計の弾性値はほぼ正常なところまで戻ってくる。これだ

けで今の成長率は 3.3％だと主張するに根拠は薄いが、

7％ではないはずだという一つの根拠にはなると思う。 

特に第 2、第 3四半期、不動産が全国的な不況に入って

以降、これまで不動産で潤ってきた素材産業、あるいは建

築、家具、家電といった川下産業にまで影響がずっしりと

及び始めたように思う。特に鉄などの重厚長大産業が一番

ハード・ヒットされているようで、それは中国の鉄鉱石や

石炭といった資材の価格が下げ止まらなかったことに表

れていると思う。正直なところ、今の中国の正味の GDP

成長率は 5％にも達していないのではないかと感じてい

る。先ほど、様々な後遺症が現れたと言ったが、 

それがいよいよ金融にはっきりとした姿を現すように

なったのが一昨年の後半から去年にかけてだと思う。この

6 年間に中国がやってきた経済運営を企業経営に例えて

言うとバランスシート拡張経営だといえるのではないだ

ろうか。負債をどんどん借りて資産を増やす。バランスシ

ートの両側をどんどんと膨らませていく経営方法だ。投資

が毎年伸びていくという過程で景気が良いのは当たり前

だが、問題はそのところで積み上げられた資産が本当に

“資産”に値するものかどうかというところだ。 

素材産業の投資の話をしたが、これでどうやって投資を

回収するのだというような悲惨な状況に陥っている業種、

あるいは地方のインフラ投資、これは企業の投資とは少し

違うので一概には言えないが。政府がつくる道路は有料道

路ばかりではない。地域発展のために無料で通さないとい

けない道路もある。それも含めて全てが過剰投資、無駄な

投資だとするわけにはいかないが、鉄道の駅舎にせよ何に

せよ、この 6年間に中国で行われた投資にどれほど無駄が

多かったことか。民主主義国でやったら叩かれるようなも

のがたくさんある。 

このように、中国のやったバランスシート拡張経営では

お金を稼げない「名ばかり資産」が相当積みあがっている

可能性がある。企業経営で言うなら、お金を稼げない投資

は厳格な資産査定の際に減損評価しなければならない。3

年連続で赤字の投資ということになればそこでもう一度

資産価値の査定を行い、例えば１億元で取得した資産でも

3年連続赤字であれば7,000万元くらいの減損評価をして

3,000 万元の資産ロスが生じる。厳格に言えばこういう査

定をしなければならない。中国全体で考えた時、このよう

な資産毀損が相当な規模に上っている可能性がある。そう

すると、そのために借り込んだ負債の方も不良債権になる

素質を備えていることになる。 

私はバランスシートの両側が劣化しているという現象

をもって後遺症が金融に表れたと表現しているが、バラン

スシートの劣化はどういう問題を経済にもたらすだろう

か。 

一つにバランスシートの毀損部はやがてはどこかで精

算しなければならないということがある。例えば不良債券

なら処理会社に売却し、転売したら 2割しか売れなかった

として銀行が残りの 8割をどうするか。そういうものがた

くさんあると資本が毀損するのでまた投資か何かをして

自己資本を増強しなければならない。これがストックの分

野で起きる問題だが、フローの世界で起きる問題というも

のもある。ストックの話はもう少し先送りしてもいいかも

しれないが、フローの話は足元に響いてくる。 

それは何かというと、経済全体のお金の巡り－回転のス

ピードが落ちていくということだ。右側の表にまとめたが、

儲からない投資は自分のところで借金を返すことがなか

なかできない。そのため他の事業の儲けで穴を埋める。銀

行に借り換えをお願いするという方法もある。そうすれば

債務不履行、デフォルトにはならないですむ。しかしマク

ロでみると経済に与えるダメージは同じだ。他の儲けで儲

からない投資の元本の穴を埋めるというのは人様に迷惑

をかけない立派なことだが、そのためにその会社の当座預

金が減り、それが銀行の次の融資を減らすことになる。借

金の借り換えやリスケジュールは貸したお金が返ってき

ていないのと同じだから、銀行にお金が戻ってこなくなる。

こういう風にお金の循環が悪くなることが問題である。 

資料に示した設例では、銀行の融資は大体 3年経つと戻

ると仮定した。そこで、仮に貸出の 2割に自分の力でお金

を返せないものが発生すると、正常な状態なら 3年でお金

が全部返ってくるところが、3.75 年しないと返ってこな

いことになる。これがもっと進み、貸出の 40％が自分で

お金を稼げない投資となると、お金の循環は 5年経たない

と一周せず、どんどん悪化していく。これが今の中国に起

きつつあるのではないかと不安になるところだ。 

 

最近は中国でも債券市場がたいぶ発達してきて債券の

利回りで長期金利をはかることができるようになってき

た。左のグラフがまさにそれだが、2013 年の後半から直

近までのいろいろな債券について利回りをはかり示して

いる。 

2013 年後半は金利が急激に上がった時期だった。何故

これほどに金利が上がるかというと、中国国内では地方政

府がインフラ投資、不動産投資をガンガンやっていてその

資金需要が相当強かったために上がったと説明されてい

た。但しその間、中国全体の金融がそれほど引き締められ

ていたわけではなかったと思う。ストックの数字だけみる



中国総合研究交流センター 第 79 回研究会 詳報 ＜2015．1＞ 

 

4 

と貸出残高などはそれなりに伸びていて、それにも関わら

ず金利は上がっている。私の考えるもう一つの原因は、一

つ前の資料で示した通り、儲からない投資が累積してバラ

ンスシートに積み上がる中で、中国の資金循環がどんどん

悪くなるという現象がとうとう表面に出てきたからでは

ないかと疑っている。 

ところが、2014 年に入ってからは金利が一転して低下

に転じている。何故だろうか。去年の前半に大々的な金融

緩和は無かった。厳密にいうと去年前半に 2度ほど雀の涙

ほどの金融緩和はあったが、全体としての金融は決して緩

和されているという感じではない。それにも関わらず金利

が下がったのは何故かというと、資金の需要が一転して減

少しはじめたということだと思う。つまり大口の資金需要

である投資が減少に向かい始めたということを意味して

いるのではないだろうか。ちなみにこのグラフでは去年の

9月以降、カクンと下がり始めたのが見て取れる。これは

何故かというと、人民銀行は表向き穏健な金融政策を固持

すると言いながら、この頃からは隠れ金融緩和のモードに

入ったからだと言われている。 

 

最近、物価は鎮静化している。物価は鎮静化しているの

に金利は元のままというのは不景気がどんどん進むとい

うことだ。去年の 5月、金利コストが耐えられないと経済

界から強い声があがった。李克強氏も対策が必要だと言っ

ている。そしてその頃から人民銀行は隠れ金融緩和をして

いる。当時はまだ大々的な、正面切った金融緩和を行うこ

とに慎重だった。金融緩和と聞くと不動産投機に走るとい

う人が多く出て、また投機に火が付くのを恐れたのだ。し

かし実際はいろいろな手練手管で目立たずに流動性を広

げようとした結果、10 月辺から金利が落ち始めた。 

11 月 21 日、誰も予想していなかったところに利下げと

いう正面切った措置が行われた。人民銀行は利下げの必要

性は十分に分かっていたが、不動産投機だ何だでまた火が

付くのは嫌だということで利下げできる環境が整うのを

待っていたのだろうと思う。そこら辺が大分鎮静化してき

たのでようやく利下げに踏み切ったのだろうが、現実はま

だ完全に整っていなかった。企業は不況になって以降、不

動産投資にかなり慎重になり、借り入れができる企業です

らお金を借りなくなった。他にも借りたい企業はたくさん

あるのだが、銀行は不動産や重厚長に「貸し渋り」するよ

うになった。地方政府も土地が売れなくなったら借金が返

せないのではないかと銀行の警戒感がかなり高まり、去年

の中頃から経済モードが変わってきた。“貸せる・借りら

れる”優良企業もいるのだが、こういうところは借りよう

としない。 

私はこういうのを“ポストバブル”と言っている。これ

まで投資を増やし成長率を嵩上げするという経済運営が

はっきりとした転機を迎えたのが去年後半だ。 

なお、人民銀行が投機に火が付くことをあまり心配しな

くてもよくなったと判断して、環境が整ったと思って利下

げをした。ただ、その結果はと言うと、個人投資家が株に

走り株が大きく跳ね上がった。まだまだバブル気分が抜け

ていない人々が残っていたということだ。 

 

全体として金利の動きを振り返ると中国はポストバブ

ルの時期に入ったといえるのではないだろうか。投資が減

少に向かう結果、中国のマクロ経済はたいへんな影響を受

ける。これまでは投資の伸びで成長の半分を稼いできた。

投資の伸びが横ばいになるだけで 8％成長が 4％成長にな

ってもおかしくない。昨年は 50 兆元くらいを投資したこ

とになっているが、それがこれから減少に向かえば大変な

ことになる。簡単に言うと、4どころか 0%成長に近づく未

来が待っている。たいへんに辛い話だと思うが、それを嫌

がり無理を続けるとバランスシートは小手先では修復し

ようのないハードランディングの方へ行ってしまうこと

になる。それがはっきりと分かってきたので中国政府は経

済運営の方法を変えようとしているのではないかと私は

考えている。 

非常に辛いことだが、見方を変えればこれは良い知らせ

だと言えるかもしれない。ハードランディングに行かなく

て済むかもという見通しが出てきたということだ。2013

年の後半くらい、李克強政権が“リコノミクス”として運

営方法を変えようとしているように見えたが、実際は景気

が減速するたびに追加投資のようなことをしていて、変わ

らなかったので、中国は結局方向転換ができないのではな

いかと思った時期があった。しかし去年この様子を見てハ

ードランディングに行かなくても済むかもしれない、崖の

一歩手前で踏み止まれるかもしれないと少し見通しを明

るくした。 

やり過ぎてしまった投資の反動が来て投資がガクンと

落ち、経済は不況のトンネルに入るが、金利も下がりバラ

ンスシートの修復が始まる。それは経済に備わった安全装

置のような部分だろうと思う。官の力が強くてなかなか働

かないのが中国の困ったところではあったが、ついに安全

装置が働き始めたのではないだろうか。先ほども話した通

り、去年の後半から金融の現場では“ポストバブル”と表

現するのがいいような現象が出てきたと思う。 

 

 そのようなところに相次いで、長期的な成長見通しを引

き下げるという発表が多く出てきた。 

IMF が出す中国に関するレポートは、外交辞令が入って

いると割り引いて考えないといけないが、それですら見通

しを下げている。他の民間の見通しはさらに「歯に衣着せ

ず」だ。数字に多少のブレはあるが、成長投資の引き下げ

の多くに共通する問題意識は、これまでのバランスシート

拡張経営のような無理に 7％以上などという成長を目指

すと本当にバランスシートが破綻してハードランディン

グに行ってしまう、よって方向転換が必要だという点だ。

私もその通りだと思う。しかし中国は依然として“7”と

いう数字にこだわりっており、それには政治的な背景があ

るのではと邪推している。 
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今の政権が選出されたのは2012年の第18回党大会だっ

た。胡錦濤氏の最後の報告の中に 2020 年までに 7％成長

を続けるという公約が入っていた。2010 年と 2020 年の対

比で GDP と国民の平均収入をダブルにするという公約だ。

これが党大会で採択された。それだけなら時間が経って情

勢も変わったとも言えるのだが、党の理論官僚が習近平氏

の「中国夢（チャイナドリーム）」の中にそれを体系付け

てしまった。共産党創立 100 周年となる 2021 年に「全面

小康」を達成すると体系付けてしまったのである。具体的

には GDP をダブルにするということだ。習近平氏はたいへ

んな権力を確立したが、その強いトップの看板の「中国夢

（チャイナドリーム）」に GDP の公約をガチッとはめ込ん

だ結果、誰も７％成長を否定できなくなり、「そんなに成

長率にこだわるものではない」という発言は習氏自身がや

るしかなくなったということではないか。ちなみに去年の

4月、習近平氏はそのような発言をしている。今は高い成

長を望める時期ではないということを暗に言いたかった

のだと思う。 

「新常態（ニューノーマル）」は、今の景気下降は循環

的なものではなく構造的なもので潜在成長率が低下して

いる、過去のような高成長は可能でも必要でも需要可能で

もないと国民の成長に対する期待値を下げようというも

のだ。しかし、過去のような高成長はもう望めないと言い

つつ、「今後は 7.5％の成長でよい」とするのでは、あま

り変わっていない。やはり公約の“くびき”がかなり足を

縛っている印象がある。 

こういう観点で現在、中国経済に必要な方向転換をまと

めたのがこの表だ。先ず“7”という数字を忘れる必要が

ある。ここにこだわると本当にハードランディングに行っ

てしまうからだ。だからといって全く手を付けるなという

ことでもない。特に中国は社会全体が脆い。“7”を割り込

むとダメになるとは思えないが、“0”成長が続いたら維持

できなくなるような気がする。そのためある程度の成長維

持は必要だろうが、それをやるなら中央政府の手でやり、

企業も地方もこれ以上は負債を積み上げさせないことが

重要だ。それと同時に、もっと意識的に金利を下げないと

いけない。日本や米国ではバブルの後に 3～4％くらいド

ンと落ちている。投資の資金需要がカクンと落ちるとそう

なる。不景気の象徴みたいなものだが、金利がそれくらい

下がるとバランスシートの修復はしやすい。中国は既にそ

ういう時期に入っていると思う。 

中央が財政出動すると、金回りがますます悪くなるので

はないかという疑問もあるが、中央政府が人民銀行にお札

を刷らせれば成り立ちうる。習氏も異存はないだろう。 

しかしこのような措置をとってもただの時間稼ぎでは

意味がない。時間を稼いでいる間に改革を加速して新しい

成長を育てるというパッケージが中国の経済政策に求め

られていると思う。 

 

中国の不動産バブルは崩壊するのではないかと非常に

心配されている。たしかに、“上物”の値段は相当動く。

中国でマンションが値下がりしたのは今回が初めてでは

ない。2008 年の暮れにも一部地方で大きく下がったこと

がある。皆、“上物”は“水物”だと分かっている。結果

として起きるのが借り換えで、そうなるとますます値が下

がりやすくなるのが上物マーケットだ。 

しかし土地に関して、中国の事情は他国と全く異なる。

土地マーケットの供給側は一人しかいない。地方政府だ。

こういうマーケットでは「値下がりしそうだから今の内に

売っておけ」というような売り急ぎで価格が崩落するとい

う現象は起きない。従って中国の土地価格は日本で崩落し

たように下落することはないと考えている。日本は 1992

年にバブルが崩壊したとされ、2000 年までの間に地価が

1/3 くらいまで落ちている。こういったことは中国では起

きようがないだろう。暴落はないということは、調整に長

い時間がかかるということだ。また、バブル崩壊とはなら

なくてもマンション投資やマンション建設がガクンと落

ちれば、そこにおぶさってきた川下産業に甚大な被害が及

ぶ。中小ディベロッパーは破綻するところかどんどん増え、

不動産業界の寡占化が進むだろう。 

これまで大枚を叩いてインフラ投資をしてきた地方政

府は、この 2、3 年間、土地の売却や不良債券の払い下げ

で収入を得て元本の償還をしてきたが、それが続けられる

かどうかも非常に危うくなっている。数字ではそれほど落

ちていないが、このご時勢にまた新しい土地を買ったのは

誰なのか厳密に見てみると、それは地元政府直系の工場や

地元政府直系のディベロッパー、国有のディベロッパーが

多い。これでは、連結決算でみると、売れたことになって

いない。そういった意味で地方財政に与える影響はかなり

心配なところがある。もちろん中央政府が救済するからマ

ーケットに被害を及ぼすことにならなくとも、川下ではこ

ういった禍々しいことが起きてくるだろう。 

以上が短期の話だ。投資と信用バブルの後遺症がやって

きて、お祭り騒ぎが終わったら目を疑うような請求書が回

ってきたという感じだ。 

 

中期の問題は、今後の新しい成長エンジンが生産性の向

上であることを確認するところにある。 

2013 年の三中全会で中国は今後の改革案を出した。私

が大学試験の採点官だったら 80 点はつけたいほどに評価

している改革案だ。しかしそれを本当に実行できるかが問

題である。 

中国はこれまでどうやって成長してきたのだろうか。よ

く GDP の成長を「投資」、「消費」、「輸出」という三頭立て

の馬車で“投資が何パーセントくらい牽引した”というよ

うな表現をする。需要側に着目するといそういう分析にな

るが、「労働の投入」、「資本の投入」、「生産性の向上」と

いう供給側の三要素でも経済成長を説明することができ

る。もっと下部の具体的な経済統計を行い、コンピュータ

ーを回して情報という形でモデルを作ることができるの

だ。そのモデルによって経済成長がどういう要素により牽

引されたか、供給側からも推計することができる。 
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このグラフはそのような推計をしたものだ。2000 年代

は投資も大きいがそれ以外にも「生産性の向上」が大きく

牽引したことが見て取れる。ここで言う「生産性の向上」

とは労働生産性に限定せず、例えば高速道路が通った、港

が整備された、金融市場で株式制度が発達した、学校教育

が普及して進学数が増えたなどという社会の進歩や向上

を含めて「生産性の向上」と言っている。「生産性の向上」

が成長した一番大きな要因は 1 億人以上の内地の農民が

沿海の工場に就職したということだ。それまで付加価値を

生産してこなかった 1億人が職種転換した。これによって

効率が非常に向上したというのが大きかったと思う。それ

以外にもインフラ整備や金融市場の発達といった様々な

要素が加わり、2000 年代、この上の方の帯が実現したの

だと思う。今後もこれが期待できるのかというとそれはや

りようによるだろう。しかし、2000 年代は 0 からの出発

のような感じだったので伸びシロが大きかったが今後は

そうはいかない。今後の伸びはもっと緩やかにしかならな

いだろう。中国は都市化でまた１億人くらいが都市に移る

というようなことを言っているが、それが実現するかどう

かは、都市に出たくなるような職が提供されるかどうかに

もよる。 

 一番下のところ、丈は小さいが労働投入が出てきている。

2000 年代の初期には多少の成長促進材料になったが今は

0、これからはマイナスになる。 

全体を考えれば今後、投資の伸びには期待できない。過

去数年間、あまりにも優良投資ダマの先食いをしてしまっ

たと思う。日本でいえば、昔はインフラの世界でも東名高

速や東海道新幹線といった超優良事業が目白押しだった。

こういう投資は本当に効くのだが、今、中国がしている公

共投資の対象は、本四架橋や整備新幹線といった採算性、

経済効果の小さい方向へ向かっていて、大した経済効果は

感じられないと思う。もう一つ投資に余り期待できない事

情として、金融がかなり厳しくなっており、投資を行うこ

とのハードルが上がっている。 

今の中国の問題はこの何年か続いてきた「国家資本主義」

－4～5 年前まではこれが資本主義より優れているのだと

自慢していたが－こういう体制は「生産性の向上」に一番

向かないと思う。「こういう理由で生産性が上がらない」

という分析は簡単に出来る。対策をアバウトに示すのも容

易だ。しかしそれらは共産党の既得権益のため縮小させら

れることになる。 

しかし三中全会の決定ではやると言う。成長を諦めるか、

それとも既得権益を諦めるかというところで既得権益を

諦めるという選択をしたのが三中全会の決定だ。国家統治

制度という政治的な改革も含めて 360 度（180 度？）の改

革案だったが、経済についてもかなり正しい改革案が打ち

出されていると思う。 

 

 2013 年 11 月に改革案が決まったが、それから数ヶ月は

動き出す気配が無かった。ところが去年の春くらいから動

き始めた。ここから先は憶測だが、腐敗の大トラであった

周永康氏をやると内定したのが春頃だったと聞いている。

発表されたのは 6月だったが。まわりはやれると思ってい

なかった。例えるなら周永康問題は進行がんみたいなもの

で、あちらこちらに転移して全部取るのは無理だ、手術し

過ぎると患者は死ぬ、だから無理だというような話だと思

われていた。しかしそれを本気でやるということになった。

それまで習近平氏を様子見していた党政府の百位百官は

新しい皇帝にひれ伏したという図式だ。そしてその頃から

三中全会の改革、特に習近平氏が直轄する案件はバリバリ

と音を立てるように新しいことが決まっていった。 

各省庁や各地方政府といったレイヤーごとに改革推進

グループである「小組」が全部で 800 くらい設置されてい

る。改革の進み具合を競い合わせるという形になっており、

次の人事はこれで決めるというような感じだ。表面的に制

度の改革はかなり進み始めているが、それで経済成長が何

ポイント上がるかというところはまだ見ていく必要があ

るだろう。 

習近平氏が直轄している改革では司法体制や法によっ

て国を治める法治国家改革、地方財政の分析といったとこ

ろは相当な勢いで進んでいる感触を受ける。他方、李克強

氏が主管している経済改革は規制緩和など色々とやって

はいるがこれが本当に進むかどうかは分からない。規制緩

和では許認可事項において 3 分の 1 を減らす目標で 700

程度は廃止したと言っているが、私は元役人としてそうい

う数字を信用していない。ただ、総体として、三中全会改

革は進み始めたという印象はある。 

 

経済以外の改革として「国家ガバナンスの改革」という

のも進めている。 

 例えば司法体制の改革は裁判官や警察官の独立性を高

める改革だ。また地方政府－市政府は予算や人事を握って

いた地方裁判所の検察員の権限を全部取りあげて、上であ

る省の裁判所、省の検察員の所轄にするという改革が決ま

っている。税や財政については議会に相当する各級人民代

表大会が政府の予算を監督する体制を強めるとしている。

これは「中国は絶対にしない」はずの三権分立に似ている。

西側の三権分立という「パッケージ」は受け容れなくとも、

司法が行政を監督するとか立法の府が行政を監督すると

いうかたちで「三権分立」の一部分は受け容れて、これま

であまりに権力が強すぎてノーチェックだった行政の権

力に対する外部ガバナンスを働かせようという思想がは

っきりしている。 

しかし、「民主選挙だけは絶対に行わない」つもりのよ

うだ。西側の民主選挙はろくでもないと世界の半分くらい

の国が思っている。日本では総理大臣がころころ変わった

り政権交代が無残に失敗したり、本家の米国でも茶会とは

何だ、財政の崖とは何だ、示される手本はどうしようもな

いものだというように受け取られているところがある。そ

んなものは絶対に嫌だとリジェクトされる。 

ただ、部分的にせよ中国で採用できるところはやろうと

いう姿勢がある点は知っておいていい。そうしないと中国



中国総合研究交流センター 第 79 回研究会 詳報 ＜2015．1＞ 

 

7 

が保たないという危機感が強いからだと思う。 

 

今日は暗い話ばかりしているが、最近感銘を受けた明る

い話をしたい。 

北京大学にマイケル・ペティスという経済の教授がいる。

彼はここにあるような名目の GDP 成長率や実質と名目の

差分を表すデフレータ－物価を示すような別の統計だが

－を題材に面白いことを言っている。先ほどの物価の話と

も関わってくるが、中国の物価は一時期、相当上がってい

た。公式物価上昇率よりも GDP デフレータの方が実態を反

映しているのではないかという。2007 年頃、正味では 10％

近く上がっているような数字になっており、これが本当の

物価とすると実質金利はどうなるか。預金金利が 3～4％

くらい、物価上昇が 10％とするとマイナス 6％金利という

ことになる。貸出の金利は 7～8％くらい。物価の上昇が

10％であれば借りてもマイナス金利だということだ。そう

すると預金者から借りた人に対して莫大な富を移す、つま

り補助金を与えるのと同じことになる。中国が金利を低く

抑えて物価は上がるという体制を過去何年も続けてきた

せいで、中国の預金者－家計が、金を借りた人達－国有セ

クターに富を与える役割を果たしてきた、これでは、中国

の消費が GDP の半分しかなくて低すぎるのも当たり前だ

と言っている。こういう富の移転を「金融収奪」と呼ぶ。 

別の言い方もしている。ファンドマネージャー出身らし

い見方だが、名目の GDP 成長率は投資の名目利回り（ROI）

の代用指数として使えると言う。そうすると、2000 年代

中頃、この代用利回りは一時 20％を越えていた、一方で

貸出金利は 7、8％、つまり馬鹿でも儲かるという経済と

いうことになる。これでは過剰投資が起きるのは一当たり

前だとも言っている。 

中国は消費が低いのが悩みだ、過剰投資が起きるのが悩

みだと言うが、金利規制で富の移転をこれだけやっていれ

ば、消費が伸びずに投資が過剰になるのは当たり前だと彼

は説明するのだが、ここから先が面白い。彼はこの 1、2

年で様子がガラリと変わった、金融収奪の構造が消えつつ

あると言う。 

だから成長率が仮に 3、4％に低下しても意外と消費だ

けは堅調な中国経済というような可能性があり、それは金

融収奪が収まるからだと言う。馬鹿でも儲かる仕組みがな

くなるから過剰投資も起きなくなると期待できる。景気が

悪くなっているのに消費だけが堅調なのは何故だろうと

不思議に思っていたのだが、彼の説明を聞いてヒントをも

らったような気がする。物事は全て悪いことばかりではな

い。 

 

長期の問題は、哀しいかな、日本の轍を踏むような少子

高齢化問題が中国にも起こるということだ。向こう 10年、

2020 年代半ばまではたいしたことはないだろうが、その

後は日本を追うような事態になっているだろう。 

人口ピラミッドで見て欲しいのはこの部分だ。1980 年

代の後半に生まれた人たち、ここに大きなコブがあって年

間 2500～2600 万人くらいいる。ところがそこから 10 歳下

って 1990 年代後半生まれのティーンエイジャー世代は 3

分の 2しかいない。さらに、10年前の大学進学率は10数％

だったが、今は 30％を越えている。この 2 つを掛け合わ

せるとブルーワーカーに就職する若者の数は 10 年前の半

分になる。しかし成長率は 7％のままだ。中国は今、人件

費の上昇が非常に厳しいと言われているが、それは当たり

前だということになる。車の運転に例えるとアクセルをい

っぱいに踏み込んだままタコメーターはレッドに回って

いる状態。人件費がこれだけ上がっていて当たり前だ。7％

という成長ができる体質では無くなっているのにも未だ

にアクセルを踏み込んでいるからそういうことになる。 

2020 年代半ばを過ぎれば生産年齢人口、労働人口は年

率 1％前後で減少するようになる。今の日本と同じくらい

だが、こういう未来は変えようがない。三中全会の改革で

は事実上の二人っ子政策に踏み切ったと言われているが

出生率は上がっていない。規制があるから産めないのでは

なく、子供を二人持つと経済的にやっていけないという理

由の方が大きくなっている。若者の生活観や価値観も変わ

った。今さら規制を緩和しても子どもは増えず、未来は変

えようがないということになる。 

経済学において少子高齢化が急激に進むと経済成長が

難しくなるということに気がついたのはそれほど昔では

ない。文献をあたっても 1980 年代以前にそういうことを

論じた論文が無い。当時はそういう国が無かったからだろ

う。不運なことに日本が先頭バッターになってしまった。

左のグラフは 2000 年代の先進国の実質 GDP 成長率を示し

たものだ。残念ながら日本は最下位になっている。ところ

が労働人口一人あたりの実質 GDP 成長率で計り直すと日

本はトップとなる。何故これほど極端な対照が起きるのか

というと、今の日本の現役労働者は生産性の向上というと

ころで見れば主要国の中でベストパフォーマーだという

こと。つまり、一番、生産性の向上をやっている。それを

示すのが中央のグラフだ。けれどその人数が急激に減り始

めているために掛け算するとやはりビリでしたという話

になる。 

先ほど、今後の中国のエンジンは生産性の向上だと言っ

たが、労働人口が減ると生産性の向上を相殺してしまう。

日本は何もしなければ人口動態の流動によって 2030 年代

には年率 1.2％のマイナス成長となる。それが嫌なら 2030

年代に働いている人達に 1.2％以上の生産性の向上をさ

せればよい。そうすれば 0成長までは戻れるだろう。 

日本がなかなかデフレから脱却できない根底にあるの

はこの問題だと思う。日本経済を本気で再生しようと思っ

たら、この問題に正面から取り組まない限り無理だろう。 

 

中国は 15 年くらいの時差で日本を追随している。今か

ら 10 年くらい経つと、中国でも成長の難しさに直面する

時代に入るだろう。だから私は GDP で中国は米国を抜けな

いという結論を出した。 

ただ、いま本屋には崩壊物がたくさん並んでいるが、そ
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れもまた極論だと言いたい。中国はポストバブルの時期に

入ったと思うがそれを何とか乗り切る方法は持っている

と思う。それは主に中央財政が抜群に健全だからで、これ

が中国経済の頼みの綱になっている。 

中央財政の国家債務比率、GDP の比をみると日本は今

240％くらいで先進国はリーマンショックの後に軒並み

100％を超えた。100％の手前で踏み止まっているのはドイ

ツだけ。ところが中国は中央財政に限って言うと 26％で

日本の 10 分の 1程度、まだ財政に余力がある。 

 

中国の中央財政は何故そこまで健全なのだろう。それは

他国でやっていることを中国がやっていないからだ。ここ

に幾つかデータを示したが、これらは人様のデータに私が

勝手に計算を付け加えたものだ。IMF は 2020 年までの国

家債務の推計を取っている。IMF の推計そもそも、中国財

政の債務比率を考えると地方債務を連結しないとおかし

いと言っている。そこで連結してみると 26％から 55％く

らいに上がり、そこからのスタートで IMF の統計を見ると、

今後 2020 年に向けて 55 くらいの値が 65 くらいまで上が

るという推計になる。しかしここに公共投資－景気対策に

動員されている鉄道債務を乗せると数字はさらに上がる。

それでは、今後は債務を圧縮すべく地方政府の投資を削減

するとどうなるか。。債務比率は連結で下がるはずなのに

下がらない。債務削減だけで何もしないとなると 0成長に

落ち込むからだ。一方で仮に中央が景気落ち込みを防ぐた

めに公共投資で下支えするとなると債務比率が 80％くら

いまで上がる。 

3 年くらい前に発表された別の研究成果を借用して、も

う一つ推計をする。2030 年以降、中国は年金債務を国家

が負担しないとならなくなり、これがかなり重くなってく

るので財政が急激に悪くなる。この年金債務データを借用

して作ったグラフがこれだ。元のデータは中国にとって年

金問題が非常に重要だということを世の中に知らしめた

たいへん意義ある研究なのだが、経済成長の前提が楽観的

すぎた。2030 年の成長率は実質 5％、2040 年以降でも実

質 3％という仮定にもとづくと 2050 年になっても GDP と

同じくらいの国家債務になるという数字だ。 

しかし私はこのような高成長の持続は信用できない。申

し訳ないが勝手に改ざんさせてもらった。成長率が下がっ

たらどうなるか計算し直すと、数字は 2050 年には 300％

を超える。また、元の統計は 26％から初めているので 80％

からスタートさせると 400％を超えてしまう。 

現在、日本は 240％だ。金利はとても低く消費税もまだ

上げる余地はありそうだということで今すぐに財政破綻

するわけではないということが分かる。しかしこれが

300％を超え 400％に近付けばどこかで何かが起きるのは

明白だ。中国も未来から逃れようがないのではないか。中

央財政にまだ余力があるのでしばらくの間はいろいろな

問題に蓋をして時間を稼ぐのは可能だが時間はあまり残

っていない。経済成長が低下するとここら辺の問題はとん

でもなく重くなる。しかし構えが殆ど出来ていない。これ

が大きく中国の未来を制約する要因だと思う。 

 

ポストバブル期の日中ビジネスのあり方について簡単

にお話しよう。まず GDP 統計は忘れてほしい。「あれはあ

れ、本当の経済は別の話」として頭を整理した方がいい。

これまでの話からお分かりの通り、私は中国経済の将来を

それほど悲観してはいない。改革が進めば様々に面白い変

化が出てくるだろう。中国三強と言われる会社がある。オ

ンライントレーディングのアリババ、日本ではあまり知ら

れていないがサムスンを追い抜いたとされる携帯メーカ

ーのシャオミ、そしてサーバメーカーのホワベ。こういう

IT 産業絡みのところに「やはり中国人は凄い」と思わせ

るような会社がある。そういう会社は今後、改革が進展す

ればもっと前面に踊り出していける。 

GDP の統計を忘れて何を見ればいいかというと、自社ビ

ジネスの足元だ。日本で主流な中国の見方は当たった試し

がないので、「空気を読まない」ことも大事だ。 

中国で成長が低下しても 3、4％くらいの成長は続くと

なると、やはりこのマーケットは捨てられないという業種

が多くあると思う。その典型は自動車で、これまでのよう

に伸びないにしても年間 2300 万台新車が売れるマーケッ

トは他に無い。 

中国以外にどこへ行くかという時に世界全体を俯瞰す

る必要もある。チャイナプラスワンで東南アジアにヘッジ

したから大丈夫という人もいるが、中国がハードランディ

ングすれば東アジア全域が一連托生となり東南アジアも

無事では済まない。日経平均も 1万円を割るだろう。そう

いう意味ではヘッジしたといってもヘッジにならない側

面があることを肝に銘じる必要がある。自社ビジネス、サ

ービス、製品が中国マーケットに受け入れられているかど

うかをきちんと見なければいけない。 

 最近、企業のトップは「中国はもう終わった」として中

国担当者の話をなかなか聞かないという状況があるらし

いが、それは大きな誤りだろう。新規投資をこれから中国

でやろうという話なら慎重になるのも理解できるが、既に

ストック事業を多く抱えている。このストック管理を下任

せにするのは間違いだ。関心を失ってほしくないと思う。 

もし現地組から新規追加投資を要求されたら、「東京や

本社の空気が読めない現地呆け」と切り捨てずに、「何故

今ここで投資をすると勝てると思うのか」「どういう景色

を見て言っているのか」を是非確かめてほしい。できれば

トップが現地に足を運び、現地が見ている景色を共有でき

るかチェックしてほしい。「なるほど」という状況があり、

担当する現地責任者には運もありそうだ、人も育っていそ

うだというのなら、挑戦してもいいだろう。失敗する可能

性もあるが元々投資はそういうものだ。危ない危ないと日

本に縮こまっていてもそれはそれで危ない。そういう観点

でもっと冷静に、空気を読まずに現地を見るということが

必要だと思う。 

 

最後に私の専門外の外交安保問題への領空侵犯編だ。私
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は以上のような中国経済の見方をしているが、そういう目

から外交安保を見るとどう見えるかということである。 

振り返ると、特に 2009 年というのは中国にとって非常

に大きなエポック、転機の年だったと思う。劇的な経済回

復を果たし、「ついに中国に復活の時が来た」というある

種の陶酔感に中国全体が浸った一時があったように思う。

GDP で米国を抜くのはもう時間の問題だと皆が信じた。そ

れは中国だけでなく世界中もそうだったが。一番楽観的な

人は 2017 年に抜くとも言っていた。 

外交の分野でも「領土、領海、主権の問題は一歩たりと

も譲歩しない」という強硬論が噴出した。国民のムードに

心理的な地すべりも加わり、一歩たりとも譲歩しないどこ

ろか過去に盗られたものを取り返したいという雰囲気す

ら出てきて、周辺国は震え上がった。150 年間奪われ続け

てきたという被害者意識が非常に強いことから、ついに力

関係が変わった今、これからは絶対に譲歩しない、出来た

ら回収したいということになったのだと思う。しかし、そ

れらが全て根拠としていた「世界一の経済大国になるのは

時間の問題」というのは、私から見ると幻想でしかない。

ただ、中国も一時の陶酔感が徐々に修正される時期に入っ

てきたのではないだろうか。経済ではポストバブルという

言い方をしたが、政治外交についてもそう言えるのではな

いかと思う。 

 

習近平政権はまさにその時期に登場した。彼が登場して

から中国には大きな政治的変化が 4つ起きている。集団指

導が建前の国だと言っていたのに一極への権力集中にな

った。空前絶後の反腐敗闘争をやっている。三中全会が大

幅な改革を打ち出した。これまで 10 年間、政治でも経済

でも改革派といわれた人達は中国の改革について声をあ

げ続けてきたが、それまでの主流派は全て無視して受け合

わなかった。それなのにこれまで無視してきた改革案を急

に採用し始めたのは何故かというと、このままでは中国が

保たないという危機感が強まってきたからだと思う。 

このような政治的な大きな変化は全て体制の危機感の

高まりということで綺麗に説明できる。私の習近平プロフ

ァイリングは「ノーアウト満塁でマウンドに立ったリリー

フエース」だ。 

 

今や習近平氏は鄧小平級だと評する人も多い。マイナス

の側面としては個人崇拝のような、習氏がこうだとすれば

草木がなびくような、批判精神を誰も持てないような悪い

癖が出始めてきたようなところだ。いまは非常に強い指導

者だが、彼が 2、3 年経って、やはり駄目となれば権威の

失墜も早いだろう。今後改革が進むかどうかによりけりだ

と思うが、進めば彼はまさに中興の祖、2020 年を過ぎて

も鄧小平氏のように君臨する指導者になるだろう。 

 

そんな習近平氏の外交政策はどうあるべきなのだろう

か。内政にはたいへんな難題が山積している。この難局を

突破するのが最優先だろう。対外関係は全てそれに従属せ

よというのが基本だと思う。中国外交を相手先別に見ると

米国相手の新型大国関係と周辺外交、多国間との関係とい

くつかに分かれる。米国との関係は横に置き、周辺外交に

関して言うと、今から 2 年前の「周辺外交講話」に、「中

国の外交政策は「中国夢（チャイナドリーム）」の二つの

百周年を立派に迎えることであり、外交政策はこの目標に

服従し奉仕せよ」とはっきり書いてある。米国との関係に

ついても「中国は敵ではない、価値観は必ずしも同じでは

ないが、喧嘩はやめよう、協力できるところはやる」と、

ある種の休戦協定みたいな感じだ。 

日本との関係は最も重要で最もうまくいっていない周

辺外交の領域だ。誤解を恐れずに言えば、尖閣問題は日常

的な領海侵犯を含めて現状を維持しながら、偶発事態を防

ぐというのが中国政府の目標だろうとみている。日本はま

だショックから覚めやっていないところがあり、そこまで

警戒心を解くつもりはないが、米国と中国の間ではかなり

早くから「あの事件は過ぎた話」になっている雰囲気があ

る。11 月にケリー国務長官が日中関係について演説して

いるが、そこでは航海の自由や領海問題について南シナ海

の問題しか取り上げず東シナ海には言及がない。要するに

「あの問題は既に倉庫に送った」という感じだ。習近平氏

は日本との関係において偶発事態で武力衝突になること

が一番嫌だろうと思う。そうなれば国中でナショナリズム

が吹き荒れて、改革推進が横に置かれてしまうからだ。自

分は共産党の体制を再生するために選ばれたのだという

ことを考えた時に、問題の優先順位ははっきりしている。 

このように言うと必ず「いや、それは逆でしょう」とい

う指摘を受ける。国内が大変だから意識的に対外挑発をす

るのではないかという話だ。しかし、それはやはり違うの

ではないかと思う。中国は脆い国で、火が付いたら消火が

大変だということ、また内政が苦しいからといって国民の

目を外に向けさせるのは邪道だからだ。一時はそれで楽に

なるかもしれないが国民の目は必ずまた内政に戻る。その

時にもっと苦しくなる。さらに、対外意図的挑発説が往々

にして失念している重要な前提は、習近平氏は暗殺でもさ

れない限り、2022 年までの政権運営が約束されていると

いうことだ。選挙は無いからだ。一時は楽になっても国民

の目がまた内政に戻るのも自分の任期中で、そこを含めて

計算することを考えると、私は意識的な対外挑発はなかな

かやれる話ではないと思う。確かに図体の大きい国で必ず

しも上が言っていることと下がやっていることが揃って

いない部分はあるが、基本線はそうだと思う。 

 

他方、この 5、6 年間、国民はバブル心理だったかもし

れないが、「大国のプライド」みたいな意識がとても強く

なっている。そこから見ると、今の中国の国際的な地位は

経済実力に見合っていないという不満感が強い。そういう

ナショナリスティックな気持ちと対外関係は安定第一と

いうところはやや矛盾しており、それをどう解消するかが

課題になっている。私は、習近平は経済力を活かして国民

のプライドを満足させる方向に意識的に舵を切っている
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のではないかとみている。その典型例が、最近よく報じら

れるアジア・インフラ投資銀行（AIIB）の設立構想だ。 

 

AIIB については「ブレトン・ウッズ体制への不届きな

挑戦だ」という意見もある。しかしこの問題は補助線をき

ちんと引いて見ないとフェアに評価できない。 

中国が独自に AIIB を設立するという話になったのは、

米国のせいだというところがある。国際開発金融でもアジ

アにはインフラ融資のニーズが 8 兆ドルあると言われて

いる。しかし世銀やアジア開銀の現在の資本では、この需

要を到底満足し得ない。現場はもっと資本を増強して事業

を拡大したいと願っているが、その時に米国が障害になっ

てしまう。今、国内では国防予算をバサバサ切っている最

中だから、新規に途上国援助のための予算を出すことは考

えられない。ならば他の国が増資するのではどうかという

と、それも米国の出資率が下がるので駄目だという。世銀

やアジア開銀など既存の機関は、どっちも駄目だというと

身動きが取れない。 

中国も元々は体制内でやろうと思っていた。しかし米国

の様子から、ダメなら自分で外でやるということで AIIB

構想が出てきた、そういう経緯を見ると「体制に対する不

届きな挑戦」とだけ言うのはフェアではないと思える。 

そして日米には銀行の設立を止める力はない。それでは

これからどうするか。参加は難しくてもせめて前向きに関

わってはどうか。相談にのるとか一緒にやるとかいう形で

対応すべき問題だと思う。そうでなければ中国はフリーハ

ンドをもらったようなことになり外で心配しても止めよ

うがない。本当に問題だと思うなら出資して理事会の席で

文句を言え、そうでないと意味がないという話にもなる。 

習近平氏にとっては何かしら国民の自尊心を満足させ

る領域が必要だ。それが軍事か経済かという選択になって

いることも考えるべきだ。軍事は勿論ダメ、経済もダメ、

全部ダメとなったら中国との関係は非常に刺々しいもの

になる。 

よく米国が AIIB に反対していると聞くが、よく聞くと

半々のようだ。むしろ政治外交の専門家には、経済で譲れ

るならやってくれという人達もいる。安全保障分野で中国

と妥協すると言うと、とんでもない誤解を引き起こすこと

があるが、経済では Win-Win を目指して相談のしようがあ

るだろう、だったら経済でやってくれという感じを一部の

政治外交の人達は持っている。 

これに反対しているのは米国でいうと財務省だ。もしこ

んな話に国内で火が付いたら議会で火あぶりにされるの

は目に見えているからだが、了見が狭い。 

オバマ大統領はそういうデザインのもとで納得してい

るのか、大局的な国家指導という観点からは、中国に全部

ノーといえばどうなるか、そういうことも全て頭に入れて

判断しなければいけない。中国がハードパワーの分野でプ

ライドを満足させる方向に行くことに比べれば、こっちの

方が良いに決まっている。危ないことにしないという方向

に中国が進むかどうかは、外側の、特に日米が中国とどう

いう付き合いをするかにも左右されるという目線も必要

だろう。 

 

ようやく日中首脳会談が実現した。私はこれを高く評価

したい。4項目の合意について譲りすぎだという批判もあ

るが、あれは「Agree to Disagree」、日本語で言うと「玉

虫色」の良い分かれだったと思う。 

中国は 4項目の合意について決して満足していない。そ

れにも関わらず首脳会談をすると決めたのは面白い光景

だ。外交部の発表文からも彼らが満足していないことが分

かる。4項目の合意と同じ分量の言い訳が前後にいろいろ

と書いてあるからだ。合意文だけ出したら国内がもたない

という判断だろう。習近平氏の仏頂面も国内に対して見せ

た顔だと思う。 

靖国問題にせよ尖閣問題にせよ日本に飲ませたい条件

が殆ど取れていない。それにも関わらず首脳会談を行った。

何故だろうか。「それは日本の対中投資がガクンと減った

からだ」と見る人もいるがそれは日本の自惚れというもの

だ。第一、政治関係が正常化したからといって対中投資が

元に戻るかといえばそうではない。あれは経済的理由でビ

ジネス上の判断であり政治に左右されるものではない。 

不満足ながらも首脳会談に応じたのも内政を優先した

かったからだと思う。単純に言えば尖閣問題で爆発が起き

ないよう信管を外したのだと思う。少し無理をしたところ

もあり、凍結全面解除とはいかずドアは半開きにしかなら

なかった。しかし今、外交部はドアは半開きでも出入りは

できるだろうという感じで、あちらこちらの国内関係部門

にいろいろな交流事業をやろうとエンカレッジしている。

国内の風向きばかりを気にするあの外交部にしては割り

切っている。おそらく習近平氏から日中関係を正常化させ

るような明確なインストラクションをもらったからだと

思う。 

そういう意味では良かったが、次にいつ会えるか、そし

てその時に話すことがあるかどうかが次の問題だ。尖閣騒

ぎの前は毎年どちらかの首脳が相手国に訪問していた。福

島の事故の直後に温家宝氏が来日し福島を訪問したのを

最後に止まっているが、本来は両国の首脳が毎年相互訪問

するのが日中関係のノーマルだった。そこまで戻れるかと

いうともう少し前向きな話が必要になろう。今、日中間に

ある前向きな話は全て 2 年前に止まった継続案件ばかり

で、この 2年間、新規案件は何もできていない。それはお

そらく霞ヶ関が空気を読んでいて、今は政治主導だから日

中関係の前向き案件を上に出すという勇気も知恵もなく

なってきたのではないか。今回、前向きな話が何もないの

にそれでも会おうと思ってくれたのは “信管”を外すこ

とへのニーズが相当高かったのだと思うが、2回目はそう

はいかないとなれば、何か前向きなタマを考えることが必

要だと思う。 

 

中国の高成長がまだ 10 年、20 年続くと世界が信じたイ

メージは「幻想」だったと思う。そしてその幻想が東アジ
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アの安全保障を攪乱してしまった。中国も陶酔感に浸り、

浮ついて、言ってはいけないことを多く言い、してはいけ

ないことをたくさんした。日本は日本でこれから中国は今

の何倍にもなるかのような未来を見せられ中国のことを

過剰に恐れた。反感を高めたところがある。しかしそれら

が全て幻想に基づくなら、そろそろ双方で修正過程に入る

べきではなかろうか。 

21 世紀の東アジア史に残るほどの大きな変化が 2、3年

で元に戻るとは思えない。憑きものが落ちるには 10 年か

かると思っていた方がいい。10 年経てば今の雰囲気が信

じられないくらいに様相が変わっているかもしれない。中

国の台頭や高成長、昔そんなことを言っていたと懐かしく

振り返られる時期になれば、その頃日本人は中国のことを

今ほど距離感や反感をもって見ていない自分に気が付く、

そういう時代になると思う。それが私の意味する正常化だ。

10 年ぐらいかかるという覚悟で、その 10 年の間にとんで

もないことにならないように過ごしていくのが現役の努

めだと思う。そこをきちんとくぐれるかで 21 世紀の日本

の命運は大きく左右される。ただ、日本が中国を上回る勢

いで衰えていくと、10 年経っても何も変わらないことに

なる。やはりそこは日本も国が衰えないように頑張らなけ

ればいけない。以上である。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

時間は過ぎたが恒例に従い会場からご質問を受けたい。

質問は一人一問、端的にお願いしたい。先生は著書やブロ

グでもいろいろな見方をされているので是非この機会を

活用してほしい。 

 

（フロア） 

講演の中でも紹介されたような世界でも有数レベルの

グロバール企業が生まれてきているが、そういうところが

まだ出てくると思われるか。もしくは例外的であのレベル

で終わるのだろうか。 

 

（津上） 

世界の IT－ネット業界は 100 も 200 も会社があるわけ

ではなく寡占的だ。検索エンジンやオンラインショッピン

グ、ネットトレーディングでアリババのような会社が後 3、

4社出てくるかというとそれはないかもしれない。規模の

利益が働きやすい業界なのでそうならないかもしれない

が、違う業態、業種では何かが出てくる余地はあると思う。

例えばシャオミという携帯メーカーが凄いのは、今、世界

の携帯ビジネスは基本的にアウトソーシングが中心で、設

計からものづくりまで自分でするという時代はとうの昔

に終わっていて、どうリソースを組み合わせて消費者の喜

ぶ商品を早く届けるかが勝負だ。そういう舞台で世界のフ

ロントランナーとして競争できる企業を 2、3 年で作って

しまった。その速さ、ダイナミズムは残念なことに日本企

業は逆立ちしてもかなわない。特に政府の規制があまり出

来上がっていない新しい産業でこのようなことがいとも

簡単に起きる。仮に規制緩和で企業が存分に活躍できる環

境が整えば、他の在来的、伝統的な業種でもそういうとこ

ろが出てくる可能性はあると思う。そんなに簡単ではない

だろうが、特に規制が出来上がっていないところに一夜城

のような大きなものができるあのダイナミズムは中国の

魅力だと思う。 

 

（フロア） 

今日の話は経済マクロだったので質問がずれているか

もしれないがお伺いしたい。このところ原油価格が下がっ

ており、今後これが続くと中国経済には良い影響がありま

た息を吹き返すかもしれないという話を聞くことがある。

この辺についてどのような傾向、パターンがあると思われ

るか。 

 

（津上） 

仰る通り、基本的には米国や日本と同じく中国は大口の

資源輸入国なので値段が下がれば今の経済の助けになる

だろう。むしろこれまでの中国の高成長、資源爆食という

のを織り込んで世界経済の方が動いてきたところがあっ

たため、幻想が落ちるモードに入って石油価格が 50 ドル

を割るとそういうことが起きるという感じなのかもしれ

ない。日本のビジネスの方に聞くと、中国の成長鈍化をか

なり早くから織り込んでいた人は結構いる。しかし、一方

で去年の後半から石油価格がガクガクと落ちているのを

みると、中国減速を織り込めていなかった人もまだたくさ

んいて、だから今になってこんなに落ちているのかと思う

ところもある。中国が減速すると、第二幕みたいな形で世

界経済、特に資源国の方が落ち込み、その影響がまた中国

にも及ぶという別の次元があるかもしれないが、総体とし

ては、原油価格下落は中国にプラスになると思う。 

 

（フロア） 

習近平氏に関することで伺いたい。反腐敗闘争や大胆な

改革を進めているが今までの指導者は何故これができな

かったのだろう。逆に言うと何故、習氏にはできるのか。

何が違うのだろう。 

 

（津上） 

これまでも中国は何度も危機に直面しているが、その都

度リーダーシップが強まるところが観察できた。しかし因

果関係がこれほど明確に見えた政権はこれまであまり無

かったと思う。ご質問の答えとしては、体制全体が本当に

危ないという意識を共有していることが彼のリーダーシ

ップを高めている最大の原因だと思う。経済が本当に危な

いところもあるし、政治の世界でも共産党体制の中で周永

康や薄熙来というある種の「謀反」が起きかけた。それを

思えばこの体制はこのままではもうどうにもならないと

いう意識が強まるのは当然だと思う。社会問題もそうだ。

天安門事件以降、経済優先ということにして、政治改革は
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封印してきた。いままでは、これだけ経済が成長して暮ら

しが良くなったから文句を言うなで押し通してきたが、い

まは経済の成長にも問題が出てきた。国家のガバナンスの

仕組みについても、いまのままではもたなくなると見てい

る人は、これまでもたくさんいたが、政治の上層部には全

く反映されず危機感だけが募っていたところで習近平氏

が出てきた。だから、体制内の実務的改革派の間では「こ

の人に託すしかない」「習氏に頑張ってもらうしかない」

という気持ちが広範にシェアされているのだと思う。大衆

は大衆で、反腐敗をがんがんやる習氏に喝采するところが

ある。そういう意味でも国内で広範に支持されていると言

っていいのではないだろうか。 

こういうことばかり言うと誤解を受けるかもしれない

が、私は日本メディアの報道等は逆バイアスがかかってい

る気がする。中国国内では習氏を支持している人が相当い

ると思う。あの言論弾圧を最低だと思う人はいる。嫌だと

思っている特権層もいる。しかしもっと多くの人達が何と

か頑張って乗り切って欲しいと願っていると思う。ここま

ではっきり見えた人は過去にはあまりいなかった。そうい

う意味では珍しいケースだと思う。 

 

（フロア） 

非常に多面的に中国の現状と見通しについてお話いた

だき勉強になった。AIIB が今後一層強まるというが、そ

れが中国経済に与える影響と程度について質問したい。 

 

（津上） 

先ほどは時間の関係であまり詳しく話せなかったので

少し補足する。私は AIIB のようなものが出てきた事に対

して中国に同情的な部分がある。同時に、米国の人の話を

聞いても、表立っては言わないが、財務省が AIIB をあん

なに邪険に扱っていいのかと思う人が予想外に多いとい

うことに気が付いていた。だから日本ももっと前向きに考

えてもいいのではないかと思っていたのだが、この１ヶ月

くらいオヤ？と思うような別の現象が起きている。 

中国国内では AIIB よりシルクロードファンドの方がよ

ほど人気がある。シルクロードファンドは中国単独で運営

するファンドで、シルクロード地域に新幹線をあちらこち

らに走らせる事業を進めるためにエクイティ、株式投資み

たいな形で投資を行う投資ファンドだ。初期の 400 億ドル

から始めて必要であればいくらでも出すことになってい

る。 

ところが、元々周辺外交で周辺国にも豊かになってもら

い、中国の経済成長の果実をシェアしてもらって中国の印

象を良くするという外交政策から始まったはずなのに、い

まや中国自身の算盤勘定ばかりが論じられるようになっ

た。例えば国内で過剰設備に悩んでいる業界に新しい仕事

を回してもらえるのではないかとか、余剰設備を海外に出

す“よすが”になるのではないかとか。 

また、「一帯一路」というシルクロード構想が習近平氏

が提唱した話だからと、草木もなびくようにというか、そ

このけそこのけ式というか他の政策を振り回し初めてい

るようなところもある。 

11 月にメキシコの新幹線を取りにいき落札したがメキ

シコがキャンセルした話がある。あれは元々、時期的にも

無理だったということがあるらしいが、それにも関わらず

中国は同業者から呆れられるような値段で落札した。線路

の建設と車両、全部で 210km の路線を含めて全部で 43 億

ドル、線路だけでも 1m あたり単価を 2 万ドルでやるとい

うことだ。車両を全然カウントせずに 2万ドル、それは有

り得ないだろうという安値で落札している。シルクロード

で受注実績をあげないといけないからと無茶な話がまか

り通った。 

鉄道車両については南と北の地域でそれぞれ大きな鉄

道車両メーカーがある。もともと一つだったものを 90 年

代に 2社分割した。これをまた合併して 1社に戻すという

ことが決まった。これからシルクロードで海外受注を取ら

ないといけないから両メーカーが海外市場で争うのはバ

カバカしい、国際競争力のために一社に統合した方がいい

という議論だ。しかしそんな話は三中全会の国有企業改革

には書かれていない。何故、こんな話が急に飛び出したの

か。国内ではそんなことをすれば競争制限になるのではな

いかという批判も随分あったのにまかり通った。何となく、

そこのけそこのけというような雰囲気が感じられる。中に

は知恵者がいて、これを利用して国有企業改革の圧力をか

わそうというような絵を描いている人が後ろにいるので

はないか。この調子で行くとシルクロードの新幹線が不良

債券の山を築きに行くような感じもする。頭を冷やした方

がいいと水をかけるような人がいればいいのだが誰もい

ない。 

AIIB とシルクロードファンドが車の両輪のごとく、出

資の方は基金から、融資の方は AIIB からというように、

今後ペアで c いるクロード地域の新幹線事業を支援する

可能性もある。しかしそうすると悲惨なことになるかもし

れない。AIIB はひも付き融資をしないと言っているが、

いつも中国の新幹線を紐付きで推進することが役目のシ

ルクロードファンドと一緒だと、「紐付き融資はしない」

運用は笑い話になってしまう。中国製品を高値で買っても

らうことと、途上国を経済支援することは利益相反する面

があるから、AIIB は国際的な金融機関をたてるという話、

シルクロードファンドは経済的な対国外交と頭を整理し

た方がいいのだが、方向としてそうならなさそうな気配が

ある。そうなると過剰設備に対して業界の受注はおりるか

もしれないが最後の仕上がりはろくなことにならないか

もしれない。最近の中国国内の論調を見ていると、そうい

うところが不安だ。 

 

【閉会】 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

時間も過ぎたため、これで終了したい。長時間のご講演

とご清聴に感謝する。 

               （了） 
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2．講演資料 
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