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■ 第 81 回 研究会 特別企画 ■ 

中国研究シンポジウム 2015 
「中国経済の 新動向と日中関係」 
 
日 時：2015 年 2 月 12 日（木）13：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
  中国経済は 2014 年、減速傾向が明らかとなった。国民総生産(GDP)は政府目標の 7.5%を下回ることが確実に

なった。 

また住宅販売もブレーキがかかり、中国のほとんどの都市で不動産価格が下落した。 

  さらに貧富の差や地域格差の拡大、リーマンショック時の大規模な財政出動の後遺症による生産設備の過剰な

ど、ネガティブな要因が増大した。 

  一方、一人当たりの GDP が 7000 ドルに迫るなど、いわゆる中間層が拡大し、消費市場としての中国の魅力は

依然にも増して大きくなった。 

  シンポジウムでは、中国経済の専門家による多角的な分析のもと、2014 年の中国経済を総括するとともに、

産業、環境・エネルギー、イノベーションなど個別分野の 新動向をふまえ、2 015 年の中国経済を展望する。 

 

 

プログラム 

（１）基調講演 
① 柴田 聡（元・在中国大使館経済部参事官（現・内閣官房内閣参事官））／「中国共産党の経済政策」 

② 童 適平（獨協大学経済学部 教授） ／ 「中国の金融政策と金融改革」 

（２）パネルディスカッション 
モデレータ： 大原 盛樹（龍谷大学 教授） 

パネリスト： 丸川 知雄（東京大学社会科学研究所 教授）  

渡邉 真理子（学習院大学 教授）  

丁 可（ジェトロ・アジア経済研究所 研究員）  

李 春利（愛知大学経済学部 教授） 
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【開会挨拶】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 これより中国総合研究交流センター第 81 回研究会特別

企画中国研究シンポジウムを開催する。前半では基調講演

を２つ、休憩を挟んで後半にパネルディスカッションを行

う。「中国経済の 新動向と日中関係」をテーマに 10 年後

までを視野に入れながら専門家の先生方にお話いただき

たいと思う。 

 はじめに主催者を代表し、科学技術振興機構 中村理事

長よりご挨拶申し上げる。 

 

【主催者挨拶】 

（JST 中村道治理事長） 

 本日は多くの方々にご参加いただ

き感謝申し上げる。中国総合研究セ

ンターでは日頃より中国の科学技術

や教育の研究と情報発信を活発に行

っているが、今年度は新しい事業と

してアジア14ヶ国から青少年を招へ

いし日本の科学技術を紹介する「さ

くらサイエンスプラン」をスタート 

した。日本の大学や研究機関、あるいは企業が受入機関に

なって 1週間から 3週間滞在してもらうもので、中国はじ

めアジア諸国から 3,000 人近い若者を招へいし、日本の

様々な研究テーマ、あるいは文化、またノーベル賞学者と

の直接的な交流を経験してもらった。帰国時にはたいへん

良かった、また日本に来て勉強したいといったような好反

応を得ており、非常に成功したといえよう。今年度招へい

者のおよそ半数は中国からで、トップレベルの若者達に本

プログラムを経験してもらった。将来の日中関係に向けて

も非常に良かったと思う。関係者の皆さんには多大なる協

力をいただいた。この場を借りて御礼申し上げる。 

 さて、中国経済はたいへんな発展を遂げている。直近で

は経済成長がスローダウンしているという話や少子高齢

化問題に対する懸念も聞こえるが、一方では一人当たりの

GDP が 7,000 ドルに迫るという。都内各所でも多くの中国

人観光客に出会うようになった。中国経済の成長ぶりを日

本にいながらも実感するところだ。また産業面だけでなく

科学技術の側面でも論文の数や質の上昇などで米国と競

うような状況になっている。これについてはつい先頃、特

別講演会「中国の科学技術政策の現状と課題」で国家自然

科学基金委員会副主任の姚 建年（よう けんねん）先生や

中国科学院創新発展研究中心の穆 栄平（むう ろんぴん）

先生にお話を伺ったばかりだ。 

様々な面で中国の方々との関係を深めているところだ

が、昨年の安倍総理と習近平国家主席の首脳会談において

も、日中間の科学技術交流をより深めていくことが確認さ

れ非常に喜ばしい。本日のシンポジウムでは今後の中国経

済がどのように展開されるのか、産業構造の変化がどうな

るのか、またイノベーションに関する政策はどう動くのか

といった観点で深い議論が成されることを期待している。 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 早速、基調講演に入る。 初に「中国共産党の経済政策」

として元在中国大使館経済部参事官で現在は内閣官房内

閣参事官の柴田聡様にお話を伺う。ご略歴はお手元の資料

をご覧いただきたい。内閣官房の要職に就かれてたいへん

にお忙しい中、本日の講演をお引き受けいただいた。柴田

様は今日の講演タイトルと同名の書籍を出版されており、

私もすぐに読ませていただいた。たくさんのデータが詰ま

った内容の濃い、整理された本だ。今日は様々なお話を伺

えると期待している。 

 

【講演録：基調講演】 

 

① 「中国共産党の経済政策」  

柴田 聡（元・在中国大使館経済部参事官（現・内

閣官房内閣参事官）） 

1969 年岩手県生まれ。92 年東大経

卒、大蔵省（現財務省）入省。96
年スタンフォード大学修士。金融庁

監督局、財務省主計局を経て、2008
年 6 月から 4 年間、北京の在中国大

使館経済部参事官。在任中、日中金

融協力の首脳合意（2011 年 12 月）

に尽力。帰国後、理財局調査室長・ 
国債政策情報室長を経て、2014 年 7 月から現職。著書に、

「チャイナ・インパクト」（中央公論新社）、「中国共産党

の経済政策」（講談社現代新書）、「中国衝撃力」（北京・世

界知識出版社）。その他中国経済に関する寄稿多数。 

--------------------------------------------------- 

このような貴重な機会を頂戴したことに JST はじめ関

係者の皆様に深く御礼申し上げる。本日の講演内容は、資

料にも明記してあるように、すべて個人的見解であり、政

府の公式見解ではないことをまずは申し上げておきたい。

今日は「中国共産党の経済政策」のテーマを 3つに絞って

話を進めたい。一つ目は、習近平時代の中国経済をどのよ

うに評価してどう見ていくかということ。習近平氏がトッ

プに就いてから 2年余りの現在、日本でよく言われている

ところと私自身の見方には少し違うところがある。2番目

は、私は財務省出身だが、ファイナンスサイドからみた中

国の経済政策とポリシーメーカーについてお話したい。 

3 番目は、日中経済関係を考えてみたい。 

 簡単な自己紹介だが、これまでに中国経済関係の書籍を

三冊、内 1冊は中国から出版している。私は中国との経済

関係について、建設的、戦略的に関係を構築すべきだとい

う立場で一貫している。 

 現在、私の仕事は中国とは全く関係が無いが、2008 年

から 2012 年の 4 年間、北京に駐在していた。役所からア

タッシェという形で出る場合 3年が通常だが、希望して 1

年延長してもらった。丁度、北京オリンピック、そしてそ

の直後にリーマン・ショックが発生し、中国はＧ20 のメ

ンバーになる、ここでマルチの世界で日本と中国の関係が
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はじめて強く意識された。建国 60 周年の軍事パレードも

直接間近で観た。2010 年には日中の GDP が逆転したが、

ここで 1 冊目の本を出した。そして 2011 年、丹羽大使が

赴任された直後に尖閣沖での漁船衝突事件が起こる。2012

年の反日デモ直前に任期が終わり帰国した。 

注目してほしいのは、漁船衝突事件が発生した 2010 年

と、大規模な反日デモが発生した 2012 年の狭間に日中金

融協力の首脳合意が実現しているということだ。これは人

民元国際化に関する中国初の主要国との合意だった。わず

か 2 年の狭間にこういうことが出来たのはなぜだろうか。

日本と経済関係をきちんと結んでいくということの合理

性について、中国側にも理解してくれる人が増えてきたか

らではないかと考えている。今日は当時見ていた中国の姿

と今の姿を比較しながらお話させていただきたい。 

 

 2010 年、日中の GDP が逆転したと大騒ぎされていた。

それから僅か 5年、現在の日本国内の論調をみるに、中国

自体に問題や矛盾が多いからダメになるという見方が広

がっている。しかし現実を見てみよう。少なくとも中国の

GDP 規模は、今では日本の約 2倍になった。人口が違うた

め単純比較はできないが、総ボリュームだけで言えば、差

は広がっている。また、中国は GDP で米国は抜けないとい

う有識者の論調も多いと聞くが果たしてどうだろうとい

う疑問がある。IMF の見通しが一番上にあり、単純計算す

るだけでも 2019 年には米国の 7 割に達すると見られてい

るが、ここに為替の影響を考えると本当に逆転はないとす

る見方は難しいのではないかと思う。先日、購買力平価で

換算すると既に米中は逆転しているとの IMF の見解に、中

国の国家統計局が反論していたが、これはむしろ想定して

いた方がいいシナリオではないかと思う。総ボリュームで

見れば、米国に匹敵する経済規模の国が隣にあり、その国

と付き合っていくしかない以上、我々日本人自身がバイア

スや偏見無く中国経済を客観的に捉え、現実を直視した上

で日中関係において日本として何をしていくべきかを考

えることが必要だろう。 

 

私は赴任中から中国共産党にとっての経済政策は何なの

だろうかと思っていたが、基本的に 3つあり、それは今も

変わっていないと思う。一つ目に、究極的には統治がある

ということだ。そのために統治を揺るがすような問題があ

れば早期解決し、リスクを排除していくということ。2番

目に党によるコントローラビリティを確保するというこ

と。3番目が他の主要先進国とは違うところだが、市場機

能を重視するとしながらも国家が経済活動へ積極的に関

与するあたりが特色だとみている。 

 

習近平体制になってからの経済政策は一体、何を目指し

ているか。よく言われることだが 2つあると思う。１つは

習体制以前から量から質への転換ということが言われて

おり、今もまさにこの路線を追及していると思う。成長率

を単なるボリュームとして追うのではなく、むしろ質を追

うということだ。また近ごろは「ニュー・ノーマル（新常

態）」という言葉が連呼されているが、経済成長率より構

造改革を優先し、持続可能な成長志向－サステナビリティ

を重視している。 近、中国の成長率は下がってきている

が、この現象をどう理解すべきか。私は、中国の景気が単

純に悪くなっている、という見方は当たらないと思う。 

 

自分なりに見た習近平時代の中国経済の評価をご説明

するため、グラフを 10 個用意した。 

中国には、個別の矛盾や問題は昔からたくさんあるが、

総じて言うと狙った方向にうまく進んでいるのではない

かとみている。これは GDP の内訳だ。消費、投資と純輸出。

成長率自体は中成長で良い、むしろ内需－消費を拡大し、

過剰投資を抑制しようと目指した姿は一歩一歩それなり

に達成してきている。2013 年を見てもらうと消費割合が

投資を抜いている。マクロの構造としては目指すところを

着実に実現できているというのが彼らの自己評価ではな

いだろうか。 

 

2 番目が消費を伸ばすというところだ。「伸び悩みつつ

も拡大する消費。ネット取引が急伸」としたが、消費の伸

び率が 2桁に達している国は他にない。中国政府は、本当

はもっと伸ばすつもりだったかもしれないが、ほぼ 2桁成

長が実現できて着実に拡大している。特にネット取引の急

伸が凄い。ネット取引が統計にどれくらい反映されている

かという点を考慮すると実際の消費パワーは非常に伸び

ているのではないだろうか。デリバリーチャンネルの問題

がずっと言われていたが、一気にネット時代を迎えている

という見方もできると思う。 

 

3 番目は物からサービスへということで、サービス産業

を振興するという方向性も 2010 年辺りから随分言われて

いた。ここについても着実に実現できていると思う。2013

年の第 2次、第 3次産業の GDP 比率をみると第 3次産業が

第 2次産業を上回った。業種別でも全体的に高い成長率を

示すのは金融、商業とサービス業だ。そういう意味でも政

策誘導はうまくいっていると言える。 

 

 4 番目に雇用吸収力の高まりがある。丁度私が赴任して

いた頃は、大雑把に成長率１％あたり 100 万人、1000 万

人の雇用吸収には 10％必要だと議論されていた。これを

近に当てはめデータで見ると１％あたりの雇用吸収力

が以前より大分上がってきているのではないかと思う。サ

ービス産業が発展したのが理由だとされるが、仮に雇用吸

収力が高まれば高い成長率を生まずとも目的は実現でき

る。 近の李克強総理の話でも雇用が順調であり、むしろ

そちらを重視すべきということだったが、理屈の面から整

合的だと思う。極度に高い成長率を追わなくともマクロ政

策としては安定的な運営ができる状況を作りつつあると

言える。 
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 5 番目だが、物価が 1％台でとても安定している。赴任

中には豚肉が高くなったとか物価が高いといった不平不

満が出ているとあちらこちらで聞かされたが、2012 年以

降は先進国並みの低インフレ率となっている。これは改革

を進める上では非常に良い環境だと思う。 

 

 6 番目に「小休止した人民元高～輸出産業の不満抑制～」

とした。人民元のドルとの相場を見ると、2009 年のリー

マン・ショックの時だけは違うものの、年におよそ 5％ず

つ増加している。まるで米国と示し合わせているのではな

いかと思うほど綺麗な線が描けている。1ドル 6元手前ま

できたところでピタッと止まり、この 2年くらいは小休止

している。中国の当局にとっては、米国からプレッシャー

があまりかからない中で為替が安定しているのはウェル

カムだろう。輸出産業の不満抑制としたが、為替が安定し

ているということは特に物をつくる側からすれば非常に

良い環境だ。特に日本と中国との関係において為替が安定

して貿易不均衡が少ないことが日本の魅力になると思う。

人民元が、対ドルで比較的安定した相場で推移しているこ

とは、安定的に経済政策の運営ができるということだ。 

 

7 番目に、経済政策を中心に見てみると、マクロ政策は

非常に巧みで上手にやっていると思う一方、産業政策をは

じめとしたミクロにはツールがあまり無く、こうしたいと

いう思いはあってもそれを実現する手段が限られていて

なかなか思うように行かず悩んでいるように思う。これは

生産と在庫の簡単なギャップのグラフだが、過剰生産の解

消を長年叫びながらもなかなか進んでいない。政策だけで

方向付けすることは難しく、ある程度市場機能の中で淘汰

合理化を進めていくしかないと思われるが、そこは当局に

とってアンコントローラブルな世界で極めてリスクが高

いと思う。そこをいかにソフトランディングさせていくか

に注目しているが、やはりミクロ政策はリスクとして顕在

化する可能性も高いのではないかと思う。 

 

8 番目の「インフラ投資による経済調整は継続」。投資

抑制という声掛けの中で投資を教条的に抑えているかと

いうと実態は全くそうではなく、相変わらず上手にやって

いると思う。ピンポイントでインフラ投資が経済調整に使

われており、このあたりの巧さは以前と変わらない。 

 中国は過剰投資と投資の限界で収益率も落ちているか

らこれ以上の投資は必要ないという議論が欧米を中心と

した経済専門家達に多くされている。私が中国で 4 年間、

現地をいろいろ見て思ったのは、過剰投資の抑制と本当に

必要なインフラ投資は切り分けて考えなければいけない

ということだ。中国は借金して作るような派手なインフラ

－高速道路や空港などを PR するし、外国人もそこに注目

するためインフラ整備が進んでいると解釈されがちだが、

インフラ投資の本質は有償で作るものよりもむしろ無償

の生活インフラにあるのではないかと思う。北京もあれだ

け発展したと言いながら、一歩路地に入れば生活インフラ

が貧弱なところがまだ沢山あり、今もその状況は変わらな

いだろう。目に見える収益性のインフラ事業より生活イン

フラを含めた公共投資を考えなければいけないと思う。 

都市化の話もある。2010 年の段階で中国の都市化は

50％、2020年までに60％を目指すとしており、国連も2030

年くらいには 70％近くまで行くという見通しを立ててい

るようだが、それが意味するのは、今後さらに 2～3 億の

人口が都市に流入するということだ。それに伴い必要とな

る様々な投資－インフラ投資を含めて考えると、まさにそ

こが中国の成長余力のエンジンになる可能性が高い。つま

り、一部日本国内にあるような、中国の成長は頭打ちでこ

れ以上伸びないだろうという見方は想定として甘いので

はないだろうか。日本の立場で中国とどう関わるかを考え

る時、中国の経済規模に、もう一段の伸びがあることを前

提にするべきだと思う。 

 

 9 番目、これも日本国内でよく言われていることだが、

中国ではバブルが崩壊しあちらこちらがゴーストタウン

化して国中の不動産が下落し大変だと言うが、果たして本

当にそうだろうか。多少の短期変動は当然あるが、中期ト

レンドで見ただけでも特に大都市を中心として、上昇傾向

が続いていると思う。不動産価格のサイクルが明確に見ら

れるのも日本とは違う現象だろう。一部の特殊な例を極端

に一般化するのは認識としてよろしくなく、むしろある程

度振れながら上昇トレンドにあるという見方が正確だと

思う。都市化の大きな流れの中でそこには需要がある。対

外投資が自由に進まない国だから資金の行き場は国内不

動産しかない。不動産価格の大きな底割れは考えづらいと

思う。現段階ではまだ底割れ的なバブル崩壊を想定する段

階ではないのではないか。 

 

後、10 番目に「『世界の工場』からの脱却」としたが、

今回プレゼン資料を用意するにあたり、私自身もちょっと

見ない間に、これほど上がっていたのかと改めて驚いた。

右のグラフは賃金データだ。大体、毎年 1割ずつ賃金がア

ップし、給料はこの 5年間でおよそ 2倍になっている。私

がいた 2012 年当時も急激な上昇と言われていたがその傾

向はまだ続いている。賃金水準の面ではコスト優位性は失

われているし、企業側もこういった環境の変化を十分に考

慮していろいろな対応をしていることが読み取れると思

う。 

 中国経済は、個別で見れば、問題は複雑だし、課題が多

く、矛盾も多い。これは昔からそうであり、今に始まった

ことではない。しかし総じて見れば、習近平時代以前から

目指すとしていた方向に徐々にではあっても着実に向か

っている。むしろそのポテンシャルについて、我々はもっ

と現実を直視したほうが良いのではないかと思う。 

 

 経済官庁の元外交官の視点から、中国の経済政策のポリ

シーメーカーがどう見えるかについて話したい。2012 年

秋に党人事が発表される前はいろいろな希望を話してい
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たが、果たして希望通りとはならなかった。資料に赤丸し

た方々は我々外交団が注目していた人達だ。個人的見解と

して聞いていただきたいが、習近平主席がこれほどまでに

経済政策に熱心、かつリーダーシップを発揮する意思が強

く、実際そうなっているというのは想定外だった。一方、

李克強氏はもっと経済政策の前面に出てくると思ってい

たが、予想していたよりもあまりプレゼンスが高くないよ

うに見える。王岐山氏については対外経済や金融を担当し

たら、経済改革や対外開放が進むのではないか、と思って

いたが、現在は党紀律委員会で大辣腕を振るわれている。

筆頭副総理は経済政策の面でキーパーソンになる立場だ

が、前任の李克強氏の頃と比べると、張高麗氏のプレゼン

スはあまり高くないように思う。胡錦濤政権の温家宝総理

の時代は、王岐山氏が副総理で対外経済と金融の両方を一

緒に持っていた。現在、金融は馬 凱氏、対外経済は汪 洋

氏だ。汪 洋氏は、昨年秋に、日中ハイレベル対話の再開

をサプライズで発言された方だが、対外経済と国際金融の

担当が分かれていると、アプローチが悩ましいところもあ

る。国務院トップクラスの方々に加えて大臣（部長クラス）

の方々が経済改革に意欲的なのは実務面では重要なこと

だ。特に楼 継偉財政部長は税制改革や社会保障改革に非

常に熱心に取り組まれていると聞いている。さらに言うと

財政の透明化、私がいた頃はまだ特別会計の予算書が未公

表の段階だったが、予算の透明化に取り組むということは

いろいろな改革を進める上で非常に重要になると思う。ま

た、超長期政権でいつ交代されるのかと噂が絶えない周 

小川人民銀行行長についても、預金保険制度の導入や金利

自由化など、なかなか一足飛びにはいかないだろうが着実

に改革の方向に舵を取られていると思う。諸外国は、国際

経済との持続的な関係を構築してもらえるような改革派

の人達を期待している。中国側の対応も、必ずしも望まし

いスピードでは無いかもしれないが、少なくともそのよう

な方向感で政策運用されていると思う。 

 

 マクロ政策の司令塔といわれる「中央財経指導小組」と

いう組織がある。どのような組織なのか実態は謎と言われ

てきたが、昨年 6月頃、CCTV（中国中央電視台）でこの映

像が出て皆が驚いた。外国人だけでなく中国の人も驚いた

と聞いている。2つ驚いたポイントがあるのだが、まず組

長が習近平国家主席ということに驚いた。李克強総理が組

長をしていると想定していた人が多く、財政経済とかマク

ロ経済絡みのところで習近平氏自身が組織上だけでなく

実態においても指揮を執っていたことに皆驚いた。以前の

体制であれば温家宝氏がイニシアチブを持って組長の椅

子に座っていた。 

もう一つは李克強総理の立場が大変そうだということ

だ。トップである習近平氏のリーダーシップがマクロ経済

分野でも隅々まで届いているのかというところが改めて

驚きとして受け止められた。 

中央財経小組弁公室の幹部クラスの方々は日本経済に

非常に精通されている人が多いという印象があり、少なく

とも日本の事情や日本と組むことの合理性はよく理解さ

れているのではと期待している。主任の劉 鶴さんと副主

任の易 鋼さんは日中金融協力の際、大きな推進力になっ

た方々だし、副主任の楊 偉民さんは一橋大学に留学して

いた日本留学組だ。環境や条件が整いさえすれば、日本と

協力する合理性を理解いただき、様々な面でコラボレーシ

ョンできるのではないかと強く期待している。 

 

近年の日中経済関係は、外交関係が厳しい中で、静かに

関係を維持してきたというのが実際のところではないだ

ろうか。中国経済の中で日本のプレゼンスが以前より低下

しているのは事実だろうが、「変化しつつも加工貿易サプ

ライチェーンは未だ健在」としたように、日中経済は今も

モノを通じた実物経済の関係が基本だ。今日は会場に専門

家の方が多くいらっしゃっているので釈迦に説法かもし

れないが、日本企業の中国へのコミットの仕方が今のあり

方でいいのか冷静に考える必要があると思う。 近では、

サービス産業の方々が中国へのコミットを強めていると

聞いている。企業判断の世界ではあるが、中国とのコミッ

トをどのようにしていくのか、あるいはこのままでいいの

か。現地での日本企業の販売水準が回復していることや、

他国と比べると突出して日本の対中投資が減少している

ことも含め、今後の中国の姿を考えた時に日本としてのコ

ミットが合理的かどうかを考え直す必要があると思う。 

 

 人民元をめぐる国際競争について改めてこの 2 年半を

振り返ると、日本が先頭切ったところを主要各国も追いか

けてきている状況だ。日本は、追いかけられる立場から競

争する立場になろうとしている。 

日中の財務大臣同士の会合でも、このような金融協力を

深めていくことが合意されている。 

日本の財務省と中国の財政部は、G20 のような世界的な

マルチのレベル、アジア開発銀行、ASEAN+3、 近ではア

ジアインフラ投資銀行構想も出てきたが、地域（リージョ

ナル）のレベル、さらには二国間（バイ）のレベルと非常

に多層的なチャンネルを持っている。そういう意味におい

て、財務省（MOF）同士のチャンネルは日中外交を重層的

かつ複層的に考えていく上で非常に重要だと捉えており、

私自身、その一員として今後も日中関係に貢献していきた

いと願っている。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 ありがとうございました。 

会場からご質問もお有りだろうが、引き続き童先生にご

講演いただき、コーヒーブレーク前に時間があるようであ

ればそこでお受けしたいと思う。 

それでは童適平先生にご登壇いただく。先生のご略歴は

お手元の資料をご参照いただきたい。童先生には「中国の

金融政策と金融改革」というテーマでご講演いただく。 
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② 「中国の金融政策と金融改革」  

童 適平（獨協大学経済学部 教授） 

1954 年中国上海市生まれ  

1988 年中国復旦大学大学院経済研

究科卒業後、復旦大学専任講師、副

教授、2005 年松山大学特任教授、

明治大学特任教授を経て、2013 年

より現職  

主な業績：『中国の金融制度』（勁草

書房、2013 年）など。 

--------------------------------------------------- 

本日、このようなハイレベルな場でお話させていただく

ことを非常に光栄に思う。関係者の皆様に感謝を述べたい。 

 今日は「中国の金融政策と金融改革」という漠然とした

タイトルでどこまで皆さんのお役に立てるか不安だが、金

融政策そのものが元々確実性に欠けた世界だから多少は

仕方無いことです（会場笑）。 

 皆さんご承知の通り、中国は社会主義経済から市場経済

へ移行している。社会主義計画経済は体制の基本であり、

金融機能そのものの必要性は無かったが、市場経済へと移

行したことで金融政策が必要となった。中国で進められて

いるのは漸進的な改革だ。このような漸進的改革において

中国の金融政策がどのような状況にあるのかを見ていき

たい。この金融政策は何が問題なのか、そして市場経済の

浸透に伴い財政機能を持った金融政策が抱える問題、深刻

化する問題は何か、また市場経済に移行することで金融改

革がどのように進み、構造はどう変化するのかについて一

緒に考えていきたいと思う。 

  

 金融政策とはそもそもマネーサプライの調整を意味す

るが、冒頭でも申し上げた通り不確実性が強いため非常に

難しい。問題点の 1つに、マネーサプライは多すぎても少

なすぎても駄目、ほどよいところでコントロールしなけれ

ばいけないということがある。もう一つの問題は、マネー

サプライの調整を通貨当局が直接コントロールできない

ということだ。通貨当局、つまり中央銀行がコントロール

できるのはマネタリーベースだ。 

資料上部に中国人民銀行－中央銀行の資産と負債の項

目を並べた。マネタリーベースを式に表すとこのようにな

る。マネタリーベースで割って計算すると 1＝100％。右

項はマネタリーベースを決定する要因は何かということ

だ。これに基づいたデータを並べると下のグラフになる。

2002 年から 2014 までを取った。ここは中国人民銀行が持

つ外国資産だ。マネタリーベース 1＝100％に対して外国

資産はどのくらいあるかを見ると、一番高い時で約 1.4

倍、140％だ。この図が表すのは何かというと、マネタリ

ーベースの供給要因は人民銀行が持っている外国資産で、

マネタリーベースのおよそ 1.5 倍を持っているというこ

とだ。外国資産を 100％以上持っていることで実現してい

ると説明できる。市場に流通しているお金ではないので

100％を超えた 40％の部分を他の手段で吸収している。こ

の下の線がそれだが、それは何かというと中央銀行手形だ。

中央銀行が手形を発行して、外国資産を所有し、増発した

マネーを中央人民銀行が吸収している。この数年間で徐々

に 100％まで落ち着いてきた。これは先の柴田さんの話に

も通じている。 

 

 次は上の左図「マネタリーベースと外国資産、中央銀行

手形の発行」だ。先のものと同じデータだが全く加工せず

に数字をそのまま並べている。灰色の線が青い線の上にあ

れば超過発行を意味する。ここは中央銀行の手形発行によ

って吸収したということ。 近は 100％のあたりなので大

体ここら辺で交差している。右の図、「外為資産の推移」

だが、中国人民銀行が持っている外国資産の中には外為だ

けでなく例えば IMF や世界銀行に対する債権、あるいは金

利が入っている。国際金融機関の債権などはあまり増減す

ることはないが、外為資産について人民銀行が増減するこ

とは可能だ。 近、特に 2014 年に入ってから数字は横ば

いになっている。あまり増加していないということは、人

民銀行が外為資産の買い介入をやめているということだ。

その背景は下図にある。1990 年から 2014 年までの経常収

支黒字額とその対 GDP 比を表している。赤い線は GDP に対

する経常収支黒字額の比率で 2011 年からは 2％以下あた

りで動いている。これに関する研究論文もあるが、2％経

常収支の GDP 比率が大体正常範囲であり、通貨当局はあま

り買い介入しなくてよいということだ。経常収支の黒字額

はどんどん増えていて、これを解消する、つまり国内不均

衡へのショックを軽減するために、制約条件がある中で金

融政策の舵取りをしていなければならない。ここまで達成

して安定すれば、人民銀行もそろそろ自主的な金融政策を

実行してよいのではないか、また、中国で 近流行ってい

るニュー・ノーマルという言葉を借りて、金融政策もノー

マルな常態に復帰できるのではないかというところがあ

る。 

 

 これは金融政策の構図で手段はここ。何度も申し上げて

いるように確実性が欠けているので資金がどのように動

いていくか操作目標、中間目標と実体経済となる 終目標

に注意して常に見ていく必要がある。しかし残念なことに、

中国の金融政策にはまだ不完全なところがある。 

まずは金利政策だ。短期金利市場の変化がどう市場金利

に影響するかを見ながら金融政策を調整するのだが、中国

ではここでいきなり市場金利が出てくる。つまり、貸出金

利と預金金利は国務院が決める政策となっており、市場が

どのように動くか、政策が適正かを判断するのが難しい。

国が直接コントロールしているということだ。金利政策の

効果を見るのが難しいということで、資料図では点線で結

んでいる。 

 

次の手段としては準備率の調整がある。これは銀行信用

創造をコントロールする方法で、中央人民銀行の当座預金

を見ながらコントロールし、マネーストック－昔はマネー
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サプライと呼ばれていたが－を見ていく。普通、先進国は

このようになるが、中国の場合はここの不確実性が高い、

あるいは金融市場が不完全だから難しいということで、こ

の方法で銀行貸出をコントロールする。実のところ 1998

年までは毎年、中央人民銀行が銀行貸出の命令を直接出し

ていた。例えば 4大国有商業銀行はそれぞれどのくらいと

いうように資金配分の計画を決めていた。1998 年以降は

止めているが、指令的なものではなく参考情報として今で

も毎年、計画を発表している。 

後でまた触れたいが、中国の金融構造も段々に変化して

銀行貸出だけではコントロール効果が低下している。そこ

で社会融資という指標が浮上した。つまり、現在はマネー

ストックと銀行貸出、社会融資の 3つを見ながらやってい

る。 

 

 もう一つに外為市場がある。時間の関係で詳細は割愛す

るが、為替レートを中間目標としてコントロールする。昨

年末、中国人民銀行の副総裁はある会合において、人民銀

行は外為市場での買い介入状態から脱出した、去年の 7

月から後半は殆ど介入していないと発言した。調べてみる

と確かに人民銀行の外国資産は増加しておらず、むしろ減

っている。先ほど金融政策の効果のところでも見てもらっ

たが、これは改革開放以降、1980 年以降の 1 年定期預金

金利と貸出金利、CPI とを並べたグラフだ。これを見ると、

1998 年までは貸出金利と預金金利は一緒の動きをすると

ころがあった。実のところ 1998 年までは国は国民に貯蓄

を奨励し、預金金利を何回か引き上げて貸出金利はあまり

動かさなかった。2度ばかり大きなインフレ時期もあった。

1998 年以降、貸出金利と預金金利の利鞘は綺麗に 3％幅を

維持している。金融不安に気が付いたからだ。特に国有企

業の不良債権問題が大きな問題点だと気が付き、金利シス

テムの安定化を図るためには利鞘確保は不可欠だという

ことになった。ところが利鞘を確保したものの、時に CPI

が預金金利より高くなり、つまり実質金利はマイナスとな

った時期があった。ここでも金利自由化改革が行われた。

スピードは遅いが確かに実施している。2012 年 6 月 8 日

より預金金利の上限を基準金利の 1.1 倍とし、貸出金利の

下限は 0.8 倍とした。預金に対しては上限規制、貸出に対

しては下限規制を実行したのだ。そして 2013 年 7 月 21

日より貸出金利の下限が撤廃され、完全自由化した。この

緑色の線の推移 10％は優遇金利で 0.8 倍までの安い金利

で貸し出している比率だ。黒い線は 1年の貸出基準金利が

6％だと示している。青い線は基準金利の貸し出し比率が

20％。割と安定しているが時に下がることもある。つまり、

基準貸出金利で貸し出す比率が少し下がっている。赤い線

は貸出上乗せ金利で、これは高く 70％くらい推移してい

る。 

 

 このグラフはマネタリーベースとその増加率を表して

いる。預金準備率の推移も示した。2004 年から取ってい

るが、中国で一番有効な政策手段はこれだ。日本や他の先

進国において、預金準備率は金融政策手段として殆ど形骸

化している。廃止したとまでは言わないが 1991 年から日

本は動かしておらず政策手段として使われていない。しか

し中国ではこれを使っている。丁度一週間前の 2 月 5 日、

0.5％引き下げたばかりだ。ここに示した赤い線は大型商

業銀行－4大国有商業銀行と交通銀行、ゆうちょ銀行の適

用準備率で現在 19.5％と非常に高い。世界中見回しても

どこにもないような準備率だ。面白いのはマネタリーベー

スの中で当座預金の変化で調整していることだ。見ていた

だくと分かる通り、2007 年、2008 年と高かったが、リー

マン・ショックで引き下げ、その後 2009 年からは徐々に

引き上げてきた。そこで準備率、当座預金、マネタリーベ

ースと変化してきた。日本では量的緩和として日銀の当座

預金を量的緩和の目標としているが、中国の場合はむしろ

量的引き締めという手段として使っている。つまり準備率

を引き上げることで中央銀行での当座預金残高が上がり、

引き締め効果を出すということだ。日本とは反対で、準備

率を高めることが中国における金融政策手段として一番

有効となる。 

 

 次に大型 6 大銀行の所有する中央銀行資産の比率を示

した。青い線は準備資産の比率でピンク色は対中央銀行債

権の比率、そして両者を足したものがここにくる。見てい

ただくと分かるように一番高い時は 25％を超えて 28％に

もなっている。つまり、商業銀行の資産の内、28％が中央

銀行の資産だということだ。 近は徐々に下がっているも

のの、今でも 15％程保持している。中央銀行が準備金を

コントロールすることによって銀行の貸出をコントロー

ルするが、こういう手段を取ると大きい企業が優先されて

価格メカニズム働かなくなる。つまり、銀行経営において

リスクと収益性の両方を考えた時に、収益性において金利

調整が難しければリスクが高くない国有企業を優先して

資金供給をするようになる。 

もう一つに資金需要の繁閑期があるのだが、その中で準

備金の規制逃れが出てくる。19.5％の準備金比率は非常に

高く、銀行にとっては経営コストとなるからだ。さらに中

国には預貸比率の規制がある。現在、中国では預金に対す

る貸出比率を 75％としている。つまり、100 万の預金に対

して 75 万しか貸し出せないという規制だ。 近よく耳に

するのはシャドーバンキングだが、しかし私はこれはシャ

ドーバンキングとは違うと思う。言ってみれば 1970 年代

の日本の銀行離れや米国のディスインターメディエーシ

ョンだろう。規制から逃れ、他でお金を運用するという動

きが出ているのだと思う。 

 

 中国の金融構造は変化している。中国人民銀行は社会融

資額を公表するようになり、2002 年からのデータを発表

した。銀行は貸出だけではない。委託貸付や信託貸付、未

割引銀行引受手形、社債発行、株式発行などといったとこ

ろを全部公表するようになった。データを見ると分かる通

り、2002 年の融資額内訳のおよそ 9 割は貸出だった。そ
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れが 2007 年には 6 割程度になり、中国も融資の内訳が多

様化して貸出だけでなく社債や株式を発行したり、あるい

は信託貸付したりというようにいろいろな方法を利用し

てお金が流れている。社会融資額における貸出比率の低下

は政策効果の低下につながると書いたが、グラフ上に丸を

付けた委託貸付、信託貸付、未割引銀行引受手形の多くは

理財商品でいわゆるシャドーバンキングの中に含まれて

いる。見て分かる通り、上の部分は変化が激しい。一定方

向ではなく変動も大きい。下図は新規貸出と社会融資総額

だが、2014 年時点で約 6 兆元が集まっている。貸出は中

国経済にとってその重要性が低下していると言えるかも

しれない。 

 

この上の図は新規貸出、そして GDP 増加率だ。前年に比

べどれくらい増加しているかを見るのだが、2008 年から

2009 年に急激に増え、銀行貸出の増加率は 30％を超えて

いる。これは中央政府によるリーマン・ショック対策とし

ての 4 兆元で影響が大きい。これが 2010 年に減少、2011

年にはさらに減少し、2012 年に少し回復、2014 年にやっ

と 2009 年と同じくらいのレベルに戻ってきている。つま

り、銀行融資の激変が影の資金の需要を増加させたという

ことだ。銀行貸出を急に緩和し、また急に引き締めた。現

在、銀行の融資先はインフラ投資や不動産投資といった長

期資金なのだが、これはプロジェクトが始まれば止めるこ

とができない。結局、資金需要が莫大になり、言ってみれ

ば政策変化で翻弄されたということだ。つまるところ影か

ら資金を調達する以外に方法が無い。 

下図は銀行預金残高の前月比データだが、面白い現象が

見える。預貸比率規制回避のために預金残高は四半期ごと

に期初下落、期末上昇といった現象が出現しているのだ。

2010 年以降、1月は預金残高が減少してマイナスとなるが、

2 月、3 月になると増加する。これは預貸比率規制を回避

するためだ。期末になったら預金を集めて預貸比率を満た

すという動きが出る。金融政策にとって時期的な変化が激

しいのはあまり好ましくないが、1 月、4 月、7 月、10 月

はマイナスになる。 

 

これは家計の金融資産運用を表したものだ。中国の社会

融資額の内訳も変化が激しかったが、これも同様で、家計

の金融資産の構成は大きく変化している。黒い線は株式、

青いところは証券投資預り金でマイナスになったりプラ

スになったりと激しく変動する。中国の実質金利は非常に

低い。低金利の中で預金者が何をするかというと、自己防

衛のために常に神経を尖らせて株式投資といった資産運

用をする。中国はこれから高齢化していくが社会保障制度

はそれほど整備されていない。そこで個人レベルで相当神

経を尖らせて財産を作ろうとしているのだと思う。中国に

はディスインターメディエーションが常に存在している。

金利が安いことから家計は常に投資先を探しているのだ。

下図は同じデータだが残高を表している。残念ながら

2011 年以降、人民銀行はこのデータを発表しなくなった。

今はどうなっているのか良く分からないが、先ほど柴田さ

んの報告を聞いて気が付いたことがある。2010 年の中国

の家計の金融資産残高は約 50 兆元だ。この中で預金残高

約 30 兆元、つまり 6 割が預金残高、しかし今の預金残高

は約 50 兆元で、これをおよそ 6 割で計算すると既に 80

兆元の個人金融資産があることになる。円安も関係し、今

や中国の個人金融資産残高は日本を上回っている。80 兆

元と考えれば 1 元が 20 円だから 1,600 兆円となる。大き

な市場が出来ているということだ。少子高齢化に突入し預

金残高が 50 兆元。金利も低い。これをどう運用するかと

いうと理財商品ということになろう。 

「理財商品償環の硬直性」とはどういうことか。中国は

市場経済を導入してはいるが、投資者からすると、金融商

品についていずれ政府が面倒を見てくれるだろうとリス

ク意識があまり無い。例えば去年の 1月、山西省の石炭へ

の投資信託が破綻し、非常に大きな問題になったが、結局、

銀行が元本を保証して投資家はリターンを放棄すること

で決着がついた。ちなみにそれは金持ち向けの投資信託だ

った。 

 

金融構造変化の背景については、まず、1990 年代に国

有商業銀行の不良債権問題があった。銀行リスクが分散さ

れたが、貸出金利のことをあまり考えられておらずに国有

企業の改革を行った、銀行の利鞘が確保できなければシス

テムが不安定になった。そこで直接金融比率を引き上げる

動きがあった。 

もう 1 つに WTO 加盟による銀行サービスの開放がある。

5年間の猶予期間を経た後、銀行サービス業は外国の銀行

全てに開放するとしたが、その時に中国の一番弱い部分－

利鞘で銀行経営しているのであれば利鞘収入依存から脱

却しなければならない、その際の銀行の改革としてはオン

バランス業務からオフバランス業務へ変化させないとい

けないとし、金利の自由化と業際規制の緩和があった。 

さらに世界金融危機における政府対応の 4 兆元があっ

た。銀行の貸出が急増し、その後に調整したが、実体経済

部分として理財商品へのニーズが高まった。そういったこ

とが金融構造変化の背景だ。 

 

直近の金融改革の動きとして、中国は金利自由化の準備

を着々と進めていると思う。人民銀行が市場にこまめに介

入するという手段も作られている。日本のような短期もの

は中国にはない。人民銀行の貸出制度を SLF と言うが、

初に大型銀行を対象に実行し、去年 1月から地方の中小金

融機関を対象に拡大した。どういうことかと言うと、中国

の金融政策において中小企業はあまりターゲットに入っ

ていなかった。しかし実際にお金を一番必要としているの

は中小企業だ。それで拡大することにした。調べてみると

10 の地方と都市が対象地域として挙げられている。 

去年 9月には中期貸付制度が整備された。また「予算法」

を改正し、地方債の発行を解禁して理財商品償環の硬直性

への対策とした。「預金保険条例」も配布されている。こ
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れはつまり、銀行は今後破綻する可能性があることを示唆

している。さらに預貸比率計上範囲も改正されている。 

 

後に金融改革の残された課題－資本移動の自由化と

金利自由化に触れて今日の話を閉めたい。金利自由化のネ

ックは金利に対する投資の非弾力性だ。国有企業と地方政

府は実のところ金利をあまり気にしない。去年 12 月、北

京の大学を訪問してみると研究条件が大きく改善されて

おり、私がいた当時と随分変わっていた。聞くと銀行から

かなり借金して作ったという。ところが学校は借金を返す

つもりはない。教育投資の何が悪いと言う冗談半ばの声も

ある。つまり、国有企業と地方政府が金利の可能性につい

て非常に弱いということで、そこが大きな問題だ。例えば

理財商品には 10％以上の金利が付く。これは基準金利に

比べて 2倍以上だが、金利の自由化後、価格調整によって

本当にコントロールできるかどうかは怪しいところで大

きな問題点となる。金利自由化を実現するためには国有企

業の改革も不可欠だし、地方政府の権限がどこまで経済に

関与するかも課題となるだろう。非常に難しいところだと

思う。政府役人からすれば経済は GDP で評価するのが一番

手っ取り早い。しかしそれでは総合評価が形骸化してしま

い、あまり意味を成さなくなるかもしれない。この辺りが

どうなるかというところもあるが今日は時間の関係で詳

しく説明できなかった。ご容赦いただきたい。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。質疑応答の時間を設けたかっ

たが時間も超過しているためこのまま 10 分間の休憩に入

り次のパネルディスカッションの準備を行わせていただ

く。 後に時間を見て質疑を受けたい。 

 

～ コーヒーブレーク ～ 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 これよりパネルディスカッション「中国経済の 新動向

と今後の展望」に入る。 

 ご登壇いただく先生方をご紹介する。演台におられるの

は本日のモデレータをお引き受けいただいた龍谷大学の

大原盛樹先生、手前の席にいらっしゃるのが東京大学社会

科学研究所の丸川知雄先生、中央を挟んで向かいのテーブ

ル、スクリーン寄りにお座りなのは学習院大学の渡邉真理

子先生、そのお隣が日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア

経済研究所研究員の丁 可さん、それから愛知大学経済学

部の李 春利先生だ。 

 それでは大原先生にマイクをお預けする。 

【パネルディスカッション】 

 

「中国経済の 新動向と今後の展望」 

 モデレータ：大原盛樹（龍谷大学 教授） 

 パネリスト：丸川知雄（東京大学社会科学研究所 教授）、 

渡邉真理子（学習院大学 教授）、 

丁 可（ジェトロ・アジア経済研究所 研

究員）、 

李 春利（愛知大学経済学部 教授） 

 

■モデレータ 

大原盛樹 氏：龍谷大学 教授 
1967 年生まれ、1991 年東京外国語

大学中国語学科卒業。日本貿易振興

機構アジア経済研究所で 17 年勤務

した後、2010 年から龍谷大学経済

学部准教授。京都大学博士（経済学）。 
著書に Industrial Dynamics in 
China and India (Palgrave 
Macmillan)等。 

--------------------------------------------------- 

 シンポジウム前半では中国経済と金融政策についてス

ケール感のある貴重なお話をいただいた。パネルディスカ

ッションでは事例に基づきながらさらに掘り下げ、ディス

カッション形式で進めていきたい。4名の方々に問題提起

となるお話をいただくが、パネル全体を第一部と第二部に

分けた。第一部では変貌していく中国経済がどのように、

どういった方向に変化していくのか、第二部では新しい中

国に対して日本はどのように向き合っていったらいいの

かということを取りあげる。 

 

 数年前に「北京コンセンサス」という話が出た。米国を

中心とした「ワシントンコンセンサス」というものもあっ

たが、これは構造改革、経済が中心、自由主義、市場主義、

そして政治体制は続行、民営化、こういったセットが一番

良いのだということだった。それに対して「北京コンセン

サス」はむしろ中国モデルを見習わなければいけない、発

展途上国にとっては自由主義、市場主義ではなく社会主義

の独裁で十分にやっていけるのではないか、それこそが中

国なのではないかということだった。北京コンセンサスは

少し極端かもしれないが、中国がこれから向かおうとして

いる経済体制システムは確かに我々のものとは違う。異質

に見えるがゆえ気にもなる。 

「国家資本主義」という考え方があるが、加藤弘之先生

の定義によると、国家資本主義とは「国家、政府が強力な

権限を持ち、市場を巧みに利用しながらその影響力を拡大

しようとする」経済システムだとされている。当の中国は

「国家資本主義」を形成し、その特徴としてルール無き競

争が展開され、国外経済と国有経済が混合されたシステム

で地方政府が激しく競争している。そして利益集団化した

官僚らが強力な支配体制を組んでいる。そういった中で
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「国進民退」、国営部門、政府部門がどんどんと幅をきか

せていき、資本主義、市場主義経済において中心となるべ

き民間部門が委縮しているというようなことが指摘され

ている。 

一方、柴田先生のお話にもあったように「新常態（ニュ

ー･ノーマル）」がある。そこではむしろ政府の役割を制限

しながらより持続可能な、量より質の消費を中心として民

間企業を育成し、さらに新産業を興していくとしている。

こういった新しい考え方が中心になりつつあるようにも

見えるが、ここについては 1950 年代、1960 年代の日本の

開発主義の方がより近く、段々と普通の資本主義に展開し

ていくのではないかという見方もある。 

 今日は限られた時間しかない。この場において中国の経

済体制がどこへ向かうかという結論に持っていこうとは

考えていない。非常に難しい問題でもある。そこで転換す

る中国経済が目指すところに日本とどのような違いがあ

るのか、何故そうなるのかということについて渡邉先生よ

り問題提起をいただき議論を展開したいと思う。 

もう一つ、国民の満足をどのように得ていくかという問

題を取り上げたい。今の中国は国民が豊かになってきては

いるものの、そういった豊かな人々を満足させる社会にな

ってはいないのではないかというところに焦点を当てた

い。「新常態」の中には国民の生活を重視するという考え

方があるが、 終的には福祉国家というか、国民が豊かで

なおかつ格差是正を重視する国家になろうとしていると

考えられる。その場合、行き先にどういう変革が必要とさ

れているかということについて李先生に問題提起をいた

だき議論を進めていく。 

 

はじめに私の方から生活の質にも関わる消費について

簡単に紹介したい。 

これはアジア諸国の GDP に占める消費の割合だ。中国は

低い。また中国は世界でも有数の格差が大きい国だと言わ

れている。ここにジニ係数を示した。ジニ係数の伸びが大

きいほど格差が大きいとされるが、中国は 2000 年代に入

ってから止まりつつある。確かにアジア諸国比べると大き

いのだが、中南米やアフリカに比べると低く、段々と小さ

くなる方向に進んでいると言えるかもしれない。これは

「統計年鑑」から取ったのだが、都市の消費水準を PPP

レートで換算すると、日本の 1990 年代の消費水準に入っ

ていることが分かる。都市と農村の格差は 2000 年代初期

に 4倍近い差があったが、今は落ち着いて低下傾向、格差

の縮小が見られる。こちらは農村内部と都市内部の格差状

況だ。結論だけ言うと 2008 年頃を契機に格差縮小に向か

っているように見える。次に消費性向と税負担率だ。都市

と農村の格差の縮小に貢献しているらしきところに農村

部の税負担の低下と都市部の社会負担増がある。中国でも

豊かな人に課税や社会保障の課金をするようになった。ま

たこれが新しい消費を刺激している。 

一つの例として、中国と日本の家計消費支出に占める交

通通信関連支出の割合を出した。日本は勿論上がっている

のだが、中国の都市部において特に顕著なのは所得別に上

位 10％、下位 10％と分けた場合、上位 10％の豊かな人の

支出が一気に伸びていることにある。都市部において消費

傾向を牽引しているのは豊かな人たちだということが分

かる。 

それでは中国の消費者はどう考えているのだろう。消費

志向について調査した結果がある。化粧品の選考要因に関

する調査として若い女性を対象にアンケートを実施した。

彼女たちが社会格差や不公平感、競争感をどのように感じ、

それが化粧品にどう結びつくかを調査したものだ。調査結

果の一部だが、仕事における人の競争についてインドネシ

ア、日本、中国の意識を比べると中国とインドネシアでは

日本よりかなり激しいと感じられている。恋愛競争、つま

り良い結婚相手を見つける競争だと捉えていいと思うが、

ここでも中国では激しいと実感する人が日本より多い。社

会格差に関する認識はどうかというと、どうしても超えら

れない壁があると感じる女性がやはり中国には多い。こう

いった格差意識と競争意識がストレスや顕示性－自分を

外部にどう見せるかという意識－がどのように化粧品の

選択に結びつくかを研究したのだが、データからもストレ

スにつながるような格差や競争意識が激しく感じられて

いることが分かる。 

もう一つ、私のゼミ生と一緒に行った調査だが、中国に

おける消費者の粉ミルク製品に対する安全意識調査の結

果を紹介しよう。2008 年にメラミンを含んだ粉ミルクが

中国で大量に普及し、腎臓結石でおよそ 10 人の乳児が亡

くなり 30 万人近くが健康被害を受ける事件があった。こ

の後、国産の粉ミルクは売れなくなり海外の粉ミルクの輸

入が急増する。日本でもドラッグストアなどで中国人留学

生達が大量買いをして購入制限されたところもあったよ

うだ。そこで国産粉ミルクが何故売れないのか、中国の乳

幼児を持つ母親約 200 人にアンケートを行った。結論だけ

言うと、彼女達は国産の粉ミルクの安全性を信頼していな

い。ところが安全性を高めるために中国政府やメーカーは

対策を打っている。政府とメーカーを繋ぐ粉ミルク協会も

対策しているが、その施策についてどれくらい知っている

か、そしてそれをどれくらい信じているか聞いてみると、

政府が導入した医薬品並みの監査方法などはあまり知ら

れていない。対策が役に立つかどうかを聞くとたいして役

に立たないという回答も出てくる。何故役に立たないと思

うかというと、国にしっかり監査するだけの能力がなく、

そもそも道徳的観念が薄い、例えば企業から賄賂をもらっ

てすぐにひっくり返すし何かあってもすぐ隠す、公正性や

透明性が無いからだとしている。能力に対する問題、道徳

問題、公正性に対する問題について消費者が厳しく感じて

いる結果が出た。 

 今お話したのは一つの例だ。李さんのお話にも出てくる

と思うが、いずれにしても豊かな人たちの満足感を達成さ

せ得るような社会意識に欠けているという問題がある。こ

こについて議論を進めていきたいと思う。以上が第一部の

内容だ。 
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第二部では日本企業が中国にどう向き合ったらいいか

ということについて丸川先生と丁先生に問題提起をいた

だく。 

中国の低賃金を活用して日本企業は成功してきたが、市

場を開拓したり、グローバル化しようとした時に必ずしも

うまくいかなくなっている。中国の様々な変化－市場変化

や路線の変化、消費者の変化－についていけないところも

あるし、さらに中国企業自体が高度化しているところで地

場企業を企業の提携先として活かしていないという問題

もある。中国のいろいろな経営資源をどう活用していくの

かについて考えていきたいと思う。 

 問題意識について紹介したところで、早速第一部の問題

提起に入りたい。まずは学習院大学の渡邉先生にお願いす

る。 

 

第一部：転換する中国経済が目指す方向と課題 

（１）「中国経済とどう付き合うか：国有企業改革をめぐ

る動きから」 

渡邉真理子 氏：拓殖大学政治学部 教授 

1991 年東京大学経済学部卒業、ア

ジア経済研究所入所。香港、北京に

駐在。 1998 年香港大学 M.Phil 取
得、2011 年東京大学経済学研究科 

博士号取得。  
主な編著論文など。渡邉真理子編著

『中国の産業はどのように発展し 
てきたのか』勁草書房、2013 年。

加藤弘之・渡邉真理子・大橋英夫『2 世紀の中国経済：国

家資本主義の光と影』朝日新聞出版社、2 013 年。「国有

控股上市公司控制権、金字塔式決構和侵占行為」『金融研

究』2011 年第６期。 
--------------------------------------------------- 

 今日のパネルディスカッションはいろいろな論点を総

合的に見ようという大原先生のお考えで、私の方からは国

有企業に関してということだった。私自身、この分野は継

続的に見るようにしている。企業におけるルール、制度を

考えていく上で、先ほど柴田先生や童先生からお話があっ

たように中国はより大きな経済体となっていて、もしかし

たら米国を抜いて世界一の経済大国になるのではないか

ということがある。その時に世界の経済ルールはどうなる

のか。中国のルールが世界に染み出してくる部分があるの

は間違いないと思う。結論から申し上げると、私は中国の

ルールであってもそれが良いルールであればアジアの世

界は受け入れるべきだと考えている。もし良いルールと言

えない部分があればそれをいかに直していくかというこ

とを考えていかなければいけない。日本は今でも世界第 3

位の経済大国であり、アジアの中では中国と日本が大きな

存在となっている。経済をめぐるルールはやはりこの 2

つの国から作っていくべきだが、中国はいろいろな行きが

かり上、抱えている問題が大きく、それを中国自体が良い

と思っているかどうか微妙なところがある。いろいろと企

業をめぐる制度構築を政府と民間の間でやっている。そう

であれば、より良い制度を具体的にどうアジアに作ってい

くかということをそろそろ考えてもいいのではないかと

思い始めているところだ。今日はそこに関して具体的な論

点をいくつかご紹介したいが、細かいデータは用意してい

ない。結論だけつまんで簡単にお話させていただく。 

  

今日は経済の話題が主軸であり現場を知っていらっし

ゃる方々がお集まりなので、中国に対する認識や空気に強

くネガティブな感じはないと思うが、一般の方やマスコミ

の方々に対すると非常にネガティブな空気が強くなる。あ

る意味、習近平政権に対して困惑がある。どういうことか

というと、経済面から見るとある程度は前を向こうとして

いる、一方で政治に関しては締め付けが激しく、日本には

領土問題できついところがある。国内においては少数民族

に対する締め付けがますます厳しくなっており、知識人に

関しても若干そういう面がある。先頃、朝日新聞の吉岡桂

子記者が『問答有用』というインタビュー本を出された。

体制内改革派の本だったが、本に登場した人々がどんどん

と捕まって体制内改革派ではなくなってしまったのでは

ないかという話がある。残念ながらそれを否定できない。

では、何故そうなったかというと理由はいろいろあるだろ

う。このような中国の動きに対して日本の中でも中国に対

抗するのだとか、電車の中吊り広告の週刊誌には“安倍政

権対中開戦か”とかいうような見出しがあったりする。戦

争するのかという論調だが、現実問題そうはいかない。そ

れをどう考えていくのかということで言うと、やはり経済

をめぐる制度をなるべくアジア全体、世界全体で良いもの

に作っていくということがあると思う。 

 

「対中開戦」とする人達は、1914 年、第一次大戦が始

まった頃のイギリス・ドイツ間の貿易量は過去 大だった

が両国は戦争した、だから日中の経済交流が深い現在にお

いて戦争はないはずだという発想は無いと言っている。し

かしこの歴史認識には大きく間違っている部分がある。第

二次世界大戦の前と後では経済体制大きく変わっている

からだ。第二次大戦以前は何だったかというと金本位制が

あり重商主義だった。世界の経済規模は金利の比率何倍と

成長が決まっており、それゆえに人の活動が大きくなり経

済の実情が拡大しているのに金に縛り付けられた影響と

して戦争となっている。しかし第二次大戦後は大きく反省

し、一つに貨幣については管理通貨制度にした。金とは関

係なく政府が貨幣供給をコントロールして経済規模に合

わせた貨幣供給を行い、経済の実態に合わせて貨幣が供給

されるため経済の規模は大きくなる。それに加え、WTO に

代表される自由貿易および投資の自由化。投資を自由化す

れば何も軍隊を使って相手国の領土を取らずとも経済活

動を広げていける。そして戦後 70 年、局地戦はあるもの

の大きな世界戦争は無く、経済規模が大きくなり金は削減

されてきた。今後、日中が何かを考える時に何をすべきか
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というと、経済規模が大きくなる体制というものを維持、

拡大していくことを基本的方向とすれば一番良いのでは

ないかと思う。中国の軍事的な動きが穏やかでないのは事

実だが、アジアで開戦することのコストを考えると、戦争

した場合はアジアで全てが潰れてしまう。それは中国にと

っても大きなデメリットだ。そこの部分をどんどん大きく

していくことを考えることが建設的方向ではないかと思

う。 

 

 前フリが大きくなったが、経済に関して 近感じること

に、中国の視野はアジアの中だけにはおさまっていないの

ではないかというところがある。日中関係も彼らにとって

は One of them で、それは致し方ない。それでは全体的に

何を見て何をしたいのかというと、ポジティブなところも

あれば中国の国益だけを気にしているところもあり、例え

ばどうやっているかというと、一つにアジア経済および途

上国の経済の中心になりリーダーシップを取りたいとい

うあたりがはっきりし始めている。金融に関していえばア

ジアインフラ銀行やシルクロード基金、BRICS 銀行が動き

出している。ツールとして金融機関がこれだけあるという

ことだが、政策としてシルクロード経済ベルトと 21 世紀

海のシルクロードという壮大な計画がある。昔のシルクロ

ード時代と同じような経済交流を深めようということだ。

これには意味がある。中国はここ数十年の間、シルクロー

ド時代のような大きな経済交流を無くしていて、主に日本、

米国、ヨーロッパとの経済交流が多かった。この 10 年く

らいで東南アジアの方を拡大してきたが、これからは東ア

ジアと海をつたっていこうということだ。ここに経済拡大

のポテンシャルがあるのは確かだ。軍事的にやろうと言っ

ているわけではなく、アジアにとっても良いことなので多

くの国が関心を示している。 

一方で中国経済自身にも抱える問題がある。習近平氏は

「新常態」と言っているが、高度成長時代はそろそろ終わ

り、高齢化と労働力の減少、コスト上昇からいうと先進国

としての中成長、低成長時代がいずれくるのは仕方無い。

これに対して自分たちの経済規模をアジア全体に広げた

いというのが基本にあり、その中で日中関係、米国との関

係、アジア関係があると思ったほうがいいと思う。 

 

ではそのような中国とどのように付き合ったらよいか。

中国も自分たちを世界でどう位置付けたらいいか、はっき

りさせていない部分があると思う。先進国の先輩として日

本が言うべきことは、日本の戦後の経済発展は WTO 体制と

自由貿易体制、管理通貨体制の中での経済成長だから、そ

の体制を維持発展させていくこと、そこに中国も入ってき

てもらうという発想がいいと思う。先週のニュースで、中

国の体制を揺るがすような民主的価値観を勉強させては

いけないというお触れが出たとあったようだが、自由貿易

や管理通貨は価値観の問題かというと必ずしもそれだけ

ではなく、一方でもっと大きな実利があり、中国およびア

ジアの経済体を成長させる可能性がある。それではどうす

るか。大きな国が大きいからといって何でもルールを決め

るのがいいのか、それともルールベースで自由化していく

方がいいのか。WTO が成功した理由はルールベースだった

からだ。関税への引き上げ競争を止めて皆で下げ、自由経

済を浸透させたことで全体の経済取引が増えた。やはり望

むべくはルールベースの自由化だと思う。これに関して中

国は得てしてパワープレーに走り勝ちだが、そういった流

れをこちら側に誘導するのがアジアにおいて日本が果た

すべき役割だと思う。加えて国内のいろいろな政治的な締

め付けを考え合わせると、習近平体制に対していろいろな

困惑、不安や疑心があるのも分かるが、中国が 終的に法

治国家になり憲政支配となれば国内も安定し、国外経済に

とっても法による取引が望ましい。こういったあたりを促

すような動きが必要ではないかと思う。習近平体制が進め

ようとする方向について疑念を持つ人もいると思うが、正

式に法治を推進すると言っている。それに対して非常に望

ましい方針だと賛同を示すのが日本や米国のやるべきこ

とではないだろうか。 

 

 具体的にどういう話で議論が出来るかということで 2

つ挙げた。国有企業の行動ルールと競争政策の運用だ。国

有企業の行動ルールについて言うと、今、話題になってい

る TPP という通商交渉がある。TPP や FTA がアジアでも広

がっている。WTO の多国間交渉がなかなかうまくいかず、

その理由の半分はおそらく中国のせいだというのもある

が、WTO 体制では投資ルールがまだ出来上がっておらず、

それが自由化促進の支障になっている。特に国有企業が政

府の権力をバックに市場競争に参入することが競争ルー

ルとして不平等だと話題になっていて、TPP の中には今後、

この項目が入ってくる。今、交渉に参加しているマレーシ

アやベトナムの公共企業は大きいが、その辺も公共企業の

ルール策定に関わりある程度合意ができつつあるとされ

ている。より普遍的な公共企業のルールを設定し、たくさ

んある中国の国有企業の中でも悪い部分はこのルールの

中でうまく規制するような形にもっていくのがいいと思

う。 

もう一つ注目されているのが競争政策－独占禁止法の

運用だ。これについてずっと注目して見ているが、去年の

夏ぐらいから特に外資向けのものが目立って報道されて

いる。2、3 日前も大きな判決があった。クアルコムの取

引契約の仕方が独占的で支配的地位の乱用にあたるとい

うことで 9.75 億米ドルの課徴金が課されたのだ。何が悪

かったかというと、クアルコムが半導体を売る際のライセ

ンスフィーの算定方法が半導体価格でなく、例えば携帯電

話であれば携帯電話全体の価格の何％というように、かな

り高い算定基準を元にライセンスフィーを取っていた。ク

アルコムが提供しているのはあくまでも半導体だが独占

力を乱用しているような契約を結んでいるのはクアルコ

ムだけ。他の半導体設計メーカーはそこまでではなく、中

国だけでなく韓国でも困ったとされていた。米国の独禁法

当局は民間企業ということでクアルコムに対して甘かっ
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たが中国当局はきつめの判定をした。米国と中国の間では

緊張感が出てくるかもしれないが、業界としては良い判断

だったかもしれないという微妙な判決だ。 

もう一つ、車保守部品の価格設定も支配的地位の乱用だ

という決定が出ている。そこではドイツ車がメインのター

ゲットになった。消費者目線から見れば中国当局の判断は

支持できるもので、中国も法律政策の運用に関して必ずし

も無体なことを言うばかりではなくなっているところに

変化が出てきている。ただ、時にその中で自国の産業政策

と独禁法の運用を露骨に結び付け、外資が損をして自国が

得をするということもある。そこに関してはやはり日本や

米国、EU がうまく関与してやっていけばよいのではない

だろうか。 

 国有企業をめぐる動きを整理して感じたことが 2 つあ

る。一つは法を超越した政治の弊害で、これがある産業で

起きていた。もう一つに国有企業と外資系企業と民営企業

が中国の市場で競争しているが、国有企業の存在があまり

イノベーションの役に立っていないということがある。何

故かと言うと国有企業には金融的な支援があり、また競争

淘汰ルールが国有企業に対して甘い、他と違うところがあ

るからだ。クリエイティブな企業活動をせずとも市場に残

っている。そのことが国内の過度な価格競争と生産能力の

過剰に出ているのだろうと分析している。その辺りの具体

的な話を資料に用意したのでお手元の配布物をご覧いた

だきたい。時間の関係上、ここで区切らせていただく。 

 

（大原） 

 続いて李先生にお話いただく。 

 

（２） 「深刻化する中国の都市環境問題」 

李 春利 氏：愛知大学経済学部 教授 

1962 年生まれ。中国社会科学院大

学院、京都大学を経て、1996 年東

京大学より経済学博士号を取得。米

国ハーバード大学客員研究員、マサ

チューセッツ工科大学（MIT）国際

自動車研究プログラム（ IMVP）

兼任研究員、東京大学ものづくり経

営研究センター特任研究員を歴任。 
中国浙江大学講座教授、南開大学特任教授を兼任。2014
年 11 月より日本華人教授会議代表。専門は中国経済論、

エネルギー・環 境経済論。  
著書に『インド vs.中国 二大新興国の実力比較』（共著）

『中国多国籍企業の海外経営』（共著）『中国製造業のアー

キテクチャ分析』（共著）など約 30 冊。著書・論文は日本

語、英語、中 国語で発表されるほか、ドイツ語、フラン

ス語にも翻訳される。 

--------------------------------------------------- 

私は「中国経済の 新動向と日中関係」という共通のテ

ーマに沿った一つの具体例として中国の都市環境問題、具

体的には PM2.5 の問題と北京の都市交通の問題に焦点を

絞りお話したい。 

この写真は皆さんにもお馴染だろう（会場・笑）。 

 この 1 枚は NASA の有名な衛星写真だ。茶色が濃いほど

PM2.5 の濃度が高い。よく見るとやはり一番色が濃いのは

中国の華北地方だろう。北京、天津、山東省もすっぽり入

っている。PM2.5 の要因には産業の排出ガス、自動車の排

出ガス、そして光化学反応による二次生成粒子－空気中の

粒子が日光に含まれる紫外線により化学反応を起こしそ

れによって発生する二次汚染物質－がある。 

 先頃、北京市環境保護局が公表したデータによると、北

京の PM2.5 の一番の発生源は自動車の排出ガスで 31.1％

を占めている。2番目が石炭燃焼で 22.4％、3番目が産業

の排出ガスで 18.1％、そして粉塵 14.3％、その他 14.1％

と続く。これらが北京の環境、PM2.5 に も影響を及ぼし

た因子だ。そして、こちらの円グラフが面白い。北京市地

元の発生比率が 64～72％となっていて、つまり 6 割から 7

割の PM2.5 が地元である北京から発生しているというこ

とだ。周辺地域が北京の PM2.5 に対して及ぼした影響の比

率は 28～36％。周辺というとまず河北省だろう。おそら

くは内モンゴル南部も一部入り、少し離れているが山東省

も入ってくる。 

ここで PM2.5 基準値の国際比較について簡単に紹介し

よう。日本、米国、EU、中国が発表した現在の基準値だ。

このデータを見る限り、中国の基準値は他と比較し決して

甘くはない。1 日平均で 35～50 ㎍/㎥としている。WHO は

目標値を 3段階に分けているが、中国の基準値は第 1～第

2段階の目標のところに該当する。つまり、基準値を見る

だけでは実際の様子が分からないということだ。 

これは時間をかけて作った図で PM2.5 に限らず PM10 や

SPM も含んでいる。主要国の PM と NOx の排出基準に関す

る国際比較を一枚にまとめてみた。日本、米国、欧州、中

国とで比較すると驚くような結果が分かる。PM の排出基

準に関し、中国は日本と欧州のおよそ 3 倍、米国の 2.3

倍と出ている。次に NOx の排出基準について、特に米国は

NOx 規制の歴史も長く基準も厳しいが、中国は日本の 5

倍、欧州の 4.3 倍、そして米国の 7.4 倍という数字が出て

いる。PM については規制を厳しくしないと改善されない

が、現行基準で見た場合、具体的データは非常に残念な結

果になっている。 

発生要因はいろいろあるが、詳細を説明する時間はない

ので結論だけ簡単に申し上げる。“複合型汚染”という言

葉は日本の方にはお馴染だろう。“煤煙型汚染”は途上国

型汚染、“自動車排出ガス型汚染”は先進国型汚染ともい

われている。またスモッグについて、日本では前者を「ロ

ンドン型スモッグ」とよんでいるし、後者を「ロサンゼル

ス型スモッグ」ともよんでいる。中国はその中間で“複合

型汚染”、つまり、途上国型と先進国型の中間にあるとい

うのが特徴だ。 

 

次に交通渋滞について有名な写真を持ってきた。10 月 1

日の国慶節を挟んだ中国のゴールデンウィークの時の写
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真である。交通渋滞とは何かということでギネスブックに

も載ったぐらいで、あまりの様子に圧倒される。それから

過去 15 年ぐらいの中国の自動車販売台数をまとめてみた。

2014 年は 2,350 万台が売れているが、これは世界第 2 位

のアメリカ、3位日本の合計数よりも多い。中国の勢いは

衰えない。 

私は時々中国に呼び戻されてスピーチをさせられるが、

先月も 2 日間にわたり北京の釣魚台国賓館で開かれた国

際会議に呼ばれた。こういう場で私がよく話すのはまさに

日中関係そのものである。ただ二国間の政治的な関係では

なく、もっと具体的でつまり都市と都市、あるいはローカ

ル to ローカルの視点で話している。例えば、ここでは北

京市と東京圏（首都圏）の比較を挙げてみる。東京圏は 1

都 3 県とし、東京圏は人口 3,500 万人、北京市は 2,100

万人。面積は北京市のほうが東京圏よりやや広い。車の保

有台数は東京圏でおよそ 1,500 万台、北京は 500 万台強と

東京に比べて少ない。中国では北京の車は多くないと言う

と、皆が驚く。問題はそのマネージメントだ。 

どこが違うかというと、先ほどの柴田さんの交通の話が

まさにそのポイントで、高速道路の問題がある。北京市の

高速道路は東京圏のものより長い。地下鉄の総延長も東京

より長い。第 13 次 5 ヵ年計画では 1,000km になるという

から、そうなれば東京の 3倍以上になる。投資の裏付けも

あるからこのことははっきりしている（会場・笑）。つま

り、高速道路や地下鉄といった見栄えのいいところに相当

お金をかけている。 

しかし大事なのは一般道路も含めた道路の総延長だ。一

般道路は都市部の毛細血管のようなもので、ここをみると

東京圏は北京の 7.4 倍にもなっている。交通渋滞に差が出

るはずだ。 

もう一つ大事なのは軌道交通の総延長で、ここにも決定

的な違いがある。東京圏は 3,474km、北京は 465km、5.2

倍の差がある。つまり、北京では自動車の急増に対して社

会が全く追いついていないということだ。 

PM2.5 の問題も交通渋滞の問題も原因ははっきりして

いる。 

さて、国際比較をするうえで東京だけでは物足りない。

そこで中国人が重視している米国のニューヨークを入れ

てみた（会場・笑）。東京は中野区、ニューヨークはマン

ハッタン区を比較したものである。縦軸に一人当たりの自

動車保有台数、横軸に人口密度を取っている。これを見る

と東京とニューヨークは右下がりの曲線になっているこ

とが分かる。一方、北京のカーブは右肩上がり。一人当た

りの自動車保有台数は東京 0.16 台、マンハッタン 0.15

台で比較が可能だ。北京は東城区で0.34台、西城区で0.29

台と、都心部で比較すると東京・マンハッタンのおよそ 2

倍、国際的な大都市の一般的な姿に逆行していて、都心部

ほど車を多く使っている。 

後にもう一つ、国際的な大都市を比較するという意味

でロンドンとパリを入れてみよう。主要大都市におけるト

リップパターンの国際比較だ。ロンドン、ニューヨーク、

パリ、東京、北京とデータを並べた。これだけ並べれば中

国の人も納得するだろう（会場・笑）。一瞥すると、国際

的な大都市における軌道交通の使用率は大体 5 割を超え

ている。ところが、東京はそれが際立っていて 86％にも

なっている。ロンドンも 6割を越えている。対して北京は

12%、東京と比較すると 7 倍の差だ。そして自家用車によ

る外出を見ると、東京は極端に少ない。13％くらいだろう

か。東京は、パリやロンドン、ニューヨークに比べても効

率的に自家用車の使用を抑えていて、世界でもっとも進ん

だ都市といえるのではないか。それに対して、北京は 34％

で、東京の 2.6 倍だ。このように、国際比較するといろい

ろな問題点が見えてくる。 

 

まとめると、PM2.5 の問題は規制の基準が甘い。次に燃

油品質の問題。北京を出るとガソリンの質が急に落ちる。

所得格差だけでなく地域格差があるということだ。燃油に

含まれる硫黄の含有率は北京からちょっと離れるとユー

ロ 3（規制値 150ppm）だ。基準値を国際的な水準であるユ

ーロ 5（10ppm）まで引き上げるには 15 倍、しかしここを

解消しない限り空気はきれいにならない。一次エネルギー

を石炭から天然ガスへの切り替えも大事だ。北京ではほぼ

切り替えが終わっているが、周辺の河北省などはまだまだ

だ。これも切り替えない限り空気はきれいにならない。 

都市交通の問題もはっきりしている。東京都心部のよう

に公共交通機関の利用を促進しなければいけない。プラス

もマイナスも含めて日本の都市化の経験が中国にとって

は非常に参考になる。その背後にはアジアの大都市の共通

性というものもある。つまり、アジアでは人口密度の高い

大都市が先に形成され、その後から車が都市の中に入って

くる。これは欧米の都市化とは異なる発展パターンだ。 

私のプレゼンは以上である。 

 

（大原） 

ありがとうございました。 

渡邉先生からは中国の政治経済体制というところで中

国独自のものでもそれを世界が受け入れられるものであ

れば、またルールを決めてそれが守れるのであればそれで

よいのだということで、むしろ問題は国有企業の方、政権

がルールの弊害になっていて社会全体のロケーションを

阻害しているということだった。 

李先生からは自動車と環境問題を具体例に、中国社会全

体が許容できていないところを問題提起いただいた。 

私から渡邉先生に伺いたいところに、何故、法治を捻じ

曲げてまで国有企業が出てくるのかということがある。国

家資本主義の考え方そもそものところに国営部門を強く

する目的があるというが、そういった利害が関係するのか。 

 

（渡邉） 

そこについては今日、紹介しきれなかったスライドで簡

単に触れている。国有企業全てが悪いとは言えない。6枚

目のスライドのところだが、典型的に問題が起きた産業と
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そうでない産業がある。中国では法による支配がシステム

として機能していないために結局こういうことが起こる

のだと私は理解しているが、具体的にどういうことかとい

うと、石油、ガソリン、ディーゼルの流通の部分が典型的

で、どう問題が起きたかについて簡単に説明させてもらう。 

国有企業と特定の政治家－政治権力が結びつくと法を

捻じ曲げることが出来てしまう。そこで何が起きるかとい

うと、石油で典型的なのは原油価格が高い時に国内の消費

価格にキャップがかかっていると流通企業は需要があっ

ても供給しない。そうなるとガソリンスタンドの前に車が

何百台も並ぶことになる。 

2番目に李先生からも話があったPM2.5の基準値のとこ

ろで、ここの政治経済学に関して中国メディアが既に報じ

ているが、 大の問題はディーゼルの油と潤滑剤の環境基

準をどう入れるかで、しかし環境基準の決定委員会のメン

バー構成を見ると 50 人中 46 人が石油産業企業、環境部門

からはたった 1人。排ガスに関しては車のエンジンと油の

両方が問題なので、車からもメンバーは出ている。エンジ

ンは外資から技術をもらえばすぐに導入できるのだが、こ

れに反対したのが石油 3大会社だという。石油の流通につ

いて政治的な面が露骨に出た。1999 年に省庁レベルの通

達で国有 2社しか流通させてはいけない、他の会社はその

2 社から許可を得ないと原油を輸入しても生成できない

というあまりに独占的な政府通達が出た。WTO 加盟の際も

これはあまりに酷い制度だから直すようにとされ、民営部

門の流通比率を増やす約束をした。しかし米国が遠慮した

のか分からないがきちんとコミットのレビューがされな

いまま終わっている。もう一つ言えば、この 2社の独占は

2008 年に制定された国内独禁法にも露骨に違反している。

2008年の独禁法が出来た段階で1999年の通達は無効にし

なければいけないのだがどういうわけかずっと有効のま

まとなっている。そしてそれは周永康が悪かったからだと

されている。本当にそうかは分からないが、中国の報道の

され方と現存する事実としてそのいった例があり、何故そ

のまま許されたのかというとそれを認めた政治家が悪い

ということになる。そうやって力を溜めた周永康は習近平

政権にとっても脅威であり政治闘争が始まった。習近平は

自分のポジションを守るためにもやらざるを得ない。であ

れば、言った以上ちゃんとやって欲しいと世界が言うしか

ないと思う。 

 

（大原） 

李先生の交通渋滞のくだりは面白かった。都心に行けば

行くほど楽になるはずが不便になる。インフラが一番の要

素だが、そこで不思議なのは、中国はインフラ投資の体制

が他国とは違うと言われており、また投資自体も実際に大

きい。投資の際に予想が出来たと思うのだが、何故、北京

は今の姿になってしまったのだろう。 

 

 

 

（李） 

私は話の中で日本をたくさん褒めたが、褒めるだけでは

問題は解決しない。日本の昨日は中国の明日にはならない。

中国は非常に速いスピード－私はこれを「圧縮されたライ

フサイクル」とよんでいるが－、日本が 30 年かけてやっ

たことを中国は 10 年でやってしまう。その意味で、今の

交通渋滞の問題もそう遠くない未来に解決されるかもし

れない。公共投資の分野は中国は特に得意としているから。 

ただ、交通渋滞が解消されて問題が解決するかというと、

それはまた別の問題だと思う。日中を比較して私が感じた

のは、日本の環境問題、特に公害問題の解決と市民社会の

成熟はほぼ軌を一にしてきたということだ。鍵は市民社会

の形成にあると思う。尼崎公害訴訟や東京大気汚染公害裁

判を中国に紹介したら、市民が政府を訴えるのかと逆に驚

かれた。第三者によるモニタリング機能が大事だ。中国に

決定的に足りないのは市民の目線、消費者の視点だ。市民

社会には匿名性があり、そこのメンバーは誰もが同じ権利

を持てる。しかしそれは根の深い別問題だろう。 

 

（大原） 

まだ議論したいところはあるが、時間もあるので第 2

部に移りたい。はじめに丸川先生にお話いただく。 

 

第二部：日本企業は新しい中国といかに向き合うか 

（３）「日本企業の中国事業」 

丸川知雄 氏：東京大学社会科学研究所 教授 

 

1964 年生まれ。1987 年東京大学経

済学部卒業後、アジア経済研究所に

入所、2007 年 2 月から現職。  
著書に「現代中国の産業」、「チャイ

ニーズ・ドリーム」、「現代中国経済」

等。 
 

--------------------------------------------------- 

 私からは日本企業の中国ビジネスについてお話する。 

 去年 6 月頃の日経新聞に、日本のビジネスマン 3,000

人に対して今後 10 年の中国の見通しについて聞いたアン

ケートに関する記事が掲載されていた。回答の選択肢は

“7％以上の高度成長”、“5-6％の中度成長”、“10-15 年以

内にバブル崩壊”、“5 年以内にバブル崩壊”だ。結果、3

分の 2 が 後の 2 つの選択肢、つまり 10 年以内にバブル

が崩壊して中国が大変なことになると予想していた。ちな

みにこの調査は毎年行われており、一昨年は日本企業にと

って中国の重要性はどうかというアンケートだったらし

く、そこでもやはり過半数あるいは 3分の 2程度が日本経

済にとって中国の重要性は下がると予測していたとのこ

とだ。後者は日本企業としての判断だが、もし今後も中国

経済がダメにならず、しかし日本企業が中国でビジネスを

しなくなったらどうなるかを考えると、空恐ろしいものが

あるのではないかと思う。 
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 週刊誌などで日本企業が中国から撤退し始めているら

しいとか全撤退とかいう話があるが、数字はどうなってい

るのだろう。このグラフは日本から中国への直接投資につ

いて毎年どれくらいいっているのか、日本側と中国側の統

計値を並べたもので実線が中国側、点線が日本側だ。これ

を見るとつい 近までブームだったことが分かる。2013

年までの数字しかないが、史上 高にブームを更新するよ

うなレベルにあったと言えよう。この結果と先ほどのアン

ケート結果がどう結びつくのか判然としないが。この数字

を素直に見ると 2010 年から 2013 年まで投資ブーム。その

後は尖閣問題もあり、さすがに半減したという数字もある。

2010年から2013年のブームがどんな分野で起きていたの

か私自身も実感に乏しいところがあるが、一つの鍵は再投

資がかなり多いらしいということだ。新規投資より再投資。

既に出ている企業が追加投資したり、M&A－既存の中国企

業に日本企業が資本算入する－があったりする。どうもそ

ういうことのようだ。 

先ほどのグラフは毎年のフロー、出ていく金額だが、そ

れではストックはどうか。撤退しているとしたらストック

は減っているかもしれない。それを示したのがこのグラフ

で、ストックの金額はこの青線だが、見るとやはり増えて

いる。撤退するより増えている分の方が多い。企業数は赤

の線だが、リーマン・ショックの時に明らかに止めた企業

もあるが、その後もじわじわと増えている。 

今日、主にお話したいことは、日本企業の中国ビジネス

の形態が変わるのではないかということだ。2000 年以前

は製品を中国国内でつくって中国国内に販売しようとし

たら合弁でなければいけなかった。特に国有企業と合弁し

なければならず、例外がないこともなかったが、それは至

上命題のようなものだった。一方、輸出であれば単独出資、

独資でもいいし、委託加工という形態もあった。それが

WTO 加盟後は国内なら合弁という規制が殆どの分野でな

くなった。自動車など規制が残っている分野も若干あるが、

かなり少なくなり、ここ十数年は合弁から独資へという方

向に転換している。また例えば、より 近の現象として、

今まで広東省では委託加工企業という法的には無礼な存

在が許容されていたが、これが近い内に出来なくなるとい

うことで、委託加工の仕組みで輸出していた企業も独資に

転換するということが起きている。このグラフはそういう

ことを表している。一番上の薄い部分が独資企業の数にお

ける割合を示していて合弁から独資に移っている様子が

分かる。 

しかし、 近になって知ったいくつかの事例から、また

合弁が復活するのではないかと思われることがある。それ

を今日の問題提起にしたい。 

 

初のポイントとして、中国に進出する目的が 2000 年

までは輸出メインだったのに対し、 近は 7割が国内販売

向けとなっている。 

1 つ事例を紹介したい。唐沢製作所という自転車のブレ

ーキを作る企業だ。1993 年に合弁企業をつくったのだが、

合弁相手がいろいろと不正をやっていたらしく、1998 年

に合弁を解消して独資企業、単独出資企業をつくった。唐

沢製作所は小さい企業ゆえ現地に日本人を派遣する余裕

が無く、独資企業をつくる際に日本で研修を終えたばかり

の若い中国人を社長に据えた。果たしてこの若い経営者が

たいへんに有能で、会社をつくってから現在までに販売量

を 70 倍までに拡大した。顧客数が 400 社、中国人でなけ

れば絶対にできないようなことをしている。この成功はど

う考えてもその経営者のおかげだ。日本の本社は技術を提

供しているが、彼の功績によるところが大きい。その功績

を認める意味もあったと思うが、この会社は 2011 年に経

営者が 7割を保有する合弁企業へとまた転換した。これは

両方にとって非常にハッピーな、しかし象徴的な話だと思

う。 

 

 海信日立の例もある。元々、海信も日立も有力な電気メ

ーカーで、それぞれが独自に同じ市場を攻略していたがな

かなかうまくいかない。海信は販売力はあるが技術が無い。

日立は技術は凄いが販売力が今一つ。それでは両方を組み

合わせてしまえということで、完全対等出資の合弁をつく

ったところ、かなり成功している。 

国有企業と合弁せざるを得なかった時代は相手の悪い

ところが入らないようにすることを考えるのが大事だっ

た。しかし、中国の市場経済の歴史もこれだけ長くなれば、

中国企業の中にも優れた要素を持った企業が出てくるし、

唐沢製作所の例のように能力を持った経営者も増えてく

る。独資だとこういう力を活かしにくいかもしれない。ま

た 1990 年代は国有企業と日本企業の考え方も相容れなか

ったが、その面でのギャップも縮小した。そういった辺り

をいろいろと考えてくると、今までのところ独資が 7割と

圧倒的優位になっているが、今後は合弁企業が再びクロー

ズアップされてくるのではないかと思う。私からは以上だ。 

 

（大原） 

 続いて日本貿易振興機構の丁先生にお願いしたい。 

 

（４）「中国経済の 新動向と今後の展望」 

丁 可 氏：日本貿易振興機構アジア経済研究所 研究員 

1979 年生まれ。1999 年中国南京大

学卒業後、名古屋大学大学院経済学

研究科進学、経済学博士。2005 年

日本貿易振興機構アジア経済研究

所入所、地域研究センター東アジア

研究グループ所属。専 門は中国経

済論、中小企業論。著書に『中国 産

業高度化の潮流』（今井健一氏と共 
編著）、Market Platforms, Industrial Clusters and Small 
Business Dynamics など。 

--------------------------------------------------- 

 丸川教授からは日系企業に焦点を絞って 近の動きに
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ついてお話いただいた。私からはより広い視点から、民間

企業と外資、この 2つの動向について見解を述べさせてい

ただきたい。 

 外資にしても民間企業にしても中国経済の中では市場

の原理が も働いている世界だ。従って「ニュー･ノーマ

ル（新常態」」、経済成長率が 7％代に低落した時代に入る

と、他の部門に比べて民間企業や外資はより厳しい競争に

さらされるようになり、より激しい構造転換を迫られるだ

ろうと予想される。 

こういった状況の中で民間企業では大きく 2 つの方向

性が打ち出されている。1つは効率の向上、生産性の向上

という方向性で、もう 1つは新市場を開拓するということ

だ。その対応策としてインターネット的発想と「走出去」、

海外進出がポイントとなっている。 

一方、外資はこれまで中国の安い労働力を求めて進出し

てきたが、今後はそういうわけにはいかなくなる。むしろ

民間企業との新たな分業関係を探る必要性が出てくるだ

ろう。中国企業と連携しながら中国という巨大なマーケッ

トで共に成長を遂げていく、このような外資こそ大きく成

長する可能性を秘めているだろうと考えている。 

 

ここ 2、3 年、中国の経営者の間で、中国のソーシャル

メディアの間で、また中国のマスコミで ももてはやされ

ている言葉は何かというと “インターネット的発想”と

いうフレーズだ。これはインターネット技術により効率の

向上を図るとともに、インターネットが象徴するような自

由かつ分権的な発想を徹底的に活用する経営姿勢を意味

する。面白いことに IT 企業のみならず、伝統企業、もの

づくり企業、サービス部門－ラーメン屋、洋食屋、煎餅屋

といった企業までもがことごとく、“インターネット的発

想”を活用しながら自社の飛躍的な成長を求めていこうと

いう強い姿勢を打ち出している。 

 

 “インターネット的発想”を活用することで成功を遂げ

た典型的な事例を紹介しよう。小米（シャオミ）という

2010 年に創業したばかりのスマートフォンメーカーだ。

昨年は設立 4 年目にして販売台数が 6,000 万台。先ほど、

丸川先生から唐沢製作所が 70 倍売上を伸ばしたという話

があったが、シャオミは 1年目に 50 万台、4年目に 6,000

万台と 4年間で 120 倍も売り上げを伸ばし、国内メーカー

としては今や華為に次いで第 2位へと急成長した。まだ上

場していないが、資産評価額が 450 億米ドル、およそ 5.4

兆円と未上場のハイテク企業としては世界 大だ。 

何故、シャオミは成功したのだろうか。シャオミの強み

はどこにあるのだろうか。一言で表すなら非常に高いコス

トパフォーマンスにあると言える。仮に iPhone の性能を

100 点とすればシャオミは性能的に 80 点くらい、しかし

価格では iPhone の 4 分の 1 だ。性能が良くコストパフォ

ーマンスが良い携帯として所得水準の高くない消費者か

らも非常に愛用された。そしてこのコストパフォーマンス

を何故実現できたかというと、まさしく“インターネット

的発想”を活用したからだ。いろいろなポイントがあるが、

ここでは 2点に絞って紹介する。 

 

1 つはソーシャルメディアの活用だ。シャオミは一般的

な産業と違い、伝統的な営業手法は一切使っていない。広

告を一切出していない。直販店の販売チャンネルも一切持

っていない。専らソーシャルメディアに頼り、新規ユーザ

ーの開拓にあたっていく。ミニブログやウェイボー（中国

版ツイッター）、WeChat（中国版 LINE）といった中国の代

表的なソーシャルメディアとシャオミ自身のネット上の

フォーラムがあるが、いずれも数百万人単位でユーザーが

登録している。シャオミの経営者は 40 代だが、どれほど

忙しくても毎日必ず経営者本人が１時間かけてソーシャ

ルメディアで獲得したユーザーにフィードバックを行っ

ている。さらに全ての従業員に対し、ユーザーからの問合

せに 15 分以内に返信しなければ罰金という厳しいルール

を課している。 

もう 1 つ、“インターネット的発想”として非常に興味

深いのは、ユーザーの力を 大限に発揮して製品開発に当

たっていることだ。これはシャオミのユーザーインターフ

ェースだ。スマートフォンをお使いの方はお分かりだと思

うが、これがログインの状態で中に入るとこういう形にな

る。これまでシャオミは 70 万人のユーザーを製品開発に

動員した。ほぼ毎週、ユーザーインターフェースの新バー

ジョンが開発されている。昨年、「トランスフフォーマー」

という映画が流行った時はすぐさまトランスフォーマー

バージョンのインターフェースが出回った。 

 

次に民間企業のもう一つの動き、「走出去」、海外進出に

ついて紹介する。 

3 枚の写真を見ていこう。これは私が 3週間前に UAE を

訪問した時に撮ったドバイのドラゴンマートだ。現在、

3,400の中国企業と8,000人の中国人経営者が入居してい

る。マーケットを取り巻く貿易量は年間 600 億ドルにも上

る。 

こちらはカンボジアのシアヌーク港に開設された経済

特区。江蘇省の民間企業が中国政府とカンボジア政府の支

援を受けて工業団地を立ち上げた。今後は労働集約的産業

企業を中心に数百社の企業誘致を行う予定だ。 

3 枚目の写真。中国企業は日本にもやってきている。昨

年、神戸の P＆G アジア本社ビルが中国人経営者に買収さ

れた。今後は日中の企業マッチングのプラットフォームと

して役割が期待されている。中国と日本からそれぞれ 100

社ずつ誘致し入居させ、情報交換－インタラクションを通

じてシナジー効果を生み出すことをビルのオーナーは期

待している。 

これら 3つの事例に共通する点がある。いずれもかつて

の日本企業の海外進出とは大きく異なり、特定の大企業や

大手商社といったところに頼って海外進出するのではな

くマーケットや工業団地、あるいはこういった商業ビルと

いったプラットフォームを通じて、特に中小民間企業が独
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自の経営判断で、しかも何百社、何千社の規模で共に海外

へ進出する。海外に出ていくことに対して全く違和感を覚

えない。気軽に海外に出て行くようなシステムが中国の中

で形成されようとしているような印象がある。 

 

外資の動向に視点を変えてみよう。低賃金の時代は既に

終わりを告げた。外資は大きな構造転換を迫られている。

我々アジア経済研究所は実質賃金の上昇という大前提の

下、あるシミュレーションモデルを開発した。このモデル

の中では賃金というファクター以外に例えば市場サイズ

や輸送費のコスト、産業集積の発達程度などの要素を含め

て、外資がこれからどう動くのかシミュレーションモデル

を開発した。 

試算して得た結果はこうだ。労働集約的産業という賃金

が大きくものをいう世界ではやむなく周辺国への移転が

加速していくだろう。電子、機械産業では輸送費は低いが

産業集積への依存度が高い。こういった場合はチャイナ＋

１で中国に生産拠点を残しつつ海外に分散していく。 後

に自動車産業。中国という世界 大のマーケットがある。

自動車の輸送コストは極めて高く、さらに産業集積への依

存レベルも非常に高い。このような産業に関してはむしろ

これからどんどん投資を拡大する方向にいく。 

これはシミュレーションモデルだが、我々は広東省政府

と 5年間、共同研究を実施していて、実際に日系企業の現

場を回り感じたところでは同じような結果が出ている。 

 

それでは個別企業のレベルにおいて外資の戦略として

はどのような行動を取るべきだろうか。簡単に言うと、中

国企業と連携しながら中国マーケットで共に成長してい

くという新しい分業関係を構築できた外資がより成功す

るというような結論が言えると思う。 

この表は2013年の世界のIC設計会社の企業ランキング

だ。1年を通して も伸びているのはクアルコムやブロー

ドコムといった技術力のある米国企業でなく、3番目のメ

ディアテックという台湾企業だ。コンシューマーエレクト

ロニクス製品のコア部品であるベースバンドの IC を提供

している会社で、年間を通して 37％も売り上げを伸ばし

ている。米国大手と比べてそれほど技術力に優れているわ

けではなく、携帯電話に関する重要な特許もさほど持ち合

わせてはいない。しかし、今や中国マーケットでスマート

フォンに関しては 5割以上のシェアを取っている。中国で

はウェアラブルデバイスが一つのブームになっているが、

ウェアラブルデバイスに必要な IC は殆どこの企業から提

供されている。 

 

メディアテックのどこが凄いのかというと、技術力の弱

い中国企業を相手にしながら、誰でも簡単に携帯電話をつ

くれるような仕組みを作ってしまったことだ。中国企業は

提供されたターンキーソリューションを利用し、簡単かつ

短期的にスマートフォンを開発できるようになった。さら

に技術面だけでなくマーケティング面においても、例えば

ドバイの消費者はこういう物を求めているというような

消費者のニーズ情報を積極的に中国の携帯電話メーカー

に提供する。マーケティングの面でも中国企業をどんどん

サポートするのだ。 

このように技術面、市場面でもリーダーシップを発揮し

ながら中国企業を牽引するような形でメディアテックは

大成功を遂げた。 

日系企業については丸川先生からもお話があったが、こ

のようにコアの部品、コアの機械、短期ソリューションを

提供する形で、日本側から顧客に対し積極的に技術支援す

るような形で急成長を遂げた日系企業はかなり多い。大企

業にとどまることなく、中小零細企業でもこういう成功事

例は多々ある。私からは以上だ。 

 

（大原） 

丸川先生、丁先生の話はいずれも非常に印象的だった。

丸川先生の話では再度合弁時代に入ったということだが、

かつて日本企業と中国企業は価値観や理念が違うためで

きるだけ組みたくないというところもあった。しかし 近

は理念的に同質化しており、経営資源的に完璧な関係とな

り、それが新しい合弁の流れを生み出していると。経済体

制において現場の企業レベルで言えば同一化していると。

なるほど、というところだ。丁先生のお話では新しく出て

きた民間企業の特色としてインターネットの活用やグロ

ーバル化における企業同士の組み方など、非常に刺激的な

内容だった。 

 議論の前に私から若干質問させていただきたい。まず丸

川先生に伺いたいのは、しかしそうは言っても日本企業の

技術経営の話からすれば、技術はあり製品価値もあるのに

利益を生み出せないところが問題視されていた。それが先

生のお話では日本企業と新しい中国事業との提携、日本が

技術を持ち、マーケティングや経営資源を中国企業に任せ

るという形は相互補完的に見えるものの、投資する日本企

業からすれば技術だけが流れていき、おいしいところが得

られない可能性があるようにも思える。その辺りについて

仔細があれば伺いたい。 

 丁先生に伺いたいのは、中国の新しい民間企業は日本企

業の事実的経営の課題として見るとビジネスモデルに大

きな違いがある産業が多い。低価格でありながら付加価値

があり、しかも大量生産できて利益を上げられる業態が活

性化しているようだが、その中で技術を中心とした日本企

業が動ける余地はあるのだろうか。 

 

（丸川） 

日本企業が中国で利益を上げていないかというと実は

かなり上げている。国債収支表の投資収益バランスをみる

と相当中国が入ってきていると思う。今日ご紹介した事例

で日本側がどれくらい儲けているかについて、内情を聞き

づらいところもあるので詳らかにはし難いところだ。しか

し独資であれだけの成功をすれば利益を持ち帰ってきた

かどうかは別として当然の結果だと思う。日本企業の中国
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研究室には中国を活かして大きなビジネスにするような

ネタは多く眠っている。楽をしようと思ったら中国側に経

営を任せればよく、楽をして儲けようと思えばそれを可能

とするようなネタはいっぱいある。クアルコムのように儲

けられるどうか、ネタはまだまだ眠っているだろう。私が

強調したいのは、そのネタのためにかつては自ら市場に出

て行き、苦労して市場を開拓していたが、今はそこまで頑

張る必要がなくなった感があるということ。ビジネスの場

においてますます日本企業の特質を活かせるような環境

が出来てきたと思う。 

 

（大原） 

 ありがとうございます。まだまだ十分活用できる資源が

日本側にいくらでもあり、それを使えるということ、利益

を潤沢にするのは後からでもいいということかもしれな

い。 

 丁先生はいかがだろう。 

 

（丁） 

現在、中国で飛躍的に成長している企業は中低レベル所

得者の消費をターゲットに商品開発している企業だ。つく

られる製品は付加価値がそれほど高くない大量生産品だ。

その世界に日本企業が入り込むのは難しいだろう。日本企

業はより技術集約的で品質水準の要求が高い機械や中間

部材などといったものを提供する形で関係を築いた方が

双方にとってハッピーな結果になると思う。 

携帯電話の例で申し上げると、昨年、日本シャープが黒

字経営を取り戻している。確か 800 億位の黒字を出したと

記憶している。何故かというと、シャオミなどの中国ロー

カル企業に対して液晶パネルを提供したからだ。村田製作

所なども同じビジネスモデルだ。中国企業に技術提供はで

きないが、完成品のクオリティに必要不可欠なコンポーネ

ントを提供できる日系企業がより成長しているという現

実がある。先ほど丸川先生から、電気自転車の基幹部品で

あるブレーキを提供する唐沢製作所の話があったが、その

ストーリーと全く同じ。唐沢製作所のユーザーである自転

車企業は 400 社以上ある。その企業の多くは 1 台あたり

2,000 元～3,000 元の電気自転車を作っているが、ちなみ

に日本では電気自転車は 1 台あたり 80,000 円～100,000

くらいする。基幹部品のブレーキは唐沢製作所という日系

企業からしか供給されない。高品質、高性能が保証される

からだ。このように絶対的な品質要求が高い部品、中国企

業には作れないような技術要求水準が高い部品に関して

日系企業が入り込む余地はまだまだ大きいと思う。 

私は中国で 2年間、日系の中小サプライヤ―を対象とし

た現地調査をしていたが、技術力がありながら中国企業と

うまく組めずマーケットを開拓できない中小企業にたく

さん出会った。それではどういう企業が中国で成功するか

というと、2つのタイプ－私の呼ぶところに“現状維持派”

と“国際派”があると思う。“現状維持派”はその企業だ

けがつくることのできる商品を持っている、あるいはその

会社しか高い精度を出せない場合だ。この場合は日本と同

じ経営スタイルを維持しながら中国でもうまくいく。“国

際派”は必ずしも独自技術を持っているわけではないが、

経営者は非常に国際感覚が優れているため経営の現地化

を徹底的に進める。現地での人材育成、現地子会社への権

限の移譲といったことを徹底的に行う。さらに技術的な優

位性を活かして、顧客である中国企業、 終製品を作って

いるアセンブラーに対し、積極的に生産のノウハウを教え

ていく。“国際派”企業は数的には少ないが姿を現わして

きており、中国の中で大成功を遂げつつある。それが現状

だ。 

 

（大原） 

ありがとうございます。“現状維持派”と“国際派”と

いうのは面白い視点だと思う。 

ここで第一部と第二部の議論を少し噛み合わせてみた

い。渡邉先生からは国有企業を優先させる体制がイノベー

ションの阻害になるという話があった。一方、丸川先生か

ら伺った話では民間企業の新しいビジネスにおけるイノ

ベーションは我々の想像より進んでいるのではないかと。

となると、今の中国の経済体制はイノベーションを阻害す

るような体制なのだろうか、それともまた違う側面がある

のだろうか。 

 

（丸川） 

分かりやすい例としてアニメについて調べた例をお話

したい。中国アニメの製作現場を回ったり作品を見たりも

したが、どうも根本的に面白い作品ができない構造がある。

それは検閲だ。検閲があるため 1 年 52 週分のアニメをい

ったん作り終え、それを検閲当局に差し出して許可を受け

てからでないと放送できない。日本のように視聴者の反応

を見ながら話の内容を変えていくということができない。

先に 1年分を作り終えなければならず、検閲を通らなかっ

たらそれでダメになる。こういう体制では絶対にイノベー

ティブな作品は出来ないだろうと感じた。 

 

（大原） 

国が関与するイノベーションのクリアな事例を挙げて

もらった。丁さんはいかがだろう。 

 

（丁） 

渡邉先生の報告からは非常にネガティブで効率性の悪

い、活気の無い国有企業のイメージが浮かび上がってくる

が、他方でイノベーティブな競争力の高い国有企業が存在

していることも事実だ。例えば、私は 10 年かけて世界

大の雑貨の産地である義烏の調査をしたことがあるが、そ

こを管理しているのは国有企業だった。株式上場もしてい

る。。また蘇州高新区というおそらく世界でも 高の科学

技術水準を誇る工業団地があるが、そこの管理会社も国有

企業、国有資本が入り株式上場も果たしている。さらに中

国 大のハイテク企業のクラスターである中関村を管理
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する会社も国有だ。携帯電話でも国有企業である中興（ZTE）

がある。これら企業に共通しているのは常に厳しい競争に

さらされているということ。つまり、おそらく所有制の問

題ではなく、厳しい競争環境の中に置かれているかどうか

が大事なのではないかと思う。 

かつての日本でも少数の大企業が全ての産業を支配す

るような構造が働いていた。競争的寡占構造と言われ、少

数の大企業の間で非常に激しい競争が展開されていた。し

かし中国の国有大企業の間ではこのような激しい競争は

展開されない。今後、中国ではどのような競争構造が形成

されていくのだろうか。少数の大企業が行政の権力にうっ

たえて競争を阻害する方向に走るのか、無数の中小零細企

業の間で低価格、低レベルの競争しか行われないのか、あ

るいは大企業と中小企業の間で競争をめぐって何かしら

新しい分業的構造が生まれるのか。この点について私は非

常に感心がある。かつての日本とは随分と違う形になるだ

ろうと注目している。 

 

（大原） 

ありがとうございます。まだまだ議論が出来るはずだが

残念なことに時間を大分超過してしまった。フロアからお

声があれば伺いたい。いかがだろうか。 

 

～フロア質疑なし～ 

 

【閉会挨拶】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 大原先生、ありがとうございます。 

今日は長時間、非常に幅広いテーマを取り上げた。 後

にパネリストの皆様にもう一度拍手をいただき、本日のシ

ンポジウムを閉会させていただく。皆さまのご清聴に感謝

申し上げる。 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

2．講演資料（講演順） 
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