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【講演レポート】 

露口氏は、日銀の初代北京事務所長として勤

務した経験などを基に早くから円・元直接交換

取引を提案していた。財務省日中金融協力アド

バイザーとして、日中の交渉にも関わる。2011

年12月、野田佳彦首相（当時）と中国の温家宝

首相（当時）による会談で「日中両国の金融市

場の発展に向けた相互協力の強化」という合意

が成立した。これによって「円建て・人民元建

ての貿易決済」「円・人民元間の直接交換市場」

などの道が開け、翌2012年6月1日、東京と上海

で、銀行間為替市場における円・人民元直接交

換取引が始まった。 

露口氏は、円・人民元直接交換取引が、米ド

ル過剰依存によるリスクの軽減、通貨の多様化

を望む日中両国の利益につながるという意義を

持つことに加え、人民元の国際化を望む米国か

らも賛同を得ていることを強調した。 

「アジア各国は、アジア通貨危機、リーマン・

ショックの経験を経て米ドル、米銀への過度の

依存に対する危機感が高まった。『円でもよい』

という通貨多様化を望む機運が盛り上がってい

るこの機を見逃す手はない。」氏は、日中で実現

したことをアジア全体に広げることを提言した。 

 

 

 

 

「「円円・・人人民民元元直直接接交交換換取取引引のの開開始始ととアアジジアアのの通通貨貨戦戦略略」」  
 開催日時  2013年4月18日（木）15：00～17：00 

 講師紹介  

露口 洋介（つゆぐち ようすけ）氏 

信金中央金庫海外業務支援部上席審議役／財務省日中金融協力アドバイザー 

 略歴  

1980 年東京大学卒業、日本銀行入行。外務省出向・在中国大使館書記官、香港事務所次長、初代北京事

務所長などを経て、2011年4月より現職。著書・論文に『中国経済のマクロ分析』（共著／日本経済新聞社

／2006年）、『東アジア地域協力の共同設計』（共著／明治大学軍縮平和研究所／2009年）、論文に「中国人

民元の国際化と中国の対外通貨戦略」（『国際金融』）、「円・人民元の直接取引開始」（日本経済新聞「経済

教室」）など多数。 
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【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

これより第60回研究会を開催する。本日は蒸

し暑いところたくさんの方にお集まりいただき

感謝申し上げる。 

今日のテーマは「どのような企業が中国から

離れるのか？中小企業の視点から」である。こ

れまでだと「どのような企業が中国へ進出する

のか？」というのがテーマだったが、今回袁先

生からいただいたテーマは「離れる」方である。

まずは袁先生のご紹介を申し上げたい。袁先生

は現在、上海の超一流大学である復旦大学のア

ジア経済研究センター主任、国際金融報研究院

学術院長という重要ポストに就いておられる。

2004年に一橋大学経済研究科博士課程を修了さ

れ、一橋大学経済学研究科助手、日本学術振興

会特別研究員、一橋大学経済研究所特任准教授、

復旦大学経済学院准教授を経て2011年９月より

現職。日本語の著書では東大出版会から出た『中

国経済の発展と資源配分』がある。 

最近のマスコミ報道では“中国離れ”として

外資企業が中国から離れていることをよく取り

上げているが、特に日本の中小企業の中国離れ

が加速していると報じている。聞く範囲では、

中国の場合撤退することにも厳しさがあり、

色々な問題があるようである。今日のテーマで

はその辺りについてもお話いただければと思う。

中国離れの主な原因として中国の人件費の高騰、

政治的リスク、これに加えて最近の円安なども

影響しているのではないかと思うが、投資率を

分散して中国への依存を減らすという需要も考

えられるのではないか。またその一方、日中の

企業間における補完関係は強く、戦略的な協力

という意味においてはこれからがチャンスとい

う面もあるのではないかという考え方もある。

そうした中、どのような企業がどのようにして

中国で生き残れるのかということを国際分業の

視点から講演いただけるということで、非常に

興味深いところである。今のデフレ生産、アベ

ノミクスなどについても袁先生のお考えを伺え

れば幸いである。 

 

【講演】 

先程倉澤副センター長からもあったように、

今回の講演テーマはどのような企業が今後中国

でやっていけるかという話である。2008年の金

融危機以降、中国から撤退しようという動きは

ヨーロッパの方から始まった。例えば大手シュ

ーズメーカーのadidasは中国からベトナムに移

り、最近ではGoogleも中国から撤退した。日本

の場合は昨年９月、尖閣諸島問題による摩擦か

ら、中国から離れようという話が出てきた。マ

スコミはインターネット上で口喧嘩のような報

道合戦をしているが、中国側の反応は日本に撤

退してもらって構わないという姿勢。が、その

ような報道が流れていても、事実としては今で

も多くの日本人が中国に進出している。様々な

「「どどののよよううなな企企業業がが中中国国かからら離離れれるるののかか？？中中小小企企業業のの視視点点かからら」」
 開催日時  2013年5月16日（木）15：00～17：00 

 講師紹介  

袁堂軍（ゆぁん たんじゅん）氏 

復旦大学アジア経済研究センター主任／国際金融報研究院学術院長 

 略歴  

2004年一橋大学経済学研究科博士課程修了、一橋大学経済学研究科助手、日本学術振興会外国人特別研究

員、一橋大学経済研究所特任准教授、復旦大学経済学院准教授を経て、2011年９月より現職。著書に『中

国経済の発展と資源配分1860-2004』（日本語、東京大学出版会／2010年、第5回樫山純三賞受賞）、『制約

を突破－アジアの未来』（中国語、主編／2013年、復旦大学出版社）、論文に「 中国企業の生産性水準研

究」（中国社会科学院『経済研究』）、「製造業のアップグレードには苗を手で引って助長するな」（解放日

報「新論」）など多数。 
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問題から中国撤退した企業も一部あるが、ヨー

ロッパ、韓国企業に比べると、日本企業の撤退

は少ない。昨今の中国経済の変化、世界経済の

状況などもあり、これからの企業活動をどのよ

うに戦略的にやっていくかということが、中国

との関係における考え方になる。 

日本、中国両国の国際経済学研究者の共通認

識の一つに、“グローバル・バリュー・チェーン”

の視点から各国企業の協力関係を見直すという

ものがある。その背景として、2008年の金融危

機の大きさが挙げられる。金融危機以降にアメ

リカ、ヨーロッパで取った経済政策は自国の需

要を取り戻すという狙いがある。2001年に中国

がWTOに加盟してから10年以上経過したが、

2008年までの世界経済はグローバル化を主流と

していたものが、2008年以降は保護主義に転じ

ている。 

今日の報告構成として、はじめに外資企業の

中国離れはマスコミの大騒ぎのしすぎではない

かということ、次に中国におけるビジネス上の

リスクはどこにあり、それがどのように厳しく

なっているのかをアジア諸国と比較しながら見

ていきたい。３番目には国際分業の現状と、国

際分業の観点からみた中小企業の今後の動きに

ついて、そして最後に結論を申し上げたい。 

さて、企業の中国離れをみると、日本では尖

閣諸島問題のあった昨年９月以降、政治リスク

を強調する傾向があるのに対し、ヨーロッパの

傾向は経済的な問題意識が大きい故と思われる。

数字からも分かるように（資料２．中国におけ

るビジネス上のリスク）、中国の賃金は毎年１

５％程度上昇を続けている。但し、本図のデー

タは天津、上海、北京、深センという、中国国

内においても賃金水準が高い地域の数字である

ところであることに注意しなければいけない。

ここで言われるリスクとはベトナムなど他国と

比べた賃金が相当高いということだ。例えばカ

ンボジアで300元のところを中国では2000元に

到達している。解放以降の中国経済で一番競争

力を持っている繊維紡績業には労働が集約する

ため、傾向が比較的はっきり出る。低コストの

労働賃金を狙っている企業にとっては大きなダ

メージに見えるだろう。 

チャイナリスクの２番目に挙げられるのは人

民元の切り上げである。2005年以降、元対ドル

は30％上昇している。その背景にはドル安や円

安政策といったものがあり、この傾向が続けば

もっと上昇する可能性がある。これは中国に立

地する貿易を中心とする企業にとっては圧力と

なるだろう。 

３番目には外資企業に対する優遇措置が挙げ

られる。これは外資企業を中国に誘致するため

の政策としてとられていたが、2007年に変わり、

2007年以降新規参入する外資企業への税金免除

制度が無くなってしまった。それまでに参入し

ていた企業には5年間の猶予があったが、丁度今

年は５年目の2013年にあたり優遇措置が全く無

くなる。これも大きな影響となるだろう。 

もう一つリスクというと、特に日本にとって

は政治的摩擦の影響が考えられる。いわゆる政

治問題である。中国はマスコミやインターネッ

トの情報規制が非常に厳しい。国が保護してい

る石油産業などは市場に任せていないため公平

な競争対応が取れておらず、情報制約の影響で

中国から撤退することもある。例えば配送業。

最初に参入した日通がなかなかうまくいかない。

配達屋さんに対する信頼が足りなかったり色々

と合わないことがあったりして市場に入りこむ

ことができない。特にサービス業では制度的な

違いが影響する。 

話を戻し賃金水準からみてみよう。これは

1950年から最近までの中国の平均賃金について、

日本を１としてみたものである（資料2.1 中国

の賃金水準）。1950年代の紡績業を見ると、賃金

レベルは日本と同じような水準だったが、これ

がだんだん下がっていく。この主な原因は日本

の賃金レベルが上昇しすぎたことにある。日本

における賃金が84年頃まで急速に上昇したため、

この水準差となった。ここ最近で一番賃金水準

の高い機械産業や食料品の数字をみても日本の
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５分の１程度。大卒技術者の給与レベルで例え

ると、中国のエンジニアは上海で5,000元/月、

内陸部で2,000-3,000元ぐらいのものが日本で

は180,000-200,000円/月。日本における賃金が

上昇したことによる圧力もあったといえるがそ

れは本当の理由ではないと思う。中国の1人あた

りの労働生産性が日本の５分の１であれば、コ

ストでみた賃金は日本と同じになる。例えば島

根県にある富士通のノートパソコンの組み立て

工場だが、生産ラインを国に戻すという。日本

人スタッフ1人の労働生産性が中国人８人に相

当する。つまり中国での生産性は日本の８分の

１、対して給料は５分の１。生産性が賃金に相

当するかどうかというのがポイントだ。明らか

に中国の生産性は低い。 

賃金に対して敏感になっている理由に、習近

平新政府の所得倍増計画がある。フルタイムや

サービス業の従事者数はそう多く無く、街中に

は人が溢れている。現実として一日あたり３～

５時間くらい働く人が多い。この労働力が開放

されれば、労働供給面としてまだ10年は余裕が

あると思われる。賃金を上げて中国リスクをど

うにかするかという話だが、中国ではこの５年

間で年平均15％の賃金上昇がみられ、公式統計

となるサンプル調査もほぼ同じ結果を出してい

る。一方、2012-2013年のジェトロの調査ではベ

トナム、インドネシアの最低賃金上昇率が30％

以上ある。賃金リスクという面において、中国

は他のアジア諸国と比べてそう厳しいとはいえ

ないのではないか。これは将来の生産拠点とし

て選ばれるインドネシアやベトナムなどにおい

ても賃金の上昇ともに直面する問題となるであ

ろうことが明らかである。 

中国では制度的な問題、知財権の問題などい

ろいろあるが、他国と比較したとき、インフラ

整備は比較的良い方だといえる。例えばこの10

年で高速道路は随分整備されている。今年の１

月から２月、上海西北部の南通市へ調査に行っ

た。日系企業はそう多くなく、ここに立地する

企業の殆どは蘇州から移転してきている。環境

規制が厳しくなり追い出されてしまった、化学

工場を規制の緩かった南通市が誘致し企業移転

が行われた。が、その後南通市自体も規制が厳

しくなった。そこで企業の管理職は南通市に住

居を持たず、上海から高速道路で2時間かけて通

勤するようになった。上海からは蘇州や南京に

も行くことができ、週末も生活しやすい。こう

いったことも一つのインフラ整備といえる。 

もう一つには労務上の問題があり、企業と対

当する労働組合が増えている。昨年９月の尖閣

諸島問題から、日系企業についてはそれが感情

的に拡大されている感じがある。しかし全体的

に幾つかの東南アジア諸国を一つのグループと

して中国と比較してみると、リスクとしてはア

ジアの方が厳しいのではないだろうか（資料2.2 

新興国におけるビジネス上のリスクとの比較）。 

中国から離れる理由としてジェトロの調査資

料（資料2.3 中国から離れる理由）をみてほし

い。一番左に挙げられているコスト面。先程の

ノートパソコンの組み立て工場の例のように、

確かにコストは上昇している。生産ラインが機

械化されれば機械設備と少ない労働者で節約が

でき、中国でやるよりコストは下がる。人件費

から考えても「中国は高い」となる。  

次に法律や規制が整備されていない点。中国

は人脈で会社を作るのが通例となっているため、

法整備がないと外資だけなく全ての中国企業に

同じような問題が生じる。 

最後はカントリーリスクの高さ。2013年３月

の調査なので９月の尖閣事件の影響が大きく出

ていると考えていい。チャイナリスクとしての

政情が問題視されている。 

このように一部厳しいと言われてはいるが、

現実的には多くの国が中国に進出しており、逆

に挙げられている中国参入のメリットが面白い。

先程、離れる理由としてコスト高があったが、

メリットにおいても生産コストの比較優位性が

挙げられている。全く矛盾しているようだが、

よくみると大企業より中小企業の方がコスト面

における中国メリットを感じているというデー
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タだ。産業が違えばコストに対する視点も違う。 

次に“市場規模”。特に大企業の８割以上がそ

れをメリットとして挙げている。中小企業でも

63％ある。アジア地域生産ネットワークではア

ジア地域以外への外需の拡大をみて、アジア経

済全体を含めた中国経済成長という結果になっ

たが、金融危機の発生により外需は減少した。

アジアで生産したものをどこにおろすかという

ことになると内需となり、中国も内需に転換し

ようと大騒ぎである。中国のGDPは4000ドルを

超えており、国際比較が可能な規模であるが、

上海など一部地域では中所得レベルまで達して

いる。中所得レベルに達すると、消費者の消費

パターンは急変する。量より質、食事も量をた

くさん食べるより、味や栄養がいいものを好む

ようになる。日本の飲食店が上海のあちこちに

できているが、味や作り方、店の雰囲気までも

日本と殆ど同じ。普通の定食も日本と大体同価

格で800円程度と高くない。上海にいてこういう

店がたくさんあるのをみていると、中国は本当

に反日なのだろうかと思えてくる。大学の学生

たちに聞いてみても街中で日本語話す抵抗は全

く無いと言う。テレビでみる反日報道でも上海

は出てこない。出てくるのは大体内陸部、西安

などのような制度や適用が無い地域だ。 

昔は地域労働主義だった。開放以降も地域ご

とによる集中産業はあるが、全ての産業が中国

国内にある。農産物からサービス、製造業の中

でもごく簡単なものからハイテクまで全て輸出

している。産業集積構造からみると、それが中

国の産業発展を支える一つの重要な点だ。 

日本企業の中国進出は80年後半～90年頃から

本格的に始まり、特に92年に動きがあった。こ

の頃日系企業が大量に進出したが、当初は大企

業が中心であった。大企業は大規模生産を狙う

ため、資本集約的で初期投資が大きい。しかし

大きな工場を建て始めてから本格生産活動に入

るまでには10年程度かかる。鉄鋼産業など長い

ものについては20年、例えば上海にある工場は

いまだ建設途中だ。つまり市場を確立するまで

に20年かかる。90年の進出時から計算すると、

進出、投資し、固定資産があり、最初の初期費

用を平均コストまで下げるためにこれからが本

格生産を拡大する時期となる。つまり、今撤退

するとコストだけが出て回収ができないという

こと。まるで拘束されているようであるが、投

資だけして回収できないとなるとどうだろうか。

日産自動車はコストだけかけて撤退したがこれ

は戦略的な間違いでは無かっただろうか。今の

自動車産業をみると日産はホンダ、トヨタに負

けている。投資コストを回収するまでには結構

な時間がかかるため、そこまでは頑張らなけれ

ばいけない。これは大きい。大企業が生産拡大

する時は裾野産業への需要が増える。トップの

大企業から一連の子会社、下請け企業があるが、

安定的かつ高品質なサプライヤーのサポートが

あれば大規模生産は本格的に動く。そういう意

味で今は微妙な段階に入ってきた。 

資料2.5に先程述べたチャイナリスクや中国

からの撤退も含めた戦略的選択をまとめた。現

在の日本企業の戦略として、少なくともメディ

アで公開されているようなものはチャイナ・プ

ラス・ワンという戦略をとるべきだというのが

一つ。2001年から2002年頃、内閣府や経済担当

部署などがザッとみている。リスクは大きいと

いう話もあるが、最近よく言われるチャイナ・

プラス・ワンという考え方。金融危機の影響や

東日本大震災の影響もあり、サプライヤーの安

全という面から日本から出す要因もある。リス

クを中国から分散させる意味もあり、これは主

張として正当化できる。どんな環境でも安定成

長がのぞめれば、社会不安があったとしても企

業としてはやる意味がある。 

次にチャイナ・パッシングという選択もある。

学術用語ではないが、中国から離れるという意

味で、完全に中国に対立姿勢を取っている人が

考える選択だ。世論やマスコミに影響、左右さ

れており、後述するが、ここは慎重に検討する

必要があろう。 

第3として日本は既に大規模に参入してはい
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るが、中堅、中小企業がまだ出遅れているので

はないかという視点で、中堅・中小企業は更に

中国に参入すべきということ。海外進出する企

業は生産性が高く、日本では大企業が中心とな

るが参入コストがかかる。これを下げるため、

中小企業を連れてくれば日本の生産システムと

戦略的に合うのではないか。中堅企業の技術力

は大きい。 

今日の主要な話となる“グローバル・バリュ

ー・チェーン”、これは国際経済学の分野でも国

際貿易実務でも使われている用語である。 

サプライ・チェーンとは関連会社や産業内で

の分業体制における供給体制。企業は違うがグ

ループ会社であったり、企業の取引相手として

やり取りする。 

バリュー・チェーンは各生産工程、つまりデ

ザインから設計、サンプル作り、開発、製品化、

販売までの全部のプロセスを細かく分けて競争

力の強化と上昇を目指すもので、国際投資分野

でも良く使われる概念である。企業はサプライ

ヤーに対して国内海外の区別なく、グローバル

の視点から資源調達する。多国籍企業は世界中

に投資している。例えば米国のiphon、ipadをみ

ると、幾つかの国がパーツを提供し、販売とデ

ザインはアメリカである。サプライ・チェーン

のニュアンスは“外注化”。日本は全世界に比べ

てここが弱く、なるべく全てを国内でやってし

まおうという向きがある。例えば韓国のサムス

ンはバリュー・チェーンができるが、日系企業

はサプライヤーとしてサプライ・チェーンが偏

っている傾向がある。しかし、資源が違うのだ

から、各工程において競争力も異なる。ここを

細かく分けて競争力のあるところへ頼むという

ことが国際競争力に繋がる。こういった国際的

志向が日本企業は弱いという印象を受ける。チ

ェーン構築のため、サプライヤーの特性、資源

のコストなど、諸問題などを全部俯瞰した上で、

どこに生産拠点を作るかを決める。日本企業は

ヨーロッパ企業に比べてアジアでの地域特性が

ある。国際経済の流れからみると2001年に中国

がWTOに加盟したことは大きく、バリュー・チ

ェーン方式で拡大している。2001年から最近ま

で中間財貿易が拡大していることがその証拠で

あろう。日本のサプライ・チェーンは偏る傾向

があるが国際分業に参加している日本企業も中

間財貿易をメインに拡大している。日本の貿易

輸出総額の中に占める中間財の割合を見ると、

最近では６～７割が全て中間財となっており、

素材や部品である。輸入はもっと多く70％。こ

れは日本における生産が海外と緊密につながっ

ているということだ。部品も含めてフルセット

で作るのではなく、分業体制で調達している。

2001年から最終材の輸出はそれほど増えてはお

らず、中間財が中心になっており、一番多いの

が電子機械。最終材では自動車が一番でダント

ツに大きい。世界の需要は拡大しているが日本

の電子機械の輸出はほぼ横ばいであまり変わら

ず、既に日本も国際分業の中に入り込んでいる

状況を示唆している。ここで、経済的補完関係

や関連度合いをどこと強く結んでいるか。アメ

リカと中国の貿易をみてみると、はっきり出て

いるのが対中国の純輸出である。特に2001年に

WTOに加盟したことが転記になり急速に進ん

でいるが、最終材はむしろ中国から輸入してい

る。最近の代表的な例はユニクロだろう。 

2001年から中国が参入しアジア国際分業体制

が形成されつつあるが、対アメリカ輸出は中間

財も最終材も急速に減っている。日本から中国

への輸出をみると、日本の強みである電子機械

といった国際分業における製作工程が長いもの

になっており、部品が主な産業で、輸入もそう

なっている。日中間において電子機械は切って

も切れない深い補完関係を築いていて、ここを

考えれば中国を離れるか新規参入するか大よそ

の結論が出るのではないか。しかしながら食品

は危なくなってきている。日本に輸出する食品

は殆ど山東省の日系企業がやっているが、最近

の金属成分問題後、生産されたものをどこに売

るかというと日本ではなくヨーロッパに売って

いる。ヨーロッパではとある指標の基準が日本
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より低いのだ。食品市場の行く末はどうなるか

というところだが、いずれにせよ、貿易数字か

ら分かることは日中間産業関係が緊密であると

いうことだ。 

今日は理論的な話は省略する。問題は国際分

業体制に入ったあとに日本におりてくるかとい

うことだ。外国に頼むかどうかのポイントは競

争力だが、分業化したら日本ほどダメージが大

きいのではないかという疑問があるようだ。中

国から撤退しようという話はおそらくここに理

由があるのかもしれないが、しかし問題は分業

体制ではなく、国際分業から生じる利益を日本

に還元する体制や制度ができていないことが大

きい。日本の最終製品に対する世界需要は輸出

拡大につながるが、95年以降、最終材より中間

財の方が輸出のメインとなっている。その中で

も特に中国の国際分業による中間財が増えてい

るのだ。 

これをどういうふうに解釈するか。国際分業

に参加することによる日本経済へのマイナス影

響をどう説明するのか。国際分業の利益を考慮

せずともよいのか。生産基地が海外、特に途上

国に移転され、日系企業が途上国に入り、最近

は生産部品を現地調達している。しかし中国に

は品質問題があり、供給品が日本の基準に達し

ていない。納品物の50％が不合格という例もあ

った。そうなると誰がその穴を埋めるか？こう

いうことから国際分業によって生産性が低迷し

たということになる。 

ヨーロッパと比べアジアは経済関係を先に緊

密にするが、自由貿易協定などの経済制度が遅

れている。大企業は国際分業に参加することに

よるメリット、つまり各生産工程のコスト削減

を大きくみる。日本で調達する中間財や生産品

は価格が高いから、それを捨てて現地調達する

ようになる。これは明らかに90年代からの大き

な転機で、大企業の生産効率は右肩上がりに上

昇している。反して中小企業の高密度生産性は

下がっている。技術のある自動車部品の工場が

最後に焼肉の鍋を作るという話が象徴するよう

に、中堅企業の生産ラインが大企業から切り離

され、しかし外に出ることも出来ない。円高が

進んでおり、非常に苦しい状況に、そのような

全体構造もあり、結果として日本の資源配分の

効率性が大幅に落ちている。 

日本の製造業の生産性の要因分解は４つに分

けられる。一つは参入効果。元気な企業が入っ

てくると業界全体が活気づく。２つ目に再配分

効果。資本や人が元気であれば経済も元気であ

る。 

３つ目に内部効果で、企業が自助で頑張るこ

とによる効率アップ、ひいては生産性のアップ。 

最後に退出効果として、ダメな企業には潰れ

ようがどんどん出て行ってもらうという。面白

いことに日本にはゾンビ企業がたくさんあり、

企業に元気がなくてもかろうじて残っている。

その大半は80～90年代に頑張った中堅企業であ

る。生産能力も技術も全部あるのだが、環境が

厳しくなってしまった。全てが相互効果であり、

日本国内における資源配分による新陳代謝が機

能できていない。 

上の方の企業が海外に進出し、中間あたりの

企業が残される。つまり日本は国際的に頭と足

の部分が外に出てしまう。自分の技術を持って

いる中小企業だけが日本国内に残される。それ

ではどうしようもない。この10年、製造業は大

企業が中心で元気があり、非製造業では生産性

が上がっていない。トータルでアメリカを１と

すると日本は一番のピークだったバブル崩壊直

前の90年台後半が一番元気良く、その後はどん

どん競争力が落ちている。それで日本は何を頑

張ったかというと給料カット。これはもう最悪

の事態だが、それで何とかギリギリ頑張ってき

た。 

2001年は節目の年で大量の途上国がＷＴＯに

加盟した。が、外に出る中小企業はわずか１％

である。足も頭も外に有るのに身体だけ残して

いる。中国には電子機械、金属など国際分業し

やすい産業で分業体制が出来ている。ビジネス

チャンスとして活かせる生産拠点、サプライヤ
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ーとして他に魅力ある地域はどこにあるだろう

か。マスコミは中国経済はもう駄目だ、政情ス

ピードもダウンしていると言っているが、どの

国も高度経済成長期が終わり安定成長期に入る

か入らないかの辺りが一番のポイントだ。成長

率が２、３％落ちてもそう問題ではない。４月

19日に出されたIMFの予測としても中国の経済

成長はまだ牽引力があるとされており、その構

図は変わっていない。また、中国のフルセット

体制や基盤安定度、産業の充実度は他国と比較

しても全然違う。インドはIT関係や通信業、ソ

フトウエア開発はいいが、他の製造業の力は無

い。中国はこの30年間の海外からの受注生産の

結果、熟年労働者と技術の蓄積が大きい。さら

にここ10年は鉄道と高速道路などといったイン

フラも全国に整備している。大規模な中国投資

が生産確定するタイミングに入ってきている丁

度今こそ、下請けとしての中間企業の出番とい

えるのではないか。 

これから考えるべき問題は、国際分業を進化

させる時、どうやって利益を得るか、日本に還

元させるかということであろう。中国における

中間部品の輸出拡大の要因状況は日本とは違う。

例でいうと、iphoneは中国製と表記されている

が部品は他の国のものであり中国の製品ではな

い。国際分業として外注を受け作っているだけ

である。輸出企業の分業利益が誰に分配される

か。中国はWTO加盟以降、アジアネットワーク

に参加し、組み立て生産を拡大した。しかし輸

出は部品中心。ここで中国から輸出するのは５

割以上が外資企業。iphoneの輸出にしても中国

の付加価値は低いといえる、が、何が中国のメ

リットになるかというと労働雇用機会の確保で

ある。国際分業に参加しバリュー・チェーンに

入りこむと産業面での学習効果も出てくる。サ

ムソンも最初は殆どアウトソーシングだったが、

学習効果による産業のアップグレードは大きか

った。そういう意味では共によい結果を生み出

すと思われる。 

次に市場としての魅力、“B to C”。上海では

日本製品に対する序列があり、実際の消費行動

にこれが現れる。 PM2.5.問題が発生した時、“空

間ブローカー”という日本製マスクの機能性か

ら皆が欲しがり、マスクとしては高額商品だっ

たにも関わらず“楽天”経由でダンボール買い

された。中国でもすぐそのコピー商品を作った。

（会場笑）しかし消費者はコピーを買わずに日

本から買う。中国でも消費者は合理化しており、

良いものを選ぶようになっているのだ。 

先日トヨタよりインタビューを受けた際、尖

閣問題の影響も話題に出た。私の判断は心配不

要というものだ。政治的摩擦の影響は他少ある

だろうがトヨタは事前に在庫調整をきちんとや

るだろうし、政局問題は永遠に続くものではな

い。では何故売上が戻らないかというと、それ

は別の理由による。日本車が売れない理由は戦

略ミスであり島の問題でないのだ。 

都市部の車の購買パターンの主流でみると、

10万出すなら20万出して見栄えのいいものを買

う。お金が無ければ３～５万の（中国）国産車。

時流としてドイツメーカーが上昇しているが、

これが30～60万で一番売れる価格帯となってい

る。値段設定として中国消費者の特徴をトヨタ

がつかんでいないということ。加えて地域特性

も強く影響する。上海では10万の車でいいかも

しれないが、パワフルな車を必要とする山岳地

帯でカローラは売れない。市場をみた戦略が大

事になるのである。所得階層の形成と量から質

へという消費の変化を見据える必要がある。 

先日、上海で国際ギフト展示会があったが、

日本製であればそれが品質保証となり売れる。

例えば日本でなかなか売れない京都の高額工芸

品が中国で売れる。消費能力のある層が出来て

いるのだ。 

日本の中堅企業がアジア進出した時、取引先

が何を選ぶか。同じ中小企業と連携して一緒に

やるのかもしくは野心的に大企業と繋がろうと

するのかという選択が出てくる。 

中国は日本とはスケールが違う。日本国内の

生産規模を１とするなら、戦略的に10倍100倍に
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拡大した方が中国マーケットに合う。そこでお

金を誰が出すかということもある。海外に行く

しかないとする労働集約的な企業もある。ここ

で中国の大市場を狙うべきだと中国に参入する

企業が加速的に増えている。 

今日のまとめとして。 

企業の中国離れは今の国際経済の流れ的に、

金融危機以降の再調整的な現象に過ぎず、大騒

ぎするべきではない。 

中国から出るかどうかというところについて、

賃金上昇する労働集約産業では、内陸に移転で

きないなら第３国に行くというのもいい戦略的

に良い選択ともいえる。 

また中堅企業が利益還元をどう日本に持って

くるか。 

米国デトロイトには中国系の自動車関連会社

がたくさん入っているが、地域では長い間蓄積

された自動車に対する知識もあり、工場でなく

とも進出が歓迎されている。自動車取引の貿易

会社や工場以外のあらゆる関連会社のおかげで

現地の雇用は改善されつつあり、同時に産業規

模が拡大されている。日本の中小企業で見られ

るような空洞化の心配もない。日中間でこうい

ったハイレベルの構造を実現できるならお金の

流れも変わり、日本にも付加価値が還元され、

産業活性化に繋がるのではないだろうか。 

とりとめのない報告となったが、本日はご清

聴ありがとうございました。 

 

【質疑･応答】 

（フロア１） 

中小企業の進出についてお伺いしたい。私は

金型を作っており既に中国で23年やっている。

我々の顧客の7割以上は中国国内でも中国メー

カーとなる。日本企業は中国現地企業と同じ土

俵に立てず競争にならない。技術が同じとして

も人数的に日本が50人のところを向こうは500

人と全く歯が立たない。つまり製造業は中国で

は厳しいのでないか。“Ｂ to Ｃ”の中国の消費

者向けであればまだメイド・イン・ジャパンの

ブランドがあるが、製造業から見ると、日本の

工場技術と中国の工場技術は全く変わらない。

機械も同じであり、中国のレベルの方が全然上

と言わざるをえない。つまり、特別な技術でも

無い限り、中小の製造業が今、中国に100社行っ

ても殆ど駄目なのではないか。中国に参入する

中小企業といってもその分野ならいいのかご見

解を伺いたい。 

 

（袁） 

いま仰られたところは非常に問題視されてい

る部分である。2006年頃に報映されたNHKドキ

ュメンタリーがある。金型産業において中国か

らの技術研究生を多く受け入れたが、彼らの帰

国後、金型産業は中国の重点産業に選定された

ことにより、日本より優れた先端機械に資金を

投入、導入し、大規模な金型産業を構築した。

一方、日本では古いシステムを使い続けている

ところもあり、2008年前後から中国での標準化

もあって生産スピードも生産規模も歯が立たな

くなってきた。番組では、機械で標準化できる

ものは競争力を失うと結んだ。仮に競争力があ

った場合でも、大量生産自体の分業利益はそう

大きくないため、資本が勝負となる。野心的な

金融支援が必要となり、日本より大きなターゲ

ットを狙わないとやっていけない。つまり機械

以外のアイデア部分が勝負となる。例えばオリ

ンピックの陸上競技で使われる鉄球など、機械

をいくら利用しても作り難い、蓄積された人的

技術や人的資産がものをいう製品分野などはい

いだろう。 

  

（フロア２） 

本日いただいた先生のお話に非常に感銘して

いる。大変勉強になった。 

日本の中小企業が中国に進出していくべきで

あるという主張について質問がある。様々な技

術力のある中小企業が中国進出した結果状況を

調べると、多くの場合、中国に技術を盗まれ、

経営が殆どうまくいかず屍累々となるケースが
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重ねられていると聞いている。これは知的財産

権の保護と権利行使に係るライセンスビジネス

が中国では非常に難しいからではないだろうか。

先程の金型事例のように、製造業はモノがあれ

ば経営のやり方があるが、ライセンスビジネス

は“契約”であり書面上の約束事が非常に重要

となる。が、こういうビジネスが中国では難し

い。中国の法律事務所も含め、ライセンスビジ

ネスをきちんとしてくれる中国のコンサルティ

ング企業が非常に少ないのではないか、これを

拡大しないと日本の中小企業は安心して中国に

進出できないのではないか。この辺りについて

ご見解を伺いたい。 

 

（袁） 

先程いただいたご質問と関連した良いご質問

である。 

特化した技術をもつ中堅企業を守る方法があ

るかどうかという話であるが、仰る通り、この

分野について中国から立ち上がるもの少ない。

確かにコンサル系は現在急速的に増えてはいる

が、交渉能力や情報に関する諸問題があり、ラ

イセンスの売買や強化というところがそう多く

はない。このような状況下でうまくやっている

のはヨーロッパ企業で法律整備に向き合ってい

る。またこれは中国だけでなく、東南アジア諸

国でも対面している問題だ。中小企業にとって、

ライセンスを守るのは身を守る大切な方法であ

る。しかし現在、TPPの関連もあり、投資的な

国際契約を重視する方向に動いている。投資重

視ということは、知的財産権やライセンス規約

を改善するという方向につながる。 

中国ビジネスについては中国のみならず日本

や韓国も同じ問題を抱えている。中国のTV番組

にもあったが、日本人や韓国人が６年間中国に

暮らしても中国語が話せない。一方でヨーロッ

パ人は1年程度で方言混じりの中国語を話すよ

うになる。これはつまり、交渉のためにコミュ

ニケーション能力を有する人材が足りないとい

うことだ。日本で法律を勉強した中国人学生が

日本企業に就職せずに帰国し、日本と中国の法

律、経済ビジネスに集中してきた。このように

需要と供給がマッチし、法的コンサルタント事

業が一つのサービス業として増えていくのでは

ないかとみている。 

 

（フロア３） 

2005年から2009年まで、中国の某有名電気企

業に携わっており、台湾から中国をみていた。

当時の印象として、中国は知的集約型の組織的

ものづくりが出来ていない。日本の中小企業が

現地の会社と一緒にやろうとする時に、中国側

の準備が出来ていない。その辺りいかがだろう

か。またリーマンショック以降、中国の家電メ

ーカーの生産性はそれほど上がっていないので

はないかと思う。肝心なところを良く知らず、

中に入り込んで一緒にモノづくりをするという

ことをしていないのではないか。この５，６年

みるに、世界市場では中国メーカーは落ちぶれ

ているという印象を受けるが実際はどうであろ

うか。 

 

（袁） 

質の問題で言えば確かに日本の家電製品レベ

ルに達するものはそう無く、進歩しているとは

いえない。機能的には正常だがメッキが悪いと

かいうこともある。しかし多少の製品問題があ

ってもマーケットが確定しており生産量もある。

輸出消費層は先進国より途上国がメイン。現地

生産で３倍とはいわないが1.5倍売れればマー

ケットが獲得できる。バリュー・チェーンとい

う価値連鎖の中で、中国での生産部分を日本の

技術のように精密にすることは必要で、ここを

乗り越え良いものを作っていかないと不都合が

出てくるだろう。 

 

（フロア３） 

大企業はいいだろうが、中小企業が参入した

場合は中国側の企業が開発システムを準備しな

いといけない。この開発には3年から5年程度は
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かかる。つまり中長期計画を立て、関係部品を

関係する供給業者の方々と研究する。中国企業

の風土もあるかもしれないがここらへんが簡単

ではない。 

 

（袁） 

先の経済危機もあり、丁度今は悪いものが晒

され良いものが残されと、中国もどう競争力を

つけるべきか分かってくるタイミングである。

やり方としては先のライセンス問題もその一環

であるし、部品のパッケージ化もそうだろう。

自分の技術をデザインからソフトから全てパッ

ケージ、ブラックボックス化として中国企業と

提携してやるということだ。 

 

【閉会】 

本日ご講演いただいた袁先生にもう一度拍手

を。 

ありがとうございました。 

（了） 
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【講演レポート】 

－日本の教育は今こそ「脱欧入亜」を！－ 

 

科学技術振興機構（JST）中国総合研究交流

センター主催の第61回研究会が、2013年６月12

日、東京都千代田区のJST東京本部別館ホール

で開かれ、Edward Vickers（エドワード・ビッカ

ーズ）九州大学大学院人間環境学研究院准教授

が「英国人学者からみた日中関係」と題する講

演を行った。 

ビッカーズ氏は「日本が東アジアの一員とな

り、近隣諸国と信頼関係を築かないと日本の将

来は危うい」と指摘し、さらに中国語を日本の

生徒、学生が学びやすくする環境の整備など、

日本の教育は今こそ「脱欧入亜」すべきだ、と

呼びかけた。 

ビッカーズ氏の講演の概要は次の通り。 

日本に来るまで、日本は中国と異なり、根本

的にリベラルでオープンな国だと思っていた。

例えば家永三郎氏の教科書検定違憲訴訟など教

科書の検定をめぐる論争などを知っていたので、

全く疑いを持たなかった。しかし、今は分から

なくなっている。九州大学の学生に、南京事件

を描いた中国映画「南京！南京！」（陸川監督、

2009年）を授業で見せようとした。プロパガン

ダ（主義や教義の組織的宣伝）性はなく、いく

つかの国際的な映画祭で賞を取った作品である。

しかし、この映画（のDVD）は日本では手に入

らず、英国から取り寄せざるを得なかった。 

今年9月、「東アジアから見た日本」という国

際シンポジウムを九州大学で開く。「右翼を刺激

しないよう極端な議論は避けた方がよい」と同

僚から助言された。「ホテルは会場を貸したがら

ないだろう」ともいわれた。しかし、近代の歴

史について人々が議論することが、今まさに日

本に求められていることではないだろうか。そ

うしないと日本人は何世代にもわたって、戦争

に関して無知のままでいることになってしまう。

その上、何十年もの平和教育によって、被害者

意識を深く植え付けられている。 

日本人は戦争となると、アジア特に中国での

戦いより米国との戦い、つまりパールハーバー

（真珠湾攻撃）から原爆投下に至る対米戦争が

圧倒的に強調される。これはジョン・ダワーに

代表される米国の現代日本歴史学者にかなり大

きく影響されているためだ。ダワーのような左

寄りの学者は、自国の外交政策を批判しがちで、

韓国、ベトナム、イラクにおける米国の戦争を

日本の帝国主義（に対する戦争）と比較する傾

向がある。そして、戦後の日本が抱えるいくつ

かの問題は、米国の占領政策が原因だ、と指摘

する。本来は必ずしも間違っていたとは限らな

いことでも、だ。 

ダワーたちとは時代、イデオロギー的にも異

なるライシャワーもそうだった。これら米国の

優秀な日本学者たちは、米国の眼鏡を通して日

「「英英国国人人学学者者かかららみみたた日日中中関関係係」」  
 開催日時  2013年6月12日（木）15：00～17：00 

 講師紹介  

Edward Vickers（エドワード・ビッカーズ）氏 

九州大学大学院人間環境学研究院 准教授 

 略歴  

 1992年英オックスフォード大学卒。香港で公立中高校の教師を経験し、2000年香港大学博士課程修了。

2000-03年北京の人民教育出版社（教育省教科書出版社）に勤務。ロンドン大学講師、准教授を経て2012

年４月から現職。ロンドン大学時代の同僚、東アジアの研究者たちと東アジアにおける日本のイメージを

研究している。著書に『In Search of An Identity: the Politics of History as a School Subject in Hong Kong, 

1960s-2002 』(Routledge出版社, 2003年)『History Education and National Identity in East Asia 』(Routledge

出版社, 2005年) 、『Education as a Political Tool in Asia』 (共編Routledge出版社, 2009年) など多数。英国政

府の国際開発部署による2007年の報告書『Education and Development in a Global Era』で中国を担当。今年

９月に九州大学で国際シンポジウム「東アジアから見た日本」を開催予定。 
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本を見ているということだ。今の日本が注目し

なければならないのは、外国人によるこのよう

な見方ではない。「日本が特に謝罪すべきことは

ない」という日本国内の右寄りの主張に、皮肉

なことに左寄りの米国人学者の思想が正当性を

持たせてしまった、ということだ。米国がどう

見ているかよりもっと大事なことは、中国や韓

国が日本をどのように見ているかではないだろ

うか。 

中国の歴史認識に欠けているのと同時に、現

代中国についての知識も日本はかなり乏しいと

言わざるを得ない。日本のメディアが伝える中

国は、暴動、食品（の安全問題）、大気汚染、汚

職問題ばかりだ。これは二重の危険をはらむ。

一つは中国に対する無知、偏見が中国の人々の

反日感情をさらに刺激して、中国政府が強硬な

態度を取らざるを得なくなるということだ。 

もう一つは、中国に対する恐れと怒りが日本

に多くの愛国主義者を生み、民主国家を徐々に

むしばむ、という危険だ。次の参院選で自民党

が3分の2以上を占め、憲法改正を進めてしまう

ことを恐れる。アベノミクス効果を期待する

人々が安倍政権を支持するのは分かるが、日本

国民の中国に対する恐れ、無知が右寄りの安倍

首相に有利に展開していることも否めない。そ

の危険性に気づいている日本国民は少ないよう

に見える。 

これは、中国との関係にこだわらなくても日

本には選択肢はある、と日本人の多くが信じて

いるということでもある。また日本政府がTPP

（環太平洋連携協定）参加に意欲を示している

ことにも現れている。中国抜きで外交、経済政

策を進めることが日本の繁栄につながると自民

党は考えているようだ。さらに教育政策も、最

も大切な東アジア近隣諸国への無知を広げてい

るように見える。 

歴史教育に加えて外国語教育も問題だ。過去

も現在も日本の政権にとって外国語といえば英

語に他ならない。教育の効果があまり現れてい

ない現状は皆さんご承知の通りだが、それにし

ても英語重視は少々異様ではないか。日本に住

む一番多い外国人は中国人と韓国人だ。最も大

切な貿易国は中国ではないか。日本人にとって

学びやすいのも英語よりは中国語、韓国語だろ

う。しかし、若者が学校で学ぶ機会は少ない。

大学入試の壁もある。たとえ高校までに習って

も、一般入試の選択外国語に入っていない大学

が大半だろう。 

私の勤める九州大学も入試の外国語では英語

の他にフランス語とドイツ語はあるが、中国語、

韓国語は選択肢にない。さらに大学に入って中

国を研究しても、中国語のオンラインデータベ

ースにアクセスができない。欧米のトップレベ

ル大学では可能なのにだ。 

こうした教育システムで将来、東アジア近隣

諸国との複雑な関係に対処できる人材を育成で

きるだろうか。 

中国との関係で日本が抱える問題は複雑で多

岐にわたっている。中国国内の政治、米国の外

交政策も絡む。しかし、責任の大半は日本にあ

る。政治、教育、メディア界で指導的な役割を

担う人々が中国、韓国に与えた多大な被害を直

視しない限り、これらの国との間に尊敬と信頼

感は存在し得ない。さらに、過去を見つめない

と日本の民主主義は愛国主義的ポピュリズムに

さらされる危険がある。 

日本の学校、大学で中国語を学ぶ環境を整備

することを提案したい。現在の第一外国語は英

語だが、中国語も選択肢に入れて生徒、学生の

履修を促す。日本人の多くが中国語を話せるよ

うになれば両国間の理解度は増すし、貿易関係

でも有利になるはずだ。日本人にとって中国語

の方が英語より学びやすいはずだし、資格を持

った中国人教師を招く方が、英語の教師を呼ぶ

よりやさしいだろう。 

語学以外でも、歴史、地理、社会などの教科

を現代東アジアについてもっと学ぶことができ

るように改革する必要がある。日本の教育は今

こそ「脱欧入亜」すべきだ。東アジアの一員と

なり近隣諸国と信頼関係を築かないと、日本の
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将来は危ういと認識する必要がある。 

日本にいる中国の理解者は、たとえ人が聞き

たがらないことでも勇気を出して声にする義務

があると思うが、いかがだろう。 

（中国総合研究交流センター 小岩井忠道） 
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【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

（中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

これより第63回中国総合研究交流センター研

究会を開催する。 

本日は「習近平政権下のエネルギー環境政策

と日中協力の課題」という演題で立命館大学の

周先生にお越しいただいた。周先生は1982年に

浙江大学の工学部をご卒業され、その後京都大

学博士後期課程を95年に修了、工学博士号を取

得された。専門はエネルギー環境政策学、政策

工学。NEDOや地球環境産業技術研究機構を経

て、99年に立命館大学法学部准教授、政策科学

部教授。これまで地球環境産業技術研究機構研

究顧問、立命館孔子学院初代学院長、立命館サ

ステナビリティ学研究センター初代センター長

など、様々な環境分野に積極的に参画されてき

た。 

習近平政権のスタート直後あたりからPM2.5

問題が出てきたが、新政権下での環境政策や今

後の日中協議でどのようなことができるのかな

どといった課題について先生にご講演いただき

たいと思う。 

 

【講演】 

皆さん、こんにちは。ご紹介いただいたよう

に私はもともと機械工学の出身だが、その後京

都大学で物理工学を勉強し、95年にRITEの研究

員、その後NEDOのフェローシップとして地球

環境問題、エネルギー、途上国問題などを勉強

しながら研究してきた。今は政策工学という学

問に挑戦している。政策は社会科学分野だがリ

スクやコストをみながらの立案や実行には科学

的な手法が必要となる。工学出身の人間として、

いかに工学的な手法をもって政策を 適化する

かという、政策工学という学問に現在挑戦中で

ある。自分の研究領域を超えた部分もあるが、

皆様からご批判をいただきながら話を進めさせ

ていただきたいと思う。 

文明の変遷と中国の略歴、中国の政権交代の

特徴と計画策定プロセス、習近平政権の特徴と

潜在的内憂外患、中国のエネルギー・環境政策、

日中関係の課題、そして 後は中国がこれから

進む改革について、私の理解で紹介させていた

だきたい。 

 

人類の歴史を振り返る。紀元前、イラクのウ

ラというところが世界の中心地の一つであった。

次に紀元前1500年、エジプトに 大の先進地域

文明があらわれ、その後レバノン、紀元元年の

ローマ、そして6世紀に中国の長安、11世紀に中

国の開封という町、16世紀にイタリアのフロー

レンス、現代になってニューヨーク、ロンドン、

「「習習近近平平政政権権下下ののエエネネルルギギーー環環境境政政策策とと日日中中協協力力のの課課題題」」  
 開催日時  2013年7月18日（木）15：00～17：00 

 講師紹介  

周 瑋生（しゅう いせい）氏 

立命館大学政策科学部教授／立命館サステイナビリティ学研究センター長／立命館孔子学院学院長 

 略歴  

1960年生まれ。82年浙江大学工学部卒業、95年京都大学博士後期課程修了、工学博士号取得。専門はエネ

ルギー環境政策学、政策工学。95年新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）産業技術研究員、98

年（公財）地球環境産業技術研究機構（RITE）主任研究員を経て、99年立命館大学法学部准教授，02年政

策科学部教授に。これまでRITE研究顧問、立命館孔子学院初代学院長（現在名誉院長），立命館サステナ

ビリティ学研究センター初代センター長、大阪大学サステナビリティ・サイエンス研究機構特任教授、東

京大学大学院原子力国際専攻客員研究員、浙江大学等複数大学の客員教授等を歴任。著書に「地球を救う

シナリオ―CO2削減戦略」（共著 日刊工業新聞社）、「現代政策科学」（共著 岩波出版社）、「地球温暖化

防止の課題と展望」（共著 法律文化社）、「都市・農村連携と低炭素社会のエコデザイン」（共著 技報堂

出版）、「サステナビリティ学入門」（編著 法律文化出版社）、ほか多数 
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パリ、東京と世界の中心的都市が発展してきた。

これら都市を地図に落とすと大体が中緯度、北

緯35～55度の“文明ベルト”に位置する。これら

文明が変遷、推移していく一つの要因には気候

変動と生態系の破壊があるのではないかと思わ

れる。これは中国も大きな課題として直面して

いる。 

中国4000年の歴史を簡略化した（資料１．人

類文明の変遷と中国の略歴）。縦軸は先進国、中

進国、後進国、横軸は紀元前2100年の「夏」時

代から中華人民共和国まで。世界四大文明とし

て中国には黄河文明があったが、縦軸から大ざ

っぱにみると中国は一つの文明の流れをけん引

し続けてきた国といえるだろう。ただし近代に

なると急に後れを取り始める。1820年ごろ中国

のGDPは世界の28.5％くらいだったが、1840年

の阿片戦争、1868年の日本の明治維新後に起き

た日清戦争、日中戦争と続き、外的、内的な要

因が重なり中国は近代に後れを取ってしまった。 

かつての遣隋使、遣唐使の時代は中国は日本

の師だったが、近代、特に1896年の日清戦争以

降、中国は大量に日本に留学生を派遣するよう

になる。1980年代の改革開放以後も一つのブー

ムとして政府派遣や私費を含めた大量の中国人

留学生が日本にやってきた。80年代に日本にや

ってきた新華僑、華人は大体70万人くらい、日

本においては 大の少数民族であり朝鮮半島出

身者の人口をも超えた。このようなことからも

中国の近代に良い面、悪い面共に影響を与えた

も大きな国は日本ではないかと考えられる。 

人類文明の変遷の中で、中国にはかつて西安、

長安、開封という世界 大の都市があった。開

封は11世紀から12世紀にかけて人口が100万人

以上あり、非常に繁栄した都市だった。その証

拠の一つが中国博物館に保存されている有名な

清明上河図である。しかし現在、開封は衰退し

てしまった。アメリカのある学者は開封からニ

ューヨークへの推移を示し、開封の盛衰の教訓

（反映の時間は非常に短い）から人文社会は何

を教えることができるか、いかに持続可能な繁

栄を維持していくか、社会、経済、環境、いろ

いろな面で努力をしないといけない、としてい

る。 

 

今日の主題は中国の政権交代の特徴というこ

とで、私の専門ではないが私の理解で報告をし

たい。中国の政権交代とは政党間の政権交替で

はなくあくまでも共産党内での政権移譲という

交代であり国民投票もない。不透明で非民主主

義という批判もあるが、別の視点からみるとこ

の政権移譲はどう見えるだろうか。世の民主制

度というと、一つはアメリカや日本の選挙制度

があるが、もう一つに「協商民主」という協議

しながら意思決定する制度がある。 

中国のもう一つの特徴としては、累進式であ

るということが挙げられる。習近平の出世の道

を見てみると典型的なボトムアップ型である。

また中国のやり方として、「中国特色＋国際ルー

ル」がある。政権交替の中、組織的な継承性と

政策と連携、連続性がいかに維持されるかを紹

介したい。 

 

この図（資料２．中国の政権交代の特徴－組

織的継承性）は毛沢東時代から鄧小平時代、江

沢民時代、胡錦濤時代、習近平時代を表してい

るが、毛沢東時代を一つの区切りとしている。

キーワードは改革、開放で、対内は改革、対外

は開放とし、これは政権が変わっても同じだ。

各時代の特色もあり、鄧小平時代はいかに効率

的に発展していくか「どんな猫でも鼠を取る猫

はいい猫」という考え方。江沢民時代において

は、昔は労働者階級しか入ることができなかっ

た共産党に、資本家でも入党できるようになっ

た。胡錦濤時代は経済発展に付随して発生する

経済的な問題、例えば貧富の格差を改善するた

めに「科学的発展」が必要というものだった。

鄧小平時代の絶対的発展の反省が含まれている。

そして現在の習近平は「中国夢」というスロー

ガンを全面に出し、２つの社会目標を掲げた。 

中国の政権交替の特徴として「協商民主」と
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いう言葉がある。共産党一党支配といいながら

も、中国には共産党以外に８つの党があり、そ

れら他党と一定のプロセスを経て事前に協議し

意見を聴取しながら意思決定をしている。人事

についてはブラックボックス的なところがある

が、例えば日本の国会に相当する全人代で国の

大きな方針である「5カ年計画」を決める前には

必ず８つの党派と相談し、意見を聴取して決め

る。一定範囲での信任投票、つまり拒否投票も

行う。他には民意調査－以前勤めた省でどのよ

うな実績があるか、市民からどのような補助が

あったか、汚職についてはどうか－などを行う。 

もう一つ、政権交代の特徴として、組織的政

策的連続性を維持することが挙げられる。また

集団指導体制。毛沢東時代や鄧小平時代と異な

り、一人で決められないよう組織的に制度化し

ていくということだ。調整的外部環境として能

力的に一人ではできない、一人の知恵では足り

ないということがある。 

 

先程話したボトムアップ方式について日本に

も研究者が多くいると思うが、中国における幹

部昇進と日本の議員選挙とをいろいろ比較する

とこの方式の意味が見える。中国では実績のな

い人が飛び級で中央に行くのは不可能で、必ず

地方での経験と実績を重ね、ステップバイステ

ップで昇進するというのが幹部への道筋。後は

「中国特色＋国際規則」。特に鄧小平以降、いか

に持続可能な社会を発展させていくかというこ

とで、まずは人事制度から始めるということが

鄧小平時代に決められた。毛沢東時代は一人で

決められたし、鄧小平も一人で決められるくら

い権力はあったが、この決め方の限界自体を中

国人自身が一番分かっている。 

また中国の特色である政治思想、文化面を出

すことと世界ルールを守るという両方を実現さ

せることが政権交代の特徴といえる。例えば組

織の継承性から見ると、毛沢東時代の終身現役

制、鄧小平の定年退職制、また江沢民の部分引

退制（総書記退職後も軍の 高ポストに2年間留

任した）。さらに胡錦濤の部分昇格（総書記国家

主席にはなっても軍のトップには2年後に就く）。

そして胡錦濤の完全引退。また習近平の党、国

家、軍、三者の全面昇格で世代交替による 高

権力の移譲を組織的に制度化していくというよ

うな試みがスタートし、段階的ではあるが着実

に制度化に前進していることが見える。 

 

組織の継承性と政策の連続性も非常に重要で

ある。一つの事例を挙げたい。中国で一番大事

な報告書は２つある。一つは共産党大会で共産

党総書記が発表する「政治報告」、もう一つは国

会に相当する全人代で報告する「政府工作報告」

である。この２つは過去を総括し、次の方針を

決める一番重要な報告だ。ところで昨年11月、

共産党大会で胡錦濤が発表した政治報告の実際

の起草者は胡錦濤ではなく習近平であった。つ

まり実質的には習近平がこの報告の総責任者で

あり、胡錦濤の総括報告であると同時に習近平

の報告なのである。 

同じく3月に温家宝総理が発表した政府工作

報告の責任者は次期総理の李克強である。政権

交代により政策の連続性を維持している。この

政策の連続性あるいは中国の意思決定にはいろ

いろな見方があるだろう。私が一つの事例とし

て挙げたいのは「５カ年計画」がどう作られた

かである。 

５カ年計画はもともと旧ソ連から移って来た

システムで、今は1年、5年、10年計画がある。

その中でも５カ年計画は も重要な計画だ。こ

の5カ年計画の作成プロセスから、中国の意思決

定のルールと改善された点がある程度見えてく

ると思う。毛沢東、鄧小平、胡錦濤、習近平時

代といった歴史の変遷の中で、トップリーダー

の力量と果たす役割が顕著になる。現在の中国

の政策は国際環境や国内の社会経済情勢として

の従属変数としての側面が大きくなっていると

いうことである。 

その政策策定システムの民主化、公開化、透

明化について述べたい。中国の５カ年計画は中
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央政府が国家戦略や事業計画について5年の期

間で達成すべき目標とその手法について定めた

中期的計画のことである。2011年から2015年ま

でを策定した第12次５カ年計画は実は50年代か

らスタートし、文革で一時中止したが改革開放

以来、第6次計画から定例化して国家の 大 重

要計画となった。この図（資料２．中国の政権

交代の特徴－５カ年計画からみた政策と計画策

定システムの改善）は第6次から今日までの計画

の変遷を示したものである。この5カ年計画の責

任者は国家発展改革委員会で2年間かけて策定

する。開始前年の秋にまず共産党の中央委員会

大会が基本方針を決める。これに基づき1年目の

3月に開く全人代で政府が具体的な計画を提案

し、採択する。さらにこれに基づき各省、市が

５カ年計画を策定する。 

2年間もかけて策定するこの５カ年計画は中

国における 大の公共政策であり、この作成プ

ロセスは公開性、民主制、専門性、国際制、客

観性の視点から、またこのプロセスは政権交代

による政策的連続性を担保するメカニズムとし

て中国の政策プロセスの一端を伺うことができ

る。 

一つはPCDAサイクルによる中間評価の導入。

第12次５カ年計画を作る前に第11次５カ年の中

間評価を行い、その結果を12次計画の策定に反

映する。もう一つは計画作りのための事前調査

研究。これは全国的に党派、業種を超えて行わ

れる。3番目にボトムアップとトップダウンによ

る広範な意見聴取がある。どこまで広範かとい

うと、例えばエネルギー、環境、教育分野の意

見は海外にいる我々にまで意見を求められる。

これは中国の意思決定の改善点ともいえるだろ

う。 

 

次に習近平体制の特徴について話したい。 

現在、7名が中国のトップにいるが、この7名

の特徴は下放族、文革族で、年齢的にも習近平、

李克強含めて過去 多である。習近平は16歳の

時に非常に貧しい農村に下放され、文革も経験

している。この7名はそういった時代で成長し生

きてきた人たちで、つまり彼らは中国の も貧

しい農村を知っているということだ。文化大革

命という特別な時代を経験したことも彼らのこ

れからの姿勢方針に大いに影響する面、しない

面と両方あるだろう。 

習近平の経歴をまとめると、1969年、16歳の

時に陝西省という非常に貧しい地域に下放され

た。1982年、河北という遅れた地域、遅れた県

のトップを務めたことがある。1975年は清華大

学の教育を受け1979年から3年間、軍に勤めた。

次に経済的に割と発展している地域である福建

省、そして先進地域である浙江省のトップ、次

いで上海市のトップというように、経歴からみ

れば農民、軍人、中位レベルの都市、大都市を

順に経験した典型的なボトムアップ型といえる。 

李克強さんも19歳で下放され農民になった。

非常に貧しい農村で田植えをしながら北京大学

の入学通知書を受けたという話だ。このような

ことを考えると、中国の政治制度にはいろいろ

な限界や欠点があるといいながら、進んでいる

ところも十分にあるといえるのではないだろう

か。  

人材育成のプロセスも恐らく日本と大分違う。

選挙で議員になり、議員の世界で活躍し首相や

大臣になるという日本のケースとは異なり、中

国では下から積み重ね訓練を受け徐々に昇進す

る。しかし誰が昇進するかについてはブラック

ボックス的な面があるため、トップに昇った人

がどれだけ民意を視野に入れられる人かどうか

不透明でありリスクもあると考えられる。 

 

習近平は昨年11月に総書記になり今年３月に

国家主席に就任した。名実ともに習近平時代が

始まったが習近平政権のベースラインについて

はどうだろうか。 

私は習近平政権のベースラインは２つあるの

ではないかと思う。彼が昨年、深センに視察に

行った時の言動と 近の言動を総括すると、そ

の一つは改革開放政策の堅持、二つ目は旧ソ連
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を含めた中国の過去の教訓を生かしながら共産

党支配体制を堅持しつつ党内の腐敗を一掃する

という意思である。つまりベースラインとして

一つは改革開放、一つは共産党支配の体制堅持

に帰結することができるのではないだろうか。

この挙動から先の「『中国特色』を堅持しながら

世界のルールとリンクする」ということが習近

平の施政方針の両輪といえるだろう。 

しかし一党支配の結果が汚職腐敗の根源など

多くの社会問題の原因であることが明らかにな

る中、その弱点やジレンマとどう対応していく

かが習近平政権の緊急的課題であると思う。よ

ってこの基本的姿勢や方針がどこまで継続でき

るかということは、中国の今後の運命、将来を

決めるくらい重要なテーマだと考えられる。 

1978年に鄧小平時代が始まり、49年から78年

までを前30年と呼んだ。78年以降がいわゆる改

革開放の30年という位置付けである。習近平の

近の発言で、過去の30年、すなわち改革解放

前の30年は開放後の30年を否定してはならず、

また逆に改革開放後の30年は開放前の30年を否

定してはならないという持論を展開している。

これについていろいろな論争があるが、中国の

長い歴史の中、王朝の流れや傾向からみると「前

者否定」という歴史がある。自分の時代になる

ために前の時代を否定するということである。

この流れの中で過去をいかに継承するか、前の

事をいかにイノベーションしていくか、これは

中国にとって重要なことである。だからこそ習

近平の 近の発言は今評価が分かれているとこ

ろであるが、継承とイノベーションという視点

から考えると積極的な意味があると理解できる。 

 

胡錦濤から習近平時代にシフトすることによ

り直面する課題、あるいは施政方針の基本はど

こにあるか、一つの図を描いた（資料３．習近

平体制の特徴－施政方針のベースライン）。縦軸

の上は未来、下は過去で右と左に国際と国内を

取った。習近平政権に力学を使えると、過去に

対しては先ほども言ったように２つとも否定せ

ず、未来については２つの目標と「中国夢」。国

内では改革と共産党堅持、国際では開放と自主

外交。左にするか右にするか、いろいろな力量

の争いがバランスを取りながら前進していくと

いうことである。 

中国のシステムにはいろいろな問題点がある

と指摘されている。一番の問題点はどこにある

かというと、監督勢力が不在または弱すぎると

いうことではないか。一党政権の場合、一番優

秀な人は共産党の中にいるが、一番悪い人も入

っている。しかし一党独裁をいかに正しい方向

で行うかは監督勢力、マスコミや公安、法的な

面からの監督や民意からの監督を受ける必要が

あるのではないか、そうでなければ汚職が氾濫

する状態になるのではないかと思う。 

 

習近平について、対日では強硬派というよう

な評価が日本にあるようだ。しかし、私は彼が

浙江省のトップ時代に話をしたことがあり、彼

の対日感は友好的だと思った。彼は浙江省時代、

平安浙江、グリーン（緑色）浙江、文化浙江、

法治浙江という４つのスローガンを掲げていた。

浙江省の生態環境状況指数は、中国1位であり安

全感満足率は95％と中国全土で も安定感のあ

る省の一つである。発展能力指数は上海、北京、

天津に次ぐ全国4位。１人当たりのGDPは1万ド

ルを超えている。私の故郷でもあるし、浙江省

と日本との交流は中国全ての市の中で一番多く

て古く、頻繁な地域だと思う。お米の技術、宗

教、「篆刻の父」といわれる心越禅師の出身地で

もある。濁り酒、湯葉、筆、シルク、これらも

全て浙江省と関連あるものと考えられ、これま

での実績は今でもかなり評価されている。 

浙江省の人口は約5,500万人で韓国より多く、

国土面積は韓国と全く一緒の10万平方キロメー

トル、人口密度は日本や韓国より高い。このよ

うなところで習近平は有意義なことを実践し、

浙江省ではかなり高い評価を市民から受けてい

ると思う。習近平が今掲げている「中国夢」は

私の理解では少なくとも2つの夢があると思う。
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一つは調和社会の実現である。地方と都市、地

域発展、経済と社会、自然と人、国内と対外開

放、こういった調和を図りながらいい社会を作

る、ということだ。 

そして二番目は「２つの『100年目標』」の実

現である。この100年目標の一つは2021年の共産

党成立100周年、もう一つは2049年の中華人民共

和国建国100周年で、力を入れて実現したいとし

ている目標である。この目標を経済視点で示す

ために簡単に計算してみると、例えば2010年の

GDPは2000年時のGDPの倍増、2020年のGDPは

2010年の倍増ということだ。 

共産党100周年の2020年に2010年時の倍増と

いう目標を達成するために、どれだけの経済成

長率が必要だろうか。今の中国経済は速度失速

と言われており、 近発表された４-６月までの

数字は7.6％だった。私はこの数字を低いとは思

わないが、心配なのは数字よりその中身のこと

である。一般的に中国のGDPは日本より大きく

なったと言われているが果たしてそうだろうか、

私はそうは思わない。GDPの中身をみると、世

界第2位の経済大国は依然として日本だと考え

る。 

中国のGDPの一部は土地の財政からくるもの

で、一部の県ではこれが5割以上を占めている。

ご存知のように、森林を伐採し木材にするとそ

れがGDPに寄与する。が、代わりに土壌流出、

洪水災害、生態系の破壊などというマイナス効

果がGDPに算入されていない。環境破壊による

被害が大きいにも関わらず、これをGDPに算入

していないことを考えると、GDPの数字にはま

だ再検討すべきところがあると思う。7.6％とい

う数字目標は低くはない。これからのGDPをど

れくらいのスピードでやれば倍増目標を達成で

きるか「763シナリオ」と名付けて計算してみた。 

2010年までは平均で10％くらいの成長率を達

成してきた。これからの成長率が2015年で７％

維持、2020年６％維持、2030年に５％維持、2040

年３％、2050年３％というシナリオでいくこと

ができれば、2010年は１人当たり5,000ドルの

GDPが共産党100周年の2020年には1万ドルにな

る。中国人１人当たり10,000ドルの生活が可能

となれば、その時の人口14億人をかけると非常

に大きな市場規模となる。その10,000ドルの実

質的な中身は何か、そして国民のポケットにど

れだけ入るかによって国民の幸福度が変わるだ

ろう。 

私は日本のいろいろな事例を調べて研究して

いる。日本は1980年代、購買力の変化で勘算し

たGDPは10,000ドルを達成した。その前後、内

閣府が心と物の豊かさのどちらを追求するかと

いう調査を実施した。10,000ドル達成前は物の

豊かさを追求する人が心の豊かさのそれより多

かったが、10,000ドルを超えるとそれが逆転し

た。物が豊かになればなるほど心の豊かさを追

求する人が増えるのである。 

心の豊かさとは社会の公平、公正、福祉、教

育、治安、医療などを意味する。こういった日

本の経験は中国社会だけでなくインドなど途上

国にも大いに参考になるかと思う。無制限に

GDPを追求するということではなく、その中身

を重視し社会の公正、公平を達成することが非

常に重要だと思う。 

 

次に習近平政権の潜在的な「内憂外患」につ

いて述べる。中国経済は改革解放30年以来、毎

年平均で10％前後成長を続け国民のGDPも倍増

したが、いろいろ問題点も出てきた。これらの

問題はこれからの“持続可能な発展”に大いに影

響する問題である。この問題の内容をまとめる

と５つの潜在的な「内憂」と２つの潜在的な「外

患」があると思う。５つの「内憂」とは腐敗問

題、格差問題、民族問題、生態破壊、資源制限

である。腐敗問題は非常に深刻な状態で、日本

でも報道されるような高級幹部の腐敗は富の再

分配に関わる問題である。GDP成長は大きいが

これによる富はどこにいってしまったのかとい

うことになる。 

そして都市農村による格差問題。台湾、新疆

ウイグル地区、チベットといった民族問題と
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色々ある。また生態系の破壊。今年1月に北京の

スモッグ問題があったが、中国にとって一番深

刻な問題は大気汚染ではない。本当に深刻な問

題は生態破壊、すなわち土壌汚染、水質汚濁、

砂漠化問題だと思う。これらは不可逆性のある

問題で、解決するためには膨大な資金、時間と

人力がかかり、中国の長期的発展を左右するく

らい大きな問題である。 

次が資源の制約－水問題、森林、土地がある。

既知の国内資源を国土で換算すると人口6億人

くらいが も適しているが、それは1960年代に

達成し、今はその倍になっている。よって資源

の制約は中国の宿命として今後さらに顕在化し

ていく問題になるだろう。またこの資源問題は

乱開発をも意味する。開発可能な土地は我々世

代だけのものではなく次世代のものでもある。

しかし今の官僚の任期制度は5年間で、そこで実

績を出さないと昇進できないため、いかに実績

を出すかということで本来はゆっくり次世代に

開発してもらう資源も土地開発を含めて現世代

がどんどん開発してしまう。 

それから中国の環境問題である。都市の大気

汚染、生態系破壊、汚水土壌汚染、有害廃棄物、

砂漠化という問題は も生存に関わる緊急性長

期性のある課題だ。これら問題についてこれか

らどのような環境政策が有り得るだろうか。私

は変わらないものと変わるもの（変えるもの）

両方があると思う。 

変わらないものは政策の連続性である。今年3

月に公表した第12次５カ年計画の起草責任者は

前総理でなく李克強現総理であり、つまりは過

去の政権から政策の未来図を出している。政策

の継承という視点からみると既に公表した政策

は変わらないだろう。もう一つとして第12次５

カ年計画に示された環境分野の数値目標だ。 

簡単にいうと省エネ率で、2011年から2015年

で16％カット、二酸化炭素（CO2）も17％削減

する。一次消費に占める非化石燃料の比率は

11％へアップ。他の汚染物質の削減も数値目標

で決められている。これは国内で拘束力のある

数値目標で、つまり中央国家レベルの数値目標

を分解して各省、市に分担してもらうというも

のだ。例えば全国で16％の省エネ率を達成する

ためには浙江省が何％、上海市が何％、とどれ

だけやるかを振り分け、この目標を達成しなか

ったらクビというような厳しい行政罰則をかけ

る。 

 

変わるもの、あるいは変えないといけないも

のということでは、一番衝撃を受けたのは今年1

月の北京のスモッグだ。このスモッグは今年だ

けでのことでなく例年ある問題なのだが今年は

特にひどかった。この２つの写真（資料５．習

近平時代の環境政策－変わるもの（変えるも

の）：北京スモッグの警鐘－もっと「賢い発展」

を）を見ると、1950年代のロンドンスモッグと

同じ光景のようだ。50年60年たっても同じ環境

問題が発生するというのは賢いことではない。

先人が歩んだ道をいかに低コストで避けていく

かが賢さだが、中国は同じ道を歩んでいる。さ

らにひどい面もあるというところを考えると政

策を変え、賢く発展していかないといけない。 

次の写真は北九州市環境局提供のものだが、

左上は現在、右上は1960年代の空、左下は60年

代、右下は今の港の姿である。この写真は中国

にとっても大きな手本だ。何もしなければ大き

な被害となるが、対策をやれば大丈夫なのだ、

と。 

このグラフは我々がまとめた環境曲線だ。日

本では1970年に１人当たりの二酸化硫黄排出量

がピークになっている。中国は2006年がピーク

に見えるが本当にこれがピークなのかまだ判断

はできない状態だ。第11次５カ年計画期間にお

ける脱硫装置の導入推移を見てみると、2005年

は148台で導入設置率は12％しかない。しかし、

ここから急速に増加し2010年は83％に達した。

脱硫装置と硫黄の排出量はほぼ反比例する。

2006年だけでも過去の合計の2倍以上導入し、二

酸化硫黄の排出量は急速に減っていったことが

分かる。 
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この環境曲線でも2006年から１人当たりの排

出量が減少している。これから増加していくか

どうかは脱硫装置がどれだけ起動するかによる

だろう。東京と北京の比較もした（資料 東京、

北京SO2排出量クズネッツ曲線）。縦軸に二酸化

硫黄の濃度、横軸に１人当たりGDPをとってい

る。東京と北京で同じGDP10,000ドルを達成し

たとき、北京の濃度は東京より小さく、同じ経

済発展の中なら北京の方が二酸化硫黄濃度は低

いということになる。 

しかしここに時間軸を入れるとまた違う。両

都市がGDP10,000ドルを達成したのは違う年だ

から、横軸に年、縦軸に１人当たりのGDPをと

りそれぞれの大気汚染物質の濃度を見てみる。

１人当たりの二酸化硫黄の濃度は同じ2010年で

北京は0.1、東京は0.01くらい。浮遊粒子をみて

も東京の方がはるかに低い。同じ年で比較する

と東京の方がはるかに環境負荷は少なく、エネ

ルギー消費量からみても同様の傾向がいえる。 

その原因の一つはエネルギー消費の構造だろ

う。一つに東京は電力シェアの量がある。北京

で利用される石炭の量は東京の電力量とほぼ同

じ。つまり北京では石炭が中心で東京は電力が

中心である。また建築の面からみると北京スモ

ッグの要因の一つに工事現場からのほこりがあ

る。北京の竣工面積、施工面積は急速に増加し

ている。中国の工事現場では日本のように水を

使って掃除しないこともあり、雨が少ない乾燥

地の北京ではほこりが上へ昇りやすいというこ

とがある。 

肺がんデータの合計発病率を世界の標準率と

比べるとほぼ倍、北京の肺がん発病率は世界平

均の倍なのである。北京スモッグの原因は地理

的、気候的な要因の他、根本的な問題として発

生源もあり、これは北京だけでなく他の町も直

面する深刻な問題だ。オリンピックの時はもと

もと北京にあった汚染のひどい企業を市外や埋

立地に移動させた。北京市内の発生源は少なく

なったが郊外に移転した企業から発生する汚染

物質は風によって他の町に影響する。発生源の

移動という問題がまた新たな環境問題を起こす

要因となるのだ。 

中国の環境問題では複数の原因と結果を関連

させ、複合的統合的な対策が必要である。ロー

カル対策として大気汚染防止、生物多様性保護、

森林再生、土壌回復、食糧生産、リサイクル、

廃棄物処理、水質汚濁防止、水資源管理。一方

は地球レベルで地球温暖化防止、酸性雨防止、

エコ・ツーリズムの開発、世界自然保全、世界

資源開発、世界資源のリサイクル、海洋汚染防

止といった対策がある。これらローカルとグロ

ーバルな対策をいかに統合して対応するか。中

国の対応策は、途上国にとって賢い選択肢とな

ると考えられる。 

 

時間の関係で少し飛ばしていくが、もう一つ

強調したいことがある。日本では数年前、アス

ベスト被害が顕在化した。世界 大のアスベス

ト使用国は中国である。カナダは生産するが使

用せず、中国などに輸出している。中国は生産

も輸入もする。アスベストの歴史から見るとズ

レがあり、1970年代アメリカが使用を禁止した

後も1990年代まで日本では大量に使用し続けて

いた。そしてアメリカや日本から警告を受けて

いる今も中国では大量に使用し続けている。ア

スベスト問題は習近平時代、また次の政権の大

きな災害になると警告を発しているが、聞いて

くれる人がほとんどいない。中国ではアスベス

トは貴重な材料で、だが有害という認識が薄く、

公害というより職業病として扱われる。この問

題の解決にはまだ時間がかかるだろうが、我々

も一生懸命中国に警告し続けている。 

もう一つ変えないといけないのは民意だろう。

近のニュースによると住民の反対運動により、

核燃料の工場建設が中止された。これが一時的

な中止か永続的な中止かどうかは見守らないと

いけない。中国は原子力をこれから大量に作る

計画を持っている。日本の機関が中国の原子力

について詳しく調べ報告書も発表している。 

中国の環境問題は今までの政策を継承しなが
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ら新たな問題に直面するたびまた新たな政策を

講じないといけないという時代になると思う。 

専門外ではあるが日中協力の課題について少

し話をさせてもらう。私は現在、非常に深刻な

状況にあると理解している。敵視か善隣か。ゼ

ロサムかウィンウィンかどうかという状況にみ

える。私は習近平の浙江省時代に彼と交流があ

ったが、環境面では北九州市やエコタウンに興

味を持っていていろいろ聞かれた。生態環境、

クリーンエネルギー、循環経済、低炭素経済な

ど、浙江省時代にいろいろやろうとしていて日

本が参考になると言っていた。日本と浙江省は

環境面だけでなく、医療、文化、お茶含めてい

ろいろ協力できるというのが彼の思いの一つで、

静岡県との交流も熱心だった。これらを参考に

これからの対日政策を考えると、中国国内の力

学、日本の出方、アメリカの出方、プラス彼の

ベースとなるものがあると思う。 

今の状況を見ると１研究者として非常に心配

するところが多い。世論調査で米中韓への親し

みを感じる人の割合をみると、中国に対しては

徐々に嫌悪感が増えているという世論調査の結

果がある。また韓国、中国の国民の日本国民に

対するイメージは7割以上が非常に悪いという

結果になってしまった。日中関係の課題はいろ

いろあるが基本的に互恵補完多元型協力がいい

のではないかと思う。省エネ環境はもちろん日

本の医療システムは膨大なポテンシャルがある。 

日本では歯科だけでも人口1,000人に１人の

歯科医師がいるが、中国では2万人に１人、それ

も口腔外科医で歯科医ではない。一方、日本で

は歯科医師が余るくらい多い。「この高度な医療

技術を産業として中国でモデル歯科病院を作れ

ばこの分野だけでも大きな事業になる」と中国

に帰るたび市長に言われる。土地と建物は提供

するから歯科医師と医療機械を持ってきてほし

いと言われるのだ。 

そして福祉。高齢化社会である。また農業。

農業も日本から勉強できることがたくさんある。

今私たちがやろうとしている養豚業。私の故郷

のある町の市長は高校時代の同級生だが、その

町だけで700万頭の豚を生産、養殖しているとい

う。この養豚場に関わる技術を一緒にやりたい

という提案が多くある。そして我々自身が提案

している広域低炭素共同体構想。日本だけが一

生懸命CO2を削減しても限界がありコストも高

い。この日本の技術を他国と連携して広範囲で

低炭素社会を実現できれば、日本の技術の出口

もあり、受け皿である当事国にとっても経済の

発展、公害の克服などといった一石多鳥の効果

がある。このような東アジア低炭素共同体を構

想している。 

 

そのモデル事業として中国の大連市旅順で国

際低炭素のモデルパークを構想している。作ろ

うとしているのは日本の医療システム、日本の

高度な建築ノウハウ、また自然エネルギーを導

入した生活、生産地域と研究開発地域の機能を

持つモデルパークである。 

日中間で協力可能な分野の一つは原子力だと

思う。日本国内では原子力についていろいろな

意見があるが（中国、韓国でも様々な意見はあ

るが）、原子力は一国だけの問題とはならない。

日本が原子力を廃止したと仮定しても日本は安

全になると言い切れない。何故ならこの図（資

料６．日中協力の課題－東アジア原発安全保障

システムの構築）でわかるように、韓国の原子

力の大半は日本海側にあり、中国も同様に沿岸

部に向いているからである。お互いに影響し合

うだろう。 

中国にいる日本人は30万人を超えており、日

本を通さなくても経済的、人的交流はいろいろ

ある。昔、大連で原発を作る計画があったとき、

計画の反対者は中国人ではなく大連にいる日本

人だった。今は隣の瀋陽辺りで原発が稼働して

いる。原子力関係は一国の問題でなくなった。

そのため我々研究チームは日本、韓国、中国、

少なくともこのエリアで何らかの安全保障シス

テムを作るべきだと考えている。 

日本と中国にはいろいろなチャンスと挑戦が
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ある。中国も現在７つの成長産業を抱えている

が、新エネルギー、電子新材料など日本の新成

長戦略とかなり重なっている部分がある。お互

い新成長戦略を達成するためには他国との誠意

ある協力が不可欠。日本と中国、韓国は一つの

研究、協力のパートナーとして、また責任と能

力から考えると日本、アメリカ、中国という私

が名付けた“Amejaina（アメジャイナ）”という

枠組みで、エネルギーや農業についてなどいろ

いろな問題で、お互いに責任をもって協力すべ

きではないだろうか。このポテンシャルは非常

に大きいと思う。 

 

改革のロードマップについて簡単に説明する。

中国の青年報社会調査センターの調査データ

（資料７．中国改革のロードマップ－民意が示

す未来への期待）に今後10年、何を一番期待す

るかが出ている。一番期待すべきは改革で、こ

れに7割以上が期待している。 

では何を改革すべきなのかというと、 も期

待する改革は所得の分配、次いで腐敗の一掃、

経済体制、行政仮、政治体制、司法体制、公共

財政、農村改革と続く。そして今後10年、国家

発展の 大の足かせとなる問題として、一番は

貧富格差の拡大、権力の野放し、利益集団の肥

大化、生態環境の悪化、利益侵害とある。 

今後10年、 も改善を期待する分野に医療、

教育、食品安全、収入分配といったようなアン

ケートの結果がある。これは中国の今後10年の

方向をある程度示すものと理解できるだろう。

そのため数年前に中国に提案したのがこの中国

改革ロードマップである。 

いろいろな持論はあるだろうが、ここに示し

た第1歩、経済改革におそらく異議は無いだろう。

経済特区を作り、経済体制を改革し中国の経済

を効率よく発展させるのである。経済システム

においては社会主義、資本主義に関係無く全て

共通するところがある。鄧小平の持論に「中国

は世界の経済システムとリンクしないといけな

い」とある。では次にどうするか。社会問題は

いろいろあるが一つは政治改革だろう。共産党

一党政権を打開し、選挙をもっと広く民衆で行

わないといけない。 

第2歩として政策の改革だ。中国が直面してい

る腐敗、公平性の問題、医療体制、住宅やバブ

ルの問題、これらは日本を含めて先進国が全て

経験している課題であり、この社会分野の課題

を解決するためには社会主義とか資本主義とか

に関係ない共通の特徴がある。中国も世界の社

会システムとリンクすべきだ。私の故郷でもあ

る浙江省は１人当たりGDP10,000ドルを超えて

いるが、この地域を政策特区として行政体制改

革を実行し、公平な発展を行うのだ。そして第3

歩に政治改革、というようなロードマップが必

要ではないだろうか。 

 

「四十にして惑わず」。これは孔子の言葉だ。

昨年は日中国交回復40周年だった、しかし昨年

は大きな…なかなか説明し難いことがあった。

本当は四十は惑わずというのに、現在、日中関

係は大変な時期にある。ここで言いたいのは

「和」という言葉。「和は天地の正道なり」、「徳

は和より大なかれ」、「和をもって貴しとするこ

とは先王の道なり、これを美となす」。これらは

中国で昔から言われている言葉で、聖徳太子も

言っている。 

「和」の第一義的意味は人と人の調和。「和」

の価値は人間と自然の調和。人は地に法（のっ

と）り、地は天に法り、天は道に法り、道は自

然に法る、という老子の言葉。もう一つ、「和」

を対外関係に広げれば「親仁善隣」、近きもの悦

べば遠きものも来る、つまり近いものと仲良く

しなければ遠くのものはこない、という孔子の

言葉。これで今日の発表を終わらせていただき

たい。ありがとうございました。 

 

【質疑･応答】 

（JST CRCC 橋本参事役） 

それでは会場から質問を受けたいと思う。今

日のプレゼン内容に関わらず、昨今の日中問題、
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環境問題などについてもご質問等があればお伺

いしたい。 

 

（フロア） 

今回のお話は文化の歴史もあり興味深かった。

私は某研究所のもので環境関係の研究もしてい

る。ＰＭ2.5の大気汚染は周辺にも影響が及びた

いへん深刻な問題で大切なところだが、現場の

研究者に聞いたところでは、中国では大気汚染

などの気象データを外国人や外国機関が取得す

るのに規制があり罰せられることもあるという。

2007年あたりに黄砂の問題もあり、日中共同で

何とかしようという研究協力の話もあるがデー

タ自体を外国人が取得できないという問題があ

る。それについていかがか。 

 

（周） 

ＰＭ2.5はもともとアメリカ大使館が発表し

たもので、素直に認め改善すればいいのだが、

認めないから「受け入れない、内政干渉」だと

いう。これは良くないと思う。外国人のデータ

収集については実際取得に難しい面がある。公

開したとしても外国人には渡さないと。私は日

本にいる中国人だからかそういう経験はないが

事実だろう。改善面はあると思う。システムの

不備や本来公表すべきものを公表しないなど。

行政のデータもきちんと国民に告知すべきもの

だと思う。 

  

（フロア） 

先ほど北九州市の話も出ていたが、５月に日

中韓の環境大臣会合があった。中国だけ副大臣

の参加だったが、この時に研究協力がうたわれ

た。だがこのような規制は非常に由々しき問題

だと思う。この点について改善してほしいとこ

ろである。 

 

（周） 

同感だが、どこまでを日本はオープンにして

おりどこまで中国がオープンにしているかとい

う日中間比較をしたことがない。が、方向とし

て私も賛同する。 

 

（フロア） 

たいへん有意義な発表だった。２つ意見を申

し上げたい。一つは中国改革のロードマップに

ついて。経済体制改革、行政体制改革、政治体

制改革とあるが、ここに重要なことが抜けてい

るのではないか。今の中国、我が国でもそうだ

が「個人が良ければそれで良い、経済の消費が

進めば価値がある」という向きがある。もっと

社会のバリュー、社会構造改革を入れれば、社

会の進め方、政治の進め方、行政の進め方、全

部を方向づけるものが出来るのではないか。社

会構造改革をもっと重点的に入れていただきた

いということが１点。 

２点目が日中米の“Amejaina”。中国も経済大

国になってきておりここに入るのはいいが、日

本は経済、社会が非常に混沌（こんとん）たる

状況である。環境問題について米国は気候変動

による環境変化は無いとしている。そのような

中で日中米がいくら連携しようとしてもバリュ

ーが違うのではないか。米国は素晴らしい科学

技術を持ってはいるがバリューが一番大事。し

っかりとしたバリューを付けないと、特に環境、

生命、生活、地域社会の安全を守るといったと

ころでは連携が成立しえないのではないか。ぜ

ひともその点、この課題を重点として進めてい

ただきたいと思う。 

 

（周） 

貴重なご指摘を有難くちょうだいしたい。説

明不足だったが、先ほどのプレゼンで話した行

政、体制改革には社会構造改革が含まれている。

社会構造改革を進めるためにはどうしたらいい

かということだが、一つに共産党１党独裁はや

めよう、もう一つに１党かどうかは別としてま

ずは社会システムを改革しようという意見があ

る。 

日中米についてだが中国は東洋文明の国、ア
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メリカは西洋文明の国、それでは日本はどうい

う位置付けかというと、日本はかつて「入欧脱

亜」という戦略があったが、そこには積極的な

意味合いがあった。西洋文明をいかに東洋文明

に取り入れるか。日本を一つのモデルとすれば、

「入欧脱亜」プラス儒教ということもある。日

本型はある種の東西文明を融合した面が非常に

大きいのではないか。私の考えでは政治、軍事

面では厳しいが、日本、中国とアメリカは能力

的に責任からいっても、気候変動などといった

人類共通の問題について協力すべきだと思う。 

 

（フロア） 

某大学の特別研究員をやっている。意識改革

について話が出たが、中国の環境問題をやって

いると、例えば水質汚染がよくなったと思えば

ただ地下水の色を抜いて流しているということ

がある。あるいはＣＯ2の排出規制で数値目標を

大いに追いつめられると発電所を止めて数字を

達成するとか、そういう意識である。日本では

水俣病の時、チッソ１社だけでも二千億円くら

いの損害賠償金を支払い続けている。中国にお

いて企業の人にはそういった意識がほとんど無

く訴訟もない。弁護士など一生懸命活動されて

いるが中国国内ではほとんど知られていない。

公害を起こすとこれくらいのツケが回ってくる。

中国の人にもこのような日本の事例を見てもら

うのが意識改革に一番手っとり早いのではない

かと思うがこの点いかがか。 

 

（周） 

おっしゃるとおり。水だけではなく、先ほど

のアスベスト問題もそうだ。日本も米国も会社

が倒産するまで賠償する。このような情報は全

て中国に入っているにも関わらずやめようとし

ない。社会上の実行プロセスが一番問題である。

幹部の昇進のプロセスとも関係する。中国では

一つの地域で5年間、何か実績を挙げなければな

らず、これを考えると長期的なことはやらない

という危険性のあるシステムが出来ている。で

はどうすればいいかということだが一言では案

が無い状態。またいろいろと教えていただけれ

ばと思う。 

 

（フロア） 

翻訳会社の者だが、以前、原子力工学の先生

が中国の原子力発電所を見学したとき、中国の

原発はかなり危険性が高いと言っていた。残念

なことに福島であのようなことが起きた。中国

ではそれを受けて原発の安全性について確実に

実行されているだろうか。 

 

（周） 

私の研究グループはいかに安全保障システム

を構築するかを目的に、50年代から発生した世

界全ての原発事故の原因を機種別、年代別、国

別、原因別に調べている。中国の原子力が安全

ではないという指摘や懸念はあるがその事実は

ない。というのは今まで中国では大きな事故が

起こっていないからだ。各国の安全システムを

調査し比較しているが、中国には中国流のやり

方がある。例えば警備。中国は軍隊に相当する

警備をしている。中の安全保障システムについ

ては基本的にフランスのやり方を導入しており、

管理者はほぼ全員がフランスで研修を受けてい

る。このようなことから中国がいい加減すぎる

という根拠はない。被害者はまず自分たち。課

題は福島のような想定外といわれることがあっ

た時どうするかということ。統計分析では機械

故障と人的ミスが一番多い事故の原因。もう一

つの想定外は自然災害である。 

 

（フロア） 

製造業に勤めている。先ほどの質問とも関連

するが私も日中間にはいろいろな難しさがある

と思う。だからこそそれを乗り越えていく知恵

をお互い出し合うというのが一番大事だと思う。

それは政府レベル、民間レベル、NPO法人、い

ろいろな形がありえると思うが、それを進めて

いく時の一番のベースは信頼感をどうやったら
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築けるかということではないだろうか。先ほど

のウィンウィンなどそうだが、補完し合うこと

を実行に移すためには信頼というベースがない

とお互い非常に難しいことが出てくる。 

ではどうすれば信頼関係ができるかというと、

いろいろな方法論はあろうが、基本は民意とい

うものを大事にするということではないか。そ

れは知り得る権利。知る権利を社会的に担保し

ていく、これが信頼の原則。報道規制というの

は信頼を築くという意味において 悪のことだ。

新聞報道を規制する、インターネットを遮断す

る、といろいろなことが行われているようだが、

もし仮に報道規制を主導しているのが軍や公安

で、行政の習近平体制とそこは違うという状況

であるとすれば、問題は難しいという印象を受

ける。先生はこれが変わっていくという期待感

をお持ちだろうか。それとも行政と軍、保安と

いうものが和解調和という面からみて難題なの

か、ご見解を伺いたい。 

 

（周） 

非常に難しい問題だが、私は日本と中国の山

場はもう越えたと理解している。 大の山場は

領土問題ではなく、第二次世界戦争、対中戦争

でこれが日中の一番の山場だったのではないか。

戦後賠償、残留孤児問題、多くの残留兵士の日

本への帰還、これらは中国側が一番よくやった

こと。これ以上の山場はもう無いと思う。 

今の領土問題を見ても、なぜこんなギクシャ

クした対立関係が起きているのだろうと思う。

今の政治家は過去の政治家ほどの度胸は無いの

ではないか。先ほど国民の信頼関係について話

したが、産業会、一般の草の根など民間はすご

く努力している。問題は政治家とマスコミで彼

らはもっと社会的責任を持つべきだ。 

そして知る権利。私は京都に20数年住み、日

本のマスコミ報道などいろいろ見ているが、中

国のマネジメントも下手だと思う。すぐ（イン

ターネットを）遮断する。乱暴なことだ。知る

権利を国民に与えない。ただ、中国側が日本を

紹介する時は大体いいことばかりを紹介する。

私が逆にショックを受けたのは数年前の毒ギョ

ーザ事件。電車の中づり広告で“中国殺人ギョー

ザ”、“中国毒ギョーザ”という見出しが並び、中

国人でも３、４カ月は餃子を食べたくなくなる

という風評効果があった。 

これが国ぐるみの犯罪行為ではないことは

初から想像できたことだ。生産段階、流通段階

で毒を入れることもできるし、日本の店頭で注

射を使って毒を入れることもできる。手段とし

て毒を入れることはいつでもできるのだ。集団

として国がやったということではない。日本の

マスコミ、政府主導者含め、日本の報道姿勢に

疑問を抱かざるを得ない。 

日本のマスコミは優れているが、このような

報道は規制ではないが見事な統一報道だ。対中

国については特にそうなのではないか。例えば

中国の低炭素社会問題構築は中央から一般の市

民まで、産業界も含めてかなり力を入れている。

しかし日本のマスコミはそれをほとんど報道し

ない。真実も含めて報道することは日本国民の

ためでもある。 

中国側も同様で、日本の真実を中国に伝える

べきだ。以前、孔子学院長だった時、ＮＨＫの

番組「プロジェクトＸ」を翻訳したことがある。

戦後日本でどうやって新幹線が造られたか、そ

れを中国国民に知ってもらうためである。中国

では歴史教育という視点から抗日戦争のドラマ

などやっているが、これはやりすぎると反日教

育ではなく反中国教育になってしまうと思う。

日本人が中国に行きホテルでテレビをつけると

そういうものが多く気持ちよくないはずだ。事

実なら仕方ない面があるだろうが商業的なドラ

マにするとよくない。もっと日本の戦後のこと

を紹介するべきだろう。 

 

【閉会】 

（JST CRCC 橋本参事役） 

本日は皆様から活発なご質問をいただき非常

に有意義であったと思う。先生にもう一度拍手

を。それではこれで第62回研究会を閉会する。

本日はありがとうございました。 

 

（了） 
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【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤副セン

ター長） 

これより月例研究会を始める。 

今日は中国の人口変動と労働市場の構造変化

について同志社大学の厳先生にお話を伺いたい。 

厳先生は中国の安徽省のご出身で、京都大学

で博士課程を修了された。現在は同志社大学大

学院のグローバルスタディーズ研究科で研究さ

れている。今日は中国の人口問題について詳し

くお話を伺いたい。 

これまでの月例研究会でも中国の人口問題に

言及した先生方がおられ、中国、韓国、日本を

含め北東アジア全体が高齢化社会になっていく

という話がされてきた。今日はこれらを少しま

とめ、一人っ子政策を含めた中国の人口問題に

ついてお話いただく。中国は富める前に老いて

しまうという言葉がある。人口問題が中国の経

済や社会にどう影響していくのか、今後の政策

がどうなるかについてお話いただければと思う。 

 

【講演】 

皆さん、こんにちは。 

本日のテーマは「中国の人口変動と労働市場

の構造変化」である。新聞、雑誌等では中国経

済の今が非常に詳しく伝えられているが、様々

な専門家がおり、中国経済を楽観視する一方、

悲観的な意見もある。今日の話では、長い目で

経済を見たときに今後人口がどう変化し、それ

が労働市場を通して経済にどういう形であらわ

れていくのか、さらに人口ボーナスが消失しつ

つある現在、少子高齢化に向かう中で「未富先

老」からいかに脱却していくかというところを

お話ししたいと思う。 

お手元の要旨をご覧いただきたい。ここ30年、

つまり1980年に入ってから一人っ子政策、計画

生育政策が続いており、この政策の執行によっ

て総人口の増加は抑制されているが、その一方

で、急速な少子高齢化が懸念されている。中国

特有の事情による男尊女卑という考え方もあり、

人口の男女比率もゆがんだ形で存在している。 

これは人口政策の持つ両面性だが、総人口の

増加抑制をする一方で、非常に早い段階で少子

高齢化を招いている。結果として昨年、中国の

生産人口は減少に転じている。急速な少子高齢

化により人口の高齢化が日本以上に速いスピー

ドで進んでいく中で、医療費や年金といった社

会負担が重くなっていくという議論が中国国内

の各界、マスメディア等で盛んにされている。 

一人当たりのGDPは7,000ドル近くまで上が

った。中進国の中では高い方だが、依然として

中進国のままで、これから先進国になれるかど

うかという議論もある。先進国の仲間入りをす

る前に高齢化が進み社会経済全体が止まってし

まうという局面が出てくるかもしれない。今日

の報告ではこのような背景を踏まえ、人口セン

「「中中国国のの人人口口変変動動とと労労働働市市場場のの構構造造変変化化」」  
 開催日時  2013年8月29日（木）15：00～17：00 

 講師紹介  

厳 善平（げん ぜんへい）氏 

同志社大学大学院グローバルスタディーズ研究科教授 

 略歴  

中国・安徽省生まれ、京都大学大学院博士課程修了、桃山学院大学経済学部教授を経て2011年より現職。

東洋文庫客員研究員、早稲田大学招聘研究員、中国・華東理工大学客員教授。アジア政経学会、中国経済

学会などの理事、『中国経済研究』と『現代中国』編集委員長を歴任。日本農学進歩賞、大平正芳記念賞

などを受賞。近著に『中国農民工の調査研究』、『農村から都市へ』、『中国の人口移動と民工』など多数。 
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サスなど様々な統計データを用いて、今の中国

の少子高齢化とそれが労働市場に与える影響、

それらに対する対策はどのようなことが考えら

れるか、また現在政府等でどのような検討がさ

れているのかというあたりを紹介したい。 

 

今日の内容構成は資料の通り、まずは経済成

長とそのメカニズムについて。このところ急速

に中国経済が発展してきたが、その背景には非

常に安価で豊富な労働力、人口ボーナスがあっ

たというのが一つの要因である。この経済成長

メカニズムについて簡単に説明する。そして人

口問題がこれからどのように変わっていくのか、

人口センサスに基づいた今までの推移、今後の

予測を説明したい。3番目としては労働市場の構

造変化である。すなわち労働市場における需要

と供給がどのように変わってきているか。買い

手市場から売り手市場に変わる場合は賃金が上

がっていくものだが、この実態について紹介す

る。 

4番目に今の労働市場における賃金の急上昇

が与える労働供給への影響について。現存する

戸籍制度や定年退職制度、一人っ子政策といっ

た政策、制度がもたらした弊害も影響している。

労働市場における需給関係の背景にはいろいろ

あるが、それら要因をいかに見極めていくのか

が大事なところだと考える。そのような観点で

みる今後の労働市場における供給の展望につい

ても紹介する。最後に少子高齢化社会に向けて、

中国政府は今どのようなことを考えているか。

様々な制度、政策、改革の進捗について説明し

たい。 

 

昨年の党大会および今年3月の全人代で新し

い指導部が発足し、腐敗撲滅運動など様々なこ

とに取り組み始めている。「中国の夢」とは何か。

習近平国家主席が唱えたところを要約すると基

本的に2点挙げられる。一つは2020年のＧＤＰを

2010年に対し倍増するという所得倍増計画。

2021年は建党100周年でもある。もう一つは2049

年の中華人民共和国100周年。富強で民主的、文

明的、調和的な社会主義近代国家を作り、中華

民族の偉大なる復興を成し遂げようというもの

だ。これらを実現するためには一定の伸び率と

期間で経済成長がされなければいけないが、こ

れがいけるかどうかである。 

そこでここ30数年の中国経済がどのように成

長してきたか、成長の背景にどのような要因が

あったのかを考えてみたい。これについてはほ

ぼ一致した見解がある。例えば一つは人口ボー

ナスである。後で説明するが、人口の年齢構成

の変化によって、80年代に入ってから総人口に

占める生産年齢人口の割合が高まってきた。社

会全体として消費より生産の方が多くなり、貯

蓄が増え、これにより投資ができた。もう一つ

は労働力人口の急速な増加、労働供給の拡大で

ある。さらにもう一つは教育に現れる人的資本

の蓄積で、個々の教育水準や能力が高まったと

いうことである。この物的投資、労働力の投入、

個々人の持つ能力、技術といってもいいが、資

本、労働、技術が相高まったというのが経済を

成長させた要因だと思う。 

他に関係する要因として、例えば毛沢東時代

が残した正の遺産もある。あるいはそれなりに

問題はあるものの、これだけ大きな国をまとめ

るという今の共産党政権の高い統治能力もある

だろう。さらに中国を取り巻く国際環境が大局

的に見ると平和的だったということ。このよう

な背景で高度成長が進んだと思う。データで裏

づけすると一目瞭然だが、78年改革開放以降の

30数年間をみると、高い成長率が安定して推移

しており、経済規模の倍増が繰り返しているよ

うにみられる。このような高度成長の結果、経

済規模が拡大し、2010年に中国の経済規模は日

本を抜いて世界第2位となった。実際の購買力で

みると2002年に日本に追いついている。背景に

は様々な国内の体制改革、対外開放、貿易の拡

大、世界経済への参加などといった要素もある

がそのあたりは省略する。 
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高度成長が30年以上も続いている背景に人口

ボーナスがかなりあったといわれている。経済

用語でもよく言われるところの人口ボーナスと

は何か。人口の総数と年齢別構成は時間と共に

変化する。出生率、死亡率、その差である増加

率にはある程度の法則的なものが存在する。多

産多死、多産少死、少産少死という状態がある。

総人口に占める働く人の割合が増えると、社会

として生産が消費より多くなるという事態が起

こる。結果、個々の家庭で稼ぎが消費より多く

なり家計貯蓄率が上がる。つまり社会全体とし

て所得が消費を上回り、貯蓄率が上がる。デー

タで示すと非常に見事に出ているが、非扶養人

口である14歳以下、65歳以上の比率が下がると

社会の負担が軽くなり、稼ぎが消費より多いた

め貯蓄率が上がる。都市部、農村部ともに上が

るのである。 

このような高い貯蓄率は日本でも70年代初め

ごろに見られたが、これにより銀行預金が増え、

企業が投資資金を調達でき生産能力が形成され

経済が成長する。同時に、労働力人口も増える。

このグラフは1982から2011年までの生産人口の

推移で、赤い折れ線が生産人口に対する割合を

示している。6億人から10億人、割合として6割

から7.5割まで上がっている。この状況下では経

済がいや応なく成長する。 

もう一つは人的資本で、教育の平均年数や高

学歴者の割合で示すと人的資本の急速な蓄積が

現れている。例えば大学進学率で見ると85年は

2.8％だったものが99年には8.4％、昨年は36.7％

に上がり、毎年700万人の大学生が誕生する。18

歳以上の人口における中卒以上の割合は87％に

まで上昇した。その内の4割近くが大卒以上で、

平均教育年数を見ても途上国としては高い教育

水準にある。潜在的能力を技術に変えることが

できれば進歩は大きい。貯蓄率の高さによる投

資の増加、労働力人口の増加による供給の拡大、

教育の発展による人的資本の蓄積、この３つが

うまく作用し合い経済発展が促進されたのであ

る。 

日本でも過去に同じ現象があった。1955年か

ら70年代初めまでの約20年間において、生産人

口の割合が急速に高まったことにより貯蓄率が

高まり労働力人口も増え、教育水準も上がった。

石油ショックの後、90年代あたりから労働力人

口が横ばいとなり経済成長率も下がっていく。

日本の過去事例には中国経済のこれからを推測

し得る情報が入っていると思う。 

 

人口ボーナスがこれからどうなるのか、いつ

まで続くのかという問題がある。人口ボーナス

が無くなり社会に負荷がかかる中で経済成長を

持続していけるのだろうか。ここで中国の人口

転換をグラフで示す。縦棒が人口数で、出生率、

死亡率に増加率が示されている。人口の増加率

は国や時代を問わず、経済の成長とともに一定

の方向に変化するものだが、結論から言うと中

国における人口転換のプロセスは通常より短く

圧縮された形になっている。70年代末から始ま

った一人っ子政策、計画出産政策が少子化高齢

化をもたらした。データで詳しく見てみると面

白いことに中国、日本とも20年間はほぼ同じ形

を取っている。日本における14歳以下人口は

1992年ごろに17.7％になったが、中国でも20年

ほど遅れて2010年ごろに18％を下回った。18％

を下回ると少子化と言われる。 

他方、高齢者の割合が7％で高齢化社会と言い、

14％になると高齢社会になる。高齢化社会、高

齢社会、超高齢社会に分別される。7％から14％

にたどり着くまでの期間が高齢化速度。データ

上では日本より20年間のギャップで中国でも人

口転換が起こっている。このような背景に出生

率の変化がある。女性１人が生涯で何人子供を

産むかと言う合計特殊出生率が2.1を下回ると

総人口は長期的に減っていく。男女一組で子供

が生まれるのでこれは数字的に当然のこと。日

本では現在1.4くらい。中国の値は日本より低く

2010年度の人口センサスでは1.18だったが、こ

の数字は申告漏れや“闇っ子”を意図的に申告し

ない等で過小評価されており、大体1.4～1.5位、
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おそらく人口センサスの1.18と人口統計当局の

1.6位の間、1.4か1.5くらいだろう。正確な値は

１回の人口センサスデータでは分からない。２、

３回分のデータが必要である。一定の年齢層を

10年前の同年齢層と比べると女性が圧倒的に多

く、生まれていながら申告されていないことが

分かる。2010年センサスの10-21歳人口は2000

年センサスの0-11歳より約１割多い。これを考

えると国家人口・計画生育委員会の推定値の方

が正しいのではないか。小学校の入学者数と人

口センサスにおける6歳人口の推定値の差異を

見ても同じ結論が出る。つまり人口センサスに

おいては過少申告が現れるということだ。計画

に反して生まれた子でも小学校に入ると数をご

まかせない。結果、人口センサスの1.18は過小

評価だろうということだ。 

 

経済が成長し教育水準が高まっていくと出生

率は果たしてどうなるだろうか。アジア、特に

日中韓の人たちの出生意欲は低くなっていると

言われている。中国においては出産制限を解除

しても子供を生まないのではないかという指摘

もあり、統計データからも実際そのような傾向

が出てきている。その要因の一つに晩婚化があ

る。晩婚化が進んだ結果、就業率は上がる。も

う一つ、都市化が進むと出生率が下がる。これ

は女性の社会進出の関係で、出産で仕事を辞め

るとコストが高くなることによる。これでは結

果的にたくさん生まない。あるいは住宅事情、

学校の教育費が関係することもある。経済が成

長していく中で晩婚化が進み、子供のコストが

高まるということで少なく生んで育てるのであ

る。よって出産制限政策をやめても出生率が回

復できないのではないかという懸念が多く出て

きている。  

アンケート調査の結果を見ても、都市、農村

部、男女問わず晩婚化が進んでいることが分か

る。また学歴が高まると晩婚化は進む。2010年

の人口センサスで取れた学歴別初婚年齢を見る

と、学歴がない人の初婚年齢が21.4歳に対し、

学歴が上がるにつれて奇麗に初婚年齢が上がっ

ていく。大学院を出た人たちは26.6歳となって

いる。中国の教育水準が今後さらに高まるとさ

らに晩婚化が進み、結果的に出生率の低下につ

ながるのではないだろうか。 

この散布図は中国の省市区別に見た出生率と

様々な要素との相関関係である。左上は出生率

と都市人口比率を表し、都市化が進むにつれ出

生率は奇麗に右下がりとなる。また教育水準が

上がるほど、出生率が下がる。所得が上がって

も出生率が下がる。このような関係は中国だけ

でなく各国で見られる法則的な現象であり、つ

まり中国経済が今後も成長を続けるとすれば子

供を産むことのコストが高まり、たくさん生み

たくても生めなくなるということだ。 一人っ

子政策や出産制限政策を緩和しても出生率は果

たして回復できるだろうか。 

他方、平均寿命を見ると所得が高いところほ

ど延びており、上海では80歳を超えている。栄

養が改善され、医療技術が進歩し、公衆衛生の

向上やさらに制度の改善、例えば国民健康保険、

医療保険制度が普及し、所得の増加とともに寿

命が延びていく。これは高齢化を一層深刻化さ

せる要素だ。このような人口動態は今の中国の

経済、労働市場にどのような影響を与えるのだ

ろうか。 

 

労働力の需給関係で言うと、買い手市場から

売り手市場に変われば給料は当然上がっていく。

中国では農民工という農村からの出稼ぎ労働者

が80年代後半から出始め、90年代後半から大規

模化している。以前は何でも仕事があれば人が

来るという状態だったが、時代が変わり、今で

は給料が上がらなければ来ない、環境が悪くて

も来ない、となっている。2004年に広東省で初

めて募集人員が集まらないという事態が発生し、

沿岸部を中心に大都市部で人手不足が叫ばれ始

めて10年近くたつ。沿岸部に限らず内陸の都市

部でも労働力の需給関係が逼迫（ひっぱく）し

始めている。その結果の一つとして賃金が急速
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に上がってきた。都市部の正規雇用関係や農民

工たちの給与、政府の定める最低賃金から見て

も上昇傾向がハッキリと出ている。 

だが本当に今の中国で労働力が絶対的に足り

ないのだろうか？ 経済は成熟したのか？ こ

れについては個人的に若干違うのではないかと

考えている。このような現象の背景には確かに

人口増加と労働力の供給問題もあるが、他方で

現存する戸籍制度が影響するところがあるので

はないだろうか。農村から都市部への移動はあ

くまでも出稼ぎなので、大体30代ぐらいで田舎

に帰らざるをえない人が増えてくる。つまり労

働力の有効利用ができていないのではないだろ

うか。背景には複雑な原因がある。単に労働力

の需給が変わったというだけではない。例えば

農村では農業支援のための政策や様々な補助金

制度ができ、農家の収入は以前より速く増えて

いる。よって都市部で働くに値する賃金がもら

えなければ都市部への移動はないのである。 

また都市部の法定退職年齢は日本よりかなり

若く、女性のブルーカラーで50歳、ホワイトカ

ラーは55歳、男性では60歳である。これはあく

まで制度上の年齢で、実際に退職した人の平均

年齢は52歳である。この制度は50年以上前にで

きたものだが、今では教育年数が伸びて働き始

める年齢が遅くなっており、一方平均寿命が20

歳ほど延びたことを合わせると時代遅れの定年

退職制度だと言わざるをえない。これらが結果

として労働力の需給関係に緊張をもたらしたと

いう側面もある。 

もう一つは大学教育の発展である。急速に大

学が発展したところに若者が進学したため、企

業が少し前の大学生をイメージして求職しても

彼らは高い給料を追い求めるため選り好みし、

すぐに就職しないのである。現場にニーズがあ

っても行かない、つまり労働市場におけるミス

マッチが発生しているのである。大卒者は年間

700万人くらいいるが100～200万人はすぐに職

に就かず、現実の厳しさを知った後にどこかに

就職する人が多い。高等教育の発展が労働市場

における需給のミスマッチをもたらすのである。 

これを詳しくデータで見てみよう。上のグラ

フは中国の求人倍率の推移を四半期データで示

したものである。このような調査は2001年から

始まったが、このころの中国は“無制限労働供給

の時代”と呼ばれており求人倍率は0.6から0.7

程度、需要より供給が多く、雇用されれば喜ん

で就職していた。これは主として農村からの出

稼ぎ労働者だった。ところが2004年の春ごろに

一変して一気に0.9くらいになる。労働力の全体

的な過剰から相対的な不足の時代へと変わって

きたのだが、これには人口の年齢構成が影響し

ている。かつて中国では大勢の人たちが亡くな

った時代があり、その世代の子供の数は少ない。

つまり2004年あたりの18歳人口が非常に少ない

のである。その結果2004年が一つの転換点とな

った。2008年のリーマンショックには中国も影

響を受け、雇用情勢が悪化し、多くの農民工が

田舎に戻った。数的には2,000万人を超えたとも

伝えられる。しかし例の４兆元の大型景気対策

による急速な景気回復に伴い雇用状況は改善さ

れ、2009年あたりには求人倍率が１になった。

2010年以降はほとんどの年に求人倍率が１を超

えている。労働力の不足が常態化し始めたので

ある。 

ただこれは全体像であって学歴別の求人倍率

や、年齢階層別の倍率を見ると違う側面が見え

る。45歳以上における求人倍率は常に0.6～0.7

程度で供給過剰なのである。45歳といえばまだ

まだ働ける年齢。しかしその大半は農民工で形

態も非正規雇用である。雇ってくれないとなる

と彼らは田舎に帰らざるをえない。他の年齢層

で見ると44歳以下の各年齢層では需要が多く供

給が少ない。学歴別で見ると大学生の状況とし

て2011年～2012年前半まで求人倍率が１以下で

供給過剰だったが、これも昨年の後半以降は１

に達した。全体的に労働力は売り手市場にシフ

トしてきているが、年齢層で見ると45歳以上は

供給過剰な状態なのである。 

 



第63回研究会   

 

  

55 

このような労働の需給変化の背景に賃金の変

化も激しく出ている。都市部における正規雇用

の実質平均賃金の推移を見ると97年が一つの転

換点になる。労働市場においては2004年が転換

点と指摘されているが、賃金の変化で見る転換

点は97年からでここから大きく変わっている。

賃金の年平均伸び率は97年までが4.2％、97年以

降は13.1％であり、これは恐ろしい数字だ。実

質の伸び率だから5年で倍増する。 

次に農民工の名目収入と実質収入を見ると若

干様子は異なる。上のグラフで2011-2012年の月

収は2,290元、日本円で約35,000円程度だろうか、

年率でいうとやはり高い伸び率を示している。

実質収入でみると90年ごろまでほとんど変化は

無かったが、2000年以降、急速に上昇し、年平

均の伸び率は経済成長率より高い。もう一つ、

私が上海で行った調査結果に最初の就職で得た

給与のデータがあるが、やはり傾向的に上がり

続けている。上海の最低賃金のデータを見ても

2001年から2013年までの最低賃金は490元から

1,620元と3.3倍増である。 

結論から言うと、正規雇用も非正規雇用も政

府の掲げる最低賃金も２桁の伸び率が90年代以

降続いているということだ。背景には様々な要

素があるが、最低賃金と農家の収入伸び率の相

関係数がある。この係数は0.8以上あるが、つま

り都市部の最低賃金はそれ以上に上がらないと

都市部に移動しないということだ。胡錦濤政権

発足以来、農業、農村、農民を支援するための

３農政策が毎年実施され、農家の収入は速く伸

びた。この結果、出稼ぎ労働者の期待賃金を押

し上げ、ひいては都市部の最低賃金や給与を上

げざるを得なくなったのである。労働力の需給

が変わっただけでなく、３農政策の施行によっ

て都市部の賃金が押し上げられたという側面は

否定できない。 

 

また教育がもたらす側面もある。10年、20年

前の農民たちの平均教育は5、6年程度、せいぜ

い7、8年と大して長くはなかった。しかし現代

の新規就職者たちを見ると、平均的に12年、つ

まりそれ以上の教育を受ける者も多いのである。

こうなると以前と同じ給与では通用しなくなる。

農民工の親の代が都市部で稼ぐというのは条件

的なものであったが、その次の世代は都市部に

とどまりたいという意識が強くなっていく。権

利意識も強まり、都市部に移った後、そこに住

み着きたいのである。都市部では中学など教育

環境が豊かで、住民としての暮らしがある。つ

まり農民工たちの出稼ぎ意識が変わり、都市住

民として暮らしていけるような収入を求めるよ

うになったのだ。 

 

このような中で労働市場が買い手から売り手

市場へと変わり、その背景には人口の年齢構造

の変化や政策の影響があるという話をした。さ

て、今後中国の労働力の需給はどのようになる

のだろうか。制度政策を見直していくと、これ

まで無駄になっていた労働力の活用ができるの

ではないかと思う。ここに生産年齢人口の推移

を３本の線で推計した。上の線は国際的な基準

で推計した労働人口の推移だが、これでみると

2016年に中国の労働人口がピークを迎える。女

性は55歳で退職するとした上で、法定退職年齢

で推計すると2012年にピークを過ぎており、そ

の時の生産年齢人口は9億。もう一つ、一番働き

盛りの年齢層である20－39歳の青壮年人口、こ

の推移を見ると2002年にピークを迎えているが、

これが2004年の人手不足の発生に関係している。

総人口、生産年齢人口、農民工政策等々、併せ

て考えると、2002年にピークに達しそれから減

っていくということだった。労働市場はほとん

どが農民工だったため、絶対数が減るとお互い

の関係が緊張していく。もし制度を改革し国際

的な基準で見るならば、中国の使っていない労

働力、上二つの線、ＡとＢのギャップから見え

る潜在労働力がある。無駄になっている労働力

を有効活用するためにはどのような制度改革が

必要か、これが課題となる。 

18歳人口と法定定年人口の推移データを重ね
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合わせると、2014年あたりから定年人口が18歳

人口を上回るようになり、現行制度のままでは

労働力不足がいっそう深刻化するように見える。

定年人口と農村部、都市部の18歳人口の推移を

見てほしい。もし今のような農民工政策をやめ

て、農村から都市に移住できるようにしたらど

うなるだろうか。 

人口は比較的予測しやすいので2028年までを

推計している。今の農民工政策を見直し、都市

部に移住できるようにすれば18歳人口の総数は

都市部の定年退職者より多くなる。つまり政策

改革の状況によってはギャップが生じなくなる

可能性がある。 

もう一つに就業率の低さがある。女性の労働

参加率が下がってきている。教育が発展し、20

歳でも学校にいる人が増えた。就学率が上がり

就業率が下がったが、就業率の下げ幅は就学率

の上げ率より高い。これには若い女性が労働市

場に参加しなくなったという要素がある。就業

率で見ると、農村では16歳以上は何らかの仕事

に就いている。しかし都市部では6割程度。都市

部には大学生が多いが早期退職というものもあ

る。女性は50半ばで定年退職となるし、幾つか

の業種については早期退職が認められている。

つまり、都市部の女性の就業率の低さは現行の

定年制度と関係しているのだ。また平均寿命が

80歳近くにもなっている。段階的に定年を65歳

にもっていくことができればこのギャップをあ

る程度緩和できるのではないかと考えられる。 

 

少子高齢社会にどう立ち向かっていくべきだ

ろうか。制度・政策の改革から潜在的な可能性

を現実化していくということが求められている。

人口ボーナスにも関連しているが、グラフのこ

の線は高齢従属人口の割合、この線が年少従属

人口つまり14歳以下の子供の割合を示す。分母

は生産年齢人口だが、この両者を合わせたもの

がこの赤い線で2010年までは下がってきていた。

支える人の割合が支えられる人の割合より高い

ので社会全体の負担が軽い。そこから人口ボー

ナスが生まれたが、2010年から人口ボーナスが

無くなる。高齢者の割合が高まり、医療費や年

金負担が重くなる。社会全体としての負担が赤

い線で示されるように高まっていく。この状態

になると社会はボーナス社会から負荷社会にな

っていく。2010年から既に負荷社会に入ってい

る。 

右図のほうがもっとイメージしやすいかもし

れない。分子が生産年齢人口、分母が高齢人口

であり、その比はこのようになる。１人の高齢

者を支えるのに何人の生産年齢人口がいるか。

2010年には8.4人もいて社会負荷はまだ軽いが、

状況は急速に悪化していく。つまり中国の人口

情勢は楽観視できず、このままでは社会に重い

負荷がかかり経済成長も難しくなる、それで富

める前に老いてしまうという“中進国の罠”に陥

ってしまう。これを避けるためにはどうしたら

よいのか。 

 

まず戸籍制度の改革について。既に着手して

いるが、いまだ根本的な解決には至っていない。

中国には農業戸籍と非農業戸籍という身分のよ

うな２種類の戸籍があり、戸籍の転換はなかな

かできない。地域の転出入もできず、戸籍を移

すのは幾つかの例外を除きほとんど不可能であ

る。農業から非農業への戸籍転換も地域間での

戸籍の転出入も難しい。その結果農民工が1億7

千万人もいるのに都市部・沿岸部に実際住んで

いても居住地の戸籍がない。労働力の有効利用

ができない状況を生み出している。 

そこで戸籍を改革して、特に今の若い新世代

農民工の戸籍の転換、転出入ができるようにす

るという改革が進んでいる。労働力の不足や新

世代の意識の変革もあり、政府も対応せざるを

得ない。農村部の18歳人口の多くが都市部に移

動し、普通に定年まで働ければ労働力の需給関

係は良くなるのではないだろうか。 

戸籍制度改革の結果、どう変わったかを一つ

だけ説明する。この緑の線が非農業戸籍。こち

らは都市部に住んでいる人の割合で52％、差は
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13％ポイントある。1ポイントが1,300万人に当

たることから、農民工は１億７千万人いるが都

市部に住んでいながら戸籍ができないため、都

市部における制度の適用もされないという非常

に問題のある状態だ。改革してもギャップはな

かなか埋まらない。例えば上海市の戸籍人口は

1,400万人程度だが、実際に上海に常住している

人口はもっと多い。そのギャップがいわゆる流

動人口でその８割が農民工である。上海にいな

がら上海の戸籍を持たず、年金、医療制度の適

用がされない。このような人たちは大都会の北

京、上海、広州、深センなどに多く見られるが、

このギャップを埋められればその分労働力の供

給が増えるはずだ。 

次に社会保障制度に対する改革について。現

行制度は半世紀前につくられたもので、幾つか

改革もあったが基本的には何も変わらず、制度

適用対象や法定退職年齢は変わっていない。男

性は60歳、ホワイトカラーの女性は55歳のまま。

しかし現在これを変えようとしている。また医

療、年金、失業保険、労災、こういった保険制

度を農民工たちにも適用しようとしている。こ

れができれば農民工たちは普通の市民として働

き暮らすことが可能となる。このように社会保

障制度の改革は戸籍制度の改革と合わせ、一昨

年あたりから力を入れて進められている。特に

若い人に対しては、一定の条件が満たされてい

れば企業は彼らに対する保険に強制的に加入さ

せられる。上海などでは高齢化が進んでおり、

年金財政が厳しくなるので若い人たち、つまり

農民工をここにいれようということである。批

判はあるが昨年あたりから始まっている。長期

的には保障制度の対象になり歓迎されてもいる

が、企業としては「それ以前は安く雇えたのに」

という不満もある。 

退職年齢を引き上げるかどうかはまた別の問

題がある。ホワイトカラーや幹部といった特権

階級にはもっと働きたいという意識もあり、利

害対立が強くあるからだ。保険制度の問題もあ

る。役人たちは保険料を納めないのに普通の労

働者の倍の退職金を受け取ることができる。議

論はしており、様々な試算やモデルはあるが、

自分たちも痛みを伴ってくれないと納得しない

という抗議も結構ある。国家公務員や特権階級

向けの制度をやめない限り、定年の引き上げは

なかなか進まないだろう。今の中国の状況をよ

く示しているように思う。 

 

少子高齢化問題。これは非常に深刻な状況に

ある。最近の研究報告やマスメディアでの報道

にも、一人っ子政策は誤りだったという批判が

ある。少子高齢化を改善するにはどうしたらよ

いか。資料に計画生育政策の推移を整理した。

昨年の党大会での人口政策に関する表現が微妙

に変わった。低い出生率を安定化させるという

表現が、昨年の党大会では無くなった。３月の

全人代では大きな権力を持った国家人口・計画

生育委員会を解体し、その機能を衛生部に吸収

させた。出産計画を担当する役所を無くしたの

である。 

政府は政策の転換を否定する一点張りだが、

一人っ子政策の規制緩和に対するいろいろな議

論が出てきている。段階的に出産制限を緩和し

ていこうという動きについて、専門家たちはず

っと以前から具体的な議論をしており、今のよ

うな提案もされていた。意見も様々あるがそれ

ぞれ徐々にやっていくのだろうと思う。例えば

一人っ子に対する許可制の廃止がある。一人っ

子政策では職場や地域ごとに“今年の出産人数

は何人”と決まっており、そこの担当者が割り

振りを決めるのだが、それをまずやめようじゃ

ないか、と。長期的には出生率の回復に寄与す

るかもしれないということだ。 

80年代以降、一人っ子同士の夫婦の場合に２

人目の子供が認められることがあったが、片一

方が一人っ子である夫婦についてもそれを認め

ようという案もある。これは一番実現可能性が

高い。また、すぐには実現できないかもしれな

いが、都市部でも農村部の「１人半政策」をや

ろうという提案もある。行政の方はなかなか首
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を縦に振らないが、２人目を生む間隔の制限を

無くそうという具体策もある。これまでは大体4、

5年おいた後に許可が下りたら産むという間隔

だったが、これを無くすというものだ。 

有名な人口学者、易富賢によると今の中国で

子供を産まない女性は12.5％にも上昇しており、

この状況では出生率1．6の達成は実に厳しく、

そう簡単にはいかないだろうと言っている。無

条件の二人っ子政策は支持されており、一番可

能性が高いだろう。今までは「生むな」と言う

ことができるが、「生め」ということができない

だろう。 

 

最後の結びに入る。 

中国では少子高齢化が進み生産人口が減少す

る局面に突入し、人口ボーナスから人口オーナ

スへの転換も進行している。「未富先老」に陥ら

ないため、中国は経済成長を維持していく考え

のようである。 

現在の人手不足は主として戸籍制度、定年制

度、計画生育政策の欠陥に起因したものである

が、戸籍制度改革を急いで農民工を有効に利用

し、また中期的には法定退職年齢を引き上げる

ことができれば労働供給量を増やすことができ

る。長期的には「一人っ子政策」を柱とする計

画生育政策を見直し、出生率を回復させること

が少子高齢化による諸問題を解決する根本的な

対策となろう。 

しかし先ほども話したように、中国人はどう

やらそれほど子供が好きではないようだ。一人

っ子同士の結婚の場合は２人生んでいいと言わ

れているが、一人っ子世代である80年代生れの

人たちで2人目を生んでいる人は少ない。「生ん

でいい」といわれても生まない。日本のように

出生率がなかなか回復しない危険性がある。そ

うなると「未富先老」からの脱却が難しくなり

そうである。 

以上である。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤副ＣＲＣＣセンター長） 

多岐にわたる話をありがとうございました。

これより質疑応答を行う。ご質問のある方は挙

手を。 

 

（フロア） 

２点お伺いしたい。生産労働人口に限らず、

所得構造の中でどうやって高齢者を支えていく

かという詳細な視点についてはいかがか。所得

の格差により高齢者の支え方が変われば、かか

る費用も変わってくるだろう。所得格差を解消

しないといけないし、支え方についても議論が

必要ではないだろうか。支える仕組みを経済構

造と社会構造と複合的に組み合わせていかない

といけないのではないか。もう一つ、高齢者の

支え方によっても費用のかかり方が大分変わる

だろう。農民工の話も出たが、政府はどのよう

な構図を考えているのか。構造を考えない限り、

人数で考えても実りある議論ができないのでは。 

 

（厳） 

後者から答える。中国の高齢化問題はどちら

かというと主に農村部にあると言われる。都市

部の高齢化は比較的大きな問題ではない。農村

部では若い人が都市部に行き、高齢者は村に居

る。自ら命を絶った高齢者がいた、という報道

もあった。農村部の高齢化問題にどう対応する

か、一つは医療面がある。2009年からは所得が

極端に低い人たちへの生活保障制度がある。も

う一つの対策として、中国では家族を支えるこ

とを奨励している。一定期間、親を世話するこ

とが法律化されている。効くかどうかは分から

ないが農村部の高齢者問題を考えている。 

前者についてはおっしゃる通りだと思う。統

計によれば農民工の平均賃金は都市部の約6割

程度。しかもこれは名目賃金で都市住民に適用

される福利厚生が適用されていない。それを加

味すると格差はさらに広がる。格差の是正は議

論されるところだろう。  
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（フロア） 

 たいへん参考になる話をありがとうござい

ました。中国の都市化の比率が52％になったと

いうことだが、50％になったのが日本だと1950

年代、米国は1920年代、英国に至っては1850年

代だったと思う。今までの先進国の例では50％

になってそれから経済が衰退していくというこ

とではなく、発展初期の段階を示していた。生

産年齢人口数が減るというより人口が本当に動

くのかどうか。若くても戸籍がそのままである

し、働き口が多い企業が育っていかない限り年

齢が若くても経済的に問題が出てくるのではな

いかと思う。人口の年齢層より人口のモビリテ

ィに重きを置いて考えるという点ではいかがか。 

 

（厳） 

おっしゃる通りである。私の話は経済が止ま

るということではなく、今の制度・政策を直せ

ばさらに2030年くらいまでは成長が持続するだ

ろうということだ。もう一つ、都市部への人口

移動だが、通常、農村都市間の労働移動は生産

率の低い方から高い方へ行われる。つまり移動

は結果的に経済成長に寄与する。そうなると生

産性の低い農村から生産性の高い都市部へ人が

移っていけば、その人たちの生活の向上による

経済全体の向上が可能だと考えている。 

 

（フロア） 

戸籍制度と育成政策についてお尋ねしたい。

戸籍制度は身分と出生地を固定する目的があっ

て作ったものだと思うが、その制度を見直すの

であればその目的を変えるということにもなる。

そもそも戸籍制度はどういう目的があって作ら

れたものか。それを見直すことによりどういう

不都合が生じることになるのか。また育成政策

については、強制力で出産を抑制するのは社会

の価値判断や実態からやむを得ないという面が

あるかもしれないが、出産は基本的人権に通じ

るところがあるのでなはいかと解釈する。出産

抑制を見直すということは基本的人権という価

値意識が政策サイドにどのように理解されてい

るのだろうか。 

 

（厳） 

戸籍制度を作った当時の目的は、中国が計画

経済に入った時に、労働力を持つ人々が自分の

意思で勝手に移動されては困るという視点から

である。労働力の計画的な利用という観点、そ

のための人の配属であった。もう一つには食料

政策がある。配給の根拠手段として使われた。

85年に食管制度がなくなり92年からは食料の配

給制度が無くなった。食料管理が無くなり、戸

籍を使った労働力の管理の必要性も無くなった。

そのころに日本と同じような人口登記の形にす

ればよかったのだが、80年代後半以降戸籍が身

分化してしまった。今や当時の目的と全く違う

ものになってしまった。出産抑制計画について

は以前より海外から人権侵害と言われている。

人口を抑制したことによる経済成長はあったが、

各行政担当者によるノルマ達成のための行き過

ぎはたくさんあった。しかし今度見直すことに

なっているのは人権改善という問題意識からで

はない。あくまで労働力・人口問題、経済発展

に対する影響からである。人権の観点からこの

政策を直すということは無いのではないか。 

 

（フロア） 

一人っ子政策の許可制について聞きたい。一

定の年齢に達したら自動的に許可が下りるのか、

それとも生みたくなったら許可を申請して（許

可を）もらうのか、もしくは妊娠したら許可を

申請するのか。 

 

（厳） 

実態は地域によって多少違うが、制度的には

個々の職場に計画生育委員がおり、彼女らが結

婚している人を把握している。制度的には申請

するのだが、その地方の人口増加率を見て人数

が割り当てられてくる。例えば結婚した人が4

人いるのにノルマでは3人しかいないというこ
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ともある。生みたい時は申請する。生みたくて

生めないということではない。許可ではなく順

番的なもの。結婚したらいつでも生めるという

ことではない。しかし計画外出産には厳しい。

都市部の国家公務員だと即座解雇される。都市

部の党政府機関や大学研究所など、国が管理で

きるところでは非常に厳しくやっている。 

 

（フロア） 

出生率で1.18という数字が出ているが、この

数字に基づく人口の伸びの推測や将来の人口予

測を政府は持っているか。 

 

（厳） 

国でもこれまで２回ほど計測しているが、内

外で人口予測する時は大体において国連の予測

データを使う。その予測データは1.18ではなく

人口センサスより多い1.6と予測している。しか

しその予測値が人口センサスより多いため、そ

れがいつも批判されている。だが先ほども話し

た通り、人口センサスでは過小申告がある。そ

こで個々の行政担当者の間で数字を集め推計す

る出生率は1.6。実際は1.6でも1.18でもなく1.4

か1.5くらいだろうとされている。 

 

（フロア） 

非常に興味深い内容だった。農村と都市の定

義について、戸籍上における都市をどのように

考えているかについて確認したい。中国の新し

い政策では地方に新しい中核的な都市を増やし

ていくという発想があると聞いている。今日の

お話には都市と農村という区別が多く出てきた

が、ここでいう概念はどのようなものか。従来

の戸籍上における定義と今後の新しい国づくり

での定義では政策的にどうなるのか。 

 

（厳） 

都市というのは空間的な概念。行政区分の下

位に鎮というくくりがあるが、それが都市部と

される時もある。区分には役場の所在地、人口

規模や産業構造などといった指標があり、その

指標を満たしていれば市街地と見なされるが、

それでもその周辺部は農村としてカウントされ

る。戸籍で見た都市農村の場合、大体80年ごろ

まで都市部と農村部に住んでいる人たちは職業

的にも区分されていた。しかし80年代に入って

から農業に就かない農民たちが目立つようにな

り、その後90年代に入ってから農民工がたくさ

ん都市部に入ってきた。農民工たちは都市部に

いても戸籍は農村のまま。そこでギャップが広

がる一方となる。 

李首相の言っている都市化とはこのことで、

都市部に住む農民工の戸籍を変えると同時に社

会福祉を受けられるようにするということ。つ

まり都市部に移動してまた田舎に戻るのではな

く、移動して定住するような形に持っていく。

中でも80年代以降に生まれた新世代農民工たち

を対象にして、彼らの農戸籍を都市戸籍に変え

るのである。中途半端な都市化をしないという

こと。今の都市部に住む農民工たちはいわば半

市民である。それを普通の市民と同じように雇

用、保障制度を適用させる。これが李首相の改

革のポイントである。 

 

【閉会】 

（倉澤副ＣＲＣＣセンター長） 

まだ質問はたくさんあるだろうが時間がきた

のでここで終了させていただく。本日のご参加

に感謝する。 

（了） 
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【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

（中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

これより第64回研究会を開催する。 

本日は国際協力機構(JICA)研究所副所長の北

野尚宏先生より「中国の経済協力：現状と課題」

というテーマでお話を頂戴する。北野先生は、

1983年に早稲田大学理工学部を卒業され、1981

～82年にかけては清華大学にも在籍していた。

1992年より海外経済協力基金の北京駐在員、そ

の後国際協力銀行開発金融研究所の主任研究員、

さらに京都大学大学院経済学研究科助教授を経

て、2012年よりJICA研究所副所長に就かれて現

在に至る。またJST中国総合研究交流センター

においては、有識者から成る“ステアリングコミ

ティ―”委員にご就任いただき建設的なご意見

を頂戴している。 

 

【講演】 

本日は“中国の経済協力”ということで、新

しい情報を皆さんとシェアさせていただきたい。

専門家の方々も沢山参加されていると伺ってい

る。忌憚のないご意見をいただければ幸いであ

る。 

 

先程ご紹介いただいたように、私は1980年か

ら82年まで学生時代に北京におり、2年目は清華

大学に在籍し、中国のトイレ事情や環境問題を

研究していた。当時、留学生寮には工学を学び

にきた“第三世界”からの留学生がたくさんいた。

先進国としては、私の前にイギリス人が一人い

ただけだった。あれから30年経ち、2011年に清

華大学100周年の記念行事に招待され、人民大会

堂での式典に参加した。その時出会ったスーダ

ンからの留学生は、清華大学公共管理学院の

Master of Public Administration in International 

Development Programで中国の開発経験を学ん

でいる、JICAの研修で日本に２度行ったことも

あると語っていた。他の開発途上国の留学生た

ちが工学だけを学んでいた時代から、30年を経

て中国の開発経験を学ぶ時代が到来した。中国

の大きな変化を肌身に感じた出来ごとだった。

彼は今、独立後の南スーダンで頑張っていると

思う。 

初めに、中国の対外経済協力政策、対外援助

政策についてお話したい。中国は、自分たちの

援助は、途上国が途上国を支援する南南協力で

ある、という立場を原則にしている。2010年の

対外援助60周年記念式典で、温家宝総理は、こ

れまでの援助を総括した上で、新たに4つの課題

を打ち出した。一点目は、援助の構成を最適化

し、最貧国や島嶼国に重点を置くこと、二点目

は、援助の質を引き上げること、三点目は、被

「「中中国国のの経経済済協協力力：：現現状状とと課課題題」」  
 開催日時  2013年9月11日（水）15：00～17：00 

 講師紹介  

北野 尚宏（きたの なおひろ）氏 

国際協力機構研究所（JICA）副所長 

 略歴  

1983年早稲田大学理工学部卒業（81～82年中国清華大学土木与環境工学系在籍）、97年コーネル大学大学

院博士課程終了。83年海外経済協力基金採用、北京駐在員、国際協力銀行開発金融研究所主任研究員、京

都大学大学院経済学研究科助教授、同銀行開発第2部部長、独立行政法人国際協力機構（JICA）東・中央

アジア部部長などを経て、2012年よりJICA研究所副所長。 

[主な著書] 

「アジア諸国への経済協力」下村恭民・大橋英夫・日本国際問題研究所編『中国の対外援助』日本経済評

論社 2013年、「深化する中央アジアとの関係」関志雄・朱建栄・日本経済研究センター・清華大学国情研

究センター編『中国が変える世界秩序』日本経済評論社 2011年、「水環境政策の到達点と課題」森晶寿・

植田和弘・山本裕美編著『中国の環境政策』京都大学学術出版会 2008年など。 
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援助国の自主発展能力の向上を支援すること、

そして四点目が、対外援助の制度を改善するこ

とである。対外援助制度の改善には、国際交流

の積極的かつ適度な推進が入っている。これま

で中国は、基本的に独自路線を歩んできたが、

援助額が急増してきたため、諸外国から大いに

学んでいこうという姿勢に転じている。これに

ついては、後ほど詳しく説明する。もう一点、

様々な地域フレームワークを活用して支援を行

うということも特徴として挙げられる。 

 

2011年には、初めての対外援助白書が8カ国語

で公表された。同白書は今年中に2013年版が公

表されることになっている。2011年版は比較的

薄いものだったが、これまで国防白書も隔年毎

に公表される度に徐々に情報公開の程度が上が

ってきているように、対外援助白書についても

情報公開の程度が上がっていくことが期待され

ている。白書に掲げられた援助政策のうち、被

援助国の自主発展能力を支援することが強調さ

れている点は、途上国の自助努力を支援してい

くという日本の考え方に近い。白書には記載さ

れていないが、当時、商務部長であった陳徳銘

氏が共産党機関紙である「求是」に書いた論文

の中に、自主発展能力の向上支援には、中国企

業の被援助国への投資を通じた支援が含まれる

とある。このアプローチも、日本の投資と貿易

と経済協力を組み合わせた対東南アジア支援に

通じるアプローチかと思う。また、三番目の平

等互恵、共同発展は、途上国への援助を通じた

中国企業の経済活動推進を暗示しているのでは

ないかと思う。 

 

この白書を通して、中国が途上国に対してど

ういう考え方で支援をしているのかを推し量る

ことが出来る。また、社会科学院が毎年出版し

ているアフリカ発展報告に掲載された“中国の

発展戦略におけるアフリカの位置付け”という

論文に、第12次5ヵ年計画におけるアフリカは、

第一に中国の持続的な発展に欠かすことのでき

ない資源と原材料の供給地であり、第二に、中

国の経済構造の調整、産業の高度化にとって非

常に重要な協力先であると述べられている。ま

た、三点目として、潜在力のある市場であるこ

と、四点目に、アフリカで国際開発協力を展開

することによって中国が大国としての責任を示

すことができる外交的な側面があるとしている。

これは、中国の率直な考え方を示したものでは

ないかと思う。 

 

中国は、国際的な枠組み、例えば国連ミレニ

アムサミットで、途上国として金額や研修生の

受入人数でコミットしている。スライド「グロ

ーバルに展開する中国の経済協力：中国の地域

協力枠組み別コミットメント」の表は、地域フ

レームワーク毎に、これまで中国が幾らコミッ

トしたかを示している。コミットした額が赤で、

緑は研修員の数、青はファンドのコミット額を

表している。例えばASEANとの関係について言

えば、50億ドル、150億ドル、100億ドルとコミ

ットしており、その一部もしくは多くの部分は

優遇条件の借款である。 

 

アフリカの場合は、2006年50億ドル、2009年

100億ドル、2012年200億ドルのコミットが表明

されている。また、直近では上海協力機構

（Shanghai Cooperation Organization, SCO）の枠

組みを通じて、中央アジア等に、2009年に100

億ドル、2012年に100億ドルがコミットされてい

る。ラテンアメリカについても、2012年に温家

宝総理(当時)がリオ＋20会合の帰途で、チリ・

サンチャゴにある国連ラテンアメリカ・カリブ

経済委員会（the Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean, ECLAC）本部での演

説で、中南米に対して100億ドルのコミットを表

明している。こうした資金面でのコミットに加

えて、各地域でのファンドの創設が謳われてお

り、中国輸出入銀行もしくは中国開発銀行がそ

れを担うという枠組みになっている。 
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特に興味深いのが、南アジアである。南アジ

ア地域協力連合 (South Asia Association for 

Regional Cooperation, SAARC)ではインドの存在

感が大きいが、中国とSAARCとの関係全体でみ

れば、両者の間には、中国ASEAN首脳会議のよ

うな首脳レベルの会談を行う枠組みが存在して

いない。中国の専門家によれば、東南アジアや

中央アジアでの成功事例があるため、南アジア

でも同様の枠組みを展開したいという希望を中

国側は持っており、関係国に働きかけを行って

いるとのことだった。 

 

中国の対外経済協力の実施体制の中心は商務

部であり、商務部対外援助司が対外援助を担当

している。さらに、対外援助司傘下の様々な外

郭団体が対外援助の具体的な業務を担っている。

中国の援助では、無償援助に技術協力が含まれ、

専門家派遣や研修員受入れ、医療チーム派遣等

を行っており、限定的ではあるがボランティア

派遣も行っている。借款については、輸出入銀

行が政府の決定に沿って人民元建ての優遇借款

を相手国政府に供与している。また、優遇借款

とほぼ同様の条件で、ドル建ての優遇バイヤー

ズクレジット供与も行っているが、統計上は援

助としてカウントされていない。但し、途上国

側は供与条件がほぼ同様なため、バイヤーズク

レジットも援助として扱っている場合が多い。 

 

中国国内の援助体制整備に関しては、中国の

場合、中央政府だけでも援助関連部局が33機関

も存在し、これ以外にも地方政府や地方企業、

研究機関と極めて多数のアクターが援助と経済

協力に関わっている。そこで、2011年に副大臣

クラスの部門間の調整機構が設立され、これま

でに2度会議を開催している。これまで中国では、

対外援助に関係する法整備が十分なされてこな

かった。そのため、対外援助司に対外援助法調

査グループが設立され、大学に研究を委託する

など、法整備に向けた準備を進めているところ

である。また、中国の研究者からは、日本のJICA

に相当するような、援助業務に特化した援助専

門機関を作るべきとの意見も聞かれる。仮に中

国に援助機関が設立された場合、可能性として

は、国務院直結、外交部の下に置く、今まで通

り商務部の下に置くという複数のオプションが

あるとされている。他方、別の中国人研究者か

らは、援助機関が設立されれば、現在援助に関

係しているアクターの責任感が低下し、全ての

援助関連業務が援助機関へ丸投げされてしまう

可能性があるため、早急な援助機関設立は避け

るべきであるとの意見も聞かれている。 

 

援助額の推移に関して、スライド「中国の対

外援助額の推移」で赤で示したところが、中国

の対外援助支出額である。2013年は予算ベース

だが、表を見れば中国の対外援助支出額が着実

に伸びていることが分かる。それに加えて、優

遇借款を黄緑色で積み上げ方式で示している。

この2つを合計すると、2012年度の中国の対外援

助支出額と優遇借款の総額は日本円でおよそ

4,300億円となる。 

 

スライド「中国の対外援助・建設請負事業出

来高・投資額地域別比率」をご覧いただきたい。

青が援助額、赤が中国の建設業者が被援助国で

土木やエンジニアリングの契約を結んだ出来高

の2008年から2011年までの平均値である。緑色

は1件100万ドル以上の投資事業の累計額である。

いずれも、アフリカの割合が大きいことが特徴

である。アフリカに続いてアジアも大きいが、

アジアの中でも、特に東南アジアと南アジアが

目立つ。中南米は、投資案件額がアジア、アフ

リカについて3番目という特徴を持っている。こ

の背景には、中南米には天然資源関係の投資先

が存在することに起因するものと思われる。 

 

次にアフリカについて話したい。先述したと

おり、中国とアフリカは中国アフリカ協力フォ

ー ラ ム (Forum on China–Africa Cooperation, 

FOCAC)という枠組みを設立している。一方、
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日本とアフリカの間では、1993年に現在のアフ

リカ開発会議(Tokyo International Conference on 

African Development,TICAD)のフレームが出来、

今年6月、第5回会合を横浜で開催した。日本の

場合、最初から国際機関を巻き込んだ多国間協

議の枠組みとしてスタートさせた。他方、中国

は基本的に、二国間関係を基本としており、多

国間組織が入らない枠組みで運営してきたとい

う特徴がある。この中国アフリカ協力フォーラ

ムの3回目の会合として、2006年に北京でアフリ

カの首脳を集めて開催されたいわゆる「北京サ

ミット」が世界的に注目されたことは皆様ご承

知の通りと思う。 

中国は、それぞれ、2006年、2009年、2012年

の会合で、前述の資金協力コミットを発表した

だけではなく、アフリカ域内の国交のある最貧

国の一部製品の関税免除など幅広い分野をカバ

ーしている。 

 

スライド「中国・アフリカ協力フォーラムで

のコミットメント」の赤文字で記述されている

のは、中国による大規模なインフラ協力である。

中国は、2006年の北京サミットで、中国の建設

関係案件で最大規模となるアフリカ連合

(African Union, AU)本部の新会議場をエチオピ

アに建設することを表明した。同会議場建設は、

2012年に竣工したが、工事期間中は、商務部対

外援助司が職員を直接現場に派遣し、直接本国

と連絡を取り、工期と品質確保に努めるなど、

中国側も非常に力を入れて行ったプロジェクト

であった。先述したFOCACに関して、AUは、

これまで同フォーラムに正式に加盟していなか

った。しかし、昨年のFOCACで、AUが初めて

正式なメンバーとして参加するという新たな動

きが見られた。また今年6月のTICADVでも、初

めてAUが共同開催組織の一つとして参画して

いる。ほぼ同時期に、AUの存在感が、これら二

つの枠組み双方で大きくなったと言える。 

 

中国は、世界各地で開発基金を設立している。

アフリカでは、2007年に中国アフリカ開発基金

を設立し、主に農業、インフラ、資源開発、工

業団地、製造業等の分野に投資している。目標

額は50億ドルであり、最初のシードマネーとし

て中国開発銀行が10億ドルを出資した。現在は、

約30億ドル規模で、60のプロジェクトに対して

17億ドルを投資している。スライド「中国アフ

リカ開発基金」の小さな写真は、エチオピアの

ガラス工場である。これは、中国アフリカ開発

基金の初めての投資案件だったが、燃料価格が

2010年に高騰し一時生産停止になった。ネット

報道によれば、2012年にリストラを行った上で、

生産が再開される予見込みとのことであった。

こうした、開発基金を使って中国企業が合弁で

行う事業に投資する案件は、現地の投資環境に

よって事業の成否が大きく左右される側面があ

る。例えば、エチオピアでは質の良い山羊の毛

皮が入手できるため、日中合弁企業をルーツと

する中国企業が同国に製靴工場を建設している

が、中国アフリカ開発基金はこのプロジェクト

にも出資している。 

 

次に、中国の経済貿易合作区について説明す

る。これは、援助プロジェクトというよりも民

間企業を主体とするものだが、商務部が支援し、

途上国に工業団地を開発し、そこに中国企業を

誘致するというプロジェクトである。今のとこ

ろ、こうした工業団地は、アフリカに6箇所設置

されている。 

2つ事例を紹介したい。最初の事例は、ザンビ

アである。ザンビアには、中国の対外援助の象

徴的な案件として知られるタンザニア－ザンビ

ア間を結ぶタンザン鉄道があり、この鉄道のザ

ンビア側の終点に近いチャンビシに銅鉱山があ

る。この銅鉱山を中国が買収し、関連企業が同

地に建設された工業団地に集積している。中国

は現在、李克強首相の元でリコノミクスと呼ば

れる都市化等を原動力にした持続可能な経済発

展を目指している。別の角度から見れば、それ

だけ中国国内で産業構造の調整が必要とされて
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おり、その結果、環境負荷の高い重工業は中国

国外へ生産拠点を移すべきであるという考え方

もでてきている。中国がアフリカ等に経済貿易

合作区を設立し、重工業を中国から誘致すると

いう動きは、こうした中国国内の産業構造の転

換とも関連性が強いものである。 

 

もう一つは、エチオピアの事例である。エチ

オピアでは、中国企業の経済協力活動が活発化

している。例えば、現在、エチオピア周辺では

ジブチ港以外にエチオピアが利用できる港がな

く、この港がエチオピア経済の重要な動脈にな

っている。この港への将来的なアクセスを確保

するため、中国の借款を利用し、中国の建設業

者が一部区間で高速道路を建設中である。他方

で、日本も、中国による援助が活発化する前か

ら、無償資金協力によって国道3号線のアジスア

ベバ－ゴハチヨン間整備等を進めてきた。また、

アジスアベバとジプチ港を結ぶ鉄道を敷設する

計画もある。中国側では、四川省の鉄道設計会

社がこの事業に参画し、エチオピアの鉄道関係

者を成都に招き、鉄道に関する様々な研修を行

っている。また、同社は、エチオピアの首都ア

ジスアベバで都市鉄道を建設中である。このプ

ロジェクトの資金も、中国がファイナンスして

いる。 

 

エチオピアは、豊富な天然資源国ではないが、

中国は多くの資金を供与し、大規模なプロジェ

クトを実施している。持続可能性という点から

考えれば、エチオピアは債務比率が危険なほど

大きくなっているというわけではない。例えば、

エチオピアでは、携帯電話通信網整備をZTE（中

興通訊）という中国の大手通信会社が請負って

いる。ZTEは中国開発銀行から融資を受け、エ

チオピアの通信公社に貸付けている。IMFによ

れば、こういった資金に関しては、エチオピア

財務省がしっかりと掌握し、債務管理を行って

いる。工業団地に関しては、首都アジスアベバ

郊外の幹線道路に沿って存在している。2012年

には、中国からは製靴工場が工業団地に進出し、

地元住民を多数雇用し、輸出企業として短期間

で成長を遂げた。日本は、JICAの技術協力を通

じて、エチオピアでモデル工場を幾つか選び、

カイゼンと呼ばれる生産性向上のための“整理

整頓”や現場レベルでのノウハウを工場側とシ

ェアしている。同時に、エチオピアの大臣レベ

ルの閣僚と様々な産業政策対話を行い、現場の

経験を踏まえてエチオピアカイゼンインスティ

テュートという組織を作り、このプロジェクト

をエチオピア全土に広げようとしている。 

 

農業については、中国はエチオピア、タンザ

ニア、ジンバブエ、カメルーン、ベナンといっ

たアフリカ諸国の25箇所に農業技術モデルセン

ターを展開しており、現場に専門家を派遣して

いる。スライド「中国の対アフリカ支援（農業

技術モデルセンター）」の写真は、センターを訪

れた日本の専門家が撮ったものである。この農

業技術モデルセンター案件が特に興味深いのは、

設立から3年間は、中国政府が無償資金援助を拠

出し、事業を担当するのは中国の民間企業等だ

が、3年後には農業で自立することを目標として

いる点である。中国が援助した後も持続可能な

モデルを目指していることは注目すべき点であ

る。かつて中国は、アフリカで農業分野の援助

を多く行ったが、中国人専門家が帰国するとプ

ロジェクトが頓挫してしまうケースが多く発生

した。現在、中国が行っている取り組みは、過

去の反省に立脚したものであると言える。 

 

保健分野では、北京オリンピックで2つの金メ

ダル獲得したエチオピア人女子選手の名前を冠

し た Tirunesh-Beijing Ethio-China Friendship 

Hospitalという病院が中国の無償資金協力で建

てられている。中国は、この病院に医療援助チ

ームを派遣し、治療を行っていると聞いている。

中国の医療チームは、今年で派遣50周年を迎え

た。これまで66カ国に2.3万人が派遣され、2.7

億人を診察し、現在でも49カ国に派遣されてい
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るとのことである。中国衛生部（現：国家衛生

与計画生育委員会）は、医療援助隊派遣は単な

る援助ではなく、医療外交という中国の外交ツ

ールの一つであると指摘している。 

 

次に自然エネルギー、再生可能エネルギープ

ロジェクトについて触れたい。ケニアは地熱資

源の豊富な国であり、Olkariaという地熱発電所

が稼働中である。これは、中国の石油関係企業

の技術で地熱の井戸を、中国の資金で採掘した

が、地熱発電所プラントは、日本が円借款を供

与し、日本企業が受注し工事を進めている。中

国はこの案件を、気候変動対策案件として対外

的に公表しており、日本が同案件に協力を行う

ことも認識している。ただし、事前に日本と中

国の間で調整が行われたわけではなく、結果と

してパラレル融資となったものである。 

 

中国がアフリカに対して行ったコミットメン

トで、上記以外で印象的なのは、中国はこれま

で二国間ベースで援助を行ってきたが、昨年、

初めて複数の国をまたいだ越境インフラ支援へ

のコミットメントを発表したことである。中国

開発銀行は、中国国内の国有企業や関係機関等

と、東西アフリカ横断鉄道計画やアフリカ南北

運輸回廊計画など、国をまたぐ様々なインフラ

整備についてもソフト面での協力を行い始めて

いる。西アフリカには、西アフリカ諸国経済共

同体（the Economic Community Of West African 

States, ECOWAS）があり、同共同体内で、国を

横断する道路の整備計画が進んでいる。中国も、

この計画に協力する姿勢を示しており、昨年、

商務部副部長が西アフリカを訪問し、両者の間

でMOUが締結された。世界銀行としては、自分

達で全区域を開通させたいが、資金不足のため

計画の一部を中国が担当するよう、様々な働き

かけを行ってきた。これまでは、中国側は同プ

ロジェクトへの参加に慎重な姿勢を示していた

が、ここにきて協力に前向きな態度を取り始め

ていると聞いている。西アフリカだけでなく、

南スーダンからケニアへ抜ける道路など、近い

将来、世界銀行や中国が先程のような事後的な

結果ではなく、アフリカで越境インフラに対し

て、事前に様々に調整した上で一緒に協力して

いくという時代に入っていく可能性が高くなっ

ているのではないかと思う。 

 

ボランティア派遣に関しては、中国は安全対

策面等の問題で、数百人程度にとどまっている。

日本は、毎年1000人規模で新規派遣を行ってお

り、現場では様々な交流が行われている。中国

については、昨年、北京大学国際関係学院と

JICA事務所が合同で「Japan-China Volunteers 

Roundtable」というお互いの経験を交流させる

場を持った。人数的には、中国は孔子学院にボ

ランティアベースで中国語の教師を多く派遣し

ており、この人数が大きい。中国国内には、中

国語教授法を勉強するプログラムや大学があり、

孔子学院の講師はこうした大学等から派遣され

ている。 

 

中国は多数の中国人労働者を途上国に派遣す

るため、現地の雇用創出に貢献していないとい

う批判が聞かれる。しかし、マリの首都バマコ

を流れるニジェール川に3番目の橋を架けると

いう中国の無償資金協力プロジェクトの建設現

場で、中国から来たエンジニアに話を聞いてみ

たところ、必ずしもそうではないようだ。この

プロジェクトは技術的には何の問題も無い、何

が大変かというと労務管理だと指摘していた。

私が見る限り、そこで働いているのは殆どが現

地の人だった。 

 

次に、中国のメコン地域諸国、中央アジア周

辺国の取り組みについて話をしたい。スライド

「中国とメコン地域・中央アジア間の越境イン

フラ」を見れば、道路、石油パイプライン、天

然ガスパイプライン、送電線など、中国と周辺

国がいかにインフラで繋がり、連結性（コネク

ティビティー）を高めつつあるかが分かると思
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う。これは、計画しているもの、建設中のもの

も含んでいる。今後ますますこういった傾向は

強くなっていくと思われる。中国は、中央アジ

アだけでなく、将来的にはヨーロッパにアクセ

スする構想を持っている。また、メコンだけで

なく、将来的には南アジア、中近東との連結性

を高めていくことも念頭に置いている。 

 

基本的に、中国の対外援助は、二国間経済協

力の枠組みを基本としている。スライド「中国

の中央アジアとの二国間経済協力の枠組み」は、

中国と中央アジア5カ国との取り組みについて

まとめたものである。この表からは、中国が中

央アジア5か国と経済貿易協力協定の締結や、経

済貿易協力委員会並びに各分野における様々な

小委員会の設立等を通じて、二国間関係を強化

していることが読み取れる。スライド「中国の

中央アジアにおける経済技術協力」は、天然資

源が豊富な中央アジアのトルクメニスタン、カ

ザフスタンといった国と、資源のあまりないタ

ジキスタン、キルギスといった国と中国との関

係に関して、隔年で中国がコミットした無償資

金協力や借款供与をプロットしたものだが、資

源の有無に関わらずきめ細かい協力を行ってい

ることが分かる。 

 

9月16日に開催されるSCO首脳会合に出席す

るため、習近平国家主席がカザフスタン経由で

キルギスを訪問している。SCOは、元々、国境

策定を協議する枠組みだったものが地域の協力

機構として、中国、カザフスタン、ロシア、キ

ルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの6カ国、

それに加えてイラン、インドやアフガニスタン

等がオブザーバー国として参加している。中国

は、この枠組みを経済協力に積極的に活用した

いという考えを持っており、加盟国の銀行間連

携や、上海協力機構開発銀行設立を提唱してい

る。一方、ロシアは、安全保障を重視しており、

中国と考え方で相違がある。また、中国と中央

アジアも含めた旧ソ連諸国との協力でも、中国

とロシアには立場を異にしている。この地域の

鉄道のゲージ幅は、“広軌”といって、日本の新

幹線より広い。中国の場合、新幹線と同じ“標

準軌”である。よって中国からの国際列車は例

えばカザフフスタンとの国境で、台車を換えな

ければならない。中国は、中央アジアとをつな

ぐ新線を建設するのに標準軌を導入したいのだ

が、現時点ではまだ実現できていない。 

 

アジア開発銀行も、中央アジアで中央アジア

地 域 経 済 協 力 （ The Central Asia Regional 

Economic Cooperation , CAREC）プログラムを

実施しており、中国（新疆ウイグル族自治区、

内蒙古自治区）をはじめ、10カ国と10の国際機

関が加盟している。この枠組みの原動力は、中

国と言われている。中国は、こうした枠組みを

通じて、中国と中央アジア、さらにコーカサス

等との連結性を強化することにメリットを感じ

ており、毎回大人数の代表団を派遣してくる。

また、カザフスタンとの国境に、中国国際国境

経済開発センターという国境をまたぐ開発区を

設置するといった取り組みも行っている。 

 

タジキスタンを南北に貫く幹線道路では、ア

フガニスタンとの国境にあるピアンジ川にアメ

リカが橋を架け、日本のコントラクターが無償

資金協力で橋から北側に伸びる区間の整備に協

力し、その先は首都ドゥシャンベまでADBが借

款を供与した。また、ドゥシャンベからウズベ

キスタン国境までの区間は、中国輸銀が借款供

与し、中国のコントラクターが工事を行った。

したがって、この幹線道路は中国、ADB、日本、

そしてアメリカが協力して整備した道路という

ことになる。但し、事前に調整をしたわけでは

ない。中国のコントラクターが工事を行ってい

る建設現場の横を通り過ぎる機会があったが、

建機の運転手など、中国から多数の労働者が入

ってきている様子がうかがわれた。アフリカと

は状況を異にしており、国ごとに状況が違うこ

とが分かる。 
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メコン地域についても同様に、二国間経済協

力枠組みが存在する。スライド「中国と東南ア

ジア10ヶ国との貿易・経済協力関係（対GDP比 

2011年）」のグラフは、東南アジアの10カ国と貿

易、投資額、海外の工事の受注額を表したもの

で、マレーシア、タイ、シンガポール、インド

ネシアとの貿易の額を示している。中国の工事

受注額で大きいのは、マレーシア、タイ、シン

ガポール、インドネシアであり、ミャンマー、

カンボジア、ラオスは比較的小規模である。こ

のGDP比をみると、逆に経済規模が相対的に小

さいラオスやカンボジアは投資が相対的に大き

いことが分かる。このことからも、中国の東南

アジア、特にメコン地域の国々に対する相対的

な影響力が増大していることが伺える。 

 

中国とASEANとの関係については90年代の

初めから交流があった。2003年にはASEAN中国

博覧会開催が提唱され、2009年には中国ASEAN

投資協力基金の構想が発表された。2011年には、

中国ASEANセンターが設立された。日本では、

今から30年前、1981年に日本ASEANセンターが

設立されている。韓国では2010年に同センター

が設立された。中国のASEANセンターを設立と、

日本の同センター設立には、およそ30年の時差

があるが、その間、日本はASEANの主要パート

ナーであった。ところが、現在はそれが相対化

していると言える。ASEAN内でも、物理的のみ

ならず、人的交流を含めた連結性を重視したマ

スタープランが作成された。2010年にASEAN事

務局がその進捗管理を行うASEAN連結性調整

委員会を設立した。日本は、カウンターパート

組織を設置し、2011年に最初の会議を行った。

中国は2012年、韓国は2013年に同様の会議を行

っており、日本との時差は殆どない。この点か

らも、ASEANにおける日中韓三カ国は、日本だ

けが突出しているわけではなく、相対化してい

ることが示唆される。 

 

中国ASEAN投資基金については、中国輸出入

銀行が主たるプレイヤーで、当初の資金規模は

10億ドルで、主に中国企業がASEANで参画、実

施しているプロジェクトに出資している。この

基金の特徴は、世界銀行グループの国際金融公

社（International Finance Cooperation, IFC）が出

資していることである。中国が主導する基金の

社会環境配慮面等でのスタンダードを高めよう

ということで、IFCは出資したと聞いている。

中国にとってもIFCが入ることは意味のあるこ

とだと思う。 

 

スライド「中国の地域別博覧会」は、中国

ASEAN博覧会の写真である。吉林省では、毎年、

北東アジア博覧会が開催されており、2011年か

らは新疆ウルムチで中国ユーラシア博覧会も開

催されるようになっている。また、今年から、

雲南省昆明では中国南アジア博覧会が、寧夏回

族自治区では、中国アラブ諸国博覧会も始まっ

た。博覧会を通して他の途上国地域の経済発展

と中国の国内、自国の経済発展を目指して行こ

うというアプローチが見てとれる。中国にとっ

ての地域協力は、中央アジアは新疆、メコンの

場合は広西チワン族自治区と雲南省といった自

国の辺境省の経済開発と密接不可分になってい

る。よって、自国の発展と周辺国、途上国の発

展とそのバランスをどう取っていくかが大きな

課題となっている。 

 

中国とメコン地域を繋ぐ道路インフラのうち、

昆明からラオスを経由し、バンコクに至るルー

トは道路がほぼ完成しており、鉄道については

中国主導で議論されている。特に、ラオス区間

の建設は、ラオスに多額の債務負担を負わせる

ことになること等が懸念されている。これに対

して、日本では東西経済回廊と南部経済回廊の

整備に力を入れている。また、ASEAN諸国の要

請により、海洋ASEANとしての海洋経済回廊の

構想を打ち出しており、どの港湾を重点的に整

備していくかを韓国と合同で調査している。こ

れ以外にも、クレーンを必要とせずに荷物を運
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べるRO-RO船を、例えばマレーシアとインドネ

シアの間やインドネシアとフィリピンの間に導

入することが検討されている。これを導入する

ためには、他国入国時の運転免許証の相互認証

など、ASEAN各国でも様々な制度整備が必要と

されている。現在、最も関心が集まっている国

の一つがミャンマーである。年内に、天然ガス

と石油パイプラインが国境を越えて中国までつ

ながる。タイは、同国で民間企業が中心となっ

てダウェイの開発を進めている。日本はティラ

ワ港開発に力を入れている。ティラワ港開発に

は中国が長い間関わっており、ミャンマーとテ

ィラワ港を結ぶ橋（鉄道と道路の併用橋）は、

1993年に中国が建設したものだ。 

 

カンボジアの道路の事例では、和平協定後、

日本が無償でプノンペンにかかる橋を整備する

など、様々な協力を行ってきたが、現在では中

国が最も多くの資金を供与し、道路整備を行っ

ている。 

カンボジアの場合、カンボジアの開発を担っ

ているカンボジア開発評議会（ Cambodia 

Development Committee, CDC）という政府機関

の1つが、中国だけでなく全ての援助機関から、

どのプロジェクトに幾ら資金が供与されたかを

整理しネット上で公開しており、中国がどの道

路に借款を出しているか入手できる。ハノイで

は、現在、都市鉄道を3本整備しており、2号線

は日本、3号線はフランスとADB、2A号線は中

国が資金供与しており、それぞれ規格が違う。

一つの都市で規格の違う鉄道が3本走るという

ことは決して望ましくないため、ハノイ市が統

括的に管理できるよう、東京メトロがJICAとと

もに協力を開始している。事前の援助調整が重

要だと感じさせる事例である。 

 

中国は、ミャンマーで多数のダム建設に関与

しているが、社会環境面で様々な課題に直面し

ている。中国は、最近になってコントラクター

ガイドラインを作成し始めている。一つは環境

保護ガイドライン、一つはCSRに関するガイド

ラインである。企業に対して、自分達の投資は

相手国の優先順位を考え、また社会環境によく

配慮して行うよう呼びかけるガイドラインであ

り、法的な強制力を持つものではない。日本は

1960年代に東南アジアへの援助を開始し、それ

を追いかけるような形で投資が急増した。ニク

ソンショックによる円急騰の影響もあり、ホス

ト国からの反発を受けた。1973年に、日本は経

済5団体が発展途上国に対する投資行動の指針

をまとめて公表している。1974年には。在外企

業協会が設立された。日本のガイドライン作成

が1973年であり、中国はそれから40年後にガイ

ドラインを作ったことになる。中国も日本が30

年前、40年前に経験したことを経験しながら、

高い学習能力をもってキャッチアップしてきて

いる。 

 

このような中国の動きに対して、国際機関や

二国間の援助機関がどのように対応しているか

だが、中国に対して、既存の国際援助と経済協

力枠組みに入るよう、積極的に働きかけを行っ

ている。しかし、中国側は、そうした枠組みに

入れば様々な制約を受けるため、中国は途上国

であるというスタンスを変えず、既存枠組みへ

の参入には慎重な姿勢を示している。一方、最

近は中国側も援助や経済協力の質を上げるため

に学んでいかなければならないという姿勢を示

しており、特に今年に入って協力の動きが活発

化している。 

 

中国商務部は、世界銀行に研修生を送ってい

る。アジア開発銀行も、中国の開発経験を他の

途上国と共有していこうということで、

Knowledge Sharingのセミナーを頻繁に開催して

いる。また、中国人民銀行や外貨管理局がアフ

リカ開発銀行と米州開発銀行に対して、それぞ

れ中国の外貨準備から資金を20億ドル供与する

との取り組みを検討している。両銀行がプロジ

ェクトを実施するにあたり、この20億ドルをマ
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ッチングさせる仕組みである。こうした動きは、

これまでに無かったことである。人民銀行の狙

いとしては、これによって中国の企業の受注を

高めようというよりも、外貨準備の運用先を多

角化することのように受け取れる。20億ドルの

資金を出すということは、それだけ発言力が高

まるということで、既に世界銀行での投票権は

アメリカ、日本に次いで第3位となっており、今

後、国際金融機関においても中国の影響力は高

まっていくと思われる。 

 

OECD開発援助委員会(DAC)は、援助国同士が

お互いのことを審査し合うという枠組みをもっ

ている。日本も韓国もドイツも、他国から審査

を受ける。今年、スイスの審査があった際、中

国の対外援助部司から法律の専門家がオブザー

バーとして参加していた。これは新しい動きの1

つであり、今後の動向が注目される。中国も、

DACがやっていることにオブザーバー参加す

ることで、より学んでいこうという姿勢が大い

にあると感じられる。 

 

二国間では、イギリスの取り組みが際立って

いる。イギリスは、対中国ODA停止を2011年に

宣言した。しかし、中国が影響力を拡大しつつ

あ る こ と を 意 識 し 、 Global Development 

Partnerships Programという、中国、インド、南

アフリカといった新興国との協力を行うための

プログラムを立ち上げ、中国とネパールやバン

グラディシュで防災分野、ウガンダやマラウイ

では農業分野と、イギリスが触媒となって、中

国のノウハウを他の途上国とシェアするという

三角協力と呼ばれる枠組みを利用した協力を進

めようとしている。中国も去年は政権交代期だ

ったため、2012年は慎重な部分があったが、新

しい政権が成立し、2013年になって、イギリス

と農業分野で新しいフレームワークを作って三

角協力を進めて行こうという動きが出てきてい

る。 

オーストラリアも、やはり中国との三角協力

を、カンボジアやパプアニューギニアで実施し

ようとしている。ニュージーランドも、同様の

取り組みを行っている。直近では、アメリカの

援助機関と中国商務部対外援助司が合同ミッシ

ョンを東ティモールに派遣し、農業技術協力を

試みようという動きが出ている。米中戦略・経

済対話では、USAIDと商務部との対話の枠組み

が決定した。これも新たな動きである。 

 

2009年に、緒方貞子前JICA理事長が李克強副

総理と会談した際に、李克強副総理より最も貧

しい国々に対する支援はグローバル時代の日中

の新しい関係における重要なテーマの一つであ

るという発言があった。こういったことを契機

にして、JICAは中国輸銀や商務部、研究機関等

との交流を積み重ねてきている。 

 

研修事業について、日本は毎年１万人受け入

れており、韓国は4000人、中国は元々１万人で

あったが、去年は2万1千人まで増やしており、

お互いに競争になっている。中国の研修に参加

した研修生で、日本や韓国でも研修を受けたこ

とがあるというケースも存在するため、どのよ

うなメニューを提示するかがポイントになって

いる。一方、例えば日韓で、防災分野で共同研

修を行うといった取り組みが始まっている。中

国ともここ3年間環境分野でASEAN諸国等を対

象とした共同研修を実施した。日韓中が切磋琢

磨、すなわち、情報交換や経験交流を行いなが

ら競争をし、それぞれの援助や経済協力の質が

向上すれば、最終的に他の途上国にプラスにな

る。日本はその中でも先頭を切るべきではない

かと考える。 

 

時間になったのでここで講演を終了させてい

ただく。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

折角の機会なので質問等あれば挙手いただき



第64回研究会   

 

 

 

77 

たい。 

 

（フロア） 

興味深い話だった。スライド4ページ目の中国

の対外経済協力実施体制について質問したい。

商務部が中心になって対外援助しているという

ことだったが、政策調整をどのようにやってい

るかご存知の範囲で教えてほしい。もう一つ、

作った政策を執行する段階に地方政府や企業、

輸銀や開発銀行などといった機関がいろいろあ

ると思うが、彼らはそれぞれバラバラに実施す

るのかもしくはまとめて調整するような機会が

存在するのか。 

 

（北野） 

 誰が最終的な決定権を持っているのかは分

かりにくい。現在の調整は、先ほど申し上げた

部門間の調整機構がその役割を担うべく存在は

するが、そう頻繁には開催されていない。最も

集約的に援助を担っている機関は、商務部対外

援助司、中国輸銀、外交部といえ、実務的に連

携をとっているようだ。農業プロジェクトであ

れば農業部、医療プロジェクトであれば国家衛

生与計画生育委員会との関係が緊密である。ま

た、最近、中国は国別の援助計画策定を試みて

おり、商務部だけでなく中国輸銀や場合によっ

ては国家開発銀行等他の関係者も参加するなど、

様々な調整が行われていると聞いている。 

 

（フロア） 

中国の対外援助の話は興味深かった。対外援

助、建設請負のグラフでアジア小計とアフリカ

のところ、青色が援助額で赤のところが事業請

高という部分について質問がある。これは逆に

いうと中国が援助している額以上に中国系の企

業が吸い上げていると理解していいのか。 

 

（北野） 

これは絶対額のグラフではなく、パーセンテ

ージのグラフである。ご指摘のように、絶対額

に直すと、援助額より出来高の方が大きい。こ

れは、請負事業が必ずしも中国の援助や経済協

力のプロジェクトだけではなく、世界銀行のプ

ロジェクトや各国が自己資金で実施しているプ

ロジェクトで、中国企業が請け負ったものも、

全てカウントされるという理由による。 

 

（フロア） 

今の質問の前のページに、総額4,300億円と出

ているが、さらにその前のページで2012年度の

全ての援助額を足すと4兆円とある。この数字の

乖離が大きいのは何故か。 

 

（北野） 

 このグラフは、実際に支出する額の推計で、

もう一つ前のものは、中国の経済協力のコミッ

ト額をまとめたもので、累計では確かに大きな

額になる。この中には、対外外の資金も含まれ

ている。 

 

（フロア） 

もう一点、主要国のODAではエネルギーとIT、

通信網などの確保に動いているイメージがある。

それを一国がやるということで、共産党幹部か

分からないが何がしかの強い意志によってグロ

ーバルなエネルギー源を握ろうというイメージ

がある。この点どうお考えか。 

 

（北野） 

石油、天然ガスは、中国の経済成長にとって

は必要不可欠で、国内だけではまかなえない。

中国は、エネルギー安全保障の観点から、供給

源を多様化するために、例えばトルクメニスタ

ンでガス田を開発し、これをウズベキスタン、

カザフスタン経由で北京や上海、深センに至る

まで5000キロ以上のパイプラインを通じてガス

を供給するルートを確保している。ミャンマー

と中国を結ぶ天然ガスと石油パイプラインも同

様の役割を果たすことが期待されている。通信

については、華為やZTE等が、世界市場で日本
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や欧米企業と競争している。中国の場合、公的

な資金のバックアップを受けているケースもあ

る。 

 

（フロア） 

私の質問は、日本の対外援助政策の方針に関

わることかもしれない。これからのアフリカ開

発、東南アジアへの経済協力に関して、日本は

中国に対抗して経済協力を行うのか、もしくは

ある意味で中国と協力し、例えば将来は共同基

金などを作って一緒にやっていくのだろうか。

お考えを伺いたい。 

 

（北野） 

韓国も含め、お互いがASEANやアフリカで何

をやっているかという情報が、必ずしもシェア

されていないというのが現状である。競争する

ためにも、少なくとも情報のシェアは必要だと

考える。本来であれば、ASEAN等が主体となっ

て情報共有・公開を進める必要があると思う。

その中で協調すべきところは協調しながら、切

磋琢磨していくことがホスト国のためになると

考える。 

 

（フロア） 

貴重なご講演に感謝したい。中国のアフリカ

での開発援助というところで、建設請負事業出

来高が高く、自国も利益を得ながら援助を行っ

ていく方針がよく表れているように思う。こう

したビジネスを取り込む開発支援の仕方に関し

て、日本も中国に見習うべきところがあるので

はないかと思うが、ここについてお考えがあれ

ば伺いたい。 

またエチオピアに関して、中国側が日本の開

発支援がきめ細やかで洗練されているという印

象を持っているという話があったが、実際に現

地のアフリカに住んでいる人々が日本に対して

どういうイメージを持っているのか、中国と比

較して日本にどういうイメージを持っているか

を伺いたい。 

（北野） 

日本政府は、経済協力インフラ戦略会議で、

経済協力の方針を議論している。今後、政府と

民間との連携はますます強くなると思う。この

ため、JICAも官民連携で行うプロジェクトに資

金を提供したり、中小企業の途上国への進出支

援する取り組みを開始している。6月に北京で

China-DAC Study Group会合が行われ、農業開発

をテーマとした議論がされたが、中国の経験が

アフリカでどう活用されるのか、またアフリカ

がそれをどう受け止めているかを議論するため

に、アフリカからも関係者を招へいした。これ

までの会合では、主にOECD諸国や中国からの

参加者の発言が主たるものだったが、今回の北

京での2つの会合において、アフリカからの参加

者が、自分たちがオーナーシップを持っており、

中国の援助を活用するのかOECDの援助を活用

するのかは自分たちが決めることだと考えてい

ることがうかがえた。アフリカ諸国が、これま

で以上に援助に関してオーナーシップを意識し

始めていることを感じた会合だった。 

それに前後して開催された、清華大学での会

議では、私の方からも日本のアフリカに対する

取り組みをプレゼンした。先程紹介したカイゼ

ンプロジェクトを実際にタンザニアで実施して

いるタンザニア政府の高官が、日本のアプロー

チは単に物理的なものを供与するだけでなく、

アフリカ人の考え方を変えるというアプローチ

だと賞賛していた。これからのアフリカの開発

は、人々のビジョンや物の考え方を変えなけれ

ばいけないということを示すという意味で、こ

うした発言は傾聴する価値があるのではないか。 

 

【閉会】 

（中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

時間が来たのでここで閉めさせていただく。

本日のご参加に深く感謝する。 

               （了） 
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【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤副セ

ンター長） 

これより第65回月例研究会を開催する。 

本日は中国のエネルギー政策および発展動向

というテーマで、中国国家発展・改革委員会エ

ネルギー研究所エネルギー効率センター副セン

ター長である白泉先生に中国のエネルギー問題

についてお話いただく。先生は清華大学熱エネ

ルギー工程学部にて工学博士学位を取得後、国

の発展戦略に関し非常に重要な委員会の一つで

ある国家発展改革委員会エネルギー研究所に入

所され、現在はエネルギー効率センターの副セ

ンター長を務められている。 

ご承知のとおり、中国のエネルギー問題は非

常に大きい。中国は生産国でもあるが消費国で

あり、急速にエネルギー需要が増加している。

今後ますます都市化が進みエネルギー需要がさ

らに増す中で、どのように持続可能なエネルギ

ーを確保していくかは世界においても重要なこ

とだと思われる。本日の講演では様々なデータ

を駆使し、中国の経済状況とエネルギー供給の

現状や見通しをご紹介いただいた上で、今後の

課題についてお話を伺う。 

尚、先生には中国語でご講演いただくため当

センターフェローの秦舟が逐次通訳を行う。 

 

【講演】 

本日、講演の場をいただきとても光栄である。

科学技術振興機構に感謝申し上げる。 

今日は主に二つのテーマに絞って講演させて

いただく。はじめにグラフや数字などデータを

用いて中国のエネルギー全体の状況について紹

介する。次に、これからの中国のエネルギー動

向、特に第12次5カ年計画について紹介したい。

習近平政権による新しい政策の動きについても

お話したいと思う。 

  

エネルギー問題がいかに重要なものであるか

は会場の皆様もご承知の通りである。資料にあ

るように、エネルギーは間違いなく人類の生存

と発展の重要な物質的基礎であり、現代社会生

活に不可欠の重要な資源である。またエネルギ

ー安全は国家安全の重要な構成要素であり、同

時に国際的にも非常に大事な問題となっている。 

中国全体の状況だが、ご存じの通り1978年の

改革解放以降、30年間で経済規模が凄い勢いで

拡大し、GDPトータルでみると、1978年は3600

「「中中国国ののエエネネルルギギーー政政策策おおよよびび発発展展動動向向」」  
 開催日時  2013年10月17日（木）15：00～17：00 

 講師紹介  

白 泉（ばい ちゅえん）氏 

中国国家発展改革委員会エネルギー研究所  

エネルギー効率センター副センター長、研究員 
 中国エネルギー研究会省エネ及びエネルギー管理専門委員会委員、中国低炭素計測
技術委員会委員、国際生態発展連盟常務理事、第４回中央国家機関青連委員兼任。主
な研究：エネルギー経済、エネルギー科学技術戦略 

 略歴  

1997年 清華大学熱エネルギー工程学部卒業、熱エネルギータービン専  

2002年 清華大学熱エネルギー工程学部工学博士学位取得  

2001年 3月～12月、(独)Siegen総合大学 客員教授  

2002年 国家発展改革委員会エネルギー研究所入所  

2005年 同研究所副研究員、研究員  

2007年 現職  

2013年 8月、名古屋大学経済学部客員教授 
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億元規模だったものが2012年には52兆元にまで

成長している。年平均成長率は9.8％に達してお

り、これは10年間以上続いていた。とにかく発

展のスピードが非常に速い。特に中国の沿岸地

域には多くの新興都市が出来、例えばこの写真

は一瞬香港のようにも見えるが実は現在の重慶

市である。これはオーストラリアのシドニーの

ように見えるが中国の青島、またこの写真はロ

ンドンのようだが上海である。中国では都市建

設の発展が非常に速く、GPSの地図などは3ヶ月

ペースで更新しないと追いつかない。また高速

道路は2001年から2012年の11年の間に53万km

も建設された。これは地球の13周に達する距離

である。これに伴い、エネルギー供給能力も高

まりつつある。中国のエネルギーは基本的に国

内から供給されており、その中心は石炭だが、

その供給能力もこの図が示すように順調に伸び

続けている。1978年時の原炭生産量は6億トンだ

ったが現在では36.5億トン、改革開放初期の6

倍の数字である。また石油の供給能力も徐々に

高まりつつある。このグラフが示すように、2012

年の原油産出量は2億トンを超え、中華人民共和

国成立当時の1725倍、改革開放初期の2倍となっ

ている。天然ガスも同じように成長しており、

2000年を過ぎたあたりから凄い勢いで生産量が

増加し、その生産量は2012年に1000億㎥を超え

た。発電容量に関しても2012年に11.5億kWに達

しているが、これは世界で見ても非常に大きな

数字である。ここ 近では毎年1億kW以上の供

給能力を高めており、これで計算すると月約9

千万kW、週173万kW位の増加量となっている。

これは毎週大型発電所を一つ作るくらいの計算

となる。イギリスでは国全体の発電容量が8800

万kWになるが、中国ではイギリス1年分の容量

を1ヶ月で作り出していることになる。いずれに

せよ、これらエネルギー供給能力の発展スピー

ドは非常に速い。 

再生可能エネルギーについても同じような勢

いがある。風力発電では2012年に6000万kWを超

えた。水力発電でも世界一で2.5億kWとなって

いる。太陽エネルギーについても発展がかなり

速く、これら再生可能エネルギーが第一次エネ

ルギー消費に占める割合も徐々に大きくなって

いる。図でみるとこの青い線が再生可能エネル

ギーの一次エネルギー消費に占める割合である。

黄色い方は非化石エネルギーで、再生可能エネ

ルギーと原子力とを含めた割合となっている。

2012年には非化石エネルギーの全体に占める割

合は10％を超えた。 

 

非化石エネルギーの中において非常に重要な

原子力についても中国はその発展を大事に考え

ている。原子力発電は全世界の総発電量の14％

を占めており、いろいろと問題はあるものの重

要なクリーンエネルギーとなっていることは間

違いない。2011年までに中国では6箇所、11ユニ

ットの原子力発電所が稼働しており、総発電容

量は9000万kWを超えているが、国内の発電量と

しては中国全体の1.8％にとどまっている。ただ

し同時に12箇所の原子力発電所が建設中で、建

設準備中についてはそれよりはるかに多い25箇

所も在る。建設地は殆どが沿岸地域となってお

り、準備中の25箇所に関してその一部は沿江地

域、沿江デルタが予定地とされている。炉型に

関してだが、現在中国にもたくさんの炉型があ

る。第２世代のものもあればフランスの技術を

取り入れた第２世代ものもある。また国内開発

による秦山地域の発電所もある。現在稼働して

いるものと建設中のものは殆どが第２世代より

上で、例えばCPR1000は一番中国で多い炉型で

ある。また同時に 初の第３世代の発電所も建

設中であり、AP1000とヨーロッパのEPRも建設

中である。さらに実験炉も建設中で、例えば高

温ガス冷却炉は世界では第４世代とも言われて

いる。また高速中性子実験炉も建設中で、発電

の実験も行っている。その他、国際プロジェク

トに参加し核融合実験炉など核融合研究にも積

極的に参加している。地図上の赤い部分で示さ

れるように、現在の原子力発電所は殆どが沿岸

地域に置かれている。 
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中国ではエネルギー消費が一つの大きな問題

となっている。先程申し上げた通り、中国の経

済成長と共に、結果としてエネルギー消費量が

急速に増加しているからである。ただし、GDP

に占める割合である“エネルギー消費強度”は

下降している。第11次5カ年計画において、この

消費強度を下げる目標を掲げたところ順調に下

降し、目標が大体実現してきたというところで

ある。2005年から2012年までにおよそ25％程度

下がった。これを数字で表すと、8.4億トンの石

炭を節約したといえる。 

そこでエネルギー問題である。エネルギー消

費量は急激に増加しており、全体量としても非

常に大きな数字になっている。2012年、中国の

消費量全体では36.2億トンの炭量となっている。

グラフに顕著なように、2002年から一気に消費

量が増加し、政府予測を大きく超えた。2001年

頃、国内外の多くの研究所は2020年のエネルギ

ー需求を24億トンと予測していたが、実際はそ

の予測より10年から15年くらい早く消費量が増

加した。エネルギー消費大国であるアメリカと

比べても、現在に至ってはアメリカより多くの

エネルギーを消費している。2000年から2012年

までにエネルギー消費増加速度は年平均8.9％

に達している。世界平均では2.4％だが、ここか

ら中国を除くと1.3％程度、中国が非常にエネル

ギーを消費していることが分かる。世界比較す

ると中国における一年間のエネルギー消費量は

ヨーロッパ全体の消費量以上となる。海外の研

究機関によく言われることだが、中国はあまり

にも消費量が多いので、発電所を毎週１基のペ

ースで作らなければ間に合わないのではないか

と。しかし私はこれについてはなかなか複雑な

問題であると答えている。 

実は中国のエネルギー資源はそれほど豊かで

はない。中国の石油・天然ガスは世界の1.3％し

かなく、石炭の埋蔵量も12％と低い。先程、国

内の石炭生産量は36億トンと紹介したが、この

数字に達するためにはリスクを冒して大量の石

炭を採掘しなければならない。中国工程院の研

究によると、この36億トンの3分の１については

採掘に危険性があり、また良質のものではない

と言われている。それを考えると中国はとても

危険な状態にあるといえよう。 

もう一つの問題点はエネルギー消費構造が石

炭中心となっていることである。10～20年前よ

り石炭中心の消費構造を変えたいとしており

徐々には減少しているが、2012年において未だ

67.5％が石炭に依存している。 近では非化石

エネルギーの発展が進んでいるが、全体の割合

でみるとまだ少ない。発電から見ても火力発電

は石炭を中心としたものである。右の円グラフ

だが83％が火力発電なので、多くが石炭に依存

していることが分かる。但し水力発電は世界一

で14％ありこの意義は大きいと思われる。原子

力は2％未満で風力発電は1％しかないが、それ

でも多い方だと思う。これは右の発電量に関す

る図だが、左は発電機の容量を表す。実際の発

電量と比べて非化石の方はかなり割合のあるこ

とが分かる。バイオマスなどの動力の発電量は

全体の5％となっている。しかし風力発電は効率

性が悪い。風力発電だと大体2000時間の発電が

可能だが、石炭では4000時間、風力の倍も発電

できるため石炭の効率性の方が良い。原子力だ

と7000時間以上と効率はさらに良い。風力発電、

バイオマス、発電機などいろいろと開発してい

たが実際の発電量の1％しか満たせず、まだまだ

発展が必要であるといえる。 

先程申し上げたように中国の資源量が多くは

ないということで、エネルギーの輸入依存が非

常に高まっているということが問題になってい

る。2012年のデータでは海外に対する石油輸入

の依存度は約6割である。自国生産量が2億トン

のところ輸入量は2.6億トンと、自国生産量より

も多い。今では考えられないことだが、1993年

以前、中国は石油を輸出する方だった。それが

今では輸入国である。天然ガスについては埋蔵

量のデータを出していないが、これも輸入依存

度が高く、特に2008年から急激に高まってきた。

この5年で依存度は1％から30％と一気に増加し
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た。石炭についても中国は埋蔵量があるので以

前は輸出する方だったが、2012年には日本を越

えて世界 大の輸入国となってしまった。天然

ガス、石油と全てが輸入に依存することになり、

これが大きな問題となっている。 

 

もう一つの問題として、エネルギー消費に伴

う生態系や環境の破壊が大きな問題として世界

でも取り上げられている。2013年3月に大規模な

煙霧が大きな被害を出している。このような煙

霧被害は2012年までは予想されていなかった。

排気ガスや煙霧による悪影響は国土面積の4分

の１にもおよび、国内人口にして半分の6億人が

被害を受けている。ちなみに中国の北京大使館

で働いている人達には、このための被害手当て

があると聞いている。日本でもよく言われるこ

のPM2.5問題は多くの中国人に健康被害をもた

らした。これに関して中国政府は科学的な政策

を考えており、多額を用いて解決しようとして

いる。それほど深刻な問題なのである。 

左下の地図にある赤い所は酸性雨の割合を示

しているが、酸性雨による悪影響は主に南方の

湿度の高い地域に集中しており、国土面積の

12％にもなっている。気候変動の要因もあるが、

温室ガスの増加もある。中国の二酸化炭素の排

出量は全世界の24％と全世界の4分の1にもなる

が、方やアメリカは17％である。つまり中国の

二酸化炭素や温室ガスに対する悪影響は非常に

大きいといえるのではないだろうか。一人当た

りの排出量で考えても中国の温室ガスは世界の

平均を大幅に超えている。中国政府もこれを問

題視しており、 大の発展途上国として制約な

しに排出できない状況であることを自覚してい

る。今申し上げたような問題点の原因について

いろいろと難しいところもあるが、一人の中国

人として、早く東京のように綺麗な空気で気持

ち良い生活環境を作りたいと願っている。その

ためにも原因を分析し、今後問題をどう解決し

ていくかということをやるべきであると考えて

いる。 

何故こうなったかというとやはり中国の発展

－都市化、工業化、消費量の増加－が大きく影

響しているであろう。つまりこれら問題は経済

発展のプロセスとも解釈できる。この高速発展

段階を超えると状況は少し良くなるかもしれな

い。またもう一つ、グローバリゼーションとい

うのも大きな要因となっており、例えば国内で

輸出製品を作り出すためのエネルギー消費量が

約20％にものぼる。よって経済的な意味におい

て、これからは輸出依存ではなく内需を拡大し

ていきたい。 

もう一つの大きな問題点として、エネルギー

効率が低い、特に日本に比べると非常にエネル

ギー効率が悪いという現状がある。小規模の鉄

鋼製造や小売などにおいてもエネルギーの利用

効率が非常に悪い。遅れた技術の利用により、

効率が悪くエネルギー消費量が大きくなる。こ

のような生産能力や設備を早く変えなければな

らない。また同時にエネルギーの経済効率も非

常に低いと言われている。例えば製品の付加価

値が低いというのも経済的な低効率と言える。

経済規模の拡大で中国は全世界の11％のGDPを

示しているにも関わらず、全世界の24％のエネ

ルギーを消費している。また消費の方法に効率

性が無いという点も挙げられる。例えば建設だ

が、建ててすぐ壊すというライフサイクルの低

さがあり、非常に非効率である。また富裕層が

増え、安くてもより豪華なブランド品を購入し

たがるなど生活スタイルが日本とは対称的であ

る。 

 

中国では中長期社会発展目標として2020年に

小康社会－ややゆとりのある社会を実現させる

という政策目標がある。そしてその後の目標と

して2050年までに経済、社会状況を世界の中等

先進国と同じ水準に発展させ、快適な生活を実

現させようというものである。目標は2050年に

設定されているが、生活レベルを見ると、一番

豊かな東側の地域において、現状で必ずしも全

てが快適なレベルとは言い難い。西部、内陸地
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域に行くと東部沿岸地域に比較してさらに貧し

い状況を見ることになる。ここにあるように、

サービスはもちろん建設、交通、教育レベルな

ど、国内でも中国南東部と西部とでは格差が大

きい。これらの地域を発展させようと思うと、

やはりエネルギー消費が必要となる。そこで将

来どれくらいの消費が必要とされるか計算した

ところ、2020年までに全体の消費量は石炭に換

算すると50億トンになると推測された。エネル

ギー消費に関しては工業施設の関係が減ると思

われるが、交通や生活レベルを高めるためには

そのためのエネルギー消費が増えるものと思わ

れる。今後2020年までにエネルギー消費が 高

値を示すというものではないが、確実に増えて

いく方向だと思う。2050年の予測について見て

みると、一人当たりの消費水準が日本と同量－

一人あたり6トンとしても、全国トータルでは83

億トンを超えるだろう。先程紹介した2012年の

エネルギー消費量は石炭換算すると40億トンで、

節約してもその倍になるということである。そ

して富裕層となった一人一人の消費スタイル－

アメリカンスタイルで別荘や高級車などの消費

が多い－このような悪い状況として計算すると

83億トンの倍、160億トンという驚くべき数字に

なる。今からいろいろと考え、すぐに目は見え

なくても少しずつ改善努力を続けていけば、40

～50年でかなりのエネルギーを節約できるだろ

う。 

 

次に中国のエネルギー発展の方向と将来性に

ついて紹介する。 

政策の方向としては第一に節約が大事だと考

えられている。省エネをうまくやれば6割程度節

約できるだろうというトップもおり、私もそれ

に同意している。とにかく省エネが一番重要だ

ろう。よって省エネ生産と省エネ消費にふさわ

しいシステムやスタイルを作らなければならな

い。それに付随して経済発展や生活消費にも変

化が無ければいけない。例えば日本のように、

省エネを国家戦略として大事に捉えるべきだろ

うと考えられる。もう一つは内需を大事にする

べきという考え方で、効率性も含め、国内資源

による発電能力を高めなければならないという

ことだ。エネルギーの対外依存度も下げていか

ねばならない。“多元的発展”という中国でよく

使われる言葉に表されるように、一つのエネル

ギー源でこの問題を解決するのは不可能なため、

これからは多元的なエネルギー、総合的かつ両

用的なものを考えていかなければならないだろ

う。特にクリーンエネルギーがこれからの開発

発展の中心になると思う。現在、依存度の高い

石炭についてもさらに効率性を高めていかなけ

ればならない。また同時にクリーンエネルギー

の代替的なものを開発しなければならないだろ

う。ここに挙げた4番目の項目として環境保護も

大切にしていかなければならない。今の中国悪

いということが分かる。5番目としては科学技術

の革新、イノベーションを行うということだ。

具体的には基礎研究や先端技術研究を強化して

設備や技術といったコア能力を高める。そして

さらなる改革を行う。特に今の仕組みになり、

国内省庁のいろいろなシステムが変わりつつあ

る。国際協力に関してもバランスの取れた協力

を行い、特にアメリカなど進んだ海外諸国との

エネルギー分野における協力を拡大していきた

い。 後に国民生活の改善につながるような開

発をするということだ。特に内陸部におけるイ

ンフラ整備や公共サービスの強化などである。

今お話した8項目は中国のエネルギー政策の中

心である。 

 

私は国家発展・改革委員会が作成したこの白

書の製作に関わっていたが、中国における5ヵ年

計画は世界のいろいろな知見を取り入れた総合

意見となっている。5カ年計画はいろいろな省庁

による共同認識で成り立っており、現在、第12

次5カ年計画の発展時期にいるが、この中で未来

の5年間における方向性や政策が表されている。

第12次5カ年計画における一番中心的な考え方

は、経済発展方式の転換を加速させるというも
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のだ。一つ前の第11次5年計画において、凄い勢

いで経済が発展したが、今後そのモデルは適用

できないだろうということで発展方式を転換し、

それを加速させないとしたからである。これか

らの5年間に関してはここに書かれた５つの課

題を解決しなければいけない。まずは経済構造

の改革。次に科学技術とイノベーションをこれ

までより強く重視するということ。3番目は国民

生活の保障と改善。4番目は非常に明確で、省エ

ネと環境保護。5番目に改革開放を経済発展方式

転換加速の原動力とすること。政策を見る限り、

日本は先行者としていろいろと経験を積んでお

り、中国はそういった技術や研究を勉強するべ

きだと思う。 

今、申し上げた5点の中において特に重要視さ

れているのは4番目の省エネと環境保護である。

これからの5年間、社会発展の原動力は省エネと

環境保護といっても過言ではない。これらの政

策において具体的な数字指標が出された。全体

で24の数値目標があり、その内の半分が拘束性

のあるもの、半分が予測性のあるものである。

12の拘束性指標に関し、その5つは省エネと環境

分野に関連している。例えば非化石エネルギー

の比率を11％まで下げる、エネルギー消費を

16％、二酸化炭素の排出量は17％低下させ、汚

染物の排出量は8～10％削減し、森林面積は22％

程度増やすというような具体的目標数値である。

また、第12次5カ年計画の下、エネルギー発展計

画としての第12次5カ年計画も策定された。ただ

この計画には少し問題があり、2015年までの目

標ではあるが発表されたのが2013年と時期が

少々遅かった。何故遅れたかというと、目標数

値を確定するのに時間がかかったからである。

まずその中でエネルギー消費全体量の拘束目標

が出された。先の全体的第12次5カ年計画に具体

的数字は無かったが、このエネルギー発展計画

には40億トンの拘束目標が提示された。石油の

対外依存度の目標も出され、非化石エネルギー

に関しても具体的比率を出した。具体的には非

化石エネルギーの消費比率を11.4％にまで高め、

一次エネルギー消費に占める天然ガスの比率を

7.5％まで高める、また石炭の消費比率を65％程

度に低下させるという目標数値である。この数

字を捻出することが困難だった。この目標を達

成するためにはこれから苦労するだろう。その

他、計画の中にはエネルギー基地の建設や生態

環境の保護など、いろいろな具体的な数値目標

が設定された。 

 

この図表は第12次5ヵ年計画におけるエネル

ギー発展のための主要な目標である。ここにあ

る一次エネルギー消費総量だが、元々は拘束性

のあるものとして考えられたが、 終的には予

測性の目標に変えられた。“拘束性”と“予測性”

にはその意味合いに違いがあり、予測性は必ず

しも実現できるという数値ではない。つまり一

次エネルギー消費総量はコントロールが難しい

ものだということである。 

再生可能エネルギーについても具体的な数値

目標がある。水力発電は元々大きいので、 終

的には3億kWの総発電量を達成したいと考えて

いる。従来の水力発電では2.5億kWの発電能力

があるが、 終的には3000万kWの逐電能力があ

る水力発電所を作りたいとしている。風力発電

は1万kWに達成させ、太陽エネルギー還元も

2000万kWを超えさせたいというところだ。これ

らの再生可能エネルギーの全体量目標として

終的に4.78億トンを達成させる計算である。全

体目標が40億トンとして、再生可能エネルギー

の割合を1割程度と、良い目標設定が出来ている

が実際にこれを実行するにはたくさんの問題が

あるだろう。例えば風力発電だが、本来は2000

時間くらいの発電能力があるとしているが、昨

年は1800時間程度しか達成していない。またも

う一つの問題として、エネルギーを北西地域に

運ぶ際の効率性の悪さがある。これら問題に関

しても様々な政策がこれから作られると思う。 

 

さて、中国の原子力についてその政策と方向

性を紹介したい。いろいろな問題や事故がある
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とはいえ、中国は原子力をクリーンで効率的な

エネルギーとして捉えている。全体の発展戦略

の方向性は3段階に分けられる。技術的にいうと

熱中性子炉－高速中性子炉－核融合炉を展開す

るということで、個人的にもこの構想がいいと

思う。が、問題は時間だろう。核融合に例える

と、私の70代になる先生が20代の頃にソ連の専

門家から「あなたが70代になる頃には実現でき

るだろう」と言われたが、未だ実現できていな

い。この先生が言うにはさらに50年は経たない

と人類がコントロール出来得る核融合炉は出来

ないだろうということだ。全体構想の方向性は

世界各国が協力して進めているが、中国でも第4

世代原子炉開発しており、高速増殖炉を開発も

している。この分野に関して、日本をはじめと

する先進各国と国際協力が可能かと思う。 

安全第一というのは原子力の基本原則である。

そのため、加速的に発展させることを抑えてい

る。福島での事故に影響されたところもあり、

当初出された原子力発電の目標値は福島の事故

後、小さくなった。元々の数値目標を4000万kW

としていたが、 新の数字はまだ出されていな

い。 

 

安全性に関しては国務院から２つの計画が出

された。どこに原子力発電所を配置するかにつ

いても具体的な指示が出されている。原子力発

電所は勢いではなく順番に着実に製造するとし

ている。これも中国語的ではあるが２つのこと

が考えられる。まず、建設は進めていい、だが

決してスピードを早めてはいけないということ

だ。また内陸部には配置しない、あくまでも沿

岸部のみに少数の発電所を配置するということ

だ。但しこれについては日本の事故を受けて違

う意見を出す国内の専門家もいた。大きな地震

には耐えられても津波には耐えられなかったと

いう意見もあり、つまり原子力に対して地震は

致命的ではないという専門家もたくさんいた。

福島の発電所は古かったため中国には適用され

ない、第２世代第３世代になるとこのようなこ

とは起こり得ないから原子力を抑制する必要は

ないという専門家も多くいる。但しこれは政策

には反映されていない。政策では抑制しつつ発

展させることとなっている。私は専門家ではな

いので明確には言えないが、安全性が一番重要

なので新しい原子力発電所に関しては世界でも

一番高い安全基準に照らしたものを作るべきだ

と思う。世界においても第３世代の安全基準を

満たすべきだと要求されているが、これについ

て違う意見も存在する。第3世代ではAP1000が

あるが、これが完全とは言い切れないところが

あるからである。 

新世代の原子力発電について中国で見られて

いるのは図式だけという状況でもあり、実用さ

れていない新世代の原子炉を多額を費やし建設

するにはリスクもある。日本と同様、原子力の

発展については多くの意見があり議論も多い。

これらの背景を踏まえた上で、2015年までに原

発による発電容量を4000万kWに達成させると

の合意がある。第12次5カ年計画以後は原子力発

電所をどのように発展させていくかについて国

内でも共同認識が取れていない。いずれにせよ

現在、原子力発電所は着実に建設されている。 

 

中国全体の体制についてだが、ご存じの通り

2012年末に共産党全国大会が行われ、習近平新

体制となった。新体制での新しいスローガンに

“エコ文明建設”という言葉が出されたが、これ

は開催された18の党大会でも非常に重要視され

た。これまでの党規約には経済、社会の発展が

唱えられていたが、今回初めて“エコ文明”とし

て省エネや環境などが経済、社会の発展と同様

に重要なものとして掲げられた。“エコ文明”と

いう言葉自体は党大会で出された言葉ではない

が、17回目の党大会では既にこの言葉が存在し、

今回の党大会では他の分野と同じように非常に

重要視され、初めて党約に掲げられたのである。

“エコ文明”を簡単に言うと、省エネの推進や

環境保護、自然保護を大事にするということで、

その背景はやはりエネルギー問題や環境問題が
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国内で大きな問題になっているということであ

る。報告書では“エコ文明”に経済建設や政治

建設、社会建設と並ぶ独立した章が割かれるほ

ど重要度が強調された。実際に政策は変わらな

ければいけないということでもある。中国が好

みがちな「美しい中国」を建設するという意味

もある。これはいい目標だと思う。 

具体的に“エコ文明建設”が何をすればよい

かということだが、繰り返しお話してきたよう

に省エネと環境保護である。グリーン、循環、

低炭素社会の発展を大事に推進するということ

だ。これについても日本はいろいろな技術や経

験を持っているので中国はそこから学ばなけれ

ばならないということを実感している。 

“エコ文明建設”を進めるためには具体的に

４つのことを遂行しなければならない。国土開

発について 適化しないといけないというのが

一つ。例えば内陸地域を都市化する際には環境

に配慮し、開発を一方的に行わない、農業地域

に関しても保護していくということだ。今日は

地図では示さないが、どこを保護するべきか、

どこが何をするべきかという全体的な配図があ

り、この作成には国家発展改革委員会も関わっ

ていた。 

2番目は資源節約の全面促進として省エネの

促進である。エネルギー問題について党の要求

は高く、エネルギーの生産・消費革命を推進す

るとしている。これまでここには“変革”という

言葉を用いていたが、現在は“革命”という強い

言葉を使用している。但し、これを実際にどう

行っていくかはこれから考えていかなければな

らないところである。もう一つ、エネルギー消

費総量をコントロールするということがある。

従来は“合理的に”コントロールするとされてい

たが、“合理的”という言葉が削除された。中国

語の表現では、“合理的”を外すと“緩やか”にで

はなく“一生懸命”やるという意味合いになる。 

3番目は自然生態系と環境保護を強化すると

いうこと。生態系や減災、気候変動等に関する

ことに取り組まねばならない。 後にエコ文明

制度の建設強化がある。国内にいろいろと悪影

響が発生しているのは行政手段に限りがあるか

らだとも考えられている。例えば地方政府は

GDPの側面において競争的側面を大事にし過ぎ

たため、環境問題がおろそかになってしまった

ということがある。石炭についても石炭価格が

安くなり大量消費が促進される原因ともなった。

このような市場メカニズムや価格設定などにつ

いて、例えば行政改革を行うなどいろいろと考

えていかなければならないことがある。行政に

ついてはトップダウン的な指示のもと、さらに

市場メカニズムに影響するような政策を出して

いかなければならないだろう。市場メカニズム

に関しては日本から学べるところがあると思う。

今まではエネルギー関係と経済発展は分けて考

えられてきたが、新しい指導部は省エネと環境

保護を非常に大事に考えており、これらを経済

発展と同じ高さにもってきて融合させていくと

いう考え方である。 

本日の講演をこれで終わる。ご清聴に感謝す

る。 

 

【質疑･応答】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤副セ

ンター長） 

白先生には中国のエネルギーの現状と第12次

5ヵ年計画、エコ文明についてコンパクトにご説

明いただき、予定時間ぴったりに終えていただ

いた。開場から質問を受けたいと思うが、質問

もコンパクトにお願いしたい。 

  

（フロア） 

今後、党指導部は原子力問題を調整していく

とのご説明だった。第12次5カ年計画では原子力

発電所の建設計画について区分ができない状況

だったかと思うが、改革発展委員会の方でオー

ソライズされたものについてまた区分を作って

いくのかということが一点、また第３世代炉し

か安全でないのであればCPR1000は今後どうな

るだろうか。 
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（白） 

２番目については専門家でないのでお答えす

ることが難しい。 

計画については国務院の発展計画が一番大き

い。国務院による社会の発展計画や原子力の発

展計画が前提となる。原子力については発展改

革委員会ではなく国家エネルギー局が具体的な

数字を出している。2007年に発展改革委員会が

発表したのは当時エネルギー局が無かったから

である。現在は新しく出来たエネルギー局の元

で作っている。 

 

（フロア） 

エネルギーに関してだが、税制度によってエ

ネルギー発展を調整しようというやり方を取っ

ているかどうか。もしそれが無い場合、国務院

あるいは上で計画を決めた後、下はどうやって

それを守るのか、どのように守らせていくのか。 

 

（白） 

税制に関しては第12次5カ年計画の中で初め

て石炭税という概念が出された。言葉は“環境

税”だが実質のその意味するところは石炭税で

ある。現在、環境エネルギー関係に限らず、中

国全体が税制改革の時期となっている。中国の

税システムは非常に複雑で、企業に関しても税

制改革を行っている。税制でこの設定目標をさ

せれば一番効率的だろうと個人的には考えてい

る。実際に計画を実行するのは財政部と税務局

の二つの機関である。が、計画はあくまで計画

であり実際に何％にするかなどといった数字や

工程などは出されておらず、検討されていると

ころだ。再生可能エネルギーについての実行方

法は環境省だけでなく税務局、財務省が一緒に

政策を出しているため、税制が変わるかもしれ

ない。国務院で出されたものはいろいろな省庁

が 終的な調整を行ったものである。ただ問題

として、それをいつ実行するかは不明である。 

 

 

（フロア） 

エコ文明建設は素晴らしいと思う。エネルギ

ー、環境、経済発展などといったところを国全

体で取りまとめていくと 終的には命の安全や

生活向上というところになるかと思う。全体を

包括した視点としてエネルギー問題や環境、経

済問題について基準を作っていかないとバラン

スが取れないのではないだろうか。例えば生態

環境保護にはいろいろな要因があり、気候変動

だけでなく大気汚染も入っている。どこに基準

を置くか包括した視点で正しく見極めていかな

いと、見逃してしまうところが出てくるのでは

ないかという懸念がある。 

また今の中国の発展形態が欧米を規範とした

消費方構造で、それが裕福であるという認識の

ようだが、中国古来の文化や精神に根ざした、

本当の心と生活の豊かさ、教育や啓蒙、道徳に

基づいて考えなければならないのではないだろ

うか。 

 

（白） 

ご指摘に感謝する。まず、エコ文明建設は言

葉として書いてあるだけで具体的に何が出来る

か、数値目標はどうあるべきかなど、発展改革

委員会が検討している 中である。文明という

概念を定量的にどう考えればよいのかというの

も含めて考えているところである。よく中国で

取る手段として、モデル基地を作り、特定地域

で実験的に行うことが具体的効果に繋がるので

はないかと思う。どこにモデル基地を置くかと

いった提案などもある。 

2番目のご質問について、文化そのものは社会

的な影響があると思う。特に教育は大事で、ゴ

ミはゴミ箱へとか、そういったことを文化や教

育に反映させないといけない。例をあげるとゴ

ミの分別で、簡単のように思えても実際はなか

なか難しい。北京の場合、市政としてゴミ政策

はあるが実際ぐちゃぐちゃになる。日本人はど

うやっているか勉強しなければならない。 
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（フロア） 

ゴミの収集、選別方法といった問題もあるだ

ろうが、大事なのは価値観だと思う。贅を尽く

して消費にかまけ、使い捨てといった根本的な

ところに対する考え方の問題である。日本の経

験としてもそれがいかに恥ずべきことか、ただ

ゴミの選別とかそういうことではなく、価値観

も含めた啓蒙が大切なのではないだろうか。 

 

（白） 

仰る通りだと思う。一つだけ補足すると、中

国の富裕層の話をしたが、全員が全員そうでは

ないということだ。重要なのは国民全体として

の教育だろう。 

 

（フロア） 

後にご説明いただいたエコ文明建設につい

て伺いたい。中国政府は従来、環境保護や節約

などを一生懸命やってきたと思う。習政権が出

来て何が今までと違うようになるのか。新しい

部局がどのように働くのか。 

 

（白） 

エコ文明建設について、設計は発展改革委員

会でやる。2番目の省エネについては発展改革委

員会の下、エネルギー局において行うという体

制になっている。3番目の自然生態と環境保護に

ついては発展改革委員会の中に農業経済局があ

り、ここと手を組んでやることになっている。

エコ文明制度の建設は党の組織部と財政部、ま

た発展改革委員会も一緒に政策を作っている。 

エコ文明建設の強化については党の組織部、

宣伝部、人事部、いろいろな部署に影響するた

めお互いが手を組んで政策を作る。何が変わっ

たかというと革命という言葉を使うなど言葉の

使い方を変えたということ。政策を読む人たち

にとっては大きな変化となっている。 

 

（フロア） 

エコ文明の４大任務の中の “主体機能区”に

ついてイメージしにくいため、もう少し詳しく

説明してほしい。 

 

（白） 

中国の場合、土地を使う時に国の認可が必要

となる。従来は認可が下りれば自由に使えたが、

“主体機能区”の場合、土地を何に使うかだけ

ではなく、生態環境への配慮も審査のポイント

になると理解してもらえればよい。地方政府が

新しい公示を作る時には中央政府の認可も必要

となる。言葉自体が中国語的なので分かりにく

いが、例えば工事の際に二酸化炭素の排出量が

どれくらいになるかなど、そういった面も考慮

されるようになる。生態環境の保護が審査のポ

イントになり、これを満たせば中央政府に対す

る予算申請が出来る。発展改革委員会では具体

的な地図を作り見ているところでもある。 

さらに具体的にいうと、中国における“主体

機能区”は全部で4種類ある。重点開発地域が一

つ、生態保護地域が一つ、そういう類のものが

決められている。これらは発展改革委員会の

WEBサイトに地図が載っていると思う。 

 

 

 

【閉会】 

白先生、長時間ありがとうございました。 

中国総合研究交流センターでは来週以降も

様々な講演会等を企画している。皆様には是非

ご参加いただきたい。本日はご参加ありがとう

ございました。 

 

（了） 
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「「中中国国政政治治のの光光とと影影  －－習習近近平平体体制制のの課課題題とと展展望望－－」」  
 開催日時  2013年11月13日（水）14：00～16：30 

 講師紹介  

坂東 賢治氏 毎日新聞 編集編成局次長 

 略歴  

1957年5月30日 長崎県生まれ 

1981年東京外国語大学中国語学科卒業後、毎日新聞社入社 

政治部、香港支局長、論説委員、中国総局長、ニューヨーク支局長、北米総局長を歴任。 

外信部長を経て2011年4月より編集編成局次長 

 

 

 

 

曲 徳林氏 清華大学社会科学院日本研究センター長 

 略歴  

2009年、清華大学日本研究センター主任に就任、現在に至る。1967年、清華大学化学工学科を卒業。1999

年から北京語言大学（BLCU）の学長、北京語言大学と清華大学の教授を兼任。過去に清華大学化学工学

科副主任、同大副秘書長、同大外事弁公室任、中国駐日本大使館主教育参事官を歴任。化学プロセス分析

研究、エネルギー政策研究に携わるほか、6つの国レベルのプロジェクトの責任者であった。主な担当は、

化学プロセス設計・最適化研究の方法刷新。業績には、国家科学技術部科学進歩（二等賞）、中国石油化

学最優秀ソフトウェア（二等賞）および国家級発明特許2件がある。 

 

 

 

朱 炎氏 拓殖大学政治経済学部 教授 

 略歴  

中国上海市生まれ、1982年に復旦大学経済学部卒、上海市政府財政局勤務を経て、86年に日本留学。一橋

大学大学院修了後、90年に富士総合研究所、96年に富士通総研に入社、2009年に拓殖大学、現在に至る。 

 

 

 

 

 

 

田中 修氏 日中産学官交流機構 特別研究員 

 略歴  

1958年東京に生まれる。1982年東京大学法学部卒業、大蔵省入省。1996年から2000年まで在中国日本国大

使館経済部に1等書記官・参事官として勤務。帰国後、財務省主計局主計官、信州大学経済学部教授、内

閣府参事官を歴任。2009年4月―9月東京大学客員教授。2009年10月～東京大学EMP講師。 

学術博士（東京大学）。 著書は「2011～2015年の中国経済―第12次5ヵ年計画を読む―」（蒼蒼社）、「検証 

現代中国の経済政策決定－近づく改革開放路線の臨界点－」（日本経済新聞出版社、2008年アジア・太平

洋賞特別賞受賞）、「中国第10次5ヵ年計画－中国経済をどう読むか？－」（蒼蒼社）、「中国は、いま」（共

著、岩波新書）、「国際金融危機後の中国経済」（共著、勁草書房）、「中国経済のマクロ分析」（共著、日本

経済新聞出版社）、「中国の経済構造改革」（共著、日本経済新聞出版社）など。 

 

 

 

美根 慶樹氏 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 

 略歴  

学 歴：姫路西高第14期生。東京大学法学部卒業。ハーバード大学にて修士号（地域研究）。 

職務歴：1968年、外務省入省。72年、日中国交正常化交渉に参加。86年から在中国大使館参事官（政治部

長）、94年、内閣審議官として戦後処理問題などを手掛ける。99年から2年間防衛庁で国際担当参

事官、2001年、在ユーゴスラヴィア連邦共和国特命全権大使、04年、在軍縮代表部特命全権大使、

07年、日朝国交正常化交渉日本政府代表を命じられ、9月にウランバートルで日朝交渉。09年、

外務省を退官し、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。 
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【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

（倉澤治雄・中国総合研究交流センター副セン

ター長）  

昨日、「三中全会（第18期中央委員会第三回全

体会議）」が閉幕し、習近平がトップになってか

らちょうど１年たった。本シンポジウムはこれ

までを総括しながら中国の今後の政治、経済そ

して日中関係を模索していこうという趣旨であ

る。テーマは「中国政治の光と影―習近平体制

の課題と展望―」ということでご登壇の先生方

よりお話を伺いたい。毎日新聞編集編成局次長

の坂東賢治様をモデレーターにお迎えしている。 

坂東様には「『中国の夢』と『中国経済の昇級

版』（アップグレード）」と言うテーマで問題提

起していただく。次に精華大学社会科学院日本

研究センター長の曲徳林先生に「習近平体制に

おける中国の現状と展望」というテーマでお話

いただく。拓殖大学政治学部の教授でおられる

朱炎先生からは、「中国経済の成長減速を克服す

るための新たな経済改革」というテーマで政治、

経済両面を含めたお話をいただく予定である。

続いて、日中産学官交流機構特別研究員の田中

修様からは、 近よく「アベノミクス」と並ん

で使われる「リコノミクス」の特徴について、

後にキヤノングローバル研究所研究主幹でお

られる美根慶樹様から「習近平政権の課題」と

して、“革命路線か経済成長か－習近平政権の悩

み”といった刺激的なテーマでお話をいただく。

ご講演の後、パネルディスカッションに移り、

会場からのご質問もお受けしたい。 

 

【講演】 

①「中国の夢」と「中国経済の昇級版」 

坂東 賢治 氏：毎日新聞 編集編成局次長 

 

1957年5月30日 長崎県生まれ 

1981年東京外国語大学中国語学科卒業後、毎

日新聞社入社 

政治部、香港支局長、論説委員、中国総局長、

ニューヨーク支局長、北米総局長を歴任。外

信部長を経て2011年4月より編集編成局次長 

 

まさに今日はグッドタイミングで各紙朝刊に

三中全会の記事が掲載されたところである。昨

年11月の第18回党大会で習近平体制が発足して

ちょうど1年、簡単にこれまでの経過を振り返っ

てみたい。 

中国共産党の党大会は5年に一度開催される

が、その5年の間に7回程度の小委員会が開かれ

ることになっている。3月の全人代で政府の指導

者が決まり、政権の長期的ビジョンを打ち出す

のが三中全会だが、1978年の第11期、鄧小平氏

が改革派の宣言を打ち出した大会が有名であろ

う。それ以降、1993年には社会主義市場経済が

打ち出されることになる。三中全会は重要な会

議として位置付けられるが、今回は習近平、李

克強体制の下での長期戦略が打ち出されるとい

うことで、その動きを注視していた。改革を深

化させていくことが昨日決定したが、この全文

は恐らく来週辺りには出てくるだろう。 

公開される全文を見ながら、果たしてどの程

度まで、どのような改革を進めていくのか、さ

らに分析が進められていくと思う。昨日の段階

でも改革の深化、政府の関与を減らして市場が

決定できるプロジェクト、2020年を目標とした

主要な政府の機構、農村と都市部の問題解決、

というような目標が打ち出されていた。また中

国版NSC（国家安全委員会）のような組織を作

ることが決まっており、国内の社会不安や、対

外関係、中央の軍やその他経済関係なども含め

ていろいろなセキュリティ問題に対応していこ

うとしている。その辺りが今日のニュースのポ

イントであろう。 

習近平氏は就任直後に「中国の夢」というス

ローガンを打ち出した。日本人から見るとナシ

ョナリズムに聞こえるかもしれないが、中華民

族の復興という大きな21世紀の全体目標を掲げ、

中国共産党が成立して100年となる2021年まで
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に全面的な「小康社会」（ゆとりのある社会）を

建設していこうということを一つの目標にして

いる。任期が10年の習近平氏にとって、2020年

は任期の 終年であり、 後に自分の業績を成

し遂げるという目標が定まったわけである。

2022年の20回党大会で次の政権に引き継ぐこと

になろうと思われるが、それを前にした2021年

に中国共産党100周年の記念大会を開き、そこで

成果を打ち上げたいというのが目標ではないだ

ろうか。 

また、新中国成立100年である2049年までに、

民主的、文明的かつ調和の取れた社会という、

ある種中国的な意味における先進国型社会を創

っていこうというのが目標になっている。 

「中国の夢」を打ち上げた後、今年の全人代

の記者会見で李克強氏が打ち出したものが中国

経済の昇級版（アップグレード版）をつくって

いこうということだった。既に大きな枠組み改

革・開放路線ということが決まっているが、ま

だ遅れている部分があるから、効率を高めるた

めにパソコンソフトでアップグレードするよう

に経済もアップグレードしていこう、というの

がその意味するところである。それに基づいた

様々な策がある。政府の関与をなるべく少なく

していくとか、貿易による外需頼みではなく内

需、消費主導型で発展していくような経済に変

えていくということだ。今までの30年間、中国

経済は発展を続けてきたが、その中で既得権益

集団というのが着実につくられており、規制緩

和などを進めていこうとすると、当然それに対

する抵抗もいろいろ出てくることが考えられる。

利害は非常に複雑化しており、三中全会の前に

テロ、爆発事故のようなものが起きたり、山西

省の共産党の前で爆発事故が起きたりと、社会

不安が高まってきている。 

社会不安が高まれば経済成長も伸びなくなる

可能性がある。習近平、李克強体制が今後10年

続く中で、 初に掲げた「中国の夢」第１弾を

果たして実現できるかどうか。これは一筋縄で

はいかないかもしれない。 

国外に目を向けると、日本との関係は1972年

の国交正常化以来、現在 も悪い状況にあるよ

うに思う。依然として首脳会談も実現しておら

ず、このような環境下でスタートした習政権に

はなかなか難しいところがあるのではないだろ

うか。 

個人的な見方だが、東アジアの情勢を見ると、

1970年代に打ち立てられた東アジアを安定化さ

せるための方策というのは現在では通用しなく

なっている。何か新しいものをつくるしかない

のではないかと思う。こういった知恵が中国で

も日本でもまだ打ち立てられていない状態であ

り、周辺外交が安定していない中で船出したこ

とについて、中国も非常に心配しているのでは

ないかと思われる。この辺りを本日、４人の論

客の方々に分析していただき、私自身もこの場

で勉強させていただきたい。 

それでは、 初に精華大学社会科学院日本研

究センター長である曲徳林先生から「習近平体

制下における中国の現状と展望」としてご講演

をお願いしたい。内部からの報告であるため、

非常に現実を踏まえたものとして期待している。 

 

② 習近平体制における中国の現状および展望 

曲 徳林 氏：清華大学社会科学院日本研究セ

ンター長 

 

2009年、清華大学日本研究センター主任に就

任、現在に至る。1967年、清華大学化学工学科

を卒業。1999年から北京語言大学（ＢＬＣＵ）

の学長、北京語言大学と清華大学の教授を兼任。

過去に清華大学化学工学科副主任、同大副秘書

長、同大外事弁公室任、中国駐日本大使館主教

育参事官を歴任。化学プロセ 

ス分析研究、エネルギー政策研究に携わるほ

か、6つの国レベルのプロジェクトの責任者であ

った。主な担当は、化学プロセス設計・ 適化

研究の方法刷新。業績には、国家科学技術部科

学進歩（二等賞）、中国石油化学 優秀ソフトウ

ェア（二等賞）および国家級発明特許2件がある。 



 

「中国政治の光と影 －習近平体制の課題と展望－」 

 

106 

本日はこのような会にお呼びいただき、たい

へん光栄である。皆さんは中国事情に関心があ

り、周辺状況をよくご存じの方々とお見受けす

る。今日は中国国内の視点から話の内容を三つ

に分け、 初に「中国の夢」と中国の現状、次

に中国の経済情勢および「李克強経済学」、 後

に中日関係の現状および中日民間交流について

見解を述べさせていただきたい。 

 

今から１年前、中国共産党の18次党大会にお

いて主席に選ばれた習近平氏は、今年３月の全

人代で「中国の夢」という言葉を初めて使用し

た。ちょうど昨日まで中国にとって大きなイベ

ントである第18回三中全会が開かれ、今後10年

の中国の改革発展について、中国経済、国内状

況がどのように変わっていくか、改革をどのよ

うに進めていくべきかなどといったいろいろな

問題が、これからの中国の創世に向けて明確に

されたところである。 

「中国の夢」とはつまり「人民の夢」であり、

その夢を実現するには人民の支持が欠かせない。

乱れた風紀も正さなければならないということ

で、習近平政権も風紀問題が中国共産党の命運

を左右するということをよく認識している。風

紀が良ければ人民大衆の積極性や主体性、創造

性を導き出すということにもなる。 

今年６月に広東省の研究調査センターが「中

国の夢」の認知度に対する調査結果を発表した

が、住民の66％以上が「中国の夢」を阻害する

第1の要因は腐敗問題、賄賂問題、と認識してい

ることが明らかになった。 

20年以上にわたる高速的発展に伴い、確かに

一部の人々の生活は良くなったものの、いろい

ろな社会問題も出てきており、特に大きな問題

として社会公平の欠如、廉潔、業務の風紀問題

が挙げられている。特に社会共同意識の薄弱、

金銭主義、行楽主義、賄賂の問題は幅広く存在

する。現体制には民衆より出てきた人が多いた

め、民情と国情の双方を理解しながら社会の風

紀改善に対し、真剣に取り組んでいる。 

そして今年の１月22日、共産党の第18回規律

検査委員会において習近平主席は党を厳しく管

理改造することを表明した。「トラ」と「ハエ」

の比喩を用いて「トラ」は経済違反的大物幹部、

「ハエ」は小物と表現し、形だけではなく効果

が出るまで努力し、同時に片付けるということ

だった。風紀問題には常に取り組み、法律と党

規則に違反する者は例外なく警告、処理しなけ

ればならないと指示したところである。 

さらに習近平主席は権力運用の制度およびそ

の監督を強化し、不正ができないシステムを作

り、不正を働くことを恐れるようになるまで厳

しく懲罰することを強調した。4月19日に政治局

会議を開き、今年後半から１年かけて党の上か

ら下までを対象に民衆路線教育の実践を行い、

八つの規定を切り口として「四つの風紀」の問

題を解決することも発表した。四つの風紀とは、

形式主義、享楽主義、官僚主義、ぜいたくの風

潮のことである。同時に６条の禁令も発表した。

これは政治風紀としての公費による訪問や贈与、

宴会などを厳しく禁じるものである。 

自分の知り得る範囲だが、大衆の反応として

はこれについて賛成する人が多いようである。

多くの人々が不健康かつ時間の無駄でもある公

費の宴会を嫌っており、公費による宴会の禁止

で影響を被るのは高級レストランぐらいだ。高

級レストランは閉まっているが、それ以外の一

般のレストランは依然として人気がある。大衆

路線の教育として、党幹部が国民のための業務

を行うことを促進し、国民の生活改善を図るこ

とによって、民衆の信任回復につなげている。

今年は国慶節の前に中秋節があり、合わせて１

週間、廉潔運動が始まって以降、初めての祝日

となったが、公費による宴会や贈与といったも

のが激減した。 

 

２番目の話題として、中国経済の現状と李克

強経済学についてお話する。中国経済は20年連

続で２桁の高速成長を維持してきたが、2011年

に12％から9.3％、今年に入って7.6％と、第３
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四半期には少し戻ったものの下向きになってい

る。習近平主席はAPECのサミット会議で４つ

の要因を述べて楽観視していたが、私個人の理

解としては、国内経済状況のデータから考える

に、前半のGDP(国民総生産)は7.6％増加してい

るため年度額の増加は7.5％以上になる可能性

が高い。発展速度が安定する傾向は中国政府が

主導的に調整した結果であり、2020年に国内

GDPおよび国民１人当たりの収入を倍増させる

という発展中期目標を実現するためには7％の

増加で十分だと思う。 

経済構造を転換することにより経済成長が安

定する可能性が高いことについて、いろいろな

経済学者や李克強経済学の説明などがあるが、

本日は時間の関係で省略する。李経済学の解読

は国内で多くされており、そのキーワードは経

済構造の転換および持続可能な発展だと私自身

は捉えている。 

 

政府の戦略選択のやり方について私には６つ

の考えがある。一つは政府の大きな戦略の決定

として改革ボーナスをリリースすることが一番

重要だということ。改革開放後30年間経過し、

中国は世界第２位の経済国となったが、これは

改革開放による成果である。そして中国の経済

発展構造の転換を加速するには改革が欠かせな

いだろう。経済体制改革の核心は政府と市場の

関係をうまく処理することにあるが、それは李

克強首相が発足して以降初めて行う政府機能の

転換によって行政管理体制を改革することであ

る。 

新しい行政体制改革としては、政府の政務を

簡素化し権利を分配することだ。市場の基礎が

働くことによってマーケット主体の想像力を導

き出せれば、 終的には経済発展の顕在力を強

化することになる。政府業務の重心を変更し、

良好な発展環境を作り出すことによって、優良

な公共サービスを提供し、社会の公平・公正を

獲得するということにもなろう。 

そして経済構造の転換において財政、金融、

価格改革のレバレッジ効果を強調する。「営業税

から増値税への変換」の実権範囲を拡大し、利

息マーケット化を推進、鉄道など基礎工程の投

資融資体制や資源商品の価格設定、公共サービ

スなどの領域で改革を行う。行政管理と行政改

革を深めることで行政審査を要するプロジェク

トを可能な限り減少し、マーケット経済をより

良く活気づかせる。 

３番目として、経済状況の動きを注視しなが

ら現在から将来のマクロ政策を統括し、力を入

れて正確な改革を実行する。例えば第１、第２

四半期の増加幅の連続下落に対して市場が悲観

視されがちだったところ、政府は小企業への減

税や都市の施設建設およびバラック地区の改造

といった措置を採用し、西部や貧困地区の鉄道

建設などを強化することによって経済成長の安

定化を図り、市場への自信を取り戻している。 

長期的な高速発展に向けた潜在成長力を発揮

させるため、中国経済が新しいバージョンに入

った現在は、経済が発展するたびにもっと注意

深くならなければいけない。産業のアップグレ

ードおよび経済構造の戦略的調整を通して改革

の利益をもっと放出し、長期的に持続可能な発

展に向けて潜在力と創新力を発掘することによ

り、中国経済の奇跡を持続させることを目指す

のである。 

先ほど申し上げたように着眼点は６つあり、

一つは都市化、これは内需拡大の 大動力とな

るもの。そしてサービス業は雇用の 大保障で

ある。さらに利率改革、民間資本による金融機

関の設立など。また減税政策、営業税から増値

税へ。そして金融、石油、電力、通信などの領

域における新入許可の緩和。今後5年間、中国の

輸入総額は10兆ドルに、対外投資額は5､000億ド

ルに、海外旅行者は4億人に達する予測がある。 

中国経済のアップグレードと各項目の改革は

深刻な改革であり、非常に大きい利益調整に関

連している。各方面の体制規制の完備にも直接

つながっていく。局面を切り開く勇気を持ちな

がら、慎重に実施しなければならない。 
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皆さんが大きな関心が持たれることの一つに、

上海自由貿易区(FTA)の建設がある。中国国務院

による上海自由貿易区の建設は中国政府の新改

革開放実験項目の一つで、「方案」の詳しい規則

はまだ発表されていないがいろいろな方面で調

整がされている。金融、貿易、航空など５つの

領域で解放政策があり、管理、税法、法規など

の革新を全部一括している。FTA建設は多重の

改革利益を導き、中国の新たな改革開放を切り

開く見込みだ。 

上海FTA建設は中国が積極的に対外開放を行

う実験場でもある。李首相はここで内需を拡大

し、開放によって新たな改革を促すと話してい

る。FTAを建設する間、特殊な管理監督や優遇

税率が必要となるため、国内の中間貿易

（Re-Export Trade）や離港貿易（Offshore Trade）

を大きく促進するだろう。以上が中国経済につ

いての私の理解である。 

 

後に、中日関係の現状と民間交流について

話したい。今、中日関係は非常に困難な局面に

あり、中日関係として 悪の年ともいえよう。

国家戦略や地縁政治、地域主導権などの争いの

他、領土問題や海上権利の問題など利益の争い

もある。かなり複雑な局面もあり、日本政府が

島を購入して以降、対立はさらに深刻化してい

る。なかなか緩和の兆しが見られず、政治上の

対立のみならず軍事対立にまで発展する可能性

があるかもしれない。 

私は中日関係の現状を次のように理解してい

る。安倍政権の長期化と中国の釣魚島所有権保

有の立場で、釣魚島巡回は常態化しており、こ

のような状況では中日関係の対立は短期間で変

わることはないだろう。対立が長期化すること

についての覚悟と戦略準備が必要となる。 

私は国交正常化における も重要なことは、

国民同士の理解と民間人の交流だと考える。グ

ローバリゼーションの時代、社会は大きく変動

して価値観も変わっていく。その中で国民、特

に青少年の交流が非常に重要になるのではない

か。両国には２千年以上の長い交流の歴史があ

る。戦争の歴史もあるが、国交が正常だった時

代もある。近代史を良く見れば両国の民間交流

は非常に歴史が長い。新たな戦略的衝突関係を

迎えることで、民間交流も新しい挑戦を迎える

ことになろう。両国民の経済、教育、科学技術、

国民意識といった要因的影響は政治要因による

影響よりもっと大きいと思う。これからの時代、

国民相互の交流が歴史的に重要な意味を持つよ

うになるのではないだろうか。特に科学技術や

文化交流、特に若者同士の交流を深め、平和友

好と共同発展が民意の主流となることを目指し

て交流することが非常に大切だと思う。科学技

術や文化交流の切り口を拡大することは有効だ

ということだ。 

 

グローバル化を背景とした両国間における科

学技術と文化交流の切り口について見解を述べ

たい。中国経済は日本を超えて世界第２位とな

ったものの、国民１人当たりの収入はまだ低く、

中国はいまだ発展途上国で日本は先進国である。

日本の経済総量は中国より少ないように見える

が、１人当たりのGDPでみると日本はかなり高

い。中国と日本は非常に近い国だが、それぞれ

の夢を実現するには一国の努力だけでは難しく、

互助的な関係が重要だと思う。日本経済は円安

だけで発展につながるというものではないが、

科学技術力を発揮して既存設備の更新、産業構

造の改革、さらに中国の若い世代も利用して、

お互いがWinWinとなる関係を構築できればい

い。 

 

環境問題解決のための科学技術協力や連携も

効果的だろう。日本では1970-80年代の高度成長

期に環境汚染問題に対して政策的にも力を入れ、

非常に奇麗な国になった。中国はその産業発展

や製造業の拡大により環境問題がかなり悪化し、

特に大気汚染、PM2.5の問題は非常にシビアな

状況にある。その対策として日中協力も有効で
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あろう。 

中国の高齢化も深刻化しており、今年末には

61歳以上の人口は2億人となる。養老施設や医療

サービス、医療政策に関しても日中協力の強化

は必要だと思う。 

若者の交流を常態化し、科学技術と社会発展

の調和という理念に基づいた交流を深めていく

ことがますます必要となろう。 

 

③ 中国経済の成長減速を克服するための新た

な経済改革 

朱 炎 氏：拓殖大学政治学部 教授 

 

中国上海市生まれ、1982年に復旦大学経済学

部卒、上海市政府財政局勤務を経て、86年に日

本留学。一橋大学大学院修了後、90年に富士総

合研究所、96年に富士通総研に入社、2009年に

拓殖大学、現在に至る。 

 

習近平政府による新たな経済改革がスタート

し、ちょうど昨日、三中全会が終わったところ

だが、今日は皆さんに中国経済の景気動向―実

体経済の状況をお話し、なぜ今景気が減速して

いるのか、いろいろと構造問題を抱える中で政

治の持続に必要な抜本的な改革は何なのか、私

が理解した新しい改革についてご報告したい。 

 

まず経済の動きについて。金融危機の直後、

中国経済は短期間で高成長に戻ったものの、そ

の後、特に2012年以降の経済成長速度はかなり

スピードダウンしてきた。この下の図に示す赤

い線は、GDP実質成長率の四半期別の前年同期

比だが、これで見ると、2000年あたりの２桁か

らずっと下がってきて、今は７％台に落ちてい

る。第３四半期には若干持ち直したが、前年比

で7.8％、前期比で2.2％と、これまでと比べる

とずいぶん低い。そこで政府が中小企業への支

援をしたり、あるいはインフラ建設の加速など

いろいろと浮揚策をとったりしたことにより、

近、特に６月以降は良くなってきている。 

しかし、この下の図の需要項目別の成長への

寄与度を見ると、資本形成の部分が再び膨らん

でおり、直近の第２四半期、第３四半期にまた

大きくなっていることから、やはり現状として

は投資に頼っているのではないかということが

言えると思う。 

 

次に各分野について確認したい。左下の図に

ある消費の動きだが、消費財の小売総額の前年

同期比、総額、金額と前年同期比伸び率は20％

程度の成長が通常だったが、 近はかなり下が

り、13％、15％程度になっている。十何％の成

長を日本に照らし合わせると良いと見えるかも

しれないが、景気減速の中でこのぐらいの数字

ということは、消費の底が固いということでは

ないだろうか。いずれにせよ、消費としての成

長率はかなり落ちてきた。 

投資について見てみる。これは中国の統計で、

内容としては１月から何月の累計として発表し

されたものだ。国の投資の動きとして、固定資

産投資の金額と前年同期比の伸び率をとったが、

１月から６月累計、１月から９月累計などとし

て毎月の金額に換算するとこのようになる。伸

び率で言うと、高いときは30％が普通だったが、

今はずっと20％前後、これも成長率がかなり落

ちてきていると言えるのではないだろうか。 

また、輸出の方だが、これは毎月の輸出金額

（ドルベース）で示されている。前年同期比の

伸び率で見ると、伸びてはいるけれども、やは

り2002年以降、かなり落ちてきている。もちろ

んこれは国内の要因だけではなく、世界経済が

金融危機からいまだ回復していないという事情

もある。９月にマイナス成長で、10月はやっと

持ち直して５％ぐらいの成長だった。全般的に

見ても、現在の輸出が経済を引っ張るという力

はないだろう。 

また、下の工業生産の方、中国の工業生産支

出は発表が遅れるため、工業の付加価値の前年

同期比の伸び率、これが工業生産指数に変わっ

て分析に使えるようになるが、これを見ても、
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前年同期比の伸び率は、現在10％前後。昔に比

べて相当落ちてきている。９月、10月は、だい

たい10.3％で維持しており、工業生産もあまり

よくないというところだ。 

ただし、企業の経営評価、つまり企業が景気

をどう見ているかについてだが、中国でよく使

われる製造業の購買マネージャー指数－PMIで

判断すると、50％を超えると景気が良くなると

言われている。 近の数字を見るとこの２、３

カ月はいずれも50を超えており、しかも上向き

になっている。よって、製造業、あるいは工業

生産にとって現況はあまり良くないが、今後に

対しては若干明るくなるのではないかというこ

とが見てとれる。 

また、右上の図は物価についてだが、これで

見ると、上の線の消費者物価指数はこのころだ

いたい安定しており、10月は3.2％。しかし、問

題は下の生産者物価指数の方で、10月はマイナ

ス1.5％、これが何を意味するかというと、過剰

生産で在庫をたくさん抱えている、あるいは価

格競争ということで、生産者物価指数はずっと

マイナスである。つまり工業生産の減価という

ことが言えるのではないだろうか。 

 

このように、景気が減速していることを政府

がどのように認識し考えているか。今の低成長

の原因の一つとして、金融危機後の大規模な景

気対策を実施した際に飲んだ劇薬の副作用、あ

るいは反動として仕方ないという認識があるが、

もう一つ、この景気の下がりが逆に構造調整の

よいチャンスだとも捉えている。「リコノミク

ス」とも表されるが、この基本的な考え方は市

場の役割と構造調整を重視し、安易に景気を刺

激しないということで、これが今の政策となる。 

また、経済を実体的に見ると、経済成長率が

７％台に下がってはいるが、実のところは深刻

な不況ではないのではないだろうか。なぜなら

雇用が保たれているからである。日本の有効求

人倍率のような資料が中国にもあるが、これが

金融危機以降もずっと１を上回っている。つま

り、失業問題は当面心配せずともよく、そのた

め大規模な刺激策を実施する必要もないと考え

ている。結果、浮揚策はインフラ建設の加速な

ど小出しで行うことにとどまっている。 

 

皆さんに紹介したいこととしてもう一つ、１

月から９月の経済の統計が発表された後、この

間の経済をどう認識するかという国家統計局広

報官の公式発言、あるいは政府が今の景気をど

う認識しているかという話がある。それによる

と、現在の7％台はまだ安定成長と言え、若干、

上がったり下がったりしているが、これは許容

範囲内だということだ。また、構造調整を進め

ていくことにより、今は落ち込んでいても、成

長の質と効率はかえって改善するということで

あった。また社会的な期待－企業、あるいは消

費者、投資者と消費者の景気に対する予想が安

定、あるいはプラスの予想をしているため、結

果として消費活動や投資活動に出るだろうとい

う認識がある。さらに第３四半期以降、年末に

かけてさらに良くなるというのが中国の公式見

解だ。 

個人的には、今年は7％台程度の成長を維持す

るだろうとみている。今までの２桁成長に比べ

れば相当な減速だが、今年はこのあたりの数字

を維持するだろうと思う。 

なぜ減速するか。私見として、これはやはり

構造問題を抱えているからだと考えている。持

続的な高成長に対し、この10年の改革の停滞と

前政権後期におけるやる気の無さ。これが累積

した構造問題は今の高成長を恐らく妨げるので

はないだろうか。所得分配の不公平、格差、過

剰生産能力、過剰投資、労働力不足と賃金上昇、

地方政府の財政問題、過剰債務の問題、さらに

国有企業の独占問題による民業圧迫という問題。

高成長を維持する、あるいは以前のレベルの成

長軌道に戻るなら、さらなる改革で構造問題を

解決しなければならないのではないかと考えて

いる。 
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では、どのように改革していくのか。 

９月にスタートした上海自由貿易実験区は貿

易関係のためだけと認識されることが多いが、

ここで構造改革、特に規制緩和を断行し、上海

の一部地域で実施して成功したらまた広げてい

くということがある。具体的にかなりの部分で

思い切った規制緩和をとっているところもある。

貿易だけでなく金融、為替、証券投資、企業設

立など様々なところがある。私が見るに、規制

緩和、つまり今の政権が目指している市場の役

割強化について言えば、三中全会の改革を先駆

けて実施しているのではないかと思う。中には

相当大胆なものもあり、例えば金融なら金利の

自由化や銀行設立の自由化。また、為替の人民

元の自由交換や外資による証券投資の自由化。

会社の設立にも政府の認可を必要としないなど、

相当思い切ったものがある。 

その本幕は三中全会の改革案であろう。昨日、

三中全会が閉幕し、夜には会議のコミュニケが

公表された。さらに、会議においては改革の全

面深化に関する重大な問題の決議、採択がされ

たが、ここで具体的にどんな改革を行うかにつ

いてはまだ発表されていない。この決議の中身

は、今後発表されるだろう。 

分野ベースにおける新たな改革の具体案もこ

れから発表されると思う。現時点でコミュニケ

から読み取れる新しい改革を理解しようとする

際に、いくつかポイントがある。一つは2020年

までの改革の設計図としてのトータルプラン。

また、もう一つのポイントは改革が経済分野だ

けにとどまらないということだ。スクリーンの

資料は昨日発表された一番新しいものを急ぎま

とめたもので、皆さんのお手元の資料と違い申

し訳ないが、つまり、これは全面改革を意味し

ており、ここに書かれた全面改革と改革の深化

は経済のみならず政治、社会、文化、いろいろ

な分野に及ぶということである。さらにもう一

点、改革の核心として政府と市場の関係を再構

築するということがある。これはまさに習近平

と李克強がずっと目指してきた市場の役割強化

であり、市場の役割を重視して政府の介入をい

かに減らし、規制緩和を取るかということが今

回改革の中心的なところではないかと考える。 

資料の次のページにはこのコミュニケで説明

した14の改革分野が明らかになっているが、こ

れで見ると、経済だけではなく文化、社会、生

活、環境など様々なものが含まれている。国有

経済は国有性経済の主体を堅持するとあるが、

これは少々意外だった。公にこれからの国有経

済の中心的位置について言っているが、国有企

業、独占企業のことはこれから解消されていく

のではないかと思う。国有経済が中核、主体で

あってもバランスとして非国有経済を促進する

というのが今までのことで、今回から国有経済

の改革、もしくは独占問題に対応すると言って

いる。具体的なことはこれから出てくるだろう

が、今までのことをわざわざことさらに強調す

る必要は無かったのではないかと感じられた。

いずれにせよ、個人的な感想を総括すると、今

後さらに具体的な内容が出てくるだろうが、経

済だけではなく他の様々な分野の改革について

対応していこうという姿勢が見えたということ

である。 

 

④ 「リコノミクス」について 

田中 修 氏：日中産学官交流機構 特別研究

員 
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して勤務。帰国後、財務省主計局主計官、信州

大学経済学部教授、内閣府参事官を歴任。2009

年4月―9月東京大学客員教授。2009年10月～東

京大学EMP講師。 

学術博士（東京大学）。 著書は「2011～2015

年の中国経済―第12次5ヵ年計画を読む―」（蒼

蒼社）、「検証 現代中国の経済政策決定－近づ
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国第10次5ヵ年計画－中国経済をどう読むか？

－」（蒼蒼社）、「中国は、いま」（共著、岩波新

書）、「国際金融危機後の中国経済」（共著、勁草

書房）、「中国経済のマクロ分析」（共著、日本経

済新聞出版社）、「中国の経済構造改革」（共著、

日本経済新聞出版社）など。 

 

「リコノミクス」について、お手元のレジメ

に沿って説明させていただく。 

一般的にリコノミクスは３つの要素があると

報道されている。金融の膨張を防いでいくこと、

構造改革を進めていくこと、そして大規模な財

政による刺激をしないこと。しかし、李克強首

相の就任後の発言などから、その３つで全部を

くくることに物足りなさを感じる。そこで、彼

の会見や演説、「フィナンシャルタイムズ」への

寄稿を材料として用意し、大きく４つの施策と

して考えてみる。 

李克強首相が就任した直後、3月17日に内外記

者会見をしており、ここでかなり網羅的な彼の

政策が出ている。まず政府機構改革について発

言しているが、ここで重要なことは機構の改革

ではなく政府機能の転換であり、これが改革の

核心だと述べている。お手元の資料に重要な部

分をゴシックで示しているので、その部分を中

心に追っていただきたい。 

この中で、政府と市場の関係をとにかく明確

化・調整する、と言っている。市場でできるも

のは市場に任せ、政府はやらなければいけない

ことをしっかりやるということで、政府と市場

の関係を再調整するのだ、と。なぜそれが重要

なのかと言うと、これまで起こっていた中国経

済の様々な問題における影の部分というのは、

政府が市場との関係をうまく処理してこなかっ

たことに起因するからであるということだ。つ

まり、政府はミクロの経済活動、例えば、企業

の投資活動や金融機関の融資活動に過度に干渉

して企業のコーポレントガバナンスの確立をむ

しろ阻害し、逆に、政府のやるべきこと― 低

の医療保障、 低の住宅保障、義務教育の問題

―について役割を果たしてこなかったため、医

療費が高騰したり住宅価格が高騰したり、貧し

い人たちが病院にも行けず子どもを学校に行か

せることができない、住宅にも入れないという

ような問題が起きてしまった。そこで規制緩和

となる。資料に示したように、1,700余りある許

認可事項のうち３分の１以上を任期中に削減す

ることを公約しており、既に現在までに334項目

について整理がされている。 

 

次に中国経済成長についてだが、年７％成長

が必要だと言っており、これは恐らく彼が考え

ている成長のぎりぎりの 低ラインではないか

と考えられる。その中で施策を挙げ、中国経済

のアップグレード版を作っていくということで

ある。 

 

３ページに示した簡素な政府、つまり、政府

と市場を見直す中で政府を簡素化していくとい

うことだが、その中で３つの約束をしている。

一つは箱物をつくらない。２つ目に役人を減ら

していく。３番目が、公費接待・公費海外出張・

公用車といったものを減らしていく。こうして

政府を、予算面、投資面、定員面でも簡素化し

ていく。これらが政府の機能転化の一つの大き

な柱になるということだ。 

 

そして、２つ目の大きな柱というのは、やは

り改革である。改革について唱えるだけでなく、

とにかく行動することに価値があるとし、具体

的には、資料にある通り、財政については透明

化、金融については金利・為替レートの安定、

サービス業の開放、所得分配については都市と

農村格差の是正、社会保障については、セーフ

ティーネットの確立、それから社会の公正とい

うところで、民営資本が金融・エネルギー・鉄

道等の分野に参入することを推進するなど、民

間資本、民間活力の活用ということを挙げてい

る。これも先ほど申し上げた政府機能の低下と

裏腹の問題で、規制緩和をしながら、従来国有
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経済が独占していた分野に民間資本をどんどん

と入れていくことが政府機能転換の一つの柱に

もなるわけである。 

そういう改革下においては、固有の利益構造

に必ず抵触 

し既得権益とぶつかるため大変な反発が起こ

りやすい。改革は国家の命運、民族の前途に関

わるため、勇気・知恵・粘り強さを持ちながら

しっかりと行動しなければいけない。 

 

３つ目の柱が都市化である。都市化は李克強

首相が就任前から強調していたことだが、なぜ

都市化が必要なのか。それは先の先生方からも

お話があった通り、中国の経済成長率はだんだ

ん落ちてきており、その中で中期的に持続的な

成長を維持していくためには、やはり都市化が

必要だからである。都市化を具体的に言うと、

農民を都市に移し、都市の住民にしていくのだ

が、農民の消費量に比べて都市住人の消費量は

大きく、農民を都市住人化することによって消

費が拡大する。そして、都市が拡大すればイン

フラ整備が必要となり、投資が増える。さらに

都市が拡大すればサービス産業が勃興し、これ

までの第１次産業偏重の経済から、次第に第２

次産業、第３次産業の経済への転換が可能とな

る。そのような意味で、李克強首相は都市化が

中国を持続的な成長のための柱になると考えて

いる。 

都市化というのは人を核心とした都市化であ

り、農民が都市に来てもスラムの住人と化して

しまったら意味がなく、住人になったからには

都市の基本的な公共サービス、例えば、社会保

障や子どもの教育、住宅といったものを平等に

受けさせることが必要となる。人を核心とした

都市化ではなく単に人を移しただけいうことに

なれば、大変な財政的な負担も抱えてしまう。 

そして、都市病―例えば環境汚染、ごみ問題、

交通渋滞など、都市部で発生するさまざまな問

題―を防止する。高層ビルが連立する一方でバ

ラックが連なるような都市はつくらないという

ことである。また、都市化によって農業、農村

が衰退してしまうと食糧安全保障に大変な支障

が起きるため、農業の現代化と相互補完的でな

ければならないということ。このように都市化

と言っても内容がいろいろとあることから、各

種改革と併せて推進する必要があるということ

を言っている。これが李克強首相の第３の柱、

都市化の推進である。 

 

次に、彼が「フィナンシャルタイムズ」に寄

稿した論文についてだが、その中にいくつかの

ヒントが出ている。上海の自由貿易試験区とい

う話などいろいろと書かれているが、一番重要

なところは、7ページの中央に示した“中国政府

は、経済運営の合理的区間の「上限」「下限」を

明確にし、過度な波動を防止することとした”

であり、これが第４の柱である。「上限」「下限」

ということを決めて、動的なコントロールの中

で経済を安定させていく、そのようなマクロ経

済運営を行っていこうというのが第４の経済政

策である。 

これはどういうことかと言うと、まず「上限」

とは何か、「下限」とは何かということだが、下

限というのは、成長を安定させて雇用を促進さ

せることである。つまり、成長があまり下がっ

てはいけないし失業者を増やしてもいけない。

その成長の下限は何かというと、今年は7.5％を

目標にしているので、一応、7.5％である。が、

彼らは別の会議では7.2％という数字も出して

いる。約１千万人の雇用を安定的につくり出し

ていくための成長率がだいたい7.2％だという

ことを別のところでは言っており、7.2％にする

と、GDPは10年で倍増するので、そういう意味

でも7.2％というのは目安になる。 

7％というのは、現在進行中の第12次５カ年計

画の平均成長目標でもある。よって、7％がデッ

ドラインで、7.5％は当面、今年の目標であり、

徐々に7.2％へ落としていって 後は7％でも仕

方ない、そういう考えではないだろうか。中国

の失業統計は非常に不正確で、経済がどんなに
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悪かろうが、3年間4.1％が続くというような統

計だったため、現在、新しい失業統計をつくり

始めているらしいが、5％の調査失業率とあるの

で、恐らく何か違う失業統計をつくって、それ

を目安にして「下限」を考えていくのだろうと

思う。 

「上限」は何かというと、これはインフレで

ある。インフレ率が3.5％を超えてしまったら引

き締めるということだ。今年の抑制目標は3.5％

でだいぶ近づいてきているところだが、3.5％を

超えてしまった場合には、金融引き締めなどと

いったことが発動する。インフレが起こらず、

失業も増えない間に、構造改革、あるいは成長

方式の転換といったことに取り組む、と。大規

模な経済政策は発動しないというのが、彼の主

張というわけだ。 

 

夏季ダボス会議における彼の演説についてだ

が、（１）において、長期を考えてマクロ経済政

策を安定させている、つまり短期的な刺激政策

などによって経済を押し上げるのも一つの方法

だが、これは真の解決にはならないということ

を言っている。長期的な視点になれば、もっと

違うやり方をすべきである、と。そこで財政政

策として財政赤字を拡大させない、むしろ構造

を調整すると言っているし、金融政策としては

緩めることもしないが引き締めることもしない、

流動性をしっかり管理していくとしている。一

方で、リスクについては財政不安や地方政府の

債務問題などといった問題についてきちんと対

処していくのだと言っている。リーマンショッ

クでやったような、財政の大規模出動、金融の

大幅な緩和といった発動はせず、あくまでも大

きな経済構造改革を進めていくことを方針とす

べきだとしている。 

そして、やはり政府の簡素化とか環境保護に

ついて言っており、また下のほうには混合所有

制経済という言葉がある。民営資本をどんどん

入れていくようになると、経済は事実上、混合

所有制経済に移行せざるを得ないので、こうい

うことを初めて表現している。 

 

以上をまとめると、リコノミクスには４つの

柱があると考えられる。 

一つは、政府機能の転化。政府機能の転化を

図るということは、政府と市場の関係を見直し、

整備する。そして、政府の役割を限定し、規制

緩和を行い、民間活力を導入していくというこ

と。 

２つ目の改革というのは、多方面の改革の実

行。岩盤となっている大きな困難に立ち向かっ

て、改革開放政策を行動に移す。３番目は都市

化を推進することにより、経済の持続的な成長

力を維持すること。４番目に、マクロ経済政策

については「上限」「下限」を設定し、安定成長

において構造改革に取り組む。 

これらが、彼の経済政策の大きな全体像では

ないかと思うが、リコノミクスがうまく機能し

ていくために、三中全会の決議がどの程度入っ

ているのかということが、今後注目される点に

なろうかとも思う。 

 

⑤ 習近平政権の課題 
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初にご紹介いただいたように、私は少々刺

激的なテーマでお話したい。習近平政権が直面

している問題について、3人のスピーカーからい

ろいろな形で説明いただいたところだが、同じ

ことを、多少違った角度からお話したいと思う。

経済にしても、改革の方針などといった前向き

な捉え方があるが、その根底、もしくは前提に

なっている諸問題について、例えば国有企業が

多くなっているとか、あるいは権力をさらに増

やしていくかどうかというような問題が問題自

体としてどうなのか、そのようなことを問題と

しなければいけないということはどういうこと

なのか。初めにそれを前提として申し上げてお

きたい。 

 

このたびの三中全会に臨むにあたり、２つの

大きな考え方、主体というものがあったように

思う。その一つが習近平政権に対する期待感で

あり、改革というものをさらにもっと大胆に進

めてもらわなければ困る、ぜひそうしてもらい

たい、そのチャンスもあると。こういった期待

感が非常に強かったように思う。 

もう一つは、これまで高度成長してきた間に

生じてきたいろいろな問題、ゆがみを直しても

らわないと困るという、これも一種の期待感と

も言えるが、懸念的な考えである。 

 

先ほど申し上げた習近平政権にとっての問題

について、何が問題かといった観点から少しお

さらいしてみたい。まず、成長の鈍化。それか

ら、成長の中でいろいろ改革、努力をしてきた

が、現在経済は過熱状態にあるということ。本

当に過熱状態かどうかという問題ももちろんあ

るが、いろいろな数字、例えば、通貨供給量の

数字を見ても大変不安定な状態にある。従って、

インフレの物価上昇率が問題になるというよう

な前の話につながるのである。 

そして市場経済化の問題。3人のスピーカー全

員が指摘されたことだが、金融制度というのも、

上海自由貿易区の説明にあったように、例えば

利率の自由化であるとか資本のさらなる導入、

そういう必要性がある。その際の問題は何かと

言うと、シャドーバンキングというものに頼ら

ざるを得ないということである。金融というも

のが中国では十分に機能していないからだ。従

って、特区というのもそのような発想から出て

くる。そういう問題である。 

土地問題もある。土地問題には税制の部分も

あるが、こういう切り口と同時に地方と中央の

関係がある。1990年代半ばに中国は大幅な税制

改革を行い、中央の歳入が多くなるような税制

改革、分税制がなされ、その結果、中央にお金

が入り、地方にはお金が入らなくなった。地方

はどのように歳入を確保するかということが問

題になった。 

少々飛ばすが、現在、起こっている問題の一

つというのは、地方は土地を再開発するという

ことによって収入を得るというのが大きな歳入

源になっている。ところがそれは、農村、農地

を開発するということなので、言葉は悪いが、

結局、農民から取り上げるようなことが必要に

なる。しかし、それはその地方にとってどうし

ても必要だということで、税制にも絡み、中央

と地方との関係にも絡む。もちろん金融問題に

も絡む。地方政府としていかにこのお金を調達

するか、そういう問題で、同時にシャドーバン

キングの問題も関係する。 

このように、様々な問題は中央と地方の間に

存在するように思う。従って、いろいろな経済

面においても、問題が絡み合っているというと

ころがあるのではないだろうか。 

 

政治・社会問題をおさらいすると、民主化と

いうのが 大の問題で、これは「できない、し

ない」としている。今度は現実的な問題になる

が、大きな政府を小さくしなければいけないと

か、あるいは能率の悪い政府を切り詰めたり改

革したりして、能率のいい政府にしなければい

けないという問題、地方との関係は先ほど申し

上げた通りである。 
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社会不安についてだが、現在、中国では群体

性事件という多数の人が参加する激しいデモが

１年間に10万件ぐらい起きており、この10年間

の数字を見ると、ものすごい勢いで増えている。

これが一つの問題でもあるが、その根底にある

のはいわゆる格差で、経済問題、収入の格差、

社会保障などといったいろいろな問題があるが、

それら全てに絡むのが戸籍問題である。 

中国には、2.6億人のいわゆる農民工という

人々がいる。しかし戸籍を見ると、農村戸籍は

70％を超えていることから、全体的な数字にす

ると10億人近い数字が農村戸籍ということにな

り、都市戸籍の人は3.6億人、ちょうどEU(欧州

連合)の人口とほぼ同じになっている。これは変

化の途中にあるところだが、全体が非常に大き

いため、残っている問題も大きくなるだろう。

さらに少数民族問題もあるが、ここでは置いて

おく。 

 

こういうふうに、経済面、社会面、政治面で

いろいろな問題があるときに習近平政権が成立

したということだが、ここからだんだんと申し

上げたいことに入っていく。 

習近平政権はいろいろな意味で、革命第５世

代と言われている。毛沢東の時代、鄧小平の時

代、江沢民の時代、胡錦濤の時代と来て、その

次ということだ。どちらかと言えば、江沢民や

胡錦濤と近いという印象が強いのではないかと

思うが、彼らの時は10％を超えてどんどん経済

成長が進んできた時代であり、そこが大きく違

う。成長カーブが少し下降ぎみになった時に、

いろいろな問題ごと引き継いだ、というのが習

近平である。 

 

初にもお話ししたように、今回の三中全会

については、経済にも政治にもいろいろな問題

があるからそれを解決してもらいたい、そうい

う方向性を出してもらいたいという期待感が非

常に強かった。しかし、そこで容易な対応はし

にくい。ある意味では見えにくいところもある。

しかし、一定のきっかけからだんだんと見えて

きて、日本でもだいぶ知られるようになった。

その典型的な例が薄熙来（はくきらい）だった。 

ご承知のとおり、薄熙来は刑事事件としてす

でに判決も出て収監されているが、薄熙来に対

する支持者が今でもたくさんいることを聞かれ

ているかと思う。支持者いわく。薄熙来は確か

に個人的な利益を得たとか夫人の関係とかいろ

いろあっても、貧しい者、大衆のためにいろい

ろなことをしてくれた、それ自体は良いことで

事実だ、と。それで大衆の支持がある。 

中国は改革開放を進めていき、確かに素晴ら

しい経済成長を実現したが、その間にいろいろ

な変化が起きている。そのうちの一つが、大衆

の位置付けである。 

社会階層というのは人々の位置付けのことで、

どういうことかと言うと、一般の農民、労働者

たちは社会階層モデルの中では一番下ぐらいに

位置付けられている。社会科学院が行った研究

があり、ここでは10の階層に分けている。その

10の階層の一番上が国家と社会の管理層、要す

るに国家の指導者、2番目が企業経営幹部。さら

に中間幹部、技術者、専門家と続き、8番目に産

業労働者、9番目に農業労働者が出てくる。10

番目は失業者。階層と考えていいのかどうかよ

く分からないが、ともかく、そこまで下がって

しまっている。 

ところが、革命思想というのはそうではない。

マルクス、レーニンの考えているのはプロレタ

リア、つまり無産階級である労働者や農民が革

命を主導するということだ。これは建前という

こともあるが、中国革命が成長してきたその過

程を見ると、それは農民であり、労働者はそれ

ほどなかった。農民が主体だというのは、毛沢

東首相がいろいろやってきたところでもある。 

要するに、革命思想において も政治的に重

要なグループである農民や労働者が、いつの間

にか今は社会の階層の中で一番下に位置付けら

れている。これが高度経済成長の中で起こった

こと。それは革命思想の問題かもしれないが、
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実際は格差が大変であり、先ほどお話したよう

な群体性事件という社会不安を引き起こしてい

る。今中国で起きている社会不安の大きな原因

でもあるのが土地をめぐる話だ。特に農村では

農民の土地を地方の政府や幹部が必要としたた

め、それを売り飛ばし、農民にはわずかな補償

金しか与えない、ということが起きている。 

烏坎村（うかんそん）という地域では、 初

は村の幹部、共産党の幹部も実力で抑え込もう

としたところピケットまで張られ、大きな事件

になった。結局、中央もこのままでは困るとな

り、どちらかというと農民の方が勝つといった

ような激しいケースとなった。 

 

なぜここで「80年代と似ている？」と書いた

か？ 実質的には1970年代の終わりからだが、

1980年代はまさに改革開放が始まった年である。

失われた10年と言われる文化大革命があり、文

化大革命が終わった1979年以後、中国を立て直

すということで復活したのが鄧小平であった。 

他の国がどんどん発展している脇で、中国は

発展しないどころか国内が滅茶苦茶になってし

まうと…。それまでの状況を大きく変える歴史

的、客観的な状況があり、その中で打ち出され

た正しい施策ということだ。どこが似ているか

と言うと、確かにこれまで高度成長を成し続け

てきたが、問題もいろいろ出てきた。だから、

このままではなく、大きな新しい方向性を出し

ていくべきだ…ということから、三中全会に対

する期待感にもなっていったということである。 

 

これに対して、習近平主席がどう対応するか

というのは非常に難しいところだ。三中全会の

公報には、現在の中国が直面しているような問

題がほとんど全て盛り込まれており、そういう

意味においては総花的である。中でも、彼が力

を入れてきたのは、大衆を重視するということ。

これは非常に正しい。正しいが、いろいろな意

味で見ていく必要がある。彼はここで革命路線

を重視したということでもあるわけだ。 

もう一つ、習近平主席が実績を上げたことに

腐敗の取り締まりがある。かなりしっかり取り

組んでおり、部長クラス、つまり大臣クラスで

挙げられたものもいれば、中国石油天然気集団

公司という、有名なスーパー企業のトップも調

査を始められている。これらは大変大きなニュ

ースであり、さらに人民司法院の副委員長も挙

げられている。先ほど蒼蠅（ハエ）と老虎（ト

ラ）の話があったが、老虎もたたいたというの

が事実で、腐敗対策の面ではそれほどに実績を

上げている。 

しかし、大衆はもう少々複雑なようである。

大衆を大事にしなさいというようなキャンペー

ンを、成立して間もなく盛んにやってきている

が、それがなかなかうまくいかない。そのため

今年の夏にまた会議をしたりして進めなければ

いけないということだ。大衆の問題というのは

全ての問題が関わってくるため、そう簡単では

ない。 

 

毛沢東思想を、あるいはマルクス・レーニン

主義という革命思想をどこまで実現するかとい

うことでもあり、それから経済成長のためには

経済合理性でもって動かなければいけないとい

うことになると、どうしても生産性が低い農民

や労働者というものの扱いはそういうふうにな

っていく。つまり、自然と階層についてお話し

たようなことになっていく。主観的な重視とい

うのはよくとも、大衆を重視するということを

実現するのはなかなか簡単にはいかないという

ことだ。 

 

このように非常に困難な状況にある習近平主

席の顕著な対応でもう一つの柱は、言論統制の

強化である。中国の言論統制というのは昔から

有名だったが、 近はまた非常にきつく締めて

いる。先ごろ、温州の郊外で高速鉄道の事故が

あったが、あの時は中国のメディアがかなり頑

張った。人民日報の記者がかなり自由な報道を

して、中国流のツイッター“ウェイボー”でそ



 

「中国政治の光と影 －習近平体制の課題と展望－」 

 

118 

れが流れた。鉄道部のスポークスマンは辞めさ

せられ、そのころの中国メディアは自由な報道

の結果として実績も上がったと言っていたのだ

が、 近は規制が強められている。 

メディア規制で典型的なこととして、マルク

ス、レーニン、毛沢東思想を学習し直せとか、

記者証を再発行するためにはその試験をするな

どといったことをやり始め、今、25万人の記者

が大変らしい。CCTV（中国中央テレビ）近辺

の人間も多くいるが、そういう人たちも含めて

革命思想などを勉強し直さないと記者証が出な

い。中国の場合には、記者であるかどうか、記

者証を持っているかどうかというのが大きな意

味を持つため、記者証が出なければいろいろな

うま味が出ない。 

 

またネット規制として、中国当局にとって不

利になるような、好ましくない情報をネットで

流す者は投獄までされる。現実にかなりの数が

出ており、ネットも随分変化しつつある。ネッ

トには中国政府もなかなか手を焼いていると見

られていたが、 近は中国版のツイッター、ウ

ェイボーは廃れてきたと言う人も出始め、その

くらいネットの状況が変化し始め、中国政府の

コントロール姿勢が非常に強くなっている。 

 

民主化しないということについて話したい。

近盛んに耳にする民主集中制とか民主生活会

という言葉があるが、民主生活会というのをぱ

っと言える人というのは相当なものだと思う。

民主生 

活会というのは、民主は全く意味がないとし

た批判と自己批判の会で、民主生活会がどのく

らい開かれるかということによって、政治が右

にいっているか、左にいっているか、という一

つのバロメーターになる面がある。 

民主集中制は、一方は民主、一方は革命の集

中というバランスのとれた思想だが、ポイント

というのは集中にあり民主ではない。 近は民

主集中制ということを盛んに言っており、政治

的に左の傾向が強くなっているということにな

る。 

 

初に、三中全会に対する期待感を話したが、

今回の三中全会は、経済は右、政治は左、と表

現した人がいる。政治は左というのは、今日こ

こでお話したようなことに現れており、習近平

主席はそういう状況の中にあって言論統制を強

めている。 

公安、武装警察、「城管」、これは時間の関係

で割愛させていただく。 

 

本日の内容をまとめたい。図の横軸で民主制

の程度を示す。多くの人が自由に意見を言い、

それで物事を決めていくというのが右の方で、

左の方が官僚統制。今の一党独裁下における中

国の政治というのは左の方である。縦軸は上が

革命、下が前進的な改革となる。この図で言う

と、毛沢東は右上の部分に位置し非常に革命的

であり、下の意見をとり上げるという面があっ

た。毛沢東も非常に複雑な人間であり、これは

あまりにも単純化しているのではないかと思わ

れる方もいるかもしれないが、そこはご容赦い

ただきたい。 

鄧小平は改革の面が強い。さらに言うと、文

化大革命の反省から出てきているため、秩序あ

る改革と言った方がいい。天安門事件が起きて

も軍隊を出動させて押さえておくという性格が

ある。江沢民、胡錦濤はその系統の流れである。 

習近平主席は、少し上のほうに行かざるを得

ないのではないだろうか。つまり、革命路線を

重視せざるを得ないような要素があるのではな

いかとも思われるが、これは分かりにくいため

クエスチョンマークを付けた。 

ある意味において、習近平主席は鄧小平と同

じような難しい客観的状況の中にある。そこで、

鄧小平と同じくらい強いリーダーシップが発揮

できるかどうかというのが、彼に投げかけられ

る問題ではないか？ そのような面が出てくる

のではないかとみている。そういう目で見ると、
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習近平主席は風貌的に得している面があるよう

に思う。今の中国では右か左かはっきりさせる

と危ない。あまりにも矛盾した要素があり、一

方で、さらに改革を進めていかなければならな

い。他方、革命というものをおろそかにはでき

ず、矛盾した要素の中でうまく調整してやって

いかなければならない。風貌で得をしているの

ではないか、と思う。 

 

近、中国の中で、もっと意思を鮮明にしろ、

旗色を鮮明にしろということが、おそらく習近

平主席に対して向けられているようである。そ

れは、左か右かということをもっとはっきり打

ち出さなければ駄目だということだが、習近平

主席がそのような状況に備えた力があるのかど

うかというところが問題になっているとみてい

る。これは今後、彼の力を占う大きな問題でも

あるだろう。詰まるところ、私は習近平主席に

関して、安定してやってきているというふうに

はなかなか思えないのである。 

 

⑥ パネルディスカッション 

（坂東） 

先生方からのお話にあったように、三中全会

は終わったばかりで決定全文はまだ出ておらず、

判断しにくいところがある。リコノミクス、あ

るいは習近平体制にとって、三中全会で思う通

りのことができたのかどうかというあたりも関

心が高いところではないだろうか。 

4人の先生方それぞれに三中全会のコミュニ

ケから見た評価をお聞きしたい。 

朱先生は公有制主体というのが 初に出てく

ることに少々驚いたとおっしゃられたが、どの

ようにコミュニケを読まれたかのか伺いたい。 

 

（朱） 

先ほどもお話させていただいた通り、このコ

ミュニケを読んだ感想が主に3点ある。一つは改

革。全面改革とその深化。経済だけではなく、

文化、環境、政治といった改革が増えたことで

ある。私は14分野にまとめたが、改革がいろい

ろな分野に及んだ点についてだ。 

2点目は改革の革新。現政権が発足してから一

貫して目指すものとして言われてきたことで、

政府と市場の関係を再構築するということ。 

3点目についてだが、今回は原則、あるいは分

野、目標などといったことしか出ていなかった

点、つまり、具体的な改革案はこれからになる

だろうということである。 

コミュニケの中では国有企業改革についての

具体的な改革内容や目標に触れられておらず、

公有制主体の維持ということが出されているこ

とに若干の失望がある。 

 

（坂東） 

リコノミクスの視点から、かなり大胆な改革

を期待したと思う。田中先生はいかがだろう。 

 

（田中） 

先ほどリコノミクスの特徴を4点お話したが、

コミュニケを見る限り、そういった主張も入っ

てはいるものの、他方で、習近平総書記のいろ

いろな講話と混ぜこぜになっているという印象

を受ける。習近平氏は経済について2回ぐらい演

説をしている。日ごろ、経済についてはあまり

語らないが、１回目は4月に鳥坎（うかん）で演

説し、その時に改革開放について話している。4

月23日と鳥坎の時には李克強氏とだいぶ違う見

方をしていた。 

それは何かと言うと、一つに改革というのは

まず調査・研究だとしていたことである。調査・

研究をしなければ発言権も無く、政策決定もで

きないということを言っていた。これに対し、

李克強氏はむしろ行動であると言っており、ま

ずこの点が異なる。またそのときに、国有経済

の発展活力を強めることを強調しており、これ

が2点目の相違である。 

APEC(アジア太平洋経済協力会議)首脳会談

が10月７日にあったが、ここでまた経済改革に

ついて前進させていくのだということを言うの
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だが、後になって、やはり改革は、穏当、周到、

慎重に準備していかなければならないという言

い方をしている。相当な前提条件があるわけだ。 

先ほど朱先生も言われたように、今回のコミ

ュニケには国有経済の主導的作用を発揮させて

コントロール、あるいは影響力を増強しなけれ

ばいけないとうたっており、習近平氏の言葉が

まさにそのまま入っている。 

それからもう一つ、改革は胆力を持って慎重

に進めなければいけないという表現があったが、

これも習近平氏の主張である。 

他方で、今後は消費主導経済とか政府と市場

の関係を調整するなどといった表現も入ってお

り、リコノミクス的なところもある。 

全文が出てきたら、どれぐらい、どちらの見

解が反映されてくるのかに注目したいところだ。 

（坂東） 

美根先生は、政治は左、経済は右とおっしゃ

っていたが、どちらが強く出ていると思われる

か。 

 

（美根） 

私も3点ばかり印象がある。一つは、お二人も

指摘されたように、コミュニケには何でも入っ

ているということ。その中でどのような筋また

は路線に重点があるかということが大事なので

はないか。例えば、司法改革も入っているが、

これについて公報が述べていることはほとんど

私にとって意味がない。なぜかというと、中国

の司法の問題は党の主導のもとにあるという。

そここそが根本的な問題なのだが、それについ

て触れていないし、もちろん触れることはでき

ない。党の主導というのは絶対であるから、そ

れについて触れることはない。詰まるところ、

司法改革についていろいろ言ってはいるが、そ

ういう意味においてはほとんど意味がないのだ。 

では経済関係ではどうかと言うと、これまた

大事な問題が何でも入っている。先ほどご指摘

にあがった公有制を主体にするというのも入っ

ている。それから、政府機能を変える、税制体

制を変えなければいけない、企業の自主経営、

公平な競争、消費者の自由選択も入っている。

いわゆる市場経済的なことも重視しなければい

けないと一方で言いながら、他方では国有企業

にとって決定的に問題になるような表現はない。 

つまり、「このコミュニケは国有企業を敵視し

ていない」とはっきり言っていいのではないか

と思う。そういう意味で、朱先生もご指摘の通

り、国有企業の偉い人はおそらく安心している

のではないだろうか。 

もう一つに、国家安全委員会というものをつ

くったということがある。中国内外共に問題が

あるのは触れられている通りで、 近でも立て

続けに北京、ウルムチなどで事件が起きている。

中国内部の安定をいかに維持するかということ

は非常に大事な問題。今まで非常に仲が悪かっ

た公安とか国家安全部、あるいは規律検査委員

会が立体的に対処しなければいけない。海の面

でもいくつかの関係部門が一つの統一部局にさ

れたが、これについても似た考えがあるのでは

ないかという気がする。 

国家安全委員会は日本にも非常に大事な問題

があるため、そのような観点からも注目される

のだが、それがもう一つの問題だ。ただ、経済

面はまだ発表されていない。決定を見なければ、

何とも言えないだろう。もう少し様子を見る必

要はあると思う。 

 

（坂東） 

若干厳しい見方もあるようだが、曲先生は、

どのようにご覧になられるか。 

 

（曲） 

今朝、新聞を見てきたが、中国は非常に大き

な国のため、公表するコミュニケに具体的な言

葉を連ねるのは相当大変だろうと思う。なかな

か期待通りに行かない。しかし、経済、文化、

環境に関しての打ち合わせ文書がいろいろとあ

るだろうから、具体的なやり方として、これか

らそれらを公表するかもしれない。 
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私の言いたいことは2点ある。 

今の習近平氏の時代は江沢民、胡錦濤氏の時

代よりもたいへんに厳しい。内外の問題がいろ

いろと残されている状態にあり、もっと大衆に

近づいていかなければいけない。中国の改革開

放政策をどのように進めるか、社会問題がどう

解決したら経済はどう発展するか、そういった

大きな問題に直面している。 

しかしながら、習近平氏の印象は非常に穏や

かで、改革に品性を出しつつさらに発展してい

きたいというあたりに多くの中国人は強く賛成

している。習近平氏は解決すべき問題の多さを

深く認識しており、中国人の期待感はどんどん

と高まっていく。それが一点。 

もう一点は、今、国内に社会の公平、正義の

問題、格差の問題、経済発展などといったいろ

いろな問題がある中で、真に経済成長し生産力

をつけ、うまく経済発展させないといけないが、

その時に問題となるのは施政官の不義的な行動

である。経済が発展するとともに、幹部のみな

らず一般的な公務員の腐敗問題や横領問題が多

く存在し、大衆の不満は大きく募っていく。そ

のような社会不満に対し、まずこの問題を取り

上げて改革することが必要になる。 

これについて習近平氏はとても強い気構えが

あるようだし、経済のさらなる発展のためには

正しいと思う。「中国の夢」はつまりは「自分の

夢」。正しい武器で正しく発展しようという認識

が根底にある…。多くの国民はそういう気持ち

で見ているのではないだろうか。 

 

（坂東） 

今日の話題はどうしても経済問題が中心にな

る。いくつか、個別の問題についていくつか取

り上げて、お話を伺いたい。 

上海につくられた自由貿易経済区だが、どれ

ぐらい本気でやる気があるのだろうか。コミュ

ニケでは一言触れているだけである。田中先生

の見解はいかがか。 

 

（田中） 

今回のコミュニケの主要改革項目の中で、あ

まり表面に出てこないのは金融の改革でほとん

ど言及がない。本来、金融の改革と言えば、為

替レートの弾力化にしても金利の改革にしても

商取引の仲介にしても、かなり解決すべき項目

が残っているはずである。大項目の中に一つあ

ってもいいところだと思うが入っていない。一

文だけ、金融市場システムの整備というのが入

っているが、財政とか税制が大項目に入ってお

り、金融の扱いが非常に小さい。これが何を意

味するのか、決定が出てきたらもう少し詳しく

書いていくのか、不透明な点が多い。もしくは

今回は議論を先送りにして、例えば、上海の試

験区の中でまず実験し、成果を拡大していくと

いう方向になっているのか、もし上海で金融実

験が成功するというようなことであれば、上海

には相当な意味がある。全体的に金融改革が停

滞しているということであると大きな問題で、

今後、決定文中の金融部分はよく見ておく必要

があると考えている。 

 

（坂東） 

朱先生はいかがだろうか。 

 

（朱） 

上海自由貿易実験区は今年9月に国民の認可

を受けて正式に立ち上げられたが、実はこの構

想は10年前、上海の前の指導者の時代から存在

した。国内にもいろいろな意見があり、ここま

でにけっこう時間がかかった。しかし、今回、

正式に決定して大きな一歩を進めた。今までは

租税区としての考え方だったが、大規模かつ便

利な加工貿易、あるいは金融的貿易やサービス

業のさらなる成長といった点がポイントだろう。 

私が思うに、今回の実施は全面改革における

一つの試験で、政府と市場の関係の再構築をま

ずは上海でやるということ。自由貿易、加工貿

易、保税などといったことは小さな一面で、金

融やサービス業、会社の設立や競争の秩序など、
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あらゆる面で思いきった規制緩和をするという

のが今回の内容である。これまでの政府と市場

の関係―政府が何でも介入する、あるいは市場

がかなり制約されるという状況―が、今回のテ

ストでどうなっていくか。新しい方法で何かで

きるかどうか。失敗したとしても上海だけのこ

とで、成功したらこれを中国全体に広げていく、

ということか。 

今回の三中全会では様々な分野における改革

の内容を決めたが、発表したものは方向性だけ

で、具体的な改革案はこれからだ。方向性だけ

では判断材料として足りないが、上海自由貿易

区でこれから実験するものを見ていれば、それ

がまさに今回の改革の方向ではないか、と。言

ってみれば、この本格的な改革はこれから実施

するということ。2020年までに効果が出ること

を目指し、そのテストはすでに始まっている。

そのように認識している。 

 

（坂東） 

曲先生はいかがだろうか。 

 

（曲） 

全体的に注意深く見たいと思っている。過去、

鄧小平氏の改革・開放政策のときに深圳経済特

区が創られ、そこでの経験が国内に広がり、い

ろいろな特区がつくられるようになった。そう

いう実験的な意味として、上海の自由貿易区の

在り方はいいと思う。 

しかし、中国のさまざまな分野の規制緩和を

実行するのは非常に難しい。地方利益など、い

ろいろな面で調整するのが難しく、取るべき方

針にも考慮が必要だろう。また政府と市場との

関係をどのように処理していくのか。まずは速

やかに実行しなければ、中国全土にうまく広げ

ていけないのではないだろうか。 

改革・開放政策として、試験区の建設は構造

的にも非常に重要な位置にあると思う。上海の

自由貿易区をどのように建設するかといった具

体的な対策について、今後を期待している。い

ずれにせよ、上海自由貿易区は試験区としてや

るので、その結果をこれからさらに広げていく

のだろうという認識である。 

 

（坂東） 

美根さんは先ほど、1980年代ということから

経済特区を連想されたが、経済特区のときもさ

まざまな路線の違いがありながら、その中で特

区に封じ込めてやろうというところがあったの

ではないかと思う。自由貿易試験区については、

どうみられるか。 

 

（美根） 

今後、発表される決定文章を見る必要がある

ので、現段階では推測を重ねても一般的な方向

性ぐらいしか分からないだろう。今回のコミュ

ニケの表現には上海という文字は無く、自由貿

易区という言葉が一回出てくるだけで、その建

設を早めようという表現だった。その前後を見

ると、まずは大々的に投資を受け入れるとあり、

その次に、自由貿易区への建設を早めようとい

うのが出てくる。 

推測を重ねた私の印象として、この場合、上

海の自由貿易区と言っていいのかもしれない。

李克強首相が、現在の、なかなか難しい経済状

況の突破口として非常に力を入れて考えたうえ

で進めたと言われており、おそらくそういうこ

となのだろうと思う。 

李克強首相はこの問題を指示してもなかなか

進まないことから、ある時、机をたたいて怒っ

たと、中国の新聞に出たことがある。そのころ

から、消極的意見というか、抵抗というものが

非常に強かったのではないだろうか。 

銀行といった既得権益を守りたいという側か

らすると、新しい突破口をつくられては困ると

いうことになるだろうし、社会科学院の学者か

らも、これは必ずしも良い方向ばかりではない

という意見もあった。 

このような経緯もあり、1980年代の一つの有

力な手段であった経済特区という可能性も、自
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由貿易区にはあろうかと思う。しかし、わずか

に分かっていることから推測すると、これはま

だまだ大変だということ。そういう視点がある

せいかもしれないが、このコミュニケの表現は、

ちょっと素っ気ないように思う。私が自由貿易

区のことを書くなら、もっといろいろと書き込

みたいような気がする。 

 

（坂東） 

4人の先生のうち3人の方が言われていたが、

一つ、われわれから見て心配になるのは、地方

政府の過剰債務というか、シャドーバンキング

の問題だろう。田中先生は李克強首相自身のコ

ントロールについてお話されていたが、実体と

してはどの程度にリスクがあるのだろうか。 

 

（田中） 

まず、シャドーバンキングにはいろいろなも

のが含まれるので、十把一絡げにシャドーバン

キングと言ってしまうと非常に分かりにくくな

ってしまうという面がある。シャドーバンキン

グの中には理財消費ということもあれば、質屋

あるいはノンバンク、民間企業向けのさまざま

なヤミ金融とか高利貸しも入り、資金の流れに

しても、地方政府のルートがあれば、民間企業

に流れてくる資金ルートもある。もしこれが全

部なくなってしまうと、中国民間企業の相当部

分が沈下してしまうのではないだろうか。つま

り、民間企業の資金調達としてのルートがシャ

ドーバンキングの中にも出来上がっているとい

う部分があることは確かで、厳しい規制の中で

全てが危険とは言い切れない。 

それから中国の金利、特に預金金利について

だが、いまだに規制が残って低金利で抑えてい

る環境の中で、物価は3％を超えている。今は預

金金利を3.3％までしか付けられず、物価が3％

を超えてしまうと、実質金利はほとんどゼロだ。

そのような状況でも金利は動かせない。そうす

ると、金利志向の強い人は理財商品に意識が流

れてしまう。それはつまり硬直した預金金利を

柔軟に変動させるような役割を持っているとい

うことで、シャドーバンキング全体全てがけし

からんということではないだろう。 

ただその中で、地方政府が債務を返すような

融資プラットフォームにはやはり問題が多いと

いうことで、現在は地方政府の債務が本当はい

くらあるのかを検査している 中だ。2010年末

にして10.7兆元という数字が出ていたが、どう

もこれはおかしい、過小評価しているのではな

いかというのが今の見方ではないか。今年の春

に更迭された元財政部長が、実は20兆元あるの

だと言ってしまって大騒ぎになり、恐らくもっ

とあるだろうとみられている。地方政府の債務

の崩壊はかなり深刻であり、地方政府が抱えて

いる融資プラットフォームの問題というのも実

体が解明されていない部分が多くあるので、実

際にどれぐらい債務が膨らんでいるのか注意が

必要だろう。 

融資プラットフォームは債券を発行し、その

債権で資金を調達して地方の借金を返していく

ので、その償還期限が来るまで問題は先送りに

なる。そのためここ数年、地方政府の債務償還

問題は表面化していない。この債権は期間が7

年ぐらいだと言われており、問題が7年先送りに

なっている状態だ。今後、債券の償還時期にな

れば同じ問題が出てくる。早いうちに地方政府

の債務問題について抜本対策を打つ必要がある

と思う。 

 

（坂東） 

この点、朱先生はいかがか。 

 

（朱） 

私は、地方の債務問題とシャドーバンクに関

連性はあるものの、違う問題と見る。地方の過

剰債務は確かに問題だが、地方政府が勝手に無

理やりそういうことをやっているというより、

その根は中央資本関係、今の財政税収関係とい

うことだ。中央が全部を取って、地方が使う。

足りない分は日本の交付金と同じような交付税
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で補填（ほてん）する。しかし、どう補填して

も足りない。そこで地方政府はどうするかとい

うと、対策の一つとして自分で収入を探す。 

例えば、末端の政府機関が農民からいろいろ

と徴収することもあるが、もう一つとして支出

を減らす。例えば医療や教育といった公共サー

ビスの質と量を減らすのだ。その典型的な例は

給料をもらえない農村の小学校教師。 

さらに、もう一つの手段に土地財政がある。

譲渡収入として土地から収入を上げる。これは

財政予算ではなく地方の予算でも予算外資金で

もない。議会や司法、全人代の監督を受けない

ため、地方政府は用途を指定せず、ポケットマ

ネーのように何にでも使える。 

しかし、 近は土地の相場も上がらず、売却

もできなくなっている。どうするかというと借

りるしかないのだが、今の法律では地方政府は

債券発行ができない。必ず中央政府の代理発行

で借りないといけない。地方政府は直接融資も

できない。それ故、いわゆるプラットフォーム、

つまり地方政府関連の会社が銀行からお金を借

りるということを考えたのだが、現在はこれが

過大になってしまい、結果として負担になって

しまっている。不良債権になる可能性があるた

め、これは時限爆弾とも言われている。 

現時点で債務の残高はかなりあるが、どのく

らいが不良債権になるかはまだ分からない。推

測すると、この債務が膨らんだ時期はやはり金

融危機直後の刺激策、2009年、2010年がピーク

だった。このときに借りたものが不良債権にな

るかどうか。大体4、5年後に返済出来るかどう

かが分かる。焦げ付く可能性はあっても今はま

だ不良債権化していない。経済成長が維持でき

れば、不良債権になる比率はおそらく下がるだ

ろう。 

現時点で、商業銀行の不良債権の残高および

比率は高くない。今後、若干高くなるかもしれ

ないが、今の時点で時限爆弾が必ず爆発すると

は判断しかねる。 

シャドーバンクの話だが、中国では影の銀行

と言っている。英語はShadow Banking。しかし

日本語で言うと、シャドーはジャドウ（邪道）

に聞こえるらしい（会場笑い）。ヤミ金融のよう

に使われるが、しかし、シャドーバンクは合法

的なものだ。 

中国の今の金融システムでは高い金利は設定

できない。あるいは中小企業がいくら困ってい

ても銀行から借り入れることができない。金融

機関は全ての資金の需要をカバーすることがで

きず、中央銀行の引き締めの下、融資はさらに

絞られるから、必要な借り入れができないと駄

目になってしまう。だから、いくら高い金利で

も借りるようになる。 

現在の金融システムに問題があるため、いろ

いろな金融機関でこのような理財商品を認める

ということがあるが、これも金融改革の一つの

ステップだと私は理解している。実際、こうい

う理財商品を見る限りは信託投資、あるいは委

託投資、委託融資のようなものだ。一部は中小

企業、一部は銀行融資が禁止された過剰産業、

あるいは地方政府の融資プラットフォームで、

ここには金がある。 

なぜ、今これが問題になったのか。私は2つの

問題があるとみている。一つは、大きくなりす

ぎて、中央銀行の資金管理の範囲外になり、そ

の分、政府としてのコントロールができない。

金融は引き締め政策だが、別のルートでお金が

流れており、それを政府がコントロールできな

いのだ。 

またもう一つの問題として、これが非合法的

なものではないということだ。一般的に問題は

問題だが、現状としては金融システムの補助的

な存在。しかし、やり過ぎているため、少し気

をつけていかないと、という状況なのだ。 

 

（坂東） 

美根先生は税制の面からお話されていたが。 

 

（美根） 

今回の三中全会のコミュニケだが、中央と地
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方との関係については割と書かれている。例え

ば、都市と農村といった二元構造が各々の発展

というものを妨げているとか、工業をもって農

業を促す、つまり工業がリードして農業を発展

させるという考え。都市が農村をリードすると

いう直接的なことも入っている。工・農は互恵

的に発展していかなければいけないとあるが、

これも結局、一番大事なところの税制に絡んで

くる。 も地方が悩んでいる税制問題をどうし

ていくかという問題は、大雑把に言ってしまう

と、中国経済の半分ぐらいがそこにかかってい

るのではないかというくらいに大きな問題だ。

しかしそれにしては、コミュニケでの扱いが抽

象的のように思える。都市と農村との協力など

と言っているが、具体的にどういう意味かとい

うことになると、いかようにでも解釈できる表

現のため、これも結局、決定を見る必要がある。

今の印象はそんなところだ。 

 

（坂東） 

今、都市と農村の話が出たので、曲先生に伺

いたい。今回のコミュニケに、戸籍改革に踏み

込めるような表現はなかった。都市と農村の関

係では、美根先生が触れられたようなかたちで

書かれていたのだが、やはり2020年という全体

の改革を見ると、都市と農村、あるいは都市住

民と農民という、非常に格差のある中国社会に

おいては、そこが何とかならなければ、全面的

な小康社会の実現は難しいのではないだろうか。

先生は2020年というタームで改革が成功すると

思われるか。 

 

（曲） 

都市化の改革は、これから非常に大きいテー

マになるだろう。都市と農村では大きな格差が

ある。また中小都市は大都市ほど酷くはないが、

大都市には非常に複雑な問題が発生する。北京

や上海のような大都市には、いろいろな問題が

ある。例えば、北京市の統計では人口は1,800

万人になるが、実際は登録していない人が大勢

いて、私が調査しても2,000万人以上はいる。北

京では都市の戸籍があれば子どもの教育や医療

に保障があるが、農村戸籍だとそうはいかない。

非常に大きな都市ゆえに、戸籍の問題など非常

に難しい。 

李克強首相の話では、これからの中国の都市

化のスタイルは中小の都市にするという。大都

市ではなく、中小規模の都市の発展によって、

地方の特長を生かした経済を目指していくが、

都市開発、都市再生だけに執心してはいけない。

都市建設については、都市プラン、規模、管理、

政治との調和といったいろいろな側面から考慮

していかなければいけないとしている。 

李克強首相は、都市化に関する調査研究会や

有識者による専門家会議を開いて、都市化のモ

デル開発や企画をきちんと進めようとしている。

中国経済のさらなる成長のため、このように進

めて行きながら、いろいろな問題に直面し、解

決していくようになるのだろう。 

 

（坂東） 

会場の声も伺いたい。先生方への質問などあ

るだろうか。 

 

（フロア） 

中国の先生にお伺いしたい質問が2つある。 

一つは、今回の三中全会について。市場メカ

ニズムを入れて発展させていくということに個

人的な懸念を覚える。なぜかというと、一つに

PM2.5とか、水、土壌汚染といった環境汚染問

題があること、もう一つに経済の持続的な発展

というのは社会保障が伴って初めて安定化して

いくものだと思うので、今の制度社会で経済が

破綻しているのはそこに問題があるのではない

か、つまり社会保障という視点がしっかり入ら

なければ、市場メカニズムの効果は無いのでは

ないか。その辺りについてのお考えを伺いたい。 

二つ目。第11次、第12次五カ年計画において、

中国の技術創造力、革新力といったものを高ら

かにうたっていたが、今必要なのはそこのとこ
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ろ、つまり今までの研究成果を確かな実として

やっていかなければ、内部からの経済の本当の

底力が出ずに、また貿易の方に頼ってしまうの

ではないか。まだ報道で出た限りの情報しか得

ていないが、科学技術、刷新力については三中

全会であまり言及がなかったのではないか。そ

れについて、どのようにお考えだろうか。 

 

（朱） 

市場メカニズムの強化というのは、今までと

比較して言っていること。市場経済、あるいは

計画経済なのかと言えば、三十数年の改革の結

果として今の市場経済となる。WTO（世界貿易

機関）に加盟したときは市場経済として認めて

いなかったため、若干、貿易摩擦が発生してい

るが、実際は市場経済だ。しかし、この市場経

済はあくまでも中国的な市場経済で、過去の計

画経済の悪影響を残している。つまり、政府の

市場に対する介入が多いということだ。今の市

場メカニズムはかなり抑制されたものであるか

ら、政府の役割をもう少し減らして、市場の役

割を増やさなければいけない。つまり、こうい

うことを今の改革でやろうとしているのだ。 

改革によってPM2.5が下がったり、水汚染が

なくなったり、あるいは改革が進んで台風が来

なくなるということではない。市場経済におい

て、市場の役割を拡大する分野と、政府が厳し

くコントロールする分野は違う。先ほど申し上

げた14の分野の中に環境問題は入っている。環

境で市場メカニズムを強化するということでは

ない。 

2つ目のご質問だが、今まで確かにイノベーシ

ョンの強化とか、内需を拡大して投資依存、外

需依存から脱却するとか、胡錦濤時代から言い

続けてきた多角的発展といったことがあったが、

これをもうやらないとは言っていない。むしろ、

私は、進めていくのではないかと思う。今回は

改革の方針について言っている。目的が違うた

め、成長パターンもしくはマクロ経済の方向性

といったことを強調していないのだろう。経済

発展のスタイルや、これまで推進してきたこと

を否定するのではなく、今までやろうとしてい

たことは引き続きやる、しかし、今の改革は経

済だけではなく改革の深化に関して会議を開い

た、というように理解できるのではないだろう

か。 

 

（坂東） 

時間のため、これで閉幕させていただきたい。

ご清聴に感謝する。 

（了） 
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【講演レポート】 

等身大の姿知る努力を丹羽元中国大使日中両国

に注文 

元駐中国大使の丹羽宇一郎氏が2013年12月6

日、東京都日中友好協会、科学技術振興機構中

国総合研究交流センター共催の講演会で、日 中

両国首脳が面子を捨てて会談することを強く求

めるとともに、日中両国民が信頼関係を持てる

よう等身大の姿を見せ、お互いを理解するよう

努力する必要を強調した。 

  

丹羽氏は、まず日中両国民がお互いを良く思

っていない現状が世界的に見て異常で、両国民

と世界の人々との考えに大きなギャップが存在

することを指摘した。米国の米調査機関ピュ

ー・リサーチ・セ ンターが2013年7月に発表し

た中国に対する世界各国の好感度を調べた調査

結果で、中国に好感を持つ日本人がわずか５％

しかいないことを取り上げた。同じ調査で、次

に中国に好感を持つ国民が少ないのはトルコ、

イ タリア、ドイツだが、その割合は27~28％と

日本よりははるかに多い。米国37％、欧州43％、

中近東45％、中南米58%、アフリカ72%と、他の

国、地域では中国に良い感情も持つ人の割合は

さらに高まる。  

日中両国民の9割がそれぞれ相手国をよく思

っていない。こうした別の調査結果も示し、日

本に来たことがない中国人が92～93％もおり、

日 中両国とも相手国に知人がいる人がほとん

どいないといった現実を変える努力を求めた。 

日中の友好関係構築には、第二次世界大戦の

後、両国歴代首脳を初め多くの人々の大変な苦

労があったことに触れ、「今の日中首脳には、こ

うした先人の努力を水泡に帰す権限はない」と、

関 係修復への積極的な行動を迫った。「歴史認

識は違って当たり前。お互い武器はとらない。

戦争はやらない。そうした共通認識で十分では

ないか」との考え方も示した。 

尖閣諸島については、大雨が降った時の野球

の試合同様、中断して雨がやむまで待つ。その

間に「青少年交流」「投資法協定、資材協定の締

結」「地方都市同士の交流」の3つを進める―こ

とを提言している。 （了） 

 

小岩井忠道(中国総合研究交流センター) 

 

「「今今、、日日中中にに問問わわれれてていいるるこことと」」  
 開催日時  2013年12月6日（金）18：30～20：00 

 講師紹介  

丹羽 宇一郎（にわ ういちろう）氏 

前中華人民共和国大使 

 略歴  

1962年 名古屋大学法学部卒業、伊藤忠商事入社 

1998年 同社代表取締役社長 

2010年 初の民間出身、中華人民共和国駐箚特命全権大使に就任 

2012年 12月 退官 

 



 

「日中産官学連携研究の成功事例 ―冬ナツメを対象とするデンソー、愛知大学、中国浜州市沾化県（はましゅうし・せんかけん）政府・中国Ｋ公司の連携による実証実験の取組―」 

 

136 

【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

（JST中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

中国総合研究交流センター研究会にご参加い

ただきお礼申し上げる。 

本日の講演に際しご了承いただきたいことと

して、今回、机上資料はご用意していない。講

演資料には株式会社デンソー様のご厚意により

ご提供いただいた内容が含まれており、企業情

報としての取扱いを要するためである。そのた

めスクリーンの写真撮影もお控えいただきたく

お願い申し上げる。 

本日は愛知大学現代中国学部教授である高橋

五郎先生に「日中産官学連携研究の成功事例－

冬ナツメを対象とするデンソー、愛知大学、中

国浜州市沾化（センカ）県政府・中国Ｋ公司の

連携による実証実験の取組」と題してご講演い

ただく。先生は愛知大学の中国語語学研究セン

ターの所長、また中国・河南財経政法大学名誉

教授でもあり、中国と深い関わりをもっておら

れる。ＪＳＴにおいても研究レポートの作成な

どで非常にお世話になっている。特に先生は中

国の食料問題に詳しく、是非この機会に講演テ

ーマに係る見聞を広めていただきたい。 

 

【講演】 

本日は限られた時間であるが、皆様には宜し

くお願い申し上げる。 

先程ご紹介いただいたように、「日中産官学連

携研究の成功事例」というテーマでお話をさせ

ていただく。私自身は成功していると思ってい

るのだが、最終的に完全に成功したと断言でき

るかどうかは今後の推移にかかっている。これ

までに幾つか山を乗り越えてきたという実感は

あるが、それらも含め、具体的な取組みの内容

と今後の課題についてお話ししたい。 

 

愛知大学ICCS国際中国研究室とデンソーは

冬ナツメの大産地である中国浜州市沾化県およ

び中国の企業と四者で連携して事業をスタート

させ、現在も進行中である。正確に確認はして

「「日日中中産産官官学学連連携携研研究究のの成成功功事事例例  
  ――冬冬ナナツツメメをを対対象象ととすするるデデンンソソーー、、愛愛知知大大学学、、中中国国浜浜州州
市市沾沾化化県県（（ははままししゅゅううしし・・せせんんかかけけんん））政政府府・・中中国国ＫＫ公公司司のの

連連携携にによよるる実実証証実実験験のの取取組組－－」」  
 開催日時  2014年1月29日（水）15：00～17：00 

 講師紹介  

高橋 五郎（たかはし ごろう）氏 

愛知大学現代中国学部 教授 

 略歴  

愛知大学現代中国学部教授、2008年6月より大学国際中国学研究センター（ICCS）所長。中国・河南財経

政法大学名誉教授。愛知大学法経学部、千葉大学大学院博士課程修了、農学博士。宮崎産業経営大学教授

を経て、1997年より現職。 専門は中国食料問題、中国農村経済学、中国社会調査法と統計制度の分析、

中国農村土地制度論など。 

主な著書は『世界食料の展望－21世紀の予測－』（翻訳）（ダンカン他著，農林統計協会，1998）、『国際社

会調査－理論と技法－』（農林統計協会，2000）、『新版国際社会調査－中国旅の調査学』（農林統計協会，

2007）、『海外進出する中国経済』（編著，日本評論社，2008）、『中国経済の構 

造転換と農業』（日本経済評論社，2008年）、『農民も土も水も悲惨な中国農業』（ 朝日新書，2009年）、『新

型世界食料危機の時代―中国と日本の戦略』（論創社，2011年）など中国農業問題や食品安全問題を題材

とした和文・英分論文、著書が多数。2014年春に文藝春秋社から単著、日本評論社から編著を新刊予定。 

毎年、中国農村調査を実施、年平均３０日は各地の中国農村で過ごす。 現在、株式会社デンソー、中国

浜州市沾化県政府と共同研究。愛知大学側の研究代表者を務める。 
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いないが、日本の大企業、大学、中国の一地方

都市、現地企業という四者産官学による中国で

の取組事例はそうないのではないだろうか。

我々の経験が今後の参考になるのではないかと

期待している。 

尚、本日お話させていただくのは私個人の感

想や自身が把握している範囲内の情報であると

いう点をご留意いただければ幸いである。 

 

殆どの方がご存じだろうが、初めにデンソー

について簡単に紹介したい。デンソーは1949年

に設立され、現在の連結売上げは約3兆6千億円、

連結経常利益約3千億円、従業員数は13万人超と

いう非常に大きな企業であり、自動車部品では

世界トップ企業である。中国でも多くの事業を

展開し、山東省、天津、江蘇省など各地の主要

都市に拠点を構えている。 

一方の愛知大学は中国で生まれた大学である。

前身といえる東亜同文書院大学が1945年の敗戦

に伴い引き上げた後、行き場を失った学生や教

職員の受入場として1946年に愛知県豊橋市の士

官学校跡地に“愛知大学”として設立された。東

亜同文書院大学という名称を残す案もあったよ

うだが、GHQからの批判があったようである。

東亜同文書院大学時代に培った中国との様々な

連携や蓄積が今も継続しており、それが我々の

強みである。さまざまな中国研究や教育が評価

され、2002年に文部科学省の「21世紀COEプロ

グラム」に採択され、現在、中国人民大学と南

開大学に拠点を持ち、博士課程を中心として二

重学位制度を設けている。 

もう一方の連携相手である浜州市沾化県は冬

ナツメの大産地であり、“沾化冬ナツメ”といえ

ば中国ではたいへん有名なブランド品である。

地図で確認すると、天津から南東に下った方に

位置し、いわゆる田舎で、見渡す限りナツメ林

が広がっている。沾化県にはいつも青島（チン

タオ）経由で入るが、高速道路を使っても5、6

時間かかる長旅となる。日本人にはあまりなじ

みの無いところだろう。 

連携事業はデンソー、浜州市沾化県、愛知大

学の三者を中心に、現在は済南市にある企業と

も販売面で提携し四者で取組んでいる。まずは

連携を始めた経緯についてお話したい。 

 

2005年～2006年頃、中国からの輸入農産物や

食品汚染について物議を醸していた。現在もな

おその状況は続いているが、始まりは概ね2000

年半ば頃である。背景には中国の食品、農業生

産、流通の問題があるのではないかということ

で、食品汚染の改善に何か役立つことは無いだ

ろうかと考えた。日本は多くの食料を中国から

輸入しているが、食品の汚染問題は中国だけの

問題ではなく世界的な問題で、そこが非常に難

しい。これに類する問題はグローバルなもので

中国は発端に過ぎない。そこで中国との状況に

何かできることはないだろうかと考えた。それ

が起因の一つにある。 

もう一方のメーカー側だが、デンソーは自動

車メーカーを中心とする企業が集積する愛知県

において、とりわけ中国関連に勢いを持つ企業

で、その豊富な経営資源をより広く使い、国際

社会に貢献したいという流れが背景にあった。

自動車メーカーをはじめとする日本のものづく

り産業の現状について、今後どのようにして需

要を掘り起こしていくか。企業がグローバルに

発展する仕組みを作るためには何が必要なのか。

自動車で培った技術を別の分野に応用し、大き

な産業を根にして全体的に安定した投資拡大を

目指し、裾野を開拓していこうという機運が大

きくあった。 

デンソーと我々のそういった機運が重なり、

結果として連携事業に結びついた。 

 

ここはデンソーの内部資料から紹介させてい

ただく。デンソーグループのグローバル中期方

針の中に新規事業開拓構想があり、持続的成長

に向けた事業拡大へのチャレンジとして、自動

車部品の製造を通して培った技術を活かし、新

事業の開拓、育成を目的とした新事業推進室が
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2011年1月に設置された。新事業推進室には重点

8分野が設定され、それを今後の基盤にするとい

うことで、現在も46名体制を敷いて、社内外の

注目を集めている。各部署から専門家が集まり、

新しい発想で新しい事業を推進していこうとい

う役割を担っている。基本理念は3点掲げられて

いる。1点目は「グループ内の関係部門の協力を

得る」ということ。様々な技術や経験を持って

いるので、総合力を活かしながら新しい事業を

発展させていくということだ。2点目は「ユーザ

ー視点で考える」。ユーザーの定義は国内に限ら

ずグローバルに見ていくということ。3点目に

「現地に足を運び現地の真のニーズを掴む」と

している。これは“言うは安し、行なうは難し”

なのだが、デンソーの方々は実際にまめに現地

に足を運び、需要を細やかに吸収する努力を非

常によく実行されているようにみえる。これら3

つの理念に基づき、重点8分野の推進を図ってい

くというのが新事業推進室の大きな方針だと思

う。 

 

私達が着眼したところに、「産地から消費まで、

安心安全な食生活に貢献するコールドチェーン

を構築する」という発想があった。グローバル

企業の責任において中国における食品問題をい

かに改善していくのかということで、コールド

チェーンの構築に取組み始めたのである。 

そこで結論となってしまうが、私達の具体的

な成果として、移動しながら冷やせるエコロジ

ー的機能をもつ業界初の冷蔵庫（冷緑庫）、ECC

を開発した。新たに開発されたこの装置は定置

保鮮だけでなく、移動もでき輸送保鮮ができる。

従来の冷蔵庫は定置式だったが、これは移動が

でき移動先で定置でき、と多次元的な運用を可

能とする。新たな機能の開発である。この冷緑

庫による冬ナツメの鮮度維持の実証実験を中国

で終え、現在はビジネスモデル構築のための実

証実験に取りかかっており、さらに国内では林

檎の鮮度維持に挑戦しているところである。2

種類の大きな農産物を使い、一つは日本、一つ

は中国で実証実験を進め、それをもとにしてグ

ローバル展開を発揮できるような知見を得よう

としている。これからお話しするのはその実験

に関する基本的、具体的な内容である。 

 

農産物保鮮事業の確立を目指すことをデンソ

ーが決めた後、私達は事業の実現性について相

談を受けた。私は中国農業・食料問題を専門と

しているが、農業をひたすら専門として40年以

上研究し続けてきたことをみていただいたのだ

ろう。彼らの構想について打診があった。私は

長年、委託研究をしてきたが、委託研究という

ものはオブリゲーションが多く、研究外の時間

が多く取られてしまう。そのため初めは乗り気

ではなかったが、デンソーの話に具体的で熱意

ある展望を聞き熟慮した。結果、互いに良いと

ころを出し合う共同研究という形でスタートす

ることになった。その後、デンソー本社で事業

展開のスキームの可能性を中心としたプレゼン

を行い、それを受けて具体的な事業がスタート

した。今から考えると、あれは一種の面接試験

だったのかもしれない。 

 

デンソーのメンバーは各部署から部長クラス

も含めて6、7名が選抜され、コールドチェーン

構築のための体制が作られた。それを受け私達

学内からも市場経済の専門家、研究員、博士課

程生等々を招集した。2者の役割分担をどうする

か。デンソーは技術会社のトップとして装置開

発を進め、中国の冷蔵技術水準を図りつつ、構

想されているようなハードが現地にあるかどう

か、またその他関連する情報を収集調査すると

いう役割を担った。デンソーのチームプレーを

みていると、10数万人も抱える大企業の中から

選ばれた精鋭陣の素晴らしさを実感させられる

ことが実に多くあった。これはお世辞などでは

ない。それぞれ異なった分野から、自身の経験

や知見を活かした分業体制を見事に敷いていく

のである。メンバーは専門が重ならないように

選ばれており、それぞれの特徴がよく現れる分
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業体制でまさに総合力が発揮される。このよう

なグループとの共同研究について内部で相談し

た。我々は文系の専門として、流通、農業生産

のしくみなど、自分達が出来るところをしっか

りとやるしかない。私達は中国の農業、農産物

に関する情報を集め、さらに社会経済、政治、

動向についても分析し、必要な情報を提供する。

優れた専門的能力を持つデンソーグループと

我々がうまくかみ合ったということであろう。

このような役割分担のもと、相互が目的に向か

って進むという体制を作った。その受け皿とし

て、2011年春にStudy Group for Denso and ICCS 

Cold Chain、略して「DICC研究会」（普段は略

してDICC研と呼び合っている）として研究を行

うこととなった。  

 

いよいよ具体的な事業スキームを提案する段

階になり、中国で特定農産物を用いた保鮮実証

実験の構想を練るところから開始した。2010年6

月、中国国家発展改革委員会が農産物のコール

ドチェーン発展計画に関する文書を発表してい

た。この内容をみると、中国のコールドチェー

ン体制はたいへん未熟であることが分かった。

政府が発表した輸送率で見ると青果物が54％、

肉類が30％、水産品は40％に過ぎない。日本や

欧米ではこれが100％のため、輸送された食品を

安心していただくことができるが、中国の現状

はそうではない。さらに、コールドチェーン輸

送車は全トラックの3％しか無い。あれほど広大

で気象条件が多様な国において3%しか無いとい

うのは異常な状況である。その結果、輸送中の

青果物の20～30％、肉類の12%、水産品の15%が

腐敗してしまう。青果物の損失を勘算すると年

間1000億元、日本円で1兆6千億円とたいへん大

きい。肉類、水産品を加えると数字はもっと酷

くなる。この損失を最終的に誰が負担するかと

いうと、生産者である農民、或いは第一次産業

部門だ。中国農民の格差問題や成長性の遅れ、

国家農業予算の問題などもいわれるが、そうい

ったことも原因の一つだろう。私達はこの報告

書をみて、機は我らにあり取り組む価値がある

という認識を新たにした。中国の農業に直接関

わることはできずとも、何らかの形で間接的に

貢献できることを期待し、研究に勢いが出てき

たのである。 

大事な点はそれぞれの強みを生かすというこ

とにある。デンソーの強みは物を長時間、安定

的に冷やす技術だ。一定の温度を長時間維持す

る技術はたいへんなもので、この強みを活かし、

冷緑庫を開発したのである。まずは試作品作り

だ。私も工場で試作品を見たが、試作というこ

とで色々な課題が出てくる。しかし試作品の作

成は実用化へ向けた具体的な第一歩である。中

国における保冷輸送の現実は、凍結させた500cc

のペットボトルを青果物の上下に乗せて輸送す

るという方式だ。500ccだから500g、1箱に20個

で10kg、10箱あれば100 kgにもなり、スペース

と輸送効率が悪い。もう一つ例示すると、この

写真はトラックに詰まれた茄子で、後方から撮

影したものだ。ビッシリと詰まれており、産地

から運ばれ卸市で売れるまでこの状態のまま積

まれている。季節は夏、水分は奪われどんどん

と劣化し腐ってしまう。夏に限らずいろいろな

ものがこのように常温で運ばれ市場で売られる。 

これに対して我々が提案したのがこれだ。川

上から川下までコールドチェーンで結び、生産

者、貿易業者、卸売業者など、それぞれのプレ

イヤーが全てコールドチェーンで結ばれていけ

ば、先程のような腐敗問題は度解決できるので

はないかと考えた。しかし構想を絵にすること

は出来ても実現までがたいへんに難しい。セク

ションごとにどういう仕組みを作るか考え、コ

ールドチェーンを作るための情報の整理や情報

網の伝達システム、決算システムといったいろ

いろな仕組みに工夫が必要なことを念頭に置き

ながら取り組み始めた。具体的には、まず実現

可能な部分だけを絞っていった。産地から家庭

までをどう運ぶのか。海外輸出も見据えつつ、

様々な物流センター、日配品の配送の仕組み、

コンビニ対応などといった多くのことがある。
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これらについて、今の中国に何ができるか。全

部出来れば素晴らしいのだが、全てをいっぺん

に行うのは不可能だ。まずは出来そうなところ

から着手する。このため我々ICCSと中国の関係

機関、大学、研究機関といった関係各所がコン

ソーシアム方式で組織化し、農産物について実

証実験することとした。同時に、日中の政策連

携も大事だということで、周辺事情も加味しな

がら日本の大使館やジェトロなど他機関からも

支援してもらおうと考えた。 

 

いよいよスタートしたところで、現地の話を

聞きながら進めていくべく、「地元ニーズに貢献

したい」、「事業家の可能性如何」として、山東

省青島で現地研究会を行った。省、市の関係者、

市場関係者、大学教員、量販店などを集め、我々

の構想とその実現性について説明した。しかし

現地の反応は冷ややかだった。日本製の冷蔵庫

は高額のため購入の余裕などは無いし中国にも

冷蔵庫はある、高いものを買うくらいなら腐ら

せたほうがマシだと言う。確かに高い。試作段

階の原価が中国製冷蔵庫の2～3倍以上にもなる。

私達は計画の困難さを採算面で思い知らされ、

気持ちが折れそうになった。が、諦めず次のス

テップを踏むことにした。クリアすべき課題は

いろいろあるが、中国で聞いた様々な情報から、

私達が取組みを続けるにおいてすべきことはま

ず何なのか、どのような条件なら採算性が取れ

るのかといったことを研究した。中国各地の冷

蔵庫に関する関係機関を回り、中国の専門家に

日本と中国の冷蔵庫の差についてプレゼンし意

見交換をした。しかし彼らは中国にそのような

ニーズはあるはずがないと言う。協力機関は０

だった。 

その一方、野菜保管の実態調査を進めた。産

地である山東省の卸売市場、近郊の大規模農場

や大手スーパーなどを訪ね、どういう保鮮でど

のようなコールドチェーンが必要なのかを探ろ

うとした。しかし期待したような成果は得られ

ず、どうするべきか悩みも生まれた。試行錯誤

の連続である。あくまでも私個人の印象だが、

デンソーからは事業化検討自体の撤退も視野に

あるように思えた。 

重苦しい雰囲気になることもあったが、全員

がここで折れるわけにはいかないという意志を

共有していた。中国でECC（冷緑庫）の需要が

増えれば単価は下げられる。また高くても冷緑

庫で冷やした農産物を買う消費者はいるはずだ。

そういったことを見越しつつ計画を進めていっ

た。そこで私は2011年、北京、鄭州、青島にあ

る色々なグレードのスーパーで農産物の店舗価

格を調査した。中国のスーパーにもいろいろと

ランクがあり、同じ商品でも店舗の格が違えば

値段も変わる。調査を続けてある仮説を立てた。

それは、所得が上がり富裕層が増えれば消費者

や商品の階層化が進むということで、これは現

在、実際に進んでいる。3重、4重と階層化が進

むに伴い、商品に対する要求は高級、安全、安

心なものとなる。つまり、高価格帯農産物の需

要層が成立するということだ。調査を進めるに

つれ、そう実感するようになり、それをグラフ

化した。 

左下は庶民ユーザーで、旬の物を通常価格で

買う層だ。その上にグレードの高いスーパーで

買う層がいるが、我々が狙うのはそういった層

が有名スーパーや専門店で買う品目である。そ

こで、右上のここを我々のECC商品の購入者対

象とすることにした。ここより下の層は他の事

業者や普通の店舗に任せ、我々は上層階層だけ

を目指そうということだ。この一番上の層は値

段が高くとも質を選ぶ人々である。例えば冬ナ

ツメ、荔枝、さくらんぼ、マンゴーといった季

節旬以外の様々なものを購入する層だ。一番下

の層は品質より価格を選び、中間層は品質と価

格の両方を天秤にかける。我々は、この3層に分

けたところの上層をターゲットとすることにし

たのだ。 

 

では次に何をどのように進めるのかが課題と

なる。どこで何を冷やすかという具体的な議論
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を始め、知人を介し、山東省浜州市沾化県の冬

ナツメに焦点を当てることにした。目的は「季

節ずらし」だ。旬の時期に保鮮を開始し、市場

から消えた後に出荷する。季節をずらして売る

ことにより価格は上昇し、高い利益が生み出せ

る。コスト回収が出来、利潤も得られる。この

発想から、中国人にとっては特別な意味を持つ

冬ナツメを取り上げることにした。ちなみに冬

ナツメは日本には無い。何故冬ナツメなのかと

いうと、値段が一番高い。旬の時でキログラム

あたり25元。今はもっと高く、500gで30元位に

値上がりする。冬ナツメの産地もいろいろある

が、山東省が一番多く、地理的ターゲットを山

東省に絞った。 

 

次に事業フレームワークをどうするか。装置

は売れないので販売せず、それを使って冷やし

たものを販売の対象にすることにした。数ヶ月

間、保鮮した高品質の商品を高価格で売るので

ある。2012年、三者－デンソー、浜州市政府、

愛知大学の産官学共同連携体制が確定し、三者

で契約書にサインした。浜州市は責任を持って

冬ナツメを提供し、沾化県政府と相談して実証

実験に取り組む。デンソーは装置と管理のため

の知見と必要な人材を提供する。私の方は、自

身の人脈からここまで辿りついたということに

役割があったと思っている。 

中国における冬ナツメの流れ方を実際に追っ

てみると、山東省から様々な地方に流れること

が分かる。他にも産地はあるが、山東省の量が

一番多く、全国へ売り出している。しかし中国

は広く、どの市場も遠い。市場となる国土の広

さがこのビジネスの大事な点だ。小さい国では

保鮮という技術は活かせない。広い国であれば

あるほど利益が生まれるトリックがある。 

輸送時間をずらす、あるいは輸送クオリティ

を上げ鮮度の良いものを導入することにより運

べる距離が伸びていく。例えば山東省の済南市

を起点とした時、この辺りが従来鮮度の限界領

域である。今まで浙江省までしか運べなかった

ものが、鮮度を上げることにより1000km、

2000kmと限界距離が延びて、広東省にまで運ぶ

ことが可能となる。結果、事業が拡大する。場

所と時間がキーだ。10月に冷やし始め、11月、

12月と品質が保てばその時間が味方となり大き

なビジネスになるという発想だ。冬ナツメを10

月に収穫しても保鮮能力が小さいために市場か

らはすぐに消える。しかしこれを春節まで保た

せることができれば値段を上げて売ることがで

きる。ここ《図表》が従来の技術の壁だが我々

の保鮮技術であればその先をいける。だからこ

こまで頑張ろうということになる。一般的に長

期保鮮のためにはCA庫というものがある。これ

は冷蔵庫内の大気組成を変えて青果物を貯蔵す

る方法だが、これは非常に高く中国での導入は

厳しい。そこで我々はもっと安い価格で保鮮期

間を延ばすものを開発するとした。我々の保鮮

技術で保たせた冬ナツメの価格は3倍4倍となり、

コストも回収できると考えたのだ。 

 

冬ナツメとはこのようなものだ《写真》。直径

5cm程でこれは大きい方だ。大変美味しい。甘

くて酸味が少なくビタミンCが豊富で、苺とは

ちょっと違った舌触りと風味がある。日本には

ないので輸入できたら凄く売れるのではないだ

ろうか。 

2012年、長さ40フィートのコンテナ式ECC2

台を沾化県の冬ナツメ農場に設置した。収穫期

である10月初旬、2台それぞれに20tずつ冬ナツ

メを入れ、4ヶ月間保鮮するという実証実験をス

タートさせた。ここにいたるまでたいへんな苦

労があり、ようやく一山を超えたと実感した。

デンソーと我々は頻繁に現地へ出向き、地元の

人々と信頼関係を築く努力を重ねた。訪問する

たびに現地で白酒で乾杯した。数え切れないほ

どの乾杯を繰り返した。信頼関係の構築にはこ

れがとても重要だ。幸いに私は飲める方だった

が、飲めないデンソーの方にとっては相当なご

苦労だったと思う。 
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さて、順調に行ったかに見えた連携事業だっ

たが、尖閣問題によって状況が天国から地獄へ

と一変した。現地の態度が上から下まで変わり、

両者の関係が凍りついたのだ。尖閣問題の影響

は大きく、訪問しても乾杯を交わした幹部の姿

は消え、申し訳程度に職員が1、2名応対するの

みとなった。当初契約の予定では良質の冬ナツ

メをECCに満載入庫した後、2月まで1カ月毎に

サンプル検査を行うという計画だった。検査で

は入庫した中から1500個を無作為抽出し、袋も

日本式、中国式とサンプルを分けながら、袋あ

り、袋なし、糖度、硬度、水分、色合いなどを

個体ごとに記録する。サンプルを産地個体に分

けナンバリングし、最後まで識別可能とする。

糖度、硬度測定器は日本製を持参するなど、検

査そのものについても細かく契約していた。ま

た温度変化を避けるため、不要に冷緑庫を開け

ないものとしていた。ところが尖閣問題が起き、

沾化県がそれをボイコットした。2箇所から2名

の中国人が手伝いに来ただけで、デンソー社員4

名と私達4名は畑や作業場で殆どの作業を行っ

た。 

その時の光景がこの写真だ。デンソー社員と

我々が収穫した冬ナツメから良いものを選別し

袋に入れる。これを3～4ヶ月間保鮮し、品質が

劣化しないようにするのがデンソーの役目。入

庫前に一つずつ、油性ペンで識別をマークし、

個体検査のために保鮮していく。日本から持参

した糖度計で糖度を計り、重さも量る。それを

記録する。とても時間のかかる作業である。余

談だが、ナツメには天狗病といわれる病気があ

り、これに罹ると腐ってしまう。現地ではこれ

を治す方法がない。今後、我々が出来ることの

一つにこの病気の対策がある。対処療法を研究

できないかと考えてはいるが今のところ方法は

ない。 

さて、現地のデンソーの人も一緒に袋に入れ

る作業を進め、装置に入庫し保鮮を開始する。

ここにビッシリ入れる予定だったが、先程申し

上げた理由からそれが出来なかった。1ヵ月後、

デンソーの人が直接現地に赴き入庫検査の結果

をみた。2台の内、1台の方は劣化が激しく、検

査継続が困難だった。現地の人が途中で何度も

扉を開けたことによって温度変化が生じ、劣化

してしまったのだ。しかしもう1台については、

一部に劣化が見られたものの予想以上の好結果

が得られた。 

4ヵ月後、良質の冬ナツメの歩溜まり率は80％

を達成した。これは素晴らしい成果だった。従

来の中国の冷蔵庫では不可能なことで、デンソ

ーの技術の素晴らしさに現地はたいへん驚き、

関係者との信頼が徐々に回復に向かい始めた。

今なお尖閣問題があるため、完全に元通りとは

言えないが、この成果をきっかけとして変わっ

てきたのだ。 

 

デンソーと中国の冷蔵庫の違いはどこにある

のだろうか。庫内の温度を比較したグラフで説

明すると、デンソーの冷緑庫は－2度～－3度、

この中間から殆ど動かない。11月から1月までの

2ヶ月をみても温度が一定している。ちょっとだ

け跳ね上がっているところがあるが、これは霜

を取るために扉を開けた時で、それ以外は動い

ていない。冬季に入り、中国では気温が大きく

下がっていくが、外気温がマイナスになっても

庫内の温度変化はみられない。一方、中国の冷

蔵庫内の温度はブレが大きく、寒くなって外気

が下がると中の気温も下がってしまう。外気の

コントロールが出来ず、直接、外気の影響を受

けてしまうからだ。その結果、保鮮した農産物

は腐り、商品として使えない。今の中国ではこ

れしかなく、こういった冷蔵庫を使うしかない。

ゆえに我々は中国の人々が性能の良い冷蔵庫を

使える条件を模索している。それによって、必

ず利益を得られるはずなのだ。 

実証実験の結果、我々の冷緑庫では80％が保

鮮に成功した。多少の変化があったとしても収

穫3ヵ月後の冬ナツメが十分に売り物となるこ

とが分かった。ところが中国の冷蔵庫で保鮮し

た方は殆どが変わってしまった。白っぽい実が
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ほぼ全面紅色に劣化していた。両方の実を比較

するとその違いは一目瞭然だ。双方の冷蔵庫に

同じもの－同じ畑から取った同じ糖度、硬度、

水分の冬ナツメを入れたのだ。比較分析上も統

計上も問題ないはずだ。その結果、日本は80％、

中国はよくて40％。2012年の冬ナツメの実証実

験は成功したのだ。 

 

保鮮の実証実験の成功を受け、2013年度は次

の段階としてビジネスモデル構築のための実証

実験を行うべくスタートした。2012年度は技術

的な実証実験で、それはつまり実験室の中のも

のといえる。次の問題は市場性がどうあるか、

社会がこれを受け入れるかといった実地的なこ

とが検討すべき課題となる。 

新しい実証実験の実施にあたり、現地へ飛ん

で浜州市など関係各所を訪ね、協議と提案交渉

を重ねた。2012年度の実験の成果は現地に知れ

渡っており、彼らは非常に乗り気で是非やりた

いという方向に話が進んだ。 

まず具体的な絵を描いた。ECCを売るのでは

なく、それで冷やした“物”から利益を得ること

で、中国の農業と消費者に貢献するというビジ

ョンだ。その方がメーカーも管理しやすく、使

いやすいだろうという事業構想だ。そこで、現

地でECCの保鮮機能を管理する組織が必要だろ

うと考えた。その組織には全体のコントロール

センター機能も持たせる。例えば、どこに我々

の保鮮技術を必要とする生産者がいるか、どこ

なら売れるのか、価格はどれくらいに設定すれ

ばよいのか。そういったことを調査、計算し、

検討する組織が必要だろうと考えた。そしてそ

こを核にECCの全国展開を図っていくという構

想だ。ECCを増やし、冬ナツメに限らず他の農

産物も念頭におき展開していこうということだ。

その組織－会社をどうするかについては未だ結

論に至っていないが、優秀な組織機能や人材は

必要不可欠である。コントロール会社は中国の

農業行政、消費者動向、技術情報を取得できる

ような熟練した人材を投入し、その人を中心に

ECCを管理していく。例えばECCの賃借や、農

産物の保鮮契約といった仕組みなども考えられ

る。冷やした商品はスーパーで売るだけでなく、

より大きな世界市場へ輸出するという構想も良

い。いまは試行錯誤、まさに実証実験の最中の

ため最終結論はまだ出ていないが、様々な知見

が注がれている。私自身、今回のビジネスモデ

ルの実験を通じていろいろな課題を掴んだ。今

後はその課題を共有しながら、さらに前進して

いきたいと思う。 

 

ビジネスモデルの実証実験を具体的にどう開

始したか。まず、昨年2台だったECCを5台に増

やした。10台欲しいという話もあったが、結果

的にこの台数で良かったと思う。この5台を4箇

所に設置し、冬ナツメの提供者を企業や冬ナツ

メ農業合作社に広げた。 

2013年は気温が高すぎて冬ナツメにとって天

候が悪く、収穫された品質はあまり良いとはい

えなかった。劣化率が心配だったが、品質は概

ね優～良を維持し、11月時点の経過は良好だっ

た。その一ヶ月後、再度検査したところ、昨年

と同様の結果が出た。多少の問題はあってもそ

れは気候のせいで基本的な仕組みの問題ではな

い。昨年末に3回目の検査をし、販売実証実験に

移行した。品質は良い。それを維持しつつ現在

に至るのだが、他の課題も出てきた。 

 

冬ナツメを12月過ぎに売るのは非常に異例な

ことだ。通常は10月～11月に消費してしまうの

で、それを1月に売るのは今までに無かったこと。

数十トンの冬ナツメがそれぞれの冷緑庫に入庫

さえているが、それを4箇所に分けて、1月末の

春節前に売ろうと考えた。4月に入ると消費者の

購買意欲が下がってしまう。そうなる前に売っ

てしまおうと考えた。スーパーや卸売市場、展

示場などが販売場所になるが、初めて取り組む

ことのため、売るためのチャンネルや交渉、ど

の程度の品質をどこにどれくらい出せばいいの

かといった具体的なノウハウの蓄積が無い。 
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楽なことは誰にでも出来る。困難があればあ

るほど、それを乗り越えた先の展望は開けてい

く。直面した課題は商流や知財の管理で、販売

のためのチャンネルや物流プレイヤー、冬ナツ

メを区分けして店舗に運ぶまでの問題だ。異次

元販売に対する市場の慣れという問題もある。

中国では冬ナツメを10月、11月に消費する。な

のに何故これが今あるのか、1月に売られる冬ナ

ツメは品質が悪いものばかりのはずなのに、ど

うしてこんなに品質が良いのか、輸入品ではな

いかと発想する人もいるだろう。消費者全体が

季節外れの商品に慣れていない。マーケット心

理は簡単に変わるものではないが、慣習が根付

いていけば変わる。それが今後の課題の一つで、

冬ナツメ以外の青果物を模索していくことを考

えていきたい。 

 

冬ナツメで物理的な実証実験は成功した。現

在はそれを販売とどう結び付けていくのかとい

う実験に取り組んでいる。2点目の課題として、

今後、広域化をどのように進めていくかが挙げ

られる。移冷緑庫をどこにどれだけ配置したら

より多くのユーザーに対応でき、中国への貢献

となり、ビジネスとして成立するだろうか。 

 

3点目の課題は冷緑庫の管理･運用ノウハウで

ある。これは必ずしも技術的問題ではない。冷

緑庫はたいへんセンシティブな装置なので、頻

繁に扉を開閉すると温度変化に影響する。最低

限閉鎖を保つべき期間や、どのような物をどれ

くらいの量、どの位置に入れたら効果的かとい

うような情報が充分とは言い難い。このような

物的管理的問題と同時に、他にも様々な運用が

出来るのではないか、農産物以外にも運用でき

ることがあるのではないかということを考える

のが今後の課題だ。 

 

例えば冬ナツメ以外でのローテーションはど

うだろう。冬ナツメを保鮮するのは10～1月の4

ヶ月間で、残りの8ヶ月は空いてしまう。空気だ

け冷やしているのは勿体ない。通年稼動ができ

るような仕組みを考えなければならない。 

そこで構想したモデルがある。ECCを4箇所に

1台ずつ置き、4ヶ月を1クールとして12ヶ月使用

できるようにする。具体的な品目を挙げてよい

かどうかはさておき、そのためにはどういうも

のをどこで使うかというモデルだ。沾化県で冷

やしたナツメを山東省の堤口の大きな市場へ運

ぶ。さらに提口から青島へ何らかの農産物を運

ぶ、これが1クール。さらに青島から上海へ何が

しかを運び、そしてまた提口へ戻る。このよう

なことを繰り返しながら1台を通年稼動させる

ことを考える。ここで大事なのは品目だ。安い

ものを冷やしても意味は無いので、季節の移り

変わりに価格が左右されるような、保鮮する価

値がある希少性の高いものを冷やす。例えば荔

枝だ。荔枝は収穫した瞬間から劣化が始まる。

木から取って1、2時間で悪くなっていくが、こ

れを保鮮できる能力を持った冷蔵庫が中国には

ない。日本にくるのは品質が悪化して赤くなっ

たものばかりだ。本当に美味しい新鮮な荔枝の

味を知っているのは産地の人だけかもしれない。

これをうまく保鮮できれば大きな利益になる。

今回、我々は冬ナツメを対象としたが、付加価

値のある農産物は他にたくさんある。まだ可能

性が多いのだ。未来は明るい。 

 

これは冬ナツメを中国のスーパーで販売した

時の写真だ。まだ白い色がたくさん残っており、

たいへんに品質がいい。だから売れる。 

また、この販売経験を通じて様々な情報を習

得することが出来る。デンソーの社員がノウハ

ウを得るために販売員として一日売り場に張り

付き、どういう層が何時ごろどんなものを買い

に来るかという調査などもした。贈答用はなか

なか売れないことや、どこに商品を置くと効果

的か、売り子や宣伝員は必要かといった具体的

なマーケティング情報も収集している。配送の

仕方、管理方法、売り方や値段のつけ方など様々

な課題はあるが、それらを一つ一つクリアして
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いけばより大きな可能性が出てくるのではない

かと期待している。 

 

最後に、あくまでも研究者視点による日中産

官学連携研究のポイントとして、今日の話をま

とめさせていただく。 

一つに、日中間には様々な問題が付きものだ

が信頼関係の醸成が最も大事である。日中関係

の影響は不可避だが、だからこそ相手と協力し

て政治的な環境を乗り越えようという意思を持

つことだ。 

二番目に内部的な問題だ。今回に例えると、

デンソーは「ものづくり」と「工学的研究心」

という強みがあり、文系の我々はそういったこ

とに疎い。自分達に出来ないことはそれが出来

る相手に任せ、相互が得意分野の力を発揮させ

ながらチームの総合力を形成するということが

大事だ。 

三番目は心構えの問題ともいえるが、研究を

唯一の目的とせず、連携するパートナー企業等

と「一身的」意識を持ち、その具現化を同じ目

標、同じ目線で作業しながら目指していくとい

うこと。 

四番目、これは自戒の意味を込めている。必

要以上の研究費あるいは研究報酬を受けないよ

うにするということだ。学者は研究費だけが欲

しいように映る場合もある。産学連携の難しさ

として、同業種の人が同じことをやろうとする

と壁になってしまう。異業種の組み合わせが望

ましいのではないだろうか。例えば自然系と文

系、自然系の中としても物理系と化学系など異

分野同士がいい。相手が異分野であればお互い

を尊重しやすく、悪い意味での競争になりにく

い。競争でも融合的競争として、一緒に何かを

成し遂げようという意識が必要だ。 

五番目、相手はどんな情報を欲しがっている

のかを常に留意し、可能な限り、相手の欲しが

る情報以上をお互いが提供できるよう努力をす

ること。企業と組んで何かをやる場合、それぞ

れの就業時間など生活スタイルが違うことが多

い。お互い限られた時間の中で情報交換するこ

とが大事だろう。 

六番目に研究者の立場から申し上げたい。原

則として求められているテーマ、内容以外は慎

むということ。研究者の性格上、あれもこれも

出来ると手を出し過ぎるところがあるがそれは

いけない。与えられたテーマ、冬ナツメなら冬

ナツメ、冷緑庫の運用できる範囲などという特

定のテーマに絞って集中して研究する。勿論、

出来る範囲のことを頼まれたらやることもあろ

うが、原則はその時のテーマに集中するのが大

事だ。 

最後に、楽しく取り組むということ。長期連

携においては空気が重苦しくなるような事態も

起きうる。そういう時はメンバー間の交流を深

める時間を持つことだ。例えば、仕事が終わっ

てから一緒に飲食を取るというようなことが大

事だ。研究以外の話も交え、一種のグループ形

成をするのだ。酒は縁を取り持つ。適宜メンバ

ー間で飲み会をしようではないか。ちなみに私

は中国人以外で一番白酒を飲んだ日本人かもし

れない（笑）。 

乾杯の素晴らしさと共に本日の講演を終わら

せていただく。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（JST中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

非常に実質的な話でたいへん興味深かった。

折角の機会なので是非会場からご質問をいただ

きたい。 

 

（フロア） 

近々本を出版されると聞いている。その題名

と中身を教えて欲しい。 

 

（高橋） 

今日の話とは直接の関係は無いが、来月出版

されるのは文藝春秋社からで、日中の食品の汚

染問題が何故生まれるかというものだ。日中間

のみならず、実際はグローバル化している食品
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汚染の問題について述べている。 

もう一冊は編者としてのものだが、日中間を

めぐる経済、政治、文化、社会等の現状と今後

について、日本評論社から5月末頃に刊行される

予定だ。 

 

（フロア） 

2点質問がある。冬ナツメの長期保存が可能と

なり、異次元販売をされたとのことだが、販売

時期をずらすという新規マーケット開拓の必要

性を最初から想定されていたのだろうか。 

もう1点は、例えば中国で4億人以上が使って

いる中国版ツイッターといったインパクトある

SNSツールを利用し、人々の意識を変えるよう

なネット上のマーケティングを考えておられる

か。 

 

（高橋） 

核心的な質問だ。最初の質問だが、答えはそ

の通りだ。販売する際のマーケティングの難し

さは初めから想定していた。逆説的だが、だか

らこそやる意義があるとした。話の中でも申し

上げた通り、全て準備されていることを扱うの

は簡単で、だとしたらそれまでに誰かがやって

いたはずだ。それが出来ていなかったのは対応

が難しいことを意味する。だからこそ、それを

実現することに日本人の良さが出てくる。我々

日本人社会では民族性としても難しいことを頭

上に抱え物事に取り組むところがある。 

2点目、ネットを使ったマーケティングや広報

は良い視点だ。中国ではネット通販が流行って

おり、それも念頭においている。SNSを使って

宣伝し、認知を広げる活動も必要だと考えてい

る。 

 

（フロア） 

デンソーの素晴らしい技術による移動可能の

保冷装置を現地に置いているが、将来、ビジネ

スとしてどう運用していくのだろうか。レンタ

ル料を取って運営するのか、現地会社に売却し

ていくのか、もう少し構想を聞きたい。 

 

（高橋） 

それは私たちが現在まさに悩んでいるところ

だ。これは個人的意見だが、優れた装置でも高

すぎるのはいけない。ではどこまで価格を下げ

られるかというと、需要が無ければ下げること

は出来ず、どっちが先かということになる。も

し販売したとしても、日本の技術を応用、準用

して中国国内で生産されてしまえば売れなくな

る。つまり装置の販売では長続きしないだろう。

現段階では、売らずに自分たちで保有しながら

中身だけを売るという手法でビジネスに展開で

きないかと考えている。 

実際に管理して売っていくための組織をどう

作るか。そこが核心で難しい。第一に人材養成

が急がれる。専門分野に長け、農業、農産物、

食生活にも精通しつつマーケットの状況や需要

を把握できるような適任者が中国にいない。そ

のための人材を我々が育てなければいけないが、

人材養成は難しく、だからこそ取り組む価値が

ある。いろいろな知恵を拝借できればと願って

いる。 

 

（フロア：デンソー関係者） 

弊社の活動を紹介いただき深く感謝する。冒

頭ページで中国における冷凍、冷蔵の運送に関

する割合が3%と出ていたが、数字の将来的な変

化について推定値はあるのだろうか。また、社

会的なデータ、例えばGDPと何か関連性を持つ

係数なのだろうか。 

 

（高橋） 

トラック台数自体が多く、絶対数は定かでは

ないが、この3％という数字が日本のように50％、

70％に増えていくことは厳しいとみている。国

土の広さと運転手、走行管理の難しさにも原因

があり、また日本の宅配便のような技術も無い。

日本のように優れた第3パーティのようなロジ

スティクス技術がないと不可能だろう。 
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何故日本の宅配業者が中国に進出するのかと

いうと、その技術が中国には無いからだ。技術

を中国が得るには相当の時間がかかるだろう。

現状、この割合が増えるのは困難だと思う。 

しかし中国政府はこの問題に気付いている。

数字を上げようとはしているが、中国の弱点の

一つに流通経済学の弱さがある。中国でも医学

や物理、宇宙工学は目覚しく発展しているが、

流通経済学の専門家は非常に少ない。社会主義

経済において重視してこなかったせいである。

市場経済の原理に則り、どのように流通を市場

構築していくかという専門化が少ないのだ。背

景にそういった中国のウィークポイントが隠れ

ている。 

 

（フロア） 

企業の駐在員として4年程中国に滞在し、幾つ

かの大学や中国科学院と連携的な共同研究をし

た経験がある。一番難しかったのはパートナー

選びで、どこと組めばお互いの利点が生かせる

かということをよく考えていた。講演では相互

的な補完関係があると望ましいとされていたが、

冬ナツメのパートナー選びでご苦労されたこと

などをお聞かせ願いたい。 

 

（高橋） 

中国でも一流大学は自立志向が強く、大学の

トップであればあるほど下の人間に対する面倒

見が良くないといけない。そういったトップ連

にとって、お金のある日本は良いターゲットで

あり、どんどんと連携を進めていく。勿論、研

究自体も目的ではあるが、金銭的な問題はシビ

アだ。中国の大学と連携する際、一番難しいの

はそのあたりをどう調整していくかだろう。連

携に際しては、どこをどのように、何を頼むか

ということを明確にしておかなければこちらが

丸抱えすることになる。結局のところ人間関係

だ。知っている人、無理を言える人、聞いてく

れる人、日本を分かってくれる人。そういった

要素のある人達でなければ段々に難しくなるケ

ースが多い。今回我々がお願いした中心的な人

達に、初めて会ったという人はいなかった。 

 

（JST 橋本参事役） 

最後に司会からお伺いしたい。四国の例だが、

ブリの養殖において餌にレモンを入れ鮮度を良

くし、香りを付け、血合い肉の色を保つという

ような差別化があった。冬ナツメの時期ずらし

品について、“○○ナツメ”というように、新た

なネーミングなどといった工夫を考えておられ

るか。 

 

（高橋） 

ネーミングはいわゆるブランド化だ。冬ナツ

メそのものが既にブランドで、“沾化県”がつく

ことでさらに価値が上がる。だがそこには偽物

もあり、真のブランド化はなかなか難しい。ブ

ランドには品質とネーミング、信頼性などいろ

いろな要素が絡み合う。それについても検討し

ているところだ。 

 

【閉会】 

（JST中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

本日は非常に興味深いお話をいただいた。先

生はじめ関係者の皆様に感謝申し上げる。 

 

（了） 
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【講演録】 

 

【開会・講師紹介】 

（JST中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

本日は「メディアが作る相手国イメージ－日

中対立の一側面－」として、桜美林大学の高井

先生をお招きした。先生は1972年に東京外国語

大学を卒業後、読売新聞社に入られ、国内のみ

ならず海外特派員や北京支局長、また論説委員

としてもご活躍された。1999年に北海道大学の

教授職に就かれ、2012年に定年退職後、桜美林

大学リベラルアーツ群の教授として現在に至る。

著書に『中国文化強国宣言批判』、『新聞ジャー

ナリズム論』、訳書に『中国における報道の自由』

などがある。 

 

【講演】 

これほど多くの方にご参加いただき感謝申し

上げる。昨今の日中関係やその状況について関

心が高まっていることの表れと推察する。 

私は15年間、読売新聞の中国担当論説委員の

席に就いていたが、中国を研究する中国ウォッ

チャーというより、メディア研究を通して中国

を見ていたという方が適切かもしれない。従っ

て、日中関係を正面から捉えて権力闘争や中国

経済の見通しなどを論じるつもりはなく、今日

は皆さんと同じ立場で、中国に関するメディア

情報をどのように読んでいったらいいのかとい

うことを考えていきたいと思う。 

研究者であれば対象とする問題に密着し、当

事者から直接話を見聞きし、内部資料を深く読

みこんだ上で論じるというスタイルをとるだろ

う。新聞やインターネットに出回っている情報

を得ただけで何がしかを論じるというのは研究

者レベルがすることではない。 

 

先頃、『新聞ジャーナリズム本 －リップマン

の視点から中国報道を読む』という本を出版し

た。タイトルからサブタイトルまで少々分かり

にくいかもしれないが、メディア論と中国論の

両方を交互に織り交ぜながら、世論（よろん）

に対するメディアの影響力を考察している。 

現在のグローバルな情報化社会において、中

国世論が直接的に国際社会に飛び出し、主張を

し始めている。どの国においても、政府は高ま

る世論にどう対応するかということに頭を悩ま

せており、逆に世論を利用して相手に圧力をか

けるという政治手法もある。また、お互い世論

的な対立を譲らないまま溝を深めてしまうこと

もある。このような状況下、世論の研究、さら

に世論を形成するメディアそのものの研究が大

切な時代になってきたといえよう。 

 

世論といえば、日本の言論NPOと中国のチャ

「「メメデディィアアがが作作るる相相手手国国イイメメーージジ  ――  日日中中対対立立のの一一側側面面  ――  」」  
 開催日時  2014年2月5日（水）15：00～17：00 

 講師紹介  

高井 潔司（たかい きよし） 氏 

桜美林大学リベラルアーツ学群 教授 

 略歴  

1972年 東京外国語大学卒業  

同年  読売新聞社入社 福島支局、社会部などを経て、外報部へ  

テヘラン特派員、上海特派員、北京支局長、論説委員を歴任  

1999年 北海道大学教授（大学院国際広報メディア観光学院など）  

2012年 定年退職、名誉教授  

同年4月より桜美林大学リベラルアーツ学群教授  

著書に 『中国文化強国宣言批判』（蒼蒼社 2012年） 『新聞ジャーナリズム論』(桜美林大学北東アジ

ア総合研究所 2013年)など。訳書に『中国における報道の自由』（孫旭培著、桜 美林大学北東アジア総

合研究所）など。 
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イナデーリーが毎年共催して世論調査を実施し

ており、それがいろいろな講演会などで引用さ

れている。昨年8月に発表された第9回世論調査

の結果では、「日本人と中国人の相手国に対する

印象」が一昨年の結果より大幅に悪化し、「日本

人の中国人に対する良くない印象」は90.1％、

「中国人の日本人に対する良くない印象」は

92.8％と、過去9回の中で最悪の状態であること

が発表された。このデータはホームページでも

公開されているが、結果を示す折れ線グラフを

みるとお互いが相手に対する印象の悪さを競い

合っているように見える。この結果を受けて、

「相手国の政府が誘導する報道によってこうな

った」とか、「政府のかたくなな姿勢に対して世

論が怒っている」という議論がされがちだ。 

確かに状況は深刻だが、この調査を別の角度

から考えたらどうなるだろうか。調査そのもの

は“印象”について訊ねている。「良くない印象

と答える人が90％以上いるが、あなた自身はど

う思うか」、「実際に良くない印象に結びついた

具体的な体験があったか」と質問を変えたらど

うなるだろう。投げかける質問によって回答が

変わってくるのではないだろうか。 

 

メディア研究で有名な京都大学の佐藤卓己先

生が面白い指摘をしている。戦後は文字改革で、

新聞で「輿論」という漢字を使わなくなり、み

んな「世論」と書くようになったが、先生の研

究によると、戦前のメディア研究では、「せろん

（世論）」と「よろん（輿論）」を区別していた

という。「よろん（輿論）」とはパブリックオピ

ニオンのことで、十分な情報を基に形成されて

いる。対して、「せろん（世論）」はソーシャル

アトモスフィア、社会の雰囲気や社会的感情で、

不十分、不確実な情報に基づいて形成されるも

の。中国ではどうかというと、世界の「世」を

使った「せろん」という言葉は無く、全て「よ

ろん（輿論）」としている。「せろん（世論）」に

相当するところは「大衆よろん（輿論）」とし、

「大衆」を付けることで区別している。 

ここ数年の流行語で「ＫＹ＝空気が読めない」

というフレーズがある。言論NPOや日本のテレ

ビ局、新聞社などがしばしば調査しているのは

パブリックオピニオンというより、むしろソー

シャルアトモスフィア－社会の空気である。世

論はあくまでも“雰囲気”であり、操作が可能だ。

変えることができる。従って、90％という数字

にそれほど驚くことはないのかもしれない。 

 

言論NPOの調査からは他に面白い結果もみて

とれる。それはお互いの相手国に対する情報の

出所だ。データをみると、日本の世論の一番の

情報源はニュースメディアで95.0％、中国の方

も同じく国内のニュースメディアで89.1％、お

互いの情報源は圧倒的にニュースメディアであ

る。二番目に多いのがテレビドラマ、情報番組、

映画作品で、日本も中国もそれらから情報を得

ている。ニュースメディアプラスのマスメディ

アを通して情報を得ているのだ。この調査結果

は過去9回を通してほとんど変わっていない。ま

た、中国への訪問経験がある日本人は14.7％に

すぎず、この状況も2005年に調査を開始して以

来、ほとんど変化はみられない。実際に中国人

と交流する人は2割前後にとどまっている。中国

の方はというと、もっと低い割合のままだ。 

そういうことを考慮に入れると、輿論、世論

調査の結果はメディアを通して得た情報により

形成された“イメージ”だということが分かる。

とすると、メディアが発信する情報は十分かつ

正確なのか、どういう姿勢、取材体制で報道に

あたっているかが問われなければならない。 

 

輿論研究、世論研究というと、私が本のサブ

タイトルにも挙げたリップマンの研究が有名だ。

この著書は岩波文庫から翻訳されている。1912

年、100年前のテレビもインターネットもない時

代のメディア論だが、人類初の世界規模の戦争

となった第一次世界大戦が長期化した背景とし

てメディアや宣伝の影響を考察している。原タ

イトルは「パブリックオピニオン」なので翻訳
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タイトルは「世論」である。本の冒頭に、「民主

主義者たちは、新聞こそ自分たちの傷を治療す

る万能薬だと考えている。それにもかかわらず

ニュースの性格やジャーナリズムの経済基盤を

分析すると、新聞は世論を組織する手段として

は不完全だということを否応なくさらけ出し、

多かれ少なかれその事実を強調すらしているこ

とが分かるように思われる。私は、もし世論が

健全に機能すべきとするなら、世論によって新

聞はつくられねばならないと結論する。今日の

ように新聞によって組織されるべきではない」

と指摘している。 

私達は、新聞というものは民主主義を守るも

の、社会の道義であり、新聞こそが健全な世論

を形成するものだと考えているが、リップマン

は新聞報道の性格やジャーナリズムの経済基盤

を考えると、それは非常に不完全なものだと考

えた。情報組織を通じて正確な情報を収集する

といった“組織化”が大事だと訴えている。100

年前の当時でも国民の情報を正確に収集する機

能を政府は持っていた。日本もアメリカもそう

いう情報機関や情報機構を持っている。そのよ

うな正確かつ十分な情報に基づき新聞は作られ

るべきだとした。さらに大事な点として、メデ

ィアが作る世論は非常に危ないものだともいっ

ている。 

 

参考例にレーニン報道がある。ロシア革命後、

レーニンの動向は国際社会の大きな関心事だっ

たが、当時のメディアは報道上で彼を何回も殺

していたらしい。リップマンは、「例えばある新

聞が『レーニンは死んだ』と６回も報じたとす

る。そのことについて新聞社の得た唯一の情報

が、それまで何度も信頼できないことが示され

ているニュースソースから発せられた訃報であ

るならば、いかなる弁護も情状酌量も言い訳も

許されない。この場合の妥当なニュースは、『レ

ーニンは死んだ』ではなくて、『ヘルシンキ発に

よれば、レーニンは死んだ』であろう」と書い

ている。今の中国情報の基地が香港であるよう

に、その当時のロシア情報の基地はヘルシンキ

だったようだ。ニュースソースが限定されれば、

それがどの程度の信頼性かということが見える。

リップマンは続けて「編集者がもっとも責任を

問われる仕事を一つあげるとすれば、ニュース

ソースが信頼できるかどうかの判断である」と

している。大事なのは見極めるということで、

これは編集者も読者も同様だ。これについてわ

れわれは考える必要がある。 

 

数年前、産経新聞が江沢民死亡の号外を出し

たがこれは誤報だった。誤報の経緯がなぜかは

詳しく説明されていない。「香港発の情報によれ

ば」だったかもしれないし、そうだとしたら号

外を出すのも仕方がない。もっと確かなところ

の情報だとしたら、なぜそうなったのか疑問が

わくところだ。このような、誤報かどうかが結

果的に確かめられる事実に関してはまだいいが、

リップマンはさらに、特派員がニュースに対し

て行うコメントや解説の類は検証のしようがな

いと指摘している。一部かいつまんで紹介する。

「例えばロシア人民が何を望んでいるかという

話を扱うような場合は、そうした判断の正否を

検査する方法は存在しない」。さらに「そうした

情報はジャーナリスト自身の自由裁量に守られ

ている。ジョン・スミスという男の破産は役所

にハッキリ記録されているところを別とすると、

定説というのは全て無くなってしまう。ジョ

ン・スミスの経営的失敗、人間的弱点、彼が行

き詰まった事情の分析などという話はいずれも

幾通りにも報じることができる」。つまり、そこ

にあるのは記者が見ている真実だけだというこ

とだ。「新聞記者が自分自身を弱いということを

理解すればするほど、客観的な検査方法が存在

しない限り、自分自身の意見のかなりの部分が

自分自身のステレオタイプ、自分自身の規範、

自分自身の関心の強弱について抵抗なく認める

ようになる。ジャーナリストは自分が主観的な

レンズを通して世の中を見ていることを知って

いる」。情報化社会に入った今日においても、海



第69回研究会   
 
 

 

151 

外の情報、特に中国の情報はその記者の主観や

メディアそれぞれの報道スタイル、フレームに

よって偏向報道になるということだ。 

ここで考えるべきは取材環境だ。もちろん、

中国の体制の中で取材が難しいということはあ

るだろう。しかし全ての責任を取材環境に負わ

せることはできない。場合によっては取材環境

を口実に書きたいことを書いてしまう。見たい

ものだけ見るという傾向がメディアにはある。

メディア自身が自分たちの置かれている環境を

自覚し、情報閉鎖の独裁体制の中で、どのよう

に情報を発信していくかを考える必要がある。 

 

日本の中国報道について話したい。日本の中

国報道を知る上で面白い資料がある。タイトル

は『日中対立を超える「発信力」』、サブタイト

ルに『中国報道最前線 総局長、特派員たちの

声』とある。本が出た時、私は日本の中国報道

がいかにゆがんだ中国イメージを作っているか

ということを対談したばかりで、本の帯に（中

国報道への批判について）「悪い面ばかりを報じ

ている、しかし答えはＮＯだ」と強調されてい

たことから、これはきっとわれわれの対談を批

判する本だろうと思った。しかしそれは私たち

に対する反論ではなく、むしろ特派員自身の報

道が中国の全体像を伝えていないということを

誠実に伝える内容だった。一部紹介させていた

だく。毎日新聞前中国総局長の成沢健一氏は「確

かに反日デモや大気汚染など注目されるテーマ

では衝撃的な場面や深刻な内容について詳しく

報じている。だが、ストレートなニュースにな

らない等身大の中国、そして中国人の姿を伝え

る機会は非常に限られている」とし、また共同

通信前中国特派員の塩沢英一氏は「尖閣諸島の

問題について、日本メディアは『歴史的にも国

際法的にも日本固有の領土で、領有権問題は存

在しない』との日本政府の立場に立っている。

しかし日本政府の対応が硬直化したとき、メデ

ィアが政府の立場に立つだけでは、解決の糸口

は見えてこない。政府の立場に縛られない多様

な歴史的、戦略的視野を提供することにより解

決の選択肢も広がる」としている。彼らはメデ

ィアの責任について自覚している。残念なこと

に現状では等身大の中国は伝えられていないと

いうことや、報道が日本政府の立場に立ってさ

れているということを認めているのだ。私たち

の中国イメージを形作る重要な情報源はメディ

アということだったが、メディアの当事者自身

が自分たちが不完全であることを認めている。

これは彼らの姿勢の問題だとかメディアの倫理

観が無いということではない。リップマンの『世

論』を読んでいくと、そのようなメディアの傾

向は報道の宿命であり、構造的な問題だという

ように考えられる。 

 

リップマンの指摘する“構造的な問題”とは

どういうものか。彼の著書では、『新聞は世論と

いう民主主義議論が要求するだけの情報量を

次々と版を追って供給するようにはできていな

い。一日24時間のうち、たった30分だけ読者に

働きかけるだけで公的機関を正すべき“世論”と

呼ばれる神秘の力を生み出すように要求される

が、新聞はせいぜい諸政府の召使い兼番人であ

り、悪くすれば少数の人間が自分の目的のため

に社会解体を宣伝する際の道具にもなり得る」

と警告している。24時間のうち、30分だけ読者

に働きかけるというのは、当時の新聞読者の一

日当たりの平均新聞閲読時間が30分だったとい

うことだ。新聞は十分な情報を提供していない

が、さらに読者の方も新聞記事を全部読んでい

るわけではない。つまり、パブリックオピニオ

ンとする輿論を作っているのではなく、ソーシ

ャルアトモスフィアとしての世論を作っている

のだ。リップマンの警告にもかかわらず、その

後の第二次世界大戦においても、メディアが国

民を総動員するような役割を果たしてしまった。 

 

本当にメディアは駄目なのだろうか。私自身、

新聞で生計を立てていたし、現在もその恩恵を

受けている。全否定はしたくない。 
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リップマンが憂慮した状況は90年前の話だ。

第一次世界大戦から戦後にかけ、アメリカの研

究を中心として「自由で責任あるプレス」とい

うジャーナリズム思想が行きわたった。日本の

新聞も自由と責任を常に意識している。先ほど

紹介した特派員たちの声もそういうことだ。自

らを自覚、反省した上で、現在の結果を認めな

がらいかに改善していくかということを考えて

いる。新聞も決して捨てたものではない。私た

ちが新聞をどう活用すべきかがポイントである。 

 

「自由で責任あるメディア」という考え方を

反映した良い例もある。朝日新聞の編集委員で

ある吉岡桂子さんが中国の改革派19人にインタ

ビューしたものをあらためて岩波書店から出版

している。新聞紙面では約1ページを使った大き

な対談記事だったが、それでも十分ではなかっ

たということで、記事を追加した対談集を出版

した。出版するだけの価値がある報道をしてい

たという証拠ではないだろうか。前書きにこの

インタビューを企画した経緯が書かれている。

中国の報道が多く出ているところで、『私は中国

の何を知っているのか、そして記者として何を

伝えられているのか。一部を切り取って報じる

ことだけで時に誤解を拡散していないか』そう

いう疑問からこのインタビューを企画されたそ

うだ。2003年に上海に赴任し、続いて2007年ま

で北京で取材活動をしながら、その疑問が頭か

ら離れなかったという。2010年秋、尖閣諸島沖

で起きた中国漁船衝突問題の直後から2013年春

まで再び北京に再び駐在し、米国発金融危機や

欧州債券危機を挟んで、国際社会で存在感がま

すます増す中国と悪化する日中関係の中でその

思いが強くなったとしている。そこで、中国の

公式見解にとどまらず、自らの言葉で語ってい

るオピニオンリーダーたちにじっくり話を聞か

せてもらおう、日々あふれるニュースから一呼

吸おいてじっくりと伝えてみようというのがイ

ンタビューのきっかけだったそうだ。また、こ

こで二つのルールを決め、インタビューの対象

者は第一線で活躍し、政策決定や社会へ影響力

を持つ専門家であることはもちろん、中国が抱

えている問題点、つまり弱点を率直に話してく

れる人を選ぶことにした、とある。 

最初のインタビューには有名な経済学者であ

る呉敬璉氏が登場する。一般的な報道では「中

国は経済的に台頭し始め、覇権国家になりつつ

ある、日本は中国に経済で追い越され、尖閣を

許したら次は沖縄、北海道」という記事を読む

ことすらある。そのような背景のもと、呉敬璉

氏への最初の質問では、中国経済の躍進と国家

の最優先課題とした経済発展を取り上げ、「中国

は将来世界の模範になるのか」と問いかけた。

それに対し、氏の回答は『有り得ない』だった。

「中国の特徴は、政府が非常に強い権限を持っ

ているということにある、先進国を追いかける

途上国だからこそ強くなるのであって、今は過

渡期なのだ」と。“中国モデル”というものを中

国の一流の経済学者は論じておらず、むしろそ

のモデルは日本から学んだと説明している。そ

う聞くと日本は自信を取り戻してもよいのでは

ないか、もっと自信を持って中国と付き合って

いけばよいのだ、と思えてくる。 

 

GDPをみると中国は確かに日本を追い越した

が、決してそれだけで国力を測るわけではない。

日本の書店に並んでいる中国研究という類の本

には“日中再逆転”だの“中国はまた経済崩壊を

起こして日本は再び中国を追い越す”などとう

たっている本もあるようだ。だが、中国に行く

たびに、いつ中国と日本が逆転したのかと思わ

される。それほどまでに中国が素晴らしいなら、

なぜ子弟を海外に留学させ、海外企業に就職す

るのか。新聞などで目にするチャイナドリーム

とは一体何なのか。一昨年、上海で開かれた中

国政府主体の大がかりなシンポジウムに参加し

た。チャイナドリームという言葉の中身をどう

したらいいのかを研究するためのシンポジウム

だという。チャイナドリームと聞くと、私たち

は中国がアメリカを追い越して、世界の夢を中
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国が奪うのではないかと感じがちだが、知識人

の話を聞く限りそのようには考えていない。そ

れではチャイナドリームとは一体何なのだろう

か。実のところ、明確な何かを持っているわけ

ではないのだ。メディアはそういうことをもっ

と伝えていかないといけない。吉岡氏の本のタ

イトルは“問答無用”ではなく “問答有用”、問

答に意味があるということだ。中国でもいろい

ろな声があり、それをどう伝えるかということ

を探求している。そういった報道もあるのだか

ら、私たちもメディアが全て同じだと考えては

いけないだろう。 

 

日本のメディアだけを悪く言うつもりはない。

私は中国メディアを勉強してきており、双方を

比較してみると、中国メディアの方がよほど大

きな問題を抱えていると考えている。私たちは、

最近の日中関係や反日デモ、反日の報道が政府

の指示によって出されているとみなしがちだが、

それは誤解であって、中国メディアの報道をよ

くよくフォローしていけば、むしろそれは市場

の要請から出てきているということが見えてく

る。 

昨年11月、共同通信と時事通信が関係して作

った新聞通信調査会という組織が開催する日中

関係のシンポジウムのコーディネーターを務め

させてもらった。中国側のパネリストの一人に、

メディアに頻繁に登場する北京大学の教授がお

り、その人によると中国で最も親日派なのは中

国共産党だという。また、中国で最も開明的な

新聞『南方週末』の論説委員によると、もし中

国で報道の自由が許されるとしたら、日本に対

してもっと過激な論調になるだろうという。い

わく、現在“民族主義”はメディア市場でマーケ

ットを得ており、それは人民日報や環球時報と

いった新聞が一人勝ちしているのをみても明ら

かだということだ。 

中国でも商業化された新聞が非常に増え、大

衆が読む新聞と党の機関誌は別物となった。市

場に出回るのは大衆向けの新聞だ。環球時報は

人民日報の下の組織が発行している。他の新聞

には広告が多く掲載されており、例えば南方週

末でも毎日のようにBMWやベンツといった高

級車、高級マンション、高級ホテルといった広

告が多いが、不思議なことに環球時報には広告

がほとんど掲載されていない。どうやり繰りし

ているのかというと発行部数だ。ページ数は少

ないが、発行部数は150～200万部と非常に売れ

ている新聞なのだ。また、新聞が売れているだ

けではなく、インターネットを通してどんどん

と転載されている。国際問題専門紙と銘打って

いるが、過激な情報が多く、反米、反日、反台

湾ということを売りにしている。しかし、掲載

情報を調べると日本の夕刊のタブロイド紙並み

の新聞だ。 

 

環球時報は国際問題の専門紙ということで反

日報道が多くされるが、日本に特派員をおいて

いるわけではない。日本に住む駐在員や研究者

といった中国人を特約記者として、日本の新聞

の論調を翻訳させ、それを基に記事を北京で編

集するというスタイルを取っている。日本での

取材を基にするのではなく、初めから翻訳する

情報を指示するため、偏った新聞から数多くの

引用がされ、非常に主観的な論調として書かれ

る。最初から自分たちの方向に合う情報を提供

してもらうのだ。 

中国の国際報道は規制がとても厳しく、新華

社通信の報道をそのまま報道することが建前に

なっている。大衆紙も国際面を持っているが、

大体において新華社通信の記事をリライトして

いる。ちなみに、環球時報と新華社通信が発行

している『参考消息』という新聞が一番売れて

いるのだが、当紙では海外の新聞記事を翻訳し、

中国に都合のいい部分だけを出している。悪い

ところは全部削ってしまう。 

環球時報と参考消息の2紙は海外の論調を翻

訳して使う権限を持っているが、特派員は「置

いていない」というより、「置けない」というの

が正確なところで、そういった制限の中で市場
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向けに新聞を売らなければいけない。中国政府

の姿勢が変わらない限り、日本を見直すという

ような報道はできないだろう。 

先日、安倍首相が靖国に参拝した後、ある中

国の新聞よりいろいろな声を紹介したい、つい

ては原稿をお願いできないかとの依頼があった。

中国にもそういう努力をしている新聞記者がい

る。世界で指導的な立場に立つ中国を考えた時、

海外の見方、考え方をしっかり報道すべきだと

考え、頑張っている記者もいるのだ。そこで原

稿を書いたのだが最終的には掲載されず、彼ら

は平謝りだった。しかし私は彼らのそういう気

持ちを重視したい。 

私は、靖国問題は日本国内でもさまざまな意

見がある、靖国参拝に反対している人も半数く

らいおり、日本の新聞論調はこのようで読売新

聞でさえ参拝について疑問を投げ掛けている、

他国が非常に激しい反応をすることからそれが

焦点になってしまい、とやかくいわれる必要は

ないという議論が強まってしまったことが問題

で、このことから民間交流が頓挫してしまうの

は極めて残念だと書いた。さらに少々余計なこ

ととして、日本人がこのことで外からとやかく

言われる筋合いはないという気持ちを持つよう

に、中国の環境問題、人権問題、民主化の遅れ

を批判されたら同様に嫌だろうと書いてしまっ

た。その部分は削ってもいいと打診したが、彼

らにとっては問題になるようなことを引き起こ

したくないという自己防衛本能が先に立ったの

だろう、結局全体として掲載されなかった。そ

ういった問題も中国メディアは抱えている。し

かし私はそういう気概を持つ記者が中国にも存

在するということを強調したい。 

 

一方、日本のメディアだが、近頃、北京に駐

在する特派員には中国を専門としてない人が派

遣されるようになってきた。中国の専門家だと

利害関係が生じることがあり、それはよろしく

ないという風潮が外務省やメディアの中に出て

きたからだ。日中関係を報道するのは東京の政

治部、あるいは北京駐在の政治部の主導者が中

心になるというのが最近の特徴だ。彼らは取材

源として日本政府や外務省、防衛省から北京に

派遣されている人々と情報交換を行い、そこか

ら得られる情報の中で自ずと日本政府の立場に

立つようになる。中国にいても反日的な報道が

意識される。濃淡はあるだろうが、一番開明的

だといわれる南方週末でさえ親日というわけで

はない。中国側を意識し、論調を対比しながら

報道するから、日本の立場や国益を中心とした

報道になりがちなのではないだろうか。 

10年ほど前、中国人留学生に日本メディアの

中国報道について書いた博士論文を論評するよ

う頼まれたことがある。その論文は記者クラブ

制度を中心に書かれており、日本における中国

報道を批判的に分析していた。記者クラブで中

国報道がゆがめられているという。私は、当時

の報道は北京特派員が中心であり、北京に記者

クラブは無い、北京に記者クラブをつくろうと

しても中国政府はそれを認めないだろう、だか

らそれをして日本の報道を批判するのは無理が

あるとコメントした。しかし最近、記者クラブ

という制度ではないものの、日本政府の広報に

依存する報道が目立っているように見える。も

ちろん日本政府の立場を見ることも大事だが、

別の立場、違う角度、第三者としての視点から

の報道も大事なのではないだろうか。先ほどの

靖国問題も新聞社によっては取り扱いが国内問

題だったり国際問題だったりとそれぞれだ。読

売新聞の社説では、靖国ではなく誰もがお参り

できる施設を作るべきだと書かれていた。しか

し、そういう記事も中国、韓国の反発報道を中

心にされると薄れてしまう。 

例えば最近の安倍外交で、インド、ロシア、

ヨーロッパなど各地訪問先での発言を記事にし

ているが、それに対して相手がどう言い、どの

ように反応したかという内容は薄い。また、中

国の首相が同じ国を訪問した時にどういう話が

されたかということはさらに聞こえない。この

ことからも、日本の希望的観測を中心にして記
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事が書かれていることに気がつく。ある意味、

報道が日本政府の広報に頼っていることの結果

ではないか。 

では、何を信じたらいいのだろうか。こうい

ったメディア批判を学生たちに展開すると、新

聞を読まない世代の彼らからは、これからはイ

ンターネットだという反応が返ってくる。しか

し彼らが目にするネット情報はおおよそが新聞

報道の転載で、例えばYahoo!のトップニュース

アイテムは全て新聞社や通信社から転載された

ものだ。インターネットのプロバイダー会社に

取材部門は併設されていない。既に新聞社など

で取材されたものをただ編集し、読者の目に合

う情報を掲載しているだけだ。新聞記事に例え

ると1面や社会面の表面的な情報のみで、それを

解説する2面3面に該当する記事は無い。中国の

環球時報と同様、自分たちで取材をしているわ

けではなく、面白半分で無責任な報道も多いの

だ。表面的な問題を理解したとして何になるだ

ろう。 

そこで、今日の閉めとして、日本の新聞報道

をどのように読んでいくべきかということを前

向きにお話したいと思う。 

 

今まで述べてきたように、メディアが伝える

情報は不十分であり、その不十分な情報の一部

が切り取られたものがインターネットに転載さ

れている。新聞も不十分だ。テレビ局のフレー

ムから発信されている情報の全てをうのみにし

ないこと。つまり、発出されている情報は参考

情報として受け止めることが大切だ。次に大切

なことは情報源を確認すること。情報の出所が

記事にしっかりと書かれているかどうかを見る

ことだ。複数源であれば信頼性も高まる。 

またも環球時報の例になってしまうが、環球

時報はインターネット上で日本語版を読むこと

もできる。しかし見れば見るほど、情報源が怪

しい。日本の学者によるとこうだ、などと書い

てあるが、学者とはどこの誰なのかサッパリ分

からない。日本の新聞社であれば、そういった

情報源は書くように指導される。もちろん、情

報源の確保や情報提供者の安全を図るためにあ

えて秘匿する例もあるが、情報源の秘匿は原則

ではない。むしろそれを公開することで記事の

信頼性が増す。事実報道であれば、その事実を

確認するためにどれだけ情報を当たったか、ど

れほど取材を重ねているかが分かる。われわれ

読者の判断材料として情報源は重要な位置を示

すのだ。 

 

そして、伝えられたところに誤報があればし

っかりと批判、抗議することが肝心だ。新聞社

にはそのための窓口が設けられている。大学の

授業で学生たちに新聞を読ませているが、その

中で、新聞がいかに情報を伝えるための努力を

しているかの舞台裏を話している。新聞社では

毎日、記事審査委員会が開かれている。法律の

ためのデスクや専門委員、苦情対応者などが集

まり、読者の声や人権への配慮なども含め、記

事一つ一つを微に入り細に入り議論しているの

だ。新聞社が舞台裏を明らかにすれば信頼性が

増すこともある。しかし読者の反応を気にする

わりには、そのための努力を怠っているところ

があるのではないだろうか。また最近は読者の

反応そのものも薄くなっており、そうすると一

面的な報道だけでも通るようになってしまう。 

 

今日の話の始めにリップマンの著書を用いて

紹介したように、事実は確かめられるがコメン

トや論評の類は記者の主観になりがちで確かめ

ようがない。情報の信頼度を観測するには、記

事の中に事実情報とコメント、論評を分けて読

むという技術が必要だ。同時に、その背景や深

層解説に関する記事も読んでいきたい。最近で

は多くの新聞がそういったところに力を入れて

いる。それぞれの新聞がおのおの特色を出して

おり、それらを比較していくと、問題に対する

見方や対応角度、ニュースの読み方といった多

様な側面を知ることができる。 
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原発政策、特定秘密保護法、靖国問題など、

いろいろと重要な問題があるが、新聞社によっ

て論調はかなり異なる。それらを比較し続ける

ことにより、こちらの見る目も養われる。また

それだけではなく専門家の意見も聞いて情報を

うのみにしないことだ。しかし最近の専門家の

中にはメディアに露出したいがためか、ただ上

に迎合するかのような議論をしたり、無難に適

当なことを言ったりというだけの人もいる。専

門家と称する、称される人々が、どのような資

料に基づき、どれだけ当事者と話をし、そして

舞台裏を知っているかを見極める力が必要だ。 

そうはいえども現代の情報化社会において、

特に海外の情報というのはマスメディアを通じ

てしか手に入らない。ルートが非常に限られて

いる。日中問題をもっと広い背景の中で捉える

と、ひいては米中関係や日米関係といったアメ

リカの要素の大きさが見えてくる。尖閣問題だ

けで日中関係を論じるだけでなく、もっと広い

視野で物事を捉える時、マスメディアの使い方

がますます大事になるだろう。残念ながら日本

のマスコミも尖閣問題だけに集中して日中問題

を報道する傾向がある。一読者、一視聴者とし

てそこを一つ突き放し、決してメディアに踊ら

されることなく問題を捉えようとする姿勢が必

要なのだ。 

 

【質疑･応答】 

（JST中国総合研究交流センター 橋本参事役） 

せっかくの機会である。今日のお話に関して

ご質問等ある方はぜひ、挙手を。 

  

（フロア） 

日本のイメージをゆがめる中国メディアの商

業主義のくだりで、“むしろ市場の要請”とのお

話があった。政府が影響する大きなファクター

の一つに教育があると思う。例えば、教科書の

中身は政府の管轄だろう。そういった間接的な

影響がメディアにもあるのだろうかと思いつい

た。先生が“むしろ”とされたのは、政府の指

示は全く関与せず、市場が動かしていると完全

に分けて考えられているのか、もしくは政府の

間接的な影響があるとお考えなのか。 

 

（高井） 

政府の間接的な影響力は当然あると思う。教

育ももちろんそうだが、メディアも政府が管理

している。反日教育はよく指摘されることの一

つで、確かに反日教育のある部分を彼らは受け

取る。家族の大変さ、記憶、史跡の保存、日本

政府高官の挑発的な発言、靖国参拝の写真。ま

たそういったところに反日教育の効果が出てく

る。すぐにメディアを信じるというより、報道

を受け入れる“素地”が教育により作られてい

る。そこを含めて改善していくにはどうしたら

よいかだが、なかなかストレートに議論はでき

ないだろう。 

もう一つ言えば、反日報道は中国政権の異動

期に発生した。反日的な論調が出たが、そうい

ったことも含めて、政府がコントロールすると

いう大方針がある。外務省のスポークスマンが

適当なことを言ったとしても、その人に権限は

ない。しかし当時、管理がうまくできなかった

ため、デモも新聞も、皆が曖昧に放置した。政

府がしっかりしていれば報道管理もされたかも

しれないが、時期的に難しかったのだ。つまり、

中国政府の意向がそのままストレートに民衆に

伝わったとは考えにくい。 

 

（フロア） 

2点お伺いしたい。中国の反日報道は実のとこ

ろメイドインジャパンではないかという見方が

ある。日本の新聞ジャーナリズムが報道する安

倍批判の記事が中国、ひいては世界に流れて報

道される。だから元は日本だという人がいるが

それについてどう思われるか。 

もう一つ、安倍首相の外遊報道について、最

後の方で「中国をけん制する狙いがあると思わ

れる」とか「中国包囲網を形成した」などと書

かれることが多い。特に左翼ジャーナリズムに
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その傾向が強いようだが、中国と対立関係を作

ろうとしているのではないかと見えることがあ

る。また対立をあおるような論調も見受けられ

る。これについてどうお感じか。 

 

（高井） 

元は日本の報道にあるのでないかということ

で、材料としては確かにそうかもしれない。だ

が、その材料のどこをどうピックアップして報

道するかというのは中国側の仕事だ。彼らは客

観性を装うために、日本の新聞でこう報じられ

ているといったような記事を仕立てるが、それ

は自身が中国国内に取材機能や情報網を持って

いないからだ。自分たちの聞きたいことや言い

たいことを代弁している情報を集めているから

集大成世論となる。体は中国、耳は日本の情報

を使って書いている。反日報道は売れるという

ことを分かったうえで出しているところもある

だろう。しかし反日報道が売れるといっても13

億の人口のうち、150万人程度だ。 

先の首相のロシア訪問において、尖閣でけん

制などと書いた新聞があり、どうしてこういう

記事になるのか疑問に思ったことがある。しか

し政府がそういうことを論外に含ませて広報す

るところがあるかもしれない。全ては発表され

たことに基づき書かれている。だから日本政府

がそれを意識しているのは事実だと思われる。

新聞の思想的な偏重から書いているとは思えな

い。朝日新聞も最近の論調としては反中国的な

報道を多く発信しているように思う。天安門事

件以降、民主化や人権問題、市場経済といった

世界の潮流があり、冷戦も終結した。中国に対

して、普遍的価値観に基づき、人権問題や民主

化の遅れをテーマにして記事にすることが多く

なったように思う。以前のような、新聞名によ

る分け方はできなくなってきている。日本の新

聞の論調は変化しており、日本的価値観で問題

を論じるというフレームに変わってきたと思う。 

 

（フロア） 

中国など共産主義社会においては政府のコン

トロールがあるので、そういう目で情報を見て

判断すべきとされるが、一方でわれわれ日本や

西欧社会においても、メディアが一つの事象を

同じように、同じような内容で繰り返し報道し

ているように見える。バランス的に“黒”と“白”

とある時に“黒”しか書かず“白”を見ていな

い。報道の全体がコントロールされ、一辺倒に

やっているかのような気配が見てとれる。NYタ

イムズでさえ、イラク問題の時にそういうこと

があったように思う。つまり、健全な世論が形

成されにくくなっているのではないだろうか。

これを健全にするにはどうしたらいいのだろう

か、見解を伺いたい。 

 

（高井） 

とても難しい問題だ。今日は健全な世論を作

るための情報発信について話したつもりだ。ご

指摘の通り、一辺倒な議論に落ち着かざるを得

ないのはメディアの宿命的なところがあり、先

に紹介したように、それはメディアの構造的な

問題だ。そういったところに頼らざるを得ない

からこそ、それをわれわれ自身やメディアの

人々が自覚し、情報を単にうのみにせず、どう

読み解いていくかということだ。日本のメディ

アが遅れているということではない。 

メディアがいかに政府によって戦争に加担さ

せられているか。それについては、新聞自体が

既に検証している。政府とメディアの戦いを日

本メディアがどこまで意識しているか分からな

いが、アメリカの例で言うと、ベトナム戦争の

反省もある。日本のメディアの現状については

われわれ自身が考えて批判しなければならない。

だから、新聞社に訴えることが大事なのだ。メ

ディアは構造的に問題を抱えている。その構造

的な問題を自覚しているからこそジャーナリズ

ムという考え方があるのだ。商業主義の中でも

新聞の果たすべき使命というものはある。 

 



 

「メディアが作る相手国イメージ ― 日中対立の一側面 ― 」 

 

158 

（フロア） 

日本メディアの課題に関する説明の中に、昨

今は中国専門家でない特派員が政府の誘導にう

まく乗せられているとある。この課題をメディ

アの方々は自覚しているとあるが、そもそもな

ぜそうなったのか。また、それが課題として、

今は内部的にどうしようとしているのか。 

もう1点、メディアリテラシーが大事であると

はいえ、ネットをはじめとする多数のメディア

が世論を形成していけば、いくら個々がリテラ

シーを重視しても健全な世論は形成され難いの

ではないだろうか。そういう状況下において、

われわれはどう対応すればいいのだろう。 

 

（高井） 

中国の専門家を育てないという日本の新聞社

の姿勢は大きな流れであり、そういう方針が重

視されている。具体的にどういうことが問題な

のか、何を明らかにすべきかということを、私

たちも意見として伝えなければいけない。私た

ちは中国の国情を考えてきたが、逆に中国も国

情を言い訳にしてきた。だから国情問題を持ち

出すと説得力がない。しかし、専門家でない人

たちの報道や政治部主導の報道に頼っていくと、

段々に現実とのズレを感じるようになるのでは

ないだろうか。90％が信頼できないという国の

イメージでも、現場ではそんなことはないとい

う人がほとんどだ。批判もあるだろうが、新聞

やテレビ、メディアが伝えることと現地で実際

に体験することは違う。報道と現実の乖離（か

いり）は伝えなければ改善されない。その場合、

専門家でない人間を特派員にする方が合理的だ。 

13億人もいる国をどう変えようとしても、外

圧で変わるものではない。中国が抱える問題は

中国人自身が一番よく分かっている。なのに、

それを分かっていないと報道し、中国の知識人

の話を伝えない。現場の記者たちは中国メディ

アを変えなければと苦労もしている。そういっ

た中国の会合に顔を出すと、実は日本より中国

の方がまともなのではないかと感じることもあ

る。自分たちが抱えている問題を正面から自覚

しているからだ。日本には報道の自由があるか

もしれないが、むしろ問題を抱えている。自由

の無いところでどのように政府を批判するかで

いうと、中国人は非常に苦労している。去年の

南方週末の事件もうやむやのままだ。 

質問の趣旨から外れてしまったが、今日の話

からいうと、メディアというものが完全ではな

いということだ。そして中国と比べて自分たち

は完全なのだろうか。レベルが高い、反省して

いるとしても、誤りが無いわけではない。そも

そもメディアというものは誤るものだ。民主主

義も政治も同様だ。そういう前提で私たちは議

論しているが、日中問題となると、どちらが正

しいかという議論になってしまう。どちらも

100％正しいわけではない。お互いが問題を抱え

ている。問題の質が違ったとしても、お互いの

抱えるところを認め合いながらどう解決してい

くか、それぞれつき合わせながら考えていくべ

きだろう。どちらが正しいとかいうことではな

い。“問答無用”であるなら、それはただのけん

かだろう。 

日本メディアの問題は皆さん自身が感じられ

ていることだ。日本の記者もそれを自覚し、自

分たちが抱えている問題を理解している。が、

なかなかに「分かっちゃいるがやめられない」。

メディア理論の研究者たちは、その「やめられ

ない」ことを制度的にどう変えていくかを考え

ていかなければならないだろう。 

 

【閉会】 

高井先生におかれては長時間のご登壇に、会

場の皆様には活発な質疑に感謝申し上げる。本

日の研究会をこれにて閉会する。 
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