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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）
　これより中国総合研究交流センター月例研究会
を始める。
　今日は「習近平政権期の国家と社会」という大
きなテーマで慶應義塾大学法学部准教授の小嶋華
津子先生にお話を頂戴する。小嶋先生は1999年に
慶應義塾大学大学院法学研究科の博士課程を修了
され、北京の在中国日本国大使館政治部の専門調
査員を務められた。その後、筑波大学国際総合学
類専任講師、准教授を経て、2012年4月より現職
に就かれている。以前、本研究会でご講演いただ
いた国分良成先生と一緒に本を出版されており、
政治経済だけでなく社会問題やメディア問題にも
詳しい。今、中国ではメディアや研究者に対する
締め付けが厳しくなっているが、これが何を目指
し、どういう方向へ進んでいくのかということに
ついてもお話いただきたいと思う。

【講演】
　過分なご紹介にあずかり恐縮である。以前こち
らで講演された国分先生は私の師匠にあたる。国
分先生の話術には及ばないが、今日は自分なりに
整理したところをお話したい。
　今日のタイトルは「習近平政権期の国家と社会」
である。現在、習近平政権のもとで推進されてい
る集権化に向けた動き、裏返せば政治の多元化と
は逆行する動き、そうした政治の方向を社会がど
のような文脈で受け止めているのか、改革のため
の集権化という点で、ある種の均衡を生みだして
いるかのようにみえる今の国家社会関係はどの程
度安定したものなのか、何が政治的不安定をもた
らすリスクとなるのか、こういった点について、
私が考えているところを述べさせていただく。

　一昨年から昨年にかけて胡錦濤政権から習近平
政権への移行がなされた。首相が頻繁に変わる日
本とは異なり、よほどのことが無い限り、2期10 
年間、党と国家の権力の頂点に立つことになる指
導者はどのような政治的志向を持ち、どのような
政策を実施していこうとしているのだろうか。発
足から1年数カ月、多くの中国ウォッチャーが注
目している中、政権の目指す方向がようやく見え
てきたように思われる。
　まずは背景として、習近平政権が現在直面して
いる課題を概観したい。最大の課題は非常に未熟
な市場経済、非効率で透明度の低い官主導の経済
に起因する様々なリスクをどのように回避してい
くかというところであろう。
　リーマンショックに象徴される経済への不信
は、中国の輸出産業にも大きな影響を与えたと言
われている。そうした中にあっても（公表された
統計データが正しいとして）7％以上もの経済成
長を遂げることができたのは、4兆元もの景気刺
激策が始動されたことにより、中央政府や地方政
府が多くの投資事業を行ったからである。しか
し、このような投資ブームは非常に多くの問題を
もたらした。まず、地方政府においてはGDP成長
至上主義といわれるような経済発展が主眼とな
り、とにもかくにもGDP成長率を上げていくと
いう発想がまん延した。この発想に縛られた地方
政府による投資プロジェクトは、結果として建設
コストの回収が難しい低収益インフラを増加さ
せ、さらには一部の業種で生産過剰、さらには環
境悪化を招くなど経済の非効率をもたらした。ま
た、これらの投資財源として地方政府は土地取引
への依存度を高め、政策的にバブルがもたらされ
るという結果を引き起こした。地方政府はその傘
下に投資会社、ディベロッパー、資金調達のため
の会社をおいて中央経済を牛耳っているが、バブ
ルの崩壊や過剰債務による金融危機のリスクは高
まりつつある。

習近平政権期の国家と社会

PROFILE
小嶋 華津子（こじま かづこ）氏　慶應義塾大学法学部 准教授
1999年慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。博士（法学）。在中国日本国大使館政治部専門調査員、
筑波大学国際総合学類専任講師・准教授を経て2012年４月より現職。主な著書に、国分良成・小嶋華津子編『現代中
国政治外交の原点』慶應義塾大学出版会、2013年10月、加茂具樹・小嶋華津子・星野昌裕・武内宏樹編著『党国体制
の現在̶変容する社会と中国共産党の適応』、慶應義塾大学出版会、2012年2月、Masaharu Hishida, Kazuko Kojima, 
Tomoaki Ishii, and Jian Qiao, China ’s Trade Unions: How Autonomous Are They? A Survey of 1,811 enterprise 
union chairpersons, Routledge, 2010。

2014年4月10日（木）　15：00～17：00開催日時
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　あわせて指摘すべき問題は「国進民退」と呼ば
れる問題である。スライドには「権貴」市場経済と
書いたが、政治エリート、党や政府の幹部、政策的
優遇を受けている大型国有企業といったいわゆる
「権貴階級」があり、それらが投資プロジェクトの
恩恵を独占している状況にある。その一方で民間
企業は排除され、成長の機会を与えられていない。
北京大学の教授によれば、中国では党政府の幹部
と有力国有企業の幹部など人口の1％の富裕世帯
に全国の富の40.4％が偏在しているという。公平
な市場競争がなされず、党政府の幹部が特権を行
使し、汚職行為を日常的に行いながら富を蓄えて
いく。これに対して人々は不安を高め社会不安を
生じさせている。

　今日の話のキーワードは「統治のコスト」であ
る。よく知られている数字だが、2011年には中国
全土で年間18万件にも及ぶ集団抗争事件が起こ
り、国家予算における治安維持費は6,244億元に達
した。これは軍事予算をも上回っており、多くの
注目を集めた。統治コストが高まっているのが今
の中国である。中国はこのようなリスクを回避し
ながら、経済を投資主導型から消費主導型へと変
えていかなければならないという課題に直面して
いる。

　そのためにどのような対策、改革が必要だろうか。
　まずは対策だが、現中国共産党指導部には非常
に明確なプランがあるように思われる。具体的に
は、昨年11月に開かれた中国共産党の第18期三中
全会のコミュニケ、あるいは今年3月に全国人民
代表大会で李克強首相が示した政府活動報告の通
りである。第一に健全な市場経済をつくらなけれ
ばならないとし、中国が経済の効率化と発展を実
現するためには、民間企業にも開かれた公正かつ
公平な市場を形成することが欠かせないとしてい
る。これはさらなる市場経済、さらなる成熟した
市場メカニズムの導入ともいえ、経済活動への政
府介入を減らし、市場に任せられるところは積極
的に任せるということだ。
　習近平政権発足当初から、李克強首相は中国語
で「行政審査批准項目」と表現される政府による
許認可権を大幅に削減していくという方針を打ち
出していた。3月の政府活動報告では、この1年間
に416の行政審査批准項目を撤廃、もしくは民間
に委譲したという成果が強調されている。2月に
は行政審査批准項目の撤廃と移譲に関する国務院
の決定が発せられ、年間で200に及ぶ行政審査批
准項目を削減移譲するということが目指されてい

る。これがどの程度の規模になるのかは不明だが、
地方政府を中心に、政府機構改革、つまり政府機
構のリストラを進めるということがうたわれてい
る。経済における政府の権限を縮小する分、政府
の人員も必要ないとし、一部を切り離して特殊法
人を作ったり看板を掛け替えたりして次第に民間
に委譲するという構想である。

　中国ではこの政府機構改革を改革開放以降、何
度も繰り返し実施してきた。とりわけ大胆だった
のは朱鎔基首相のころであろう。朱鎔基時代に
は、まずは中央から政府機構の人員を半減すると
いう大胆な目標が掲げられ、それが終わると次は
省レベル、さらには市レベルと、段々にレベルを
下げながら政府機構改革が断行された。今回の改
革規模がどの程度のものか分からないが、李克強
首相も市場経済化と併わせて政府機構のリストラ
を目指しており、また同時に国有企業の改革を一
層進めるとしている。民間資本の投入を含めて大
胆な国有企業の改革を行うということだ。90年代
の朱鎔基首相の時も、それを目指しながら政治権
力状況に阻まれ、結果として中途半端に終わって
しまった国有企業の改革を、習近平政権のもとで
より大胆に実施していこうとするものだ。同時に、
これまで国有企業が独占、寡占状況にあった金融、
石油、電力、鉄道、電気通信、資源開発といった
様々な分野を民間資本に開放することも掲げられ
ている。また、周小川氏が短期に実現するだろう
と見通しを出した金利の自由化を推進することに
より、金融業界の市場化、透明化を図るとしてい
る。これらが市場経済の確立に向けて習近平政権
が打ち出している主な政策の柱ではないかと考え
られる。

　もう一つには格差の是正が挙げられる。投資主
導型の経済から消費主導型の経済へ移行するため
には再分配を通じた所得の底上げが必要とされ、
これには次の政策が示されている。この中でも画
期的なのは国有企業の一部の収益を社会保障基金
に組み入れるということだ。中国の年金制度は負
荷方式ではなく個人の積み立て方式を取るという
方針のもと、90年代半ばから改革が進められてき
た。年金制度改革が始まってから既に20年程経過
しているが、賃金と同等の年金を受け取り続ける
という社会主義計画経済下で動いてきた年金シス
テムという負の遺産を引き継ぎながらの年金制度
改革は、依然として過渡期にある。そのような中
で個人積み立てによる年金制度を確立するといっ
ても、個人で積み立てたはずの社会保障基金が高
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齢化している人の年金に回るなど、基金の不足が
指摘され、高齢化社会を迎えるにあたり、この問
題をどのように解決すべきかが切実な課題だ。ま
だ具体化していないのでどうなるかは分からない
が、このような状況において、一人勝ちしていた
国有企業の収益の一部を社会保障基金に組み入れ
るとしたことは、現政権の画期的な決断ではない
だろうか。
　その他、格差の是正については高額所得者への
課税を徹底させる、最低賃金を引き上げる、穀物
の最適化価格を引き上げるという方針が示されて
いる。公共投資の対象もこれまでのような短期的
儲け重視の豪華箱物建設から転換を図り、中央主
導による中低所得者向けの安価なエコノミー住宅
の建設、農業の産業化発展による多くの投資の振
り向け、あるいは中西部など立ち遅れている地域
の鉄道建設の推進、省エネ、環境保全、社会事業と
いったことが挙げられ、中央政府が主体となって
投資を重点的に振り向けるという方針が打ち出さ
れている。

　習近平政権および李克強政策のキーワードは
「新型都市化」である。「新型都市化」とは出稼ぎで
都市に出てきた農業戸籍保持者に非農業戸籍、い
わゆる都市戸籍を与えられるよう戸籍制度を改革
するというものだ。年金、医療保険といった社会
保障制度も都市か農村かという二元的戸籍制度に
基づいてつくられているが、これも統一的なもの
に変えていこうという、全面的統合を目指した改
革である。
　打ち出された様々な対策、政策方針は具体化さ
れていないものが多くあるため、それらが本当に
実現できるかという問題はあるにせよ、方針とし
ては政権が直面している課題を克服する上で理に
かなっている。しかしいずれの改革にしても既得
権益を大きく揺るがす。非常に強い抵抗が想定さ
れる政策を、果たして政権がスピーディ、大胆、効
果的に実施することができるのだろうか。

　ここで非常に重要とされるのがトップリーダー
のリーダーシップであり、反面教師として言及さ
れるのは胡錦濤前総書記ではなかろうか。
　これまで述べてきた様々な問題の多くは胡錦濤
政権期から顕在化しており、胡錦濤総書記の下、
首相を務めた温家宝も問題の深刻さを十分に理解
し、改革しなければならないと繰り返し主張して
いた。改革に向けた政策方針も打ち出したが、必
要とされる大胆な改革を達成するどころか実行に
移すことすらできなかった。結果、胡錦濤政権の

10年間は“空白の10年間”と評される。非常に開
明的な共産主義青年団出身のエリート政権と期待
を集めた胡錦濤政権だったが、習近平政権の課題
対策を話す際、「江沢民、朱鎔基政権の政策をさら
に大胆に推し進める」という表現になるくらい、
胡錦濤政権は何もできなかったということだ。そ
れがなぜかといえば、原因の一端は胡錦濤のリー
ダーシップの弱さに求められるのではないだろう
か。かつての毛沢東や鄧小平のようなカリスマ性
の無さは仕方ない。しかし、例えば江沢民は天安
門事件後の危機的状況の中で鄧小平に抜擢され、
鄧小平の後ろ盾を得ながら危機を乗り越えるべく
党内団結をはかりながら危機意識の中で政権を運
営していた。一方の胡錦濤は中央軍事委員会主席
の座において江沢民に逃げられ、政治局常務委員
会において強いリーダーシップを発揮することが
できなかった。

　習近平政権は胡錦濤政権期の経験を反面教師と
するように、発足以降、権力の集中にエネルギー
を注いでいるようにみえる。第一に挙げられるの
が権力闘争で、これはつまり党内の反政権ネット
ワークを打ちのめすというものだ。人事が大きく
動く政権交替の時期には激烈な権力闘争が繰り広
げられるのが中国政治の常だが、一昨年から昨年
の政権移行に際しても、胡錦濤に近い共産主義青
年団グループと江沢民に近い人々の間で熾

し

烈な権
力闘争が繰り広げられていると報じられた。ふた
を開けてみると、党大会で選出された政治局常務
委員7名のほとんどが江沢民に近いと評価される
指導者で占められ、胡錦濤自身も中央軍事委員会
主席の座を含めた全てのポストから引退すること
を余儀なくされた。少なくともその時点において
は江沢民グループのネットワークがこれから力を
持ってくるのではないかと受け止められていた。
しかし、その後の状況をみると、習政権は江沢民と
つながる指導者への攻勢を強め始めたのである。

　まず、江沢民の後ろ盾を得ていたという薄熙来
の裁判である。薄熙来は重慶市党委員会書記だっ
たが、約2,000万元、日本円にして3億2,000万円の
収賄罪と約500万元、8,000万円の横領罪、さらに
職権乱用罪で起訴されていた。これについて無期
懲役と全財産の没収、政治権利の終身剥奪という
決着を法院を通じて言い渡し、さらに、権力闘争
の対象は、同じく江沢民に近い存在として薄熙来
を支えてきた周永康（元政治局常務委員で公安や
司法部門を取り仕切る党中央の西方委員会のトッ
プ）を中心とする人脈へと広がった。
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　昨年10月中旬、習総書記は汚職捜査を扱って
いる党内部の規律検査委員会とは別に、総書記直
属の特別捜査チームを組織し、周永康に関する捜
査を水面下で指示していたと報じられている。も
ともと、周永康は公安や石油業界に幅広いネット
ワークを持っていたが、自らが腹心とする人々が
次々と拘束、逮捕されていくことで外堀を埋めら
れ追い込まれていった。3月 30日付のロイター通
信によると、周永康本人だけでなく親族や部下の
資産など、少なくとも900億元相当を差し押さえ
たということだ。まだ決着の付いていない部分も
あるだろうが、これが権力闘争の一つで、このよ
うにターゲットを見据えながら、着々と排除を進
めている。

　次に、党中央への集権に向けた制度の構築が挙
げられる。2013年11月19日付の人民日報には「改
革の全面的深化に対する党の領導を強化・改善し
よう」という論説が掲載された。党の領導、つまり
リーダーシップの強化改善こそ、現代中国が最も
幅広く深い社会変革を成功させるための基本的な
鍵になると論じられたのである。具体的には、党
中央に習近平をトップに据えた様々な組織を設置
するというもので、その一つに中央全面深化改革
領導小組がある。これは昨年秋の三中全会で設置
が決められ、この小組の傘下には政治、経済、文
化、社会、環境に関する専門グループが置かれて
いる。さらに共産党内部の改革を担う党建設制度
専門グループも置かれ、まさに政府と党、政治、経
済、社会に及ぶ改革全般を統括する小組という格
好だ。当然ながらこのトップには習近平が、副組
長には李克強が就いている。
　さらに対外的な安全保障と対外治安を担う安全
保障全般を統括する組織として、国家安全委員会
が置かれたが、これも三中全会のコミュニケにお
いて設立が提起されたもので、公安、武装警察、司
法、国家安全部、解放軍や外交部といったいろい
ろな部門で構成されている。今年1月4日の会議
において、トップに習近平、副主席に李克強と張
徳江が選ばれ、その下に若干の委員を置くことが
決められたと報じられている。
　また、中国の安全を考える上で情報統括が必要
だということで、今年2月に中央インターネット
安全情報化領導小組が設立された。トップは習近
平、副組長は李克強と劉雲山である。
　続いて共産党中央軍事委深化国防・軍隊改革領
導小組が3月に設置された。ここでもトップは習
近平である。これは軍の改革を担う小組だが、目
的は強軍建設ということだ。今年の全人代でも国

防予算が前年実績比12.2％増となったことが注目
されたが、政権発足以降、一貫して強軍建設に力
を入れている。報道によれば、新たに設置された
この小組は強軍建設を推進するもので、そのため
に軍内部の汚職腐敗の撲滅を主な目的にしている
という。2年前に総装備部副部長だった谷俊山の
汚職摘発事件について、今年に入ってから家宅捜
査の様子が報じられ、3月31日には人民解放軍軍
事警察院が軍事法院に起訴した。谷俊山は軍用地
の売買などで200億元という巨額の汚職を行った
とされている。こうした事件を明るみにすること
で、軍がこれまでいかに汚職にまみれていたかと
いうことを社会に伝え、世論の支持の下、今まで
着手できなかった軍内部の規律の強化を進めよう
としているのではないだろうか。

　これら小組の設置に加え、権力集中の制度につ
いて補足したい。党の規律検査委員会の指導系統
の強化である。党の規律検査委員会は、党内部の
汚職を検査摘発して党の規律を守ることを目的に
置かれた機構である。これは党の中央に置かれ、
さらに各地、各行政レベルの主な機構にも設けら
れている。どのように指導系統を強化しようとし
ているかというと、これまでは各地方の規律検査
部局の人事についてはその地の党委員会が任命し
ていた。しかし、地方の党組織が自らの不正行為、
汚職を検査する組織の人事を握っているという状
況は容易に癒着を招き十分な操作を妨げるという
ことから、同じレベルの党委員会に人事を任せる
のはやめ、地方の人事はその上のレベルの規律検
査委員会が握ることにするというものだ。縦の指
導系統を改めて強化し、地方がグルになって地方
党組織の汚職隠蔽を無くしていこうとしているの
である。
　規律検査委員会のもう一つのポイントに国家機
関にも中央規律検査機構を派遣しようという方針
がある。議会にあたる全国人民代表大会、あるい
は諮問機関である全国政治協商会議や各党の直属
部門には自前で規律検査部門が設けられている
が、これらは自前で設置した部門のため徹底検査
ができない。ここを中央が直々に派遣した人員に
置き換えていこうということだ。

　集権化について補足すべきは地方に対するマク
ロコントロールの強化であろう。現在、非常に大
きなリスクとなっているのは地方政府の経済行為
による非効率な投資と金融リスクの高まりであ
る。そこで、国防や外交、安全に加え、経済や全国
の統一的市場に関わる管理権限も中央に属するの
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だということを明らかにするという。地方への丸
投げをやめ、国の政策に関わるところについては
国が予算を支給するという方針が打ち出されたの
である。

　中国は国土が広いため、中央の下には省、その
下には地、さらにその下に県と重層的な構造をな
しており、それが業務の効率を妨げている。例え
ば中央が補助金を出しても、途中いろいろなレベ
ルでピンはねされ、必要な現場にたどりつくころ
にはわずかしか残っていないということがよく聞
かれる。マクロコントロールを強化するためにも
重層的な構造をやめ、全国約300ある地の権限を
縮小しようということだ。以前よりこのやり方は
提唱されており、省が直接県を管理しようという
試みが一部でされている。そうした動きを今後も
推進していくのではないだろうか。

　これから習政権は党中央に権力をより集中さ
せ、さらに党中央においても習近平個人に権力を
一極集中させていく。それこそが大胆な改革を進
めるために必要不可欠ということなのだろう。

　さて、集権化が進む一方、広い意味における国
民の政治参加、社会の多様な利益の吸い上げや政
治の多元化を伴うような政治面の改革については
これまでのところ全くみられていない。政治改革
と言えるものとしてこれまでに打ち出されている
ものは、一つに「陽光財政」、各地方政府が財政状
況を情報公開するというものである。習近平政権
発足以降、公金を使った出張、飲食、公用車の使用
といったぜいたくは駄目だとし、強い監視の目を
光らせていると伝えられている。不透明な財政を
公の目にさらすことによって透明化し、クリーン
な政府をつくっていこうということだ。
　もう一つに「法治」がある。これは地方の司法
機関の人事、財政を地方政府から自立化させると
いうことである。人民機関でも警察機関でも、そ
の人事や財務を地方政府に握られていては、地方
政府の不正に対して徹底的な検挙や裁判ができな
い。そのために自立化をはかるという方針である。
これは実現できれば汚職対策として画期的な措置
となるだろう。しかし注意すべきは、「法治」とい
う言葉が使われていても、ここでいう「法治」は憲
政としての「法治」ではないという点だ。法に基づ
く政治を実現し、憲法に基づいて人権や自由を保
障しようということではないのである。

　習近平政権が発足したとき、様々な場で「法治」

と述べられたが、その言葉をとらえて、改革派の
知識人たちは憲法に基づく政治を実施しようと、
集会やフォーラムなどを相次いで開催した。例え
ば一昨年の11月に、改革派の雑誌として有名な「炎
黄春秋」と北京大学の憲法行政法センターが共催
で「改革コンセンサスフォーラム」を開催し、改革
派の法学者らによって「改革コンセンサス提案書」
が起草され、171名の署名入りで発表された。この
提案書に提起された主張は、「憲法に基づく政治が
必要である、選挙を実施しよう、表現の自由を尊
重しよう、市場経済の自由化を深化させ、司法を
独立させ、憲法をもっと効力のあるものに変えて
いこう」という内容だった。
　改革派の新聞として有名な「南方週末」では、
2013年新年特別号に「中国の夢、憲政の夢」とい
うタイトルで、習近平の掲げる「中国の夢」とい
う文言を使いながら、憲法に基づく政治を実現す
べきだと訴えようとした。あるいは昨年、政権が
政治面で改革してくれるのではないかという期待
値が高まっていたころの全国人民代表大会の時に
は、改革派の知識人や市民128名が連名で、憲法に
基づく政治を求める公開書簡を発表するというこ
ともあった。人民代表大会の開催中には、全国人
民代表大会に市民的および政治的権利に関する国
際規約、いわゆる国際人権条約のＢ規約の批准を
求める呼びかけというものもインターネット上に
提起された。言論や出版の自由、人心の自由、司法
の独立、死刑の廃止といったところがくまなく提
唱され、第一次署名、第二次署名、第三次署名と合
わせて 500名近くを集めたと報じられた。しかし、
新しい政権に政治改革を期待した知識人たちの動
きは結果的に封じ込められた。先程紹介した「炎
黄春秋」という改革派の雑誌は新年号に「憲法は
政治体制改革のコンセンサスである」というタイ
トルの巻頭言を発表したことにより、ウェブサイ
トの閉鎖に見舞われた。また、「南方週末」の原稿
は当局の指示を受けて改ざんされたのである。
　このように、改革派知識人・市民の要求と政権
が推し進めようとする法治には、司法の独立とい
う若干の共通項はあるものの、明らかに大きな乖

かい

離
り

がみられる。

　習近平政権になってから言論統制が強化されて
いる。
　昨年4月には地方の党機関、政府機関に“9号文
件”と呼ばれる「現在のイデオロギー領域の状況
に関する通達」が配布された。西側の憲政民主、普
遍的な価値、公民社会（市民社会）といった価値観
を批判するもので、さらに5月には「七不講」― 7
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つの言ってはいけないこと―という通達が大学関
係者に示されたという。
　「七不講」において何を言ってはならないとされ
たか。それは（1）人類の普遍的価値、つまり人権、
民主、自由を意味すると思われるが、そういった
ことを論じてはならない、（2）報道の自由につい
て論じてはならない、（3）公民社会、市民社会につ
いて論じてはならない、（4）市民の権利について
論じてはならない、（5）党の歴史的な誤りについ
て論じてはならない、（6）「権貴（特権資産階級）」
という言葉を論じてはならない、（7）司法の独立
について論じてはならない、という、ある意味時
代錯誤とも取られるような7項目である。
　中国では「上に政策あれば下に対策あり」とし
て、上がどんなに政治的な制約をかけたとしても、
下にはある程度の自由が現存している。市民社会
があり、アメリカ留学帰りの多くの知識人たちが
西洋型の市民社会論をいかに中国で展開するかと
真剣に議論を展開しているという現実がある。な
のに、ここにきて「七不講」が発せられたというの
はいかがなものだろうか。中国の友人らに「七不
講」の通達は真実かと聞いてみたところ、誰もが
首を縦に振った。これは事実なのだろう。

　「新公民運動」は中国の知識階層の間で着実に
広がりつつある。「新公民運動」を進めるリーダー
たちの主張をみると、「陽光財政」や「官僚の資産
公開を徹底的に」とか、「法治を実現しなければな
らない」といった習政権のスローガンを引き込み
ながら市民活動を展開している。ところが、運動
関係者たちが次々と拘束され始め、とりわけリー
ダー的存在であった許志永氏については懲役4年
という判決が言い渡された。
　市民の言論に対する抑圧は習政権になって以
降、強化されている。これは報道関係者について
も同様で、法に基づいた管理によって職業資格制
度を厳格化するという方法が盛り込まれ、イン
ターネット世論についてもこれを規範化していく
という。現状をみる限り、社会には閉塞感が広がっ
ているのが現実で、このような言論統制の強化に
対し、知識階層の一部には非常に強い反発が広
がっている。しかし集権化の必要性とそれに付随
するある程度の自由の制約については大方の国民
の間に合意があるようにも見受けられる。そこで
次に、中国社会がどのような文脈で集権的な政治
体制を受け入れているのか、集権化という合意の
もとに成り立っている中国の国家社会関係の均衡
がどのように説明できるのかということを、様々
な視点で整理してみよう。

　一つ目の視点としてしばしば引き合いに出され
るのは中国の歴史的な伝統である。王朝期に由来
する賢人支配、つまり徳と能力がある者による一
元的な統治を肯定し得る歴史的背景があるとい
う見方である。また、中国の歴史を概観したとき
に、西側にみられるような“国家に対抗する社会”
という構図が成り立つのかという疑問も提起され
ている。中国における西側の市民社会論は、ユル
ゲン・ハーバーマス（JurgenHabermas）の著作が
英訳出版された1989年ころに大きな転機があり、
それ以降、政府に対する政治批判を行う場として
の市民社会という前提が生まれたといわれる。し
かし、“自治的な政治批判の場としての市民社会”
という前提自体は中国で成り立つのだろうか。
　多くの歴史学者は、国家と対抗する社会という
構図が中国の歴史的な伝統とは相いれないのでは
ないかということを問題提起している。例えば、
明・清時代の専門家である岸本美緒先生は「『市民
社会論』と中国」という著作の中で、中国の様々な
歴史的な団体―清王朝期、明国期の相続やギルド
といったもの―に対するこれまでの実証研究を整
理し、また、内藤湖南をはじめとした多くの研究
者が、中国の団体を見る時には国家と対抗させる
のではなく、団体の内的結集力の直線的延長線上
に国家の結合を展望しているのだということを論
じている。今の政治学は欧米の影響が強いために、
市民社会といえば国家に対抗するもの、対抗すべ
きものと捉えて、中国に市民社会があるかどうか
をみているが、歴史的に、現実の中国では市民社
会というものは別の論理で形成され機能している
のではないかという発想を持つことが必要かもし
れない。

　集権化する国家に対して社会が低抗しない現
実、つまり集権的な政権が正当性を持つ最大の根
拠となるのは、適度な自由、経済発展および生活
の向上だ。改革開放以降の経済成長は中国に富強
をもたらすとともに人々の生活を著しく向上させ
た。様々な不公正、不公平がまかり通っていると
はいえ、昔に比べればある程度の自由が存在して
いる。政治活動や宗教活動に踏み込みさえしなけ
れば、ある程度の自由が許され、本人の努力によ
り出世もでき、より豊かになれるチャンスが開か
れている。こういった背景が、現状を肯定し得る
社会の包容力に結びついているのではないだろう
か。また、中国が「屈辱の100年」を乗り越えて世
界第2の経済大国となり、国際的地位を高めてい
るという現状に対する自信が、社会の間にナショ
ナリズム的プライドを生みだし、現体制を支えて
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いるのではないだろうか。

　現在の中国におけるナショナリズムは、天安門
事件を契機に始められた愛国主義教育によって政
策的に強められてきた。習近平自身も総書記就任
以来、「中国の夢」や「中華民族の偉大な復興」を
繰り返し強調し、政策的にナショナリズムを強め
て団結を図ってきており、そこに中国共産党の巧
みな統治技術が加わる。中国共産党が天安門事件、
冷戦の終

しゅうえん

焉という試練をいかに乗り越え、現在に
至るまで権力を保持してきたのかというテーマ
は、近年の中国政治研究者の関心事である。例え
ば、GeorgeWashington 大学の David Shambaugh
教授は、中国共産党は旧ソ連や東欧諸国の共産党
政権とは異なり、常に大胆かつ果断なる改革によ
り時代の変化に適応してきたと論じている。また、
Bruce Dicksonという研究者は、共産党の生命力、
生存能力の源がどこにあるのかを論ずるにあた
り、共産党が統治技術として「包摂」と「コーポラ
ティズム」という手段をとっているからだと論じ
ている。
　「包摂」とは、例えば1990年代以降、天安門事
件につながる民主化運動の担い手になった知的エ
リートに対するリクルートを強化し、学生知識人
たちを中国共産党へ入党させようとしたり、さら
には江沢民時代に「3 つの代表」という言葉に示
されたように、新たに成長してきた私営企業家た
ちの入党を認めことで、知的エリートのみならず、
経済エリートをも党内部に包摂するということ
だ。国を動かすあらゆる分野のエリートを党の内
部に包摂することで党の生命力を増し、生存能力
を高めるというやり方である。
　「コーポラティズム」においては、「包摂」によっ
て幅広いネットワークを築いた上で、社会に存在
する様々な利益とそれを代表する団体を統制管理
すること、つまり、厳格なヒエラルキーの下、他分
子を組み入れつつ厳格に管理するというもので、
これこそ共産党が生命力を獲得するために利用し
てきた統治技術である。

　一方、社会の様々な利益に対して統制管理を強
めるというコーポラティズム的手法をとりなが
ら、党による統治が不足している社会サービスや
公共サービスの場においては、権力構造の内外に
存在する幅広い市民社会組織を利用してきた。こ
こに注目し、中国共産党の“適応力”を論じたの
がJessica Teetsである。彼女いわく、共産党は活
性化する市民社会を利用することにより党のガバ
ナンスを改良し、既存の体制を「諮問的権威主義」

として弾力性と持続性があるものに変えてきたと
論じている。これは私の研究にも関係するところ
だが、確かに中国の団体管理のあり方をみている
と、厳格な管理という側面と柔軟な利用という側
面の両方が混在する。

　スライド資料に2011年時点の市民社会組織団
体の配置を示した。かっこ内の数字は団体数を意
味するが、ここに数字があるということは党政府
がこれら団体組織を把握しているということであ
る。法に基づき登記をし、厳格な党政府管理の下
に置かれたコーポラティスト的団体である。しか
し実際には管理の枠外にも無数の未登記団体や、
企業登記しながらも公共的活動を行っている団体
があり、それら未登記団体の中には、登記するた
めに必要な法律上の資格を満たすことができな
い、あるいは主務官庁を見つけることができない
という団体もあれば、行政指導を嫌って任意団体
として活動している団体もある。そういったとこ
ろも合わせると、現存する団体総数は約1,105万団
体を超えるという推計があり、民生部門あるいは
人民団体として登記されている公式団体が905万
団体とすると、その他草の根的ＮＧＯなど未登記
の団体は200～270万ほどあるのではないかとい
う。数年前の推計なので、今はもっとあるかもし
れないが、少なくともこれだけ多くの団体が活動
している。
　政府はこれまで自前で十分なサービスを提供で
きない環境保護、貧困撲滅、ジェンダー、障害者支
援、高齢者サービスなどといったところに、登記
未登記の別なく、団体の役割を積極的に活用して
きた。団体、市民社会組織、ＮＧＯへの政府による
業務委託が幅広く展開され、政治学者や社会学者
の注目を集めている。財政予算を投じて団体から
サービスを買う、経費を払ってサービスを委託す
る、こういった市民社会に対する対応の柔軟性が、
社会との間にある種の共存関係を生み出し、政権
の安定に寄与しているのではと主張する学者もいる。
　しかし、市民社会と国家との共存には限界があ
るのではないだろうか。環境問題にしても貧困問
題、ジェンダー問題、高齢化問題にしても、それら
を尽き詰めていくと、中国においては政治問題と
しての性格が強くなり、そこに切り込もうとすれ
ば、どうしても権力とぶつかる場面に遭遇する。
弾圧されては元も子もない。結局のところ、市民
社会組織は一線を越えない範囲で活動している。
よって、問題がより深刻化したときに、果たして
共存がうまくいくかどうかは疑わしきところが否
めないのである。
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　中国の重層的政治構造についても指摘がある。
年間10数万件といわれる集団事件が起こっている
にもかかわらず、なぜ政権は揺るがないのだろう
か。それは、事件が地方に留められているからだ
とも言われている。
　先に紹介した国分先生と共編した本に、日本国
際問題研究所の角崎信也氏に一章を執筆しても
らった。角崎氏は重層性を保つことこそが共産党
の統治技術だと明快に論じている。曰く、具体的
な利害対立、土地の収用、汚職などをめぐる人々
の抗争について、党はむしろ許容するのだと。中
央政府は末端における利害対立を許容することに
より、怒りの矛先を中央の統治に関する「より根
源的な争点」から反らし、矮

わい

小化するのだという。
つまりは不満鬱積社会のガス抜きで、集団騒擾

じょう

事
件と集権的統治は共存関係にあるのだと論じてい
る。

　最後に、集権的政治が長期にわたり安泰かどう
かという問題がある。これは、社会が集権化を受
容するロジックをどこまで実現できるかという問
題であり、ポイントは2つ挙げられる。
　一つに、中国共産党が「賢人」なる統治者とし
て、効果的かつスピーディな改革を断行し、国民
生活の持続的向上を実現できるかということだ。
権力を集中させて抵抗勢力を抑え、スピーディな
改革の推進により効果を上げることができれば、
中国経済が直面している様々なリスクを克服で
き、人々の生活も向上し、共産党支配の正当性を
保持することができるだろう。だが、もしも頑強
な抵抗勢力の前に屈し、自らの保身も手伝い、改
革が中途半端あるいは遅々として進まないという
ことになればどうなるだろうか。その場合、中央
政府は地方レベルの金融危機に対して財政を主導
させ、政権を揺るがすような大きな混乱にならな
いよう、リスク的事態を回避するのではないだろ
うか。また、不満を高めた民衆の抗議に対しても
公安を始動させ、インターネット世論管理などに
莫
ばくだい

大な予算をつぎ込み、徹底的に情報管理を行う
ことで、危機的状況を乗り切るかもしれない。し
かし、それは結果的に高い統治コストとしてつい
てしまう。専門外のため今日のトピックからは外
したが、少数民族の問題は解決の見込みが立って
いない。経済的発展により生活が向上すれば人々
の不満も治まるというロジックは、少数民族問題
やアイデンティティの政治を求める人には通用し
ない。つまり、二つ目のポイントとして、こういっ
た状況の中で果たして中央政府はコスト高の集権
的統治を実行する体力を長期にわたって維持でき

るのかという問題がある。

　体力とはつまり経済力といえるのかもしれな
い。経済力を駆使して公安体制を整え、金融リス
クを回避する。今でこそ中国の経済発展は続いて
いるが、果たしてこれが無限に続くものだろうか。
急速に高齢化社会へ向かう中で、これまで通りの
経済成長を続けられるかどうかが一つの大きな争
点になっており、新しい状況下で経済成長に歯止
めがかかるならば、中央政府の体力も衰えてくる
のではないかと思われる。そうした中で中国共産
党が「支配の合法的正当性」を獲得していくため
には、これを合法的なものに変えていかなければ
ならない。そして、より多様な利益を柔軟に取り
込んでいけるような利益代表システムを構築し、
全てを中央が担うのではなく、ゆくゆくは政治の
責任を国民も含めて分担するような体制によって
統治コストを削減しなければならないのではない
だろうか。雑ぱくではあったがこれにて一区切り
としたい。ご清聴ありがとうございました。

【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）
　明快なお話の中で、集権化のコストが高くつく
という論点が印象的だった。会場から質問をお受
けする。端的かつシンプルに質問をまとめていた
だけると幸いである。

（フロア）
　一点、理解し難かったところがある。集権化を
要する社会のところで、中間団体の内的結集力が
国家的結合に結びついているというくだりについ
て、もう少し具体的に教えていただきたい。

（小嶋）
　中間団体の内的結集力が国家的結合力に結び
つくというところについて説明を加えたい。明や
清王朝時代にも、社会には様々な業界のギルド的
組織が存在した。それら組織には「リーダー」が
おり、内内の私的なネットワークを持ちながら営
まれる団体であったという。そのような結集力は
国家と対抗的なものなのか、国家統合にとって阻
害要因となるのか、または統合の促進要因になり
得るのかということを考える時に、中間団体の性
格としてある種の「ネットワーク」が築かれるこ
とで、その団体のリーダーさえ取り込めば国家的
統合に有利に働くという視点でみる研究成果が多
くあったということだ。当時の社会団体の役割を
みると、国家ができない公共サービスをそういっ
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た団体が分担することによって国家権力を支える
側面が強かったといわれており、それが今の社会
にもある程度通ずるのではないかと考えられてい
る。

（フロア）
　生々しい話が多く、伺えば伺うほど、何をどの
ように理解したら良いのか分からなくなった。統
治原理が違うとする巨大国家があり、その違い自
体が駄目ということなのか、もしくはそれぞれの
国家民族にはそれぞれの伝統があり多様性があ
る、その多様性を認めながら国際的な相互依存の
中で生きていくということなのか。また、その相
互依存というものは統治原理の違いにどう絡み、
先生からみたときに中国にどうなってほしいと思
われているのか。一つのモデルとして研究してい
るだけで、統治原理の違いが前提だとしているだ
けなのか。全体的に難しいという印象を受けた。
今の地域住民に対し、生活に根ざしたところにつ
いてはたいへん許容性が高いが、エリート階層が
持っているような新しい理念や体制は徹底的に封
じ込めている。では、それは誰にとって何が困る
のかというところが今一つ判然としなかった。

（小嶋）
　これはまさに苦悶しているところ。最後のく
だりで、中国は支配の合法的正統性を獲得してよ
り多用な利益を包摂できるような、国民の参加に
よって国民にある種の政治的責任を取らせるよう
なやり方をとったほうがいいという結論を出し
た。が、西側的な選挙制度や民主主義を取り入れ
るべきかというと必ずしもそうではなく、高すぎ
る統治コストが中国の安定にとって大きなリスク
になると考えている。統治コストを減らすために、
中国的方法でいいから何らかの責任分担のシス
テムを構築すべきだろうというのが私見で、どう
なってほしいということではない。基本的には国
民が納得し、そこに均衡があるのであれば、それ
こそが中国にとって望ましい統治だろう。

（フロア）
　まず、4枚目のスライドについて伺いたい。習近
平氏に権力が集中しているというところだが、国
防動員法に基づいてつくられた国防動員委員会は
李克強が担当しており、ここでは全ての金融、物
資、人員を動員することができる。なぜここで習
近平が出て来るのだろうか。 
　もう一つ、スライド5枚目のところだが、三中全
会の決定では長年の改革派の要求がほぼ全て書い

てあり、実際に金利や為替が自由化に向かってい
る。先生のご専門からみた時、統治コストが高す
ぎることから、経済分野の統治コストを引き下げ
るために市場経済化を進めて他の部門に統治コス
トを配分したいのか、もしくは全体としての統治
コストを削減するために一番お金のかかる経済分
野の自由化を進めているということなのか。
　最後にスライド7枚目について伺いたい。膨大
な数の団体があるが、どのカテゴリーまで党の組
織が入っているのか。全体とすればそれだけで 
1,100万人を超え、党員数が9,000万人を超える。
これだけで非常に高いコストにならないか。

（小嶋）
　国防動員法のトップが、なぜ李克強かというこ
とについては正直なところ説明がつかない。改革
を担うもの全てを党中央に集めたとしているが、
それを実行する実務に関しては、全ての分野にわ
たり役割分担という形が取られるのかもしれな
い。共産党中央軍事委深化国防・軍隊改革領導小
組の改革の統括者が習近平であるにもかかわら
ず、国防動員に関わる実務のトップが李克強とい
うことはそういうことかもしれない。が、正直な
ところ、現実のところは分からない。
　2番目の質問、金利の自由化を含む経済の自由化
と統治コストの削減の関係についてだが、金利自
由化が即、統治コストの削減ということではなく、
間に一つクッションがあるものと考えている。金
利の自由化によって金融業界の透明化と体質の強
化を図らなければ、いつまでたっても地方政府と
の癒着関係は解消されない。無茶な融資により不
良債権がたまり、金融リスクが高まっていく。そ
うなると統治コストがかかるという意味で、そう
いうつながりで捉えている。
　最後の質問、無数の団体の中に党組織がどれだ
けつくられており党がどれほどグリップをきかせ
ているかについて。人民団体に関していえば、そ
れらは共産党の直属団体のため、党の一部、つま
り、党の完全なるグリップの下に置かれていると
考えてよい。例えば労働組合、婦女連合会、共産主
義青年団といった団体がここに入るが、それらは
党の完全なるグリップの下に置かれている。
　社会団体に関しては中央に登録している有名な
団体と地方（省、県）のレベルに登録する団体に分
かれる。中央レベルの大きな団体にはほぼ全てに
党組織があると思われるが、具体的に調査したわ
けではない。地方の社会団体に関しては、自分も
北京市、浙江省、黒竜江省の省レベル、地レベル、
県レベルについて大規模なアンケート調査をし、
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その本が5月に出版される。その調査において、
団体に党組織があるかどうか、指導者は党員かと
いう質問項目を設けた。その結果、社会団体の党
組織設置率は20％に満たない程度だったが、リー
ダーが党員である比率は7割くらいだったと記憶
している。基金会に関しても大体その程度であっ
た。コミュニティ組織に関して言えば、都市、農村
それぞれに委員会があるが、それら自治的な組織
と並んでその先には党支部が置かれている。今は、
自治組織のトップと党支部の書記を兼任させると
いう方針で動いているようだ。

（フロア）
　中国が多くの課題を抱えており、そのために改
革が必要であるということは前政権の時も同様
だった。現政権も課題に対する強い認識を持って
いるが、改革を実行できるかどうかというところ
だろう。前政権との違いとして、現政権は集権化
により権力が一極集中しているとのことだが、自
分が見る限りにおいても、李克強の出番がなくな
り影が薄くなっているようにみえる。あれほどの
大国において、改革のトップが習近平一人で務ま
るのだろうか。判断や決断が遅れたりしないのだ
ろうか。果たして長続きするのだろうか。従来は
首相が経済分野を担当するなど、分担していたも
のを一人にして大丈夫なのだろうか。

（小嶋）
　先ほど紹介した様々な領導小組改革の全ての
トップに習近平が座っている。あらゆる分野の統
括を習近平一人でできるのかということだが、決
して彼一人でやっているわけではない。習をトッ
プに据えたということが何を意味しているのか、
つまり、党が一丸となっている、本気だというア
ピールである。実質的に習近平が全て采配を振る
うかといえばそれはまた違う問題になろう。
　本来実務を担うべき国務院のトップ、李克強首
相の影がなぜ薄いのか。中国は党が国家を凌

りょうが

駕す
る社会だ。国家のトップが権限を握るよりも、名
目的にも党のトップに権力を集中させたほうが
下は従いやすいという判断の下、国家―国務院で
はなく、権力を党に集中させるべく制度化を進め
ているのではないかと思う。江沢民時代に手腕を
発揮した朱鎔基首相が、なぜ国有企業改革を思う
ようにできなかったのかというと、一つには国務
院総理である朱鎔基が目立ちすぎ、経済改革を進
めることに対して党トップの江沢民や守旧派の
李鵬が快く思わなかったということが伝えられて
いる。最終的に国有企業改革の主導権を国務院が

取るのか党が取るのかといったとき、様々なせめ
ぎ合いが起こり、党に回収した結果うまくいかな
かった。方針をめぐって党と国家が対立する状況
は改革にとって望ましくはない。李克強も、今の
危機を乗り越えるためには習近平の下に権力を集
中させることが必要だと納得した上で従っている
のではないだろうか。

（フロア）
　今日の話の中で、とりわけ地方組織、中間団体
の話が面白かった。内藤湖南の本を読むと、血族
集団がそういった組織の中心になっていて、それ
がいまだに続いており、悪い方にも良い方にもい
ろいろな集団があるという。先生の提示された社
会団体の組織図にもそのような血族集団が生きて
いるのだろうか。もしくは、これとは違う論理構
成で新しく組織されているのか伺いたい。

（小嶋）
　この図の中に相続は含められるものではないと
思う。相続の捉え方は難しい。例えば福建省に行
くと、相続のネットワークが奨学金を出すなど、
公共サービスの担い手になっているという事例も
多くある。それらに○○協会というような名前が
付けられた時、はじめてこの図に入ってくるのだ
ろう。未登記の任意団体の背後に相続のロジック
が組み入れられていると理解していただきたい。

【閉会】
　本日は中国の統治構造について明快に論じてい
ただいた。これにて第70回研究会を閉会する。

（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 深澤調査役）
　これより第71回中国総合研究交流センター研究
会を開催する。
　今日は清華大学政治学部長の張小勁先生をお招
きした。昨年11月に中国共産党第18回三中全会
が開催されたが、その決定、新しい管理戦略と改
革綱領について、先生の多面的な分析によるお話
を期待している。
　先生は1990年に中国人民大学国際政治学部で博
士号を取得後、米国UCLA、英国Durham大学、フ
ランスのパリ政治学院を経験され、その後、中国
人民大学国際政治学部教授、清華大学政治学部教
授を歴任、現在は清華大学政治学部長に就いてお
られる。その他にも中国欧州学会北欧研究委員会
秘書長、中国政治学会理事、教育部人文社会基金
評価委員などの要職を兼任されている。専門分野
は中国政治学、国際政治比較学などで、多くの著
書をお持ちである。
　尚、本日は中国総合研究交流センターの秦舟
フェローが逐次通訳を務めさせていただく。

【講演】
　皆さんこんにちは。
　今日は中国共産党第18回三中全会の決定につい
て、その分析だけではなく、中国の政治全体につ
いて分かりやすくお話したい。三中全会の決定は、
正確には2013年11月12日にダイジェスト版が出
され、16日に党としての正式な決定が公開された。
この決定をみたときには私達も少々驚いた。まる
で教科書のようなものとなっており、その中には
中国共産党、あるいは中国の政治体制の社会に対
する干渉力や統制力といったことについて、新し
いことが多く謳われていたからである。
　中国国民が一番関心をよせるところに『一人っ

子政策』があるが、これに関する決定が出された
夜、居酒屋などでは多くの国民がこれについて談
義をしたようだ。この決定は翌日の株式市場にま
で影響した。『一人っ子政策』において二人目を産
むことができるとされ、その二子目に関連すると
思われる株が上がったのだ。これまでの数字から
推計すると、二人目を産めることにより、1年で約
100万人の新生児が増えると考えられる。このお
かげで日本でも玩具メーカーの株が上がったとい
う話が聞かれた。
　このように一般国民としては自分たちの生活に
密着するような決定に強い関心が示されるが、政
治学者としてはこの決定が政治にもたらす影響力
について分析を進めたいところである。
　目次にあるとおり、今日は5つのポイントにつ
いてお話しするが、一番細かく述べたいのは3番
目の「『決定』に対する貫徹と実施」についてであ
る。決定が公開されおよそ190日が経過し、既に実
行に移されていることも多くある。まずはそれに
ついて少し紹介したい。

　はじめに決定に関する準備、背景について話し
たい。この準備段階においては二つのことがポ
イントになっている。一つ目は、中国の改革開放
から35年が経っているが、今回の決定が新しい出
発点として、新しい改革が実施されるという点だ。
習近平主席は準備段階からいろいろな仕事をして
おり非常に注目を受けていた。改革開放から35年、
昔と比べて現在の中国の姿はかなり大きく変化し
ている。例えば、経済は急速な発展を遂げている。
今、中国で一番重要な問題は、「これから迎える転
換期をどうするか」ということだと言われている。
社会というより経済に関して、これからの5年10
年にいかなる発展、さらなる発展を成していける
か、また中産階級をもっと増やせるかどうかがポ
イントになると思われる。もし、この5～10年で
さらなる発展ができれば、中国は中等的な経済国

中国共産党第十八回三中全会“決定”：新しい管理戦略と改革綱領

PROFILE
張 小勁（ちょう しょうけい）氏　清華大学 政治学部長
1990年、中国人民大学国際政治学博士号取得。米国UCLA訪問学者、英国 Durham訪問学者、仏国SciPo訪問学者など
経験。中国人民大学国際政治学部教授、清華大学政治学部教授を歴任し、現在、清華大学政治学部長。中国欧州学会北欧
研究委員会秘書長、中国政治学会理事、教育部人文社会基金評価委員などを兼任。専門分野は中国政治学、国際政治比較
学など、著書多数。

2014年5月22日（木）　15：00～17：00開催日時
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から先進的な経済国に発展できるだろうとも予想
されている。
　もう一つは、中国国内における社会矛盾やトラ
ブルの発生が非常に大きな問題となっていること
だ。最近のニュースによくみられるように、テロ
事件や民衆による抗議活動の多発が重要視されて
いる。さらに、国際的な関係が厳しい状況となっ
ている。中国の経済が今後さらに発展するとなる
と、グローバルな面についても影響がおよぶので
はないだろうか。
　現在のリーダー層は社会発展のみならず経済発
展にもこれまで以上に注目しており、経済の活性
化が今後の中国において大きな力になるとみてい
る。私たちは大きな情勢や背景からいろいろな結
論を導き出すが、今日の講演で一番お話ししたい
のは、改革段階における関係者たちの利益配分が
どのように変化していくかということだ。

　図をみてほしい。利益相反に関して人々を4つ
のグループに分け、時間軸を改革の二段階に取り、
ここにおける彼らのアクションを示した。上段は
改革の初期段階で、30年前当時。真に解決すべき
は食糧問題だった。いかに国民の腹を満たすかと
いうことが大事だった。実名を明かしてしまうと、
ここにおける“設計者”とは鄧小平と周りの支持
者らで、改革を実施することにより経済状況を向
上させ、人民たちに食べさせることから始めよう
とした。ここでは大きな議論はあまりなく、常識
的な判断に頼る。改革開放は当時において非常に
新しい考え方であり、それをどう捉えるかという
判断は様々あれども、実際に判断するのは“設計
者”である。そのため、行政的“実施者”は上の判
断に従い、何があっても改革開放を忠実に実行し
ようという気持ちでいた。新しい改革によって利
益を得る人は受け身的、つまりは上の判断に従う
人であり、損をする人は改革開放に消極的な姿勢
を示した人となる。
　30年前からは想像し難いが、現在においてはこ
のアクションの中身がかなり変化している。今の
中国では、専門的知識が非常に重要な意味を持ち
必要とされている。先程言ったような社会矛盾や
トラブルといった表面的な問題の他にも潜在的な
問題が多く存在する。そのような中で重要なのは、
“実施者”、つまり党幹部たちの考え方－分権化や
利益に対する見方が変化するということだ。彼ら
は昔のやり方にこだわらない。国家のための善し
悪しを判断しながらも、国の利益が自分の利益に
繋がることを考え、自らの判断で国と自分の利益
を追求していこうとする。決して受身ではなく、

自ら積極的に利益を勝ち取りに行こうとする。利
益喪失者とカテゴライズした人々の中にもいろい
ろな人がいるが、ここで利益を失った人たちはそ
の状況に対抗すべく、積極的に闘う姿勢をみせる
だろう。状況は複雑になっていく。
　ここで“利益集団化”という言葉が出てくるが、
この言葉が意味するところは日本や欧米とは異な
る。中国における“利益集団化”には中国ならでは
の特色がある。民主主義、資本主義の国において
は一般的に“利益の集団化”とは例えば民営企業
の利益によって影響力を高めようとする動きだろ
うが、中国においては民営企業が利益を求めると
いうことではなく、政府部門に属する公務員たち
が特権集団として出てくる。特権集団である彼ら
が利益を求めるようになるということを意味して
いるのだ。習近平体制になってから公務員に対す
る腐敗への取締りは厳しくなっているが、それも
このような“利益集団化”現象があるからだ。
　ご承知の通り、腐敗に関する金額は驚くレベル
になっており、世界的にみても相当な額だ。一例
をあげると、先月捕まった中国エネルギー局のひ

4

ら
4

課長の汚職金額は1億元だった。ただのひら
4 4

課
長であっても汚職レベルはそれほど大きい。
　「何故たくさんの貨幣ができてもお金が足りな
くなるのだろう」という中国的ジョークがある。
答えは「お金を隠す人がその分たくさんいるから」
だ。最近の特権集団は経済的力もあるが、さらに
自分自身の力を拡大しようとする。特権部門の腐
敗に対する取り締まりは今回の決定における大き
な特徴になっており、これまでの腐敗と取り締ま
りの状況からみても、中国はこれから大きな転換
期を迎えることになるだろう。また、それは最近
の公共政策の矛盾やトラブルなどの原因にもなっ
ている。従来、中国の権威はかなり集権的だった
が、かなり分散されてきている部分がある。日本
にも同じようなやり方があるかどうかは知らない
が、中国では一つの案件について複数の行政部門
が競争的に同時管理を行うという非効率なやり方
をしているところがある。利益をもたらす部分が
あれば管理権を争い、うまみが無ければ管理して
もしなくても、どちらでもよいのだ。

　これまでの一年で習近平書記は何を行ってきた
だろう。分析するにあたり時間軸で表した。上の
方、線で囲ったところは三中全会の準備のための
仕事を、下方には習主席や支持者たちが幹部たち
に対して何を行ってきたかを示している。これを
みると、党幹部たちに対して統制力を強めている
ことが伺える。つまり、習主席の中国社会全体に
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対するコントロール力が強く大きくなっていると
いうことだ。三中全会における決定を速やかに実
行できるよう、全体的に肯定的な雰囲気を出した
いという目論見もあり、事前にこれだけのことを
一生懸命やってきたと社会にアピールする意味も
あるだろう。
　中国に詳しい方はこれをみればすぐにお分かり
だろうが、ここでは常務委員会や政治局の会議が
開かれており、原稿案を作る時には 80何回もの会
議を重ねるなど、随分と長い時間をかけていた。
それぞれではあるが、案を作る際に新しいアイデ
アを出し、それを慎重に検討することも多くあっ
た。
　先程お話したとおり、最近の中国は社会環境が
複雑になってきている。三中全会の準備期間はす
なわち危機管理の期間という言い方をされること
もあった。11月12日にダイジェスト版が発表され
たときには大きな反響と多くの議論をよび、翌日
の上海株式市場は急激に下落、決定の全貌を予定
より早く公表しなければならなくなった。決まっ
た日より早い日に公表されるようなことは今回が
初めてだ。

　習近平主席の仕事には2つの新しい要素がある。
　まずは対外関係としていろいろな国を訪問し、
新たな始まりについての表明を行った。また資料
に示したように、自分の支持者たちを重要なポス
トに就任させた。配布資料に具体的に挙げたが、
この6人は三中全会で案を作る際に非常に重要な
人物で、現在は要職に就いている。例えば中央財
政グループは主席が一番大事にしている経済顧
問のポストだ。中央組織部の陳希さんは清華大学
の出身で習主席の同級生でもあり、前職は清華大
学の党書記だった。軍事委員会委員の鐘紹軍さん
は10年以上も習近平の秘書をしていた。また中央
宣伝部の黄さんと国家安全委員会の蔡さんは長い
間、習近平の部下だった。このように、自分の支持
者たちを党の主要なポストにつけている。
　習主席はこれら支持者と一緒に決定文書を作っ
た。今回の決定において一番大きな特徴は、習近
平本人が実際に陣頭指揮をとり作成したという点
にある。起草者は60人で7グループにもなり、こ
れは史上最大とも思われる。この60人の内、30人
は全国の各省庁/組織/地域のトップから集めら
れた。原案は何度も繰り返し検討され、中央委員
を決める時などは一人に対して8度も議論がされ
た。ここで従来と異なるのは皆が自由に意見を出
し合っていたことだ。これは全く新しい特徴で、
最初に議論するときにテーマは何も無く、何を改

革したいかということを自由に言い合う。個人が
思う改革したい事柄を全部出し合えということ
だ。これにより336項目の具体的な改革策が出さ
れ、実質的な決定として、最終的に336の改革事項
とされたのである。

　「一人っ子政策」においては二人っ子までいい
となったように、今回の改革では実質的なことが
多く入っている。また、中国国家安全委員会を設
立させるというのも大きな決定だ。最終文章は
21,000字だが、具体的な項目が336も入っており、
従来の21,000字とは大きく意味が異なる。
　この決定内容を出て来る言葉の回数で考え、
キーワードを拾って統計的に分析すると面白い。
21,000字の中に出て来る単語の頻度を図に示した。
“制度”という言葉が183回登場しており、これが
今回の政策で非常に重要視されていることが一目
瞭然である。次いで改革、メカニズム、市場、経済
と重要になっている。これは今回の改革の第二の
特徴ともいえよう。

　次に示す表もこれまでの決定内容を比較するに
面白い。第11期三中全会から今回までのコミュニ
ケについて、“長さ”としているのは文章の長さで
（文字数）、右に羅列する単語の出る回数を比較し
た。概観すると、今回の第18期では“改革”がたく
さん出ており、改革意欲がこれまでに比べて非常
に大きいことが分かる。コメントを加えると、“社
会主義”の回数は従来も多かったが、今回の決定
においてもこれまでに劣らず多出している。よっ
て、今後も“社会主義”という中国独自の特色を失
うことはないだろう。

　この決定から新しいアイデアも生まれている。
ガバナンス・システムというものが中国において
初めて出たのである。これは習主席自らが出し、
今回決定の総目標ともなった。ここでガバナンス
を出すということはつまり、これまでの経済にお
ける物質的な発展のみならず、制度的な発展を求
めていくという習主席の考え方だともいえる。改
革自体も昔の単一的な政治や単独的な経済発展で
はなく、国による管理と制度化を目指すという方
向性を示している。これは大きな転換点ではない
だろうか。昔は試行錯誤しながらいろいろとやっ
てきたものを、これからはきちんと制度化してい
くということだ。社会の中にもいろいろな階層が
あるため、格差から生じるトラブルを避ける意味
も含まれているかもしれない。ガバナンスとした
ところで国際的にも同じような考え方になりつつ
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あるといえる。
　習近平主席がガバナンス・システムや制度化を
これほど重要視する背景は何だろうか。先にも話
したように利益の集団化が全く管理されていな
い、あるいは政府が制度化されていないことから、
中央が集権的に制度化することが重要だというこ
とだろう。中央内に蔓延る“利益のための非効率”
に対して、統制を強めたいということだ。これは
ロシアの崩壊にもつながるところがあるかもしれ
ないが、いくら経済力が強くなっても、社会的な
統制力を失えばいずれ国内は分裂してしまう。つ
まり、ガバナンスの制度化とは経済の面だけでな
く、社会的な活力をもっと出すようにしたいとい
う考え方だ。さらにいうと、集団利益や経済格差
に関するトラブルを制度化によって解決したいと
いうことである。経済発展においても、今後、様々
な問題が出てくると予想されており、それらを解
決するためにも制度をしっかり整えていく必要が
あるとみている。

　「決定」の内容に関して、ガバナンスの分析をし
たので紹介したい。
　マトリックス方式で考え、このような図にした。
Ａの部分は今回のイノベーションに関連するとこ
ろだが、ここに挙げた国際経済、国家、政府、社会、
法律の定義は従来の考え方と変わっている。制度
化は高い概念として掲げられ、さまざまな分野と
レベルに及んでいる。三中全会の決定におけるガ
バナンスの制度化に基づき全体的な制度が変わ
り、またそれによってこれまでの定義も変わって
くる。
　ガバナンスを研究している人は既に活用してい
るかもしれないが、国際的論理に基づく考え方で
このような図が書けるようになる。ガバナンスを
理論的に表現するのはなかなか複雑なところだ
が、実際に決定で出された内容をこの概念からみ
ると面白いことも見つかる。
　この決定には3つのポイントがあると考える。
一つは政治的な国家や制度の変え方。もう一つは
市場の方で、さらにもう一つが社会である。これ
ら3つのポイント－集団の関係を処理するために
この決定がある。
　まずは政府と市場の関係で、改革を制度化して
市場をさらに発展させるための環境を保持したい
という考え方だ。今回、初めて“市場の決定的な作
用”という言葉が出た。市場に対する政府の役割
をこれまでとは変え、市場の考え方を守り保護し、
マーケットの秩序を保つためとしている。市場の
力をもっと大きくするということだ。もう一つは

国家と社会の関係についてだが、民主と法治を推
進することによって社会の活力を促すという考え
方だ。こういった考え方から、今回の決定は学者
や理論家から支持されている。

　ここに書いてある政策には既に実行されている
ものもある。まずは中央レベルにおける会議や意
思伝達の風通しを良くし、それを地方政府にまで
届けること。これは中国ならではのことだが、中
央で決めたものを地方政府が忠実に実施するとい
うことを意味する。
　実際に実行に移したところで、成果がみられた
こともある。習近平主席の元に改革の指導グルー
プが設立され仕事をスタートしているが、一番大
きな変化がこの周辺に発生している。特に、“弁公
室”に多くの変化がみられた。先程紹介した三中
全会の文章を作る7つのグループの内、4つは経済
と関係があるが、今回の経済改革に関する全ては
一つのグループにまとまるため、より手厚くなる。
また、生態環境や環境問題に関する改革も入って
おり、経済や環境問題に対する解決を集権的かつ
制度的に強く進めるという意識がみてとれる。
　さらに新しいものも入った。今回、改革ポイン
トとして初めて“民主法制”という言葉が出た。こ
れから四中全会が開かれるが、これは主に法制度
に関する改革についての会議だろう。
　もう一点、重要なところに紀律検査がある。紀
律検査体制改革グループの示す意味としては、腐
敗に対する取締り力を今後さらに大きくしていく
ということだ。また、国家安全委員会は新しい省
庁として設立された。政策の作成やその実行方法、
制度の検討などといった準備作業に取りかかって
いる。これはつまりガバナンスであり、統制コン
トロールを強くするということで、先の話の繰り
返しになるが利益の権力集団といった問題がある
ため、施政権力を集中させた委員会を設立したの
である。周辺外交工作座談会という会議は昨今の
国際関係の緊張を解決するためのものだが、同時
に東海防空識別区という政策が出ている。外国と
の関係を良好な方向にもっていこうとする一方
で、トラブル対処について横の共通認識が出来て
いない。国家安全委員会の役割は全体の考え方を
取りまとめ、協議の上で形にするということだ。

　改革にもいろいろな形があり、達成に係る難易
度と複雑度を相関的に考えることができるが、 “除
去型”改革は一番簡単にできる類の改革だろう。
例えば“一人っ子政策”を取り消す、というよう
に、過去の政策を取り消すことは簡単だ。いずれ
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にせよ、いろいろな改革が 336項目もあり、実際
に実行するには困難が多いだろう。総合的改革に
おいて、336項目というのはあまりに膨大だ。決定
が出されてから190日が経過したが、現在進んで
いる改革は決定前と同じで、制度強化と腐敗の取
り締まりである。
　今後の改革に向け、よりいい環境を作り出すこ
とが大事だが、党指導者たちに対する管理を強め
ることにより、“制度化”をより健全化するとして
いる。中国には行政的な審査権というものがあり、
何かを行う際には中央に資料を出して許可を得な
ければならない。具体数でいうと500以上の権利
が存在しているが、今は省庁の力が弱められてい
る。
　腐敗の話だが、習近平が就任してから三中全会
までに12名の大臣レベルが捕まった。つまり、1ヶ
月に一人の大臣が捕まっているという計算にな
る。三中全会以降、また15人が捕まった。今では
「15日間で一人が捕まる」という計算もある。大臣
レベルや党指導者管理者だけでなく、これまでに
1万人以上が捕まっており、厳密にいうと大臣レ
ベルが5人、日本で言う局長レベルが50数名。こ
の取り締り方をみても、腐敗に対する力は大きい。
ちなみに、一万人の捕縛者の90％以上は女性関係
に端を発する金銭問題であり、そういう意味では
日本と同じかもしれない。

　マクロ経済的には、ここに書いてある5項目に
おいて改革が進められている。4番目にある“金融
管理構造の改善”では新しい金融政策として、金
融市場に対し9つの管理政策が出された。
　ミクロ経済的には民営、国営の企業問題と不動
産問題に関心が集まっており、それらについても
問題解決に向けた改革が進められている。政治分
野では法制度の考え方や腐敗対応が進められてお
り、公務員への締め付けが強くなっている。これ
まで“灰色収入”と呼ばれていた腐敗収入が減り、
公務員たちは不満を感じている。これも大きな社
会問題だが、一般的に公務員の収入は決して高い
とはいえず、真っ当な収入だけで生活できるかど
うかという問題もある。

　改革とはリスクを伴うものだ。そのリスクを内
部的リスク、社会的リスク、国際的リスクに3分類
した。言い替えると、政変、民変、兵変である。政
治変動は政治制度が変わること。民事変動は一般
民衆による抗議で、一国にとってはこれが一番大
きな問題かもしれない。ニュースでも報じられて
いる通り、中国では格差が非常に大きいが、一般

民衆が一気に集まって統一的な行動をするという
のは難しい。よって、中国では民変はそう高いリ
スクになるとは考えにくい。兵変というのは軍事
的変動のことで、外国との衝突などがある。
　政治変動といっても、中国共産党が無くなると
いうことではない。政策に対する様々な意見が内
部で議論され、いきなり政策が変わる可能性があ
るということだ。しかしこれはコントロール力を
強めている現在の状況下において、そう高いリス
クとはいえないだろう。兵変こそ今一番大きな問
題かもしれない。このリスクが高まれば戦争にな
る可能性も高まる。3つの内部的リスクの中で一
番懸念すべきがこの国際的なリスクではないだろ
うか。
　これら3つのリスク問題を解決するため、状況
は中央集権的になっている。習近平主席は非常に
中央集権的で、多くの権力を握っている。ここに
示す全てのグループ（小組）の主席を務めている
が、これらはどれも非常に強い権力を持つ組織だ。

　習近平と以前の指導者たちの権勢を比較してみ
ると面白い。
　この図に具体的な名前は書かなかったが、独断
制というのは毛沢東のこと。双頭制というのは江
沢民時代で、江沢民と陳良宇の二人で権力を握っ
ていたとき。庇護制も江沢民時代だが、後ろには
鄧小平がいて、保護されていた。後見制は言い替
えると監督制のことで胡錦濤の時代。胡錦濤は江
沢民の監督を受けながらやっていたということ。
5番目にまた独断制に戻るのだがこれが習近平体
制。一切他からの影響を受けず、自分の独断でや
る。おそらく彼の任期が終わったら、次の世代は
また後見制になるのではないだろうか。勿論、監
督者が習近平だ。
　右のダイヤグラムは分野における各人の力加減
を示している。上のPは制度、左のPは政治、Eが
経済、Fが財政、Mは文化を動かす力、Sは社会。
このように統計的に分析するとそれぞれのパワー
の強さが分かる。図から分かるように、習近平に
は非常に大きなパワーがある。毛沢東と同じよう
な力を持ち、社会に対する影響力も非常に大きい。
ある意味、鄧小平を超えるかもしれないとも言わ
れている。

　習近平とはどのような人物だろうか。
　イメージ的には表の1に挙げられる「チャイナ
ドリーム」だろう。分かりやすいのは3番目、3つ
の「不」だと思う。回避しない、言い訳しない、困
難をおそれない。つまり、どんなことがあっても
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改革は止めないということだ。4番目の4つの「一」
は中国的表現のため少し分かりにくいかもしれな
いが、言葉からみると毛沢東に近いイメージだ。
全ての権力を集中する、全ての敵を撃沈する、全
ての改革を徹底的にやるということ。ちなみにこ
れはインターネットからの情報だ。改革への強い
決心が民衆に伝わっているということだろう。最
後は5つの「先」で、簡単に言うと何事も先にやる
ということだ。

　タイムテーブルをみると、336項目ある改革案に
ついて、2020年までに成果を出すという目標があ
る。1年で決定を作り7年で改革を実行するという
ことだ。7年後、2020～2023年の2、3年をかけて、
改革の内容は再度整理される。
　次の二中大会で習近平はおそらく引退するだろ
う。しかし、改革の整理があるため、引退すると
はいえ後継者への影響は大きく残ると思われる。
これが胡錦濤との違いだ。2022年になっても彼は
後継者を監督して力を発揮するのではないだろう
か。
　鄧小平が実際に権力を握ったのが 74歳。監督
期間も含めた10年間で中国は今の中国となった。
2022年に習近平は70歳だ。70代になった習近平
は監督力を発揮し、そこから5～10年かけてガバ
ナンス体制を強化していくに違いない。
　こういった状況を鑑みるに、今回の三中全会の
決定は未来の中国に20年30年と長く影響する大
きな決定といえる。336の改革項目は中国を間違
いなく大きく変化させるだろうという予測もあ
る。同時に、途中で大きな変化や反発が出るので
はないかという見方もある。いずれにせよ、今後
も習近平による改革は強く推し進められるだろ
う。以上である。

【質疑･応答】
（JST中国総合研究交流センター 深澤調査役）
　ありがとうございました。それでは質疑応答に
入る。講演内容についてご質問等がある方は挙手
願いたい。

（フロア）
　先生のお話から、習近平政権が進めようとして
いる改革の最終ゴールは法治国家にあるように感
じられたが、そうなった場合、共産党の役割はど
のように変わるだろうか。

（張）
　習近平は党の力を使って法治社会を推進しよう

としている。党と政治はある程度の合意の元に仕
事を進めていくのだが、これをもっとコントロー
ルし、党と政治が一丸となって法治社会に向けた
動きを推し進めていくということだ。法治社会の
ガバナンスを推進していけば党の力は自ずと弱く
なるはずで、党そのものが法治によって管理され
ていくようになる。そしてさらに党の力は弱くな
る。このような矛盾があるので、今のところそこ
まで明らかな話は出ていない。これからの経緯を
見守りながら、私たちも状況を分析していきたい
と思う。
　反対に民衆が心配しているのは、習が70歳に
なったときに鄧小平や毛沢東のようになってしま
うケースだ。判断ミスがあれば社会はまた大変な
ことになる。

（フロア）
　自分の考えだが、中国はこれから覇権主義にな
るのではないかと思う。世界もそう思っているの
ではないだろうか。先生はどうお考えか？

（張）
　現在、日本とは島の問題があるが、これにあま
り意味がないと思っている人も実は中国には多く
いる。今まで30年、この島問題についてもやもや
してはいたが、はっきりしないままでも中国は大
きく発展した。よってこれからの30年もそう変わ
らない、つまり島はさほど重要な問題ではないと
考える学者もいる。これだけでなく、国際関係に
関しては中国内でも様々な柔軟な声があるが外に
はあまり知られていない。メディアでは「ダメ」と
いう声ばかりが拾われがちだ。
　状況を客観視すると、内部的な問題が多すぎて、
覇権主義になる余裕は無い。様々な問題を解決し
ないといけない。アメリカから「衰弱の大国」とも
言われている。対外戦争によって新しい発展や利
益を求めるという考えはおそらくは持っていない
のではないか。

（フロア）
　筑波大学には多くの留学生が博士号を取得に来
ている。自分は環境問題をやっているが、中国で
はPM2.5が問題になっており、内モンゴルでは砂
漠化が進行している。
　中国政府はレジ袋の有料化を制度化し、日本円
にして5～10円、平均8円でやっているが、この利
用率は35％だ。ちなみに全県で取組んでいる山梨
県では一枚5円で3％と、殆どの人が買い物袋を持
参している。これについて中国人留学生に聞いた
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ところ、中国人の環境に対する意識はさほど大き
くないとのことだった。つまり、モラルと法制度
の欠陥が問題なのではないか。もっと積極的に環
境問題を研究して政策に展開しないと大変なこと
になるのではないか。政治学の視点から、環境政
策についてのご意見を伺いたい。

（張）
　政治視点から環境政策に対する意識をみる必要
性については同感だ。PM2.5の件は官僚自身も危
険を感じているからやるというところがある。実
際、環境問題に対する民衆の抗議は増えている。
自分の生活に直接的に関わるため、民衆にとって
は経済発展より環境問題の方が大事になりつつあ
る。民衆の意識が決して低いわけではなく、環境
問題にからむ官僚の利益問題になっている。しか
し解決しないといけないという考えはある。政治
的政策的に対応しなければ解決しないこともある
し、今後、環境政策は出て来ると思う。

（フロア）
　貴重な話だった。海外でこれほど思い切ったこ
とを言える時代になったのかと思うと感慨深い。
　よく“一万ドルの壁”という言い方をされるが、
個人所得が一万ドルを超えると経済の豊かさでは
満足できなくなり、精神的な充実感や自由、民主、
平等といった、お金で買えないものを求めるよう
になるという。中国ではまもなくその壁を突破す
ると思うが、その壁の先には何が待ち構えている
だろう。「中国の夢」の「夢」について、具体的な
ものがあれば紹介してほしい。

（張）
　“一万ドルの壁”説だが、インターネットがこれ
だけ発達した情報化社会において壁はもっと低い
だろう。中国の指導者たちも世界全体の多様化に
より、今後、様々なことが出て来るだろうと認識
している。政治的には、1万ドルを超えて自由や
民主を求められた時に、いかにそれに配慮しつつ
社会を制度化していくかという、バランスの取り
方に関心が高い。党内部でも、よりいろいろな意
見を本質的に取り込むという“協議民衆”という
言葉が出ている。指導者たちは、経済発展がある
段階に達したときに発生するだろう社会問題に対
する対応について考えている。

（フロア）
　率直なお話に感謝したい。先ほどの質問と重な
るが、外交で友好的に進めていこうという一方、

やはり国防面で突出している印象がある。人民解
放軍を統制する共産党のトップは習近平氏だが、
軍のトップも習氏で、新設された国家安全委員会
のトップも彼が務めている。傍で見ると統制が不
十分なのではないかという疑問を抱いてしまう。
それほど強大な権力を誇っているにも関わらず、
何故統制が不十分なのだろうか。もしくは一部の
軍人が勝手に走っているのか。習氏はこの権力を
生かしながら、今後うまく調整していくかもしれ
ないが、外交的な矛盾についてもう一度詳しく伺
いたい。

（張）
　習近平が権力を握っていることは間違いない
が、矛盾的なトラブルを引き起こす細かい理由が
ある。軍と外交関係とは互いに協調性が無い。習
に決定を出す時はそれぞれが個別に出す。例え
ば、外交の方から出された決定のタイミングでは
それに関する軍の反対は出ておらず、習の判断で
は「よし」となる。が、その内、軍が別の新しい判
断を出すこともある。つまり、矛盾を解決するた
めに大事なのは、各部門における決定をバラバラ
に出すのではなく、軍と外交が互いに協調しなが
ら出すことだ。
　これは歴史的にみてもそうで、権力が集中して
いる時に複数の判断が下るとき、矛盾する結果が
出る可能性がある。事前に調整ができればこう
いった問題は目立たなくなるだろう。

【閉会】
（JST中国総合研究交流センター 深澤調査役）
　時間となったため、本日の研究会をこれにて閉
会する。

（了）
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17 3 200810 4770 1 0 2 0 11 0

18 3 201311 5059 1 1 2 28 9 1
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中中国共産党政治的発展の90年間
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中中国共産党政治的発展の90年間：権勢地位と体制
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講演レポート

友好から理解、共同へ
（小岩井忠道　中国総合研究交流センター）
　新疆ウイグル自治区で長年にわたり文化遺産保
護研究事業や人材育成事業に力を注いでいる浄土
宗僧侶、小島康誉氏が6月4日、科学技術振興機
構中国総合研究交流センター主催の研究会で講演
し、新疆ウイグル自治区との相互理解促進にかけ
る熱い思いを語った。氏はこの中で、中国との関
係を友好から理解さらに共同へと進化させること
を提言した。

　小島氏と新疆ウイグル自治区との関わりは長
く、広く、深い。1982年以来、訪問した数は140回
を超す。日本政府の尖閣諸島国有化宣言で日中関
係が急速に悪化してもこの姿勢が揺らぐことはな
い。「今来られるとこちらが困る」。先方がしりご
みするのもかまわず、尖閣諸島国有化宣言後もす
でに6回、日中間を往復している。

　小島氏はまず、1930年ごろの古い地図を示し、
新疆地区が中華民国の一部とはいえ、ソ連、英領
インド帝国に接し、地政学的に難しい位置にある
ことに注意を喚起した。新疆ウイグル自治区を理
解するキーワードとして氏が挙げたのは「シルク
クロード」「他民族」「資源」「中央アジア経済圏セン
ター」「改革開放30余年」の5つ。古くから東西だ
けでなく南北交易の道であったため、多くの文化
財が残る地域で、ウイグル、漢、カザフ、回、モン
ゴル、キルギス、シボと文化を運んだ多くの民族
が住む地域であるという特徴を挙げた。

　石油、天然ガス、石炭、水資源などの開発が始
まっており、中央アジア経済圏のセンター、中国
の西の窓口として、大きく発展する時期にあるこ
とも強調した。

　この地域で小島氏が大きな役割を果たしてきた
のが、文化遺産保護研究事業だ。厳しい自然によ
る劣化や異教徒による破壊さらには外国人探検家
による持ち出し…。苦況にある文化遺産保護のた
め、1986年まずキジル千仏洞修復保存に乗り出す。
翌87年「日中キジル千仏洞修復保存協力会」を設
立、2年間走り回り、日本でほとんど知られていな
かったキジル千仏洞修復保存のため1億円余を集
め、寄贈した。キジル千仏洞を含む「シルクロード
天山回廊」は今年5 月、国連教育科学文化機関（ユ
ネスコ）の諮問委員会が世界文化遺産に登録を勧
告し、6月15－25日にカタールで開かれるユネス
コ世界遺産委員会で正式決定されることが決まっ
ている。

　隊長として1988年に着手した日中共同ニヤ遺跡
学術調査には、日本から仏教大学、早稲田大学、科
学技術庁（当時）、国学院大学、京都大学、龍谷大
学、京都埋蔵文化財研究所、奈良文化財研究所、橿
原埋蔵文化財研究所など、中国からは新疆文化庁、
新疆文物局、新疆文物考古研究所、国家文物局、中
国科学院、中国社会科学院、中国文物研究所、北京
大学、華東師範大学など隊員は日中合わせて60人
にも上った。調査の成果は、報告書の他、仏教大学
や北京大学、ウルムチで開かれた国際シンポジウ
ムで報告されている。

新疆ウイグル自治区での相互理解促進30年

PROFILE
小島 康誉（こじま やすたか）氏　
浄土宗僧侶、佛教大学ニヤ遺跡学術研究機構代表、中国新疆ウイグル自治区政府顧問

1942年名古屋生まれ　佛教大学文学部仏教学科卒業　浄土宗僧侶
1960年高校卒業後、建材会社・宝石卸会社を経て、66年24歳で「宝石の鶴亀」（現As-ｍeエステール）を創業。93年
株式上場。96年創業30周年を機に54歳で社長を退任。
一方で1987年得度、僧籍に入り、88年佛教大学卒業。89年知恩院で伝宗伝戒。98年念仏行脚日本縦断成満。2006年
佛教大学客員教授（11年退任）。
1982年以来、新疆を140回以上訪問し各種国際貢献を実践。1987年「日中友好キジル千仏洞修復保存協力会」を設立し、
多くの人々の浄財を新疆文化庁へ贈呈。88年より「日中共同ニヤ遺跡学術調査」（文科省助成・中国国家文物局許可）を
開始し、王族墓地などを発見発掘、「1995年中国十大考古新発見」「20世紀中国大発見100」に選ばれるなど画期的成果

をあげ、研究や報告書刊行はなお継続している。2002年には「日中共同ダンダンウイリク遺跡学術調査」（国家文物局許可）を開始し、国宝級壁画を
発見、保護を実施し研究などは現在も継続中。また新疆文化文物優秀賞や新疆大学奨学金・シルクロード児童就学育英会を設立（累計約5,600人）、
各方面に政治家・行政・企業・大学等を紹介するなど、文化財保護研究・人材育成・日中間相互理解促進の3分野で約100項目を実践し続けている。
東日本大震災老残微力応援中。
編著： 「念仏の道ヨチヨチと」「ありがとう人生燃えつき店じまい」「シルクロード新疆の旅」「命燃えて」「涙のスプリングボード」「シルクロード・ニ

ヤ遺跡の謎」「スタイン第四次新疆探検档案史料」「見証新疆変迂」全2巻ほか

2014年6月4日（水）　15：00～17：00開催日時
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　氏はこの調査の際、連れて行った羊7頭のうち4
頭が逃げ出し、大変な手間をかけて探し3頭を連
れ戻したエピソードを紹介し、チームワークの重
要性を強調した。羊は中国人隊員にとっては特に
貴重な食料であるため、逃げられたのであきらめ
ようという選択は到底許されなかった、という。

　続いて2002年から始まった日中共同ダンダンウ
イリク遺跡学術調査にあたっても、友好、共同、安
全、高質、節約の「五大精神」を大事にしたことを
重ねて強調した。

　小島氏の重要な活動には人材育成事業もある。
1986年から始めた新疆大学奨学金により、これま
でに支援を受けた学生の数は4,390人に上る。1999
年から始めたシルクロード児童就学育英会は、学
校へ行けない児童、教材を買えない児童たち1,300
人を支援した。1998年から「希望小学校」という
名の学校建設事業も始めている。すでに建設済み
の学校は5校。まずウイグル族の通う地域に建設
してから、漢民族、カザフ族の通う地区に順次、建
設するということで、多民族が住む地域の特性に
配慮している。

　1999年から始めた文化文物優秀賞は、これまで
300の個人・団体を表彰した。

　その他数多くの寄付行為や各種代表団の派遣・
受け入れ、さらに出版、講演、写真展といった広報
活動の数々を紹介した後、新疆ウイグル自治区お
よび中国との関係は、友好にとどまらず理解、さ
らには共同に進化しなければならないと、次のよ
うに講演を締めくくった。

　北京大学や清華大学で講演した時、「新疆へ行っ
たことある人は」と尋ねると、手を上げるのは1ク
ラスせいぜい3人くらい。北京や沿海州から見る
とそれほど遠い、ということだ。お互いを理解す
るというのは難しい。難しいから努力する必要が
ある。政府も民間も、経済や文化の面でも、相互理
解の努力が必要。日本だけ一生懸命やっているだ
けでも駄目だ。

　7年前には中国海軍の駆逐艦「深圳」が、親善訪
問で東京晴海ふ頭に寄航したこともある。翌年に
は海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」が中国湛江市
を訪問した。こんな時代に早く戻ってほしい、と
皆が思っている。国際協力で相互理解を促進しな
ければならない。国際協力は、平和を維持し、戦争
を抑止するために重要な活動だ。

　皆さん　魅力あふれる新疆ウイグル自治区へぜ
ひお出かけください。
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第73回　China Today：その深層に迫る
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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）
　本日は暑い中、研究会にお運びいただき感謝申
し上げる。本日は早稲田大学栄誉フェローで名誉
教授の毛里和子先生にお越しいただいた。言わず
もがな、毛里先生は日本の中国研究の大家でおら
れ、お手元の資料の通り、数々の大学で教鞭を取
られている。若い研究者の指導にも力を入れられ
ており、最近では「新しい日中関係を考える研究
者の会」というグループを立ち上げて日中関係の
再構築に向け精力的に活動されている。

【講演】
　今日はお暑い中、日中関係を取り巻く熱い話題
のためにお集まりいただきお礼を申し上げる。演
題は「China Todayその深層に迫る」としたが、ど
こまで深層に迫れるか、自信はないが、ともかく
始めたい。
　中国理解は大変に難しく、日中関係の解析も非
常に難しい。これまで40年、中国関係に携わっ
てきたが、このような状況になるとは夢にも思っ
ていなかった。もっと楽な道が待っているのでは
ないかと想像していたが、年を経るにつれ苦しく
なっているような気がしている。中国は「中国の
夢」を語っているが、私は「日中関係の夢」を語れ
ないまま終わってしまうのではないかと悲観的に
感じている。今日は日中関係そのものではなく、
中国を考えるにあたっての柱の部分についてお話
したいと考えているが、最後の方で日中関係にお
ける大事なポイントについていくつか指摘したい
と思う。
　私自身は上海に2年しか住んでおらず、それ以
外は短期訪問を重ねるに留まっている。ここにお
集まりいただいている皆さんはたいへんな中国通
だと伺った。お仕事等を介して何十年も中国と付

き合ってこられた皆さんは中国のことをよくご存
知だと思う。今日は、私の考える中国についてお
話しするが、皆さんの中国理解に多少でもプラス
になるところがあれば幸いだ。 

　初めに、中国が何故これほどに問題になるのか
についてお話したい。例えば米国はたいへんに大
きな国で、日本との関係も極めて密である。日米
関係で揉めたことも無いわけではないが、米国は
中国のような問題にはならない。また、イタリア
研究をしている友人がいるが、とても幸せそうに
イタリア政治を分析し、イタリア料理を楽しみ、
優雅に研究を続けながらイタリアから勲章まで
もらっており、羨ましく感じてしまう。中国研究
はたいへんに苦しい。その差は一体何なのか。ポ
イントは3つあると思う。
　第一に中国は大き過ぎるということだ。日本の
ような小さな国にとってはあまりにも巨大すぎ、
かつ遅れてきた国、“遅れてきた大国”である。そ
して中国自身が非常に複雑な心理状態にある。近
代の“被害者”であるという自意識が極めて強烈
で、さらに日本こそが“加害者”であるという認識
を持っている。これは最初から具合が悪い。サイ
ズがちがいすぎる、遅れてきた中国とそれを踏み
つけた日本という構図が相対すると、それ自体で
難しくなる。
　二番目として、中国が少なくとも外部にとって
不確かで不透明であるということも問題をむずか
しくさせる。巨大である上に、不確かで不透明で
あることが日本にとっては脅威として映る。もし
これが透明で、政策がオープンであれば状況は随
分違っただろう。何が起こっているか分からない、
何を考えているか分からないということで脅威に
感じてしまう。
　私は長い間中国研究をしてきたが、実は中国は
単純だと考えた方がいいのかもしれないと思い始
めた。我々日本とそう大きな違いはない。人々が

China Today：その深層に迫る

PROFILE
毛里 和子（もうり かずこ）氏　早稲田大学栄誉フェロー・名誉教授
お茶の水女子大学卒業、東京都立大学人文科学研究科修了、日本国際問題研究所研究員、静岡県立大学国際関係学部教授、
横浜市立大学国際文化学部教授を経て早稲田大学政治経済学術院教授。2010年3月定年退職。2013年10月から「新し
い日中関係を考える研究者の会」代表幹事。
現代中国論・東アジア国際関係論が専門。中国から「国際中国学研究貢献奨」(2010年度)、日本では「石橋湛山賞」(2007
年度)、「福岡アジア文化賞」(2010年度)など受賞。2011年文化功労者。代表作は、『現代中国政治第三版』（2012年）、『グ
ローバル中国への道程̶外交150年』（川島真と共著、2009年）、『日中関係̶戦後から新時代へ』（2006年）、『周縁から
の中国民族問題と国家』(1998年)。

2014年7月17日（木）　15：00～17：00開催日時
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考えることは殆ど同じで、同じように権力やお金
が大好きな人間が多数いる。国際社会でパワーを
発揮したい、できたら軍事力も強化したい、富国
強兵は素晴らしい、日本人がそう思うのと同様に、
中国人もそう思うだけのこと。特にリーダーたち
はそう考える。中国を普通の国、普通の人々とし
て見直す必要があると思う。
　しかし、三番目のポイントは一番厄介だ。中国
は日本に対して債権国である。日本は少なくとも
道徳的な債務を負い続けており、これが辛い。道
徳的であるがゆえに、その債務は無限に大きく、
いつまでたっても無くならない。非常に厄介だ。
これをどうしたらいいかというのが政治家の仕事
だろう。戦前の日本の生き方のツケが戦後に回っ
てきている。戦後の政治家がどのようなアジア対
策を取るべきかという時、債務国日本が道徳的負
債をどう返すかということが大事になる。しかし
これが非常に難しい。加害者は一体いつまで加害
者で有り続けなければならないのだろうか。加害
者の烙印はいつ、どうしたら消えるのだろうか。
今の状態が続く限りは3世代4世代経っても消え
ないだろう。債権国中国、債務国日本という構造、
これが日本にとって中国が特殊に問題になる根源
かも知れない。

　今日の中国論の骨子となるものを最初に結論と
してお話ししたい。これは中国政治分析のポイン
トでもある。
　はじめに、中国の政治システムは超安定型だと
いうこと。共産党、政府・国家（国家には政府、議
会や司法部門－裁判所も含まれる広義の国家を意
味する）と軍という三つのアクターが三角形を作
り、三位一体になっている。三角形というのは安
定しており、どこか足が折れない限りは安定的に
進む。だからこそ、この30年にも及ぶ経済成長が
支えられ、今日にいたっても、決定的な綻びはな
いように見える。
　先輩の新聞記者から、外れるから“予測”はする
なと忠告を受けたばかりだ。私自身、近い未来は
予測できないと思っている。バイタルな綻びは無
いと言ったが、明日急にひっくり返るようなこと
があるかもしれない。例えば1989年の天安門事件。
あの時はテレビにいろいろな人が登場して解説と
予測をした。当時の主流は、動乱によって中国共
産党の支配は崩壊するとしており、その説を支え
るかのように、翌々年ソ連が崩壊した。いよいよ
中国も崩壊する、軍が割れて内乱が起こると明言
した人々もいた。しかし、いつまでもたっても内
乱は起こらない。このような例もあり、いかなる

状況下でも我々の手に余る“予測”はしてはなら
ないと肝に銘じた。ともかく、システムとしてみ
れば今の体制は安定型だ。
　それでは、現体制が安定的なのはなぜだろうか。
党と国家の関係を示した第一表を見てほしい。党
と国家を繋ぐパイプの役割をしているのは国家機
関に設けられた党グループという組織だ。教育部
というのは日本でいうところの文科省で、この党
グループは大臣と次官、参事官クラスの5、6人で
構成されている。一方、中国共産党の中では、行
政部門に相応する “小組”というグループがある。
“小組”は極めて大きな力を持っており、政治局の
4、5人のメンバーが“中央文教小組”として教育部
を直接指導している。“中央文教小組”と教育部の
党グループがぴったり照応しあいながら政策立案
と執行を行うというシステムは結構壊れにくい。

　この体制は1954年頃にできたが、1989年の天安
門事件前後に一度崩れそうになった。当時の党総
書記だった趙紫陽は改革派で、民主化を進めるた
めに党グループと小組を無くし、党と国家の関係
を断ち切ろうとした。しかし思うようにいかず、
結局、天安門事件で失脚した。いったん無くなっ
たかに思われた党グループと小組は復活した。以
降、この体制は続いている。柔構造で衝撃に強い
ということだ。
　しかし、次に強調したいこととして、最近起こっ
た大きな変化がある。これは鄧小平の下、中国自
身が選んだ道だ。国際的なルールに従う、対外的
にオープンにすると思い切ってドアを開いたの
だ。さらに市場メカニズムを導入した。現在の中
国はある面でどこよりも資本主義といえるかもし
れない。ところがその改革開放によって、共産党
－中国自身が大きな変化に直面することになる。
グローバル大国化し、社会構造が大きく変わった
のだ。かつては平等こそが第一の価値とされてい

【第一表　共産党と行政機関の関係  概念図】
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たものが、格差や差別が主流となった。農民のた
めの党、労働者のための党とされていたものが、
エリートの党に変わった。1990年代後半から、特
に江沢民時代に大きく変わっていったが、この本
質的変化により、さすがの超安定型メカニズムも
執拗なボディブローを受けている状態である。い
つまで保つだろうか。

　超安定メカニズムではあるが、アキレスの腱
がないわけではない。その一つに、軍というアク
ターをどう党の支配下に置き続けていくか、があ
る。この数十年間で中国がこれだけ巨大化しなが
ら安定推移した最大の理由は軍をコントロールで
きたからだ。余談だが、研究者が他国を分析する
際に、起こった変化は分析するが起こらなかった
ことは無視してしまいがちだ。しかし、起こらな
かった事の理由を分析すると事態は意外に分かり
やすい。そういう視点で中国を分析すると、1900
年代から今日まで中国で起こらなかったことの最
大の一つに、あれほど巨大な難しい体制の中国に
おいて軍事独裁政権が一度も権力をとらなかった
ことがある。袁世凱がやろうとしたことがあった
が、挫折した。1930年代に軍閥混戦で中国は混乱
に陥るが、これも軍事独裁とは違う。あれだけ大
きな国で軍事力が非常に大事にも関わらず、中国
の人々は軍事独裁という政権を選んではこなかっ
た。これは非常に注目すべき点だ。中国共産党は
断固として党が軍を支配しながら存続してきた。
この中国式シビリアン・コントロールは今のとこ
ろ生き続けている。
　先日、徐才厚という上将（大将）が捕まった。何
をしたか具体的に明らかにはされていないが、こ
れまで汚職腐敗で捕まった軍人の中では最高のポ
スト、政治家としても最高クラスだ。それが完全
に失脚した。実質、軍のトップだった徐氏の捕縛
が今後どのような嵐をもたらすか非常に注目すべ
きところだが、いかんせん情報が少なく憶測する
しかない。問題の鍵は、党と軍の関係から軍が自
立し、軍が政治に介入すると恐ろしい事態が生ま
れるかどうか、だ。
　第2のアキレス腱はリーダーシップ内の抗争だ。
S.ハンチントンという、時代を読むセンスのある
政治学者がいる。彼は1980年代後半から 90年代
にかけてのアジアあるいは東欧の遅れた国々の民
主化の動きを分析し、ある種の法則を導いた。そ
の法則の一つは、後発国において民主化が成長す
るのは経済発展の必然的な結果ではなく、リー
ダー集団が割れるためだ、とした。リーダーシッ
プの中が改革派と保守派に大きく割れる。平和的

に割れるため両グループは話し合いで決着しよう
とし、結果として非暴力的な民主化が実現する。
台湾しかり、韓国しかり、東欧の国々しかり。つま
り、社会主義体制を取っていた国々が民主化を実
現するには何が条件になるかといえば、経済発展
だけでは難しいということだ。抑圧体制で払うコ
ストをもうこれ以上払いきれないと考える人々が
分裂することでリーダー集団が割れる。
　中国でも1989年に割れたことがある。この時、
鄧小平は最終的に、信頼する8人の老人たちに意
見を求めた。学生たちが天安門の広場に集まって
いるがどうしたらよいか聞いたところ、老人たち
は軍隊で徹底的にやるべきだと言う。この時、鄧
小平ははじめて政治局の外から決断したが、これ
は共産党のトップ集団内部で分化が明示的に出た
唯一のケースだった。
　体制の一番大事なところを握っているリーダー
たちが、体制を崩してはならない、何が何でも共
産党独裁体制は守り切るという認識を共有するこ
とが中国の安定を最終的に保証する。利益絡みの
あれこれがあっても最終的にはそこで一致すると
いうのが現在の姿だろう。それがある限り、体制
の転換につながるようなリーダーシップ内の抗争
は出てきにくい。 
　第3の腱は複雑に影響を与えるだろう社会的緊
張だ。農村での暴動、都市部の住民の抗議行動が
どのような広がりをもたらし、政権にどのような
インパクトを与えるかということだ。
　そして第4が汚職腐敗の問題。これは体制それ
自体を衰退させる。前近代から現代をみると、王
朝は衰退し交代する。少々乱暴な言い方だが、共
産党による支配もある種の王朝と言えるかもしれ
ず、これまでの歴史的経験が参考になるかもしれ
ない。
　王朝はどういうときに滅びるか。第一に農民の
反乱がある。農民が食べられなくなり、ナショナ
ルな反乱が起きる。1860年代の太平天国の乱がそ
の典型だろう。1900年の義和団の乱もそうだ。こ
うした反乱が権力を蝕み、清朝は10年後に崩壊し
た。また内部からの腐敗もある。例えば、何故、国
民党は共産党に敗れたのか。軍事力や政治力が弱
かったせいもあるが、最大の要因の一つに、内部
腐敗が極めて深刻で民衆の信頼を失ったという
ことがある。崩壊の鍵を握っている第三の鍵は外
部からの侵略、あるいは外からの介入だろう。そ
の代表例が中国に対する列強の半植民地支配だ。
1930年代、国民党の支配が比較的うまくいってい
たにも関わらず、長く続かなかったのは、日本が
中国に侵攻したのが最大の原因だろう。
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　今の中国をみると農民の反乱も、内部の腐敗も
十分考えられる。しかし、外部からの攻撃につい
てはどうだろう。大国化した21世紀の中国に対し、
外部からの侵略や介入は考えられるだろうか。米
国でさえ中国の言うことを聞くようになっている
ことからすると、外部からの介入が中国を崩壊に
導くというシナリオは考えにくい。
　とはいえ、世界経済の変動に対しては中国は脆
弱である。米国に端を発した2008年の金融危機で
世界経済が混乱したとき、危機は中国をかすめた
ものの、何とか凌ぐことができた。が、韓国、タイ
といった国々は影響をもろに被った。何故中国は
大丈夫だったかといえば、即座に手を打ったこと
もあるだろうが、金融の市場化やグローバル化の
レベルがまだ初期段階だったおかげだろう。しか
し2010年代に入り、中国はグローバル市場の主人
公となってきた。もし、ニューヨークやロンドン
で再び大恐慌が起これば、今度こそ中国の奥地ま
で波及するかもしれない。19世紀半ばの太平天国
の乱やインド大反乱が世界経済の危機をきっかけ
に起こったことを考えると、外部からの経済危機
の襲来が中国にとって最大の脅威になるかもしれ
ない。

　先ほど、中国の体制は超安定型だと言ったが、
それではいつまでその安定が続くかを考える時、
使えるデータが非常に少ない。何故データが乏し
いかというと、公式データが非常に限定的かつ恣
意的で客観的なのが出てこないということと、調
査がしにくいという事情がある。米国の研究者の
やり方は巧みだ。中国で社会、経済、市場調査をす
る際は中国人の助けをうまく借りる。中国人とい
かにチームを組むかが肝要で、中国と共同研究協
定を結び、中国人研究者の名前をフルに活用する
のだ。例えば、ハーバードと北京大学が共同プロ
ジェクトで研究を行えば、中国ではお金も名誉も
手に入り、双方にとって非常に喜ばしい。一方、日
本の研究資金は僅かしかなく、名誉も与えられず、
彼らにとっては何のメリットも無い。日本人研究
者ができることは“調査”ではなく“参観”だと皮
肉られたこともある。だからこそ、この中国総合
研究交流センターなどが中心となり、中国と共同
研究を進めていくというのは非常に大事だ。黒子
役でもいい。そうすれば、日本の調査方法が中国
にとって強力な参照材料となり、中国の手助けを
することもできる。日本だけでは中国を調査でき
ない。中国の手を借りなければならないのだ。こ
れからの中国を知るためにも共同研究は不可欠
だ。公式データだけをいじっていても中国を分析

することは出来ないだろう。

　中国政治についての私の考え方の2番目のポ
イントは派閥問題だ。参考として紹介したいのは
朝日新聞出版から出した『21世紀の中国政治・社
会篇』という本で、テレビ朝日の人気キャスター
だった加藤千洋さんと元外交官の美根慶樹さんと
共同で書いたものだ。比較的世俗的な中央政治に
ついて出来るだけ読みやすく書いたが、そこで派
閥について述べている。2012年に名古屋大学出版
から出した『現代中国政治』という本は少し難し
いかもしれない。
　中国政治を語るとき必ず派閥問題が出てくる。
勿論それは日本も同じで、基本的派閥構造は政治
権力がある限り無くなるものではない。中国にお
ける派閥だが、共産党内では3つの分岐による派
閥がもっとも説得的だ。一つは出身によるもので、
共産主義青年団出身か、あるいは近親者に政治的
エリートがいるいわゆる“太子党”（日本でいう二
世議員、三世議員）か、という出身による違いだ。
二つ目が地域によるもので、例えば、2012～2013
年に重慶が大混乱したときの重慶派と広東派が挙
げられる。重慶派は保守的な原理派で、広東派は
海外と連携したい市場派だ。また、上海と北京で
は権力の独特の分布が政府内にも関係する。奥地
か沿海かというのも経済政策の違いを反映してい
る。
　三つ目が政策やイデオロギーの違いによるもの
だ。今の中国のイデオロギーは新左派と保守派、
リベラルの3つに分かれるといわれている。しか
し、その境界線をどこに引くかは難しい。新左派
は『烏有之郷』というサイトを持ち、毛沢東時代が
良かったとする非常に保守的な左派だ。保守派は
社会主義で共産党の一党支配を守ろうと主張して
いる。リベラルは民主化や自由化を支持し、経済
改革だけでなく政治改革も進めるべきとする。だ
がリベラルにも様々なリベラル派がいて、はっき
り三つに分けるのは難しい。あくまでも大まかな
傾向だと考える方がよい。

　それぞれが明確な派閥を形成するにはいたっ
ていないが、最近の顕著な動きとして利益集団が
政治の世界に出てきて注視されている。私自身、
2005年から6年にかけて、中国の外交は変わった
と感じ始めた。利益集団が顕著に表れているのは
海洋資源や石油資本を背景におく国有企業と、そ
こに関与するところの軍である。海洋覇権は、例
えば軍事費を増額することができるとか軍艦が何
艘も増えるなど、軍にとって極めて大きな利益に
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なる。実態は掴みにくいが、海洋資源や石油資本
をもつ国有企業と軍が関係することにより、強力
な派閥が形成されつつあると見ることは可能であ
る。
　南シナ海や東シナ海における昨今の強硬な中国
外交や軍の動きをみていると、大きな転換期がき
ているのではないかと思われる。軍と国有企業、
資源エネルギーグループが癒着した一種の超利益
集団が外交に関与しているのではないかと感じら
れることがある。あるヨーロッパの研究者はそれ
についてインタビューを中心に本を書いた （リン
ダ・ヤーコブソンなど『中国の新しい対外政策』
岩波現代文庫、2011年）。裏付け資料も無く、確た
る証拠も見つからないが、傾向としては対外政策
決定に際して外交部や政治局が非常に弱いのでは
ないか。習近平のリーダーシップの脆弱さにつけ
こんで、対外政策を左右する強力な利益集団が登
場したのかもしれない。
　派閥についての最後のポイントは、遠くない将
来、中国統治集団内に利益集団をもとにした明示
的な派閥が出てくるかもしれないということだ。
それは10年以上経つと共産党とは異なる政党にな
るかもしれない。非暴力的な多党制化への道は可
能性として否定できない。

　中国における国会、全国人民代表大会は、毎年
3月に2週間開催される。一応選挙はあるが、どん
な場合でも共産党の絶対的多数は保障されてい
る。第二表を見てほしい。第10期は2003年～2007
年までが任期だったが、この表の通り、代表総数
2,985人中、共産党党員が2,178人で72.98％、4人
のうち3人弱が党員だ。その前の第9期も同様の
傾向で、共産党員の比率が一番小さいのは1950年
代と60年代前半、文化大革命の前で随分と昔だ。
全体の4分の3を握っていれば何があろうが決め
られる。圧倒的に強い。このように中国は安定的

な体制ができており、なかなかひっくり返らない。
しかし執拗なボディブローがそのうち効いてくる
かもしれないと先程お話ししたが、それは一番大
事なアクターである中国共産党自身が変わってき
たからだ。それについて説明したい。

　これはごく最近のデータを使って作成した表だ
（第三表参照）。7月1日が中国共産党創立記念日の
ため、6月30日に党員データを公表する。黄色部
分はそのデータを利用している。党員数は昨年末
現在、およそ8,668万人で1億に近づいてきている。
ブルーカラーとされる労働者（工人）は8.5％、こ
れは2002年では郷鎮企業職工、農牧漁民と含めて
45％あったが急激に減っている。多いのは機関幹
部企業管理・技術要員である。
　学歴その他のところをみると、大学、専門学校
以上の学歴を持つ人が8,668万人の41.6％、およ
そ4割で3,500万人くらいだろうか。中国全体にお
ける大卒者の割合は5％に満たないのに、党だけ
だと40％強もある。つまり、共産党は中国全体を
反映しておらず、特殊にエリートが結集している、
尋常ではない集団だ。

　現在の中国の体制については経済学者を中心と
していろいろな議論がある。今の中国における括
弧付き資本主義は国家資本主義であり、一般的な
市場型の資本主義とは全く違うという見解が特に
米国から強く出ている。経済に国家が介入し、国
有企業を保護し、民間資本が強く抑えられている
として、米国は中国の国家的資本主義を批判して
いる。

　中国共産党のイデオロギー部門の中枢である中
共中央党学校には何故かリベラルが集中してい
る。最近、とりわけ年配の学者がリベラルで自由

【第二表　全国人民代表大会の構成】

【第三表　中国共産党の変身】
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に発言するケースが目立つ。その中央党校の杜光
氏や元新華社通信の記者だった楊継縄氏は新左派
の『烏有之郷』と対極にいる人達で、かなり言いた
い事を言っている。曰く、2006年以来、国有企業
が保護される政策が行われ、国有企業が進撃し、
民営企業が退いていると（国進民退）。その結果生
じたのが権貴資本主義と権貴資産階級で、学歴、
権力、財力の3つが集中したものを握って行う資
本主義が権貴資本主義だという。これを改めなけ
れば先々大変なことになると警鐘を鳴らしている
が、これは少数派だ。
　これは私の考えだが、資源・エネルギーにかか
わる巨大な国有企業、海洋資源と軍の共同体的な
関係は極めて大きい力をもって中国経済を支配し
ている。例えば、中国における石油価格は誰が決
めるかというと、国務院の中の発展と改革委員会
が決定権を持っている。発展と改革委員会はかつ
ての計画経済委員会で、日本でいうところの財務
省、経産省、建設省といった経済に大きな力を持
つ役所を全部集めたような組織だ。石油価格は市
場で動いているわけではない。特に資源関係－鉄、
石炭、石油、天然ガス－、自動車と通信モバイルが
寡占資本によって牛耳られている（2014年7月末
についに拘束された前政治局常務委員の周永康は
石油派のボスである）。
　データとしては少々古いが、Fortuneの2010年
世界企業ランキングから中国企業がどれくらい
入っているかを みてみると、国内ランクの10位ま
でが石油化学、天然ガス、銀行、通信、鉄道、保険
会社、銀行で、国内5位までが世界ランクの100位
内に入っている。いずれも国有ないし巨大な独占
企業でグローバル企業だ。

　次に、“体制の安定”を脅かす要素がどれくらい
あるかを見るために、負のインデックスを3点ほ
ど挙げて考えてみよう。1点目は社会的格差の問
題で、中国の社会科学院系列の研究者が出したジ
ニ係数からみてみよう。ジニ係数が0.35を超える
と危機レベルに入り、格差の大きさから社会不安
が募り、これが0.4以上になると大変な事態になる
という。中国の2008年までの変化をみると、2000
年が0.412、2008年が 0.458と上がっており、世界
銀行の評価でも2010年の段階で0.47としている。
中国のある研究者は2012年に0.61を超えたともい
う。格差は危機の臨界まで拡大しているようであ
る。
　次に、格差と関係がある階層化の状況はどうだ
ろう。かつて毛沢東時代の中国では平等であるこ
とに基本的な価値が置かれていた。貧しくとも平

等であるということが大事で、曰く、「不患貧　患
不均」（乏しきを憂えず、等しからざるを憂う）と。
人々は格差に対して強く反応した。これが経済の
成長にとっては大きな障碍となった。しかし、改
革開放の1978年以降、鄧小平の取った方針は格差
の是認で、一部の富裕層は出て構わないとした。
先に紹介した元新華社通信の楊継縄氏は、その結
果、階層社会が明確に出てきたと言う。

　楊氏は『中国当代社会階層分析』という本の中
で中国は5つの階層に分かれてきたとしている
（第四表）。彼は元新華社の記者ゆえ、自分が行っ
た1990年代の調査データをはじめ多くのデータ
を持っており、それを元に分析を行ったようだ。
2000年の状況として、ごく少数の最上部が下層
にいる多数の貧しい人々を支配しているとした。
トップの“上等階層”は中高級官僚、国有大型企業
の正副責任者などで、その概数は1,200万人、経済
人口中の1.5％だという。その下に“上中等階層”
（高級知識人、中高層幹部、国有・省有企業の中高
級管理要員、中型企業社長など）が2,500万人で
3.2％。この二層を合わせた4.7％に財が集中して
おり、およそ5％の富裕層が95％の人々を経済的
に支配しているとした。最下層である“下等階層”
は1億人以上、“中下等階層”には農民工が含まれ
るが、農民工だけでも2億人を超えており、それら
を合わせると5億人以上になる。中間層が多く出
て来れば安定的に推移するというのが社会学者の
視点だが、楊氏の分析によれば“中等階層”は極め
て弱いという。今後も追跡調査する必要があるが、
絶対的多数は貧困層で、ごく少数に富が集中して
いることが第2の負のインデックスになる。

　第3のインデックスは腐敗問題だ。これを調
べるのは難しく、残念ながら人の研究に依存せ
ざるを得ない。『Corruption Perceptions Index. 

【第四表　中国の階層化状況  2000】



33JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第73回　China Today：その深層に迫る

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

TransparencyInternational Annual Report』の表
によると、ポイントが高くなるほど腐敗認知指数
は上がる、つまり廉潔度が下がるということを意
味する。2011年データでは、中国は世界182ヶ国
のうち大体中間の75番目に位置している。調査開
始の2004年からみても腐敗の程度が下がってい
るということはない。現状をみると非常に深刻に
なっていると思う。『財経』の腐敗報道は体系的で
多数の客観的データが出ている。中国では珍しく
依拠できるデータを提供してくれる。私も、財経
のデータを使いながら中国の腐敗と官僚独占体制
について本を書いてみたいと考えている。

　さて、中国のグローバル化と脅威をめぐる話
題に移りたい。第五表は1990年と2020年予測の
GDP分布図である。1990年に中国が世界のGDP
に占めた割合は2％で日本は16％だった。東京で
オリンピックの開かれる2020年にはどうなるかと
いうと、IMFデータからの予測では中国が15％、
米国が22％、日本は6％となっている。たった30
年間で2％から15％への激変だ。今の成長が維持
されれば、この数字は17、8～20％にまでなるか
もしれず、そうなると米国と拮抗するような時代
に入る。

　もう一つ、中国の富国強兵的な状況を国防費の
推移にみることができる。軍事費は分かりにくい
ため中国の公式数字を使うしかないが、1988年か
ら2014年までの推移をみると、中国国防費が長期
に、急激に増加しているのが分かる。特に2000年
代に入ってからは毎年二桁成長によって、2004年
がおよそ2000億元、2014年が8000億元と、10年間
で4倍にも増えている。これが具体的にどういう
ことかは専門家が分析しているところだ。

　では、これから中国はどういう国になるのだ
ろうか。経済史家アングスの試算によれば、中国
のGDPが世界で占める割合が一番高かったのは 
1820年で、この時世界のGDPの32％を占めてい
たという。欧米では、最近の中国の高度成長をみ
て、欧米が世界の覇権を握ってきたのはたかだか
この300年でしかない、中国がかつて19世紀に3
割のGDPを持っていたことを思えば覇権の地位を
中国に譲らざるを得ないのではないか、という意
見も出ている。

　中国がかつてのように帝国になるかどうか、あ
るいはそれが望ましいかどうか。それを考えてみ
よう。帝国にはいくつかタイプがある。現代米国
に代表されるような覇権的帝国、あるいは清、明
王朝のような古典的帝国を頭におきながら、帝国
となるにはどのような条件が必要かを考えたと
き、藤原帰一氏の主張によれば、帝国になるため
の“条件”があるという。第一に世界に公共財を提
供できるか、どういう公共財か。第二に文化力を
提供できるか。例えば米国はミッションとしての
民主主義や自由を発信しており、それが世界の帝
国としての米国を支えている。それでは中国は儒
教を再生することによって文化力を提供できるだ
ろうか。第三に自分の周縁に自立的国民経済を許
さないグローバルな経済力を提供できるか。第四
に帝国になりたいという気持ちがあるか。世界秩
序のメトロポールたる「帝国」になりたいという
欲望があるか（藤原帰一『デモクラシーの帝国』岩
波新書、2002年）。
　これらを全て合わせて中国を考えると、今の段
階では難しいように思う。中国は世界に公共財を
提供することはできないだろう。世界的価値から
も遠い。文化的支配的価値については、人権問題
を取り巻く状況が大きく変わらなければ世界から
尊敬を得ることは出来ない。グローバルな経済力
は可能かもしれないが、帝国化するよりも巨大な
国民国家として主権を維持する近代的主権国家に
非常にこだわる。帝国への欲望を本当に持つかど
うかは疑問のあるところで、帝国としての中国を
想定しながらグローバルな状況を考えるのには無
理がある。

　中華帝国の時代、チベットやトルキスタンに対
して、王朝はかなり寛容な統治を行った。だが、近
代国民国家を希求する現代中国の周縁支配は厳格
である。昨今のウルムチやカシュガルなど南新疆地
区での悲劇的状況は明らかにおかしい。ウイグル
人に対する当局の対応は過剰反応としか言いよう

【第五表　世界のGDP分布、1990年，2010年予測】



34 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成26年度

がなく、悲劇の種をまいているようなものだ。これ
ではますます暴力の報復と連鎖が続こう。ウイグ
ルと漢族との間の問題は次世代以降も続くだろう。
　新疆における漢族は1949年には6.7％だったが、
2005年には39.6％に増えている。いつ増えたかと
いうと1960年代で、エネルギーや綿花という資源
を求めた漢族の幹部が開発のために大量に入って
きた。いわば国内植民だ。
　19世紀から20世紀、東トルキスタンと漢族の抗
争の歴史もある。日中和解が難しいながらも必要
なのと同じく、中国においては漢族とウイグル、
あるいはチベットと漢族との真の和解が必要だ。
しかしこれは極めて難しい問題になっている。

　さて、日中関係に入ろう。日中は、2012年から
非常に難しい構造に変わったという感触を持って
いる。価値、パワー、利益の三層構造レベルにイ
シューが綺麗に分かれていると処理しやすいのだ
が、今では歴史・価値レベル、パワーレベル、具体
的な利益レベルといった3つが絡み合って切り離
すことができなくなっている。つまり、日中はトー
タルな対抗関係に変わってしまったのではない
か。2012年9月25日に国務院が出した「釣魚島白
書」を読むと、問題は単なる領土問題ではなく、中
国は歴史問題などにも絡めて全面的抗争にしてい
くつもりではないかとさえ思えてくる。一部の利
益集団あるいは軍部が主導してやっているのかど
うかは分からないが、状況はこれまでの日中関係
とかなり違う。

　日中関係の構造が変わったことを示す三つの
状況がある。一つは、対抗のレベルが、価値・バ
ワー・具体的な利益レベルと三つのレベルすべて
になっていること、もう一つは，長期にこの対抗
が続きそうなこと、さらに、双方とも相手に対し
て原理主義的に対抗しようとしていることであ
る。安倍政権は、「戦後体制からの脱却」、「普通の
国」を狙っているし、他方中国は、150年来列強に
支配されてきた「怨み」を晴らし、「一等国」とし
て認知されることを求めている（王緝思・北京大
学教授の『朝日新聞』インタヴュー＜2012年10月
25日＞）。
　異論もあろうが、私には安倍政権の対中、安全
保障政策はネオコンサバティズムにみえる。中国
は安倍氏を古いナショナリストとみているが、そ
うではなく、彼は、憲法9条を頂点にするところの
戦後の平和主義に対するリベンジとして自衛防衛
力をもった「普通の軍事大国」にすることを目標
にしているのではないか。そして、それを支持す

るネオ・ナショナリストが彼を支えている、そう
いう意味で原理主義的だと思う。
　一方、習近平は「中国の夢」といっているが、近
代150年の怨みを晴らすことだけでなく、昨今の
きびしい外交行動を見るにつけ、例えばサンフ
ランシスコ条約から排除されたような「冷戦期の
不当な扱い」に対してのリベンジを狙っているよ
うである。だとすれば、これからの日中抗争は相
当にきびしいものになることを覚悟しなければな
らない。日中両国とも政治的リーダーの役割はき
わめて大きい。両国の政治家は、まず、紛争を軍事
化させないための緊急措置を講じる責任がある。

　もう一点付け加えたい。ウルトラ・リアリスト
の国際政治学者閻学通教授（清華大学）が朝日新
聞のインタビューで、現在中国が持っている二国
間関係を4つにタイプに整理した。一つは友好・
協力の関係（ロシア）、２つ目は 普通の善隣協力関
係（ドイツやフランス）、3つ目は新型大国関係 （時
に戦略的に対立するが、時に戦略的に仲良くやる
という対米関係）。そして4つ目が対抗の関係で、
日本がこれに当たる、とした（『朝日新聞』2014年
4月11日）。こうなると、日中の今日の対立は単な
る島をめぐる領土の紛争ではなく、全面的対抗の
関係となり、改善への展望も見えにくくなる。

　最後に、日中関係を建て直すための私の考えを
述べたい。ご異論はあるかもしれないが、「尖閣は
日中暗黙の了解説」について紹介したい。1979年
5月31日の読売新聞の社説は尖閣問題は棚上げに
なったと主張している。日中間暗黙の了解の棚上
げゆえ、これを紛争の種にしてはいけないとはっ
きり主張した。このラインは変わってしまったの
だろうか。1972年に「触れないでおこう方式」で
処理し、78年には非常に曖昧ながら両国信頼関係
のもとに棚上げで暗黙の合意ができそうだとして
いたものを、今、双方で取り消し合っているよう
なものだ。国家のリーダーたるもの、かつて相手
国と合意にたどりついたことを継承する義務が必
ずあるはずだ。また、主要メディアの社説は当然
引き継がれるべきだ。『読売新聞』がこの社説を公
式に取り消したということは聞いていない。

　去年の秋、中国研究者の有志が集まって「新し
い日中関係を考える研究者の会」を立ち上げた。
今秋11月30日には中国総合研究交流センターと
共催で「国際和解学シンポジウム」を開催させて
いただく。どういう議論が出てくるか分からない
が、政治団体ではないので学術的な議論を行いた
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い。次代に引き継いでいくためにも、我々は日中
和解への道を探り当てないといけない。会として
の力は小さいかもしれないが、研究者たちが努力
することで、少しでも改善に寄与したいと考えて
いる。中国総合研究交流センターには多大なご協
力をいただいており、この場を借りて改めて感謝
申し上げたい。
　ご清聴ありがとうございました。

【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） 
　整理されたお話で重層的構造が分かりやすかっ
た。ご質問のある方は挙手を。

（フロア）
　日中関係を今一度平和な状況にもっていくため
には信頼を構築するという話が出たが、そのため
には何が必要なのだろうか。今の中国の状況をみ
ると、問題になっているのは腐敗や国内の安定的
成長の維持で、そういったところに重要な点があ
るように思える。我々が信頼を得るためには、環
境や生活といった市民に直結したところを支援し
ていくことが役立つのではないだろうか。そして
それはアジア全体の成長にも共通に結びつくよう
に思う。今、日本はPM2.5など環境問題を支援す
るといっているが、それはどの程度、中国の人々
の信頼構築に役立つだろう。その辺について先生
の見解を伺いたい。

（毛里）
　日本と中国の関係は難しい。日本にとって中国
が難しいように、中国も日本をどう扱っていいか
分からないのだと思う。中国は外交がうまいは
ずなのだが、日本に対してはそうではない。思う
に、日中にとって大事なことは、相手に対する敬
意だと思う。中国国内にもいろいろな意見や問題
があるが、それらは中国人自身が解決すべきこと
であって、私たちが大きく介入することではない
かもしれない。私たちは伝統中国に対する敬意を、
貧困の大国が30年でこれだけ豊かになったこと
に対する敬意を表明しないといけない。日本の援
助だけで成長したわけではなく、中国自身が選ん
できた政策ゆえの成長でもある。特にリーダーが
敬意を表明することが大事だ。例えば、1998年に
小渕総理と金大中大統領が見事な共同宣言を出し
た。日韓関係が今何故こうも悪くなってしまった
のかきちんとした分析が必要だが、1998年に優れ
た共同宣言を出した両国の関係は必ず元に戻れる
と信じている。日中間でもリーダーが相手への敬

意を表明することが大事だ。日本だけでなく、中
国もそうする必要がある。戦後の日本の平和主義
が東アジアにどれだけ貢献しただろうか。日本の
アジアへの貢献を中国も認めなければいけない。
リーダーたちはパラダイム転換をしてほしい。も
し、今それをやれば、最悪な状況は避けられるか
もしれない。中国でも環境問題への関心は高く、
市民運動も出ている。パラダイム転換の一つとし
て、環境技術や環境と経済といったところで日本
が提示できることはたくさんあるだろうし、環境
分野での優れた経験を日本はアジアの公共財にし
ていくことが必要だ。

（フロア）
　日中関係について経済的観点から伺いたい。日
本企業は今や中国なしではやっていけない状況に
なっている。三菱UFJフィナンシャルグループは
中国本土で1兆5千億円以上貸し出している。これ
は前年度比で40％以上の増加で、金利が6％とし
て手数料だけで一千億円にもなる。他のメガバン
クも同様だ。また、日立や三菱重工といった企業
にとっても中国は米国以上のマーケットになって
いる。例えばピジョンだが、日本では赤ちゃんが
減っているのに、5年連続で最高利益を更新して
おり、その売り上げの半分は中国だ。政治的には
難しい構造になっていても経済的には違う面があ
る。日本企業がおよそ2000万人も雇用しているこ
とから、中国は日本企業を追い出せない。複雑な
構造の裏側で日中の経済が一体化している。政治
面の対立は解消できなくてもこのような経済関係
が続くのか、もしくはどこかで壊れることがある
と覚悟しないといけないのだろうか。先生の観点
をお伺いしたい。

（毛里）
これは非常に難しい質問だ。2005年頃だったろう
か、かつて小泉総理が靖国に参拝していたとき、
経団連ではなく同友会だったと記憶しているが、
日中関係は経済にとっても大事ゆえ参拝を見合わ
せるべきだという声明を発表したことがある。財
界がああいういう形で動くのは珍しいことだっ
た。しかし今はその頃と状況が異なる。安倍首相
の企業優遇政策に財界が遠慮するところもあるか
もしれないが、財界も動きにくくなっている。お
そらくは日中の経済関係をこのままにしていてい
いということではないと思う。とすれば、どこか
で財界が日中関係改善にはっきりイニシアチブを
とることが大事で、そのタイミングも重要だろう。
財界の動きに期待したい。
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　日中双方、政界の中枢は身動きできない。こう
なると財界だけではなく、例えば福岡では中国の
船が来ないと経済的にだめだというように、地方
にもいまの日中関係を改善するイニシアチブを
取ってほしいと願っている。

（JST倉澤副センター長）
　司会から恐縮だが、一点伺いたい。
　閻学通氏の新聞インタビューだが、その前の
インタビューでも西洋的価値観や民主主義、人権
に対しても否定的で、それが全てではないという
言い方をしていた。つまり、普遍的価値とは何か
ということで、何よりも中国の徳が上位に位置す
るという考え方に驚いた。これは中国国内でどの
くらい支持を集めているのか、またはネオコンサ
バティブの一部の意見にすぎないのか。

（毛里）
　閻氏がどの程度正直に話しているかは分からな
い。政治的な配慮をしながら波及効果を考えつつ
発言していると思う。2010年頃だったか、中国が
グローバル大国で日本を追い越すというときに、
中国の学界で中国モデル論というものが流行し
た。発展途上国の一つのモデルとして、権威主義
体制が経済に寄与し、国家資本主義によって経済
発展が可能だとするもので、それにより成功モデ
ルとしての中国の経験を評価するというものだ。
中国モデル論支持派は保守派であり、対外政策で
も強硬派を構成している。 
　しかし中国の学界は比較的健全で、また多様で
ある。一元的なものと捉えると間違いをおかす。
我々が接する人達の中にも市民派もいれば閻氏の
ような人もいるし、グローバリズムに近い人もい
る。様々な議論が展開されており、今のところ学
界の主流を中国モデル論が占めているとはいえな
いと思う。ただ、領土問題をめぐる議論が出ると
ナショナリズムに反することは言いにくくなり、
それが一種の罠のようになる。中国内のインテリ
はそういった風潮の中で発言するので、発言の読
み取り方は慎重でなければならない。

（フロア）
　10年程前に中国の人と話をしたら、「中国はいざ
となったら絶対に損となることはしないので戦争
はしない。香港返還の際も、結局何も無かったの
で大丈夫だ。」と言っていた。また、「13億14億の
人間を束ねるためには命令で抑えるしかなく、そ
れを納得していくしかない」とも言っていた。こ
の観点について先生はどう思われるか。

（毛里）
　経済的利益が彼らの思考の中心であり核心であ
るというのはその通りだと思う。先にもお話した
通り、起こったことではなく起こらなかったこと
を考えると、過去に軍事独裁は起こっていない。
毛沢東は冷戦期に米国ときびしく対決しながら、
ベトナム戦争に決して介入しようとはしなかっ
た。軍事的な戦争がもたらす悲劇を避けるという
判断があったと思う。
　たが、日本が注意すべきことは、中国は政治的
目的を達成するために敢えて軍事行動を取る場合
があるということだ。例えば1979年2月、中国は
ベトナムを「懲罰する」と出兵したが、一ヶ月も
たたないうちに撤兵した。当時、軍事的目標はな
く、単にベトナムを「成敗」すればいいという政治
的意図だけだった。尖閣問題で心配なのは、この
ようなことを中国がするかもしれないということ
だ。尖閣を占領するためではなく、政治的目的の
ために軍事行為を行う。それこそが恐ろしい。日
中は国防省と防衛省間で衝突を回避するためのメ
カニズムを大至急作らなければいけない。
　ご質問の「納得か命令か」ということだが、上か
ら下への力は極めて大きい。それが中国人にとっ
て一番落ち着く形なのだろう。下から上というの
は馴染まないし、時間もかかる。鄧小平も下から
上、三権分立などまどろっこしいことはやってい
られないとした。民主主義はまどろっこしいしコ
ストもかかる。なおかつとても壊れやすい。それ
でもこれまで存在した制度の内、民主主義より優
れた制度はない、というのが今の政治学の考え方
で、中国の一般市民がそう思うようになるには、
まだ一定の時間が必要なのかも知れない。

【閉会】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤副センター長）
　本日は長時間ありがとうございました。

（了）
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【開会・講師紹介】
（東京都日中友好協会 小野）
　皆さんこんばんは。本日の司会を務めさせてい
ただく東京都日中友好協会の小野と申します。ど
うぞ宜しくお願いします。
　今夜は程永華中日特命全権中国大使をお招きし
ての東京都・北京市友好都市提携35周年記念講演
会にお越しいただきありがとうございます。
　程大使のご略歴をご紹介します。大使は1954年
9月生まれ、吉林省のご出身です。大学卒業後、足
掛け17年、中国駐日本大使館に勤務し、書記官、
参事官、公使参事官、公使を歴任されました。2010
年より駐日全権大使に着任されています。通産21
年と、日本と深い関係をお持ちです。
　講演に先立ち、NPO法人東京都日中友好協会 宇
都宮徳一郎会長からご挨拶申し上げます。

（東京都日中友好協会  宇都宮会長）
　皆さんこんばんは。本日はこの素晴らしい会場
で程閣下にご講演いただくというたいへん貴重な
機会を得られました。程閣下は2010年から駐日特
命全権中国大使にご着任されていますが、このよ
うな両国間の状況において、閣下ご夫妻からは長
期間にわたり友好交流活動へのサポートをいただ
いています。閣下はさまざまな地域でご講演され
ていますが、東京を地元とする我々は閣下の話を
直接伺う機会がなかなかありませんでした。それ
が偶然にもこのような大事な時期にまたとない機
会に恵まれたいへんに感謝しています。
　東京と北京は1979年3月14日に友好都市として
提携しました。今年、舛添氏が新しく都知事に就
任され、早速4月に北京を訪問されました。私共も
知事にお会いする機会をいただき、我々が行う民

間の草の根友好交流活動についてのご理解と、そ
れをサポートいただけるというお話を頂戴しまし
た。東京都と連携し、こういう時期だからこそ民
間の交流活動を両国でしっかりと進めていかなけ
ればならないこと、そして東京と北京が首都同士
として仲良くすることがいかに大切かを知事にお
話しし、また知事からもいろいろとご教示いただ
きました。このような時期に程閣下のお話を伺え
るのは非常に嬉しい限りです。今夜は皆様ととも
に大事なひと時を過ごさせていただきたいと思い
ます。皆様のご参集に感謝申し上げます。宜しく
お願いいたします。

（東京都日中友好協会 小野）
　続いて独立行政法人科学技術振興機構（JST）中
村道治理事長からご挨拶申し上げます。

（JST中村理事長）
　本日は駐日特命全権中国大使程永華閣下をお迎
えしてご講演いただくことになり、たいへん光栄
に思います。今年は東京都と北京市が友好都市に
なり35周年ということで、東京都日中友好協会と
JST中国総合研究交流センター共催で本日の記念
講演会を開催することになりました。
　JSTでは早くから北京事務所を設置しています。
また中国総合研究交流センターを立ち上げるな
ど、一貫して中国との学術交流を積極的に進めて
います。9月10日から東京で開催される「日中大
学フェア＆フォーラム 2014」と「イノベーション・
ジャパン2014」は中国から30の大学と研究機関が
参加して、国際産学連携の新しい潮流となる本年
最大の科学技術イベントです。また、今年4月から
始まったアジアから青少年を招へいする「さくら
サイエンスプラン」では、多くの中国の若者が日
本の最先端技術に触れ交流を深めてもらっていま

東京都･北京市友好都市提携35周年と今後の中日関係

PROFILE
程 永華（てい えいか）氏　駐日特命全権中国大使
1954年9月生まれ。中国吉林省出身。大学卒業後1977年より足かけ17年、中国駐日本大使館で勤務し、書記官、参事官、
公使参事官、公使を歴任。2010年より駐日全権大使。（通算21年） 

2014年9月4日（木）　18：30～20：00開催日時

NPO法人東京都日中友好協会共催
東京都・北京市友好都市提携35周年記念講演会



38 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成26年度

す。さらに「環境問題」や「防災対策」、「日中機械
翻訳」などについて、中国教育部や科学技術部、中
国科学院、国家自然科学基金委員会などと広範な
協力を進めさせていただいています。両国を取り
巻く状況は厳しいところですが、程大使には格段
のご理解、ご協力を賜っており、これら交流事業
が円滑に進められることに心から御礼を申し上げ
ます。本日の講演テーマは「東京都・北京市友好
都市提携35周年と今後の中日関係」ということで
すが、今後どのようにして相互理解と若者同士の
交流を深め、日本と中国が互いに手を携えて未来
に向かっていけるか、大使のお話をじっくりと伺
わせていただければ幸いです。宜しくお願いいた
します。

（東京都日中友好協会 小野）
　それではたいへんお待たせしました。程永華大
使にご登壇いただきます。

（会場拍手）

【講演】
　皆さんこんばんは。今日は会場にたくさんの方
がお見えになっていますね。この講演会は当初、
東京都日中友好協会の宇都宮会長から私の家内に
持ちかけられた話でしたが、私がピンチヒッター
を務めることになりました。（会場笑）お越しの皆
さんは主に東京都日中友好協会と科学技術振興機
構の会員だと聞いています。どういう話をしよう
かと考えましたが、東京と北京の友好都市関係が
35周年と大きな転機を迎えたこと、また中国との
関係がどうなっておりこれからどうなるのか、普段
私がお付き合いしている各界の方々が関心を寄せ
ているような趣旨を中心にお話しようと思います。

　先ほど宇都宮会長や中村理事長からもお話が
あったように、東京都日中友好協会と科学技術振
興機構はそれぞれ多様多彩な友好交流活動を進め
ています。交流活動は着実に成果を結んでおり、
近年では大学の交流や高校生の交流が進んでい
ます。状況が難しい中においても、友好の実が結
ばれているという感触があり、両機構と会員の皆
さんの努力に心から敬意を表したいと思います。 
　今年は東京都・北京市友好都市提携35周年。35
年前の1979年、私は東京の大使館で平の職員とし
て働いていました。当時のことは昨日のことのよ
うに鮮明に覚えています。友好都市提携以来、両
都市の皆さんの努力の下、両者の関係は着々と進
み成果を得ています。経済、科学技術、文化教育、

医療衛生、危機管理など多くの分野で交流を進め、
それぞれの発展を促進しました。また、北京市の
中日友好協会と東京都日中友好協会の努力のもと
多様な民間交流活動が広げられ、多くの市民に成
果が還元されています。しかし近年は一部の障害
があり、東京と北京の関係が厳しい困難に遭いま
した。交流と協力が滞り、難しい時期となりまし
た。そのような中、舛添要一氏が都知事に当選し、
両者の関係は大きな改善の契機を迎えたといえま
す。私個人と舛添知事はもとより長い付き合いを
しており、お互いに古い友人です。知事はそれま
での政界での経歴や中国との交流もあり、いろい
ろと相談してきました。このような関係から、知
事が当選したその日に祝電を打ち、知事からも電
話をもらいました。その後、お祝いの訪問をした
のですが、中国大使が都庁に入るのは16年ぶり
だということで都としてはたいへんな出来事だっ
たようです。アームストロングの月上陸時のセリ
フに例えて、東京都と中国の関係においては小さ
な一歩を記す歴史を作ったなどと知事と話しまし
た。（会場笑）知事は4月に北京を訪問しましたが、
東京都知事の公式訪問は実に18年ぶりで非常に感
慨深いものがありました。知事の訪問は成功し、
北京と東京の関係は難局打開、さらなる前進へと
方向付けられました。特に環境保護や省エネ分野
の協力、オリンピックの経験共有といった協力で
コンセンサスを結び、両地の発展にお互いが積極
的な役割を果たし、学びあい促進しあうことを期
待しています。北京、東京といえば世界的な大都
市です。北京の人口は2000万、東京は1300万、合
わせて3000万人を超えます。GDPを合わせるとお
よそ1兆3千億ドルになります。両国の友好都市
関係の中でも最も重要かつ潜在力のある関係だと
いえましょう。未来を展望すると、東京と北京は
相互に環境保護都市建設やオリンピックなど、社
会全体の経済、科学技術協力だけでなく、人々や
文化的な市民交流を拡大し、北京市民と東京都民
双方にとって大きな幸せをもたらすような交流が
促進されることを期待しています。

　現在の中国と日本の関係は、あまりに複雑で一
言では言い表せない状況だというのが正直なとこ
ろです。しかし両国の関係は世界からも注目され
ています。これをどのように理解すればよいか整
理し、皆さんが直感的かつ全面的に理解しやすい
よう3つの言葉にまとめて説明したいと思います。
　まず一つ目は中国と日本の関係は「深い」とい
うこと、深さという言葉です。両国の交流の歴史
は2000年あり、古来より聖徳太子や遣隋使、遣唐
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使、近代に入ってからも深い交流があり数々の逸
話を残しています。大きくとらえると文化、宗教
や観念－社会科学分野といった分野、細かくみる
と文字や建築、服装、あるいはお茶といったよう
な分野のエピソードがたくさんあります。いつも
私がお話させていただくのは両国の文化の共通点
が多いということです。日本では近年、「価値観」
という言葉がよく使われますが、それはイデオロ
ギーでいう「価値観」として使われていて、別の意
味があるように思います。文化としては中国と日
本が最も近く、共通の言葉が多い文化ではないで
しょうか。例えば水墨画や漢字、書道はお互いが
同じ「価値観」で鑑賞できます。作品の良さが同じ
「価値観」で分かるのです。しかし他の文化圏で観
賞されると、水墨画は白と黒しかなく、文字もど
ういう意味か分からない。中国と日本の人達だか
ら分かるのです。2012年1月に「清明上河図」とい
う絵が東京国立博物館で展示されました。この絵
が海外に出るのは初めてで、まさに空前絶後、今
後はもうないだろうと言われています。「清明上河
図」は故宮に保管されており、北京でも3年に1度、
12、3日だけ風通しのために出すだけです。北京以
外では瀋陽、上海と香港10周年のときに展示され
ました。香港での展示が2007年、その後が2012年
1月の東京です。あまり大きな声では言えないの
ですが、この絵が何故東京に来たかというと、実
は 1985年以来の友人である文化部長に私から一
生懸命お願いしたのです。こんなに素晴らしい絵
を外国に見せないのは勿体ない、外国に見せるな
ら日本だ、日本人ならこの絵の良さが分かる、と
説得しました。文化部長が動いてくれた結果、日
本での展示が実現したのです。この時に「清明上
河図」だけでなく北京の故宮に保管されている多
くの国宝級の絵が展示されました。通常、中国の
文化財の展示会では一級文化財の展示は20％まで
と規定されているのですが、この時は46％にもな
りました。おかげさまで日本全国から毎日、多く
の人が来てくれました。短くても朝から2時間以
上待ち、長いときは5時間待ちという大行列で、館
長が外で待っている人にお詫びをしたところ、「見
られればそれでいい」と言われたエピソードもあ
ります。そしてお客さんは一度入ったらじっくり
見たいのでなかなか出てこない。通常、夕方5時
で閉館するところがこの時は夜の9時になってい
たそうです。両陛下も皇太子殿下も熱心にご覧に
なったということでした。
　文化交流に関する話はいろいろとありますが、
長い歴史を持つこのような交流が両国民の心に深
く刻まれ、親近感に繋がるのではないかと思います。

　2番目の言葉は「重要」です。中国と日本はどの
時代においてもアジアだけでなく世界において重
要な国といえます。お互いに最も重要な二国間関
係の一つですし、今は難しい関係にありますが、
政府の公式発言でもそう言っています。両国民
にはこの重要性に対する認識があり、浸透してい
るのではないでしょうか。国民同士の親近感は下
がっていると聞ききますが、それと同時に両国の
世論調査では 70％以上が相手国との関係は重要
で改善すべきだとのデータもあります。
　それでは何が「重要」なのでしょうか。政治的に
は、国交正常化以降、4つの政治文書が結ばれてい
ます。そこではお互いの関係についての規定やこ
れまでの認識、将来の方向といったことが全て決
められています。経済貿易においては双方向の輸
出入額が3000億ドルを超えています。昨年、中国
では日本は5番目位に下がりましたが、日本にお
いては依然として中国が1、2番目の貿易相手であ
りお互いが重要なパートナーといえます。地理的
往来も500万人、昨年は少し減りましたが、それで
も400万人を超えており、国交正常化の時期に比
べると人々の往来は随分増加しています。友好都
市の縁組も250組を越えました。日本側の統計で
は300組を超えていますが、これは中国では友好
提携の規定書の内容から違う分類整理をしている
ためです。いずれにしても、両国はお互いに友好
都市の提携で一番大きな相手だといえます。この
ような関係は双方の国民や科学分野に着実な利益
をもたらしたと思います。
　交流の成果を振り返るときは先人の努力を忘れ
てはいけません。国交正常化の時だけではなく戦
後にも関係が正常な時期がありました。多くの両
国の指導者や各界の人々がたいへん尽力しまし
た。当時、「民をもって官を促す、経済をもって政
治を促す」というスローガンがあったように、お
互い一生懸命に発展のための努力をして国交正常
化を推し進めました。それは1972年に大きな流れ
となり、国民の声となり、最後には中日共同声明
が発信され正式に国交が結ばれました。その中に
は東京都日中友好協会の現会長のおじいさんであ
り東京都日中友好協会初代会長、また日中友好協
会3代目会長の宇都宮徳馬先生もいらっしゃいま
した。先生は非常に優しい方で、政治的にしっか
りした信念を持たれていた印象が強く残っていま
す。中国には「水を飲む時、井戸を掘った人のこと
を忘れない」という言葉があります。生涯、友好の
ために力を尽くされた先生がいらっしゃる。友好の
ために努力した功績や精神が歴史に残る。それを
後人が受け継ぎ前進しなければいけないのです。
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　さて、中日関係について3番目の言葉は「複雑」
です。複雑さは現在の関係の一つの特徴です。今
日は一つ一つの問題についてお話する時間はあり
ませんが、近年は重大な困難あるいは厳しい局面
が続いており、歴史問題と領土問題が長じて軍事
安全保障面における相互不信が深刻になっていま
す。先ほど、私の略歴が紹介されましたが、私は仕
事としては日本に21年、留学時代を入れると26年
の滞在になります。他国の大使も私の滞在期間の
長さに驚きます。おそらく東京駐在の外交官の中
で一番長いのではないでしょうか。中国政府の中
でも一番長いと思います。国交正常化の翌年に日
本に留学し、1977年から仕事を始めました。両国
の関係を自分の目を通して見て、仕事として直接
携わってきました。この40数年の歴史や経緯を眺
めても現在の関係は非常に複雑で厳しい局面にあ
り、このような事態は国交正常化以来初めてだと
思います。長年東京に住み対日関係の仕事を担当
する古参の外交官として、深く心が痛みます。何
とか、あるいはどうしたら解決の糸口が探せるか
を常に考えています。

　中国と日本がお互いの関係を正常化するときに
最も大事なのは、歴史と現実という二つの要素に
勇敢に向き合ってこれを処理するところにあると
思います。過去の不幸な歴史をどう扱い、どのよ
うな態度で臨むか、お互いが事実をどう位置づけ
して付き合うか、そのようなことを常に調整して
確立しないといけません。近代史、現代史におい
て、中国が日本軍国主義の侵略を受けたのは苦い
教訓であり不幸な歴史でした。周恩来首相は両国
の関係を「2000年の友好、50年の不幸」という言
葉で総括しています。国交正常化は歴史問題や関
連する領土問題の適切な処理を踏まえて実現され
ました。国交正常化の基盤があり政治的基礎は成
されています。両国の健全な発展を保つには当時
の約束や共通認識を守り、歴史問題を直視して戦
争責任を明確にし、過去と一線を画さなければい
けません。領土問題については日本政府が 2年前
に島を購入して国有化という措置を取りました
が、それは過去の双方の了解事項と共通認識を否
定したことになります。歴史問題に関していえば
Ａ級戦犯を祀っている靖国神社に政府要人が参拝
し、戦争の責任と認識を曖昧にしたことは中日関
係に大きな政治的障害をもたらしました。関係を
改善するにはやはり日本側が誠意と責任をもって
障害を取り除いてから初めて改善できるのではな
いでしょうか。
　両国の関係の複雑さが相互信頼の深さにもいえ

ますが、これはお互いの認識にも関わります。日
本にとって中国はどういう国なのか、中国にとっ
て日本はどういう国なのか。これを客観的に認識
しないといけません。しかし現在、日本のマスコ
ミをみると対中感には大きな変化があると感じま
す。新聞報道においては中国の顔に泥を塗って悪
口をいうのが流行っているように思います。中国
のここが悪いとか、上海で鶏肉がどうのこうの、
そういったことを面白半分に書いています。さら
に政治的には中国が巨大化して怖い、中国の脅威
というような記事が多く見られます。そしてそれ
を口実に、国内の軍事安全政策に利用するという
傾向があるのではないでしょうか。これは中日関
係にマイナスの影響をもたらすだけではありま
せん。周辺国は日本が戦後の平和的発展の道を維
持するかどうか注意しながらみています。 

　以上、現在の中日関係と現状認識について3点
申し上げました。中国と日本は引越しができない
隣国です。丹羽大使はよく講演の中で「中国と日
本は離婚できない夫婦」と表現するとのことです
が、私は「引越しできない隣国」と表現したいと思
います。友達は選ぶことができますし、ご近所も
場合によっては避けることができます。けれど隣
国はどんなに嫌いになっても引越しできません。
歴史的な経験や教訓、関係の重要性からみても両
国は平和的に付き合うべきです。和すれば共に利
益なり、戦えば共に損ずる、傷つける、ということ
です。つまり平和友好という選択肢しかないので
す。現在の複雑で難しい局面は双方にとってマイ
ナスで、アジア地域や世界の心配にもなっています。
中国は中日関係を重要視しています。中国と同じ
方向を目指し、両国の4つの政治文書を遵守し、正
しい方向を見つめて捉える、現在の政治的障害を
克服、解決し、関係を再び長期安定させ健全な起
動に戻す、このために努力したいしそうなりたい
と願っています。私自身も含めて大使館が皆さん
と力を合わせ、両国の関係をあるべき方向、ある
べき姿に戻すよう努力していきたいと思います。

　両国の関係打開について考えや感想はありま
すが、一つには中国の平和的発展を客観的にみて
扱ってほしいと思います。中国が本当に脅威なの
か、それとも平和的発展なのかを理解してほしい
のです。中国は平和の道を引き続き歩んで行きま
す。中国の歴史と文化は和をもって尊しとなす、
人に善意をもって接するというところに根づいて
います。中国は現在、鄧小平先生の3段階戦略を踏
まえて2つの100年目標を設定しています。2010
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年に比較し2020年にはGDPと所得を倍増させた
社会を実現させ、2050年には全面的な現代化、い
わば中国の夢を実現させようとしています。この
目標を現実にするためには平和的環境が欠かせま
せん。中国には西洋列強の侵略という苦い歴史経
験もあります。このような悲惨な歴史を繰り返し
たり他国に押し付けたりするようなことは決して
しません。孔子の「己の欲せざるところ、人に施す
勿れ」という言葉こそが中国の哲学です。周辺国
に対して善意を持ち、隣国と付き合います。習近
平主席は親善、誠実、互恵、包容の言葉から「親、
誠、恵、容」の4文字をまとめて新しい外交のコン
セプトにしました。周辺国との紛争や意見の食い
違いに対しても対話を通じて解決することを願っ
ています。そして中国の現在の発展状況やコンセ
プト、理念をここで皆さんに説明することで、多
くの日本の方々が理解してくれることを期待して
います。2008年の共同声明には互いを脅威とみな
さず平和的発展を支持しあうと書いてあります。
この共通認識を共に守り、それを通じてお互いの
政治と安全保障への相互信頼を構築し、深めてい
くことを希望しています。

　2つ目には、平和的で理性的な声を絶えず発し続
けるということです。中国は国民の利益と中日関
係の大局を守る見地から、日本各界との交流と往
来を続ける姿勢を貫き、不測の事態を生じないよ
う取り組み、関係改善のために努力したいと思い
ます。現在、鍵は日本側が握っています。日本が
誠意を示して着実に動くことが重要です。私たち
は両国関係の好転を心から願い、日本の各界や地
方の方々と共同発展を実現したいと希望しています。

　3点目は両国の各分野の交流協力を引き続き推
進することです。今までの40数年の交流は両国民
に多くの利益をもたらしました。プラスの交流を
引き続き進めるべきです。中国は今後も政治的に
は平和的発展を、経済的には7.5％の中高速成長
を維持する自信と能力を持っています。これを日
本経済としてもチャンスと捉え、日本の経済再生
の勢いと合わせて両国の経済、また科学技術の協
力、交流の一段の発展を図ることができると思い
ます。各界の人の友好交流の熱意を活かし、活動
の幅を拡大して、引き続き青少年、地方、メディ
ア、草の根交流を強化しながら世論のマイナスな
雰囲気を転換し、両国関係改善のための雰囲気や
環境を整えましょう。交流を通してお互いの理解
と信頼が深まることこそ友好に繋がると信じてい
ます。

　最後に東京都日中友好協会の皆さん、科学技術
振興機構の皆さんのご厚意に改めて感謝します。
皆さんのご健康とご発展をお祈りして今日の話を
結びたいと思います。ありがとうございました。

（会場拍手）

（東京都日中友好協会 小野）
　程大使、ご講演をありがとうございました。お
話を通じて日中関係の深さ、重要性、複雑さとい
うポイントからたいへん示唆に飛んだ話をいただ
き、日中友好活動に携われる我々も非常に勇気づ
けられました。ご来場の皆様から拍手でお礼の気
持ちを伝えたいと思います。本当にありがとうご
ざいました。
（会場拍手）
　それでは質疑応答にうつらせていただきます。
時間の関係上、4、5名の方に限らせていただきま
すがご容赦下さい。ご質問のある方は挙手くださ
い。指名させていただきます。

【質疑･応答】 
（フロア）
　東京大学大学院のＩといいます。お話の中で、
今後の関係改善のためには誠意と責任をもって日
本が対応する必要があるとのことでした。私自身
も日中友好のために活動したいと考えていますが
今は責任を持てる立場になく、これから頑張って
いこうというところです。大使は書記官から大使
になられ35年くらい勤務されていますが、どのよ
うにして大使になられたのか（会場笑）、大使にな
るために努力したことなどを伺わせてください。 

（程大使）
　日本には最初は留学で来ました。仕事を始めた
時はいずれ大使になるとは予想していませんでし
た。昔、どこかの軍人が、「将軍となる希望のない
兵士はどこまでも兵士」というような言葉を残し
ていますが、私としては着実に一歩一歩進めてい
くのが大事だと思います。大使という仕事がどう
いうものか一般的には分かりにくい人も多いと
思います。大使とは国から任命された国の代表で
す。ですから大使を務めるにはまずは自分の国を
代表し、国情、国民の声、国の政策をしっかりと理
解し、それを守り、伝えなければいけません。しか
しそればかりではなく、相手国に駐在する立場と
しても相手国への理解、相手の国民の声、相手国
の政府と政策といったことも全般的に理解し掴ん
でおく、捉えるということも仕事です。そしてそ
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れを本国に報告します。その中で両国の間にどう
いう関係ができるか、どうすれば平和で友好的な
“WinWin”の関係となり、双方にとって利益にな
るかを常に考えないといけません。これは大使と
しての自分の感想です。
　どうやって大使になったかですが（会場笑）、振
り返ると東京の大使館では本当にいろいろな仕事
を担当してきました。政治部、文化部、総務部や、
昔は文化部の中にあった友好交流部、教育関係も
担当しました。私の経験から言えることは、目の
前にある仕事を一つ一つ着実に完成させることが
大事だということです。それらがまとまれば大き
な成果に繋がると思います。そしてそれは中日関
係においても同じことが言えると思うのです。両
国がお互いに正しい方向を見定め、一つ一つ問題
を解決し、障害を乗り越え、明るい未来を信じて
進んでいかなければならない時なのだと思いま
す。

（フロア）
　共同通信の記者をしていたＫと申します。中国
の目覚しい経済発展に対して日本はどのように貢
献できたのか、あるいはもっと貢献すべきだった
のでしょうか。大使のご見解を伺いたく思います。

（程大使）
　中国の経済発展における日本の役割について
は記憶に深くよく覚えています。1970年代の中国
はまだ立ち遅れていました。文化大革命の混乱を
乗り越え、鄧小平先生が改革開放の方針を決めた 
1978年12月、発展のための基盤ができました。改
革開放前の1978年10月に鄧小平先生は日本を訪
問しています。当時、私は若い大使館員で先生の
連絡係として身辺についていました。朝から晩ま
で毎日先生の傍を走り回り、いろいろな準備や連
絡に追われていましたが、先生の生の声をいろい
ろと聞くことができました。先生は日本の3つの
工場、具体的には君津の新日鉄、座間の日産、大阪
の松下を訪問され、新幹線にも乗られました。近
代化を中国語では現代化と言うのですが、先生は
現代化が何なのか分かったと仰っていました。新
幹線の中では記者の感想を求める取材に対し、早
い、とにかく早いと2回繰り返しました。まるで追
いかけられて走っている気分だ、中国でもこうい
う列車に乗るべきだ、と。その後、日本は大平内閣
になり対中ODAが始まったのです。中国の改革
開放と現在の高速な経済発展において、日本とは
お互いに深い関係を結んだといえます。累積統計
では日本の対中投資は971億米ドルになっていま

す。中国にとって、全体規模として一番大きな海
外からの投資額です。そこからも互いの企業の協
力の密接さがうかがえます。先程お話した3000億
ドルの貿易もそうです。日本では20％近くのウェ
イトを占め、中国においては下がったといっても
まだ7.5％のウェイトがあり、お互いに重要な貿易
相手です。双方とも300億か500億ドルの入超、赤
字があるといっていますが、私は貿易をしたこと
はありませんが大体同じ、イコールなのではない
でしょうか。こういったことからも互いの関係の
密接さが象徴されているように思います。結果、
中国は製造業が非常に拡大されると同時に、近年
の新しい特徴として市場が拡大されました。多く
の中国企業がメリットを受けていると言われてい
ますが、一部の製造業や労働力密集方の製造業は
東南アジアに移転しているところもあります。そ
れでも中国市場を目指した製造業やサービス業は
対中投資を拡大しています。中国経済の発展にお
いて日本が大きな役割を果たしたと同様、日本で
も大きな利益になる。両国の産業経済にとって大
きな可能性であり、このような協力は引き続き進
めていくべきだと考えます。

（フロア）
　味わい深く、暖かいお話をありがとうございま
した。私は東京都日中友好協会に所属しているＯ
と申します。先ほど、日本と中国の姉妹都市提携
を含めた友好都市が日本では300、中国では250と
いうことでしたが、いずれにしても大きな数で、
他国と比較して中国と日本の姉妹都市提携は一番
多いのではないでしょうか。私は中野に住んでい
ますが、中野も1986年に北京市の西城区と友好都
市提携を結び30年近くになろうとしています。具
体的には少年野球チームの相互交流が19回にも
及んでいますし、大人の方も書道交流や、北京オ
リンピックの前年には地域の健康交流ということ
で日本の高齢者のラジオ体操を北京で一緒にやる
など多様な交流をしています。先ほど、日中関係
は逆境の中にあると仰いましたが、それでも細々
と民間交流に努力している人がたくさんいること
は大使もご存知かと思います。今年発刊された雑
誌「世界」の9月号に、大使が逆境の中の日中関
係をいかに打開するかというタイトルで日本には
なお民間友好の熱い思想があり多くの友好団体と
人士が友好の理念を貫き、志を絶えず対中交流に
力を尽くしている、そして日中環境が逆境の中に
あっても将来への自信を失うべきではないと力強
く書いておられました。民間交流に力を尽くそう
している人はたくさんいます。そこで、相互交流、



43JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第74回　東京都･北京市友好都市提携35周年と今後の中日関係

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

民間交流に対する大使のお考えをもう一度伺わせ
ていただき、交流のヒントになるようなアドバイ
スをいただけたら幸いです。

（程大使）
ご指摘の通りです。政治的に難しい環境にあって
も、両国の間で民間交流は着々と進んでいます。
国交正常化前の状態－政府が対立していても民間
交流があった時と似ていますが、今は外交関係が
あります。世論調査でも厳しいデータが出ていま
すが、それにめげずに私個人としても推進すべき
は推進し、大使館として協力すべきところは協力
するという信念で、この4年半、大使としてやって
きました。日本各地を訪問し、各地の知事や議会、
友好協会とも話をしました。そこで感じるのは、
東京で聞く話と地方で聞く話がどうも違う、また
永田町で聞く話とそれ以外でも違うということで
す。大使館の中からも温度差が大きいという感想
を聞きました。相互認識において今の中国は日本
にとって何なのでしょうか。中国は本当に明日攻
めてくるのでしょうか。冷静に理性をもって理解
してほしいと思います。中国でもテレビドラマな
どいろいろありますが、国としては共同声明に書
かれている通り、かつての戦争責任を反省して未
来に向かうとあります。本当はそれでピリオドを
打てるはずなのに、そこをひっくり返す人がいて、
そうなると中国でもこれは何だという議論になっ
てしまいます。過去を乗り越えた先に未来志向の
考えができます。民間の産業界、経済界、科学技術
や文化といった各界との交流の果実を大事にし、
それをもとにして、一人一人の声は小さくてもま
とまれば大きな声となり届くのです。私に聞こえ
てくるのは、仲良くすべきだ、平和的に友好すべ
き、協力すべきだという声です。それを信じ、方向
として努力し、交流し続けるべきだと思います。

（フロア）
　東京理科大学のＢと申します。青少年と科学技
術という2つのキーワードで大使のお考えを伺い
たく思います。先頃、中国をはじめアジアの国々
の高校生が日本に招へいされ、短期間ではありま
すが日本の科学技術に関する大学や研究機関の現
場と日本文化を経験して帰っていきました。高校
生たちはたいへん感銘を受けてくれたようです。
世界共通の価値観である科学を通して研究現場や
成果をみてもらい、互いの理解を深めるべく、逆
に、日本の青少年にも是非中国に行って欲しいと
思います。私もよく中国を訪問しますが、中国の
近代化された大学を日本の中高生たちに見せたく

なります。近年、先端科学研究でも中国は存在感
を出してきており、そういった現場を日本の若い
人達も見るべきではないかと感じます。大使のご
理解とご協力のもと、このような観点での交流を
促進できないかと考えました。いかがでしょうか。

（程大使）
　JSTの皆さんのご厚意と尽力をたいへんありが
たく思います。さくらサイエンスプランは科学技
術分野の高校生や大学生を招へいし交流させると
いう非常に有意義な計画です。実をいうと、はじ
めは中国側の窓口で少々もめたことがありまし
た。そこで私はこのプランは進めるべきだ、交流
窓口を設けて実施できるようにとしました。さく
らサイエンスプランはたいへん有意義な計画で
す。改めて感謝します。
　若い頃の交流は大事です。印象に深く残るから
です。学生時代は感受性が強く、周りを見る目は
鋭く、新しいものに対する探究心も強い。そうい
う時期に、お互いの国にないものを相互でみて交
流することが大事です。Ｂさんのお話はもっとも
で、双方向の交流を進め、日本の学生も中国で交
流できたら素晴らしいです。つい先日、9月1日
から8日まで日本の大学生100名が中国を招へい
訪問しています。中国側の窓口は中日友好協会で
した。この9月は日中青少年友好交流30周年で、
1984年9月、当時の胡錦濤総書記により3000人の
日本の青年を受け入れました。当時に比べたら数
は少なくなっていますが、両政府が共にそれを指
示して両国の青年交流を拡大していくべきだと考
えます。

（東京都日中友好協会 小野）
　これをもちまして質疑応答を終わらせていただ
きます。皆様、ありがとうございました。最後に、
閉会にあたり科学技術振興機構の沖村憲樹特別顧
問よりご挨拶申し上げます。

（JST沖村特別顧問）
　程大使、今日は本当に素晴らしい話をありがと
うございました。大使はご着任以来、一番厳しい
時にたいへんご苦労なさりながら日中友好にご尽
力いただきました。心より感謝申し上げます。
　私はJSTの3代前の理事長をさせてもらい、日
中交流をずっと進めてきました。その中身につい
ては先ほど中村理事長からご説明いただきました
が、お互いが理解しあうためには人間同士が交流
するのが一番大事だと思うようになりました。3
つの事業をご紹介したいと思います。
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　大使のお話にも客観的に知り合うことが重要だ
とありましたが、中国4000年の歴史、膨大な国土、
いろいろと複雑な中国をきちんと日本に知っても
らうため、「サイエンスポータルチャイナ」という
中国専門のWEBサイトを作りました。このサイ
トには一日に3万ページビューくらいのアクセス
があります。また、中国にも日本の広範な客観的
情報を知ってもらいたいということで、「客観日
本」というWEBイトを4年前に作りました。最近
では一日あたり30万ページビューが参照されてい
て、閲覧者の約8割が中国のメインランドからで
す。相互理解のためのお手伝いが多少なりともで
きているかと実感しているところです。
　もう一つの事業は「日中大学フェア＆フォーラ
ム」です。知の源泉たる大学が交流しあう、若い
人たちが交流しあうことが重要だということで6
年前から始めました。3回目には程大使にご挨拶
いただく予定になっていましたが、尖閣問題があ
り中止になりました。今年は5回目にあたります。
お手元にチラシをお配りしていますが、今年は中
国から30校を招き、日本の大学と一緒に開催する
ことになっています。3月には日本の大学が80校、
中国に行きました。若者同士が少しでも多く触れ
合うことを目指して進めています。
　最後は質疑応答でも話題に出た「さくらサイ
エンスプラン」です。程大使からは身に余るほど
のお言葉をいただき光栄でした。昨年の6月頃、日
本人の9割が中国を嫌い、中国人の9割が日本を嫌
うという統計が出て、これは何とかしないといけ
ないと思いました。例えばフランスとドイツは戦
後5000万人の青少年交流をしています。そのため
のプログラムが何万とあり、戦争しあった国同士
が今ではEUの中核となっています。そこで少し
でも中国の若者に来て欲しいと始めたのが「さく
らサイエンスプラン」で、中国総合研究交流セン
ター長の有馬朗人先生と一緒に各方面に訴えて出
来上がりました。アジアの14カ国を対象にしてい
ますが、今年は中国から1191名の高校生と大学生
を招へいする予定です。既に数百名の方が来てお
り、日本の大学や高校で友情を育み、日本の科学
技術に触れてもらっています。アジア諸国、特に
中国と科学技術を向上させてイノベーションの促
進に貢献すると同時に、交流を通して友情を育む
というのも大事な目的です。そして最終的な目的
は協力の拠点を作るということで、プログラムは
草の根的に進めています。例えば、先頃の招へい
では東京大学と清華大学の人たちが知り合いまし
た。関係性が継続するような拠点を日本中に増や
すことを目標としています。大使のお話にもあり

ましたとおり、このプラグラムにあたっては中国
の役所との折衝ごとを大使はじめ大使館の皆さん
にたいへんに支えていただきました。心から御礼
申し上げたいと思います。個人的には交流数はま
だまだ足りない、一桁増やしたいと思っています。
引き続きご支援をお願い申し上げます。
　重ねて、今日はお忙しいところ、素晴らしいお
話を本当にありがとうございました。今後とも宜
しくお願いします。ありがとうございました。

（東京都日中友好協会 小野）
たいへんお忙しい中、ご講演いただきました程大
使を拍手でお見送りしたいと思います。本日は本
当にありがとうございました。 

（会場拍手、程大使退場）

（東京都日中友好協会 小野）
　以上をもちまして、本日の講演会を終了させて
いただきます。本日はありがとうございました。 

  （了）
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【開会・講師紹介】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー）
　これより月例研究会を始める。本日は早稲田大
学教育・総合科学学術院教授の青山先生に「習近
平政権の中国外交」というテーマで中国の外交に
ついてお話いただく。先生は法学博士でご専門は
現代中国外交。スタンフォード大学の客員研究員
もされていた。著書は『現代中国の外交』、『中国の
アジア外交』など多数出されている。この頃は中
国含めアジアを取り巻く情勢が激しく変化してい
る。その中で中国外交が今後どのような方向にい
くのか詳しく伺いたい。

【講演】
　本日は中国総合研究交流センターの研究会でお
話する機会をいただき感謝申し上げる。また今日
は天候不順にも関わらず大勢の方にお越しいただ
いた。重ねて感謝申し上げる。
　私は長年、中国外交を研究してきた。中国外交
を長くみていると面白い発見などもある。今の中
国外交というと“強硬”というイメージを持たれ
る方が多いのではないだろうか。10年ほど前の中
国外交は“新外交”とも言われ、あの中国が外交で
協調路線を取っていると希望的観測でみられてい
た時期もあった。現在の習政権において中国外交
はどういった政策でどの方向に動いていくのか。
この大きなテーマについて限られた時間ながら、
皆さんのご意見を伺いながら理解を深めていけた
らと思う。

　習近平政権が発足して1年以上が経過した。習
主席が個人としてどのような政治理念を持ち、ど
ういった政策を推し進めようとしているのかは正
直なところはっきりと分からない。とはいえ、政
権が発足して1年あまり、習主席の目指す方向性

あるいは外交でどういった政策を展開しようとし
ているのかについてはある程度見えてきているか
と思う。
　最近、「中国は台頭している」と言われている。
経済規模は世界第2位で2013年にはモノの貿易で
は米国を抜き世界最大となった。またTIME誌の
予測では、5年後の2019年に中国の経済規模は米
国を追い抜き世界一位になるのではないかとされ
ている。
　習近平体制に移行してから「中国の100年の夢」
という目標も打ち出された。「100年の夢」とはど
ういうものかというと、2020年までにGDPと一人
当たりの国民所得を2010年に比べて二倍にする、
いわゆる所得倍増計画である。2020年は中国共産
党の設立から丁度100周年。つまり100周年に合
わせた所得倍増計画を実現させるというものだ。
もしこの「夢」が成し遂げられれば、アジア地域は
じめ世界の経済情勢への中国の影響はさらに大き
くなるだろう。そのような中で「台頭する中国」と
どのように向き合っていけばよいか。これは日本
をはじめ、EU、米国の喫緊の政策課題として浮上
している。急速に台頭する中国ではあるが、その
一方で中国を取り巻く国際環境と国内情勢に関す
る課題は山積している。

　1978年に改革開放政策を採択してから35年あ
まりが経過し、経済成長パターンや社会構造など
様々な分野において中国は曲がり角を迎えようと
している。何より社会的な歪みが大きくなり、国
民の不満も高まっている。習体制に入ってからは
危機感をつのらせて政治腐敗キャンペーンを展開
しているようだが、同時に社会への規制も厳しく
している。

　政治分野に対して統制は厳しくなっているが、
他方、経済においては改革開放を堅持するという
政策を明確に打ち出している。1980年代の鄧小平

習近平政権の中国外交

PROFILE
青山 瑠妙（あおやま るみ）氏　早稲田大学教育・総合科学学術院 教授 
法学博士。2005－2006年、スタンフォード大学客員研究員。専攻は現代中国外交。著書には、『現代中国の外交』（慶應
義塾大学出版会、2007年）、『中国外交の世界戦略』（明石書店、2011年）、『中国のアジア外交』（東京大学出版会、2013年）
などがあり、ほか論文多数。

2014年9月25日（木）　15：00～17：00開催日時
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の改革開放政策を肯定し、今後も引き続き市場の
役割を重視するという方針だ。よく言われるよう
に、政治分野では右－統制の強化、経済分野では
左－市場の開放、という2つの側面で国内政策が
動き出している向きがある。それでは国際関係－
外交の方はどうだろう。 
　現在、世界の秩序、アジアの地域秩序は非常に
流動的だ。スライドで示しているように、ウクラ
イナ危機に際してアメリカとロシアの関係は緊張
し続けており、新しい冷戦ではないかともいわれ
ている。また連日のように報道されているイラク
とシリアに勢力圏を広げるイスラム国の動向も大
きな問題として関心を集めている。結論からいう
と、この二つの動向は中国外交と非常に密接な関
係を有している。ウクライナ危機を契機に中国と
ロシアの関係は緊密化し、イスラム過激派組織の
動向は新疆ウイグル自治区の安定と非常に密接に
繋がっているのである。
　アジア地域の秩序はどうだろう。北朝鮮の核問
題は依然として続いているし、アフガニスタン情
勢の問題もある。2014年中にはアフガニスタンか
ら多国籍軍が撤退するため、今後の情勢が非常に
注視されるところだ。
　最後に領土問題だが、現状として、中国は日本、
フィリピン、ベトナムとの間で領海問題を巡る対
立がエスカレートしている。
　世界情勢もアジア地域情勢も不安定で流動的な
中、習政権の外交はどうなっているのだろうか。
一番関心が高いのは、対外政策が強硬化している
のではないかというところかと思う。胡錦濤政権
では「和諧社会」というスローガンを使用してい
たが、習近平体制は「100年の夢」、「中国の夢」、「中
華民族の復興」というスローガンを掲げている。
一般的にはこういったスローガンから中国の対外
政策をみていくのだが、今日は少し視点を変えて
スローガンからは離れ、対外政策が具体的にどう
動こうとしているのかをお話したい。

　安倍首相の“地球儀外交”はメディアで大きく
取り上げられているが、中国指導者も積極的に“地
球儀外交”を行っている。2014年 9月 11日から
19日まで習主席はタジキスタン、モルディブ、ス
リランカ、インドの4カ国を訪問した。これは日
本でも報道されたが、中国ではこれを非常に重視
し、重大ニュースとして連日大きく報道されてい
た。中国中央電視台（CCTV）の19時からのニュー
スは全国で放送されるが、通常30分の中で15分
が国内ニュース、15分が国際ニュースという構成
になっている。ところが習主席がスリランカから

インドへと移動した18日は放送時間を30分から
40分に延長し、最初の30分は習主席の外遊関係、
残り10分が国内ニュースとなっていた。ちなみに
9月18日は日中関係で非常に重要な日で、この日
は日中戦争といった日本関連の報道がされるのが
慣例だが、今年は日本関連のニュースも含めて国
内ニュースは10分、30分は習主席の外遊のニュー
スで、スリランカでの飛行場での見送り、インド
での出迎えと現地での交流について紹介されて
いた。中には夫人がインドの子供たちに習字を教
えるというものもあった。19日は外遊の最終日。
興味があったので時間を計ってみたところ、最初
の22分は習の外遊関係のニュース、その後3分が
李克強の上海自由貿易試験区の訪問、次がその他
という構成だった。そして天気予報を挟み、7時
35分から8時20分くらいまでまた習主席の外遊
ニュースになりインドでの演説の様子を放送して
いた。報道の大きさから今回の外遊がいかに重要
視されていたかが分かる。

　外遊内容を具体的にみてみよう。まずはタジキ
スタン。今回は上海協力機構の首脳会議のため訪
問している。ここでは中国とロシア、中国とモン
ゴルとの関係が大きく取り上げられ、上海協力機
構の機能として反テロへの役割について話し合わ
れたと報道されている。先ほど紹介した通りロシ
アとモンゴルが重要視されていることが理解でき
る。次にモルディブだが、去年出版した『中国の
アジア外交』という本のデータから紹介すると、
2002年から2010年の間に中国の国家指導者がモ
ルディブを訪問した回数は5回、モルディブの対
中貿易依存度は6.5％、孔子学院の数は0、中国で
学ぶモルディブからの留学生は117人である。モ
ルディブはインド洋の要衝に位置する30万人強の
小さな島国で、マラッカ海峡や南シナ海を経由せ
ずに中国にガスや石油を輸送することができる重
要な国で、モルディブとの関係を非常に重視して
いる。今回の訪問では「未来に向けた全面友好協
力パートナーシップ」を締結し、その中には9項目
にわたる協力の覚書があるということだ。
　次がスリランカで、スリランカとは「戦略的パー
トナーシップを深化させるためのアクションプ
ラン」を結び協力協定は27項目にも及ぶ。中国が
スリランカで一番重視しているのはコロンボとい
う港で、中国は14億ドルを投資し、スリランカと
協力してコロンボ港を建設するという内容になっ
ている。
　最後にインドだ。インドとは「更なる緊密な発
展パートナーシップの構築に関する共同声明」が
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結ばれ、インドに対して20億ドルを投資するとし
ている。これは安倍首相がインドに約束した金額
より少ないが、他の協力プロジェクトのお金はカ
ウントされていないので、それらを含めると日本
より若干多くなるかもしれない。習主席がインド
を訪問した際、今後中国は特に二国間関係、地域
関係、グローバル関係においてインドと緊密な関
係を構築していくとした。インドは南アジアにお
いてとても大きな影響力を有しており、地域大国
であるインドとの協力は非常に重要である。また
グローバル的にはBRICSの一員であるインドとの
関係強化が温暖化対策においても重要だと認識さ
れているのではないだろうか。今の中国にとって
インドとの関係は非常に重要な位置付けになって
いると思われるのだが、習が訪問中の9月17日、
中国軍がカシミール地方の実効支配線を超えて侵
入するという事件があった。関係を強化したいと
言う一方、領土問題ではこのような事態が起きる。
これをどう解釈したらいいのだろうか。

　その問題に入る前に、いま一度、これまでの習
主席の外遊をみてみよう。
　安倍首相の地球儀外交に比べると数は少ないが
これまで相当な国を訪問しており、中央アジア、
ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカ、アメリカ
と大きくカバーしている。
　そして現政権の目玉戦略として打ち出されてい
るのが「新シルクロード戦略」である。「新シルク
ロード戦略」は中国におけるマーシャル・プラン
とされており、中国が他国を支援する中で、中国
を中心とした協力関係を築き上げるというもの
だ。もし、この戦略が成功すれば地勢学的な意味
はかなり大きい。
　習が国家主席に就任して以来、外交に関わるプ
ロジェクトやスローガンがいろいろと表明されて
いる。その一つに「シルクロード経済ベルト」が
あるが、これは中国からロシア、中央アジア、ヨー
ロッパ、アラブ諸国、北アフリカまでをカバーす
る経済ベルトだ。2番目に「21世紀の海上シルク
ロード」というものがあり、これは中国の南の方
から出て、南アジアを通って海に出るという「海
上シルクロード」である。つまり、習の外遊をみ
ても分かる通り、今の外交戦略では中央アジアと
南アジアが非常に重要視されているのだ。また
「BCIM経済回廊」というものもある。Bはバング
ラディシュ、Cは中国、Iはインド、Mはミャンマー
で、これら4カ国を結ぶ経済回廊という意味だ。「ヒ
マラヤ経済成長区域」という戦略もあり、これは
ヒマラヤ山脈を挟んだ中国とインドの経済協力を

指している。その他、パキスタンとの経済回廊も
重要な目玉のプロジェクトの一つで、こうしたも
のを全部含めて「新シルクロード戦略」とされて
いる。
　「新シルクロード戦略」には5つの分野が含まれ、
1つは政治的相互信頼関係の構築、2番目はインフ
ラ整備、3番目は貿易促進、4番目は自国の通貨に
よる決裁－米ドルではなく通商国の通貨による決
裁、最後に教育文化観光による協力となっている。
「新シルクロード戦略」を成功させる上でインフラ
整備は中核的な問題となるが、インフラ整備の中
では資金調達メカニズムの構築も必要となる。そ
こで出てきたのが「アジアインフラ投資銀行」で、
2013年10月に習主席がインドネシアを訪問したと
きに「アジアインフラ投資銀行」の設立を提唱し
ている。その後、インドネシアから中欧諸国を訪
問したときも、中欧諸国のインフラ建設について
100億ドル以上の貸付を約束した。こういったこ
とから中国では「新シルクロード戦略」をマーシャ
ル・プランとしている。インフラ整備による貿易拡
大の効果が人民元の国際化の促進に繋がり、経済
的なプレゼンスの拡大が最終的には政治や外交の
プレゼンスの拡大に繋がることが期待されている。

　「新シルクロード戦略」がカバーしている地域は
中央アジア、ヨーロッパ、アラブ諸国、北アフリ
カ、南アジアと非常に広いが、現在までに「新シル
クロード戦略」に参加すると表明している国は20
数カ国にとどまっている。ちなみに「アジアイン
フラ投資銀行」に対し、日本はアジア開発銀行が
あるから必要ないと反発しており、韓国もはじめ
は興味を示していたが米国の反発を受けて立場を
表明していない。今回、習主席がタジキスタン等
を訪問した際に、タジキスタン、モルディブ、スリ
ランカは「新シルクロード戦略」を支持すると公
式に表明したが、インドはまだはっきりとした態
度を示していない。
　今年の8月、中国政府は東北三省である遼寧省、
吉林省、黒龍江省の経済振興のための新しい方針
を打ち出した。そこでは東北三省の経済を発展さ
せる上で先進国との協力が重要だという認識が示
されており、日本や韓国との経済協力について言
及されている。こうした流れからいうと、「新シル
クロード戦略」から日本を排除しているわけでは
ないという無難な言い方ができる。東北三省の振
興のための経済戦略が新たに打ち出される中で日
本との経済協力も重要視されており、日本との関
係も対外政策の位置付けとしては高いのではない
だろうか。
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　それでは何故、今「新シルクロード戦略」が打ち
出されたのだろうか。それは米国の「アジア復帰
戦略」と密接に関係しており、自分の見解として
は2つの柱がある。一つはTPPを中心とした経済
戦略、もう一つは安全保障上の問題だ。TPPに関
して、中国はTPPに参加する用意があるという言
い方に留め、いつ参加するかは明言していない。 
　他方、安全保障面では米国が日本、オーストラ
リア、韓国との軍事同盟を強化している動きに対
し、中国を封じ込めようとしているのではないか
と非常に強い危機意識を持っており、慎重に見守
りつつ強く反発している。米国、日本、韓国、オー
ストラリアの軍事同盟の強化は中国からみると東
側からくる脅威となる。現在、中国は日本、フィリ
ピン、ベトナムとの間で領海問題を巡る対立がエ
スカレートしている。こうした中で中国政府が打
ち出す戦略が「新シルクロード戦略」だ。東ではな
く、中国の西と南に外交活路を見出そうとしてい
る。つまり「新シルクロード戦略」は単なる経済政
策ではなく、むしろ外交戦略上においても重要な
意味を有していると考えられるのだ。

　米国の「アジア復帰政策」に対応して中国は新
しい「新シルクロード戦略」を打ち出している。
これは習政権の外交政策の目玉だが、果たしてど
こが新しいのだろうか。ここで中国の外交を振り
返ってみたい。
　中国とアジアとの関係は新しい。アジアにおい
て中国が台頭しているというイメージは普及して
いるが、これは新しい現象で、そもそも中国の外
交政策の中にアジア地域政策は存在していなかっ
た。中国にアジア地域政策が生まれたのは1990年
代以降で、毛沢東時代でいえばアジア、アフリカ、
ラテンアメリカという枠組みで考えており、アジ
アそのものを対象とした地域政策は対外政策の中
に存在しなかった。1996年以降、中国は積極的に
アジア戦略を展開し始めているが、私はこれを中
国によるアジアの取り込み戦略と呼んでいる。何
故“中国による”かというと、この時期、米国と日
本は中国を国際社会に取り込んだ方がいいという
発想のもとで中国と付き合っていたが、中国も自
身によるアジアの取り込み戦略を展開していたか
らだ。

　1996年は中国にとって非常に重要な年だった。
第三次台湾海峡危機を巡って米中の緊張が高ま
り、日米安保の再定義もあった。また1990年代初
めから1996年にかけてASEANが拡大し、ベトナ
ムも加入。ASEANは物理的に中国と隣接するよ

うになった。こういった状況の中で中国は積極的
にアジア外交を展開するようになり、1997年には
新安全保障観が提起された。その後は中央アジア、
北東アジア、東南アジア、南アジアとどの地域に
おいても積極的な外交戦略を展開している。中央
アジアでいうと1996年に上海ファイブが設立さ
れ、2010年には上海協力機構となった。東南アジ
アでみると1994年に中国はARFに参加し、97年
にはASEAN＋3が実現している。2002年、中国
は「南シナ海行動宣言」に調印し、また2003年、日
本に先んじて「東南アジア友好協力条約」にも調
印している。こうしたいろいろな協定を通じ、東
南アジア諸国からは中国は脅威というよりむしろ
経済発展のチャンスとして捉えられるようにな
り、中国と東南アジア諸国との関係が進みはじめ
た。北東アジアに目を転じると 2003年に「六者会
合」が実現し、2005年には「南アジア地域協力連合
（SAARC）」のオブザーバーにもなっている。ちな
みに日本も同年、SAARCのオブザーバーになっ
ているが、これは何故かというと、中国はパキス
タンやネパールを通じてSAARCに参加したいと
提案したのだが、それに対してインドの反発があ
り、パキスタンやネパールが中国を参加させるの
であればインドは日本を参加させるということ
で、同時にSAARCのオブザーバーになったとい
う経緯がある。
　1996年における中国の取り込み戦略は特徴的
で、中国は自国を媒介とした経済圏を作ろうとし
ていた。中国はASEANに対してFTAの提案を行
い、ASEANとの間でFTA圏が成立している。し
かしSCOは中国とのFTA構築に関してそれほど
積極的ではないところもあり、まだ交渉はスター
トしていない。 
　中国は日米安保の再定義に対して強い危機意識
を持ったことから、中央アジア、東南アジア、北
東アジア、南アジアで積極的な政策展開を行うよ
うになったということだ。今回の「新シルクロー
ド戦略」も米国の「アジア復帰政策」への対策で、
つまり中国のアジア外交は基本的に米国との関係
が軸になって動いているといえる。中国によるア
ジアの取り込み戦略も「新シルクロード戦略」も
米国への強い危機意識から出発していると思われ
る。

　1996年以降に中国が展開したアジア戦略では東
南アジア、北東アジア、中央アジア、南アジアの4
つの地域をカバーしているが、今回の「新シルク
ロード戦略」ではそれをさらに北アフリカ、アラ
ブ諸国、ヨーロッパと拡大している。「新シルク
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ロード戦略」は1996年のアジアの取り込み戦略と
同様に経済一体化の実現から相互依存関係を構築
し、中国経済の影響力拡大から政治的および外交
における影響力の拡大を期待するという発想で、
両戦略が意図する根源は変わらない。むしろ1996
年の取り込み戦略の拡大版にすぎないのかもしれ
ない。取り込み戦略では成功しているところもあ
れば挫折しているところもあり、そういった流れ
からみると「新シルクロード戦略」が中国の思惑
通りに進むかどうかは現状では微妙なところだ。

　「新シルクロード戦略」のスローガンはいろいろ
あるが具体的な内容は明らかではない。はっきり
言えることは、中国内陸の経済発展のために中央
アジア、ヨーロッパ、アラブ、北アフリカ、南アジ
アと連携を図ろうとしているということだ。中国
国内では内陸のどの省がこれに参加するかを議論
しており、案はほぼ固まっている。一方、どの国が
参加するかについては、今後も明らかにされない
かもしれない。政府は「参加したい国を拒まない」
という言い方をしている。
　具体的な内容について、インフラを重視するの
は確かだが、どういった経済政策で取り組むのか
は明言していない。はっきりしているのは、今後、
中国は西と南に位置する諸国との連携を強化して
いく、その中でロシアやドイツ、イギリス、果て
はギリシアといった国が重要になり、南アジアで
あればパキスタンとインドが重要になるというこ
と。習主席は今回の外遊で4カ国を訪問したが、
当初パキスタンも予定されていた。しかしパキス
タンの政情が不安定になり取りやめとなってい
る。中国からみたときに南アジアではインドとパ
キスタンとの関係は非常に重要だろう。 

　外交における習近平体制の政策課題は次の3点
にまとめられると理解している。一つに良好な国
際環境の確保、二つ目に国内政治の安定確保と持
続的経済発展、三つ目に国際秩序における地位向
上である。
　良好な国際環境の確保について言うと、中国の
対外政策の中では超大国である米国との関係が一
番重要で、中国は「新しいタイプの大国関係」と
いう新しいスローガンを打ち出している。米国と
の関係で一番重要な課題は関係のマネージメント
にあるとし、また米中対立は国際構造の変化に起
因するもので、すぐに解消できるものではないと
いう認識だ。よって関係をどう維持していくか、
対立をどう管理していくのかということが中国に
とって重要な外交課題になっている。

　もう一つ、中国は習体制になってから「中国の
核心利益においては取引しない」という言い方を
しており、領土問題では妥協しない姿勢を今後も
堅持すると思われる。領土問題の対立では妥協し
ないが、「新シルクロード戦略」を利用して周辺環
境における安定確保、あるいは周辺諸国との関係
を強化するというのが対外政策の方向性になって
いるのではないだろうか。

　次に国内政治の安定確保と持続的経済発展につ
いて。対外政策におけるプライオリティは米中関
係が一番高いが、中国にとって今一番重要な課題
はむしろ国内政治の安定確保にあり、その中でも
特に新疆の民族問題、チベットの問題が重要課題
として浮上している。2013年10月に天安門広場で
爆破事件があったが、中国政府によるとそれはイ
スラム過激派組織によるものとされている。現在、
イラクとシリアの問題があるが、これに関連して
中国政府では新疆の過激派組織の活動に非常に神
経を尖らせている。中国政府によれば新疆の過激
派活動家たちがシリアで訓練を受け、実戦を経験
し、その後新疆に送り込まれるというサイクルに
なっているという。それと関連してイスラム国の
問題は重要だということだ。 
　国内政治の安定確保は中国にとって非常に重要
だが、特に外交のアジェンダから見た場合、イス
ラム過激派問題にどう対応していくか、あるいは
関連しない形で新疆の安定をどう確保するか、少
数民族の問題にどう対応するのかが重要な外交課
題となっている。
　そして持続的経済発展を外交の視点からどう解
釈するか。中国西部の経済振興は重要な国内政策
だ。「新シルクロード戦略」は西部大開発ともリン
クしており、西部が中央アジア、ヨーロッパ、アラ
ブ諸国、北アフリカへ開放することにより経済振
興を図るという筋書きになっている。

　最後に国際秩序における中国の地位向上につい
て。中国のアジア外交の中で注目されているとこ
ろに、中国が新たな国際秩序を作ろうとしている
のではないかということがある。例えばBRICSの
銀行の設立や、アジアにおいては「アジアインフ
ラ投資銀行」を作ろうとしていること。 IMFや世
界銀行、アジア開発銀行の他に自国中心の金融秩
序を作り出そうとしているのではないかと一部で
はみられているが、実際のところ今の中国にはま
だそこまでの力はなく、世界のインフラ建設に必
要な資金を全て人民元でカバーするのは難しいだ
ろう。中国が創りだそうとしている銀行は既存の
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銀行と補完する形で動くことになると思うが、将
来、中国に力がついた場合はどうなるかという懸
念が持たれているのは確かだ。

　中国の外交課題は山積しており、対外関係は大
きく変わろうとしている。アジアでいえばパキス
タンとの関係があるが、「新シルクロード戦略」と
結びつけた形でインドとの関係強化も図られるよ
うになり、今後は関係が動いていくのではないか
と思われる。中央アジアとの関係はこれまでの延
長線で動くかと思うが、中国とヨーロッパ諸国と
の関係、特に旧社会主義諸国との関係は「新シル
クロード戦略」によって大きく変わるのではない
だろうか。米国、日本、ベトナム、フィリピンとの
関係が悪化する中で、関係を強化していく地域は
南アジア、中央アジア、ヨーロッパ、特にヨーロッ
パの中でもドイツとイギリスが重視され、アラブ
諸国、その先に北アフリカ諸国と広がっている。
その中で中国の対外関係が大きく変容するだろ
う。
　先ほど新疆について話したがイスラム過激派組
織の動向は中国以外でも関心が高い。ロシア政府
は過激派で戦う人の多くがロシア人ということ
で、将来、彼らがロシアに戻ってくるのではない
かと懸念している。またアフガニスタンやパキス
タンだけでなく、マレーシア、インドネシアにも
イスラム過激派組織の問題がある。オーストラリ
アでもこの問題への関心が高まっている。アジア
圏ではイスラム過激派組織の動向から目が離せな
いところで、報道に連携性があるわけではないが、
各国が抱える問題には共通性があり、中国は今後
も反テロを中心に周辺国との関係を強化していく
のではないだろうか。
　中東情勢が不安定な中、米国の「アジア復帰政
策」の重要性は米国内で低下するかもしれず、そ
うなると米中関係は違う局面を迎えるかもしれな
い。その場合、米国不在のアジアで中国が影響力
を拡大するのではないかともいわれるが、米国が
中東情勢に力を注ぐ中でアジア情勢がどう動いて
いくのかいろいろな意味で注目する必要がある。 
　習体制の外交政策は「新シルクロード戦略」に
集約されている。領土問題についてはおそらく譲
歩しないが、「新シルクロード戦略」の周辺国を通
じていろいろな関係強化を図っていくだろう。戦
略的重点は中国の西と南に置かれているとみるこ
とができるのではないかと理解している。
駆け足になってしまったが以上である。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 倉澤上席フェロー）
　「新シルクロード戦略」や「上海協力機構」につ
いてクリアにお話いただいた。これより質疑応答
に移るが、ご質問は端的にお願いしたい。

（フロア）
　現在の外交戦略を実質的に牛耳る要人、キー
マン、組織はどこなのか。 

（青山）
　中国の外交戦略を牛耳るのはどこか。非常に端
的だが難しい質問だ。習体制になって以降、いろ
いろな意味で権力が習主席に集中しており、最終
的な政策の決定者は習近平国家主席だと言い切れ
ると思う。だが、政策そのものの決定プロセスは
多元化している。昔は外交部と国家指導者によっ
て対外政策の決定がされていたが、今は対外政策
の形成プロセスにおいて多くのアクターが介入し
ている。例えば「新シルクロード戦略」では外交
部、国家発展改革委員会、内陸の各省政府の他、商
務部も関わっており、組織的には中央レベルのも
のが10近く、そこに地方も加わっている。最終案
を国家発展改革委員会がまとめ、それが国務院に
提出され、国務院で審議された上で習主席が承認、
決定するというプロセスになっていると思う。政
策ごとに関わるアクターは異なる。政策形成プロ
セスにおいては基本的には関係省庁、関係国有企
業、関係地方政府で、取りまとめは経済関連であ
れば国家発展改革委員会、そして最後に国務院で
審議するというプロセスになっていると思う。

（フロア）
　中国のアジア政策は1990年代までは無かったと
いうお話の根拠を知りたい。冷戦時代、中国政府
はアジアとアフリカを中心とした外交を展開して
いたという事情もあり、1950年代にはスリランカ
のコロンボ会議、またインドネシアのバンドン会
議もあり、それは中国の平和原則を確立した。先
生のご発言の趣旨はどのようなものか。

（青山）
　仰る通り、中国は常にアジア地域を考慮した外
交政策をしてきてはいるが、その中にアジア地域
に特化した、アジア政策そのものというカテゴ
リーは無かった。中国語で“アジア外交”という言
葉が使われるようになったのも最近のことで、そ
れまでは“周辺外交”という言葉が使われていた。
しかし最近は“周辺外交”よりむしろ“アジア外
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交”を使う頻度が高くなっている。そういう意味
で新しいということだ。 

（フロア）
　北朝鮮とモンゴルに対する戦略はどういうもの
か伺いたい。

（青山）
　中国と北朝鮮との関係は“血で結ばれた兄弟”
と形容されていたが、温家宝体制以降は普通の二
カ国関係に転化させていわゆる Win-Winの関係に
持っていこうとしていた。しかし結局その政策転
換はうまくいかなかった。中国の対北朝鮮政策に
は2つの柱があり、その一つは核の問題。中国は朝
鮮半島の非核化を主張している。核は六者会合の
中で管理すると考えていたが、今はその六者会合
そのものが動いていない。 
　次に重要な柱は経済関係だ。今日は時間が足り
ず言及できなかったが、図們江（ともんこう）開発
というプロジェクトがあり、1990年代以降、動い
ては止まりを繰り返している。北朝鮮での政治的
粛正が行われて以降、中国の北朝鮮への影響力は
一般的に思われるほどには大きくない。
　中国はモンゴルを重視しているが、一方、中国
とロシアに挟まれたモンゴルは一貫して第三隣国
との外交を重視しており、その中には日本やEU
も含まれている。最近、中国では中国とモンゴル
の経済ベルトという新しいスローガンを打ち出し
た。実際それがどのように動き関係が強化される
かは不明だが、モンゴルとの新しい経済関係、政
治関係が中国国内で注目されるようになり、対外
戦略的にモンゴルの位置付けが以前より高くなっ
ていることは確かだ。

（フロア）
　アジア、アフリカ、ラテンアメリカと一括りに
していたものをある時からアジアに特化したとい
うことだが、外交に力を注ぐ余裕が出来て具体的
に進める時には遠くより近くからやるのは当然だ
と思う。またアジアは国が少ない。西と南にいく
のは当たり前だろう。「新シルクロード戦略」のど
こに面白みがあるのだろうか。1996年に注目され
ているが、ここにおいて「新シルクロード戦略」な
るものを打ち出す理由があったのか。 

（青山）
　1995-1996年にあった議論を中国国内の視点で
振り返ると、対外開放を推し進めるべきか、ある
いは社会主義を堅持するべきかというものだっ

た。1996年に出された政策はさらに対外開放を推
進して国際秩序に参加していくというもので、中
国語で言うところの“接軌”、中国は国際社会に入
ることによって経済をさらに発達させるという決
断だった。つまり、1996年以降は国内政策とリン
クする形で積極的なアジア外交政策を展開すると
いう流れだったと言える。

（フロア）
　中国のいろいろな外交政策の中心にくるのが米
国との関係ということだったが、米国のアジアへ
の関与が低下してきたとき、相対的に中国の政策
が大きく変わるという可能性はあるだろうか。先
生の見解をお伺いしたい。

（青山）
　確かに「新シルクロード戦略」はアメリカの「ア
ジア復帰戦略」に対応する形で打ち出された外交
戦略だが、米中関係が良くなれば中国の戦略が変
わるかというと、個人的見解ではそう大きくは変
わらないような気がする。何故か。1996年のアジ
ア政策からみると、日米安保の再定義があったこ
とから中国は危機意識を強く持ち、アジアへの関
与を推し進めるようになった。2001年の9.11以降、
米中関係はある程度改善したが、その後も中国の
対外政策やアジア戦略に大きな変化はない。この
ことからも米国に対応する形で出発した戦略では
あるが、米中関係に関係なく展開すると思ってい
る。

（フロア）
　2点ある。習政権になって外交が世界的に激し
く動いてきた。これは所得2倍という目標のため
に経済を重視して対外的に発展させようという
ことなのだろうか。もう一つ、領土問題では中国
は妥協しないということだったが、以前中国の人
に聞いたところ、軍関係の国有企業が衰えないよ
う常に危機感を煽っているというような話を聞い
た。その辺りについていかがか。

（青山）
　習主席の地球儀外交は中国の経済発展とも密接
に結びついている。例えばロシアや中央アジア、
カザフスタンとの関係では石油関連で経済と結び
つく。また「新シルクロード戦略」の中では中国
内陸部の対外開放が一つのキーポイントになって
いるので、内陸の経済強化という意味においても
経済に寄与すると思う。しかし習主席の外遊は経
済的視点だけではなく、個人的にはむしろ政治的
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な意味も含まれているとみている。例えばタンザ
ニアだ。毛沢東時代にはタンザン鉄道の件で中国
はタンザニアと親密だったが、その後 1990年代初
頭まで中国とタンザニアの関係は微妙に冷めてい
く。しかし中国がアフリカ重視の政策を始めてか
ら再び関係が戻りつつある。
　軍事的な視点では真珠の首飾りではないかと一
部では言われているが、先ほどお話した港への投
資なども今回の外遊では重点事項として扱われて
いる。
　領土問題で譲歩しないということについて、利
益集団である軍の動きがあるからではないかとい
うご指摘だったが、確かにそういう側面もあるか
もしれない。しかし個人的理解として、それに加
えてその背後に国連海洋法条約に関わる動きがあ
るのではないかと思っている。国連海洋法条約で
は排他的経済水域という概念が導入されている。
排他的経済水域に関する自国の主張について国連
に提出する期限は2009年の5月だった。そのため、
2009年より少し前に領海を巡る対立が多発するの
ではないかと睨んでいたが、まさにその通りで、
2007年あたりからフィリピン、ベトナム、その後
日本、と領海問題がエスカレートしている。単純
に軍の動きや外交が強硬になっているということ
だけではなく、国連海洋法条約も関わっていると
認識している。

【閉会】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー）
　時間のため、以上で講演会を終了する。

（了）



53JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第75回　習近平政権の中国外交

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

• 2014 9 11 19

17

2013 3
5

9

10

2014 3
7
7

8
9

http://www.ce.cn/

•

•

•

•

•

•



54 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成26年度

•

• 21

• BCIM

• 1996
• 1996

•

•

•
• (1996) ⇒ SCO (2001)

ARF 1994~
ASEAN+3 1997~

(DOC) 2002
TAC 2003

2003~

SAARC 2005~

•

•

•

•

•

•



55JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第76回　中国の安全保障戦略と軍事

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

講演録

【開会・講師紹介】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー）
　これより月例研究会を始める。本日は講師に慶
応義塾大学法学部教授の安田淳先生をお迎えし
た。今日は「中国の安全保障戦略と軍事」という
テーマでお話いただくが、この手の問題について
安田先生はいろいろと実績をお持ちになってい
る。先生は防衛庁の研究所教官や慶應義塾大学法
学部の助教授を経て、現在は教授に就かれている。
復旦大学への留学やスタンフォード大学アジア太
平洋研究センターの訪問学者もされていた。お手
元の資料の通り、多くの論稿を出されている。
　中国の安全保障問題をここで取り上げるのは初
めてではないだろうか。安全保障の戦略そのもの
やそれに基づいた防衛計画は非常に不透明でメ
ディアで取り上げるには難しい面がある。それは
一体何を意味するのだろうか。拡張しているらし
き軍備がどこに向かっているのかも見えにくい。
安田先生はその辺りについても研究されており、
今日はお話をたっぷりと伺いたい。中国の安全保
障戦略については疑問を持たれている方も多いと
思う。最後の質疑応答では活発な議論を期待して
いる。

【講演】
　本日はこのような機会をいただき非常に光栄
だ。これから私の勉強しているところをお話しし
たい。後の質疑応答ではご批判、ご意見をいただ
けたら幸いだ。

　今日は中国の安全保障戦略に触れたいと思う。
ご承知の通り、これについてはよく分からないと
ころが多くあり、簡単に紹介できるものではない。
そこで今日は中国の安全保障戦略とそれに対する
我が国の安全保障戦略を考えるときのヒントや手

掛かりになるようなことをいくつかご紹介し、皆
さんの参考になればと願っている。
　今日の話は大きく3つに分かれている。一つは
中国が“安全保障”をどう考えているのかという
ことで、我々の言う“安全保障”と彼らの言う“安
全保障”は果たして同じ意味なのかどうか、ある
いはずれがあるのかということ。二つ目は、近頃
強い関心を集めている日中間の安全保障問題につ
いて、尖閣諸島問題や東シナ海のエネルギー問題
といった細かい話の影にどのような問題が隠れて
いるのか、あるいは注目されていない別の問題が
あるのかというところを指摘したい。三点目に、
人民解放軍についてその特徴と抱える問題、また
人民解放軍をどのように理解したらよいのか、そ
の位置付けについてである。ご紹介したい資料が
かなり多くあり、話は駆け足になると思う。お手
元の資料で補足いただければ幸いだ。

　中国の安全保障戦略を語るにあたり、まず、中
国のおかれた自然環境あるいは地理的な環境につ
いて押さえておきたい。中国の国土は960万平方
km、我が国の26～27倍と非常に広く、ロシア、カ
ナダに次いで世界第3位の国土面積を持つ。彼ら
はこの広大な土地を守らなければならない。一方、
海洋面積とされる300万平方kmには若干トリッ
キーなところがある。世界第7位の大きさを持っ
ているということになっているが、国連海洋法条
約で認められている排他的経済水域からすると96
万平方km、国土の10分の1程度である。つまり、
中国は海洋国家とは言い難い。海洋国家ではない
ところに、いろいろな問題が起きている。中国が
「歴史的に中国の海だ」と主張しているのが300万
平方km、この数字でみると世界第7位だが、国際
的に認められた排他的経済水域では96万平方km、
世界第22位となる。ちなみに、それにひきかえ、
日本の国土は非常に小さく世界第60位、しかし海
洋面積は国際的な排他的経済水域で計算すると世

中国の安全保障戦略と軍事

PROFILE
安田 淳（やすだ じゅん）氏　慶應義塾大学法学部 教授 
防衛庁（当時）防衛研究所教官、慶應義塾大学法学部助教授を経て、2005年4月より同教授。1988～1989年、復旦大
学（上海）留学。1997～1998年、スタンフォード大学アジア太平洋研究センター訪問学者。専門は軍事を中心とする現
代中国の安全保障。主な著作は、共編著『中国をめぐる安全保障』（ミネルヴァ書房、2007年）、「中国の空と安全保障̶
民間航空と軍との相克」、『東亜』（財団法人霞山会、第 525号、2011年3月）、「『中国の特色ある現代軍事力体系』構築と
『威嚇』力̶2012～13年の中国人民解放軍」、『慶應義塾大学日吉紀要中国研究』（慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会、第 
7号、2014年3月）など。

2014年10月9日（木）　15：00～17：00開催日時
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界第6位とかなり大きく、間違いなく日本は海洋
国家といえる。
　中国の陸上国境は約 22,000kmと非常に長大
だ。地図を見てほしい。北朝鮮から反時計回りに
いくとこれだけ多くの国々と接している。対して
海上国境はどうだろう。実際に海上に国境がある
わけではないが、3つの海－黄海、東シナ海、南シ
ナ海－を隔てた向こう側にこれだけの国がある。
陸上国境ほど多くはないが、それでも6カ国と向
かい合っている。海上国境線を大まかに見ると
12,000km程度。中国は陸上国境、海上国境と合わ
せて非常に長大な国境線を持ち、多数の国々と接
している。

　中国の国境線について二つのポイントを挙げた
い。一つは国境隣接国がかつてのソ連－ロシアを
除くといずれも面積の小さい「小国」であるとい
うこと。国力や人口の点でも中国より小さい国が
多く、一般的な「小国」である。とはいえ、中国は
それら「小国」を侮れるというものではない。歴史
的にもそれらの国が束になって立ち向かった時に
中国は手を焼いており、「小国」だからといって決
して油断することはできない。
　もう一つは、「国境線」が19世紀から20世紀に
かけて帝国主義列強による不平等条約で画定した
ものだということ。1840年のアヘン戦争をはじめ
として、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、
日本といった国々が中国に侵略し、不平等条約を
結び国境線を画定したという経緯があり、それが
ほぼ今の国境になっている。言い換えると、今の
中華人民共和国政府あるいは中国共産党にとっ
て、現在の国境線は自分たちが自らの責任におい
て願いのままに引いたものではないという意識が
ある。清朝と中華民国という中国の長い歴史の中
で最も弱体化した政権のときに外部からの力に
よって引かされたのが今の国境だという認識だ。
　1949年の中華人民共和国建国以降、中国は数多
くの紛争、戦争をしている。それらはいずれも領
土主権に関わる戦争で、たとえば経済、宗教、民族
等をめぐるものではない。つまり、現代中国は領
土主権に対して極めて強い執着心を持っているの
である。これまで中華人民共和国は数年に1度と
いう頻度で戦争をしているが、いずれも領土主権
に関わるもので小規模紛争が続いている。そのう
ち朝鮮戦争は比較的大きいともいえるが、大体が
小競り合いだ。そして次の特徴として、陸から海
へ戦場が移ってきている。1980年代以降に陸上の
紛争はほぼ無い。
　中国は領土主権に対して極めて強い執着心を持

つ。ここで考えられることは、中国にとって戦争、
紛争に対するハードルはさほど高くないというこ
とだ。同じ時期、言うまでもないことだが、我が国
は一度も戦争をしていない。つまり、中国と日本
とでは戦争や紛争に対する認識やハードルが大き
く異なり、非対称的だということだ。

　安全保障において、通常、我々が守るべきもの
は何だろうか。誰もが納得するのは領土、領海、領
空といういわゆる領域だろう。そしてそこに住む
国民－厳密に言うと国民の生命と財産－を守るこ
とがいずれの国にとっても重要な国家安全保障目
標の一つになる。しかし、見方を変えると中国に
はどこか違うところがあるのかもしれない。日本
は憲法において「専守防衛」という確固たる方針
を持ち、自衛隊は日本の領域と国民の生命、財産
を守っている。中国も同様のはずで、いずれの国
もそうであれば問題は起きないはずなのだが、何
故問題が起きるのだろうか。両国の間に決定的な
違いがあるのではないかという視点で振り返って
みたい。
　繰り返しになるが、領土という観点で見返すと、
中国近代史においてはアヘン戦争を契機として帝
国主義列強が中国を侵略し、清朝、中華民国政府、
軍閥政府は不平等条約を結ばされた。そして中国
は多くの領土を失ったとしている。例えば、帝政
ロシアにはハバロフスクあるいは沿海州を奪わ
れ、大英帝国はインドの中印国境部分をインドに
編入されてしまったという。また日本は日清戦争、
日露戦争、世界第一次大戦を通して、朝鮮半島、台
湾、琉球、澎湖諸島を奪っていったとする。イギリ
スはインドの他にもビルマやブータン、ネパール、
香港－ただし香港は1997年に返還された－を奪っ
た。フランスはベトナムを奪った。つまりそれら
の土地や地域は本来、中国のものだという認識が
ある。これは決して大げさではなく、1939年に毛
沢東が書いた『中国革命と中国共産党』という論
文に、それらの地域が全て列挙されている。1939
年ということは、中華人民共和国が成立する10年
も前、まだ日本と戦っている時だ。この時期、既
に毛沢東はこのような意識を明確に打ち出してい
る。国家建設の意識として、これら領土を何とか
しないといけないという強い問題意識が早い段階
からあったのだ。漢民族が過去に支配した地域も
含めて全てを復興したいというのが毛沢東の強い
願望だった。我々は過去に支配した地域を歴史に
おいて“版図”という言い方をするが、彼らにとっ
て“版図”イコール“領土”である。つまり、中華
文明が広がった一番先のところまで全てが自分の
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領土だという認識だ。中国にとっての“領土”とは
中国の同化力の及ぶ範囲だということだ。
　同化力とは軍事力、政治力、文化力が動員され
る。中国には世界四大文明の一つ黄河文明があり、
それが同化力によって周囲の地域を文明化するこ
とを中華思想という。その過程で、次第に文化力
から政治力が重視されるようになり、政治力が発
揮できなくなると最後に軍事力が出てくる。最初
は理想的な文化の力で同化させようとしていたも
のが、徐々に変わっていく可能性がある。自分た
ちは文化の力で周囲の野蛮なところを良いところ
にしたという認識があり、しかしそれらは近現代
史の中で西欧列強や日本に奪われ、失われた。失
われたら当然取り戻す。ここに彼らの領土に対す
る考えの原点がある。自分達が引いた国境ではな
く引かされた国境。引かされたところは奪われた
ところが多い。それを取り戻すという固い信念が
ある。

　国境といえば線、つまり杭が打たれ有刺鉄線が
引かれたものをイメージしがちだと思う。しかし
日本に陸上国境は無く、そのイメージはヨーロッ
パや朝鮮半島の話からきているものだろう。一方
の中国ではどうだろう。中国で国境を意味する言
葉は「辺疆」と「辺境」の二つがある。中国語の「辺
疆」は「国境一帯の広い範囲の領土」、「辺境」は「国
境沿いの狭い地帯」を意味する。それぞれに「広
い」、「狭い」という正反対の形容詞がついている
が、いずれにしても“範囲”の領土であり“線”と
は書かれていない。つまり、中国では国境は線を
意味するものではないのだ。最近、中国では日本
語と同じ「国境」という言葉を使い出したが、これ
も「国の主権を行使する領土範囲」を意味してお
り、つまり“面“である。国境とは固定したもので
はなく、時代や国力に応じていくらでも膨らんだ
りしぼんだりする可能性のあるものだという認識
だ。一度“線”を引いたら固定するという我々の無
意識の考えとは大きなずれがある。

　この国境の概念を新しい言葉で「戦略的辺疆」
という。1980年代後半、「国防発展戦略」という概
念が生み出された。これについてはまだはっきり
と分かっていないところが多くあるが、軍事力と
は戦時、有事、平時、平和とは無関係に、常に様々
な経済活動と一緒になり、システムとして増強、
拡大する方法が考えられなければいけないもの
で、兵器や兵員を一方的に増やせばいいというも
のではなく、つまり中国の軍事とはもっと総合的
に考えなくてはいけないという考え方だ。鄧小平

の軍事改革において、400万人という数だけを頼り
にした毛沢東時代の人民軍隊を変えなければなら
ない。その時にどう効率よく、新しい国際情勢に
応じた軍隊を作れるか、そうした課題を解決する
ために生み出された戦略概念である。その中で「戦
略的辺疆」という言葉が出てきた。「戦略的辺疆」
とは「国家の軍事力が実際に支配している国家利
益と関係ある地理的範囲の限界」、要するに軍事力
が支配できるところが国境だと言っている。そし
て、総合国力の変化により「相対的に不安定性と
不確実性を持っている」。総合国力の中で彼らが最
も重要だとみているのが軍事力で、それこそが国
境を決めるのだとしている。
　ここで言う「不安定性」と「不確実性」はネガ
ティブな意味ではない。固定されたものではない
から自分が頑張りさえすれば大きくなるし頑張ら
なければ小さくなってしまう、つまりいくらでも
変動するもの、未来永劫固定したものではないと
いう意味だ。つまり、新しい軍事力をもとにして、
国境を押し広げることが出来るという考えだ。こ
の概念は1980年代半ばの新しい時代の新しい考え
方を持ち始めた当時30代半ばの新進気鋭の若き軍
人たち－中国大陸を駆け回り日本軍や国民党軍と
泥沼の闘いを経験した軍人ではなく、新しい高等
教育を受けた軍人たちが考え始めた。それから30
年経ち、彼らも今や60代、すなわち現在は人民解
放軍の中枢にいる。このような概念の生みの親、
育ての親が中枢にいる軍隊が現在いろいろやって
いるのは当然の流れであろう。
　しかし、現在は陸上国境をそう簡単に拡大する
ことはできない。国際制度やルールもあり、かつ
てのように軍事力で国境線を押し出すことはでき
ない。それができるのは、曖昧で明確に線が無い
海、空、そして宇宙となる。これ以上拡大できない
陸上国境に対して、次の国境は海と宇宙に求めら
れると中国は考えている。それは単なる失われた
領土ではない。ベトナムや沿海州、ブータンやネ
パールは失われた陸上国境だが、海や宇宙は「領
土辺疆」ではない。最近、中国はそれを「利益辺疆」
呼び、利益を生むところが国境線になると考えて
いる。いろいろな利益を求め、それを軍事力が支
えるということだ。

　海については1970年代から南シナ海で石油資
源探査が行われており、1990年代には石油採掘に
発展している。東シナ海においても1980年代から
着々と発展戦略が進められている。中国の海洋進
出が注目を浴び出したのはごく.近だが決してそ
うではなく、「戦略的辺疆」にもとづいて30～40
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年前からこのような展開が行われている。
　もう一つ、我々の考えに入れておいた方がいい
こととして、中国は政治と軍事の組み合わせが巧
みなケースが多いということがある。メディアで
は中国軍が暴走しているのではないか、政府ある
いは共産党が軍を抑えきれていないのではないか
という見方がしばしばされているが、そういう考
え方が必ずしも当てはまらないということを意識
した方がいいかもしれない。かつての日本のよう
に、関東軍の暴走によって満州事変が始まったと
いうような図式は、中国の過去の例には無く、い
ずれの場合も政治と軍事が巧みに組み合わさり役
割分担されたりして戦争が始まり終わっている。
つまり、巧みな政治システムが働くという歴史的
事実がある。軍が暴走するという見方をそう簡単
にしてはいけないと思う。

　中国の安全保障は我々の安全保障とどこが違う
のだろうか。安全保障の概念は時代や状況、その
人の価値観により様々に変わっていくが、その最
大公約数あるいは最小公倍数を考えると「何から
何をどのように守るのか」ということになり、そ
れを考察するのが安全保障という学問だとも言
われている。例えば、かつてのソ連は大国だから
中国にとっては怖いはずだ。しかし中国にとって
は「脅威」だけでなく「取り戻すべき」もの、失っ
たから取り戻すと強く信じているものがたくさん
ある。さらにいえば、彼らは現在どんどん経済的
に発展し、政治的影響力も大きくなっている。何
かが大きくなる時にはそこに邪魔なものが出てく
る。自分の発展を妨げる、あるいは自分の発展に
とって障害となるものが出てくる。そういったも
のを彼らは「脅威」に含めているのではないだろ
うか。我々は「脅威」という言葉から「怖い」とい
うイメージしか浮かばないが、「何から何を守るの
か」といったとき、彼らにとってはそういったも
のも含まれているのではないかと思う。
　日本は日本を守るから、中国も中国を守りさえ
すれば、お互い差し障りはなく一番いいのだが、
なかなかそうはならない。何故だろうか。中国も
「守っている」、「中国は平和を愛する」と言ってい
る。しかし彼らの守るという概念には「今あるも
の」を「守る」にプラスして、取り戻すべきもの
を「獲る」という概念があるのではないだろうか。
我々は「守る」と「獲る」は正反対の意味で別物と
捉え、「守る」という概念と「獲る」という概念を
結びつけない。だが、彼らは当たり前のように「獲
る」ということも「守る」行動に含めているのでは
ないだろうか。そしてさらに「邪魔なもの」は「排

除」する。これは攻撃的に見えるが、彼らの概念
に立ってすればそれも「守る」うちの一つで正当
な手段と考えているのではないだろうか。決して
自分たちの行動が間違ったもので批判を浴びるよ
うなものだという意識はない。むしろ自分たちは
正しいことをしているという方が強いのではない
か。その辺りが我々と彼らの安全保障の違いでは
ないだろうか。同じ立場、同じ視点にあると思い
込むと、根本的な認識のずれからいろいろな問題
が起きるような気がする。特に日本語と中国語は
同じ漢字を使い似ていて、文化の違いに思いが至
りにくい。こういった可能性があるということを
頭に入れておいた方がいいのではないだろうか。

　ここまで安全保障における概念の違いについて
お話しした。次に個別の具体的な日中間の安全保
障問題として現在一番大きいと思われる海洋問題
に触れたいと思う。尖閣諸島や東シナ海のエネル
ギー関係について、これらの中にどのような問題点
あるいは注意すべきところがあるのか指摘したい。

　尖閣問題で日本の世論が沸き立ったのは2010
年、中国漁船と海上保安庁の巡視船との衝突事件
がきっかけだった。尖閣問題は1960年代末、70年
代と、日中国交正常化の時から長く続いている問
題で、もとの起源はおよそ40年以上前に遡る。し
かし私の印象として、2010年の事件にはもっと直
近の直接的な起源がある。2008年12月、中国の海
洋調査船が尖閣諸島の領海に侵入した。これこそ
が中国が明確な意思表示をした直接の出発点だっ
たとみている。侵入翌日には中国外交部が「中国
が主権を有する海域で正常に航行して、何が挑発
といえるのか」と反論している。「中国が主権を有
する海域」だと明確に言っているのだ。そしてさ
らにその翌日には「この海域の管轄を強化する」、
「領有権争いがある海域では実効支配の実績が重
要」、「中国も管轄海域内で存在感を示し、有効な
管轄を実現しなければならない」と言っている。
つまり2010年に巡視船にぶつけられたからといっ
て、中国が初めて強硬な態度に出たわけではない。
2008年に既にそうしたことをやると示唆していた
のである。
　これは中国のいろいろな面でも言えることで、
中国は必ず事前にやると宣言する。そしてやると
いったことは必ずやる。いろいろな例があるが、
例えば中国は秘密裏に核兵器を開発してはいな
い。核兵器を開発すると明言し、開発した。やる
といったらやり、決して嘘をつかない。中国のや
ることを正面から見ると分かりやすい面がある。
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尖閣問題も中国がやると言った時、我々は深刻に
受け止める必要があったのだ。

　日中のガス田に関してだが、ご承知の通り、排
他的経済水域の境界線が未だ決まっていない。こ
の地図でいうと、日本側は赤色で示した中間線を
主張しているのに対し、中国は大陸棚を主張して
いるのでかみ合わない。しかしこれは必ずしも不
条理なことを言っているわけではない。国連海洋
法条約には両方が明記され、中間線も大陸棚も境
界線として妥当であると認められており、まとま
らなければ話し合いをしろということになってい
る。よって、中国が無茶なことを言っているわけ
ではなく、単にかみ合わないだけだ。これに対す
る一つの妥協点として、ガス田の共同開発が2008
年に決まった。だがここで中国は決して主権を日
本に渡すつもりはないとし、この海域の主権は中
国にある、日本は「協力開発」という形で資金だけ
を投入してくれとしている。我々は「共同開発」と
していたが、中国側は実際に掘るのは中国で、さ
らに境界線問題は棚上げだとしている。中国の姿
勢は明確で、ガス田の「共同」開発は好ましい解決
になっていない。実際、進展せずに塩漬け状態に
なっている。ガス田あるいは油田問題について彼
らは全く譲るつもりはないことが明確だ。

　あまり注目はされていないが沖ノ鳥島をめぐる
問題もある。中国が沖ノ鳥島について、日本と見
解が異なると言い出したのだ。すなわち沖の鳥島
は日本の領土ではないと主張している。沖ノ鳥島
は太平洋にある日本の最南端の島で、東シナ海の
尖閣諸島あるいはエネルギー問題の海域とは全く
違う。
　国連海洋法条約では島があれば領土となり、領
土となれば排他的経済水域を設定できるとされて
いる。島の定義とは何かというと、自然のもので
あって満潮や高潮の時も水面から出ていて水に囲
まれ、人の居住や経済生活を維持できるというこ
とだ。これらを維持できなければそれは島ではな
く単なる岩で、岩に領有権は設定できない、つま
りそこに排他的経済水域を設定できないことにな
る。日本は沖ノ鳥島を島として排他的経済水域を
設定しているが、中国はそれを認めていない。ち
なみに、沖ノ鳥島を中心とする半径200海里の面
積は37万平方km、すなわち日本の国土面積とほ
ぼ同じになる。
　何故、中国はそういうことを言い出したのだろ
うか。沖ノ鳥島は珊瑚礁の中にあり、戦前は頭を
出している島が6つあった。1982年、それが4つに

減った。1987年には3つになり今は2つ、北小島と
東小島しか残っていない。北小島は標高6cm、東
小島は16cmと風前の灯火状態になっている。そ
れで1987年から1990年にかけて、日本政府－正
確には東京都が海岸の保全工事を行った。海岸と
いっても6cmと 16cmの一般的に言う岩のよう
なものだが、日本は島と考えるため保全工事を実
施した。時間の関係で詳細は省くが、工事すると
いっても島としては自然のものでないといけない
ので人工的に固められない。また島の定義として
水と接している必要があり、干からびてはいけな
い。いかにコンクリートで周りを固めようが防波
ブロックを置こうが、島が水に浸かっていないと
いけない。そこで日本は科学技術を駆使して非常
に気を使った保全工事をしたのだが、当時、中国
はこれを優れた試みだと高く評価した。さすが日
本は科学技術大国だと評価したのだが、今日、そ
れを翻がえしてこれは島ではなく岩である、沖ノ
鳥島に日本の領有権は認められないと言いだし
た。確かにたった6cmと16cmの岩みたいな島で
居住はできないのだから、中国が全く無茶なこと
を言っているとも言えない。ところが沖ノ鳥島に
は住所も郵便番号（〒100-2100）もあり、NTTに
より市外局番（04998）も割り振られている。つま
り、日本は沖の鳥島を郵便システムと通信システ
ムに組み込み、加入者がいなくても島が日本の経
済システムの中にあるということを示している。
　当時高く評価したものを中国は何故今になって
領有権を認めないとしているのだろうか。実はそ
の頃、中国は南沙諸島で同じようなことを始めて
いて、海域の実効支配を確立しようとしていた。
島でも岩でもない浅瀬に杭を打ち込み小屋を立
て、軍兵士が留まることで実効支配の第一歩にし
ようと考えていた。そうした時に行われた沖ノ鳥島
での日本の保全工事は非常に見事なもので、なるほ
どと南沙諸島の打ち込み規模を大きくしていき、し
まいには建造物を作った。日本の工事は非常に緻
密で繊細なものだったが、大雑把にやり方を学ん
だということだ。南沙諸島の浅瀬に建てたものは
自然の島でも岩でもなく人工の建造物のため国連
海洋法条約では認められないが、彼らは人間が住
みさえすれば実効支配を確立できると考えた。
　沖ノ鳥島を日本のものではないとするメリッ
トは何だろう。島は中国からかなり離れている。
その前に海洋調査をめぐる中国の矛盾を振り返
ろう。中国は1980年代、1990年代に東シナ海で、
2000年代に入ると太平洋でさかんに海洋調査を
行っている。海洋調査では海流、海水温、塩分濃
度、気象、海底の地形等と様々な科学調査を行う。
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これを頻繁に展開する背景には軍事的な狙いが
あると考えられる。潜水艦戦力を東シナ海と太平
洋に展開させる場合、海洋環境を正確に熟知して
いることが極めて重要になるからだ。ここで海洋
調査をめぐる中国の矛盾が見え隠れする。例えば
1970年代半ばの冷戦真最中に米ソが軍事的な海
洋調査を全世界で展開していたが、中国はそれは
スパイ行為であり覇権行為だと激しく非難してい
た。ところが今、その中国が海洋調査を頻繁に行っ
ている。中国は当時あれほど米ソを非難していた
のに、今になってそれと同じことをしているのだ。
そしてもう一つ、やはり1970年代の半ばだが、沿
岸国の領海に属する海峡は自由に通行できるとい
う米ソの主張を中国は厳しく非難していた。米ソ
は海軍力を展開するために国際海峡を突っ切らな
いといけないのだが、中国はそれを米ソの覇権主
義だといって非難していた。しかしこうした行動
を今の中国もやっている。2000年には中国の情報
収集鑑が日本を一周りした。2008年には戦闘艦艇
が津軽海峡を通峡した。実は津軽海峡は国際的に
特殊な扱いとなっており、津軽海峡海域には公海
部分が残されている。本来は津軽海峡全域が日本
の領海に入るのだが、冷戦時代は核を積んだ米ソ
の艦艇が通る可能性が高く、わが国の非核三原則
に抵触しないように海峡中央部を日本の領海から
外したためだ。領海は国際的に12海里主張できる
ところをここでは3海里にし、青森側から3海里、
北海道側から3海里として公海部分を残した。公
海部分は日本に関係ないとして核を積んだ艦艇も
航行できるようにしたのだ。そのような特殊な海
域ではあるが、中国はかつて自分達が非難してい
た他国の行動と同じことをしている。

　このようなことから、我々は中国の言行が一致
しておらず、かつての主張を翻しているという視
点でみる。しかし彼らは、その時代に出来ること
をやり、出来ないことはやらない、必要が生じ、
できるようになったらやる、という単純な理論に
もとづいて行動している。当時はそれをする必要
も能力も無かったからそれが出来る米ソを非難
し、今は中国もやれるようになった、それによっ
て様々なメリットが得られるようになったからや
る、という分かりやすい理論だ。難しいことはな
い。日本の倫理観では疑問符を打たれるようなこ
とでも、それが国際政治の現実なのだとして分か
りやすいことをやっている。沖ノ鳥島もまさにそ
の例で、海洋調査もそうだろう。
　中国はアジアを自分の勢力圏に収めてそれを
コントロールすることを大きな目標にしていると

思う。世界を制覇するというような大それたもの
ではなく、アジアはアジアの価値観によってアジ
ア自身がコントロールするべきで、米国に介入し
てほしくないという考えだ。例えば中国は台湾の
統一という目標を掲げているが、台湾に対する武
力行使を否定してはいない。朝鮮半島の問題もあ
るが、アジアで何かが起きた時に米国に近寄って
ほしくないのだ。そのためにも核をちらつかせて
米国をアジアに近寄らせないことが必要になる。
しかし、米国に対して核抑止力がうまく働かな
かった場合、米国本土やハワイ、グアムから、ある
いは在日米軍が駆け付けてくることが容易に想定
され、米国を近寄らせないようにするための対策
が必要になる。そうした時に必然的に米中がぶつ
かるのが西太平洋で、まさに沖ノ鳥島周辺海域で
あり、現在中国が海洋調査を展開している西太平
洋海域である。そういう意味で中国にとって太平
洋は間違いなく重要な海域で、あえて言うと彼ら
の目は既に尖閣諸島や東シナ海を超えて太平洋を
見ていると考えていいかもしれない。

　現在、中国では「海上権力論」、「海洋権益論」、
「海洋国家論」といった本が山ほど出されている。
それらをざっと見ると、大体が同じような内容で、
海軍の軍人によって書かれた本が多い。要約する
と、国益を地球規模に拡大させるための軍事力が
極めて重要で、中国の未来の生存権と持続可能な
発展維持のために積極的かつ広範囲に海洋進出す
るべきだと言っている。こういった考えにもとづ
いて見ると、中国の海洋調査や沖ノ鳥島に対する
申し立てが全て繋がる。
　地図を90度ひっくり返してみよう。中国からみ
ると東シナ海は日本の南西諸島や先島諸島に囲ま
れた内海であり、太平洋に出るにはそれを越えな
いといけないことが分かる。つまり、ここは中国
の上に被さる存在になる。ここを通らないと太平
洋に出られないから、日本と競り合いになること
は必至だ。また、中国にとって台湾統一は中国革
命の完成というような大義名分以上に、太平洋や
南シナ海に出ていくための戦略的な位置の確保と
して極めて重要になる。ここが自由になれば外へ
も出やすく、つまり、台湾との緊張にはそのよう
な狙いが隠れていると見ることもできる。
　さらにアジアの地図を180度ひっくり返すと、
中国はこれだけの国々に囲まれたやはり大陸国家
であって、海に面した部分は非常に小さいことが
分かりやすくなる。この矢印は中東地域からのオ
イルルートで、我が国のルートと同じだ。彼らの
外からの入り口、外への出口はこの小さい部分し
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かない。太平洋に出るためにぶつかるのは、その
矢面にある日本や東南アジアの国々だ。
　中国はやはり大陸国家であって海洋国家ではな
い。それが海洋権益を求めようとしていることで
様々な矛盾やひずみを招き、いろいろな衝突が起
きるのは当然の帰結だろう。地政学的に海洋国家
になりきれないひずみが出ているのが現状とみて
いいと思う。

　最後のトピックとして中国の軍事についていく
つかご紹介したい。人民解放軍が非常に発展して
いることは既に広く知られているが、その特徴の
一つに統合作戦能力の向上を目指すということが
ある。大陸国家の中国であっても陸軍だけの戦闘
というものはあり得ず、勿論、海軍だけ、空軍だけ
といった戦闘もない。いずれの国においても統合
作戦能力が重要かつ不可欠で、そのための能力向
上を目指していることは間違いない。中国の場合
はそこにプラスして宇宙空間やサイバー空間とい
う非常に扱いにくい空間が加わりつつあり、それ
らに特に力を入れているところだ。これについて
は分かりにくい面が多いため、対応が遅れがちに
なる。しかし中国が宇宙とサイバーに乗り出そう
としていることは間違いない。そして兵器装備の
近代化を図ってもいる。特に2000年代に入ってか
らは、スホーイ27戦闘機や空母キラーとされるソ
ブレメンヌイ級駆逐艦－米国の空母を叩くため、
かつてのソ連で開発された駆逐艦－といったロ
シア製の兵器がソ連崩壊後に大量に中国に売却さ
れ、様々な戦力強化が図られた。しかしそれは最
近落ち着いてきているとみていいだろう。それに
プラスして国産自主開発による兵器装備が出始め
ているからだ。これは大きな変化だ。中国はロシ
ア製の兵器に頼っているところにある種の危うさ
があったが、その危うさは次第に解消されつつあ
ると言っていいと思う。一般的には空軍や海軍が
使う兵器に目が向きがちだが、中国は1980年代か
ら2000年代という長い期間を通して陸軍の陸戦兵
器の国産開発にも力を入れてきた。今や陸戦兵器
のほぼ100％を国産でまかなえるようになってい
る。それは中国の兵器産業や軍事工業を引っ張る
大きな役割を果たし、陸戦兵器の近代化と国産化
が兵器装備全体の近代化の大きな牽引力にもなっ
ている。大きく注目されるようなことがないよう
な陸戦兵器をこつこつと開発し、生産する成果が、
海空軍兵器装備に次第に応用されつつあるよう
だ。これからの中国では国産による兵器装備がま
すます充実するだろうと考えられる。

　中国は核大国である。とかく日本は北朝鮮の核
兵器開発を懸念しがちだが、中国にはある程度確
立された核兵器が既にあり、戦略ミサイル戦力を
非常に重視しているということを忘れてはいけな
い。米国やソ連のような核戦略理論家が中国には
現れていないため、中国がどういう核ドクトリン
を持っているのかは分かりにくい。しかし彼らの
弁から明確になっていることがある。彼らは「威
懾」のために核を持っていると明言している。「威
懾」の意味を日本語に訳すと、「武力で敵を威嚇す
る」ということ、つまり核兵器は敵を威嚇するた
めのものである。それは何のためかというと、我
の意思を強要するためである。「威嚇」という手段
を最も効果的に発揮できるのが核兵器だと明示し
ている。これほどわかりやすい戦略理論はない。
　しかしここに若干の注意点がある。中国は2年
に1度、いわゆる国防白書を発行しているが、それ
は各国語に翻訳され公式に発表しており、日本語
版も出している。これをよく見ると、中国語で「威
嚇」とあるところが「抑止」と訳されている。相手
を怖がらせることで「抑止」するということに間
違いはないが、日本語の受け取るイメージとして
「威嚇」と「抑止」ではニュアンスに差がある。中
国は対外的なイメージを大事にする国だ。「威嚇」
というあまりにも直截的な言葉は出さず、「抑止」
として「抑制的に核兵器を使う」というイメージ
を作っているのではないだろうか。いずれにせよ
中国版でははっきりと「威嚇」としている。彼らは
核兵器を単なる大量破壊兵器としてではなく、自
らの意思を実現させるための道具として考えてい
るようだ。

　ここ2、3年、日本のメディアで中国があたかも
戦争準備をしているかのような報道がされること
がある。中国軍が発行している『解放軍報』とい
う新聞で、「軍事闘争」という言葉が非常に頻繁に
表れるようになったことにも一因がある。『解放軍
報』の社説には、軍事闘争の準備を深化させなけ
ればならないというものもあった。わが国では、
それをさも戦争準備のように受け取る解釈や報道
が見受けられるが、これはいささかフライングで
はないだろうか。中国は明日にも戦争を始めるつ
もりはない。軍事力を「使う」ということに間違い
はないだろうが、それが悪いことだという考えは
なく、使わないに越したことはないという考え方
もない。軍事力ほど使い道があり、使い勝手が良
く、効果のあるものはないという考え方だ。「軍事
闘争」といっても軍事力イコール戦争だけではな
い。確かに戦争においては侵略排除が軍事力の根
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幹的役割だが、それ以外にも新たな軍事闘争がた
くさんあると中国は考えている。中国は新しい状
況と新しい時代、新しい環境に直面しており、軍
事力の使い方にもいろいろなバリエーションが出
てきていると認識しているのである。やたらと破
壊すればいいというものではない。核は撃ってし
まったらおしまいで、あくまで脅しのレベルに使
うこと、すなわち見せつけることに意味があると
いう使い方だ。軍は単なる戦争屋ではなく、これ
から新たな領域に出て行くのであって、軍事力に
は災害派遣や国際的な疫病対策等の人道主義的役
割も有している。中国は、そういった様々な闘争
があると言っているのだ。

　実際に彼らは何をやると言っているのだろう
か。毎年、全国人民代表大会では政府活動報告が
発表される。これは前年度の政治を総括し、今年
度をどうするかといういわば所信表明の場だ。政
府活動報告の国防・軍事の部分を取り上げてよく
見てみると面白いことが分かる。確かに中国は軍
事政策でいろいろなことをやると言っている。大
まかにいうと2011年あたりから、軍事闘争という
言葉に関連していろいろな言葉が出てきている。
たとえば「国の主権、安全、発展の利益の擁護」と
あるが、こうした表現が同報告の軍事の項目にあ
るということは、つまり、軍事力によって国の主
権や安全、発展の利益を守ることを明示している
ということだ。中国が発展する利益を軍事力に
よって守るということ。そして軍事力が「小康社
会を全面的に建設する重要な保障」になると言っ
ている。飛躍的な経済発展をした社会ではなくと
も、国民の生活レベルがまずまずのところにある
「小康社会」を軍事力が保障するということだ。中
国軍は「思想・政治建設を最も重要な位置に置く」
というところについては、このようなことを言わ
ないといけないところに今の中国軍の問題があり
そうだ。軍は単に軍事力を発展させるのではなく、
軍の中で思想や政治建設を最も重要な位置に置く
と言っている訳だが、戦闘機やミサイルの数を増
やしたり船を建造したりする以上に思想・政治建
設を重要な位置に置くというのはどういうことな
のだろうか。つまり、そうしないと中国がまとまっ
ていけないという中国共産党の危機感の表れでは
ないか。いわゆる軍人の精神教育や思想教育を強
化しなければ団結や統率に問題が生じてくる恐れ
があるということだ。それ以外にも「軍と人民の
融合的発展」とある。軍だけが突出するのではな
く、民間と融合的に、持ちつ持たれつで手を取り
合って発展していくのだと言っている。軍だけに

資源をつぎ込まず、かといって経済優先で民間だ
けに資源をつぎ込むわけでもない。両方のバラン
スを取るということだ。
　2012年の政府活動報告では、「思想・政治建設」
という言葉がさらに明確になっている。「軍に対す
る党の絶対的な指導という根本的原則ならびに人
民の軍という根本的趣旨を堅持する」とあり、こ
れこそが「思想・政治建設」の具体的な意味合い
になる。あくまで党が軍に対して絶対的な指導を
する、党が全てに優先するということ。人民解放
軍は「国軍」ではなく「党軍」であり、党を守るこ
とが本来の任務である。こういうことをわざわざ
言わざるを得ないことが起きているのではないだ
ろうか。そして次には、「資質の高い新たなタイプ
の軍事的人材の育成に力を入れる」としている。
新しい兵器や装備を使いこなすには教育水準の高
い、合理的な考え方ができる軍人が必要になるが、
人民解放軍は「国軍」ではなく「党軍」だと言うと、
新しい世代の兵士は首をかしげるかもしれない。
軍事のプロフェッショナルになればなるほど、「党
軍」の意味合いに疑問を抱き、中国共産党の意図
する「思想・政治建設」重視という考え方に希薄
な人が出てくるというところに彼らの悩みがあり
そうだ。
　2013年の政府活動報告では「強大な軍を建設す
る」とはっきり打ち出している。至極当然のこと
ではあるが、人民解放軍を強くて大きい軍にする
と言っているのだ。軍事闘争の備えを深化すると
いう軍の方向性も明確に示している。我々は中国
の軍事力の増強を懸念しているが、それは実にそ
の通りで、彼らは明らかに増強すると言っている
のだ。今年の報告では「強軍目標」として、強い軍
を作ることが彼らの最も大きな目標としている。
「『威嚇力』、『実戦力』を絶えず向上させる」とし、
見せかけではなく戦える軍を作るということを明
示している。

　「中国の特色ある現代軍事力体系」は胡錦濤の置
き土産と言ってもいいかもしれない。習近平政権
に代わる時、胡錦濤は「中国の特色ある現代軍事
力体系」を確立すると言い残している。一見、曖昧
な概念だが、具体的には情報化、兵力投射、ハイテ
ク兵器、ミサイル迎撃システム、サイバー戦、ネッ
トワーク情報戦といったことを重視し、能力を確
立すると言っている。どれをとってみても莫大な
経費がかかるものばかりで、かなりの財源を投入
しないといけないことは間違いない。ここで国防
費を見ると、しばしば懸念されるように毎年二桁
成長を続けている。25年にわたる脅威的な増大の
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仕方だ。しかし彼らはやるといっていることにお
金をつぎ込んでいるのであって、悪いことをして
いるとは思っていない。我々はそこに何がしかの
悪意や企みがあるかのように見ているがそうでは
ない。彼らは自分達が立てた目標のために当たり
前のことをやっているだけなのだ。

　中国の対外伸展と軍事力の行使が表裏一体の密
接な関係にあるのではないかと我々は捉えがちだ
が、単に彼らが軍事力を増強、拡大しているとこ
ろに直結して対外伸展しているとは言い切れない
のではないだろうか。日中間でいえば1980年代か
ら2000年代までこういう問題は散発的に起きてい
た。ある時には尖閣問題、ある時には海洋調査船
派遣、またある時には中国の艦船の日本一周等が
生じ、注目された。こうして散発的に起きていた
ものが、最近になって軍事を媒介に連関してきた。
これらのことは相互作用、相互連関してきている
のではないだろうか。何かある時には必ずその裏
で何か違うことをやっていると見た方がいい。こ
れからもこのようなことが連関し、拡大していく
気がする。

　中国は海軍力を増強しているところに一つの特
徴が表れており、空母をはじめ、さまざまな艦艇
が建造されたり、空母の戦闘力に繋がる海軍航空
兵部隊が拡充されたりと、海軍力を増強している。
これが海洋戦略と密接に結びつく。海軍力は政治
的な道具として使える、空母を持ったということ
が政治的に大きな力を発揮すると認識しているの
だ。それを明日にでも空母で尖閣諸島に攻めてく
るというのはやや極端な発想だ。かたや、それら
は彼らにとっては玩具だ、あれだけで戦力は発揮
できないという見方も短絡的すぎだろう。彼らは
戦力を高めるためにたゆまぬ努力をしている。ま
だまだと見ているとあっという間に戦力は増強さ
れるだろう。
　そのような意味において、中国は軍事力を使い
こなすことが巧みだと思う。彼らにとって日本が
潜在的な脅威であることは間違いなく、軍のある
教材にも「安全構築に対する日本の潜在的脅威は
絶えず増大する趨勢にある」と書かれている。そ
こから、日本の潜在的脅威にどうやって立ち向か
うかという工夫をしているのだ。脅威が悪いので
はなく、脅威があるのだからそれにどう対応する
のかを考えている。日本にもそのような見方が必
要なのではないだろうか。

　海の上には空がある。空へも拡大していくこと

を考えておくべきだろう。そう思っていたところ、
昨年11月に彼らは「防空識別区」を設定した。海
だけ見ていても駄目だということだ。中国の空へ
の伸張志向に関して、彼らの言う「防空識別区」で
は、空を軍事的に利用すると考えていることがわ
かる。これは、日本と中国の「航空法」を比較する
と両者の違いが分かりやすい。いずれもその第一
条は航空法の理念を示しているが、日本のそれは、
まずは航空の安全、そして航空の健全な発展を
願っている。ところが中国の航空法の第一条には
主権の確保が掲げられ、次に国家の安全を挙げて
いて、航空の安全ではない。同じ民間航空を扱う
法律でも中国の航空法は主権の確保と国家の安全
を目標にしており、つまり、空の扱いも我々の概
念とは全く違うのだ。今は日中間の往来が盛んだ。
航空輸送を活用することが大きな手段になってい
るが、空についてもそれだけ見方が違うというこ
とを常に意識する必要がある。
　日中間の航空路には一日に数多くの便が飛んで
いるが、日本と中国の航空路は2本だけだ。言い
方を変えると、日本から中国に入る玄関口は北と
南の二つしかない。南の方は東シナ海にあり、日
本から見ると福江島の上空から上海へ抜ける幹線
航空路となっている。中国の南の方へ行く航空機
のほぼ全てがここを通るため、たいへん混雑して
いる航空路だ。航空管制を行う時、航空機はスピー
ドがあり、しかし安全を確保しないといけない。
そこで、領空の概念を超えて航空管制を行おうと
いうことで、国際航空機関（ICAO）により空が区
画割りされ、それぞれの国が責任をもってコント
ロールすることになっている。東シナ海も日本が
担当するエリア、中国が担当するエリア、韓国が
担当するエリアに分けられている。日中間の航空
路については、韓国の管制エリアを通っているが、
現実のここを飛行するのは日中間を結ぶ民間機で
あるから、そこの部分について韓国の管制当局は
関与しなくてよいことが3国間で合意されており、
30年以上にわたってこの特殊な仕組みが運用され
ている。ところが現在、中国と韓国の間にもいわ
ば領有権争いがある。この日中間の航空路の真下
に離於島（蘇岩礁）という浅瀬があり、中韓間の
論争になっている。この海域の上空は韓国の管制
エリアになっている。そこを中国は自分たちの管
制エリアとして延ばしたいと考えているようであ
る。日中間の航空路は日中双方の管制機関が担当
する取り決めだが、そこには韓国と東南アジアを
結ぶ幹線航空路も通っており、韓国としては安全
を守るために重要なエリアだから管制空域を中国
に譲るわけにはいかない。だが中国はもっとずら
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して欲しいと考えているようである。領有権争い
のある海域が下にあることが、中国がそういうこ
とを言い出すきっかけになっている。民間航空の
世界でもこのような兆しがあり、南シナ海でも海
上であれだけ揉めているため、今後上空にもいろ
いろと問題が出てくるだろう。民間航空という形
を取りつつ、中国の伸長志向は黄海や日本海の上
空にまで及ぶかもしれない。本来は航空の安全と
快適性を守るための国際航空システムだが、彼ら
にとっては主権と国家安全保障のためのものでも
ある。今後、それらに密接に絡ませ、動いてくる可
能性があると思う。

　あたかも順調に発展しているかのように見える
中国軍ではあるが、ここで中国人民解放軍の抱え
る問題について話したい。先ほども触れたが、軍
事のプロ集団であって欲しいと同時に、党軍でな
ければならないところに矛盾が生じている。つま
り新しい人材は高学歴であることが必要だが、絶
対的な党への忠誠心や党の優越をどのように守ら
せ、まとめ上げるかというところに彼らは悩んで
いる。また、いずれの国においてもそうだが、軍
が人間集団である以上、様々な問題が生じる。例
えば福利厚生面では軍人の保険や子弟の教育、単
身赴任者のケアというような問題がある。このよ
うなことがどんどん表面化してきていて、最近で
は新入隊員の若者たちからスマートフォンをどう
やって取り上げ、その替わりに何を与えて満足感
を与えるかというようなことにも頭を悩ませてい
る。先日、軍の前のナンバー2（徐才厚中央軍事委
員会副主席）が巨額の不正疑惑で党籍剥奪処分を
受けたが、そのようなことも「軍と民の融合的な
発展」の中の問題として出てくる。たとえば兵器
調達の場においては腐敗汚職も容易に発生すると
考えられるからである。それと関係して、軍は社
会とのバランスを取らなければいけないという新
たな状況もある。毛沢東時代のような、「右向け右」
と言えば言うことを聞かせられるというような、
軍が何か言えば全てが収まる時代ではなくなって
いる。社会とのバランスを取り、社会と軍の発展
を同時並行にやるということが中国の大きな方針
だ。どちらにパイを多く与えるというものではな
く、そのバランスについて軍は悩んでいるところだ。
　中国軍が不透明であることは間違いない。兵器
装備の性能や数量、開発状況、ミサイルの威力な
ど分からないことは数多い。中国軍の指揮統制は
どうなっているか、国防費の実際はどうなのかと
いうことも分からない。部隊の練度がどの程度で
どれくらい強いのかも分からないし、戦術、戦法

も分からない。しかし軍事の世界では不透明なの
が当たり前だ。世界を見渡せば、米軍もそうだし
自衛隊もそのようなことを全て公開することはし
ない。軍事の世界には、分からないことが山ほど
あるのは当たり前だろう。
　ところが、中国の軍事力とは何なのか、その意
味と位置づけ、それをどう扱い何にどう使おうと
しているのかということこそ、我々一般市民や政
治という大きな括りにとって大事なことではない
だろうか。軍事マニアであれば、たとえばミサイ
ルが何キロ飛ぶかというところこそ興味津々だろ
うが、それを知ったところで政治に直結するよう
な話ではない。必要なのは軍事力の意味と位置づ
けで、中国のそれは非常に分かりやすく、今日お
話ししたように、中国が軍事力を何に使おうとし
ているかは既に分かっている。かえって日本のそ
れの方が分かりにくいかもしれない。中国からし
たら、日本の方が不透明で不思議な国に映ってい
るかもしれない。我々は中国が不透明だなどと言
わない方がいいのではないだろうか。たとえば、
もし中国が突然、これまで発表していた国防費は
全部嘘で本当は発表した数字の10倍だとしたら、
我々はどうするのか。中国の国防費は不透明で分
からないと批判していて、それではこれが真実だ
と、いわばボールが投げ返された時、我々はどう
するのか。そこが重要だ。不透明さに拘らず、中
国の軍事力の意味や位置づけを常に見つめていれ
ばいい。そのためにも中国に対する勉強を続ける
ことが必要だ。さらに言うと、「中国は不透明だ」
と言うことは自らの勉強不足をさらけ出すような
もので恥ずかしいことかもしれない。実は中国は
分かりやすい国だということを、軍事を通じて一
つの結論にさせてもらえれば幸いだ。

【質疑･応答】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー）
　非常に明確なお話で熱弁をふるっていただい
た。これより質疑応答に入るが、一人一問で端的
にお願いしたい。 

（フロア）
　「兵力投射」という言葉の意味するところを教え
てほしい。

（安田）
　独特な表現なので分かりにくいと思う。兵力を
投射するというのは、実際にそれが使えるように
移動させるということで、英語ではパワー・プロ
ジェクションという。単に運ぶだけではなく、移
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動させて効果を発揮できるような体制を作らせる
ということだ。そしてそのための過程と手段全体
を意味している。何故こういう言い方をするかと
いうと、様々な状況に応じた、それに適切な軍事
力の使い方や展開の仕方があるからだ。いい例は
米国で、全世界で兵力を展開できるようにしてい
る。中国もこれに関心を持っており、とりわけ遠
距離に対して兵力を効率よく展開させ効果を発揮
できる体制を作ろうとしている。

（フロア）
　軍事と内政、治安についてだが、ソ連しかり米
国しかり、軍事拡張は国家財政を破綻させる。中
国は内政にも予算がかかるが、軍事力と内政のバ
ランスは取れるのだろうか。また、中国としては
覇権を求めずアジアとして力を集合するという。
例えば米軍がエボラ抑制や自然災害対応といった
平和のために軍事力を行使しているように、中国
はアジア全体の調和のために軍事力を展開するこ
とを考えているのか。

（安田）
　確かに中国は大きく経済発展しているが、中国
経済がいかに危ういか、どういう破綻の兆しがあ
るかということも議論されている。中国経済が軍
事力を支える面は大きくあり、経済破綻により軍
事力が順調に発展しなくなる可能性も否定できな
い。しかしこれは西側の考え方。1960～ 70年代
の文化大革命という政治的大混乱や経済、社会的
どん底の時期においても、中国は核兵器、潜水艦、
ミサイルという3つの兵器の研究開発を何かを犠
牲にしても着実に遂げてきた。彼らはそういうや
りくりに優れている。経済成長が頓挫したから軍
事も頓挫ということも有り得るかもしれないが、
経済発展だけが軍事の首根っこを掴んでいるとは
簡単に結論づけられない。だからこそ新しい概念
を打ち出しているのだと思う。
　軍事闘争は様々な分野に展開する。これから中
国軍は災害派遣や疫病対策に軍事力を大きく展開
するかもしれない。たとえば中国軍には“平和の
方舟号”という立派な病院船があり、実際中南米
諸国で医療活動を展開した。中国にとって、中東、
中米、南米、アフリカは政治的に影響力を発揮し
たい重要な地域だ。そこに病院船を派遣して医療
活動を行う。軍事力のこのような使い方は今後ま
すます増えていくだろう。

（フロア）
　日本の安全保障は日米安保条約で、米国と日本

の海上自衛隊が海上を警備している。中国が尖閣
諸島に積極的に出ているが、それに対して米国は
尖閣に手を出したら日米安保に抵触するから黙っ
ていないとコメントしている。それらも含め、中
国は日米安保条約を恐れているのだろうか。

（安田）
　中国は歴史的にみても日米安保に対して様々
な態度を示している。非常に嫌がった時期もあれ
ば、鄧小平などは日米安保がソ連に対する抑止力
になり、極東の情勢が安定化すると高く評価した。
我々は、中国が突如として掌を返すような言動を
取ることを疑問に思うが、彼らはその場に応じて
物事を考える。現状では習近平が明言したとおり、
アジアのことはアジアの国々でやりたいとしてい
る。そうなると日米安保は厄介で彼らにとって米
軍は大きな脅威になると思う。しかしそれがこの
先も長く続くかどうかは分からない。今の概念で
は米国をできるだけ入ってこさせないようにした
いため、日米安保が最も障害になっているのは事
実だろう。とすれば、日本としてはそれは日米安
保が有効に働いている証左と考えていいと思う。

（フロア）
　今日のタイトル「中国の安全保障戦略と軍事」
は対外的な話だと思う。人民解放軍の脅威力や実
戦力は内側にも向けられているのだろうか？

（安田）
　国内の格差拡大に伴う社会不安問題や少数民族
問題など中国国内にも様々な問題があり、それら
に対する人民解放軍の役割も想定されている。し
かし、1980～1990年代の世界的な社会主義体制の
崩壊－天安門事件から最終的にソ連崩壊にいたる
まで－の時代に比べれば、今日において社会主義
を安定させるために軍事力を内向きに直接使わな
いといけないという明確さは薄れている。
　中国の軍事力は人民解放軍、人民武装警察、民
兵の3つにより構成されている。武装警察が国内
治安を担当するというように役割分担ができてい
る。軍事力を内向きに使うというご指摘はその通
りだが、対外的には治安対策などについてあまり
言わないようになっているという印象がある。

（フロア）
　アジアを考えるとイスラムのテロやアフガニス
タン情勢の安定化が重要だと思う。これまでは米
国の軍事力で抑えてきたが、今後中国はあの辺り
とどう対応するだろうか。
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（安田）
　中国が中央アジアに対してどう反応するかは分
からない。これには彼らも悩んでいると思う。
　反テロやテロ対策は世界共通の利益であり目標
で、反テロを前面に出せばほとんどの軍事行動は
正当化されがちだ。反テロを掲げて国際協調を謳
うのはたやすい。テロと少数民族の分離独立運動
には紙一重のところがあり、中国にとっては厄介
な問題だと思う。テロとすり替えることで国際協
力を得やすい面があるが、それは果たしてテロな
のか、それとも民族独立運動の論理なのか。中国
がテロ対策として上海協力機構を使い中央アジア
との関係を深め、軍事演習することは、世界的正
義としてテロ撲滅のためだけなのか、もしくは少
数民族への弾圧という側面が含まれていないか。
我々はそこを注意して分別しなければいけない。
中国もテロ対策を前面に掲げているが、それが果
たして本当にそうなのか、あるいは彼らなりの事
情なのかを考えなければならない。

（フロア）
　中国の将校たちを教育、養成する機関について
伺いたい。大学のようなところかと思うが、北京
大学や清華大学といった中国のヒエラルキーの中
で、どういう人達が目指すのだろうか。
　もう一つ、広大な中国の中にも軍閥があると思
うが、将校の人事制度がそれに関係するのかを知
りたい。

（安田）
　最初の質問に対しては、一部不透明ではあるが、
軍隊を知的にアップして人材を育成するための教
育、研究システムを充実させていることは間違い
ないだろう。日本や米国のシステムとの違いとし
て、中国では部隊勤務と研究教育を交互にするの
ではなく、研究者であれば始めから研究者として
役割を付与された軍人がおり、その中で将軍にな
る者もいる。例えば国際シンポや研究会では、中
国では話のうまい人や見栄えがする軍人が壇上に
上がることが多いように思うが、軍人としてどれ
くらい経験や知識があるかというと、疑問に思う
こともある。彼らなりのやり方があるのだろう。
　軍閥については中国も過去の経験から、教訓と
しているところがたくさんあるのだと思う。かつ
ては人事制度に問題があり、軍閥化したりあるい
は徒党を組むといったりすることもあった。今は
人事配置ができるだけまんべんなく回るように、
偏らないようにやっている印象がある。近代的な
軍隊として人事的な懸念はかなり改善されている

ように思う。

【閉会】
（JST倉澤上席フェロー）
　時間になった。先生への大きな拍手をもって本
日の研究会を閉会したい。

（了）
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中国総合研究交流センター「第 76回 CRCC研究会」（2014.10.9） 

中国の安全保障戦略と軍事

安田 淳（慶應義塾大学） 
１．中国の安全保障戦略 

� 国土：960万平方ｋｍ 世界第３位 
� 海洋面積 300万平方ｋｍ 世界第 7位 
� 陸上国境線約 22000ｋｍ 
国境線隣接国：北朝鮮、ソ連・ロシア、モンゴル、キルギス、タジク、カザフスタ
ン、アフガニスタン、パキスタン、インド、ネパール、ブータン、ミャンマー、ラ
オス、ベトナム 

� 海上国境線約 12000ｋｍ 
黄海、東シナ海、南シナ海 ：北朝鮮、韓国、日本、台湾、フィリピン、ベトナム 

� 国境隣接国は、ソ連・ロシアを除いて、いずれも「小国」 
� 19世紀から 20世紀にかけて、帝国主義列強による「不平等条約」により画定した。 
� 現代中国の主権に関わる戦争 
朝鮮戦争（1950～1953）台湾海峡紛争（1954～1955、1958）チベット動乱（1959） 
中印国境紛争（1962）中ソ国境紛争（1969）南シナ海・中沙諸島紛争（1974） 
中越紛争（1979）南シナ海・南沙諸島紛争（1988） 

� 中国の対外紛争・戦争  数年に一度  継続する小規模紛争  陸から海へ 
� 通常、守るべきものは・・・領土、領海、領空、国民 
� 中国近代史における「領土」 
アヘン戦争を契機とする帝国主義列強の中国侵略 
「旧中国政府」が結んだ「不平等条約」 
帝政ロシア�ハバロフスク、沿海州  大英帝国�インド  日本�朝鮮、台湾、琉
球、澎湖諸島  大英帝国�ビルマ、ブータン、ネパール、香港  フランス�ベト
ナム  ポルトガル�マカオ 
漢民族が過去に支配した地域  領土＝版図 「中華世界」 

� 中国にとっての「領土」  中国の同化力の及ぶ範囲 
軍事力、政治力、文化力の及ぶところ  野蛮人の住む「化外の地」 
隣接する国家や民族は属国 

� それらが「失われた！」 → 「取り戻す！」 
� 「辺疆」：国境一帯の広い範囲の領土 
� 「辺境」：国境沿いの狭い地帯 
� 「国境」：国の主権を行使する領土範囲 
膨らんだりしぼんだりする地域  非漢民族の住む地域 
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� 「戦略的辺疆」 1980年代後半の「国防発展戦略」の中で提起された。 
「国家の軍事力が実際に支配している国家利益と関係ある地理的範囲の限界」 
総合国力の変化により、「相対的に不安定性と不確実性を持っている」 
「戦略的辺疆」の拡大  総合国力を支える軍事力が不可欠 
海上 300万平方㎞へ拡大する  宇宙空間へ拡大する 「領土辺疆」から「利益辺
疆」へ 

� 中国の海洋発展戦略 
1970年代�西沙諸島、石油資源探査 1980年代�南沙諸島、資源の試掘 
1990年代�フィリピン海域の南シナ海、資源の採掘生産 

� 政治と軍事の組み合わせ 
� 中国の安全保障はどこが違うか？ 
「脅威」＝「怖いもの」＋「取り戻すべきもの」＋「邪魔なもの」 
「守る」＝「守るべきもの」＋「獲る！」＋「排除！」 

 
２．日中間の海洋問題 

� 中国の尖閣諸島領海侵犯（2008.12.8） 
12.9 中国外交部記者会見、「調査船をいつ派遣するかは、中国側の事情」、「中国が
主権を有する海域で正常に航行して、何が挑発といえるのか」 
12.10 中国国家海洋局海監総隊副隊長、「この海域の管轄を強化する」、「領有権争
いがある海域では実効支配の実績が重要」、「中国も管轄海域内で存在感を示し、有
効な管轄を実現しなければならない」 

� 日中ガス田共同開発 
春暁（白樺）ガス田は日本の「協力開発」。中国の法律に基づいて開発に参加。中国
は、「主権は中国にある」という立場。 
龍井（翌檜）ガス田は共同開発→その後日中ともに断念。韓国に配慮。 
日本は資本参加にとどまることで譲歩。中国は境界線内の開発に日本が加わること
で譲歩。境界線は棚上げ。断橋（楠）、天外天（樫）は継続協議。 

� 沖ノ鳥島をめぐる問題 
2004年 4月 中国は「日本側と見解の相違がある水域」と初めて表明 
2009年 8月 国連大陸棚限界委員会へ、沖ノ鳥島を「人の居住または経済的生活を
維持できない岩」であると認定するよう意見書を提出。 

1987～1990年 海岸保全工事。中国はこの工事を「優れた試み」として高く評価。 
    1988年～ 中国、南沙諸島の岩礁に小屋を建設。南沙諸島の実効支配のため。 

→  今日の中国にとって、沖ノ鳥島の何が魅力なのか？ 
� 海洋調査をめぐる中国の矛盾 

1974年に国連海洋法条約が国連海洋会議で討議された当時、中国は第三世界沿岸
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国の立場に立ち、米ソの海洋調査行動をスパイ行為、覇権主義として非難してい
た。 →今日における中国の海洋調査行動 
沿岸国の領海に属する海峡を自由に通航できるという当時の米ソの主張を非難し
ていた。 →2000年 5月中国の情報収集艦が、2008年 10月中国の戦闘艦艇が津
軽海峡を通航した。 

� 中国の海上権力論、海洋権益論、海上国家論・・・ 
海洋権益を擁護し獲得し、国益を地球規模に拡大させるための軍事力とりわけ海軍
力の拡充が急務。中国の未来の生存権と持続可能な発展の維持のために、積極的か
つ広範囲に海洋進出すべき。 

 
３．発展する中国人民解放軍 

� 統合作戦能力の向上を目指す人民解放軍 ＋宇宙空間、サイバー空間 
� 兵器装備の近代化�ロシアからの兵器輸入 ＋国産自主開発による兵器。 
� 戦略ミサイル�核兵器、大陸間弾道ミサイル 「威嚇」のための核戦力 

 
４．中国の企図する軍事闘争 

� 軍事闘争＝軍事力行使全体 
戦争、侵略への対処 
新たな軍事闘争：国益の増大、安保問題の拡大、主権と社会の維持、非戦争、国家
発展の擁護、新たな領域へ拡大する人民解放軍 

� 2011年政府活動報告（2011.3.5） 
国の主権、安全、発展の利益の擁護 
小康社会を全面的に建設する重要な保障 
思想・政治建設を最も重要な位置に 
軍と人民の融合的発展 
緊急対応・災害救援等の緊急事態任務 

� 2012年政府活動報告（2012.3.5） 
軍に対する党の絶対的な指導 
資質の高い新たなタイプの軍事的人材の育成に力を入れる 
軍民結合、軍民一体を維持し、中国の特色ある軍民融合式の発展の道を歩む。 

� 2013年政府活動報告（2013.3.5） 
中国の特色ある軍事変革   革命化、現代化、正規化はバランスよく推進 
軍事闘争への備えは絶えず深化 能力は著しく増強 強固な国防、強大な軍を建設 

� 2014年政府活動報告（2014.3.5） 
新しい様相と戦闘力の水準  「強軍目標」 
「威嚇力」、「実戦力」を絶えず向上させる  思想政治建設を強化・改善 
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「依法治軍」に思い切って取り組む。 国境警備、海洋警備、防空の管理を強化 
各級政府は軍と「水魚の交わり」 
 

� 「中国の特色ある現代軍事力体系」 
情報化 兵力投射 ハイテク兵器 ミサイル迎撃システム サイバー戦、ＮＣＷ 
戦闘力生成モデルの転換 兵站・後方支援 

� 2013年国防費  7406億 2200万元（約 11兆 1100億円）前年予算比 10.7％増 
� 2014年国防費  8082億 3000万元（約 13兆 4000億円）前年予算比 12.2％増 
 

５．中国の対外伸展と軍事力行使 

� 海洋調査 尖閣諸島 排他的経済水域 資源獲得 プレゼンス 
               →軍事を媒介とした相互作用、相互連関。 空への伸展。 

� 中国海軍力の増強 
戦闘艦艇 補給支援艦艇 陸戦隊 海軍航空兵部隊 海軍戦略と海軍建設 
艦艇の建艦ラッシュ 

� 海洋戦略と海軍力 
政治的道具としての海軍の有用性、国力増強、影響力確立、フリーハンド構築 
領有権・排他的経済水域の擁護、日米軍事力への牽制・示威 エネルギー資源獲得 

� 中国の空への伸張志向 
東シナ海の航空路「福江�アカラコリドー」の運用 
南シナ海上空の実効支配 
東シナ海上空の中国軍用機による飛行。 
次は黄海？日本海？ 

 
６．おわりに 

� 中国人民解放軍の抱える問題 
プロ集団としての軍：高学歴、技術人材、党の優越、忠誠心・・・ 
人間集団としての軍：福利厚生、権益擁護、腐敗・不正、規律・・・ 
社会とのバランスを取らなければならない軍：軍民融合、社会保障、国内対応・・・・・ 
領土・主権問題に対応する軍：軍事力の使用 

� 軍の「透明性」とは？ 
兵器装備の性能？数量？開発状況？統帥？指揮統制？兵力編制？国防費？後方支援
体制？部隊の練度？戦術？戦法？人事教育？軍事戦略？ 
軍事力の意味？位置づけ？ 
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CRCC研究会講演録　平成26年度

講演録

【開会・講師紹介】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー）
　これより月例研究会を始める。今日は立命館大
学の客員教授で元共同通信の平井さんに「中朝関
係の実相を探る」というテーマで中国と北朝鮮－
朝鮮民主主義人民共和国の関係がどうなっている
かというところをお話しいただく。平井さんは共
同通信外信部で朝鮮半島ウォッチャーとして務め
られ、著書も多く出されている。瀋陽の日本総領
事館に脱北者が駆け込んだ事件の時は、撮影した
映像等で新聞協会賞も受けられた。問題をフラッ
トに捉え事実に基づいたニュートラルな取材活動
をされている。最近、12年ぶりに訪朝されたとの
ことで、今日は朝鮮半島問題というよりも中国と
北朝鮮の問題－かつては朝鮮戦争において血で結
ばれた同盟関係ともいわれた両国が現在はどのよ
うな関係なのか、ネガティブな情報も伝えられて
いる中で実際はどうなのかというところをじっく
りと伺いたい。

【講演】
　今日お集まりになっているのは中国の専門家や
中国と関係の深い方々だろうと思う。私は共同通
信にいる間、殆ど朝鮮半島ばかりをやっていた。
特派員として北京にいたこともあるが、おそらく
私は共同通信で初めて中国語のできない北京特派
員だったと思う。ソウルでの勤務があける頃、そ
れまで日本のメディアは北朝鮮の報道を東京から
見ていたのだが、北朝鮮報道をこれからどうする
か、責任を持ってきちんとやる人間が必要なので
はないかという話を本社にした。北朝鮮をソウル
から見ていると思う人も多いと思うが、ソウルは
今でも国家保安法という法律で北朝鮮のテレビや
放送といった一次情報のキャッチを禁止してい
る。ソウルから北朝鮮をカバーしようとしてもこ

ういった制限がある上に、どうしても韓国の見方
になってしまう。例えばアフリカでは特派員の数
こそ少ないが、北アフリカ、中央アフリカ、南アフ
リカと分け、誰かが責任を持ってその地域を見る
というシステムにしている。世界中で北朝鮮だけ
がエアポケットになっていた。東京でみるといっ
ても、外信部などはローテーションになっており、
アジアに関心の強い人がみる分にはいいのだが、
欧米に関心のある人がデスクに座ると非常に重
要なニュースがそのままゴミ箱にいってしまうと
いうのが実態だった。通信社がそうしてしまうと
新聞社は殆ど気がつかない。そこで誰かが責任を
持って北朝鮮をみる必要があると主張した。中朝
国境の朝鮮族自治州に支局を作ったらいいのでは
ないかと提案した。地理的に北朝鮮のテレビとラ
ジオが受信でき、人的往来もある。生の情報が取
れるのではないかと。しかし会社から、おそらく
それは中国政府が許可しないだろう、北京を増員
するから北京に行け、好きなだけ居ていいと言わ
れ、中国語のできないまま北京に行くことになっ
た。ところが（瀋陽総領事館駆け込み事件で）北朝
鮮を脱出した家族の取材をしたことで中国政府か
ら睨まれてしまった。北京オリンピックが控えて
いたので追放にこそならなかったが、尾行がつい
たり監視が厳しくなったりした。自分自身は平気
なのだが、北京に取材に行く共同通信の単独申請
ビザがおりなくなり、結果として自分が北京から
外れることになった。僕を東京に戻すと怒るので、
ソウルへ戻せばいいだろうという会社の判断で再
びソウルに戻ることになった。共同通信ではあま
り前例がないが、ソウル－北京－ソウルと4年ず
つ連続で12年間という海外勤務をした。

　両国関係を見るとき、視点をどちら側に取るか
ということがあると思う。今日は中国視点で北朝
鮮を見る人が多いと思うが、私の場合は主として
朝鮮側から中国を見ることになると思う。今回の

中朝関係の実相を探る

PROFILE
平井 久志（ひらい ひさし）氏　立命館大学客員教授、共同通信客員論説委員 
1952年香川県生れ。75年早稲田大学法学部卒業、共同通信社に入社。外信部、ソウル支局長、北京特派員、編集委員兼
論説委員などを経て 2012年3月に定年退社。現在、立命館大学客員教授、共同通信客員論説委員。2002年、瀋陽事件報
道で新聞協会賞受賞。同年、瀋陽事件や北朝鮮経済改革などの朝鮮問題報道でボーン・上田賞受賞。 著書に『ソウル打令̶
反日と嫌韓の谷間で̶』『日韓子育て戦争 「̶虹」と「星」が架ける橋̶』（共に徳間書店）、『コリア打令̶あまりにダイナ
ミックな韓国人の現住所̶』（ビジネス社）、『なぜ北朝鮮は孤立するのか 金正日 破局へ向かう「先軍体制」』（新潮選書）『北
朝鮮の指導体制と後継 金正日から金正恩へ』（岩波現代文庫）など。 

2014年11月13日（木）　15：00～17：00開催日時
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第77回　中朝関係の実相を探る
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テーマに「中朝関係の真実」はどうかと提案され
たが、私には真実は分からないと申し上げた。実
相ならどうか、それでも実相はこうだと言い切る
自信もない。探るくらいならできるだろうと「中
朝関係の実相を探る」とした。講演の場では、断定
的に話す方がいいのかもしれないが、私にはそれ
はできない。特に北朝鮮について言えば、一つの
推論は有り得てもそれが100％間違いのない事実
であるということは少ない。事象を細かく見てい
く中で、こういうことではないだろうかというア
プローチをできるだけ事実に近づけていくことし
かできないと思う。北朝鮮について断定的に言う
人のことは、あまり信用できないかもしれないな
どとも考えている。

　中朝関係の見方については我々研究者の中でも
いろいろな議論をしており、両国の関係は劇的に
変わっていると言う人がいれば、何も変わってい
ないと言う人もいる。後者は基本原則のような枠
組があり、その中を左右しているだけで本質的な
変化ではない、中朝の基本的関係は全く変わって
いないのだから日々の報道に一喜一憂するのは間
違っているという説。反して、前者は関係は劇的
に変わり、昔の中朝関係とは違うという説。常に
この両論が出る。スライドに挙げた視点1.「中朝
関係は歴史的伝統を持った特殊な関係であり、そ
の伝統的友好関係の基本に変化はない。」、この考
え方だけにとらわれるといろいろな細かい変化や
現象等を見ることが無意味化してしまう。一方、5
番目のように「中朝関係は、もはや『特殊関係』で
はなく『普通の隣国関係』である」、いわゆる普通
の二国間関係であり過去とは違うと言い切ってし
まう人もいる。
　どちらかに柱を立てる人の意見を聞いてしまう
と、起こっている現象をその枠内で理解してしま
いがちだと思う。視点の中間としては2番目に「中
朝両国の共存関係は堅固でお互いが必要としてお
り、一時的な変化はあっても基本的な枠組みは堅
持されている。」という立場がある。1番目よりや
や緩い。次が3番目の「中国も北朝鮮もお互いを必
要とする共存関係は続いているが、建前とは別の
内実関係に変化が生じている」その次が4の「中朝
関係のこれまでの『唇歯の関係』『血盟関係』に本
質的変化が生じており、『特殊関係』から『普通の
関係』に移行しつつある」、と、大雑把にこの5つ
の範疇があるが、私自身は現在の中朝関係を3か
ら4くらいの関係にあるのではないかと思う。ど
ちらとも断定できない。中朝関係があまりにも不
動のものだと断定してしまうと現象としての変化

を軽視してしまう危険性があるし、起こっている
ことだけを重視してしまうと中朝関係の基本的枠
組みを無視してしまう。両国の関係をみるとき、1
と5はある種の制約制をもたらしてしまうのでは
ないだろうか。

　これは自分が1998年に書いた原稿だ。当時まで
こういった内容はあまり公になっていなかった。
東北三省で国府軍と戦った共産党軍の東北民主連
軍の指揮官が当時を振り返り、1998年の段階で明
らかにしたものだ。東北三省の戦闘で共産党軍は
苦戦していたが、朝鮮半島に入り半島側から攻め
ることで勝利した。北朝鮮を通過して、北朝鮮か
ら武器を供与されたことが明らかになった。この
時、金日成は共産軍司令部を訪問し、「困難ならば
白頭山に入ってくればよい。朝鮮は信じるに足る
後方だ」と言い、それを受けた共産軍は北朝鮮を
経由して長白地区、白頭山の北側に進出できた。
そして、金日成は「すぐに十万丁の武器と弾薬を
積んだ列車が行くだろう」と支援を約束したとい
う。このような事実は長く公表されていなかった。
中朝間には未だに公になっていない事実がある。
消えつつある世代ではあるが、両国の幹部クラス
にはこのような特殊体験をした人達がまだ隠然た
る力を持っているというのも事実だ。二国間関係
には公になっていること以外にも一部特殊な関係
があるということは認めざるを得ない事実なので
はないだろうか。朝鮮戦争の問題一つとっても、
今なお、歴史的に全てのことが明らかになったと
はいえないだろう。
　先日、10月7日から一週間、研究者10人で北朝
鮮を訪問した。“祖国解放戦争勝利館”という朝鮮
戦争に関する記念館があるのだが、そこで『朝鮮
戦争』という分厚い本を書かれている東大名誉教
授の和田先生が、中朝連合司令部の結成を金日成
が認める命令書が初めて展示されているのを見つ
けたとおっしゃっていた。前から公表されていた
のかいなかったのか定かではないが、和田先生は
初めて確認したという。和田先生は去年、平壌を
訪れた時、中朝連合司令部があった場所への訪問
を許可されている。中朝連合司令部のあった場所
を外国人が訪問するというのは今まで殆ど無かっ
た。北朝鮮内部では、朝鮮戦争は自分たちが勝利
した戦争として中国の役割を低く評価しており、
そういうところを前面に立てるようなことはして
こなかった。このことからも、歴史事実を明らか
にする作業が少し進んでいるのではないかと思
う。
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　今日は金正恩時代の中朝関係を一番のテーマに
お話ししたいと思うが、今は非常に関係が悪い状
況にある。北京大学のある先生は現在の中朝関係
は韓国と中国が国交を結んだ1992年以来最悪だと
表現していた。中朝関係が悪くなるのはこれが初
めてではない。過去、何度も経験しており、最初は
文化大革命の頃だったと思う。金日成に対する批
判が出て非常に悪い関係になったこともあるし、
韓国と中国が国交を結んだ時もそうだった。その
後、北朝鮮が最初の核実験を強行したときも関係
はかなり悪化した。
　私が北京支局へ赴任していたとき、金永南外相
が金日成主席の死後、初めて中国を訪問した。北
京の首都空港の横にあるVIP用の古い空港で彼の
到着を待った記憶がある。これは翌年に控えた金
正日訪中の準備のためだった。金日成主席は1994
年7月に亡くなったが、金正日は6年にわたり中国
を訪問できなかったのだ。

　1990年代、北朝鮮には「苦難の行軍」と言われ
る経済的困難があり、一部では300万人くらいの
人が飢餓等で亡くなったとされている。300万と
いう数字には誤解があると思うが、それでもおそ
らく100万以上の人が「苦難の行軍」の時期に亡く
なっていると思う。
　私は1990年代に何度か北朝鮮を訪問し、北京時
代には中朝国境付近まで行って北朝鮮から脱出し
てくる脱獄者のインタビューを随分とやった。飢
餓というとミイラのようになって餓死していくと
いうイメージがあると思うが実態はそうではな
く、下痢をしたり風邪をひいたりといった普通の
病気で亡くなる。食べていないから抵抗力が全く
ない。漢字で浮かべる“餓死”というイメージで
はなく普通の病気で簡単に死ぬという現象が大量
に起こっていた。北朝鮮はそういう時こそ中国の
支援が切実に欲しかったのだろうと思う。しかし
その時も中朝関係の悪化は続いており、「苦難の行
軍」の時期を乗り越えられるだけの支援を中国側
がしたという感じは受けなかった。そして中朝関
係が冷えていたこの時、1999年に金永南外相が訪
中して翌年の金正日訪中の準備をする。
　その後、2001年に江沢民総書記が訪朝し、「継承
伝統、面向未来、睦隣友好、加強合作」（伝統を継
承し、未来を志向し、隣国と仲良くして友好的で
あり、協力を強化する）という16文字スローガン
が提示される。これは中朝間の基本的な関係を示
すスローガンで、お互いの重要な記念日の報道に
は必ず出てきたものだが、最近ではそれが消えて
しまっている。

　金正日がどれだけ中国に行ったかはカウント
しにくい部分もあるが、金日成が亡くなる前では
1983年に12日間にわたって非公式訪問をしてい
る。2000年 5月からは8回中国を訪問している。
2003年8月に金正日の健康が悪化するが、全8回
の訪問の内、4回が2010年以降である。これはど
ういうことだろうか。
　金正日は自分が健康悪化に陥って初めて後継
問題の現実に直面したのではないだろうか。彼は
むしろ世襲ということに対し一種の恥じらいを
持っていたように思う。金正日は確かに金日成の
長男ではあったが、権力を奪取していく過程をみ
ると単に息子だったから自動的に権力が回ってき
たというものではなく、金日成の弟である金英柱
党組織部長や自分の腹違いの弟で現在ポーランド
の大使をしている金平日さんというライバルがい
た。そういう人達との激しい権力闘争に打ち勝ち、
1974年に内部的に「主体偉業の偉大な継承者」と
いう党の決定があり、1980年の党大会で初めて公
然と姿を現した。1994年に父が亡くなり、自分自
身の権力をようやく掌握する。金正日は労働党に
入った 1960年代中盤から叔父や腹違いの弟、父の
正妻で婦人同盟の委員長していた義理の母などと
の激烈な闘争をし、その結果として権力を獲得し
た。外見的には世襲に見えるが、プロセスから見
るとその実態は世襲ではなかったと思う。本人が
そうやって権力を奪取したので2008年までは自分
の後継者を準備したという形跡が見えてこない。
ところが健康が悪化して後継問題を考えざるを得
ない状況になったとき、今度は自分自身が変なド
グマに落ち込んでしまう。彼は自分の後継を正当
化するために「白頭の血統」ということを強調し、
「白頭の血統」以外から後継者が出るのは難しいよ
うに論理構成してしまう。現実的に後継者は誰か
というと自分の息子の中から選ばざるを得ない状
況が生まれた。健康が悪化した金正日が考えたこ
とは、息子の体制のために準備しないといけない
ということだったのではないかと思う。2009年1
月には金正恩を後継にすると内部決定し、急速に
後継体制の準備に入っていく。

　健康悪化した2008年以降、金正日が足繁く4回
も中国に通った理由の一つには国内事情があった
のではないだろうか。今度は本当の世襲で何の実
績も経験もない息子を3代目に据えることになる。
国内の指導体制をちゃんとしたものにしないとい
けないが本人に力がないと国は混乱する。そこで
朝鮮労働党を再建しないといけない。それまで独
裁体制を敷いてきたことにより1980年以来現在に
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至るまで一度も党大会を開いておらず、2008年に
健康悪化したときまでを言っても朝鮮労働党の中
央委員会総会はを開かれていなかった。党の中央
委員や政治局員含め、虫食い状態で、人がいなく
なっていた。これをきちんと整備して朝鮮労働党
を再建しないといけない。そういう事態に直面し、
2010年9月に第3回党代表者会を開き、朝鮮労働
党を再整備した。
　もう一つ、外交でも準備をしなければならな
かった。息子の時代を考えると中国のサポートは
不可欠とみたのだろう。中国のサポートなくして
は経済が困難を極めるという認識だったと思う。
だからこそ2010年から4回も訪中したのではない
だろうか。その内一回は伝統的友好関係をロシア
とも修復しなければと、ロシアも訪問し、その帰
りに訪中した。金正日は金日成が1994年に亡く
なってから自分が中国に行くまでに6年かかった。
その経験があったのだろうと思う。自分がいなく
なった後も中国のサポートを確保できるような関
係を作っておかないと、特に経済が危いと考えた
のではないだろうか。最後の方で彼が行った所は
父である金日成の思い出の地や自分が朝鮮戦争の
最中、中国に避難していた時に居た場所などが多
い。自分の死期を悟った、あたかもセンチメンタ
ルジャーニーというような感じを受ける。
　そのような努力もあり金正恩時代が始まった当
初、金正日が亡くなった直後の状況で言うと中国
は北朝鮮を手厚くもてなした。当時の中国共産党
常務委員全員が北京の北朝鮮大使館を弔問したの
だ。全ての常務委員が弔意を表しに大使館を訪問
することは他の国にも無かったと思う。中国は「朝
鮮人民は朝鮮労働党のもとで団結し、金正恩同志
の指導下で社会主義強盛国家を建設し、朝鮮半島
の恒久平和の実現に向け引き続き前進するものと
信じる」と、事実上、金正恩体制を承認するという
弔電を打ち、なおかつ「朝鮮の指導者が中朝双方
の都合のよい時に訪中することを歓迎する」とし
た。つまり、金正日が亡くなった直後の時点では
新体制を支持し、なおかつ金正恩が適切な時期に
訪中することを歓迎するという姿勢を中国側は明
確にしたのだ。しかし、現実は、現在に至るまで金
正恩の訪中は実現していない。

　金正恩が最初に就いたポストは党の総書記でも
国防委員会の委員長でもなく最高司令官というポ
ストだった。この時、胡錦濤国家主席は党国家主
席や党総書記としてではなく、中華人民共和国中
央軍事委員会主席の肩書きで祝電を打っている。
これは非常に面白いことだと思う。ご存知の通り、

中国の軍事委員会には党のものと国家のものと2
つある。本来でいえば北朝鮮とは党対党の関係だ
から、軍事委員会主席の肩書きで祝電を打つにし
ても国の方ではなく党の軍事委員会での肩書きに
した方が自然だと思われるのにそうしなった。表
面的には訪中歓迎としていたが、（金正恩が）訪中
するのは党総書記や国防委員会委員長となってか
らだという意味が含まれており、つまり、中国の
トップの資格として祝電を打ったのではなく、国
の軍事責任者として打つという制限的な措置だっ
たのだと思う。

　2012年3月16日、北朝鮮は人工衛星を4月12日
から16日の間に打ち上げると発表し、中朝関係が
悪化していく。このときは打ち上げに失敗したが、
事実上の長距離弾道ミサイルを中国としては容認
することができない。金正日は中朝の伝統的な友
好関係という環境を整備していたが、同時にミサ
イルの発射も準備していた。北朝鮮にとって金日
成の誕生100周年となる2012年は非常に重要な年
で「強盛大国の大門を開く」というスローガンを
掲げていた。ところが経済的成果があまり上がら
ず、「強盛大国の大門を開く」象徴として人工衛星
の打ち上げが至上課題だったのだ。金日成の誕生
日である4月15日を挟んだ時期に打ち上げること
が金正日の遺訓でもあった。もう一方、中国との
関係を大事にせよというのも金正日の方針だった
が、片方の「強盛大国の大門」を開くためにミサイ
ルを打ち上げるという行為が、中朝関係を揺らが
せるというジレンマが発生する。
　このとき予定通り、金正恩は党の第一書記、国
防委員会第一委員長に就任する。そしてこの時期、
中朝間では第2回戦略対話が行われた。党の国際
部長をしていた金永日が4月20日から24日にかけ
て中国を訪問し胡錦濤主席と会談したのだが、当
時の取材によると、相当厳しい論調で核実験の中
止を要求されたという。北朝鮮は過去にも2度の
核実験を行っているが、ミサイル発射の後の核実
験は困ると激烈な口調で要求したということだ。
胡錦濤のあまりにも強い剣幕に金永日は全く反論
できず、北朝鮮の立場も説明できなかったと聞い
た。その後、王家瑞中連部長の訪朝や、昨年12月
に粛清された張成沢国防委員長が訪中するなど、
打ち上げに失敗した衛星に起因する中朝関係の軋
轢を修復するような動きが続いていく。

　北朝鮮は「強盛大国の大門を開く」象徴として
2012年にミサイルを打たざるを得ない状況だっ
た。そして12月12日、事実上の長距離ミサイルで
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ある人工衛星を再び打ち上げ、このときは成功す
る。これに対し国連安保理は制裁強化決議を採択
し、中国もこの決議に賛成した。ところが2013年
2月に北朝鮮は3回目の核実験を行う。
　中国指導部がより腹立たしかったのは、中国が
丁度このとき指導部の交代期に当たっており、そ
のような時期に挑発を続けたことと、2月の核実験
の後に「朝鮮戦争の休戦協定を白紙化する」だの
「南北不可侵の全面破棄」だのといった非常に挑発
的な路線を取ったからだと思う。この時も相当厳
しい対立関係が続いたが、面白いことに中朝関係
はある対立局面に向かっても必ずその後に修復局
面に向かう。金正恩体制に入ってからも対立の激
化と修復を何度か繰り返している。

　2013年5月になると北朝鮮は中国だけでなく対
外的にも対話路線へと転向していく。崔龍海軍総
政治局長が5月に訪中するが、その前には飯島勲
氏が平壌を訪問し受け入れられており、日本との
関係においても対話局面が出てくる。そして向こ
うでは祖国解放戦争といわれる朝鮮戦争の勝利60
周年記念に李源潮国家副主席が訪朝した。それま
で金正恩は中連部部長とは会談していたが、いわ
ゆる指導部クラスでは李源潮国家副主席が対外部
門で初めての高いクラスの人だったと思う。金日
成広場の演壇の上に立ち、李源潮副主席にいちい
ちパレードの説明をしていた姿報道をご記憶の方
も多いと思う。海外メディアも多く招き入れ、こ
の様子を内外に発信して伝統的友好関係の修復を
誇示した。余談だが、中国では朝鮮戦争を「抗米援
朝戦争」と呼んでいる。李源潮の父親は朝鮮戦争
時に生まれた息子に、朝鮮を援助するという「援
朝」の発音と似ていたので源潮という名前を付け
たといわれている。彼は党常務委員ではないが国
家副主席だ。中国側は党の常務委員を送りこむこ
とに抵抗があったのだろう。しかし副主席という
肩書きを持つ人を送ることで中朝関係の伝統を考
慮したのだと思う。
　ところが、ようやく関係が修復に向かったかの
ように見えた昨年12月、張成沢党行政部長の粛清
が発生する。そして張成沢党行政部長だけでなく、
事実上、中朝間の貿易をやっていた張氏に連なる
勢力や外貨稼ぎの担当グループに対する査問が行
われた。そこから翌年の春にかけて一斉査問が行
われ、中朝間のビジネスが一時滞るという現象が
起きる。さらに重要なこととして、今年4月9日に
行われた最高人民会議の人事において、長く外務
省で中国を担当し中国をよく知っていた金永日国
際担当書記（党の国際部長でもある）が解任され、

姜錫柱さんという対米外交の責任者だった人が党
の国際部長、国際担当書記に就任した。金永日さん
は粛清されてはいないようだが、聞いたところ外
務省の巡回大使といった閑職に追われたらしい。

　江沢民と金正日の間では、中朝関係は特殊な関
係だから党と党の関係が基本であるという合意が
成されていた。江沢民時代に、外務省同士ではな
く党同士で外交するという正式合意があった。今
まで金正日が中国を訪問するときも党の国際部長
が事前に秘密訪中などして準備しており、そのカ
ウンターパートは中連部だった。中連部と朝鮮労
働党の国際部がカウンターパートして動き、中朝
の外交は党対党を基本としてきたが、最近では中
朝ともに党外交について金正恩も習近平も否定的
になっているような感触を受ける。一部の人は、
金永日の国際部長解任は対中外交の失敗の責任を
取らされたと言っている。そういう指摘を受けて
最近の動きをチェックすると、中国側の対北朝鮮
外交で重要な位置を占めていた王家瑞氏が対北朝
鮮外交の中で登場しなくなっている。つまり、中
国の中連部とと朝鮮労働党の国際部とも、中朝関
係においての役割が低下しているともいえ、習近
平は対北朝鮮外交を外務省中心の関係に変えよう
としているのではないかという感触を受ける。 

　今年の夏から中朝関係は決定的に悪化してい
る。一番の刺激になったのは習主席の訪韓だと思
う。これまで中国指導部のトップが北朝鮮を訪問
せずに韓国を訪問するという前例はなかったのだ
が、今年7月、習近平は北朝鮮を訪問せずに韓国を
訪問し、それが様々な影響を及ぼしているように
思う。これは日朝関係にも影響を及ぼしていると
推測しているのだが、それは何故かというと、日
朝交渉の進展が我々の想像以上に非常に急テンポ
で動いたからだ。習近平の訪韓は5、6月ごろから
固まりはじめていた。北朝鮮としては中国が韓国
カードを切ってきたので自分たちは日本カードと
ロシアカードを切ろうとしたという感じだ。5月
29日のストックホルム合意の成立があまりに性急
すぎたからだ。
　横田さんご夫妻が3月にモンゴルでお孫さんと
会ってから日朝間の動きは急進展するのだが、そ
れ以前から日本の外務省は秘密裏に北朝鮮といろ
いろ交渉していた。3月のモンゴル対面が成功し
た後、5月29日のストックホルム合意のまでの時
間があまりに短い。あれでよくいけたと思う。双
方共に少し焦っていたのではないかと思う。北朝
鮮が焦ったのは習近平の訪韓に合わせて日本との
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関係改善を内外に誇示したいという思惑があった
からではないかと思う。日本政府は拉致問題を優
先しろと言っているが、ストックホルム合意の中
に拉致問題を優先するとは書かれていない。むし
ろ、拉致、行方不明者、遺骨問題や墓参、日本人妻
や残留日本人問題を同時並行でやると書いてあ
る。ある意味、日本政府の要求はストックホルム
合意に違反するような内容で、何故あのような合
意を紙でしたのかという疑問がある。さらに、日
本の代表団が平壌に行くことに対して日本国内で
は反発もあったが、ストックホルム合意の中には
代表団が平壌に来た場合、北朝鮮はきちんと対応
しなければいけないとも書かれている。後に問題
になるようなことが合意文書の中に既に書き込ま
れており、日朝双方できちんと中身を精査したの
か、内容の詳細な検討をしないまま焦って作って
しまったのではないかという印象を受ける。習近
平の訪韓があり、強く刺激された北朝鮮が日本と
の関係を改善しようとしたのではないかと思う。

　この時期、丁度、習近平が訪韓する直前に、党の
機関紙である「労働新聞」は論評の中で中国を“大
国主義者たち”と表現し、中国を暗に批判するよ
うなことを言い、7月11日の中朝友好協力相互援
助条約結記念日の宴会が催されたという報道も全
くされなかった。一方、7月13日には「労働新聞」
が徐才厚さんの事件を報道している。朝鮮労働党
の機関紙が中国指導部の不祥事を報道するのは異
例なことだ。7月20日には北朝鮮の国防委員会政
策局スポークスマンが国連安保理の報道談話に関
連して「このような奇怪な茶番劇に一部の定見の
ない国々も盲従して米国の鼻持ちならない行動に
追従しながらわれ先に哀れな境遇に至った朴槿惠
を抱いてみようとたわいもなく気を使っている」
という声明を出す。間違いなく習近平の訪韓に対
するあてこすりの論評だ。そして7月24日、労働
新聞は中国を名指しにこそしないが、米国の横暴
を黙認しているとして「悲劇は世界の公正な秩序
を立てるのに先頭に立たなければいけない国々ま
でが、間違っていることを十分に知りながら自国
の利害関係だけを優先視し（米国の横暴を）黙認
する態度を取り、米国はさらに横暴になっている
ことだ」と批判的論評を出している。前年の7月
27日は李源潮が平壌でたいへんな歓迎を受けて中
朝友好を演出したのに1年後には、このように状
況が変貌している。今年の「戦勝節」では中国は代
表団も送らず、例年ある両国間の宴会の報道も無
かった。「祖国解放戦争勝利61周年慶祝中央報告
大会」でも中国への言及は無かった。8月10日に

はARFの会議がミャンマーの首都ネピドーで開
かれ、中国の王毅外相が北朝鮮の李洙 外相と会
談したが、これも報道されなかった。9月9日の北
朝鮮の建国66周年記念日に中国側が送った祝電か
らは江沢民時代から中朝間友好の原則である16文
字スローガンが省かれていた。10月6日、中朝国
交樹立65周年という北朝鮮にとって重要な日にお
いても祝電交換の報道は無く、10月11日、朝鮮中
央放送は党創建記念日の10日に中国共産党から贈
られた花輪について、カンボジアからの祝電を紹
介する最後にチラッと流すような失礼な報道の仕
方をしている。

　現在、中朝関係は極めて悪いところにある。中
国の教授がいう「1990年代の中韓国交樹立以来の
悪さ」という事実認識は正しいと思う。だが、金正
恩時代に入ってからの周期的な変化を振り返ると
どう見えるだろうか。
　金正日が死んだ後、中国は非常に素早く金正恩
体制支持を表明したが、人工衛星打ち上げ失敗と
核ミサイル問題があり、関係が悪化した。それを
調整しようとするときに再び打ち上げと核実験が
ありさらに悪くなる。その後、関係を修復し、一
年前の7月には非常に回復したかのような演出が
あったが、張成沢さんの粛清があってから中朝関
係は萎縮し、現在、習近平の訪韓により極めて悪
化している。この3年間、悪化と修復を繰り返し
ている。一辺倒に悪化しているわけではなく、ま
るで振り子のように悪化と修復を行ったり来たり
し、現在は悪化の局面を迎えているということだ。
悪化一途という流れで現在の状況がきているわけ
ではないことに注目しなければならない。長い目
で見るとこういう関係は今が初めてではなく、文
化大革命当時や中韓国交正常化直後といった前例
もある。またこの間、期間はそう長くはないが、北
朝鮮の最初の核実験のときも中朝関係は悪化して
いた。

　経済面においての中朝関係はどうだろうか。去
年は北朝鮮からの輸出が32億1,800万ドルで対前
年比は11.7％伸びている。輸入は41億2,600万ド
ルで5％の伸び、貿易収支は9億800万ドル北朝鮮
側の赤字だ。中国は経済制裁をかけているのだが
貿易額は増えている。政治的な対立関係は深まっ
ているが貿易は増えているのだ。これは2000年代
に入ってからの北朝鮮貿易の対中依存度の推移だ
が、韓国との南北貿易は省かれている。南北貿易
は国家間貿易ではなく地域内貿易という解釈を両
国共に取っているからだ。2004年の段階では北朝
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鮮の貿易に占める中国の割合は50％前後だったが
現在は9割にまで上っており、対中依存度が急激
に高まっている。現在、南北貿易は変な格好になっ
ていて開城工業団地のものしかあがっていない。
前政権時の貿易禁止意措置が続いていて貿易が無
いためだ。レジュメの資料は韓国語の資料で見づ
らいかもしれないが、韓国の貿易が入ったものと
入っていないものを示した2011年までの対中貿易
の比率だ。2011年の対中貿易の比率を70.1％とあ
るところに韓国を除外すると89.1％となる。資料
の中に折れ線グラフがあるが、これは非常に面白
いので注目してほしい。中朝貿易はこの10年で爆
発的に増え、北朝鮮内部での中国との貿易割合が
5割から9割に増えている。ところが中朝間の貿易
赤字をみると、これほど経済格差のある国で貿易
量がこれだけ増えれば貿易赤字はもっと拡大する
のが普通なのに赤字額はほぼ一定を示している。
毎年10億ドル前後の赤字しか出ていない。これが
意味するところは何だろうか。
　先日、北朝鮮を訪問して実感したことがある。
北朝鮮の流通、特に消費財は中国製品で溢れか
えっている。タクシーも色の付け方から察するに
3つ以上の会社があり、自動車も中国車が入ってい
る。つまり、北朝鮮の消費経済の中で中国の占め
る割合は非常に多くなっているということだ。何
故、輸出入の赤字が10億ドルベースで平均してい
るのだろうか。中国は決して北朝鮮にサービスを
しているわけではない。消費財を輸出したら地下
資源で対価を取っている。支払いに問題がある部
分は石炭や鉄鉱石を中心とした地下資源を北朝鮮
から輸出させ、バーターのように代金の支払いを
させている。援助的輸出ではない。貿易量が爆発
的に増えているにも関わらず大体10億ドルくらい
で赤字が推移しているというのは北朝鮮がそうい
う支払いに応じているということだ。これは張成
沢さんを粛清する理由の一つにも使われた。彼の
罪状の一つに、もっと高い価格で売れるのに、非
常に安い価格で石炭や鉄鉱石を中国に売り飛ばし
ているとあった。だから中国は北朝鮮を甘やかし
ているということではない。支払いは地下資源で
きっちり回収している。

　今回、平壌に行って感じたことがある。北朝鮮
で使われている通貨で一番価値が高いのはユーロ
で、次がドル、次いで中国人民元、円、そして朝鮮
ウォンなのだが、ウォンはほとんど意味がなくな
りつつある。例えば、今、北朝鮮で非常に話題に
なっている馬息嶺（マシンリョン）という広大な
スキー場がある。そこの外国人向けホテルのコー

ヒーの値段は1.8ドル、1ドル＝100円とすると大
体180円くらいだが、日本円だと202円と細かい。
今、朝鮮ウォンのレートは1ドルが100ウォンだ
から1.8ドルは180ウォンになるはずだが、朝鮮
ウォンで払うというと16,430ウォン、計算すると
ほぼ90倍だ。現地の案内人に給料を聞いてみたら
3,000ウォンだという。ちなみに町で買う海苔巻き
一本が4,000ウォンだ。光复地区商業中心という
中国の合弁資本でやっている大きなスーパーマー
ケットがあるが、そこで自転車の価格を計算する
と大体1万円と妥当な値段で、公定レートでは1万
ウォンでいいはずなのだが、実際に買うとなると
朝鮮ウォンだと60万～90万ウォンとなっている。
　北朝鮮の経済が現在どうなっているというと二
つの相対することが言えると思う。一つは2002年
の経済改革以降の商業主義が浸透していて町も明
るく消費経済が非常に活発になり、生活水準が上
がって中産階級が生まれている。購買力が生まれ
ているのは事実で、経済成長が生み出されている
という側面だ。もう一つの側面は、完全な2重価格
制度になって朝鮮ウォンの力が全く無くなってい
るということ。あたかも中国の人民元が通貨のよ
うになっている。買い物をしてもお釣りは中国元
で（昔はお釣りの分、もう一つどうだというよう
な展開だったが）、中国元があたかも国内通貨のよ
うな役割を果たしている。そういうところからも
北の朝鮮ウォンの価値が無くなりかけている感じ
がする。無くなりかけているといえば語弊がある
が、極めて価値が下がっているという意味だ。

　この写真のビール瓶をよくみてほしい。北朝鮮
では大同江（テドンガン）ビールが非常に人気に
なっている。ビールの種類は1番から7番まで出
ていて、6番、7番が黒ビール、1番から5番までが
普通のビールで、1番が麦100％、2番が麦70％と
米30％。写真の瓶は2番で自分はこれが一番美味
しかった。イギリスの技術が入っているという話
を小耳に挟んだが。この瓶をよく見ると青島（チン
タオ）と書いてある。3年程前、平壌に長く居た人
から聞いた話だが、向こうの幹部たちがついに中
国のビールを追放したと言う。中国のビールは飲
まないという運動をしたらしい。経済的な植民地
というか、経済的に中国の支配を強く受けている
ことに対する心理的反発から中国のビールを飲む
ことを止めようということが自然に起こったらし
いのだ。確かに今回の訪朝でアサヒビールは見か
けたが青島ビールも北京ビールも見なかった。心
理的な反発から中国のビールがあまり飲まれなく
なったが、昔多く流通していた青島ビールのビー
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ル瓶は残っている。ビール瓶を作るのはお金がか
かるから、中国の瓶を活用しながら中身はテドン
ガンビールということだ。この写真はいろいろな
ことを物語っているように思う。それだけビール
の種類が増えるくらいに北朝鮮の消費が多様化さ
れている。これは生活水準が上がらないと起こら
ない現象だと思う。

　最近の中朝関係の悪化は習近平の訪韓が火付け
になったことは事実だが、根本的な原因は北朝鮮
の核政策だと思う。北朝鮮は経済建設と核開発の
並進路線を取っていて、核放棄は絶対しないとい
う。北朝鮮の内部論理はどうかというと、金日成
時代にも同じような決定をしているが当時と一つ
違うのは、金日成時代は国防が何より優先だった
ということだ。1961年、党中央委員会総会で並進
路線と同じような路線を出しているが、当時は韓
国で朴正煕政権が誕生し南に軍事政権ができたと
いうことで並進路線は取ったが国防優先だった。
しかし北朝鮮の現在の状況は違う。住民にどう
いう説明をしているかというと、我々は核兵器を
持ったからこれで安心して経済政策に取り組める
と。これまでは米国と韓国のことがあり軍事的に
不安だったが、今は米国を叩くだけの核兵器を持
ち、これからは経済建設に邁進できる、そういう
論理を取っている。これはある意味当たっている
部分もあり、国内の経済政策が優先されている面
はあると思う。金正恩政権になって以降、中朝関
係は一気に悪化するのではなく悪化と修復を繰り
返しながら今は悪化の状況にある。おそらくある
時期がきたら修復の局面が出てくるだろう。しか
しこの関係を本当に伝統的な友好関係に復旧する
ためには、北朝鮮の核政策の変更がない限り中国
は了承しないと思う。その辺の折り合いをどうつ
けるか。現状、金正恩は中国に行けていない。中
国が金正恩を受け入れる条件として、現実的には
核問題への前向きな姿勢を示さないと難しいとし
ている。核を放棄するまでいかずとも管理すると
いったような発想になったときにある程度は修復
方向に向かうのではないだろうか。中国の政権交
代期に強硬路線を取ったことに対する反発もある
だろうし、金正恩体制が張成沢粛清にみられるよ
うに不安定性を抱えていることに警戒心もあると
思う。ただ、貿易等をみると北朝鮮が中国の体制
を支えるという基本構造に変化はない。そして一
番重要なのは、現在、北朝鮮で行われている改革
要素は政治ではなく経済ということだ。2002年の
7・1経済改革以降10数年間、市場（いちば）の持つ
力が北朝鮮の社会を明確に変化させている。この

変化の流れは中国が長く望んでいた改革開放の方
向に北朝鮮があるということで、大きな経済の仕
組みそのものが中国の考える方向に動いている。

　少し冗談めいて言うと「北朝鮮は核兵器を放棄
できないが、中国も北朝鮮を放棄できない」、「中
国にとって北朝鮮はあっても困る国だが、なくて
も困る国だ」、そういう微妙なバランスの上に今の
中朝関係があると思う。
　来年10月は朝鮮労働党創建70周年という節目
にあたる。これを北朝鮮がどう迎えるかというこ
とが問題だ。北朝鮮が選択できる二つの路線があ
るということ。一つは来年10月に再び人工衛星を
打ち上げるという選択。中国は核実験には反対す
るが人工衛星は国固有の権利として一定の理解は
できる。今上がっている人工衛星は動いていない
ので、来年、創建70周年の前にもう一度、今度は
きちんと動く人工衛星を打ち上げるという可能性
がある。もし北朝鮮が非常に窮地に陥った場合は
4回目の核実験ということもありえるかもしれない。
　もう一つの路線でいえば、国際的な孤立から脱
却して対外的な関係改善を進めるということ。経
済を上げるきっかけが必要で、関係改善をバネと
したいのだが、中国でないところからやりたいと
いう意図があるため、矛先は日本とロシア、韓国
に向かうかもしれない。一番変数が大きいのは同
じ民族である韓国だろう。朴槿惠さんは5年の任
期で2年が経ったが、韓国では2016年4月に国会
議員選挙がある。国内は選挙一色になり、そうな
ると南北首脳会談はやりにくい。朴槿惠さんに
とって南北関係を改善するチャンスは来年までし
か残っていない。北からみても来年までに南北関
係を改善しないと経済的な面で実利を得られない
という側面がある。よって、現在停滞している南
北関係も来年までの間には再び関係改善の兆しが
出てくるのではないかと思う。

　ここにきて北朝鮮とロシアとの接近が目立つ。
日本についても安倍政権を批判しながら評価して
いる。平壌でお会いした宋日昊朝日国交正常化交
渉担当大使はストックホルム合意以降、安倍政権
は北朝鮮へ制裁をかけるとは言わなくなり、これ
は新しい変化だと評価していた。安倍さんと交渉
したいとある意味露骨に表明しているともいえ
る。北朝鮮が南北、日本、ロシアとの関係改善を
迎えたがっているのは事実だろう。だからこそ今
は対話路線が優位にきていると思う。この路線が
何かの結実に向かいそういった局面が増えていけ
ば、成果として来年10月にミサイルや核という方
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向へいかない可能性もあると思う。日本の対北朝
鮮の関心はあまりに拉致に集中しているが、私は
今の日朝交渉のいい面は、日朝交渉をしている間
は、北朝鮮が核実験をできないというところにあ
ると思う。日本がいくら日朝交渉したいと思って
も、もし北が核実験をしたらそれを続けることは
不可能だろう。米国も容認しないと思う。日朝交
渉を続けているということには、ある意味、北朝
鮮に核実験をさせないための抑止的効果という意
味があるのではないかと思う。日本では拉致問題
に関心が集中しているが、日朝交渉はこの地域の
平和と安全という面から良い意味があると思う。

　中国は非常に長い目で朝鮮半島をみている。経
済路線でいうなら、中国が長年、北朝鮮に要請し
ていることが少しずつではあるが実りつつあり、
現在の経済システムの変化を見れば中国の影響力
が我々の望む北朝鮮の変化に対して経済面で効果
を生み出していると。しかし政治的局面、ナショ
ナリズム分野においてはアンチ中国、反中感情と
いったものがあり、いろいろなリアクションを起こ
しているのも事実だ。中朝関係に実相を探れるか
どうかは分からないが、金正恩政権の3年間の軌
跡を見ても1945年以降の中朝関係を見ても悪化と
修復を繰り返すという周期的な動きになっている。
　もう一つのファクトとして、来年の党創建70周
年に中国の党が代表団を平壌へ出すかどうかとい
うことがある。党の常務委員以上の人が平壌へ行
くかどうか。本来は金正恩が先に訪中し、その後
に中国指導部が平壌に行くとなれば北朝鮮として
も嬉しい。
　もう一つ、外部にはあまり関連はないだろうが、
今年の12月は金正日の3周期にあたる。金日成が
亡くなった時、金正日は「三年服喪」と言った。北
朝鮮の伝統として誰にも会わないというようなこ
とだった。来年には金正日時代の喪が明ける。そ
ういう意味では金正恩という指導者が独り立ちの
傾向をより強めていくのではないかと思う。今ま
では祖父の真似をして父の遺訓を受けながらとい
う側面の方が強かったが、おそらく来年からは本
人としてのものになると思う。それは情緒的なも
のではない。国内的には粛清、処刑ということま
でしている彼の独裁体制が固まっているのは事実
だ。その中で新しい独自性、新しい独り立ちとい
うのを来年以降、強く打ち出してくる可能性があ
る。その路線が秋の党創建70周年にどう結実して
いくか。そこで北朝鮮は1980年以来開いていない
党大会を開く可能性もある。党大会を開けなかっ
たとしても、党代表者会を開き今の労働党指導部

を少し若返りさせるとかそういうこともあるかも
しれない。それに中国がコミットしていくのかど
うかだ。
　中国は今の体制を支持するという基本原則に変
化はないと思うが、その匙加減をどうするかだろ
う。経済はかなり中国の狙った方向に動いた。核
問題において、彼らが廃棄までいかなくとも核を
管理する方向に歩み寄らせることができるかどう
か。それは6カ国協議の再開という局面に連動し、
核いう棘が弱くなる。そうなれば再び中朝関係の
修復という局面にいく可能性が出てくると思う。
以上である。

（JST倉澤上席フェロー）
　質疑応答の時間だが、少しエネルギーの話を伺
いたい。中朝間の関係を象徴するエネルギー、特
に石油問題について関心をお持ちの方も多いと思
う。

（平井）
　私自身、それを分かっているわけではない、む
しろ分からない。今年に入っての原油の輸出は中
国側の統計ではゼロとなっていて、北朝鮮の関係
者に聞いてみても発表通りで原油はきていないと
いう。しかし今回、平壌に行ってみてもエネルギー
危機という雰囲気が全く感じられなかった。もち
ろん節約運動はしているが、それほどエネルギー
需要に切迫しているという感じではない。そして
北朝鮮の石油価格は非常に安定している。中国か
ら毎年50万トン入っていた原油の輸出が完全にス
トップし不足すれば価格は高騰するはずなのに全
くそうではない。韓国の北朝鮮専門メディアの「デ
イリーNK」が調べた2012年7月の中朝国境近く
の北朝鮮側都市での石油価格はガソリン1キロ11
元だったが2014年夏でも10～11元、軽油が7～
8元と中国の価格よりちょっと高いだけでほぼ一
緒。このように石油価格に変動がなく北朝鮮はあ
まり困っていないということになる。本当に中国
が原油を止めていてこういう状況なのかは分から
ない。
　原油の送油管を管理している会社の規定をみる
と年間48万トンくらいの原油を送る必要がある。
粘性度の高い原油を送っていることから、長期間
送らずにいると管そのものが詰まってしまうか
らだ。ヒーティング装置が付いていると溶かすこ
とはできるが、それが中朝間にあるかどうか。パ
イプラインが使えなくなる危険性があるので、そ
こを重視する人たちは、統計は嘘で原油は北朝鮮
にいっていると言う。ところが北朝鮮の人に聞く
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と止まっていると言う。もし中国が本当に原油を
送っていないとすればどこから油がきているのだ
ろうという疑問がわくが、可能性の一つはロシア
だと言われている。ロシアは東側の経済ブロック
が崩壊する前までは北朝鮮に相当量の石油を送っ
ていた。が、途中から外貨でなければ売らないと
して急速に細っていく。2008年には4,000万ドル
くらい送っていたがリーマンショックの影響で
2012年に2,3000万ドルくらいまで落ちている。去
年は3,689万くらいに回復していて増加傾向にあ
るのは事実だ。しかし中国が50万トンの原油を提
供したときに北朝鮮から取っているのは5億ドル
くらいだから、4,000万ドルくらいで50万トンを
カバーできる量ではない。ロシアの統計をみても
2014年に爆発的に増えている感じはない。
　もう一つ注目しておきたいことにイラン・イス
ラム共和国放送が去年4月に放送したニュースが
ある。北朝鮮との間でバーター貿易の合意が成立
し、イランは石油や金属製品を輸出して北朝鮮は
鉄鉱石など地下資源を輸出するというものだ。事
実、イラン・イラク戦争当時、北朝鮮はイランに
武器を売り、その対価として年間50万トンくらい
の石油がイランから入っていたと言われている。
この合意がどの程度履行されているかはよく分か
らない。この件に関する唯一の報道は、2013年10
月 20日付の朝日新聞の報道だ。朝日の報道では
イランは「コンデンセート」という軽質石油50万
トンを北朝鮮に輸出することで合意していること
いう。第三国のタンカーで運び青島や大連までは
来ているのだが中国で止まっているという。朝日
はその後、留め置かれたタンカーがどうなったか
報道をしていない。イラン側の報道でも北朝鮮向
けのタンカーが出たのかどうかというような報道
は無い。今はイランも経済制裁を加えられている
ため石油を売るところが無いし、北朝鮮と取引が
あっても不思議ではない。
　もう一つ、中国は北朝鮮に原油は送っていない
かもしれないが、ジェット燃料やガソリンといっ
た石油精製品の輸出は増えている。原油はなくて
も中国から石油製品がかなり入っている。少々無
茶な話だが、ガソリンをドラム缶に入れて辺境貿易
で入れているとも聞く。その量がどの程度になる
かは不明だが、そういった貿易があるのも事実だ。
　北朝鮮側の事情をみると、石油を精製する工場
の能力が低下しているので、中国から質の良くな
い原油をもらって精製した後、また消費地に持っ
ていくとなると非常にコストがかかる。粘度の高
い質の悪い原油をもらうより出来上がった精製品
をもらう方がいいと判断したとの推論も成り立

つ。要するによくは分からないのだが、現在まで
の感じだと、様々な方法－ロシアやイラン、中国
からの石油精製品といった輸入のミックスが北朝
鮮のエネルギーを支えていて実態的には困らない
ほどのものが外から入っているのではないかと考
えている。逆に言えば、北朝鮮としても中国との
過去の同盟に依拠せず、買えばいいのだろう、お
金を払うから売れと。そういう姿勢に北朝鮮の政
策そのものが少しずつ変わってきているような印
象を受ける。そのようなところだ。中国の統計は
事実を反映しておらず、北朝鮮の原油精製工場が
稼働しているから中国からの原油供給は続いてい
るという意見もあるが、この精製工場に供給され
ている原油が中国からのものなのかどうかは確認
できない。

【質疑･応答】 
（JST倉澤上席フェロー） 
　東アジア全体の話から詳細な話を伺えた。それ
では質疑応答にうつる。ご質問は簡潔にお願いし
たい。

（フロア）
　我々にとって近くて遠い国である北朝鮮につい
て中国との関係も含めいろいろとご指南いただい
た。初歩的なことと背景的なことについて伺いた
い。北朝鮮の科学技術力からみるに、ロケットを
飛ばし、核も原爆的な物を持っていることに不思
議なところがある。報道では元々の技術がイラン
や中国に由来するような推測がされているが、ど
のようなところをルーツにしており、かつ現在も
パキスタンやイランとバーター的な形のやり取り
があるのかどうか。もう一つ、中国と北朝鮮の間
にはある種のパイプを持つ人がいると思う。石油
に関しては資源部だろうか、中国でも汚職等で波
風が立っているが、それは中朝関係に影響を及ぼ
しているのだろうか。

（平井）
　ミサイルについてはデータがある。北朝鮮はス
カッドミサイルを基本にしている。中東戦争の時
に北朝鮮はアラブ側を支援し、その対価としてエ
ジプトからスカッドを手に入れ、付加的に中国、
ソ連の技術等を入れて300キロ射程からどんどん
発展させていく努力を重ねてきたということかと
思う。核に関してはパキスタンとの関係が言われ
ているが独自努力の他に海外からどの程度、どこ
から情報を得ているか正確な情報はないと思う。
憶測の域を出ない。プルトニウムの再処理はヨー
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ロッパのものが入っているとも言われている。
　中朝間の対話パイプの話だが、最近は王家瑞
さんや金永日さんが中朝の外交の前面にあまり
出てこない。中国の北朝鮮対応は今まで外務省が
核とミサイルを担当し、中連部が人的往来や他の
分野をやってきたが、中連部が引いている感じが
ある。北朝鮮も姜錫柱さんは対米ばかりやってき
た人だ。副首相の時に中国との経済関係をやって
いたがそれほど成果をあげているとは思えない
ので、そういう人脈でそれほど動くかなという疑
問がある。外務省ラインでいくと核やミサイルの
考え方というのが相当前に出てくる感じになるか
と思うが。それと、中朝の関係には我々に見えな
いところがある。おろそかにしてはいけないのは
軍部の結び付きだ。北朝鮮の人民軍は特に地下資
源の管理について大きな権限を持っている。地下
資源の対中輸出に軍が直接コミットしているとこ
ろもある。そういう意味において解放軍と人民軍
の人的コネクションが地下資源の輸出、輸入に関
して割と大きな役割を果たしてきたのではないか
とも思う。ただ、北朝鮮では経済的な権限を軍か
ら内閣に移そうという傾向があり、それが李英鎬
総参謀長の粛清された大きな要因だとも言われて
いる。地下資源、鉱山の権益を軍から内閣に移行
させる作業がどの程度進んでいるか、輸出カウン
ターパートとして中国のどこが窓口になるか、そう
いったことが変化しつつあるのが事実だと思う。
中国の消費財を買う分には影響を与えないが北朝
鮮が輸出できるものは地下資源がメインだ。それ
は中朝間をつなぐ貿易構造にも影響すると思う。

（フロア）
　中国の立場から中朝関係を見たとき、韓国要因
という変数がどう働いているか。先頃、米中会談
も行われているが、中国は米中関係の中で韓国と
いう変数を使いながらやっているところもあると
思う。そして韓国を重要視してやろうとすると北
朝鮮の方が別の位置に置かれるようなことがある
かどうか。
　もう一つ、中国という国は政治と経済を分離し
て考えることが出来る国だと思う。先ほどの話で
は北朝鮮では人民元が元気で経済関係は活発に繋
がっているようだが、そこらへんが中国のやり方
で、政治が冷えても経済は暖かさを保つという観
点で見ることについてはどうだろうか。

（平井）
　当然ながら中韓関係の進展は対外政策に影響を
与えているが、自分はよく韓国の人に「日本人は

中韓関係を過大評価しているし、韓国人は日朝関
係を過大評価している」と言うことがある。ただ、
経済面一つをとっても韓国は中国を重視せざるを
得ない。今回の動きの中でも韓国は結局はアジア
インフラ投資銀行に参加すると思うし、そういう
面では中国への傾斜を強めるだろう。中韓FTA
に合意したことによって経済面での結びつきはよ
り強化すると思う。一方で米国からTHAADと
いう迎撃ミサイルシステムの配置を要求されてお
り、習近平はそれはしないでくれと言っていたが、
韓国軍がしないとしても在韓米軍への配置という
ことで入ってくるかもしれない。今後、韓国は米
中間での舵取りが難しいような歩みを進めてい
くと思う。それが北朝鮮にどういう影響を及ぼす
かということになるのだろうが、中国はおそらく
韓国を取るということではない。朝鮮半島全体を
自分たちの影響下に押さえたいという意味で、こ
れまでは北朝鮮や韓国の面子を立てることが実態
的に損をしてでも朝鮮半島全体への影響力を強化
する道筋だと考えていたようだが、中国が今、韓
国を重視する背景には対北朝鮮政策の他、むしろ
米中との関係において韓国の役割が重要だと考え
る側面がかなりあるのではないかと思う。そこに
思惑の違いがあるのかもしれない。中国は対米政
策のために韓国を引き寄せたいというところがあ
るが、もっと大きくいえば中韓の枠組みを強化し
て韓国を日米韓の枠組みから自分たちの方に引き
ずり込もうという意図があるのではないか。もち
ろん北朝鮮を牽制するというファクトもあるだろ
うがそれより大きいかもしれない。
　韓国と日本のメディアはよく誤報するが、核政
策で中国が北朝鮮の非核化に同意したという報道
は正確ではなく、実際は朝鮮半島の非核化である。
習近平も「北朝鮮の非核化」という言葉は使って
いない。朝鮮半島の非核化であって北朝鮮ではな
いのだ。習近平の口から北朝鮮の非核化という言
葉が出たことはないが、朴槿惠さんが北朝鮮の非
核化について合意したと発言したとき、あえて共
同記者会見の場で「そうではない」とは言わなかっ
た。原則は朝鮮半島の非核化という枠組みになっ
ている。中国は依然として北朝鮮の立場を配慮し
ており、その枠組みからまだ抜け出していないと
ころがあると思う。ご指摘の通り、中国は韓国カー
ドをよく使ってくると思うが、それは北朝鮮を圧
迫するというよりも南北両方を自分の影響下に収
めたい、それによって日米との対立構造の中で上
に立とうという狙いが強いのではないかと思って
いる。
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（フロア）
　中国側からみたら北朝鮮は「生かさず殺さず」
という作戦でずっとやっていくのではないかと思
うが、北朝鮮としてはそれはたまったものじゃな
いだろう。それを打開する唯一の方法は改革開放
をやってしまうことではないだろうか。中国が改
革開放して共産党がそのまま存続したのと同じよ
うに、北朝鮮もそれで金政権を維持できればそれ
は彼らにとって良いことだらけではないかと思
う。そういう考えはないのだろうか。

（平井）
　今日は触れなかったが、北朝鮮で2002年の7.1
措置に始まった経済改革は紆余曲折あるものの
進んでいるのが事実。特に金正恩政権になってか
ら農業分野個別請負制にあたる圃田担当責任制が
本格的に実施され、食料生産の増産に結びついて
いる。経済における改革が農業で成功しているか
ら、今後これが工業や企業の方に拡大、強化され
ていくのは事実だろう。しかし、ここは北朝鮮の
隘路だと思うが、一方でイデオロギー統治、先軍
政治というものをなおかつ強く叫んでおり、思想
統制のようなところを強めている。北朝鮮が短距
離ミサイルを最近ばんばん打つのは米韓に対する
牽制というよりも、指導部の力として経済政策だ
けでは国内をコントロールできない状況になりつ
つあるからではないかとみている。その中で国民
の求心点として金正恩という人のリーダーシップ
を維持するために短距離ミサイルを打っているの
ではないか。国内的要因としての側面が強いので
はないだろうか。
　北朝鮮は中国のように一気に改革開放にはいけ
ない。改革開放が進めば現在のように首領を神様
のようなトップに据えて朝鮮労働党が支配すると
いう構造が－例えば企業や地方に権限を与えるよ
うなことが進行していったとき、全体的な権力構
造に変化が起きざるをえない。そして構造変化が
起きれば起きるほど、現在のイデオロギー統治体
制を守ろうと引き締めを強化していくだろう。そ
こに矛盾が生じる可能性はあるが、経済部分での
緩い改革の進行とそれを野放図にさせないための
政治思想における統制強化というものが相当期間
続いていくのではないかと思う。そのため、中国
のように改革開放が一気に進むと言うような可能
性は低いのではないかと思っている。

【閉会】
（JST倉澤上席フェロー）
　ご質問はつきないだろうが時間になったため、
閉会する。

（了）
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◎中朝関係の実相を探る 
 
※中朝関係を見る視角 
▼中朝関係は歴史的伝統を持った特殊な関係であり、その伝統的友好関係の基本に変化は
ない。 
▽中朝両国の共存関係は堅固でお互いが必要としており、一時的な変化はあっても基本的
な枠組みは堅持されている。 
▽中国も北朝鮮もお互いを必要とする共存関係は続いているが、建前とは別の内実関係に
変化が生じている。 
▽中朝関係のこれまでの「唇歯の関係」「血盟関係」に本質的変化が生じており、「特殊関
係」から「普通の関係」に移行しつつある。 
▼中朝関係は、もはや「特殊関係」ではなく「普通の隣国関係」である。 
              
※中朝関係の歩み 
▽1948年9月9日 朝鮮民主主義人民共和国建国 
▽1949年10月1日 中華人民共和国建国 
▽1949年10月6日 中国と北朝鮮が国交樹立 
▽朝鮮戦争（1950年6月～53年7月）、中国では「抗美援朝」戦争 

「唇歯（しんし）の関係」「血盟関係」 
▽韓国で朴正煕少将による軍事―クーデター（1961・5・16） 
▽金日成ソ連訪問（1961・6・29～7・10） 

1961年7月6日に「ソ朝友好協力援助条約」 
▽金日成中国訪問（1961・7・10～15） 

1961年7月11日「中朝友好協力相互援助条約」 
▽中ソ対立 
▽中国の文化大革命（1966～77） 
▽ニクソン訪中（1972・2）→米中接近 
▽中国の改革開放路線（1978～） 
▽天安門事件（1989・6） 
▽中韓国交正常化（1992・8・24） 
▽金日成死亡（1994・7） 
▽中朝関係の修復 
 ○1999・6 金永南外相の訪中 
○2000・5 金正日氏の訪中 
○2001・9 江沢民総書記訪朝「継承伝統、面向未来、睦隣友好、加強合作」（伝統を継
承し、未来を志向し、隣国と仲良くして友好的であり、協力を強化する）の十六字方針。 
▽金正日総書記健康悪化（2008・８） 
▽金正日総書記の後継準備 
 ○党の再建→第3回党代表者会（2010・9） 
 ○中ロとの関係強化 

 
              ※金正日総書記の訪中 
 
※ 1983年6月1日～6月12日 中国を非公式訪問 

胡耀邦中国共産党総書記 鄧小平同顧問、李先念国家主席、趨紫陽首相らと会見 
北京、南京、上海など視察 

１ 第1回訪中 2000年5月29日～31日 
○江沢民中国共産党総各紀・国家主席の招きで中国を非公式訪問 
○江沢民総書記と会談｡李圃当国人民代表大会（全人代）常務委員長、朱銘基首相、李
瑞環 
中国人民政治協商会識(政協）全国委主席とそれぞれ会見 
○(6月 1日午後 7時の朝鮮中央放送と平壌放送が訪中の事実を公表｡中国側も中国共
産党 
中央対外連絡部報道官が発表） 
※同行者＝越明録、金永春、金国泰、金容淳、金養建 

２ 第2回訪中 2001年1月15日～20日 
○江沢民中国共産党総書記・国家主席の招きで中国を非公式訪問 
○江沢民総書記と北京で会談｡江総書記主催の歓迎宴に出席｡これに先立ち､上海市を
訪問。 
○(1月 20日午後 10時の朝鮮中央放送と平壌放送が訪中の事実を初公表｡中国側も中
国共産党中央対外連絡部報道官が発表） 
※同行者=金永春､延亨黙､金国泰鄭夏哲､姜錫柱､金養建､朴松鳳､玄哲海、朴在京 

３ 第3回訪中 2004年4月19日～21日 
○胡錦濤中国共産党総書記・国家主席の招きで中国を非公式訪問 
○胡錦滴総書記と会談､胡総書記主催の歓迎宴に出席｡江沢民中央軍事委主席､呉邦国
全人代常務委員長､温家宝首相､賢慶林政協主席､曾慶紅国家副主席とそれぞれ会見。 
天津市を参観。 
○(中国共産党中央対外連絡部報道官が4月21日午後に訪中の事実を初公表。北朝鮒
則は翌22日午後6時の朝鮮中央放送と平壌放送が報道） 
※同行者=金永春、朴奉珠、延亨黙、姜錫柱 

４ 第4回訪中 2006年1月10日～18日 
○胡鑓毒中国共産党緯害配･国家主席の招きで中国を非公式訪問 
うち1月11日～15日は中部および南部地或訪問 
○胡錦涛総書記と会談､胡総書記主催の歓迎宴に出席｡呉邦国全人代常務委員長､温家
宝首相とそれぞれ会見 
○(1月 18日午後 7時の朝鮮中央放送と平壌放送が訪中の事実を初公表。中国中央テ
レビ 

は同 8時から報道。さらに朝鮮中央放送と平壌放送は翌 19日午後 8時に中部・南部
訪問について詳報 
※同行者＝朴奉珠、姜錫柱、朴南基、李光浩、虜斗哲 

５ 第5回訪中 2010年5月3日～7日 
○胡錦濤中国共産党総書記･国家主席の招きで中国を非公式訪問  
○北京訪問の前後に遼寧省大連市、天津市、遼寧省瀋陽市を訪問 
○胡錦涛総書記と会談､胡総書記主催の歓迎宴に出席｡呉邦国全人代常務委員長､温家
宝首相とそれぞれ会見 
○5月7日午前9時の朝鮮中央放送と平壌放送が大連･天津訪問の事実を公表｡中国中
央テレビは日本時間午前11時〈北荊時間同10時〉から訪中を報道。朝鮮中央放送と
平壌放送は翌8日午後1時に北京・瀋陽訪問の事実を初報道） 
※同行者=金永春､崔泰福､金己男、姜錫柱､張成沢､金永日、金養建、朱奎昌、玄哲海、
李明秀、金平海、太宗秀 

６ 第6回訪中 2010年8月26日～30日 
○胡錦涛中国共産党総書記・国家主席の招きで中国を非公式訪問 吉林省の吉林市お
よび長春市、黒竜江省ハルビン市を訪問。 
○長春市で胡錦涛総書記と会談、胡総書記主催の歓迎宴に出席 
○8月 30日午後 8時（北京時間同 7時）の朝鮮中央放送と平壌放送および朝鮮中央
テレビ、中国中央テレビが訪問の事実を初報道 
※同行者＝金永春､金己男、太宗秀､姜錫柱､張成沢､洪石亨､金永日、金養建､崔龍海、
金平海、朴道春 

７ 第7回訪中 2011年5月20日～26日 
○胡錦涛中国共産党総書記･国家主席の招きで中国を非公式訪問。うち24日まで 
は黒竜江省牡丹江市、吉林省長春市、江蘇省揚州市を訪問 
○北京で胡錦涛総書記と会談､胡総書記主催の歓迎宴に出席｡宿所を訪問した温家宝首
相とも会談 
(5月26日午後8時（北京時間同7時）の朝鮮中央放送と平壌放送および朝鮮中央テ
レビ、中国中央テレビが訪問の事実を初報道。朝鮮中央放送と平壌放送は翌 27 日午
後0時34分から東北・華東両地域訪問について報道 
※同行者＝金己男、崔泰福、姜錫柱､張成沢､金永日、朴道春 太宗秀、文景徳 朱奎
昌、金桂冠、池在龍 

８ 第8回訪中  2011年8月25日～27日 訪ロの帰途に訪中 

○8月20日～25日のロシア極東訪問後に訪中 
 8月25日夜、中国の内モンゴル自治区ホロンバイン市満州里に到着 王家瑞党中央
対外連絡部長 盛光祖鉄道相らが出迎え。 
 8月26日 黒竜江省チチハル駅到着、吉林省幹部の出迎え 
 黒竜江省で胡錦濤総書記と党中央委の「特別委任」により黒竜江省入りした戴秉国

国務委員と会見 
8月27日 吉林省の通化市に到着、吉林省幹部が出迎え 
北朝鮮入りした国境の駅で金正恩党中央軍事委副委員長、金慶喜党政治局員らが出迎
え 
※同行者 金永春 姜錫柱 金永日（訪ロには同行せず） 金養建、朴道春、太宗秀、
朴奉珠、呉秀容 池在龍駐中国大使（訪ロ同行せず） 李基範駐瀋陽総領事（同） 

 
 
             ※金正恩時代の中朝関係 
 
▼金正日総書記死亡時は伝統的友好関係を誇示 
▼金正恩政権がスタートし直ぐの2013年4月の人工衛星発射（失敗）で摩擦 
▼2012年第2回戦略対話での胡錦濤主席が強い核実験反対 
▼張成沢党行政部長の訪中（2012年8月） 
▼中国共産党第18回党大会、習近平氏を第18期1中全会において党の最高職である総書
記と軍の統帥権を握る党中央軍事委員会主席に選出（2012年11月15日） 
▼2012年12月12日 北朝鮮、事実上の長距離ミサイルである人工衛星打ち上げ成功 
▼国連安保理は2013年1月22日、北朝鮮の衛星発射を、長距離弾道ミサイル技術を利用
したもので制裁違反に当たると非難し、制裁強化決議を全会一致で採択、中国もこの決議
に賛成。 
 ※北朝鮮外務省、同年1月23日の声明で、「間違っているということをはっきり知りな
がらも、それを正す勇気や責任感もなしに誤った行動を繰り返すことこそ、自分をだまし、
他人をだます臆病者の卑劣な行為」と米国に追随する「臆病者」と中国やロシアを批判。 
国防委員会も同 24 日に声明を出し「世界の公正な秩序を打ち立てるうえで先頭に立つ
べき諸大国まで気を確かに持てず、米国の専横と強健に押さえられ守るべき初歩的な原則
もためらうことなく放棄している」と中国を批判。 
▼2013年2月12日  北朝鮮、3回目の核実験 
▼国連安保理は3月7日、北朝鮮による３度目の核実験を非難し制裁を大幅に強化する決
議案を全会一致で採択。中国は制裁強化決議について米国と協議を続けたが、結局は賛成。 
▼第12期全人代第1回会議で習近平氏を国家主席・国家中央軍事委員会主席に選出（2013
年3月14日） 
▼2013年 5月 7日 中国、国連制裁だけでなく、独自制裁として中国の大手国有金融機
関である中国銀行が北朝鮮の貿易決済銀行「朝鮮貿易銀行」の口座閉鎖措置を取ったと発
表 
▼5月22日～24日 金正日第1書記の特使として崔龍海軍総政治局長が訪中。習近平総
書記は24日に崔龍海軍総政治局長と会談。 
▼6月13日 党機関紙「労働新聞」は、金正日総書記が中国を非公式訪問し30周年を記
念する論評で「朝鮮労働党と人民は今後も金正日総書記の念願通りに歴史の荒波を克服し
た朝中友好のきずなをより強化、発展させるために積極的に努力するであろう」と強調。 
▼6月15日 金正恩第１書記が同日付で、６０歳の誕生日を迎えた中国の習近平国家主席
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に祝電を送り「伝統的な朝中友好を長期的、戦略的な見地から、代を継いで一層発展させ
ることはわが党と人民の確固たる意思だ」と表明。 
▼6 月 18 日 習近平国家主席が金正恩第１書記が６０歳の誕生日を迎えた習主席に送っ
た祝電への返信が届き、返信は「私は中朝関係の発展を高度に重視している。中国は北朝
鮮と協力して中朝関係を安定的に発展させ、朝鮮半島の平和と安定を共に守っていく」と
表明。 
▼6月18日～22日 北朝鮮の金桂冠第１外務次官が訪中。金桂冠第1次官は武大偉・朝
鮮半島問題特別代表、張業遂外務次官、楊潔 国務委員（副首相級）、王毅外相と会談。 
※6・27 韓国の朴槿恵大統領が中韓首脳会談などのために訪中（～30） 
▼中国、2013年7月27日の朝鮮戦争の休戦協定締結60周年記念行事に李源潮国家副主
席を派遣。（7・25～28）李源潮国家副主席は7月25日、金永南最高人民会議常任委員長
や金正恩第１書記と会談。金正恩第 1 書記は「（北朝鮮は）中国による６カ国協議再開の
ための努力を支持する。各国と共に努力し、朝鮮半島の平和と安定を維持したい」と言明
し、対話姿勢を示した。金正恩第 1書記は 7月 27日の軍事パレードでは終始、李源潮副
主席に寄り添い、中朝の伝統的友好関係の修復を内外にアピール。 
▼7月29日 金正恩第１書記、平安南道にある朝鮮戦争に参戦した中国人民義勇軍兵士の
墓地と旧司令部を訪問 
▼9月23日 中国政府、核兵器など大量破壊兵器と関連があるとして、北朝鮮への輸出を
禁止する物資や技術のリストを公表し、同日から禁輸措置を取ると発表。中国商務省が公
表したリストは200ページ以上にわたり、核兵器のほかミサイルや化学兵器、生物兵器の
開発に利用される恐れのある物資や技術を記述。 
※12・08 朝鮮労働党政治局拡大会議、張成沢党行政部長を一切の職務から解任し、党か
ら除名決定し粛清 
※12・12 国家安全保衛部の特別軍事裁判、張成沢氏へ死刑判決、即時執行。 
▼2014年2月17～20日 中国の劉振民外務次官訪朝、朴宜春外相や李容浩外務次官らと
会談。中国外務省の発表では、北朝鮮側は「朝鮮半島非核化は金日成主席、金正日総書記
の遺訓であり、北朝鮮の一貫した立場だ」と説明し、6カ国協議再開へ努力と表明。 
▼3月 17～21日 中国の武大偉朝鮮半島問題特別代表が訪朝。北朝鮮側と 6カ国協議再
開について協議したが、詳しい協議内容は公表されず。 
▼6月28日付朝鮮労働党機関紙「労働新聞」、編集局論説「偉大な思想の力は無限だ」の
中で、「革命と建設でいつも自主的な尺度を確固として堅持されてきた大元帥たちの領導が
あったから、帝国主義者たちのいかなる強権策動も、大国主義者たちの圧迫も、わが人民
を屈服させることはできなかった。と述べた。この「大国主義者たち」とは中国、ロシア
を指す言葉。 
▼7月3～4日 習近平主席、韓国を訪問し、朴槿恵大統領と会談。中国の最高指導者が北
朝鮮を訪問せずに韓国を訪問したのは初めて。中朝関係は急速に冷却化。 
▼7月11日 中国と北朝鮮が1961年に「中朝友好協力相互援助条約」を締結した日であ
ったが、条約締結記念日に宴会が催されたという報道や、親善を訴える論説などはなかっ
た。 
▼7月13日 「労働新聞」6面で「中国党内で不正腐敗行為を行った高位級幹部たち除名」

とタイトルを付けた記事で、中国人民軍ナンバー2 で制服組トップである中国共産党中央
軍事委員会の徐才厚前副主席が除名処分になったことを報道。 
▼7月20日 国防委員会政策局スポークスマン談話、国連安保理の報道談話と関連し「「こ
のような奇怪な茶番劇に一部の定見のない国々も盲従して米国の鼻持ちならない行動に追
従しながらわれ先に哀れな境遇に至った朴槿恵を抱いてみようとたわいなく気を使ってい
る」と非難。 
▼7月24日 「労働新聞」論説「誰もわれわれの不可避の選択を阻むことはできない」で、
中国を名指しにはしなかったが、米国の横暴を黙認していると批判。「悲劇は世界の公正な
秩序を立てるのに先頭に立たなければならない国々までが、間違っていることを十分に知
りながら自国の利害関係だけを優先視し（米国の横暴を）黙認する態度を取り、米国はさ
らに横暴になっていることだ」と述べた。 
▼7月27日 朝鮮戦争の休戦協定締結日である「戦勝節」では、中国は代表団も送らず、
例年はある両国間の宴会の報道もなし。7月26日に平壌で「祖国解放戦争勝利61周年慶
祝中央報告大会」が開かれたが、「中国」への言及はなし。 
▼8月10日 中国の王毅外相、ミヤンマーの首都ネピドーで北朝鮮の李洙 外相と会談。
しかし、北朝鮮メディアはこれを報道せず 
▼9月8日 北朝鮮の建国66周年（9日）にあたり、中国は習近平国家主席、李克強首相、
張德江全人代常務委員長が連名で金正恩第1書記、金永南最高人民会議常任委員長、朴奉
珠首相に祝電を送る。しかし、「継承伝統、面向未来、睦隣友好、加強合作」の16文字ス
ローガンは入らず。 
▼9月30日 金正恩第1書記、金永南最高人民会議常任委員長、朴奉珠首相が連名で中国

の国家主導者に祝電を送る。電文は金正恩時代に入って過去 2回は６センテンス
だったが3センセンスに簡素化 

▼10月6日 中朝国交樹立65周年にあたり、中朝双方のメディアは5年おきには必ず報
道していた祝電の交換を報道せず。関連行事の報道もなし 
▼10月 11日 朝鮮中央放送、党創建記念日の 10日に中国共産党中央委が朝鮮労働党に
花輪を寄せたことを、カンボジア人民党中央委の祝電を紹介する末尾に「付け足し」のよ
うに報道 
 
 
▽「北朝鮮は核兵器を放棄できないが、中国も北朝鮮を放棄できない」 
▽「中国にとって北朝鮮はあっても困る国だが、なくても困る国だ」 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ◎中朝の経済関係              
 
▼貿易面での中国依存度の深化＝大韓貿易投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）調査で 
北朝鮮の2013年の対外貿易（韓国との南北貿易を除く）は73億4500万ドル対前年比７・
8％増。北朝鮮の201２年の対外貿易（同）は68億1100万ドル（前年63億1600万ドル）
対前年比7・1％増（同51・3％増） 
※2011年 
○輸出 27億8800万ドル 対前年比84・2％増 
○輸入 35億2800万ドル 対前年比32・6％増 
○貿易収支 7億4000万ドル赤字 
※2012年 
○輸出28億8000万ドル 対前年比3・％3増 
○輸入39億3100万ドル 対前年比10・2％増 
○貿易収支 10億5200万ドル赤字 
※2013年 
〇輸出32億1800万ドル 対前年比11・7％増 
〇輸入41億2600万ドル 対前年比5・0％増 
〇貿易収支 9億800万ドル赤字 
（2011年は対中貿易の伸びで経済制裁にもかかわらず大幅な貿易額の拡大、2012年は前年
ほどの伸びはなかったがそれでもある程度の水準で増加） 
▼北朝鮮の年度別輸出入の推移（単位 100万ドル） 

2007  2008 2009 2010  2011 年 年
 918   1,130  1,063  1,513  2,788   2880  3218 
2,022  2,686   2,351  2,660  3,528   3931  4126 
 2,941   3,816   3,414 4,174  6,316   6811  7345 

収 -1.104  -1,556  -1288   -1147   -740   － 1052   － 908

 

 上が北朝鮮の輸入 下が北朝鮮の輸出。一貫して北朝鮮の貿易赤字 

 
▼北朝鮮貿易の対中依存度 
輸出入合計額に占める対中貿易の割合 
2004年 48・5％ 
2005年 52・6％ 
2006年 56・7％ 
2007年 67・1％ 
2008年 73・0％ 
2009年 78・5％ 
2010年 83・0％ 
2011年 89・1％ 
2012年 88・3％ 
2013年 89･１％ 
 
▼2011年貿易相手国は①中国89・1％②ロシア1・8％③ドイツ0・9％④インド0・8％ 
⑤バングラデッシュ0・7％⑥台湾0・6％⑦インドネシア0・6％⑧タイ0・6％ 
▼2012年貿易相手国①中国88・3％②香港1・6％③ロシア1・1％④インド1・1％ 
⑤タイ0・9％⑥台湾0・8％⑦シンガポール0・7％⑧インドネシア0・6％ 
▼2013年 ①中国89･1％②ロシア１・４％③インド１・３％④タイ1･3％⑤シンガポール
0・8％ 
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○韓国統一省によると、北朝鮮は対外貿易以外に韓国との南北交易があり、１１年の交易
額は１７億１３００万ドル。２０１２年の交易額は、前年比１５％増の約１９億７１１０
万ドル（約１８００億円）と、過去最高。  
 
【2013年中朝貿易】 
中朝貿易規模 65億5000万ドルで全体の貿易に占める割合は89・1％へ上昇 
北朝鮮の対中輸出 29億1400万ドル（対前年比17・3％増）輸出全体の90･５％ 
北朝鮮の対中輸入 36億3300万ドル（対前年比3・0％増）輸入全体の88％ 
貿易収支は7億1900万ドルの赤字 
  ※中国は北朝鮮の3回目の核実験などで制裁を強化したが貿易は増加 
▼中朝間の重要貿易品目 
▽北朝鮮の対中輸出①鉱物性燃料（石炭）・鉱物油 13 億 8900 万ドル（47・7％、対前年
比15･３％増）②衣類、メリヤスなど4億9900万ドル（17･１％、同33・9％増）③鉄鋼・
鉱滓など4億1530万ドル（14・3％ ＋16・2％） 
▽北朝鮮の中国からの輸入①鉱物性燃料・鉱物油7億4060万ドル（20・４％ －6・3％） 
②ボイラー・機器類2億6310万ドル（7･2％、－10・１％）③電気器機、音響、映像設備・
部品2億5400万ドル（7･0％、－4･9％） 
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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 倉澤上席フェロー）
　これより第78回月例研究会を始める。今日は
「中国市場の現場から」として中央大学大学院戦
略経営研究科教授の服部健治先生にお話をいただ
く。略歴はお手元の資料にあるとおり、南カリフォ
ルニア大学大学院修士課程修了後、財団法人日中
経済協会に入会され北京に長期間滞在された。そ
の後は愛知大学現代中国学部教授、現在は中央大
学に就かれている。服部先生には“Science Portal 
China”というポータルサイトにコラムを書いて
いただいている。先生はこの半年、上海の復旦大
学に招へいされ、現場を相当歩き回られたそうだ。
現場における日本企業や中国の動向など、東京で
は肌感覚で分からない様々なところをつぶさに観
察、研究されたという。そこで今回のテーマをお
願いした。今日は“生”の話をいろいろと伺えるこ
とを期待している。

【講演】
　本来は立ってお話すべきところだが、先ほどご
紹介いただいたとおり、上海でかなり歩き過ぎて
左足の股関節を痛めてしまった。着座させていた
だくがご容赦を。
　大学の制度で中央大学でも4、5年経つと“サバ
ティカル”（特別研究期間）のチャンスがある。日
中関係が悪化している今、中国専門家としてはや
はり現場を見なければと思い、この制度を利用し
て上海に行くことにした。何故上海だったかとい
うと、中国経済の中心でもあり、また去年（2013年
9月）出来た自由貿易試験区の実態がどうなってい
るかにも興味があった。日中関係が芳しくない状
況で、中国の方々が日本をどのように思っている
のか、そういった辺りを現場から見てみたかった。
これまで中国にはトータルで11～12年滞在した

が、それは北京だった。上海にも短期訪問するこ
とは80回近くあったが、そこで生活しなければ見
えないものもあるだろうと、この4月から9月の半
年間、復旦大学経済学院のご招聘をいただき上海
に滞在した。写真は復旦大学の正門だ。復旦大学
は1905年に設立されている。
　滞在していた間は上海市内の南京路や淮海路な
ど多くの街路を走破した。また、上海には地下鉄
が14本、最終的には16本になるが、14路線の終着
駅－1つの路線には2駅あるのだが、それらを全て
回って写真を撮ってきた。これはニューヨークに
いた時からの習慣だ。ニューヨークには24本の地
下鉄が走っていて、その全てに乗り、端から端ま
で全ての写真を撮った。上海の地下鉄路線でも全
て乗り、また単に乗るだけではなく、駅に降りて
周辺の風景を写真に撮った。
　現地を歩き回って上海の巨大な発展ぶりを間近
に実感した。とりわけ上海近郊にはアパート群や
工場群が多く建ち並んでいる。そういったものを
つぶさに見て、上海の躍進を肌で感じた。しかし
その結果、歩き過ぎもあって股関節唇損傷という
代償も得た（会場・笑）。
　さらに半年の滞在中に上海とその郊外（閔行、
松江、嘉定、宝山、青浦など）だけでなく、北京、
天津、昆山、蘇州、常熟、常州、南通、南京、合肥な
どの都市を含め100近い企業（工場も含む）や機関
を訪問させていただいた。

　今日の話は大きく2つに分けている。上海の現
場で感じてきたことの報告が一つ。もう一つは皆
様も関心が深いであろう対中ビジネス、中国投資
をどう見たらいいかという話だ。
　先ずは中国の現場でみたことについて、「変わら
ない中国」と「変わる中国」という設定でお話した
い。かつて私が北京に駐在していた80年代、90年
代という時代と比べて現段階で変わった点、変わ
らない点は何かという視点だ。

中国市場の現場から

PROFILE
服部 健治（はっとり けんじ）氏　中央大学大学院戦略経営研究科 教授 
1972年　大阪外国語大学（現大阪大学）中国語学科卒業  
1978年　南カリフォルニア大学大学院修士課程修了  
1979年　一般財団法人日中経済協会入会  
1984年　同北京事務所副所長  
1995年　日中投資促進機構北京事務所首席代表  
2001年　愛知大学現代中国学部教授  
2004年　中国商務部国際貿易経済合作研究院訪問研究員  
2005年　コロンビア大学東アジア研究所客員研究員
2008年より現職

2014年12月18日（木）　15：00～17：00開催日時
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　「変わらない点」の一つにはやはり信号無視が挙
げられる。皆様方もよくご存知だと思うが、中国
人は赤信号でも横断する。そして地下鉄の車中は
うるさい。あちこち携帯電話でずっと喋り続けて
いて非常に喧騒だ。さらに驚くべき光景に出くわ
したことがある。中山公園駅のホームで中年女性
が3歳くらいの子どもにゴミ箱を便器代わりにし
て小便をさせていたことだ。ところが友人はもっと
凄いものを見たと言う。地下鉄2号線の電車内の
隅でこれまた子どもに用を足させていたというのだ。
　中国人には「内」と「外」という意識の区別があ
まり無い。また“公”という概念が非常に弱い。基
本的に公共秩序感が弱い。これは何故か。一つに、
彼らは新中国成立以降、社会の基本が「単位」社
会－ゲマインシャフトという社会構造の中で育っ
てきたからだ。ここ30年でオープン社会、市場経
済になっても「公」の意識の培養が弱く、それで
公共道徳無視の現象が起こるのではないかと思
う。この写真のように公の場所でも喧嘩する。こ
れは5月1日のメーデーの休日に中山公園を散策
していたら出くわした光景だ。日本でも夜の歌舞
伎町ではこんなこともあるだろうが、普通の場所
ではそうあることではない。明治以降の日本とは
違い、中国では“近代的人間”をどう作るかという
教育が100年以上なかったのだと思う。日本では
欧米列強の植民地政策に対抗するという緊張感の
中、近代的な公の秩序を学ぶことの重要性を認識
していた。国語や算数という教育だけでなく、そ
れまでアジア諸国にはなかった美術や図工、音楽、
体育といった教課も教え込んでいった。欧米列強
と対抗できるような人間を育成するという目的が
あった。さらに武士道的な発想もあったと思うが、
礼節や道徳といった規範を重視し、それが明治以
来ずっと培養されてきたのだ。マックス・ウェー
バーのいう近代の一つのエートスとして、日本で
明治以降培養されてきたものが中国にはなく、そ
れが赤信号無視といった現象にあらわれているの
ではないかと思う。

　変わらない点をもう少し挙げると、例えば店舗
におけるサービス精神がまだまだ養育されていな
い。大手スーパーや本屋といったところから、特
に公共機関－税関や公安、出入国管理、銀行など、
従業員の態度が横柄だ。欧米系の大手スーパーで
聞いてみると店員の離職率が高いため、いくら社
員教育しても意味が無いという。つまり従業員自
身に会社の“当事者”意識が培養されていない。
日本と違い「お客様は神様です」という概念もな
い。サービス産業が発展していく時、目に見えな

い無形の価値が会社の成敗を決していくという
経営意識が脆弱だ。それに中国の客も横柄な態度
をとる従業員に対して文句を言わない。もし日本
のスーパーやコンビニで店員が横柄な態度を取れ
ば客は必ず怒るだろう。何故中国ではそうかとい
うと、売り手が買い手より上位だという認識でい
るからだ。物を持っている者の方が上にいるとい
う計画経済時代の観点が市場経済の中に未だ残っ
ている。それはいずれ解消されるだろうが、一部
の大手スーパーではまだこういうところが残って
いる。しかし上海の新しい店の多くにはサービス
精神が生まれつつあり、今後に期待していいとも
思っている。2011年のサービス産業の比率はGDP
比43％くらいでまだ低い。

　もう一つ変わらない点を挙げたい。ふだんテレ
ビでは抗日番組を連日連夜流している。私が中国
にいた90年代にも確かに抗日番組は放送されて
いたが、当時と比べて放送本数がさらに増えてい
るような印象を受ける。戦後70年になるにも関わ
らず未だこういった状況というのは異常であり、
逆に言えば愚民政策ではないかという感じさえす
る。私自身でいうと、夜8時以降の抗日番組のおか
げで相当中国語の勉強になったが。
　聞くところによるとテレビ番組は共産党の宣
伝部が監督しており、抗日番組を作ると予算枠と
してOKなのだという。政策的な問題だ。放送さ
れるものは時代考証に全く合っていない。必ずと
言っていいほど美人で冷血な日本の女将校が出て
くるのだが、実際の日中戦争の時に女将校など存
在しない。日本軍と国民党軍が戦争する話では国
民党軍の中に必ず隠れ共産党員がいて軍を指導し
ている。つまるところ、日本軍と共産党の闘いと
いう構図で、抗日戦争における共産党の勇敢さと
権力掌握についての正当性を宣伝しているとも取
れる。理屈ではなく感情的に訴えようとしている。
反日のテレビ番組を通じて影響を受けやすいのは
小学校低学年の子供たちとテレビが唯一の娯楽と
なる農村地域の住人だ。こういう人達が影響を受
けて日本嫌いとなる。

　かつては米国のハリウッド映画でも日本を 
“ジャップ”と蔑視する言葉を使っていたが、1960
年代に禁止された。中国では未だ“日本鬼子”と
いう言葉を平気で使っている。もっと大きな問題
として、今年は日清戦争（甲午戦争）120周年とい
うことから、これに関係する新聞や本などが数多
く出されている。ベストセラーになった本は戦争
を冷静に分析し、テレビも大々的に日清戦争を取
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り上げている。いずれも戦争における清国の敗北
を紹介し、屈辱の歴史を踏まえて報復しなければ
ならないと覚醒を促すような論調だ。私自身、日
清戦争のことをよくは知らなかったが、上海に来
てから中国側資料で相当勉強になった。出版され
た本から内容を少し拾うと、「勃興する近代国家＝
日本」と「腐敗する封建国家＝中国」との対決と
いう基本構造はいいとして、問題はその教訓とし
て、強い国家、強い海軍を確立しないといけない
としているところだ。さらに気になるのが日本に
対する歴史観が一面的で、日本は明治以来、一貫
して侵略国家であるとしている。この論証の中に
出てくるのが明治維新の立役者であった吉田松陰
だ。日本は欧米列強に対抗するために台湾、ルソン
島なども占拠した方がいいというような論調があ
るらしいのだが、そういった論説を捉え、吉田松
陰の弟子である伊藤博文や山縣有朋も侵略的思想
を持っていた、西郷隆盛も征韓論を唱えていたの
で侵略者だという論調だ。征韓論はそういった論
調ではないのだが。とにかく日本は明治維新以来、
ずっと侵略国家であるという。日本人としては到
底受け入れられ難い。あの当時の日本政府や国民
が欧米列強の植民地にならないために、いかに近
代国家樹立に努力してきたかというところを一切
みていないのは問題だ。東大法学部を中心として、
明治大学、法政大学、中央大学といった明治の頃
に出来た大学はいずれも法科系だ。近代化のため
に欧米の法律や制度を学ぼうと努力していたが、
中国にはそういった官民挙げての真剣な時代は少
なかった。
　中国の本で初めて知ったことだが、ビスマルク
は日清戦争では日本が勝つと見ていたらしい。そ
れは何故か。日本に戦艦がなく、巡洋艦しか無かっ
た時、清の北洋艦隊にはドイツ製の巨大戦艦やイ
ギリス製の軍艦が多数あった。日本も清もイギリ
スやドイツから軍艦を買うのだが、士官が軍艦を
調達する時に、清の場合は常に価格が高いか安い
かに関心がある。日本も値段に関心はあるが、同
時に軍艦の作り方とか鉄の厚さ何ミリにしたらど
ういう効果があるかといった製造過程まで知りた
がった。さらに軍艦の動かし方や配備の仕方まで
学ぼうとする。そういったことも含めてビスマル
クは日本が勝つと言っていたらしい。

　「歴史を鑑」とする論調がよく出てくるが、今年
の9月3日に「中国人民抗日戦争勝利記念日」が制
定され、また12月13日には「南京大虐殺殉難同胞
国家公祭日」が設定された。殉難者に哀悼するオン
ラインネットワーク「国家公祭網（ネットワーク）」

は日本語、中国語、英語で見ることができる。サイ
トを開くと重苦しい音楽が流れ、30万人の中国人
が殺されたと出てくる。盧溝橋事件77周年に合わ
せてこういったオンラインが出来た。「中央.案館」
では7月25日から中国戦線で捕まった45名の戦犯
将校の供述書、反省文を公開している。テレビで
も放映されたが、これは問題だと思った。確かに
彼らが戦争犯罪人であることは間違いなく、彼ら
の書いた供述書や反省文はある意味事実だろう。
しかしその彼らの中には戦後日本に帰った後、日
中友好運動のために邁進した人も大勢いる。彼ら
の戦後の生活がどのようだったかまでみて述べる
なら分かるが、そこは一切遮断している。45名の
戦犯が死刑にならなかったのは当時の中国共産党
の人道的教育があったからなのだが、そういった
人道的配慮も述べられていない。また、彼らの氏
名だけでなく住所まで全て細かく出ている。存命
している子孫の方々もいるのに、犯罪者の家だと
いうイメージを与えてしまう。戦後70年経った今
になってもこういったことを前面に出すのは問題
だと思う。

　彼らの言う過去とは何だろう。それは結局、日
本が中国を侵略した時期だけを取り上げた「過去」
だ。日中国交正常化以降、日本がどれだけ中国を
支援してきたかはオンライン上に一切紹介されて
いない。稲山嘉寛、松下幸之助、岡崎嘉平太といっ
た経済人からODAなど日本政府も頑張って支援
し続けてきた正常化後40数年の過去が中国国民に
は一切遮断されている。
　そして日本軍が中国で残虐なことをしたのが事
実だとしても、それ以降新中国が成立する前後か
らその後の過程で何があったのかを全く振り返っ
ていない。内戦で多くの中国人が死に、新中国成
立以降、間違った政策のために3年自然災害や文
化大革命も含めて2,000万人以上の一般市民が死ん
でいる。そういった人々に対する哀悼をせず、何
故日本軍に殺された人だけを哀悼するのか。中国
の現場で連日連夜、抗日報道や抗日映画に触れ続
け、疑問を抱かずにはいられなかった。

　かといって必ずしも日本を正当化はできない。
日本にも問題はあると思う。戦後、日本では反戦
平和教育が進められてきたが、それは被害者意識
の上に立った反省だ。東京大空襲、広島、長崎の原
爆投下、沖縄戦など、日本は被害者意識を強調し
ている。しかし同時に加害者だったことは事実で
ある。加害者かつ被害者なのだが、加害者の事実
を教育していなかった。これは戦後教育の一つの
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問題だと思っている。
　もう一つ、私たちも含めてだが、中国の改革開
放を支援、応援しようとする日本企業や政府の
人々の中には上から目線の人たちもいた。1980代、
90年代といった中国が貧しい時代は彼らも我慢し
ていたが、段々と国が発展するにつれて日本を見
返したいという気持ちが出てくる。私たち日本人
の体内にある上から目線というところは反省すべ
きだと思う。日本は戦前はアジアで軍事的優位に
立ち、戦後はアジアで一番の経済大国、世界第2位
にまでなった。これから発展する国々に対して上
から目線になりがちなところがある。それは日本
人が反省すべき問題だろう。

　次に中国の「変わった」面について述べたい。
　上海の街中を散策すると日本と同じように老人
が多いことが目につく。80年代、90年代と比べて
圧倒的に老人が増えた。統計的に見ると日本は老
人とされる65歳以上が人口の25％、中国では老人
とされる60歳以上が約10％。人口が多いから老
人が目立つ。特に上海には高齢者が多いらしい。
それが以前とは違う一つの現象だ。中国では年金、
健康保険、介護事業などといったに関心が高く、
高齢化は今後の深刻な問題になるだろう。 
　高齢化に関する問題は日中両国がお互いに協力
し合える分野だと思う。中国では老人が元気に街
中でダンスしているが、そういう踊る人たちに日
本に来てもらって阿波踊りや盆踊りの普通の庶民
と交流すればいい。いろいろなシンポジウムで日
中関係がどうあるべきかなどと難しいことを言っ
ても、正直なところそれにどれほどの効果がある
のかと思う。庶民の接触をどれだけ増やすかが大
事ではないだろうか。マナーの悪さなどといった
批判はあるだろうが、もっと中国人が日本へ来て
もらうべきだ。シンポジウムの回数を増やすより
庶民の接触面を増やす方が今後の日中関係の改善
に貢献すると思う。

　「変わった面」のあと一つは、中国では物価が上
がっている。日本でのスターバックスのコーヒー
代は中国ではもっと高く、さらに円安だから円に
勘算すると日本より1.5倍程度高い計算になる。ユ
ニクロ製品も高い。銀座のユニクロでは多くの中
国人が買い物をしているが、ある時、中国人親子
の買い物に遭遇した際、店員さんとの会話を通訳
したことをきっかけにその親子と少し話をした。
あなたが買ったそのユニクロは中国製だと言った
ら、それは分かっているが日本のほうが安いから
日本で買うのだと言っていた。

　最低賃金も上がっている。特に上海では人件費
が高い。2008年の労働契約法施行以降、労働者保
護が強くなり、政策的に最低賃金を上げている。
賃金は企業の労働生産性に関連して上がるべきで
きだが、ここ数年の中国の動向をみるとそうでは
なく、政策的、人為的に上げている。なお、日本に
比べて公共交通料金や生鮮野菜、食料品等は圧倒
的に安い。

　中国の「変わった」面としてはインターネット
のシステムが相当進んでいることが挙げられる。
日本ではPASMOをタクシーでも使えるように
なったが、中国では地下鉄、タクシー、バス、フェ
リーなど共通のパスは日本より早くからある。銀
行で使える共通カードなど、ある意味日本よりシ
ステムが大衆化されている面がある。例えば電話
なら日中共に固定電話の導入が最初で、日本はそ
こから公衆電話、携帯、スマホという流れで発展
したが、中国では固定電話から一気に携帯電話、
今や完全にスマホとまさにガーシェンクロンの後
発性のメリットを活かしている。

　上海に行った目的の一つ、“自由貿易試験区”が
どうなっているかを見るために4つの試験区の内、
2つを回ってきた。まだまだこれからだという印
象だ。試験区のやり方は「ネガティブリスト管理
方式」というもので、本来、外資が市場に入る際
は奨励、許可、一般、禁止と4分類に分けられるの
だが、“自由貿易試験区”においては駄目だとリス
トされた項目以外のものはすべて自由とされてい
る。この禁止リストの数をどんどん減らして試験
区にもっと外資がと入ってきてもらおうとしてい
る。さらに資本市場の自由化という方向で、さら
なる金融の発展を試していこうとしている。実際
に登記されているのはまだ70社程度だが、今後、
発展する可能性はあるだろう。

　中国社会で生活して感じたもう一つに、「大衆消
費社会」の到来がある。大衆消費社会は何かとい
う一つのメルクマールとして、1人あたりのGDP
が1万ドルを超える時代だといえる。その中で購
買力は量的購買力だけでなく質的にも変わってい
く。中国で1万ドルを超えた地域、上海、北京、天
津、蘇州などもそうだが、それらの都会の状況を
見ていると、東京や大阪の消費傾向とそう変わら
ない。その現象の一つして消費のニーズが変わっ
てきており、買い物一つをとってみても単に衣食
住だけではなく子供の学校や教育、例えば音楽教
室なども流行っているし、レジャー観光にも相当
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お金を使っている。消費の多様性があり、さらに
購買力を保証するために小売店や流通産業、ネッ
ト販売等が非常に拡充されている。上海には日本
の比ではない巨大なショッピングモールがたく
さんあり、そういったところからますます購買力
が高まっていく。メディアも購買力を高める演出
をしていて、例えば上海ではエレベーターに乗れ
ば当たり前のように壁面に宣伝映像が映る。消費
志向を掻き立てるようなことが相当進んでいる。
　高級品もどんどん買われるようになった。そう
いう動向の中で日本製品が新たに見直され、高い
評価を受けていると感じた。例えば無印良品やニ
トリの製品、日本製の紙おむつはいい例だ。復旦
大学の日本人留学生にその辺りの価格を調べても
らったところ、紙おむつは相当高いにも関わらず
結構売れていることが分かった。粉ミルクも同様
だ。値段が高くても安心で安全な品質、信頼でき
ると購入する。また日本の製品はデザイン性や機
能性が高いとも言われている。これは日本の強み
だ。一定のレベルにまで上がった大衆消費社会に
おいて、庶民の購買志向に日本企業の持つ強みが
合致する。素材そのものが良いことは中国の人も
知っているが、機能性、デザイン性といったとこ
ろからも日本製品が再評価されている。

　大衆消費社会における問題提起の中で日本との
比較はどうかというところを見てみたい。日本で
一人当たりのGDPが1万ドルに近付いてきたのは
1980年で9,312ドル、そして1990年には25,000ド
ルを突破した。1980年代前半が日本の大衆消費社
会の時代だったと思う。都市化率、産業構成、例え
ば第 3次産業が第2次産業を超えるかどうか、ま
た産業就業者数で今の中国の姿を眺めると、都市
化率は53.7％となっている。産業構成の数字をとっ
ても今の中国は日本の1950年代末から1960年代
前半の姿に類似している。この数字から中国は今
後も発展する余地があることが分かる。大衆消費
社会という問題提起の中で、中国の潜在需要力は
まだあると考えている。

　そもそも中国は今までとは違う中国になってい
るように思う。“トランスフォーメーション”とい
うべきか、“転換”、“変換”、もしくは“変節”か。
いろいろ考えてみたが以前とは違うことは確か。
習近平政権の基本的性格が以前の政権とは違うの
かもしれない。ご存知のように江沢民政権や胡錦
濤政権には鄧小平による一定のカリスマ的影響力
があった。だが、習政権にそれはなく、それではど
こに求心力を求めるかとした時に出てくるのはナ

ショナリズムだ。それは「偉大な中華の復興」とか
「中国夢」、「海洋強国」といったスローガンに現れ
ている。
　「中国夢」は英語にすると「China Dream」
で「Chinese Dream」ではない。アメリカでは
「American Dream」と言うが、それは「アメ
リカ人の夢」であり、貧しい移民がアメリカへ
渡り頑張って働いて金持ちになるというのが
「American Dream」だ。中国でも 80年代、90年
代は「ChineseDream」＝「中国人の夢」だったが、
今は「China Dream」に変わっている。個々がリッ
チになるより国家がリッチになるという発想だと思
う。
　習近平は「太子党」だ。「太子党」をトップに据
えた背景に、ソ連崩壊を教訓として中国版ゴルバ
チョフ、中国版エリツィンを党内に作らないとい
う目論見がある。しかし、習近平と彼の父親、習仲
勳は文化大革命で相当苦労をしてきた。そういう
意味において、今の共産党制度を単純に確保する
だけでなく、より一層改革しなければならないと
いう意識があるように見える。 
　その表れが彼の言うところの「改革」の強調で
はないだろうか。元 「々改革開放」という言葉があ
るのに新たに「改革」と言っている。何故だろう。
どうもご本人や父親の経験が反映されているよう
に思えてならない。そのあたりは今後も注意して
見ていきたい。
　同時に習近平政権は胡錦濤政権が残した宿題も
抱えている。格差の問題、和諧＝ハーモニー、こ
れがまだ是正されていない。また「小康社会」を
2020年には達成するとして、GDPを 2000年の 2
倍だけでなく国民所得2倍という目標も作った。
2020年までは無理としても2020年代には米国を
GDPで抜けるかという目論見で、“ホップ・ステッ
プ・ジャンプ”ならば“ホップ”の段階として2022
年まで続けていくと思う。

　変換期の中国を政治の分野から眺めると、今の
中国は大国路線に転換しようとしている。中国の
本屋に行くと「大国崛起」、つまり大国勃興に関連
する本が高く積まれている。何故こういった本が
よく売れるのだろうか。中国には15世紀、16世紀
以来の大国の歴史－すなわちイスパニア、ポルト
ガル、オランダ、フランス、イギリス、ドイツ、ロ
シア、日本、アメリカといった世界で大きな覇権
を握った国家の歴史から何かを得たいという気持
ちがある。そういった大国の歴史に共通するのは
何かというと「大海軍」だ。それぞれの大国は大き
く立派な海軍を持っていた。日本には連合艦隊が
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あり、ロシアにはバルチック艦隊、ドイツのＵボー
ト艦隊、イギリスの海軍も強く、ネルソンはトラ
ファルガーの海戦でナポレオンを撃破した。二つ
目はどの国も決定的な戦争で勝利していること
だ。普仏戦争でドイツはフランスに勝ち、日本で
は日清、日露戦争、米国は第一次大戦、第二次大戦
の勝者だ。中国もそのような大国になりたいとい
う宿願があるような気がする。その一つの表れが
海軍の強化だ。上海の街中の電光掲示板で「中国
是陸地大国、也是海洋大国」というのを何度か見
かけた。「中国夢」で強い海軍を作りたいというこ
となのだろうか、これを上海市内の真ん中で大々
的に流している。東シナ海のスプラトリー群島（南
沙諸島）の領有をめぐって、ベトナムやフィリピン
と揉めている最中だが、「核心的利益化」するとい
うことはすなわち要塞化するということだ。基本
的に中国革命は未完遂、台湾開放をもって初めて
完遂すると考えられている。中国が以前から持っ
ていた大国化の考え方を習政権が集約化してきた
と感じられる。
　2021年には中国共産党が成立100周年を迎える。
中国はイベント国家で常にイベント、イベントだ。
2020年小康社会達成、かつ共産党成立100周年、
ここに向けて何かしら大きなイベントを打ちあげ
るだろう。火星探検や月面上陸といったことを考
えるかもしれない。今、空母は1隻しかないからあ
と3隻くらい増やすかもしれない。「大国崛起」の
様相が様々な現象に出てくると予測する。
　同時に、中国主導の「BRICS開発銀行」、あるい
は「アジアインフラ投資銀行」、また先頃のAPEC
会議で出た「シルクロード基金」－陸と海、両方の
シルクロードにおいて関係する国々の経済を発展
していくためのお金を出そうという動きがある。
それまで世界の工場で1990年代は世界の市場だっ
た中国が、今や「世界の銀行」になろうとしてい
る。戦後、アメリカが中心に作ってきた「パック
ス・アメリカーナ」への挑戦だと思う。中国自身
が新しい時代を作りたいという表れではないだろ
うか。

　大国になるためには新しい価値、新しい理念が
提示されないといけないが、今の中国にはそれが
無いということが問題だ。少なくとも環境問題や
貧富の格差の解消といったところを提起するなら
共感を得られるだろうがまだそこまで及んでいない。

　経済について習政権以降言われているのが「新
常態」、英約すると「ニューノーマル」である。高
度経済成長路線から安定成長路線へ転換すること

を表した言葉だ。産業構造では第3次産業、サービ
ス産業の育成がある。ここまで中国は膨大な労働
力と外資を含めた巨額の資本の2つの柱で発展し
てきたが、これからはイノベーション、中国語で
言う「自主創新」を軸にした筋肉質の経済に変え
なければいけないということだ。
　金融分野にも強い関心がある。世界の発展の中
では国や世界経済を駄目にする要素に金融問題
が大きく関与することが多い。アジア通貨危機や
リーマンショックも発端は金融問題だ。中国は
このあたりを熱心に研究しており、シャドーバン
キングや融資平台に対して相当に警戒している。

　社会問題において、中国には欧米や日本とは異
なる大きな悩みがある。それは「体制危機」だ。日
本に「政治危機」や「経済危機」はあっても「体制
危機」はない。日本が今から共産主義体制に入る
かといえばそれはかなり考えにくい。しかし中国
はソ連、東欧がそうだったように体制が崩壊する
ことがありえる。それは国民統合の基礎が動揺す
るということで、そのような深刻な問題を内部に
抱えているのだ。
　そういう中で反腐敗運動が行われている。周永
康、徐才厚といった腐敗高官を逮捕するだけでな
く、共産党の利権集団化というシステムにメスを
入れられるかどうかということがポイントだ。周
永康の場合、日本円にして1兆6千億円、JR東海の
1年間の売り上げと同じだけのお金を持っていた。
そういった高官が他にも少なからずいて、既に海
外に逃亡していたり、または子供や奥さんに海外
の国籍を取らせて自分は北京で働く「裸官」だっ
たり、あるいは軍ではお金で少将から中将へ上
がっていくなどなど。個人ではなくシステム、体
制の問題だ。清朝末期の腐敗構造と同様で、だか
ら日清戦争は負けたのだ。習近平政権は今の中国
がそういった状況だという危機意識を持っている。

　経済発展の段階でどの国においても一定の格差
は存在するが、ある段階に来れば平準化し、いわ
ゆる“ジニ係数”が下がっていく。これはアジア発
展のパターンで、日本しかり、韓国、台湾、香港、
タイ、マレーシアもそうだ。経済学者クズネッツ
の“逆Ｕ字型モデル”という形で社会の均衡が図
られている。しかし中国では“逆Ｕ字”となるとこ
ろが真っ直ぐ伸び進み、ジニ係数が拡大している
という深刻な問題がある。

　上海の街に行くと「文明」スローガンがやたら
と目につく。この「文明」というスローガンは20
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数年前からも言われていた。しかし「文明」を強調
しても道徳やマナーが含まれる“Civilization”ま
で到達しとらず、だから中国がいかに大国になっ
ても世界から敬意を表され難い。その辺りに今の
中国の社会的危機があるのではないか。

　天安門広場に行けば「中華人民共和国万歳」、「世
界人民団結万歳」というスローガンが天安門に掲
示されている。「中華人民共和国万歳」は1950年代
初めに新中国の擁立に際して、“国家の独立、民族
の解放、プロレタリアート－貧者救済”の理念を
意味していた思う。そこには中国共産党には一定
の「権力」と「権威」があった。しかし今の共産党
に「権威」は殆ど無い。数年前、イスラム教徒がこ
の門を突破したという事件があったが、そういっ
たことからみても「権威」が無くなったと受け取
れよう。「貧者救済」という理念も失われている。
今の中国の富裕層に貧者を助けようとする意識は
薄く、そういう面でも昔とは状況が違う。「権力」
は残っていても「権威」が失墜している。
　「世界人民団結万歳」、これは国際主義を表して
いる。共産主義的なインターナショナリズムだと
しても、この当時、中国は世界の国々からの支援
があってこそ存続していけるという気持ちを持っ
ていた。その延長で、国交正常化においては日本
人民と日本軍国主義者は区別するとして多くの日
本国民から共鳴を受けた。そういう国際主義的な
思想が今の中国には無い。日本だけでなくフィリ
ピンやベトナム、米国あるいはインドと同時に喧嘩
する。毛沢東や周恩来の戦略には無かったはずだ。
　スローガンの裏にある意味を考えても今の中国は
40年前の中国とは違う。幻想を持つべきではない。

　経済問題に話を移そう。
　9月に日本に戻ってみると「中国経済崩壊」と
いったような本が多く目についた。しかしそのよ
うなくだらない話に付き合う必要はないと思って
いる。余談だが、中国の地下鉄の喧騒にすっかり
耳が慣れてしまい、帰国直後日本の地下鉄の静か
さに居心地の悪さを感じてしまった。
　さて、中国崩壊という愚かな論調は問題外だが、
最近の中国の統計によるとGDP成長率が7.3％
と出た。それをもって中国は減速して駄目だとい
う極端な議論が出ている。一般論として規模の経
済からして経済的減速はありえる。中国ではリー
マンショック以降、とりわけ国有企業においては
過剰生産で在庫を多く抱えている。それらをどう
処分するかが大きな問題で、そういったことから
減速期に入っているとも言えるが、中国経済が崩

壊するような減速ではない。昨年の三中全会でも
当面の市場における資源配分をどうするかという
こと、金融の市場化・自由化、人民元の国際化が
討議された。まったく正当な政策だと思う。
　黒田日銀総裁もシャドーバンキングについても
大きな懸念はないと言っている。経済専門家の田
代秀敏さんからいただいた「世界の金融機関の対
中貸出」の資料では、西側の諸国がみな中国へ多
額の貸し出しをしている。もし中国が危なければ
世界の銀行は決して中国にお金を貸さない。日本
でも三菱東京UFJ銀行や三井住友銀行等々が中国
に相当お金を貸している。こういった統計から見
ても中国が危ないとは考えにくい。

　それでは中国は今後、発展するのだろうか。こ
れまで30数年間、中国が発展してきたファクター、
“因子”は膨大な労働力と巨額の資金であると述べ
た。資金には外資も含まれる。これまでの発展は
基本的には“外資依存型発展戦略”と呼称できる
が、これからの発展にそれはない。しかし、これま
で発展させてきた因子は残っている。
　その一つは巨大な労働力だ。中国はいわゆる“ル
イスの転換点”を迎えているため農村地区の余剰
人口は無いという議論がある。内陸や中西部から
沿海地方に人が押し寄せる時代ではないという事
実をもって“ルイスの転換点”という議論は確か
にあるが、私はそうは見ていない。中西部には結
構な余剰人口がある。では何故、彼らが沿海地区
に来なくなったのか。武漢や重慶、成都、西安と
いった都市が相当発展しており、そこに労働力が
流れているからだ。そういう意味で労働力はまだ
あるのだ。
　以前からの発展のファクターの一つである公共
事業では高速道路や高速鉄道を継続してやろうと
している。どの国も公共投資をすれば経済規模は
発展する。中国も同じだ。それから階層分化につ
いて。経済の発展につれて、中国では富裕層が増
加するのみならず、ボリュームゾーンと言われる
中間層が購買力を持っている。農村の都市化率は
53％と出ており、2000年から始まった内陸開発は
継続している。

　中国をここまで押し上げていた発展因子の多く
は継続し、さらに新しい因子がプラスされる。そ
れは何かというと内需喚起だ。賃金を上げること
で購買力、消費力を上げようとしていることが一
つ。そして、何度も繰り返しになるが、第3次産業
を振興しようとしていることが一つ。第3次産業
は雇用の拡大に貢献する。さらに、産業発展のパ



90 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成26年度

ターンとして、リーマンショック以降は産業集積
論による地域開発を重視していこうとしている。
また、第12次五ヵ年計画で発表された「戦略的振
興産業」の育成として、環境や新素材、電気自動
車、バイオなど7分野があるが、これは日本が圧倒
的に強い分野だ。すなわち日本が中国と協力出来
得る分野でもある。

　2000年以降、新しい因子として活発化している
分野に海外進出がある。中国語で「走出去」と言う
が、これがより急速に活発化している。
　中国の対外進出には3つのパターンがある。一
つは資源確保だ。中国は多くの資源を持っている
が銅（Cu）が無い。そのためチリ、ボリビア、ペ
ルー等の鉱山を買収したり、あるいはオースト
ラリアの鉄鉱山を買収するという話も聞かれる。
オーストラリア政府の反発はあるようだが。2つ
目は中国で作ったものをどうさばくかという販路
の拡大だ。今、どこに焦点を合わせているかとい
うと東南アジアや中東、アフリカだ。3点目は先進
国との合弁、M&Aである。今はEUに一番多い。
そうした3つのパターンで動いている。

　短期的な課題は格差問題で、これは構造的かつ
制度的な格差だ。国有企業が厳然と存在し彼らが
殆どの富を掌握する中で出てくる問題だ。これを
どう変えていくか重大な問題だ。
　中長期の課題は人口オーナスで老人人口が増え
ていることだ。生産人口と非生産人口が逆転する
現象が20年後には発生する。人口の変遷をたどる
中、どの国においてもいずれは課題となることだ
が、中国ではそれを保障するような、あるいは安
定的に維持されていくような社会保障制度や保険
制度が完備されていないことが問題だ。
　経済学界で言われることに「中所得国の罠」と
いう問題がある。確かにGDPだけを見ると、中進
国から先進国の方向へと動いているが、構造的な
腐敗があるとある段階からどうしても先に進めな
い、先進国に成り得ないという事態に陥るかもし
れない。メキシコ、アルゼンチン、ブラジルといっ
た例がある。もう少しで先進国になるのではない
かというところでなかなかならない。OECDにも
入れない。いずれにせよ「中所得国の罠」は中長期
の課題だ。

　転換期の話に関しては皆さんも関心をお持ちだ
ろう日本との関係を見ておきたい。
　APECの北京での首脳会談で安倍総理が習主席
と会うかどうかについて、北京に行くのだから会

うには会うだろうが、問題は会談するかどうかで、
それについて上海でも多くの研究者や新聞社と議
論させてもらった。個人的に中国は会わざるをえ
ないだろうとみていた。安倍総理は中国包囲網的
に49カ国を回り、一貫して「力による現状の変更
に反対、法（国際法）に則った解決」と言っていた。
ASEANでもインドでも言い続けていた。同じこ
とをAPEC首脳会談の場で述べたらどういう現象
がもたらされるか。米国、オーストラリア、ベトナ
ム、フィリピン、マレーシアが「待ってました」と
ばかりに大賛成し、中国は孤立する。北京でこれ
を言われて困るのは中国で絶対に阻止したい。そ
のためには妥協が必要だ。もしそれをAPEC会場
で言われ、共同声明に載りでもしたら大変だ。だ
から日本と会わざるをえない。私が会うだろうと
思った根拠はそういうことだ。それが本当の理由
かどうかは分からないが、そのように分析した。

　中国の社会、特に共産党の人々は全て上を見て
動き上に向かって話をする。下は向かない。一方、
日本の様子を見ていると皆、下を向いており、住
民の福祉をどうするかなどと話す時にも下向きに
話している。住民のことを考えなければ選挙に当
選しない、だから下を見て仕事している。けれど
中国は上を向く。しかし中国は結局これで損をし
た。2012年9月に起こった反日暴動では青島・黄
島のイオンや長沙の平和堂といったスーパーへの
凄まじい暴力の様子が全世界に報道され、中国は
怖いという印象を世界の人達に与えてしまった。
暴徒は上の指令で動いていた。あれは大失敗だ。
最近聞くところによると、日中首脳会談以降、中
国の各界、特に行政が動き出すようになったとい
う。中国社会は上を向いているから、上が変われ
ば下も変わる。
　転換期の日中関係における二つ目の問題は外交
だ。この間の中国外交はどうだったかというと、
私は「失敗」だったと思う。日本との対立やベト
ナム、フィリピンとの武力紛争があり、アメリカ、
オーストラリア、インドでさえも中国に対して批判
的言論を出すようになった。そして香港では10万
人にもおよぶ学生の決起があった。「雨傘革命」だ。
　香港の学生の決起は単に普通選挙の問題でな
い。香港の人々が何故中国大陸を嫌がるかという
話だ。先ほどの上海の地下鉄で用を足す話と関連
するが、中国大陸の「文明」の欠如を忌諱している
のだ。香港の人も台湾の人も自分は中国人だとは
絶対に言わない。彼らは“Hongkongese”だったり
“Taiwanese”だったりする。香港が返還されても
う17年経つが、何故そういう意識が生まれるのか。
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　香港には年間約4,000万人の中国人観光団が訪
れる。香港にはディズニーランドがあるが、遊び
に行くのは殆どが中国人観光客だ。順番待ちの列
の横で子どもに用を足させてしまうし、街中でも
マナーが悪いという問題がある。そういったこと
を日常的に見続けた結果、イギリス統治時代にな
い現象にさらされ、中国人に対する反発が生まれ
たのではないかと思う。
　台湾も同様だ。先般の地方選挙で国民党は全敗
し、民主進歩党が勝ったが、これはある意味で中
国外交の失敗だ。春には学生が国会を占拠する「ヒ
マワリ学生運動」も勃発した。台湾にも多くの中
国人が来るがマナーの悪さが問題視されており、
台湾人は自分が中国人とは絶対に言わず、台湾人
と言う。独立派で無い人々も絶対に中国とは違う
と強調するのだ。こういったところに中国の抱え
る問題が浮き彫りになる。
　今の中国はベトナム、フィリピン、日本、イン
ドなどに対して同時に事を構えてやっており、昔
の毛沢東、周恩来時代とは明らかに違う。香港、
台湾に事態を見ても、中国外交は失敗しているの
だ。何故かというと、毛沢東戦略に沿っていない。
主要矛盾と副次矛盾の区分をするのが毛沢東戦略
だった。
　そうはいっても中国も戦略国家である。レー
ニンの言葉を借りるなら「一歩後退・二歩前進」
だと思う。一歩後退して次にどうするか。何より
も米国との関係を重視し緊張緩和に妥協するので
はないかと思う。

　もう一点、日本が中国に対して持つべき認識が
ある。1980年代から90年代、2000年初頭まで中国
は近代化のために日本を必要としていた。単なる
経済支援のみならず、制度から政策、資金まで中
国は日本が必要だった。しかし今はお金も要らな
い、技術はたくさんある、会社も凄いものがある。
だからもう中国は日本を必要としていない。勿論、
環境問題やロボット産業といった個々の技術や産
業においてはそうとも言い切れないが、全般とし
ては必要無い。いつまでも日本が一番ではない。
こういう認識を日本は持たなければいけないと思う。

　日中関係で嫌な問題としては島の問題と歴史認
識が挙げられる。島の問題は実はそう重要な問題
ではない。全世界、どこでも領土問題で喧嘩して
いることだ。イギリスとスペインはジブラルタル
海峡の半島を巡って400年も喧嘩している。アメ
リカとハイチもある小さい島を巡って喧嘩してい
る。インドと中国もまだやっている。とにかく、

世界的に見ても島の問題、領土問題はどこにでも
たくさんある。2011年8月、ある研究会のメンバー
らと中国共産党の党文献研究室を訪ねた時、応接
間に大きな中国の地図が掲げられていた。1970年
6月に作られた地図だ。そこには“尖閣群島”と書
かれていたし、“魚釣島”と明記されていた。つま
り1970年代から80年代頃まで中国は島の問題に
はあまり関心が無かった。だから尖閣群島と平気
で記載された地図を製作していたのだ。関心を持
ち始めたのは1992年の海洋法ができてからだ。 
　島の問題に関しては、中国は「毛沢東戦略」を
踏襲しているのではないだろうか。まず戦略的後
退、次に戦略的対峙、そして戦略的攻勢だ。今は戦
略的対峙の時代で、2020年以降はもしかしたら実
力で取りに来る可能性があるかもしれない。ただ、
島の問題は米国との問題も絡むので、そう簡単に
実力をもって事を動かすということはしないだろ
うと思う。
　重要なことは、中国は2013年5月から新たな論
理で島の問題と歴史問題を絡めてきた。尖閣諸島
はもともとは台湾の付属の島で、日本がポツダム
宣言を受諾し台湾の領有を放棄したのだから、尖
閣諸島も放棄したことになる。それなのに日本が
いまだ支配していることは、戦後体制の変更をも
くろむことだ、という理屈である。歴史問題を絡
めると日本は孤立すると踏んでいる。

　問題は歴史問題－歴史認識問題、靖国神社参拝
問題の方だ。中国にとって歴史問題は“万能の武
器”だ。何故というと、一つに中国人民に対して
ナショナリズムを喚起でき、二つに日本に対して
精神的打撃を与えられる。三つ目にイギリス、ア
メリカ、ロシアとも連合できる。かつては中国も
連合国軍だった。日本と争った仲間として米英露
豪などと連合できる。そういった意味で歴史問題
は“万能の武器”になる。米国のケリー国務長官
とヘーゲル国防長官（当時）が2013年10月に日本
を訪問した際、千鳥ヶ淵戦没者墓苑を参拝し、安
倍総理が靖国参拝しないよう日本に対して牽制し
た。心配なのは来年（2015年）、ロシアと中国が抗
日戦争勝利70周年記念事業を共同でやる際に韓国
やASEANへも呼びかけていることから反日包囲
網を形成しようとするのではないかということだ。

　日本にも問題がある。戦後、満州事変以降、太平
洋戦争までの戦争において日本人自身が戦争最高
指導者に対する責任追及をしていない。Ａ級戦犯
とされる人々について一般に戦死した人と分祀す
る必要があると考える。自民党の中にもそういう
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考えの人もいる。分祀するだけでも中国の態度は
随分変わってくるだろう。靖国神社は軍人を奉っ
ている。しかし民間人も多く死んでいる。軍人、
民間人の戦没者をともに弔う大モニュメントを作
るというのも一つだ。戦争の犠牲者は日本人だけ
ではない、中国人やアジアの人々や米兵も犠牲に
なった。彼らのための外国人戦没者記念碑の建立
など、70周年を契機にそういったことを日本がや
ることが大事ではないかと思う。このまま日本が
何もしなければ、中国、米国、ロシアが連合して歴
史問題への反省を求めてくるかもしれない。

　以上は自分自身が半年間上海にいて感じたこと
をまとめた。同時に日中国交正常化から40数年
が過ぎ、その痛恨と反省の上に立って、日本が持
つべき認識を要約した。一つに中国共産党政権と
中国人民を区別する。そして中国政府を批判して
も中華民族を批判するべきではない。日本民族と
中華民族は今後も平和的に過ごしていくべきだ。
国交正常化以降、あらゆる分野で中国との交流が
あった。そうした中で生まれた中国人個人との関
係、友情は大事にすること。中国共産党の発展の
歴史からして、彼らの体内には「抗日・反日・嫌
日・侮日」のDNAが宿しており、鳴りを潜めてい
てもある時いきなり出てくることがあるというこ
とを絶対に忘れてはならない。そして中国共産党
という政党は基本的にマヌーバ（策略）で動く。敵
か味方か、強いか弱いか、損か得か。そこには誠も
情も無い。これは「兵法三十六計」や「毛沢東選集」
を読むと感じられる。また中国と付き合う場合、
“好きか・嫌いか”ではなく、特にビジネスでは“必
要か・必要でないか”、“大事か・大事でないか”
といった判断で動くべきである。中国が嫌いだと
か声高に言うようなレベルでビジネスすべきでは
ない。特に経済交流をする人はこの発想と認識が
必要だ。また日中関係でいわれる「戦略的互恵関
係」とは“長期にわたる大事なお客さん”だという
こと。最後に中国は敵ではないが味方でもない、
友人ではあるが親友ではない、切磋琢磨するパー
トナーだという発想が要る。親しい友人であれば
お互いにバカ呼ばわりしてもなんともないが、中
国とはそうではない。節度がいる関係だ。

　さて、ここから自分の専門分野である対中ビジ
ネスの話に移りたい。ここでは“戦略的転換”とい
う言葉を使った。
　まず中国の市場をどうとらえるかといった時、
外在的要因として中国は巨大な成長市場でチャン
スの場だ。だからこそ多くの国々は中国に関心を

持つ。しかし同時にリスクもある。政治的リスク
もあれば細かいリスクもたくさんあるが、経営学
的に見た時の大きなポイントは地場企業が成長し
て競争相手になってきているということだ。欧米
も韓国も競争相手だが、それ以上に中国の地場企
業の台頭がビジネス上のリスクとして見えている。
　内在的要因とは経営戦略の基本的コンセプトは
何かということだ。分かりやすく言うとコストを
削減するのか、もしくは売上げを拡大するのかと
いうことだ。コスト削減を主力にすると1980年代、
90年代の加工貿易時代、中国が世界の工場だった
から日本企業は中国の安い人件費を活用して製造
価格を削減できた。しかし2000年以降はそうでは
ない。中国を世界の市場として見た時、販売、売
上げをどう拡大するかということがポイントにな
る。世界の市場としての中国を活用するのであれ
ば売上げの拡大なり、そういうチャンスを生かそ
うというのが多くの日本企業の戦略のポイントに
なる。日本は「ものづくり」がうまい。良い物なら
売れるという考え方と売れる物が良い物だという
考え方があるが、日本は良いものであれば売れる
と思ってきた。しかし今は良い物でも売れない。
シャープの亀山モデルよりサムスンの液晶テレビ
が凌駕している。いかに売るかと考える時にマー
ケティングが大事になる。そこで言われるのがク
リステンセンの「イノベーションのジレンマ」だ。
高度な技術で素晴らしい物を作っても必ずしも売
れるわけではない。購買力を持つ普通の消費者に
向けていい物を作るとしてもニーズがわずギャッ
プが生まれる。するとこのギャップを埋めようと
二流の企業が拡大する。イノベーションしていけ
ば良い物は出来るが、出来たら売れるかといった
らそうではない。それが日本の抱えている一つの
課題だ。
　これまで日系企業はリッチ層を相手にしてい
た。中国企業はその下の階層で頑張ってきた。そ
れが上へ昇ってきている。日本の会社は今度は、
ボリュームゾーンで頑張らないといけない。また
階層や年齢も変わってきている。上海にいる時に
若い世代を観察し たが日本の若者と同じだ。反日
も何もない。

　リスクの中で地場企業の台頭という話をした。
地場企業を政府は守るという面から近年の動向を
見ると、独禁法を適用して日系の自動車部品の関
係企業12社に対して200億円くらいの罰金を課
した。それ以降、似たような手入れが行われてい
る。自動車の場合、販売台数の半分以上が外資系
で中国車はまだまだこれからだ。そういった中で
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外資による市場占有を減らす動きが出ており、そ
の一つの表れとしてこういった摘発めいたことが
自動車業界に襲いかかっている。今回は自動車関
連だったがその前は食品関連だった。推測だが、
今後、中国で外資系のシェアが高い分野には独占
禁止法を名目にして手入れをするというのはある
と思う。可能性があるのはエレベーター業界かも
しれない。エレベーターの上位8社は全て外資系
だ。その中で上の4社は上海の三菱、広州の日立、
オーチス、フィンランドのコネ。その下の4社が
東芝、シンドラー、フジテックなど。それからコス
メティック関係もそうだ。スーパーやデパートに
行くと外資系の商品が占有している。資生堂、ロ
レアル、エイボン、パンテーン、ニベア、エスティ
ローダー、ランコム。殆どが外資系だ。中国で有
名な化粧品会社はあるだろうか？国内産業の保護
育成という観点が相当強くなっているだけに、今
後、外資の強い分野に手入れがあることも十分考
えられる。

　JETROの資料によれば、日系企業の現地調達
比較を見ると中国は相当高い。ラオス、カンボジ
アなどは当然低いが、中国はオーストラリアや
ニュージーランドと同じくらい高い。これは国内
で原材料を調達し国内で売れるということだ。そ
の中で日本の製品がどのような優位性を持ってい
るか。高い品質やデザイン性、機能性や安全性と
いったところは中国のバイヤーも評価が高い。一
般消費者のみならず B to B のBの人々もそうい
う意識を持っている。その中で中国市場に入って
いく時にどういう販売を展開していくかが問われ
る。今ある製品を既存の客や新しい客にどう売る
か。または今のお客に新しい製品をどう売るか。
そして問題は新しい製品を新しい客にどう売って
いくかという販売戦略だ。これこそ、今の中国市
場の中で多くの日本企業が研究していることだ。
ヤクルトは相当儲かっている。雪印もヨーグルト
で相当頑張っているが、今後は市場開発の多角化
の段階に行こうとしている。 
　内販型企業への転換とはどういうことかという
と独資化、マジョリティー化が前提となる。現地
法人の現地化促進、権限をどうするかという問題
については、企業の戦略的転換に係る重要な問題
である。

　中国市場は巨大で多様性があるが、激しい販売
競争がある。「制度のすきま」といわれる問題が存
在している。市場運営の非効率性・未熟性、それ
に売り手と買い手が合致しない。先進国ではそう

いったことはないのだが、途上国ではこういう問
題が起こる。クローニー経済、つまりコネ社会で
親類や同窓と組もうとする。法秩序が人治支配的。
そして強烈な自国企業の保護、強固な国有企業の
存在と外資の参入障壁が高くなっている。WTO
に参入して10数年以上経つにも関わらず履行され
ていない規定もある。こういう中国の特色の中で
どういう経営戦略が立てられるか、日本企業は問
われている。
　競争優位戦略というものがあるが、多くの
日本企業を調べていくと、一定以上の競争優
位を持っている企業がある。次の5つの条件に
合うところはうまくいっている。それはNew 
Value、Intelligence、Harmonization、Alliance、
Organization。頭文字のアルファベットを取って
「NIHAO（你好）モデル」とした。アパレルや外食
産業などのサービス産業でうまくいっているファ
クターは何かというと、対象－誰に売るのか、場
所－流通産業や外食産業は場所が大事。従業員の
育成。安心・安全。それから速さ。日本ではテン
ポが遅くても中国ではスピードを求められる。そ
れらをうまく加味したモデルを5つのＴという。

　事例としてサントリーの場合はどうか。サント
リービールはかつて上海地区で相当多くのシェア
を占めていたが今は20～30％にまで落ちている。
国内メーカーが圧倒的なシェアを占めてきたから
だ。その中でサントリーは新しい展開として“多
角化経営”を始めた。紹興酒を作り、洋酒、ワイン
にも相当力を入れている。中国人も結構ワインを
好む。いわゆるアライアンス戦略も取っている。
　“アライアンス戦略”というとダイキンだ。ダ
イキンはインバータという省エネの凄い技術を
持っている。業務用エアコンは強いが家庭用エ
アコンのシェアは弱く、5、6年前まではシェア15
～ 6％程度だった。圧倒的に強いのは格力電器
（GREE）で半分くらいのシェアを占めている。ダ
イキンは自分たちの秘蔵技術であるインバータ
技術をGREEに提供し、代わりにGREEの販路を
使わせてもらう。これにはGREEも大歓迎で、今
やGREEのエアコンの半分くらいはインバータに
なっている。結果的にダイキンのシェアは30％位
に上がった。競争の激しい中国市場で技術を持っ
たまま自滅するのではなく、相手に便宜を与えて
自分も頑張る。自分だけいいというのでは自分も
駄目になる。
　資生堂の事例。AUPRESという現地生産の有名
なブランドがあり、これはリッチ層に向けている。
そこより下の中間層向けのURARA、さらにZA・
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PMC（ピュアマイルド）を作っている。一番上の
クレ・ド・ポーと資生堂ブランドは輸入品だ。こ
のようにプレステージとミドルとターゲットを明
確に分けた“チャネル戦略”を資生堂は展開して
いる。こういったことは中国の中でも適用できる
のだ。

　時間がないため十分に紹介できないが、中国ビ
ジネスの重要な戦略ポイントの一つとしては人的
資源の問題がある。「現地化戦略」と聞くと中国の
幹部をどう養成するかという頭になりがちだと思
うが、現地に派遣される日本人の再教育が1つの
ポイントだ。3年前だったろうか、広東省でスト
ライキが起こった。分析すると、賃金の値上げ要
求とともに派遣された日本人幹部にも問題があっ
た。英語、中国語ができるできない以前に異民族
の人々とコミュニケーションができない人材が多
かった。だからこその日本人の再教育が必要なの
だ。また中国語の「総経理」ではなく「社長」と呼
び名も変えるも肝要だ。「社長」と言うことで緊張
感が生まれ日本人も頑張る。中国人幹部は派遣さ
れる日本人を観察している。その人にどういう能
力があるか、本社への発言力があるかどうかをみ
ている。本社に従順な人ではダメで、現地のため
を思い本社に提言できる人物であるかどうか見ら
れているのだ。
　中国人幹部の養成に成功しているのはコマツだ
ろう。中国人をトップにしたからいいというので
はない。日本の本社に対して提言できる人材かど
うかということだ。中国人幹部もグローバル化す
ることが大事だ。日本人そのものをもっと訓練す
ることと中国人をグローバル化すること。英語が
できるとかいうレベルの話ではなく、真のグロー
バル化した人材が求められている。

　マーケティングだが、「Made in Japan」という
ブランドだけでは日本は負ける。問題は良い企業
をどう作るかということだ。知財戦略も大事だ。
また広報は宣伝ではなくマスコミ対策だというこ
とを強調したい。3.15は消費者権利デーだが今年
は日本も相当やり玉に挙げられた。2、3の企業に
絞り込み、消費者のためだといって批判してくる。
それに対応するのは広報担当だ。話し方から服装、
しぐさまで練る必要がある。これで失敗した例は
2000年の東芝のノート型パソコン事件だろう。東
京から来た幹部の中国での失言から一斉に東芝の
ノートパソコンは買わないということになり、そ
の後、回復するのに6年を費やした。特に大手の会
社にとって広報はとても大事だ。

　対中戦略経営の心構えとして、ハウツーものは
駄目だ。ムードにも乗らないこと。それから変化
を敏感に感じ取る感受性と柔軟な対応。優秀な中
国人を養成する時、担当者を決めてずっと対象者
を応援すること。コマツもそうだが、成功した会
社にはそういうしっかりした担当者がいる。中国
の行政と関係を密にしておくこと、これは当たり
前だろう。リスクの問題。そしてグローカルの融
合した組織体を作ること。そういった心構えが必
要だと思う。

　去年、青島黄島のAEON店を訪問した。2012年
9月に襲撃され11月下旬に再オープンしたが、こ
の時に頑張ったのが当時の黄島支店長の李さん
だ。230数名の中国人の店員は一人も辞めなかっ
た。彼は「今、ここで働いているのはAEONや日
本のためじゃない、黄島の住人のため、青島の発
展のためだ。」と説得し社員をずっと教育してき
た。このスライドは11月の再オープン時に店員
が身に付けたワッペンだ。AEON店を襲撃したの
は青島黄島の住民ではなく組織された共産党のグ
ループで、反対に住民は早く店をオープンして欲
しいと思っていた。そういったことをよく分析し、
このようなスローガンをワッペンに入れこんだ。
李さんはいずれ全中国AEONのナンバー2になる
かもしれない。

　今年は200万人以上の中国人が観光のために来
日する。日本人は台湾には行くが中国観光にはあ
まり行かない。何故行かないのかと聞けば、一つ
はPM2.5で空気が悪いからという。あと一つは
2012年9月の例の暴力的映像、あの破壊映像が日
本の庶民に与えたインパクトは相当大きかった
と思う。実際は無いのに、中国へ行ったら殴られ
るというようなイメージを与えてしまった。あの
暴力的事件は非常に残念だった。だが現場ではイ
オンの李さんのような中国人が頑張っており、日
系企業にそういった人が増えていることは中国ビ
ジネスにとって非常にありがたいことだ。そうい
うことを理解しながら中国をみることが大事だと
思う。
　ビジネスの話はじっくりとしたいところだが今
回は雑駁な話になってしまった。用意したスライ
ドが多すぎてかなり早口の紹介になってしまい最
後は端折ってしまったが、今日の話を何か考える
きっかけにしてもらえればと願っている。ご清聴
ありがとうございました。
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【質疑･応答】
（JST倉澤上席フェロー）
　歴史から政治まで非常に幅広いお話を伺った。
時間はオーバーしているがいつも通り質疑応答に
移りたい。ご質問は端的にお願いする。

（フロア）
　最後の方で中国の行政機関との関係を緊密にし
ておくというお話があったが、素人目にはお金や
利権が絡んだ分野に映り、企業としては難しいと
ころかと思う。地方における腐敗の毒出しについ
ては改善がみられているのだろうか。

（服部）
　改善はされていないと思う。新興国家で仕事を
する場合、行政機関との関係がどうしても必要に
なる。行政との関係といってもそれは賄賂という
ことではなく、食事やお土産といった一般的な付
き合いだ。日本企業の中にはすぐ賄賂という発想
をするところもあるが、そういったところはあま
り長続きしない。正しい付き合い方をすることが
大事だ。中には日本に対して便宜を求められるこ
と－例えば子弟の留学を応援してほしいとか、そ
ういうこともある。限度をどこに置くかは個々の
企業倫理としての判断とするべきだろう。いずれ
にしても行政の人々との深い付き合いは絶対に必
要だ。賄賂をあげるという意味ではない。

（フロア）
　中国では人件費が圧迫しており、また最近の統
計では工場に対する対中投資が減っているとい
う。そして現在、日本では円安が進み中国では元
が上がっている。中国ではボリュームゾーンも含
めて日本製品に対する需要が徐々に下がっている
という。そういった中、日本企業の輸出ビジネス
をどのように考えられるか。

（服部）
　日本から中国へ輸出する製品をみていくと中国
でも作っているような製品が結構ある。基幹部品
だが、コマツでみるとエンジンと油圧の中心部分
は日本で作っていて他の部材は中国で作ってい
る。基幹となるべき中心部分は日本で作るという
会社は相当ある。単体ではなく中の基幹的な部品
を日本から持っていくというパターンでやってい
る。完成品を持っていけば値が上がるから部品を
輸出すればいい。そういうやり方が相当ある。今
後、中国に売り込む際は中国に無く日本に有る物
を持っていくようになる。それには2つあり、一つ

はコマツでいうところの B to Bの部材、B to C で
あれば、相当デザインが良いとか一般の消費者が
求めるような品物。それらには需要があり中国市
場でも求められる。そういう区分けが必要だと思
う。
　対中投資が落ち込んでいるという統計がある。
今度は中国ではなく東南アジアだという議論で中
国から移行している産業もあり、特にアパレル、
繊維産業は広東省からカンボジアなどへ移ってい
る例もある。しかしJETROの統計しかり自分も
現場で見たところでは、企業は中国から撤収して
いるわけではない。中国に残している。ちなみに
現在、ハノイと広東との交流は結構盛んになって
いる。だから中国市場を放棄するという企業は殆
ど無いと思う。
　日本企業が中国を出ていき、これからは再投資
という方向で動くと言われているが、そういった
傾向はあると思う。それが統計にどう表れている
かというと、日本の統計には含まれても中国の統
計には含まれていない。そういった統計的な違い
もある。

（フロア）
　中国の消費者層の多様化のところで今後は中間
層が入ると伺った。しかし人民日報によると中国
の中間層の層は薄いとしている。ごく一部の富裕
層が莫大なお金を動かしている中で、多くの中間
層が本当に育っていくのだろうか。
　これから消費社会になるという。今、自動車で
タカタが問題になっているが、いわゆるリコール
制度、中国全土に渡るプロダクトサポートもしな
くてはならなくなるだろう。そういった場合、中
国はリコール制度をどのように考えて実施してい
くのだろうか。
　中国ビジネスの戦略の転換のところでイノベー
ションとして中国では付加価値の高いものを作っ
ていこうということだった。付加価値の高いもの
について国の大きなプロジェクトがあるのだろう
か。例えば中国ではエアロスペースはあまりうま
くいっていない。電気自動車もうまくいっていな
い。付加価値を高めるようなプロジェクトを今度
はどこがやろうとしているのか。

（服部）
　イノベーションのジレンマで価値の高い物がな
かなか売れないという話をしたが、上海の現地で
いろいろと調べると特に家電・電子関係の部品は
殆どが日本のレベルに届いている。ただ、問題は
日本のレベルを突破できないということだ。中国
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には蓄積されたイノベーションがなく、ここまで
届いてあと一歩というところに達することができ
ない。そのため中国企業の自動車部品はまだ相当
下のところだ。現地企業や新聞社の人々も言って
いたが、中国企業自身で蓄積したイノベーション
の発想やエンジニアの訓練などが無いため、ある
レベルから先への突破ができないのかもしれな
い。2012年に7つの新興産業分野が出され、それ
に対してもっと頑張ろうという動きになっている
のはそういうことかもしれない。
　リコール制の話だが、制度などの細かいところ
は分からない。リコールではないが、2000年に東
芝のノート型パソコンの全品回収といった大きな
問題が起こった。これについては中国商務部と東
芝が全面協力しながら対応していたことから、商
務部が中心となって管理していることなのかと思
う。
　中間層をどう見るかは非常に大きな問題だ。中
国側の研究者も統計資料の中で中間層をどういう
形で把握するかという見解がばらばらになってい
る面がある。年間所得をどう見るか、それによっ
て購買力がどれだけあるのか、等々、議論のある
ところではある。よく言われるように「地下経済」
というものがあり、本来的に統計で把握できる分
野とそうではないお金が貯まっている分野があ
る。例えば家を買う場合、自分の給与だけでは到
底買えないので頭金は両親や親戚から集める。こ
ういった集め方はあまり日本ではないと思うが、
そのお金はどこから出てきているのかというと地
下経済的な要因がある。発展途上、新興国家には
こういった問題が相当根深い構造としてあるので
はないかと思う。そういう意味で、統計上出てく
る一般的な中間層を支えるような一つの所得の構
造があるのではとみている。現場の現象でみると、
上海の人々は何故これほどまでに物を買うのかと
思う。ちなみに外食を何回するかという統計があ
る。元々中国人にとって外食は一般的なことだが、
月4、5回は当たり前だ。そういうお金はある。そ
れが上と真ん中の階層だ。問題は増加している一
番下の層との格差だ。中間層はどんな部類なのか
ということを以前から調べているが、自分が今言
えるのはそういうことだ。どうも統計には出ない
部分がちらちらと見えている。何かの参考になれ
ばいいが。

【閉会】
（JST倉澤上席フェロー）
　これで本日の研究会を終了する。服部先生には
“SciencePortal China”でコラムを書いてもらって
いる。そちらもご参考いただければと思う。

（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 倉澤上席フェロー）
　先ずは本日の講師である津上俊哉先生の略歴を
紹介する。現在の肩書きは現代中国研究家、津上
工作室代表となっている。1980年に通商産業省に
入省され、中国の日本大使館に勤務された。1990
年代終盤より2000年の中国のWTO加盟まで、そ
の動向を非常に詳細なところまでフォローし続け
られた。経済産業研究所の上席研究員等を歴任し
た後、2012年2月から実業の方に身を移されている。
　著書「中国台頭」は、中国の現在の産業、今日の
発展に飛び立つ瞬間までを極めて的確に捉えられ
た著作だと思う。自身、これを読み、「ものづくり」
で日本は中国に完全にやられてしまうのではないか
という危機感を煽られ強い衝撃を受けた。一昨年
には「中国台頭の終焉」という本を出版され、その
中で中国は米国を抜くことは出来ないのではないか
と中国経済に対して厳しい見方をされている。中国
経済には様々な見解や分析があるが、先生は中国
の経済成長について控えめな評論を続けている。

【講演】
　本日はお足もとの悪い中、大勢お集まりいただ
いたところ、到着が遅れたことをお詫び申し上げ
たい。
　早速、講演に入らせていただくと、私は元々経
済屋なので初めに経済の分析を行ってから専門外
の分野－政治外交について、経済状況を認識する
と政治外交も見えてくるというお話をしたい。
　いつも中国経済を論ずる時は「短期」、「中期」、
「長期」と時間を区切っている。はじめに「短期の
経済問題」についてお話する。

　あらすじは資料にまとめた通りだ。リーマン
ショックは中国の経済のみならず政治、社会、国

民意識にまで大きく影響した。中国経済は一時、
たいへんな高成長と栄華を謳歌したが、今は局面
が変わり、後遺症に直面している。
　リーマンショック直後、中国経済は4兆元の公
共投資策を発動した。分野的な内訳はこの円グラ
フの通り、大体3分の1の投資が製造業に、4分の1
が不動産投資とインフラ投資、あとはそれ以外と
いう構成になっている。4兆元の投資は主として
公共投資の分野で行われたが、その財源を調達す
るために空前絶後の金融緩和を行った。銀行は青
天井の言い値で貸してくれるという時期さえあっ
た。公式統計としては固定資産統計があるが、こ
れがあまりにも荒唐無稽な数字でどこまで信用し
てよいものか躊躇うところがある。2009年、4兆元
投資が発動されてから去年までの5年間の固定資
産投資統計の数字を単純に足し上げていくと154
兆元という数字になる。2014年の終わりは50兆元
くらいになる。それを合わせると200兆元、日本円
に勘算するとこの6年間で4000兆円の投資をした
ことになる。いくらなんでも荒唐無稽ではないか
と思われる数字だ。それぞれの地方がやったとす
る投資は地元のGDPを引き上げる。それが指導者
の業績に繋がるという構図があるため、相当な水
増しが入っているのではないかと穿って見てしま
う。いずれにしても相当な投資が行われたことは
疑いない。しかしこのような“行け行けどんどん”
的投資を行うと必ず後遺症が返ってくる。その事
例を4つグラフ化した。左上はその最大口、製造業
の投資だ。たいへんな設備の増強が行われた結果、
特に素材産業では過剰設備と過剰生産、市場の崩
落、今は減産という事態に遭遇している。素材産
業でこれだけ製品単価が下がると投資の回収など
は出来なくなる。財源は借金だったので右上のグ
ラフに示すように企業債務が急増した。左下は野
放図な金融緩和をすると必ずこうなるという例だ
が、資産価格の暴騰ということで中国では今回そ
れが不動産価格に表れた。リーマンショックの前

2015年の中国─習近平政権の行方

PROFILE
津上 俊哉（つがみ としや）氏　現代中国研究家 津上工作室代表 
1957年生まれ、1980年東京大学卒業後、通商産業省に入省、在中国日本大使館参事官、北東アジア課長、経済産業研究
所上席研究員を歴任。2012年2月から現職。著書に「中国台頭」、「中国台頭の終焉」、「中国停滞の核心」等。

2015年1月15日（木）　15：00～17：00開催日時
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後で北京のマンション価格を比べると5割くらい
値上がりしたことになる。公式統計ではこういう
数字しかないが、本当は倍程度に値上がりしたと
思う。
　右下グラフは物価の統計だ。2本線の内、下の低
く這っている方が公式CPIの統計で上が民間統計
を示している。違いとして、民間の統計は売れ筋
商品をよく捉えた統計だと見ればいい。民間統計
に従うと、2011年頃、消費者物価が対前年比25％
くらいの高騰を示たという記録が残ることにな
る。どちらが正しくどちらが嘘ということではな
いが、おそらく真相は二つの統計の真ん中くらい
の値だろうと思う。
　リーマンショックの前と現在とを比べると中国
国内では人民元の値打ちが6年前の3分の2にまで
落ちている。物価は市場経済の価格シグナルの基
本だ。実は大きな物価変動が起きていたというこ
とは中国経済を分析する上で重要ポイントの一つ
になると考えられる。

　まだ第3四半期の数字までしか出ていないが
GDP成長率でいうと中国経済は7.3％まで減速し
たと言われている。12月に開催された中央経済工
作会議－2015年の経済方針をかためるための会議
では、公表されてはいないが目標成長率をおそら
く7.0％前後まで落としたと言われている。中国
経済の減速ぶりが改めて世の中に印象付けられた
とされるが、私はこの7という数字に強い疑問を
持っている。
　他にも幾つかの統計がある。比較的信用できる
といわれるものを選び、対前年同月費で比べると
2013年度の後半GDPが7.7～7.8％くらいの成長
だったときに、他の経済統計は10%前後で伸びて
いた。ところが、2014年度GDPは7.3～7.4%とわ
ずかな減速なのに対して、他の統計は2014年の第
2四半期、第3四半期あたりになると5％以下と1
年前の約半分の伸びまで落ちている。
　この辺りの事情をもう少し突っ込んで分析する
ためにいわゆる“弾性値”－GDPが1の時に他の
ものがどれくらい伸びているかという比率を取っ
てみる。大きな変化が起きなければ1前後、せい
ぜい0.8か1.2くらいで大体同じように伸びるはず
だが、実際には去年の第1、第2、第3四半期あたり
に弾性値がズドンと落ちている。これは分母にし
ているGDPの伸びが過大だからだと考えられるの
で、分母の数字を勝手に書き換えてみたのが右の
グラフだ。分母のGDP成長率を実質で3.3％くら
いまで下げると、他の統計の弾性値はほぼ正常な
ところまで戻ってくる。これだけで今の成長率は

3.3％だと主張するに根拠は薄いが、7％ではない
はずだという一つの根拠にはなると思う。
　特に第2、第3四半期、不動産が全国的な不況に
入って以降、これまで不動産で潤ってきた素材産
業、あるいは建築、家具、家電といった川下産業
にまで影響がずっしりと及び始めたように思う。
特に鉄などの重厚長大産業が一番ハード・ヒット
されているようで、それは中国の鉄鉱石や石炭と
いった資材の価格が下げ止まらなかったことに表
れていると思う。正直なところ、今の中国の正味
のGDP成長率は5％にも達していないのではない
かと感じている。先ほど、様々な後遺症が現れた
と言ったが、それがいよいよ金融にはっきりとし
た姿を現すようになったのが一昨年の後半から去
年にかけてだと思う。この6年間に中国がやって
きた経済運営を企業経営に例えて言うとバランス
シート拡張経営だといえるのではないだろうか。
負債をどんどん借りて資産を増やす。バランス
シートの両側をどんどんと膨らませていく経営方
法だ。投資が毎年伸びていくという過程で景気が
良いのは当たり前だが、問題はそのところで積み
上げられた資産が本当に“資産”に値するものか
どうかというところだ。
　素材産業の投資の話をしたが、これでどうやっ
て投資を回収するのだというような悲惨な状況に
陥っている業種、あるいは地方のインフラ投資、
これは企業の投資とは少し違うので一概には言え
ないが。政府がつくる道路は有料道路ばかりでは
ない。地域発展のために無料で通さないといけな
い道路もある。それも含めて全てが過剰投資、無
駄な投資だとするわけにはいかないが、鉄道の駅
舎にせよ何にせよ、この6年間に中国で行われた
投資にどれほど無駄が多かったことか。民主主義
国でやったら叩かれるようなものがたくさんある。
　このように、中国のやったバランスシート拡張
経営ではお金を稼げない「名ばかり資産」が相当
積みあがっている可能性がある。企業経営で言う
なら、お金を稼げない投資は厳格な資産査定の際
に減損評価しなければならない。3年連続で赤字
の投資ということになればそこでもう一度資産価
値の査定を行い、例えば１億元で取得した資産で
も3年連続赤字であれば7,000万元くらいの減損評
価をして3,000万元の資産ロスが生じる。厳格に
言えばこういう査定をしなければならない。中国
全体で考えた時、このような資産毀損が相当な規
模に上っている可能性がある。そうすると、その
ために借り込んだ負債の方も不良債権になる素質
を備えていることになる。
　私はバランスシートの両側が劣化しているとい
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う現象をもって後遺症が金融に表れたと表現して
いるが、バランスシートの劣化はどういう問題を
経済にもたらすだろうか。
　一つにバランスシートの毀損部はやがてはどこ
かで精算しなければならないということがある。
例えば不良債券なら処理会社に売却し、転売した
ら2割しか売れなかったとして銀行が残りの8割
をどうするか。そういうものがたくさんあると資
本が毀損するのでまた投資か何かをして自己資本
を増強しなければならない。これがストックの分
野で起きる問題だが、フローの世界で起きる問題
というものもある。ストックの話はもう少し先送
りしてもいいかもしれないが、フローの話は足元
に響いてくる。
　それは何かというと、経済全体のお金の巡り－
回転のスピードが落ちていくということだ。右側
の表にまとめたが、儲からない投資は自分のとこ
ろで借金を返すことがなかなかできない。そのた
め他の事業の儲けで穴を埋める。銀行に借り換え
をお願いするという方法もある。そうすれば債務
不履行、デフォルトにはならないですむ。しかし
マクロでみると経済に与えるダメージは同じだ。
他の儲けで儲からない投資の元本の穴を埋めると
いうのは人様に迷惑をかけない立派なことだが、
そのためにその会社の当座預金が減り、それが銀
行の次の融資を減らすことになる。借金の借り換
えやリスケジュールは貸したお金が返ってきてい
ないのと同じだから、銀行にお金が戻ってこなく
なる。こういう風にお金の循環が悪くなることが
問題である。
　資料に示した設例では、銀行の融資は大体3年
経つと戻ると仮定した。そこで、仮に貸出の2割に
自分の力でお金を返せないものが発生すると、正
常な状態なら3年でお金が全部返ってくるところ
が、3.75年しないと返ってこないことになる。こ
れがもっと進み、貸出の40％が自分でお金を稼げ
ない投資となると、お金の循環は5年経たないと
一周せず、どんどん悪化していく。これが今の中
国に起きつつあるのではないかと不安になるとこ
ろだ。

　最近は中国でも債券市場がたいぶ発達してきて
債券の利回りで長期金利をはかることができるよ
うになってきた。左のグラフがまさにそれだが、
2013年の後半から直近までのいろいろな債券につ
いて利回りをはかり示している。
　2013年後半は金利が急激に上がった時期だっ
た。何故これほどに金利が上がるかというと、中
国国内では地方政府がインフラ投資、不動産投資

をガンガンやっていてその資金需要が相当強かっ
たために上がったと説明されていた。但しその間、
中国全体の金融がそれほど引き締められていたわ
けではなかったと思う。ストックの数字だけみる
と貸出残高などはそれなりに伸びていて、それに
も関わらず金利は上がっている。私の考えるもう
一つの原因は、一つ前の資料で示した通り、儲か
らない投資が累積してバランスシートに積み上が
る中で、中国の資金循環がどんどん悪くなるとい
う現象がとうとう表面に出てきたからではないか
と疑っている。
　ところが、2014年に入ってからは金利が一転
して低下に転じている。何故だろうか。去年の前
半に大々的な金融緩和は無かった。厳密にいうと
去年前半に2度ほど雀の涙ほどの金融緩和はあっ
たが、全体としての金融は決して緩和されている
という感じではない。それにも関わらず金利が下
がったのは何故かというと、資金の需要が一転し
て減少しはじめたということだと思う。つまり大
口の資金需要である投資が減少に向かい始めたと
いうことを意味しているのではないだろうか。ち
なみにこのグラフでは去年の9月以降、カクンと
下がり始めたのが見て取れる。これは何故かと
いうと、人民銀行は表向き穏健な金融政策を固持
すると言いながら、この頃からは隠れ金融緩和の
モードに入ったからだと言われている。

　最近、物価は鎮静化している。物価は鎮静化し
ているのに金利は元のままというのは不景気が
どんどん進むということだ。去年の5月、金利コ
ストが耐えられないと経済界から強い声があがっ
た。李克強氏も対策が必要だと言っている。そし
てその頃から人民銀行は隠れ金融緩和をしてい
る。当時はまだ大々的な、正面切った金融緩和を
行うことに慎重だった。金融緩和と聞くと不動産
投機に走るという人が多く出て、また投機に火が
付くのを恐れたのだ。しかし実際はいろいろな手
練手管で目立たずに流動性を広げようとした結
果、10月辺から金利が落ち始めた。
　11月21日、誰も予想していなかったところに利
下げという正面切った措置が行われた。人民銀行
は利下げの必要性は十分に分かっていたが、不動
産投機だ何だでまた火が付くのは嫌だということ
で利下げできる環境が整うのを待っていたのだろ
うと思う。そこら辺が大分鎮静化してきたのでよ
うやく利下げに踏み切ったのだろうが、現実はま
だ完全に整っていなかった。企業は不況になって
以降、不動産投資にかなり慎重になり、借り入れ
ができる企業ですらお金を借りなくなった。他に
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も借りたい企業はたくさんあるのだが、銀行は不
動産や重厚長に「貸し渋り」するようになった。地
方政府も土地が売れなくなったら借金が返せない
のではないかと銀行の警戒感がかなり高まり、去
年の中頃から経済モードが変わってきた。“貸せ
る・借りられる”優良企業もいるのだが、こうい
うところは借りようとしない。
　私はこういうのを“ポストバブル”と言ってい
る。これまで投資を増やし成長率を嵩上げすると
いう経済運営がはっきりとした転機を迎えたのが
去年後半だ。
　なお、人民銀行が投機に火が付くことをあまり
心配しなくてもよくなったと判断して、環境が
整ったと思って利下げをした。ただ、その結果は
と言うと、個人投資家が株に走り株が大きく跳ね
上がった。まだまだバブル気分が抜けていない
人々が残っていたということだ。

　全体として金利の動きを振り返ると中国はポス
トバブルの時期に入ったといえるのではないだろ
うか。投資が減少に向かう結果、中国のマクロ経
済はたいへんな影響を受ける。これまでは投資の
伸びで成長の半分を稼いできた。投資の伸びが横
ばいになるだけで8％成長が4％成長になっても
おかしくない。昨年は50兆元くらいを投資したこ
とになっているが、それがこれから減少に向かえ
ば大変なことになる。簡単に言うと、4どころか
0%成長に近づく未来が待っている。たいへんに辛
い話だと思うが、それを嫌がり無理を続けるとバ
ランスシートは小手先では修復しようのないハー
ドランディングの方へ行ってしまうことになる。
それがはっきりと分かってきたので中国政府は経
済運営の方法を変えようとしているのではないか
と私は考えている。
　非常に辛いことだが、見方を変えればこれは良
い知らせだと言えるかもしれない。ハードラン
ディングに行かなくて済むかもという見通しが出
てきたということだ。2013年の後半くらい、李克
強政権が“リコノミクス”として運営方法を変え
ようとしているように見えたが、実際は景気が減
速するたびに追加投資のようなことをしていて、
変わらなかったので、中国は結局方向転換ができ
ないのではないかと思った時期があった。しかし
去年この様子を見てハードランディングに行かな
くても済むかもしれない、崖の一歩手前で踏み止
まれるかもしれないと少し見通しを明るくした。
　やり過ぎてしまった投資の反動が来て投資がガ
クンと落ち、経済は不況のトンネルに入るが、金
利も下がりバランスシートの修復が始まる。それ

は経済に備わった安全装置のような部分だろうと
思う。官の力が強くてなかなか働かないのが中国
の困ったところではあったが、ついに安全装置が
働き始めたのではないだろうか。先ほども話した
通り、去年の後半から金融の現場では“ポストバ
ブル”と表現するのがいいような現象が出てきた
と思う。

　そのようなところに相次いで、長期的な成長見
通しを引き下げるという発表が多く出てきた。
　IMFが出す中国に関するレポートは、外交辞令
が入っていると割り引いて考えないといけない
が、それですら見通しを下げている。他の民間の
見通しはさらに「歯に衣着せず」だ。数字に多少
のブレはあるが、成長投資の引き下げの多くに共
通する問題意識は、これまでのバランスシート拡
張経営のような無理に 7％以上などという成長を
目指すと本当にバランスシートが破綻してハード
ランディングに行ってしまう、よって方向転換が
必要だという点だ。私もその通りだと思う。しか
し中国は依然として“7”という数字にこだわりっ
ており、それには政治的な背景があるのではと邪
推している。

　今の政権が選出されたのは2012年の第18回党
大会だった。胡錦濤氏の最後の報告の中に 2020
年までに7％成長を続けるという公約が入ってい
た。2010年と2020年の対比でGDPと国民の平均
収入をダブルにするという公約だ。これが党大会
で採択された。それだけなら時間が経って情勢も
変わったとも言えるのだが、党の理論官僚が習近
平氏の「中国夢（チャイナドリーム）」の中にそれ
を体系付けてしまった。共産党創立100周年とな
る2021年に「全面小康」を達成すると体系付けて
しまったのである。具体的にはGDPをダブルにす
るということだ。習近平氏はたいへんな権力を確
立したが、その強いトップの看板の「中国夢（チャ
イナドリーム）」にGDPの公約をガチッとはめ込ん
だ結果、誰も7％成長を否定できなくなり、「そん
なに成長率にこだわるものではない」という発言
は習氏自身がやるしかなくなったということでは
ないか。ちなみに去年の4月、習近平氏はそのよう
な発言をしている。今は高い成長を望める時期で
はないということを暗に言いたかったのだと思う。
　「新常態（ニューノーマル）」は、今の景気下降は
循環的なものではなく構造的なもので潜在成長率
が低下している、過去のような高成長は可能でも
必要でも需要可能でもないと国民の成長に対する
期待値を下げようというものだ。しかし、過去の
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ような高成長はもう望めないと言いつつ、「今後は
7.5％の成長でよい」とするのでは、あまり変わっ
ていない。やはり公約の“くびき”がかなり足を
縛っている印象がある。
　こういう観点で現在、中国経済に必要な方向転
換をまとめたのがこの表だ。先ず“7”という数
字を忘れる必要がある。ここにこだわると本当に
ハードランディングに行ってしまうからだ。だか
らといって全く手を付けるなということでもな
い。特に中国は社会全体が脆い。 “7”を割り込む
とダメになるとは思えないが、“0”成長が続いた
ら維持できなくなるような気がする。そのためあ
る程度の成長維持は必要だろうが、それをやるな
ら中央政府の手でやり、企業も地方もこれ以上は
負債を積み上げさせないことが重要だ。それと同
時に、もっと意識的に金利を下げないといけない。
日本や米国ではバブルの後に3～4％くらいドン
と落ちている。投資の資金需要がカクンと落ちる
とそうなる。不景気の象徴みたいなものだが、金
利がそれくらい下がるとバランスシートの修復は
しやすい。中国は既にそういう時期に入っている
と思う。
　中央が財政出動すると、金回りがますます悪く
なるのではないかという疑問もあるが、中央政府
が人民銀行にお札を刷らせれば成り立ちうる。習
氏も異存はないだろう。 
　しかしこのような措置をとってもただの時間稼
ぎでは意味がない。時間を稼いでいる間に改革を
加速して新しい成長を育てるというパッケージが
中国の経済政策に求められていると思う。

　中国の不動産バブルは崩壊するのではないかと
非常に心配されている。たしかに、“上物”の値段
は相当動く。中国でマンションが値下がりしたの
は今回が初めてではない。2008年の暮れにも一部
地方で大きく下がったことがある。皆、“上物”は
“水物”だと分かっている。結果として起きるのが
借り換えで、そうなるとますます値が下がりやす
くなるのが上物マーケットだ。
　しかし土地に関して、中国の事情は他国と全く
異なる。土地マーケットの供給側は一人しかいな
い。地方政府だ。こういうマーケットでは「値下
がりしそうだから今の内に売っておけ」というよ
うな売り急ぎで価格が崩落するという現象は起
きない。従って中国の土地価格は日本で崩落した
ように下落することはないと考えている。日本は
1992年にバブルが崩壊したとされ、2000年までの
間に地価が1/3くらいまで落ちている。こういっ
たことは中国では起きようがないだろう。暴落は

ないということは、調整に長い時間がかかるとい
うことだ。また、バブル崩壊とはならなくてもマン
ション投資やマンション建設がガクンと落ちれ
ば、そこにおぶさってきた川下産業に甚大な被害
が及ぶ。中小ディベロッパーは破綻するところか
どんどん増え、不動産業界の寡占化が進むだろう。
　これまで大枚を叩いてインフラ投資をしてきた
地方政府は、この2、3年間、土地の売却や不良債
券の払い下げで収入を得て元本の償還をしてき
たが、それが続けられるかどうかも非常に危うく
なっている。数字ではそれほど落ちていないが、
このご時勢にまた新しい土地を買ったのは誰なの
か厳密に見てみると、それは地元政府直系の工場
や地元政府直系のディベロッパー、国有のディベ
ロッパーが多い。これでは、連結決算でみると、売
れたことになっていない。そういった意味で地方
財政に与える影響はかなり心配なところがある。
もちろん中央政府が救済するからマーケットに
被害を及ぼすことにならなくとも、川下ではこう
いった禍々しいことが起きてくるだろう。
　以上が短期の話だ。投資と信用バブルの後遺症
がやってきて、お祭り騒ぎが終わったら目を疑う
ような請求書が回ってきたという感じだ。

　中期の問題は、今後の新しい成長エンジンが生
産性の向上であることを確認するところにある。
　2013年の三中全会で中国は今後の改革案を出し
た。私が大学試験の採点官だったら80点はつけた
いほどに評価している改革案だ。しかしそれを本
当に実行できるかが問題である。
　中国はこれまでどうやって成長してきたのだろ
うか。よくGDPの成長を「投資」、「消費」、「輸出」
という三頭立ての馬車で“投資が何パーセントく
らい牽引した”というような表現をする。需要側
に着目するといそういう分析になるが、「労働の
投入」、「資本の投入」、「生産性の向上」という供
給側の三要素でも経済成長を説明することができ
る。もっと下部の具体的な経済統計を行い、コン
ピューターを回して情報という形でモデルを作る
ことができるのだ。そのモデルによって経済成長
がどういう要素により牽引されたか、供給側から
も推計することができる。

　このグラフはそのような推計をしたものだ。
2000年代は投資も大きいがそれ以外にも「生産性
の向上」が大きく牽引したことが見て取れる。こ
こで言う「生産性の向上」とは労働生産性に限定
せず、例えば高速道路が通った、港が整備された、
金融市場で株式制度が発達した、学校教育が普及
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して進学数が増えたなどという社会の進歩や向上
を含めて「生産性の向上」と言っている。「生産性
の向上」が成長した一番大きな要因は1億人以上
の内地の農民が沿海の工場に就職したということ
だ。それまで付加価値を生産してこなかった1億
人が職種転換した。これによって効率が非常に向
上したというのが大きかったと思う。それ以外に
もインフラ整備や金融市場の発達といった様々
な要素が加わり、2000年代、この上の方の帯が実
現したのだと思う。今後もこれが期待できるのか
というとそれはやりようによるだろう。しかし、
2000年代は0からの出発のような感じだったので
伸びシロが大きかったが今後はそうはいかない。
今後の伸びはもっと緩やかにしかならないだろ
う。中国は都市化でまた１億人くらいが都市に移
るというようなことを言っているが、それが実現
するかどうかは、都市に出たくなるような職が提
供されるかどうかにもよる。
　一番下のところ、丈は小さいが労働投入が出て
きている。2000年代の初期には多少の成長促進材
料になったが今は0、これからはマイナスになる。
　全体を考えれば今後、投資の伸びには期待でき
ない。過去数年間、あまりにも優良投資ダマの先
食いをしてしまったと思う。日本でいえば、昔は
インフラの世界でも東名高速や東海道新幹線と
いった超優良事業が目白押しだった。こういう投
資は本当に効くのだが、今、中国がしている公共
投資の対象は、本四架橋や整備新幹線といった採
算性、経済効果の小さい方向へ向かっていて、大
した経済効果は感じられないと思う。もう一つ投
資に余り期待できない事情として、金融がかなり
厳しくなっており、投資を行うことのハードルが
上がっている。
　今の中国の問題はこの何年か続いてきた「国家
資本主義」－4～5年前まではこれが資本主義より
優れているのだと自慢していたが－こういう体制
は「生産性の向上」に一番向かないと思う。「こう
いう理由で生産性が上がらない」という分析は簡
単に出来る。対策をアバウトに示すのも容易だ。
しかしそれらは共産党の既得権益のため縮小させ
られることになる。
　しかし三中全会の決定ではやると言う。成長を
諦めるか、それとも既得権益を諦めるかというと
ころで既得権益を諦めるという選択をしたのが三
中全会の決定だ。国家統治制度という政治的な改
革も含めて360度（180度？）の改革案だったが、
経済についてもかなり正しい改革案が打ち出され
ていると思う。

　2013年 11月に改革案が決まったが、それから
数ヶ月は動き出す気配が無かった。ところが去年
の春くらいから動き始めた。ここから先は憶測だ
が、腐敗の大トラであった周永康氏をやると内定
したのが春頃だったと聞いている。発表されたの
は6月だったが。まわりはやれると思っていなかっ
た。例えるなら周永康問題は進行がんみたいなも
ので、あちらこちらに転移して全部取るのは無理
だ、手術し過ぎると患者は死ぬ、だから無理だと
いうような話だと思われていた。しかしそれを本
気でやるということになった。それまで習近平氏
を様子見していた党政府の百位百官は新しい皇帝
にひれ伏したという図式だ。そしてその頃から三
中全会の改革、特に習近平氏が直轄する案件はバ
リバリと音を立てるように新しいことが決まって
いった。
　各省庁や各地方政府といったレイヤーごとに改
革推進グループである「小組」が全部で800くらい
設置されている。改革の進み具合を競い合わせる
という形になっており、次の人事はこれで決める
というような感じだ。表面的に制度の改革はかな
り進み始めているが、それで経済成長が何ポイン
ト上がるかというところはまだ見ていく必要があ
るだろう。
　習近平氏が直轄している改革では司法体制や法
によって国を治める法治国家改革、地方財政の分
析といったところは相当な勢いで進んでいる感触
を受ける。他方、李克強氏が主管している経済改
革は規制緩和など色々とやってはいるがこれが本
当に進むかどうかは分からない。規制緩和では許
認可事項において3分の1を減らす目標で700程度
は廃止したと言っているが、私は元役人としてそ
ういう数字を信用していない。ただ、総体として、
三中全会改革は進み始めたという印象はある。

　経済以外の改革として「国家ガバナンスの改革」
というのも進めている。
　例えば司法体制の改革は裁判官や警察官の独立
性を高める改革だ。また地方政府－市政府は予算
や人事を握っていた地方裁判所の検察員の権限を
全部取りあげて、上である省の裁判所、省の検察
員の所轄にするという改革が決まっている。税や
財政については議会に相当する各級人民代表大
会が政府の予算を監督する体制を強めるとしてい
る。これは「中国は絶対にしない」はずの三権分立
に似ている。西側の三権分立という「パッケージ」
は受け容れなくとも、司法が行政を監督するとか
立法の府が行政を監督するというかたちで「三権
分立」の一部分は受け容れて、これまであまりに
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権力が強すぎてノーチェックだった行政の権力に
対する外部ガバナンスを働かせようという思想が
はっきりしている。
　しかし、「民主選挙だけは絶対に行わない」つも
りのようだ。西側の民主選挙はろくでもないと世
界の半分くらいの国が思っている。日本では総理
大臣がころころ変わったり政権交代が無残に失敗
したり、本家の米国でも茶会とは何だ、財政の崖
とは何だ、示される手本はどうしようもないもの
だというように受け取られているところがある。
そんなものは絶対に嫌だとリジェクトされる。
　ただ、部分的にせよ中国で採用できるところは
やろうという姿勢がある点は知っておいていい。
そうしないと中国が保たないという危機感が強い
からだと思う。

　今日は暗い話ばかりしているが、最近感銘を受
けた明るい話をしたい。
　北京大学にマイケル・ペティスという経済の教
授がいる。彼はここにあるような名目のGDP成長
率や実質と名目の差分を表すデフレータ－物価を
示すような別の統計だが－を題材に面白いことを
言っている。先ほどの物価の話とも関わってくる
が、中国の物価は一時期、相当上がっていた。公式
物価上昇率よりもGDPデフレータの方が実態を
反映しているのではないかという。2007年頃、正
味では10％近く上がっているような数字になっ
ており、これが本当の物価とすると実質金利はど
うなるか。預金金利が3～4％くらい、物価上昇が
10％とするとマイナス6％金利ということになる。
貸出の金利は7～8％くらい。物価の上昇が10％
であれば借りてもマイナス金利だということだ。
そうすると預金者から借りた人に対して莫大な富
を移す、つまり補助金を与えるのと同じことにな
る。中国が金利を低く抑えて物価は上がるという
体制を過去何年も続けてきたせいで、中国の預金
者－家計が、金を借りた人達－国有セクターに富
を与える役割を果たしてきた、これでは、中国の
消費がGDPの半分しかなくて低すぎるのも当たり
前だと言っている。こういう富の移転を「金融収
奪」と呼ぶ。
　別の言い方もしている。ファンドマネージャー
出身らしい見方だが、名目のGDP成長率は投資の
名目利回り（ROI）の代用指数として使えると言
う。そうすると、2000年代中頃、この代用利回り
は一時20％を越えていた、一方で貸出金利は7、
8％、つまり馬鹿でも儲かるという経済ということ
になる。これでは過剰投資が起きるのは一当たり
前だとも言っている。

　中国は消費が低いのが悩みだ、過剰投資が起き
るのが悩みだと言うが、金利規制で富の移転をこ
れだけやっていれば、消費が伸びずに投資が過剰
になるのは当たり前だと彼は説明するのだが、こ
こから先が面白い。彼はこの1、2年で様子がガラ
リと変わった、金融収奪の構造が消えつつあると
言う。
　だから成長率が仮に3、4％に低下しても意外と
消費だけは堅調な中国経済というような可能性が
あり、それは金融収奪が収まるからだと言う。馬
鹿でも儲かる仕組みがなくなるから過剰投資も起
きなくなると期待できる。景気が悪くなっている
のに消費だけが堅調なのは何故だろうと不思議に
思っていたのだが、彼の説明を聞いてヒントをも
らったような気がする。物事は全て悪いことばか
りではない。

　長期の問題は、哀しいかな、日本の轍を踏むよ
うな少子高齢化問題が中国にも起こるということ
だ。向こう10年、2020年代半ばまではたいしたこ
とはないだろうが、その後は日本を追うような事
態になっているだろう。
　人口ピラミッドで見て欲しいのはこの部分だ。
1980年代の後半に生まれた人たち、ここに大きな
コブがあって年間2500～2600万人くらいいる。と
ころがそこから10歳下って1990年代後半生まれ
のティーンエイジャー世代は3分の2しかいない。
さらに、10年前の大学進学率は10数％だったが、
今は30％を越えている。この2つを掛け合わせる
とブルーワーカーに就職する若者の数は 10年前
の半分になる。しかし成長率は7％のままだ。中
国は今、人件費の上昇が非常に厳しいと言われて
いるが、それは当たり前だということになる。車
の運転に例えるとアクセルをいっぱいに踏み込ん
だままタコメーターはレッドに回っている状態。
人件費がこれだけ上がっていて当たり前だ。7％
という成長ができる体質では無くなっているのに
も未だにアクセルを踏み込んでいるからそういう
ことになる。
　2020年代半ばを過ぎれば生産年齢人口、労働人
口は年率1％前後で減少するようになる。今の日
本と同じくらいだが、こういう未来は変えようが
ない。三中全会の改革では事実上の二人っ子政策
に踏み切ったと言われているが出生率は上がって
いない。規制があるから産めないのではなく、子
供を二人持つと経済的にやっていけないという理
由の方が大きくなっている。若者の生活観や価値
観も変わった。今さら規制を緩和しても子どもは
増えず、未来は変えようがないということになる。
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　経済学において少子高齢化が急激に進むと経済
成長が難しくなるということに気がついたのはそ
れほど昔ではない。文献をあたっても1980年代以
前にそういうことを論じた論文が無い。当時はそ
ういう国が無かったからだろう。不運なことに日
本が先頭バッターになってしまった。左のグラフ
は2000年代の先進国の実質GDP成長率を示した
ものだ。残念ながら日本は最下位になっている。
ところが労働人口一人あたりの実質GDP成長率で
計り直すと日本はトップとなる。何故これほど極
端な対照が起きるのかというと、今の日本の現役
労働者は生産性の向上というところで見れば主要
国の中でベストパフォーマーだということ。つま
り、一番、生産性の向上をやっている。それを示す
のが中央のグラフだ。けれどその人数が急激に減
り始めているために掛け算するとやはりビリでし
たという話になる。
　先ほど、今後の中国のエンジンは生産性の向上
だと言ったが、労働人口が減ると生産性の向上を
相殺してしまう。日本は何もしなければ人口動態
の流動によって2030年代には年率1.2％のマイナ
ス成長となる。それが嫌なら2030年代に働いてい
る人達に1.2％以上の生産性の向上をさせればよ
い。そうすれば0成長までは戻れるだろう。
　日本がなかなかデフレから脱却できない根底に
あるのはこの問題だと思う。日本経済を本気で再
生しようと思ったら、この問題に正面から取り組
まない限り無理だろう。

　中国は15年くらいの時差で日本を追随してい
る。今から10年くらい経つと、中国でも成長の
難しさに直面する時代に入るだろう。だから私は
GDPで中国は米国を抜けないという結論を出した。
　ただ、いま本屋には崩壊物がたくさん並んでい
るが、それもまた極論だと言いたい。中国はポス
トバブルの時期に入ったと思うがそれを何とか乗
り切る方法は持っていると思う。それは主に中央
財政が抜群に健全だからで、これが中国経済の頼
みの綱になっている。
　中央財政の国家債務比率、GDPの比をみると日
本は今240％くらいで先進国はリーマンショック
の後に軒並み100％を超えた。100％の手前で踏み
止まっているのはドイツだけ。ところが中国は中
央財政に限って言うと26％で日本の10分の1程度、
まだ財政に余力がある。

　中国の中央財政は何故そこまで健全なのだろ
う。それは他国でやっていることを中国がやって
いないからだ。ここに幾つかデータを示したが、

これらは人様のデータに私が勝手に計算を付け加
えたものだ。IMFは2020年までの国家債務の推計
を取っている。IMFの推計そもそも、中国財政の
債務比率を考えると地方債務を連結しないとおか
しいと言っている。そこで連結してみると26％か
ら55％くらいに上がり、そこからのスタートでIMF
の統計を見ると、今後2020年に向けて55くらいの
値が65くらいまで上がるという推計になる。しか
しここに公共投資－景気対策に動員されている鉄
道債務を乗せると数字はさらに上がる。それでは、
今後は債務を圧縮すべく地方政府の投資を削減す
るとどうなるか。債務比率は連結で下がるはずな
のに下がらない。債務削減だけで何もしないとな
ると0成長に落ち込むからだ。一方で仮に中央が
景気落ち込みを防ぐために公共投資で下支えする
となると債務比率が80％くらいまで上がる。
　3年くらい前に発表された別の研究成果を借用
して、もう一つ推計をする。2030年以降、中国は
年金債務を国家が負担しないとならなくなり、こ
れがかなり重くなってくるので財政が急激に悪
くなる。この年金債務データを借用して作ったグ
ラフがこれだ。元のデータは中国にとって年金問
題が非常に重要だということを世の中に知らしめ
たたいへん意義ある研究なのだが、経済成長の前
提が楽観的すぎた。2030年の成長率は実質5％、
2040年以降でも実質3％という仮定にもとづくと 
2050年になってもGDPと同じくらいの国家債務
になるという数字だ。
　しかし私はこのような高成長の持続は信用でき
ない。申し訳ないが勝手に改ざんさせてもらった。
成長率が下がったらどうなるか計算し直すと、数
字は2050年には300％を超える。また、元の統計
は26％から初めているので80％からスタートさ
せると400％を超えてしまう。 
　現在、日本は240％だ。金利はとても低く消費
税もまだ上げる余地はありそうだということで今
すぐに財政破綻するわけではないということが分
かる。しかしこれが300％を超え400％に近付け
ばどこかで何かが起きるのは明白だ。中国も未来
から逃れようがないのではないか。中央財政にま
だ余力があるのでしばらくの間はいろいろな問題
に蓋をして時間を稼ぐのは可能だが時間はあまり
残っていない。経済成長が低下するとここら辺の
問題はとんでもなく重くなる。しかし構えが殆ど
出来ていない。これが大きく中国の未来を制約す
る要因だと思う。

　ポストバブル期の日中ビジネスのあり方につい
て簡単にお話しよう。まずGDP統計は忘れてほ
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しい。「あれはあれ、本当の経済は別の話」として
頭を整理した方がいい。これまでの話からお分か
りの通り、私は中国経済の将来をそれほど悲観し
てはいない。改革が進めば様々に面白い変化が出
てくるだろう。中国三強と言われる会社がある。
オンライントレーディングのアリババ、日本では
あまり知られていないがサムスンを追い抜いた
とされる携帯メーカーのシャオミ、そしてサーバ
メーカーのホワベ。こういうIT産業絡みのところ
に「やはり中国人は凄い」と思わせるような会社
がある。そういう会社は今後、改革が進展すれば
もっと前面に踊り出していける。
　GDPの統計を忘れて何を見ればいいかという
と、自社ビジネスの足元だ。日本で主流な中国の
見方は当たった試しがないので、「空気を読まな
い」ことも大事だ。
　中国で成長が低下しても3、4％くらいの成長は
続くとなると、やはりこのマーケットは捨てられ
ないという業種が多くあると思う。その典型は自
動車で、これまでのように伸びないにしても年間
2300万台新車が売れるマーケットは他に無い。 
　中国以外にどこへ行くかという時に世界全体を
俯瞰する必要もある。チャイナプラスワンで東南
アジアにヘッジしたから大丈夫という人もいる
が、中国がハードランディングすれば東アジア全域
が一連托生となり東南アジアも無事では済まない。
日経平均も1万円を割るだろう。そういう意味で
はヘッジしたといってもヘッジにならない側面が
あることを肝に銘じる必要がある。自社ビジネス、
サービス、製品が中国マーケットに受け入れられて
いるかどうかをきちんと見なければいけない。
　最近、企業のトップは「中国はもう終わった」と
して中国担当者の話をなかなか聞かないという状
況があるらしいが、それは大きな誤りだろう。新
規投資をこれから中国でやろうという話なら慎重
になるのも理解できるが、既にストック事業を多
く抱えている。このストック管理を下任せにする
のは間違いだ。関心を失ってほしくないと思う。
　もし現地組から新規追加投資を要求されたら、
「東京や本社の空気が読めない現地呆け」と切り捨
てずに、「何故今ここで投資をすると勝てると思う
のか」「どういう景色を見て言っているのか」を是
非確かめてほしい。できればトップが現地に足を
運び、現地が見ている景色を共有できるかチェッ
クしてほしい。「なるほど」という状況があり、担
当する現地責任者には運もありそうだ、人も育っ
ていそうだというのなら、挑戦してもいいだろう。
失敗する可能性もあるが元々投資はそういうもの
だ。危ない危ないと日本に縮こまっていてもそれは

それで危ない。そういう観点でもっと冷静に、空気
を読まずに現地を見るということが必要だと思う。

　最後に私の専門外の外交安保問題への領空侵犯
編だ。私は以上のような中国経済の見方をしてい
るが、そういう目から外交安保を見るとどう見え
るかということである。
　振り返ると、特に2009年というのは中国にとっ
て非常に大きなエポック、転機の年だったと思う。
劇的な経済回復を果たし、「ついに中国に復活の時
が来た」というある種の陶酔感に中国全体が浸っ
た一時があったように思う。GDPで米国を抜くの
はもう時間の問題だと皆が信じた。それは中国だ
けでなく世界中もそうだったが。一番楽観的な人
は2017年に抜くとも言っていた。
　外交の分野でも「領土、領海、主権の問題は一歩
たりとも譲歩しない」という強硬論が噴出した。
国民のムードに心理的な地すべりも加わり、一歩
たりとも譲歩しないどころか過去に盗られたもの
を取り返したいという雰囲気すら出てきて、周辺
国は震え上がった。150年間奪われ続けてきたと
いう被害者意識が非常に強いことから、ついに力
関係が変わった今、これからは絶対に譲歩しない、
出来たら回収したいということになったのだと思
う。しかし、それらが全て根拠としていた「世界
一の経済大国になるのは時間の問題」というのは、
私から見ると幻想でしかない。ただ、中国も一時
の陶酔感が徐々に修正される時期に入ってきたの
ではないだろうか。経済ではポストバブルという
言い方をしたが、政治外交についてもそう言える
のではないかと思う。

　習近平政権はまさにその時期に登場した。彼が
登場してから中国には大きな政治的変化が4つ起
きている。集団指導が建前の国だと言っていたの
に一極への権力集中になった。空前絶後の反腐敗
闘争をやっている。三中全会が大幅な改革を打ち
出した。これまで10年間、政治でも経済でも改革
派といわれた人達は中国の改革について声をあげ
続けてきたが、それまでの主流派は全て無視して
受け合わなかった。それなのにこれまで無視して
きた改革案を急に採用し始めたのは何故かという
と、このままでは中国が保たないという危機感が
強まってきたからだと思う。
　このような政治的な大きな変化は全て体制の危
機感の高まりということで綺麗に説明できる。私
の習近平プロファイリングは「ノーアウト満塁で
マウンドに立ったリリーフエース」だ。
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　今や習近平氏は鄧小平級だと評する人も多い。
マイナスの側面としては個人崇拝のような、習氏
がこうだとすれば草木がなびくような、批判精神
を誰も持てないような悪い癖が出始めてきたよう
なところだ。いまは非常に強い指導者だが、彼が2、
3年経って、やはり駄目となれば権威の失墜も早い
だろう。今後改革が進むかどうかによりけりだと
思うが、進めば彼はまさに中興の祖、2020年を過
ぎても鄧小平氏のように君臨する指導者になるだ
ろう。

　そんな習近平氏の外交政策はどうあるべきなの
だろうか。内政にはたいへんな難題が山積してい
る。この難局を突破するのが最優先だろう。対外
関係は全てそれに従属せよというのが基本だと思
う。中国外交を相手先別に見ると米国相手の新型
大国関係と周辺外交、多国間との関係といくつか
に分かれる。米国との関係は横に置き、周辺外交
に関して言うと、今から2年前の「周辺外交講話」
に、「中国の外交政策は「中国夢（チャイナドリー
ム）」の二つの百周年を立派に迎えることであり、
外交政策はこの目標に服従し奉仕せよ」とはっき
り書いてある。米国との関係についても「中国は
敵ではない、価値観は必ずしも同じではないが、
喧嘩はやめよう、協力できるところはやる」と、あ
る種の休戦協定みたいな感じだ。
　日本との関係は最も重要で最もうまくいってい
ない周辺外交の領域だ。誤解を恐れずに言えば、
尖閣問題は日常的な領海侵犯を含めて現状を維
持しながら、偶発事態を防ぐというのが中国政府
の目標だろうとみている。日本はまだショックか
ら覚めやっていないところがあり、そこまで警戒
心を解くつもりはないが、米国と中国の間ではか
なり早くから「あの事件は過ぎた話」になってい
る雰囲気がある。11月にケリー国務長官が日中関
係について演説しているが、そこでは航海の自由
や領海問題について南シナ海の問題しか取り上げ
ず東シナ海には言及がない。要するに「あの問題
は既に倉庫に送った」という感じだ。習近平氏は
日本との関係において偶発事態で武力衝突になる
ことが一番嫌だろうと思う。そうなれば国中でナ
ショナリズムが吹き荒れて、改革推進が横に置か
れてしまうからだ。自分は共産党の体制を再生す
るために選ばれたのだということを考えた時に、
問題の優先順位ははっきりしている。
　このように言うと必ず「いや、それは逆でしょ
う」という指摘を受ける。国内が大変だから意識
的に対外挑発をするのではないかという話だ。し
かし、それはやはり違うのではないかと思う。中

国は脆い国で、火が付いたら消火が大変だという
こと、また内政が苦しいからといって国民の目を
外に向けさせるのは邪道だからだ。一時はそれで
楽になるかもしれないが国民の目は必ずまた内政
に戻る。その時にもっと苦しくなる。さらに、対
外意図的挑発説が往々にして失念している重要な
前提は、習近平氏は暗殺でもされない限り、2022
年までの政権運営が約束されているということ
だ。選挙は無いからだ。一時は楽になっても国民
の目がまた内政に戻るのも自分の任期中で、そこ
を含めて計算することを考えると、私は意識的な
対外挑発はなかなかやれる話ではないと思う。確
かに図体の大きい国で必ずしも上が言っているこ
とと下がやっていることが揃っていない部分はあ
るが、基本線はそうだと思う。

　他方、この5、6年間、国民はバブル心理だった
かもしれないが、「大国のプライド」みたいな意
識がとても強くなっている。そこから見ると、今
の中国の国際的な地位は経済実力に見合ってい
ないという不満感が強い。そういうナショナリス
ティックな気持ちと対外関係は安定第一というと
ころはやや矛盾しており、それをどう解消するか
が課題になっている。私は、習近平は経済力を活
かして国民のプライドを満足させる方向に意識的
に舵を切っているのではないかとみている。その
典型例が、最近よく報じられるアジア・インフラ
投資銀行（AIIB）の設立構想だ。

　AIIBについては「ブレトン・ウッズ体制への不
届きな挑戦だ」という意見もある。しかしこの問
題は補助線をきちんと引いて見ないとフェアに評
価できない。
　中国が独自にAIIBを設立するという話になっ
たのは、米国のせいだというところがある。国際
開発金融でもアジアにはインフラ融資のニーズ
が8兆ドルあると言われている。しかし世銀やア
ジア開銀の現在の資本では、この需要を到底満足
し得ない。現場はもっと資本を増強して事業を拡
大したいと願っているが、その時に米国が障害に
なってしまう。今、国内では国防予算をバサバサ
切っている最中だから、新規に途上国援助のため
の予算を出すことは考えられない。ならば他の国
が増資するのではどうかというと、それも米国の
出資率が下がるので駄目だという。世銀やアジア
開銀など既存の機関は、どっちも駄目だというと
身動きが取れない。
　中国も元々は体制内でやろうと思っていた。し
かし米国の様子から、ダメなら自分で外でやると
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いうことでAIIB構想が出てきた、そういう経緯を
見ると「体制に対する不届きな挑戦」とだけ言う
のはフェアではないと思える。
　そして日米には銀行の設立を止める力はない。
それではこれからどうするか。参加は難しくても
せめて前向きに関わってはどうか。相談にのると
か一緒にやるとかいう形で対応すべき問題だと思
う。そうでなければ中国はフリーハンドをもらっ
たようなことになり外で心配しても止めようがな
い。本当に問題だと思うなら出資して理事会の席
で文句を言え、そうでないと意味がないという話
にもなる。
　習近平氏にとっては何かしら国民の自尊心を満
足させる領域が必要だ。それが軍事か経済かとい
う選択になっていることも考えるべきだ。軍事は
勿論ダメ、経済もダメ、全部ダメとなったら中国
との関係は非常に刺々しいものになる。
　よく米国がAIIBに反対していると聞くが、よく
聞くと半々のようだ。むしろ政治外交の専門家に
は、経済で譲れるならやってくれという人達もい
る。安全保障分野で中国と妥協すると言うと、とん
でもない誤解を引き起こすことがあるが、経済で
はWin-Winを目指して相談のしようがあるだろう、
だったら経済でやってくれという感じを一部の政
治外交の人達は持っている。
　これに反対しているのは米国でいうと財務省
だ。もしこんな話に国内で火が付いたら議会で火
あぶりにされるのは目に見えているからだが、了
見が狭い。
　オバマ大統領はそういうデザインのもとで納得
しているのか、大局的な国家指導という観点から
は、中国に全部ノーといえばどうなるか、そうい
うことも全て頭に入れて判断しなければいけな
い。中国がハードパワーの分野でプライドを満足
させる方向に行くことに比べれば、こっちの方が
良いに決まっている。危ないことにしないという
方向に中国が進むかどうかは、外側の、特に日米
が中国とどういう付き合いをするかにも左右され
るという目線も必要だろう。

　ようやく日中首脳会談が実現した。私はこれ
を高く評価したい。4項目の合意について譲り
すぎだという批判もあるが、あれは「Agree to 
Disagree」、日本語で言うと「玉虫色」の良い分か
れだったと思う。
　中国は4項目の合意について決して満足してい
ない。それにも関わらず首脳会談をすると決めた
のは面白い光景だ。外交部の発表文からも彼らが
満足していないことが分かる。4項目の合意と同

じ分量の言い訳が前後にいろいろと書いてあるか
らだ。合意文だけ出したら国内がもたないという
判断だろう。習近平氏の仏頂面も国内に対して見
せた顔だと思う。 
　靖国問題にせよ尖閣問題にせよ日本に飲ませた
い条件が殆ど取れていない。それにも関わらず首
脳会談を行った。何故だろうか。「それは日本の対
中投資がガクンと減ったからだ」と見る人もいる
がそれは日本の自惚れというものだ。第一、政治
関係が正常化したからといって対中投資が元に戻
るかといえばそうではない。あれは経済的理由で
ビジネス上の判断であり政治に左右されるもので
はない。
　不満足ながらも首脳会談に応じたのも内政を優
先したかったからだと思う。単純に言えば尖閣問
題で爆発が起きないよう信管を外したのだと思
う。少し無理をしたところもあり、凍結全面解除
とはいかずドアは半開きにしかならなかった。し
かし今、外交部はドアは半開きでも出入りはでき
るだろうという感じで、あちらこちらの国内関係
部門にいろいろな交流事業をやろうとエンカレッ
ジしている。国内の風向きばかりを気にするあの
外交部にしては割り切っている。おそらく習近平
氏から日中関係を正常化させるような明確なイン
ストラクションをもらったからだと思う。
　そういう意味では良かったが、次にいつ会える
か、そしてその時に話すことがあるかどうかが次
の問題だ。尖閣騒ぎの前は毎年どちらかの首脳が
相手国に訪問していた。福島の事故の直後に温家
宝氏が来日し福島を訪問したのを最後に止まって
いるが、本来は両国の首脳が毎年相互訪問するの
が日中関係のノーマルだった。そこまで戻れるか
というともう少し前向きな話が必要になろう。今、
日中間にある前向きな話は全て2年前に止まった
継続案件ばかりで、この2年間、新規案件は何もで
きていない。それはおそらく霞ヶ関が空気を読ん
でいて、今は政治主導だから日中関係の前向き案
件を上に出すという勇気も知恵もなくなってきた
のではないか。今回、前向きな話が何もないのに
それでも会おうと思ってくれたのは “信管”を外
すことへのニーズが相当高かったのだと思うが、2
回目はそうはいかないとなれば、何か前向きなタ
マを考えることが必要だと思う。

　中国の高成長がまだ10年、20年続くと世界が
信じたイメージは「幻想」だったと思う。そして
その幻想が東アジアの安全保障を攪乱してしまっ
た。中国も陶酔感に浸り、浮ついて、言ってはいけ
ないことを多く言い、してはいけないことをたく
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さんした。日本は日本でこれから中国は今の何倍
にもなるかのような未来を見せられ中国のことを
過剰に恐れた。反感を高めたところがある。しか
しそれらが全て幻想に基づくなら、そろそろ双方
で修正過程に入るべきではなかろうか。
　21世紀の東アジア史に残るほどの大きな変化が
2、3年で元に戻るとは思えない。憑きものが落ち
るには10年かかると思っていた方がいい。10年経
てば今の雰囲気が信じられないくらいに様相が変
わっているかもしれない。中国の台頭や高成長、
昔そんなことを言っていたと懐かしく振り返られ
る時期になれば、その頃日本人は中国のことを今
ほど距離感や反感をもって見ていない自分に気が
付く、そういう時代になると思う。それが私の意
味する正常化だ。10年ぐらいかかるという覚悟で、
その10年の間にとんでもないことにならないよう
に過ごしていくのが現役の努めだと思う。そこを
きちんとくぐれるかで21世紀の日本の命運は大き
く左右される。ただ、日本が中国を上回る勢いで
衰えていくと、10年経っても何も変わらないこと
になる。やはりそこは日本も国が衰えないように
頑張らなければいけない。以上である。ご清聴に
感謝する。

【質疑･応答】
（JST倉澤上席フェロー）
　時間は過ぎたが恒例に従い会場からご質問を受
けたい。質問は一人一問、端的にお願いしたい。
先生は著書やブログでもいろいろな見方をされて
いるので是非この機会を活用してほしい。

（フロア）
　講演の中でも紹介されたような世界でも有数レ
ベルのグロバール企業が生まれてきているが、そ
ういうところがまだ出てくると思われるか。もし
くは例外的であのレベルで終わるのだろうか。

（津上）
　世界のIT－ネット業界は100も200も会社があ
るわけではなく寡占的だ。検索エンジンやオンラ
インショッピング、ネットトレーディングでアリ
ババのような会社が後3、4社出てくるかという
とそれはないかもしれない。規模の利益が働きや
すい業界なのでそうならないかもしれないが、違
う業態、業種では何かが出てくる余地はあると思
う。例えばシャオミという携帯メーカーが凄いの
は、今、世界の携帯ビジネスは基本的にアウトソー
シングが中心で、設計からものづくりまで自分で
するという時代はとうの昔に終わっていて、どう

リソースを組み合わせて消費者の喜ぶ商品を早く
届けるかが勝負だ。そういう舞台で世界のフロン
トランナーとして競争できる企業を2、3年で作っ
てしまった。その速さ、ダイナミズムは残念なこ
とに日本企業は逆立ちしてもかなわない。特に政
府の規制があまり出来上がっていない新しい産業
でこのようなことがいとも簡単に起きる。仮に規
制緩和で企業が存分に活躍できる環境が整えば、
他の在来的、伝統的な業種でもそういうところが
出てくる可能性はあると思う。そんなに簡単では
ないだろうが、特に規制が出来上がっていないと
ころに一夜城のような大きなものができるあのダ
イナミズムは中国の魅力だと思う。 

（フロア）
　今日の話は経済マクロだったので質問がずれて
いるかもしれないがお伺いしたい。このところ原
油価格が下がっており、今後これが続くと中国経
済には良い影響がありまた息を吹き返すかもしれ
ないという話を聞くことがある。この辺について
どのような傾向、パターンがあると思われるか。

（津上）
　仰る通り、基本的には米国や日本と同じく中国
は大口の資源輸入国なので値段が下がれば今の経
済の助けになるだろう。むしろこれまでの中国の
高成長、資源爆食というのを織り込んで世界経済
の方が動いてきたところがあったため、幻想が落
ちるモードに入って石油価格が 50ドルを割ると
そういうことが起きるという感じなのかもしれ
ない。日本のビジネスの方に聞くと、中国の成長
鈍化をかなり早くから織り込んでいた人は結構い
る。しかし、一方で去年の後半から石油価格がガ
クガクと落ちているのをみると、中国減速を織り
込めていなかった人もまだたくさんいて、だから
今になってこんなに落ちているのかと思うところ
もある。中国が減速すると、第二幕みたいな形で
世界経済、特に資源国の方が落ち込み、その影響
がまた中国にも及ぶという別の次元があるかもし
れないが、総体としては、原油価格下落は中国に
プラスになると思う。

（フロア）
　習近平氏に関することで伺いたい。反腐敗闘争
や大胆な改革を進めているが今までの指導者は何
故これができなかったのだろう。逆に言うと何故、
習氏にはできるのか。何が違うのだろう。



115JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第79回　2015年の中国─習近平政権の行方

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

（津上）
　これまでも中国は何度も危機に直面している
が、その都度リーダーシップが強まるところが観
察できた。しかし因果関係がこれほど明確に見え
た政権はこれまであまり無かったと思う。ご質問
の答えとしては、体制全体が本当に危ないという
意識を共有していることが彼のリーダーシップを
高めている最大の原因だと思う。経済が本当に危
ないところもあるし、政治の世界でも共産党体制
の中で周永康や薄熙来というある種の「謀反」が
起きかけた。それを思えばこの体制はこのままで
はもうどうにもならないという意識が強まるのは
当然だと思う。社会問題もそうだ。天安門事件以
降、経済優先ということにして、政治改革は封印
してきた。いままでは、これだけ経済が成長して
暮らしが良くなったから文句を言うなで押し通し
てきたが、いまは経済の成長にも問題が出てきた。
国家のガバナンスの仕組みについても、いまのま
まではもたなくなると見ている人は、これまでも
たくさんいたが、政治の上層部には全く反映され
ず危機感だけが募っていたところで習近平氏が出
てきた。だから、体制内の実務的改革派の間では
「この人に託すしかない」「習氏に頑張ってもらう
しかない」という気持ちが広範にシェアされてい
るのだと思う。大衆は大衆で、反腐敗をがんがん
やる習氏に喝采するところがある。そういう意味
でも国内で広範に支持されていると言っていいの
ではないだろうか。
　こういうことばかり言うと誤解を受けるかも
しれないが、私は日本メディアの報道等は逆バイ
アスがかかっている気がする。中国国内では習氏
を支持している人が相当いると思う。あの言論弾
圧を最低だと思う人はいる。嫌だと思っている特
権層もいる。しかしもっと多くの人達が何とか頑
張って乗り切って欲しいと願っていると思う。こ
こまではっきり見えた人は過去にはあまりいな
かった。そういう意味では珍しいケースだと思う。

（フロア）
　非常に多面的に中国の現状と見通しについてお
話いただき勉強になった。AIIBが今後一層強まる
というが、それが中国経済に与える影響と程度に
ついて質問したい。 

（津上）
　先ほどは時間の関係であまり詳しく話せなかっ
たので少し補足する。私はAIIBのようなものが出
てきた事に対して中国に同情的な部分がある。同
時に、米国の人の話を聞いても、表立っては言わ

ないが、財務省がAIIBをあんなに邪険に扱って
いいのかと思う人が予想外に多いということに気
が付いていた。だから日本ももっと前向きに考え
てもいいのではないかと思っていたのだが、この
１ヶ月くらいオヤ？と思うような別の現象が起き
ている。
　中国国内ではAIIBよりシルクロードファンド
の方がよほど人気がある。シルクロードファンド
は中国単独で運営するファンドで、シルクロード
地域に新幹線をあちらこちらに走らせる事業を進
めるためにエクイティ、株式投資みたいな形で投
資を行う投資ファンドだ。初期の400億ドルから
始めて必要であればいくらでも出すことになって
いる。
　ところが、元々周辺外交で周辺国にも豊かに
なってもらい、中国の経済成長の果実をシェアし
てもらって中国の印象を良くするという外交政策
から始まったはずなのに、いまや中国自身の算盤
勘定ばかりが論じられるようになった。例えば国
内で過剰設備に悩んでいる業界に新しい仕事を回
してもらえるのではないかとか、余剰設備を海外
に出す“よすが”になるのではないかとか。
　また、「一帯一路」というシルクロード構想が習
近平氏が提唱した話だからと、草木もなびくよう
にというか、そこのけそこのけ式というか他の政
策を振り回し初めているようなところもある。
　11月にメキシコの新幹線を取りにいき落札し
たがメキシコがキャンセルした話がある。あれは
元々、時期的にも無理だったということがあるら
しいが、それにも関わらず中国は同業者から呆れ
られるような値段で落札した。線路の建設と車両、
全部で210kmの路線を含めて全部で43億ドル、線
路だけでも1mあたり単価を2万ドルでやるとい
うことだ。車両を全然カウントせずに2万ドル、
それは有り得ないだろうという安値で落札してい
る。シルクロードで受注実績をあげないといけな
いからと無茶な話がまかり通った。
　鉄道車両については南と北の地域でそれぞれ大
きな鉄道車両メーカーがある。もともと一つだっ
たものを90年代に2社分割した。これをまた合併
して1社に戻すということが決まった。これから
シルクロードで海外受注を取らないといけないか
ら両メーカーが海外市場で争うのはバカバカし
い、国際競争力のために一社に統合した方がいい
という議論だ。しかしそんな話は三中全会の国有
企業改革には書かれていない。何故、こんな話が
急に飛び出したのか。国内ではそんなことをすれ
ば競争制限になるのではないかという批判も随分
あったのにまかり通った。何となく、そこのけそ
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このけというような雰囲気が感じられる。中には
知恵者がいて、これを利用して国有企業改革の圧
力をかわそうというような絵を描いている人が後
ろにいるのではないか。この調子で行くとシルク
ロードの新幹線が不良債券の山を築きに行くよう
な感じもする。頭を冷やした方がいいと水をかけ
るような人がいればいいのだが誰もいない。
　AIIBとシルクロードファンドが車の両輪のご
とく、出資の方は基金から、融資の方はAIIBから
というように、今後ペアでcいるクロード地域の
新幹線事業を支援する可能性もある。しかしそう
すると悲惨なことになるかもしれない。AIIBは
ひも付き融資をしないと言っているが、いつも中
国の新幹線を紐付きで推進することが役目のシル
クロードファンドと一緒だと、「紐付き融資はし
ない」運用は笑い話になってしまう。中国製品を
高値で買ってもらうことと、途上国を経済支援す
ることは利益相反する面があるから、AIIBは国
際的な金融機関をたてるという話、シルクロード
ファンドは経済的な対国外交と頭を整理した方が
いいのだが、方向としてそうならなさそうな気配
がある。そうなると過剰設備に対して業界の受注
はおりるかもしれないが最後の仕上がりはろくな
ことにならないかもしれない。最近の中国国内の
論調を見ていると、そういうところが不安だ。

【閉会】
（JST倉澤上席フェロー）
　時間も過ぎたため、これで終了したい。長時間
のご講演とご清聴に感謝する。

（了）
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講演録

【開会】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー）
　今日は特別研究会として2名の先生にご講演い
ただく。
　先生方のご略歴はお手元の資料を参照された
い。初めにご講演いただく姚建年（ようけんねん）
先生は国家自然科学基金委員会、日本ではJSTの
ような組織だが、中国の科学技術の研究開発資金
を配分している非常に大きなところの副主任に就
かれており、また同時に中国の化学会の理事長を
されている。実際の研究や科学技術行政といった
ハイレベルな場でご活躍だ。
　穆栄平（むうろんぴん）先生は中国科学院の創
新発展研究中心の主任をされている。“創新”は
新しいものを創るということで通常“イノベー
ション”とお伝えしている。
　第13次5ヵ年計画もまもなくスタートしようと
している。今日は中国の科学技術政策についてハ
イレベルな情報をご紹介いただくとともに、中国
の科学技術全体あるいは科学技術政策がどういっ
た方向に向かっていくのかということについても
伺いたいと思う。
　尚、今日は当センターの秦舟フェローが逐次通
訳を務めさせていただく。

【講演 1】
「中国における基礎研究の状況と科学基金制度の紹介」

中国科学院院士  姚 建年氏

　今日は中国における基礎研究の状況と科学基金
制度について紹介したい。ちなみに、中国の国家
自然科学基金委員会（以下NSFCという）は日本
のJSTと非常に似ている。
　今日は主に4点に絞ってお話する。1つ目に基礎
研究のイノベーション推進に対する重要性につい
て、2番目は中国の基礎研究の発展状況について、
3番目はニュー・ノーマル（新常態）における科学
基金制度について、そして4番目に発展改革にお
ける優先分野についてである。

　まずはグローバルな視点から見ていきたい。
グローバル化に伴ってグローバル・バリュー
チェーンや産業チェーン、イノベーション・
チェーンが激しく変化している。これらは科学的
フロンティアをリードすることとなっており、ハ
イテクイノベーション戦略は世界の主要経済国が
掲げる重要な目標だ。各国は先進製造、生物経済、
エネルギー改革、ビッグデータ、脳科学などの分
野に注力して競い合っており、それぞれの分野に
おいて他国をリードしたいと考えている。科学技
術イノベーションは先進国にとって「先進性」を
保つための重要な要素だが、先進国だけでなく新
興国においても研究開発への投資が拡大されつつ

中国の科学技術政策の現状と課題

PROFILE
姚 建年（よう けんねん）氏　中国科学院 院士 
中国化学会理事長、英国王立化学会フェロー、国際ナノ製造協会フェロー、日本科学技術振興機構（JST）中国総合研究
交流センターアドバイザリー委員。国家自然科学基金委員会副主任。第9期、第10期全国政治協商委員会委員、第11期、
第12期全国人民代表大会常務委員会委員、全国人民代表大会教育科学文化衛生委員会副主任委員、中国科学技術協会第
7期全国委員会常務委員。専門：物理化学。
長期に渡り新型の光機能性材料の基礎及び応用研究に従事。ナノスケール効果を利用した有機化合物の光物理・光化学
的性質の制御、無 機及び有機/無機ハイブリッド材料の光による変色等の分野で一連の画期的な研究成果を収め、国際
的に大きな影響力を持つ。これまでに、Nature, Acc. Chem. Res., Chem. Soc. Rev., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. 
Int. Ed., Adv. Mater.等の化学・材料分野の国際学術誌に論文350本以上を発表（被引用回数6049回）、中国国家発明特
許20件を取得、共著4冊、共訳書1冊を出版。2004年、2014年にそれぞれ国家自然科学2等賞を受賞(筆頭受賞者)、
2013年には中国機器分析協会科学技術賞（CAIA）1等賞を受賞（第2受賞者）。

2015年2月10日（火）　10：00～12：00開催日時

PROFILE
穆 栄平（むう ろんぴん）氏　中国科学院創新発展研究中心 主任
中国科学技術大学理学学士、修士。ベルリン工業大学博士。前中国科学院科学技術政策与管理科学研究所所長、中国科学
院評価研究センター長、「科学研究管理」誌編集長等兼任。科学技術政策、技術予測、イノベーション政策と管理、ハイテ
ク産業国際競争力評価等の研究に従事。中国「国家中長期科学技術発展綱要（2006-2020）」関連政策の研究・制定、「国
家イノベーション基礎能力建設11・5計画」関連政策の研究・制定等に参加。科学技術部、国家自然科学基金委員会と中
国科学院等の多くの国家プロジェクトを担当。
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あり、科学技術力も大きく向上している。先進国
と新興国でいろいろな状況があり、そこで新しい
競争の場が生まれた。このような背景において、
自然科学基金委員会ではイノベーションに対して
基礎研究が非常に重要だと考えている。

　今の世界の流れの中で先進主要国は様々な計画
を立てている。特に米国では経済成長に合わせた
多くのイノベーション政策を出している。ロシア
では「科学技術予測フォーサイト 2030」を打ち出
し、ドイツでは「インダストリー4.0」戦略を出し
ている。イギリスは「繁栄のサポートと推進、研究
とイノベーションを通じたイギリスの経済成長と
競争力の推進」政策を、フランスでは「研究・イノ
ベーション国家戦略」を出している。
　アジアに目を向けると中国では中央財政科学技
術計画を深化させる管理改革の法案を出してお
り、日本では「科学技術イノベーション総合戦略」
を出している。韓国では「科学技術基本計画」とし
て2013年から2017年にかけての 5年計画を出し
ている。
　ここにいくつかの特徴がある。グローバル的な
競争がさらに激しくなっているということだ。多
極化もしている。
そして皆が基礎研究を大事にしている。もう一つ
に問題意識あるいはニーズというものをたいへん
重視している。多学科の融合と多部門の連携も強
化されており、それらをもって食糧の安全や気候
変化に対応しようという動きがある。中国は質を
高めて効果を増すという時期に来ている。昨今、
「新常態－ニューノーマル」という言葉がよく聞か
れるが、ここにおける NSFCの動きについて紹介
したい。

　先ず、中国の基礎研究の全体像を見てみよう。
研究開発への投資額は日本を超えて世界第2位と
なっている。2013年における米国の研究開発投資
額は全世界の34％を占め、中国の投資額は世界の
16.5％だ。OECDの予測では中国の投資額はおそ
らく2020年に米国を超えるだろうとされている。
論文についても中国の科学技術論文のトータル量
は世界第 2位で、その質も高くなっている。中国
の科学技術論文数が世界に占める割合は2003年
の5.62％から2013年の13.5％と大きく増加した。
繰り返しになるが論文総数は世界第2位だ。被引
用回数も増加しており世界第 4位となっている。
2004年から2014年までのトップ1％の被引用数を
持つ論文の数も世界の10.4％を占め、世界第4位
だった。

　このグラフから中国の論文の特徴が伺える。上
は論文総数で下の方は被引用数に関するデータ
だ。これらの論文の殆どは NSFCのサポートを受
けている。こちらも国際的な論文データだが、中
国は論文総数で2位、被引用数で4位、日本は論文
総数、被引用数共に5位となっている。ただ、質的に
見ると中国の平均被引用数は世界平均より低い。

　人材に関しても中国は強くなってきている。ト
ムソン・ロイターのデータによると2001年の高被
引用論文著者の世界ランキング上では中国人著者
数は7人と少なかったが、2014年では128人と増え、
割合も4％ほど増加している。これらハイレベルな
研究者たちもNSFCからの資金援助を受けている。
　これは分野別論文数を示す図表だ。この中で化
学、コンピューターサイエンス、工学、材料科学、
数学といった5つの分野で論文数は世界第2位、農
業科学と物理学は第3位、環境科学、生態学、地球
科学、薬理学・毒物学では世界第5位に入っている。
2013年と比べ7つの専門分野で論文の被引用回数
が増えた。特に臨床医学は第3位に躍進している。
これはNSFCが2009年に医学部を設立したことが
影響している。これによって医学分野へのサポー
トが厚くなり、分野としても強くなった。

　中国の基礎研究の全体状況を分析すると、6つの
時期と重なる。①イノベーション型国家建設のた
めの攻略期、②科学体制とイノベーション体制の
調整期、③国際的科学技術革命と産業変革の交差
期、④基礎研究の「量」から「質」への飛躍的変換
期、⑤中等収入の落とし穴の突破期、⑥経済構造
と産業のグレードアップの転換期だ。そしてこの
6つの時期に関して中国の基礎研究の課題が5つ
ある。①重大イノベーションが少ないということ、
②科学専門家が少ないこと、③投資の占める割合
が少ない、④発展のための支援の不足、⑤原始イ
ノベーションを取り巻く環境の整備が不完全であ
るということだ。

　次に NSFCの志向について述べる。 
　このグラフは1986年のNSFC設立から2012年
までの全体予算の増加を示している。最初は8000
万元しかなかったが、2014年には約200億元の予
算となっている。 
　資金援助には3つの構造がある。一つに研究プ
ロジェクト、次に人材育成プロジェクト、そして
環境条件プロジェクトだ。このグラフはプロジェ
クトごとの経費の割合で、研究プロジェクトの割
合が一番大きく、次に人材、最後に環境となって
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いる。こちらは NSFC全ての支援プロジェクトを
対象にしたグラフだ。これらをまとめると特徴が
みえてくる。ボトムアップ型であること、あらゆ
る学問に関するサポートをしていること、この支
援を受ける研究者も非常に幅広いこと、プロジェ
クトの種類がたくさんあるために支援ツールも多
様化していること。そして原則として新しい技術
の探求を奨励し失敗に対しても寛容であるという
ことだ。この 10年間、中国の基礎研究への投資が
研究開発に占める割合は5％前後となっている。
それぞれの統計手法が違うためにこのデータは必
ずしも正しくないと言われることもあるが参考資
料として見てほしい。中国の科学者たちはニーズ
に合わせて基礎研究を強化しており、3つの理念が
ある。一つにデュアルエンジン駆動の概念を大事
にすること。これは科学者の探究心を重視すると
同時に国と社会のニーズに応じた基礎研究を重視
して進めるということだ。二つ目に国家ニーズを
戦略的に調査すること。三つ目が研究へのサポー
トの仕組みを強化すること。ここでは科学基金と
地方政府、企業とが共同基金を作り、業界や地方
の需要に合わせた基礎研究をつくるとしている。

　それでは基礎研究がどのようにフロンティア分
野を支援するかについて紹介したい。基礎研究は
分散型かつ分布型となるべきと考えている。その
ため広い範囲で各部門による支援が不可欠だ。科
学基金は源泉となるイノベーション育成を支援す
ると同時に指導的な役割が高い影響力のある重要
な分野についても科学技術計画を先導して支援す
る必要があると思う。中国で言うところの“港”
の力を発揮すべき時だということだ。米国政府の
科学技術計画を例に出そう。米国のナノ関係、ロ
ボット関係、脳科学といった分野に関する事例
だ。米国の分野別強化計画からこのような分析が
できると思う。米国の大きな科学技術計画は非常
に厳格な体制があり、資金援助機関などの部門が
専門家を集め、検証を重ねて米国科学技術政策局
（OSTP）の許可を受け、大統領が発表、各部門が
協働で実施する、つまり連携しているということ
が特徴的だ。プロジェクトの特徴は分布型かつ分
散型であること。そして調整機関は決定権を持つ
参加者を広く集めることができる。

　基礎研究の発展の規則性を把握して3つの並行
発展を実現させなければいけない。これは先ほど
も申し上げたニューノーマルにおける科学基金制
度の3つの並行発展である。「体量相当」、「同時前
進」、「発展をリード」するという3つのスローガン

がある。「体量相当」というのは基礎的土台を力を
出して創り大国となること、「同時前進」は突破口
を探して強国になることで大国だけではない。「発
展をリード」では独自のイノベーションを実現し
ないといけない。これはある意味、3つの国家の発
展段階とも言えよう。
　並行発展の指標も3つある。「源流並行」では重
大な独自の成果を持つ研究基盤が必要だ。高い専
門性の科学センターを構築することも大事だし、
独自イノベーションから応用までの成果を出さな
ければいけない。「貢献並行」は毎年、成果を出す
学科が表れ、国際的影響力を持つ人材を育成した
いということ。「総量並行」は論文量のことで米国
に接近したいということ。被引用総数も4位から2
位に上げたい。基礎研究投資の割合も増やしたい
と考えている。

　第13次5ヵ年計画にも関連するところがあり、
現在、企画を作っている。発展の思考のキーワー
ドとして「位置づけを堅持」、「傑出した行動」、「レ
ベルアップの発展」、「原始イノベーションを奨励」
がある。

　国の発展改革における優先分野について紹介する。
　インターネットで調べてもらうと分かるが「国
家中長期科学技術発展企画網要」の中に10の優先
分野がある。第13次5ヵ年計画は現在設定中だが、
第12次5ヵ年計画における重点分野の企画もある。
例えば細胞の構造と分子機能、システム生物学、
量子計算と量子通信、人類活動が環境に与える影
響の研究だ。中国発展に合わせた社会ニーズも見
えると思う。第12次5ヵ年計画で全部みると26項
目もある。今日は時間の関係でここまでの紹介と
したい。ご清聴ありがとうございました。

【質疑･応答 1】
（JST 倉澤上席フェロー）
　会場から質疑をお受けしたい。ご質問のある方
は挙手を。

（フロア）
　状況分析と課題の紹介の中で中国が持っている
基礎研究の課題として5つのポイントを挙げられ
ていた。前の3つは理解できたが後ろの2つは理
解が難しかった。発展のための支援が不足してい
るということ、最初のイノベーションを取り巻く
環境の整備が不完全であるということの具体例を
お聞きしたい。
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（姚）
　中国の現状についてだが、経済的な発展やいろ
いろな新しい科学研究の成果を応用できるように
しようと思っている。今の基礎的研究はリスクが
ない。その面で足りないという意味だ。

（フロア）
　基礎研究がイノベーションにつながらないとい
うことだろうか？

（姚）
　その通りだ。

（フロア）
　5番目のポイントはどういうことだろう？

（姚）
　これも複雑な話なのだが、中国では科学技術に
関して体制的な面からも改革中だ。うまく進むよ
うになるためには様々な問題があって検討が続い
ており、現在も開発中だ。

（フロア）
　現代の研究は国際共同で進むことが非常に多い
と思う。特に欧米では国際共著論文が多くなって
いる。今後、中国が国際的な論文を増やし、かつそ
の順位を上げるためには国際共同研究が不可欠だ
と思う。そのあたりの戦略はあるのだろうか。

（姚）
　当然ながら中国国家資金委員会でも国際的な共
同研究を盛んにやっていこうと考えている。デー
タには入っていないが近年、国際的共同研究論文
発表数はかなり増えている。おそらく第 1位は中
国と米国の共同発表論文だ。日本との共同発表論
文数も少なくない。全体的に増えている。

（フロア）
　何か特別な制度はあるのだろうか？

（姚）
　中国自然科学基金委員会、JSTと韓国の資金委
員会とで共同的な研究費を出して行っている例も
ある。今後も国際的共同研究のプロジェクトを進
めていく。

（フロア）
　例えば米国では大企業が基礎研究を行ったりと
国以外の財団等が資金を出すことがあり、別の形

で基礎研究を進めている。中国では大きな国有企
業が独自で研究を進めるようなことがあるか。 

（姚）
　企業もいろいろな基礎研究を進めているが、米
国や日本、世界の企業と比べるとまだ発展中とい
うところだ。

（フロア）
　国家基金員会が素晴らしい成果をあげて論文が
たくさん出ているが、イノベーションにつなげる、
あるいは企業化につなげるという点で何らかの施
策をとっているのか。

（姚）
　水面下の原則として基礎研究ばかりに研究費
を出しているのが現状だ。応用できるようなイノ
ベーションには先ほど話したような研究費をあま
り使うことはできない。

（フロア）
　今の話に関連して聞きたい。米国のやり方を
ベースにしてNSFCでもアメリカ的な手法を取る
ということか？

（姚）
　それは別だ。一つの例として米国を挙げた。中
国のやり方でやると思う。

（フロア）
　被引用論文数には中国語の論文も含まれている
のか？

（姚）
　どうだろう。SCIだけだ。中国語で書く論文で
SCIに入るものは半分から3分の1くらいだ。SCI
に入る論文はこちらに計算されている。 

（フロア）
　NSFCで基金援助したときの研究のマネージ
メント、つまり中間段階の成果や最終的にどうな
るかという評価、学から産への技術移転がどうか
という視点で見た時にどのようなことをしている
のか。

（姚）
　目標としてはJSTもNSFCと同じようにやって
いると思う。皆が討論できるようになっている。
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（フロア）
　引用論文のどれくらいが外国との共著か？

（姚）
　この辺のことは担当外のため詳しくは分からない。

（フロア）
　第13次5ヵ年計画のアクション5に関連するが、
新型国際化の推進といった項目が並んでいるが、
今までのものと大きな違いがあるのだろうか？ 

（姚）
　そういうわけではない。

（JST 倉澤上席フェロー）
　姚先生はお時間のためこれで質問を最後にさせ
てもらう。先生、ありがとうございました（姚先生
ご退席）。
　次に穆栄平先生にお話を伺いたい。先ほども
ご紹介したが、中国科学院の創新発展研究中心の 
“創新”はイノベーションを意味する。最近は日
本でもイノベーションは技術革新ではなく新しい
ものを創るという言葉にした方がいいのではない
かという議論があると聞いている。穆先生はその
センターの主任で中国の科学技術政策の立案に深
く関わられている。今日は中国科学院と科学技術
に関連する研究開発費の振り分けについて、また
大きな組織改革について伺いたいと思う。

【講演 2】
「中国科学院行政制度改革」

中国科学院創新発展研究中心 主任  穆 栄平氏

　このような場にお招きいただき光栄だ。先ほど
姚先生より中国の基礎研究についてお話を伺っ
た。1986年に国家自然科学基金委員会（NSFC）が
設立されたがこれには中国科学院（以下、科学院
という）も深く関わっている。1982年、科学院の
中に基金局という部局が設置されたが、ここは科
学院だけでなく、中国全土の大学や研究機関から
様々な課題を受け資金援助していた。1982年から 
4年間の試行を経た後、1986年に NSFCが設立さ
れたわけである。科学院は60年をかけて発展して
きたが、常に新しい管理体制を探求するという特
徴がある。今日は時間も限られているので、近年
の科学院の体制改革について紹介したい。 

　中国科学院は1949年11月1日に設立され、当初
は中国科学技術部の一部の仕事も行っていた。そ

して1955年、科学院としての学部分野を設立した。
学部は科学院の院士から構成され、彼らトップレ
ベルの院士たちは科学院だけでなく中国全土の大
学等研究機関に所属していた。資料にあるような
学部をいくつか設立した後、教育委員会なども設
立し、科学院は学術研究機構として成り立ったの
だ。最高レベルの研究者－院士たちによる学部が
あると同時に多くの研究機関が連なっていること
が科学院の大きな特徴となっている。1958年にさ
らに発展し、全国各地域に科学院の分院が設立さ
れた。しかし文革時代には地方政府の機関になっ
たり移設したりと数や体制に大きな変化もあり、
その後1980年代の改革開放後にまた増えはじめ、
およそ120の研究機関を持つまでになった。1997
年には123機関となり、1998年から知的イノベー
ションプログラムが始まっている。同年初頭には
新たな体制改革も行った。ここには政策的な2つ
のポイントがあり、世界に目を向けること、そし
て国家戦略に役立てることが示された。原始イノ
ベーションを強化し、先端科学において戦略的に
トップレベルに挑戦するというスローガンもあっ
た。知的イノベーションにおいては一部の研究機
関が企業となり進めるが、このように企業が研究
機関になったり研究機関が企業になったりする。
知的イノベーションでは12年間で3機関となり、
そこでまた企業になったり機関になったりして、
現在、科学院は104の研究所と3つの大学を持っ
ている。1958年に設立された中国科学技術大学、
2014年に名前が変わった中国科学院大学、もそし
て上海科学技術大学、そして大学のサポートする
機関も2つある。その他にも多くの施設を所有し
ているが今日は省略する。

　科学院では基礎研究を重要視しており、国家実
験室、国家重点実験室、エンジニアリングを重視
する国家工学センター、観測ステーションなどを
設置している。また科学院は3つの部門－科学技
術研究、シンクタンク、教育の3部門で構成されて
いる。
　科学技術研究における役割を果たすのが先ほど
お話した104の研究機関だ。シンクタンクはトッ
プレベルの研究人材である750人の科学院 院士と
72人の外国人院士から成る。教育機能は先ほど紹
介した3つの大学を中心としている。また13の大
型科学装置が運用されており、建設中も10箇所あ
る。科学院の職員数はおよそ7万人だ。

　改革では3つの機能を整理するための能力向上
を志向している。研究機関、大学、分院それぞれが
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自らの使命や目的、目標を明確にすることが重要
だ。さらに科学院の行政部門と研究部門の責任を
明確にする。管理制度についてもより科学的、よ
り規範化的にしなければならない。科学院は非常
に大きな組織で、科学技術やイノベーションにお
ける活動において例えるとドイツの大きな3つの
研究機関の集合体と考えてもいいだろう。例えば
マックスプランクに対応する研究所もあるし、フ
ラウンホーファーに似ている研究所も多い。

　巨大な科学院を管理するには他国の先進的な管
理制度を勉強し、管理体制の改革はそれを踏まえ
て実施することがのぞましい。つい最近のことだ
が、科学院では2015年の全体的業務会議を行い、
院の管理体制や方針を調整することになった。重
要なポイントは、科学院は中国国家全体のニーズ
に役立たなければいけないということだ。以前は
2方面－最先端科学技術の研究と国家ニーズを満
たすことが重要視されていたが、現在、新たに国
民経済への利益という3つの視点が加わっている。

　2013年7月18日、習近平が科学院に赴いた際に
4つの目標設定について話があった。①中央政府の
ニーズに合わせ、どこよりも早く科学技術の飛躍
的発展を実現させること、②国家イノベーション
人材育成センターを率先して作ること、③国家ハ
イレベルのシンクタンクを作ること、④どこより
も早く、誰から見ても国際的に一流といえるハイ
レベルな科学技術研究機関を作ること。つまり、
科学院は国から新しい役割を拝命したことになる。
　昔の方針と比べると、例えば1980年代において
は科学院のレベルはそれほど高くなかったため、
院の発展方針は基礎研究の重視やレベルアップ、
キャッチアップに重点が置かれていたが、今述べ
た4つの目標設定のニーズに合わせて図のような
新しい組織が作られることになった。
　まずは基礎研究に焦点を当てたハイレベルイノ
ベーションセンター（卓越創新中心）だ。次にイノ
ベーション研究院（創新研究院）で、これは国の重
点課題に対応した機関となる。ビッグサイエンス
研究センター（大科学研究中心）は重大な研究施設
を作るということ。最後の「特色研究所」は国民経
済を意識するところが含まれている。それぞれに
ついて具体的な分野を挙げると、最初のハイレベ
ルイノベーションセンターでは中国の基礎研究の
中でも強い領域である量子科学や脳科学、プリサ
イエンスなどで、イノベーション研究院は宇宙や
情報技術、医薬関係などだ。ビッグサイエンス研
究センターは主に北京、上海と合肥に立地してい

るが、今も巨大な設備を建設中で、例えば貴州省
の大型望遠鏡などがある。特色研究所も含めた4
つの研究機関を中心とした新しい動きの中で海外
にもこういうものを作りたいと考えており、既に
アフリカには中国アフリカ科学技術教育センター
が作られている。

　4つの研究機関と今後設置する海外の機関の展
開を考えると、やはり管理方法が大事になる。管
理体制としては科学院の行政部門と研究部門との
役割が明確に管理されることが重要だ。さらに行
政部門においては研究部門の管理をしっかりしな
ければならない。行政管理の一番重要な仕事の一
例は研究をいかに計画的にリードし、組織して協
調させるよう調整し、強化していくかということ
だ。研究成果について評価し、しっかりした成果
を出せるような監督体制も作らなければならない
し、そのためには内部管理も強めなければいけな
い。これに合わせて科学院は各研究所、104機関そ
れぞれの管理条例、管理原則を修正した。

　現在5つの方面で25項目の重大改革を行おうと
している。研究所が104あるため、先ず初めに研究
所そのものを分類しなければならない。次に分野
に関しては、先ほどの目標設定のニーズに合わせ
た計画を出す。3つ目に人材育成管理制度を強化
し、国家イノベーション人材拠点を形成する。4番
目には体制改革を強化し、もっと良い成果を出せ
るようにしたい。
　科学院では2011年から「１３５」という言葉で
表わされる改革を進めてきた。「１」では104の研
究機関それぞれが自分のポジションの焦点を1つ
に絞るべきということ。例えば科学院の管理研究
所にはそれまで2つの考え方、目標－シンクタン
クと研究－があった。しかし目標設定を一つに絞
るため、“シンクタンク型研究機関”と名付けて一
つにした。シンクタンク型の科学研究所の意義は
研究論文や指標の重視ではなく、政策に対する影
響力を考えるところにある。このように「１３５」
の「１」は目標を「１つ」にすることで、「３」は何
かというと、各研究機関の仕事を最大で「３つ」ま
でにするということだ。最大3つの大きなテーマ
の下、研究所を連携させていくということになる。
「１３５」と数字で表現しているが、これはあくま
でも形であり、仕事の数が2つでも3つでもその仕
事の中身を明確にすることに重要な意味がある。
重大な科学技術の成果がある分野に目標設定を置
き、その中身を明確にするということだ。「５」に
おいては具体的な学科の発展を示している。研究
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所それぞれが重点的に発展させたい学科、分野を
「５つ」選択し、中国的発展に繋げるというものだ。

　先ほどから何度もシンクタンクという言葉を出
しているが、4つの目標設定でも述べたように国家
ハイレベルのシンクタンクを作らなければならな
いという命題がある。現在、科学院では科学技術
戦略コンサルティング研究センターを作ろうとし
ている。ここに既存の4つの研究機関を統合する
のだが、その中には先ほど話した科学技術管理研
究所が含まれている。その他、各地域の研究所な
ども包括して一つの大きなシンクタンクに統合し
ようとしている。独走的にではなく科学院の学部
との連携を強めていくのだが、学部には科学院の
院士がいる。院士たちの役割と効果を出していか
なければならない。

　科学技術の研究のみならず、イノベーション政
策の設定にも積極的に関わっていくことになる。
経済発展のためにも科学院の役割を果たしていか
なければならない。科学のための政策（Policy for 
Science）と政策のための科学（Science for Policy）
の両方を考えるということだ。そして最後は対外
関係にもっと開放し、海外との協力関係を深めて
いく。

　新しい4機構を立ち上げるに際しては外国の事
例を学ぶ必要がある。例えばイノベーション研究
院では米国エネルギー省の経験から、ハイレベル
イノベーションセンターはドイツのマックスプラ
ウンから、ビッグサイエンス研究センターはドイ
ツの研究機関のやり方から倣いたい。
　このような方針の下、現在、科学院の104の研究
機関は自分たちのやり方を新たに作ろうとしてい
る。昨年初頭からスタートしたが、一番重要なポ
イントは研究所の分類だ。そのため、4つのモデル
機構を立ち上げた。当然のことながら、改革には
国家政策の後押しが必要だ。研究機関の所属を分
類するためには綿密な計画が必要なため、まずは
10機関がモデル的に試行しているところだ。モデ
ル機構ではどのように人を管理し、どのように新
しい人材を入れるかということを実験している。
政策はたくさんあるのだが、最後に人材政策につ
いて少しだけ紹介したい。

　4つの機構に新しい人材を投入するにあたり、先
ずはもともとあった「100人計画」を「新100人計
画」へと変え、次に「特別研究員制度」を設け、さ
らに「国際人材計画」と大学院生の「国際協力育成

計画」を考えている。昨日、ここ（中国総合研究交
流センター）のアドバイザリー委員会の「さくら
サイエンス」関係でも話が出たが、人材の協力育
成というのは非常に大事なポイントだ。科学技術
と教育の融合性を推進することも重要で、昔の大
学院は教育だけだったが、最近では科学技術研究
と教育とを融合させている。例えば、物理に関連
するいくつかの研究所は中国科学院大学の物理分
野において新たに融合し、新たなサポートをする。
こういった動きによって大学と研究所の優位性は
より発揮しやすくなる。科学院の改革はたくさん
あるが今日は一例をご紹介した。政策がさらに固
まったところでまたお話する機会があればと思
う。科学院の新たな改革は動き出したばかりだ。 

【質疑･応答 2】
（JST 倉澤上席フェロー）
　穆先生、ありがとうございました。早速、質問を
お受けする。

（フロア）
　2点、お尋ねしたい。まず1つ目、科学院の研究
費の総額はどれくらいの規模でその研究費は何に
よって賄われているのか。資金源は国から供与さ
れる資金、企業からの委託費、自分で稼ぐお金－
例えば研究所が企業になり、パテントをライセン
スして得られる資金の3種類に分けられると思う。
資金総額とその構成についてお尋ねしたい。

（穆）
　はじめにくる一番大きな資金は国からのもの
だ。全体のおよそ半分が国からのお金だ。さらに
国の重大プロジェクトからくるお金がある。これ
は国との契約制度に基づく資金だ。また国からの
直接投資ではないが一般的なファンディングによ
る資金も得ている。その他には企業と地方政府か
らの委託契約からも入る。ご指摘の通り、科学院
には自主企業があり、そこから入るお金もあるが、
それも完全に契約制だ。つまり委託金である。研
究の種類によって資金構成は変わる。基礎研究に
おいては国からの補助が殆どを占めるがハイテク
に関しては国の投資は20％を超えてはおらず逆に
少ない。一番少ないのは国際協力的な他国や企業
に係るところだ。科学院をきちんと分類し、役割
分担を明確にすることが予算的にも非常に重要と
なる。NSFCの総額は200億元ということだったが、
科学院の総額は400億元を超えている。
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（フロア）
　2点目、博士号の授与は科学院でもできるのか、
もしくは大学に限られているのか。

（穆）
　科学院は博士号だけでなく修士号も与えること
が可能だ。実のところ、中国の大学院制度は1950
年代の科学院から始まっており、現在、科学院全
体では5万人の修士課程と博士課程の大学院生が
いる。

（フロア）
　質問は3つある。特色研究所では国民経済に根
ざしたところをやるというお話だったが、科学だ
けでなく社会経済分野と一緒にやらなければ目指
すところに期する科学はできないのではないかと
思う。そこをどのようにお考えだろうか。地域の
社会、経済システムやライフスタイルなどに根付
いていなければ国民経済に資することはなかなか
難しいと思う。

（穆）
　ご指摘の通りだ。特色研究所の大事な役割は国
民経済だけではなく、地方や社会に貢献すること
も含まれる。地方政府や資源環境に役立つことが
大事だ。

（フロア）
　そのためには地方の社会構造、経済構造、文化
構造をしっかりチェックしなければ難しいのでは
ないか。

（穆）
　科学院の中には科学技術促進発展局というとこ
ろがある。そこでは社会構造や経済構造、地域的
なものを含めて分析している。特に中国では地方
的な産業集積が多くあり、それに合わせた政策や
科学院全体の分類なども考えられている。

（フロア）
　2番目の質問だ。この計画はつい最近、始まっ
たばかりとのことだが、特に科学技術イノベー
ションという大きな分野をやるときは組織ありき
になりがちで本当のアイデアなどが組織の利権な
どに向いてしまうことがある。それを避けるため
には人材だけでなく組織改革も含めた新陳代謝を
常に行わなければ単に組織を存続させるためにや
るような格好になるのではないか。その辺りに防
止策はあるのだろうか。

（穆）
　ご指摘の通りだ。改革だけでなくそういったと
ころも常にやらないといけない。先にもふれたよ
うに、科学院は1950年代から改革をし続け常に変
化しており、それが方針ともなっているので心配
する必要は無いと考えている。

（フロア）
　最後の質問だ。4分野の連携のところで全体の
学問を総合連携してやっていくということだった
が、特にイノベーションといったときには各分野
のシステムを統合して全体社会としてのシステム
に繋げないと本当のイノベーションに結実し難い
と思う。そういったところまでの責任を4分野の
統合体制は司るのだろうか。それとも単なる連携
コーディネータとしてなのか。

（穆）
　ご指摘に感謝する。4つの機構だけでなく国に
対しても貢献しないといけないという話になると
思う。ただ、4つの機構はそれぞれウェイトが違う。
この中で一番大きいのはイノベーション研究院
だ。いずれにせよ国に役立つ部分についてはこれ
からの話になる。今は第一の改革を考えないとい
けない。そこまでいくには先ずモデルを作り、管
理や人材などを一から初めた後の話になると思う。

（フロア）
　改革のバックグラウンドを教えていただきた
い。1958年に設立されてから60年近く経ち、数々
の成果を挙げている科学院の存在価値は大きいと
思う。それが今、何故これほど大きな改革をしよ
うとしているのか。何が足りない、あるいはどこ
が問題と考えているのかその認識を知りたい。こ
れほど大きな改革は内部問題も含め大きなエネル
ギーを使うだろう。

（穆）
　今日紹介した大きな改革はこれから始まるもの
だが、科学院では1998年よりイノベーションに
関する改革を段階的に進めている。これには企業
の力が弱くイノベーション力がないという背景が
あった。当時は研究機関や大学の研究レベルもさ
ほど高くなく、研究開発投資を拡大し始めたのは
1998年からとも言える。2000年までの2年間で研
究開発の対GDP比率を約1％拡大した。その時に
はイノベーション知的創造に大きな効果を発揮し
ている。現在、企業のイノベーション力はある程
度発展してきたと思う。巨大企業も出てきた。巨
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大企業に対応するには科学院からの調整が重要
だ。また1998年当時もそうだったが大学や機関の
役割においては人材育成も重要になっている。そ
こで、これからは人材育成だけでなく企業に新し
い技術の開発を提供しサポートしないといけない
ということが改革の源になっている。国民経済の
背景において重要なのは企業を発展させること
だ。習近平が科学院に来たことからも分かるよう
に、今後の新しい環境の中で科学院が何をするべ
きかという総合的な背景がある。

（フロア）
　もう1つ、改革スケジュールについて伺いたい。
4つのモデルケースがあり、これから104の研究所
を分類して本格的な改革が始まるという。いつ頃
までを目途としているのか。

（穆）
　104機関の分類は今後5～10年でやろうとして
いるが分類だけでは目標を達成できない。分類後、
国の指標に基づいた改革を実行し、2030年までに
役割に達したいと考えている。

（フロア）
　少し失礼な質問かもしれない。ものづくりとい
う点で製造分野では世界の技術分野でもナンバー
ワンになっていると思う。創造分野の推進のため
に基礎科学、基礎領域を充実させるというのも理
解できる。しかし実のところにはサイエンス部門
でノーベル賞を取れというのもあるのだろうか。

（穆）
　製造、創造の話からすると中国の企業が海外か
ら技術を導入し始めたのは改革解放後からなので
30年の蓄積しかないが、当時の起業家達が引退し
若い人が多く出始め、さらなる創造の発展が期待
できる。最近のデータによると、企業の研究開発
投資がとても増えていて国全体で見ると企業から
の投資額が7割以上と日本と同じような状況だ。
第13次5ヵ年計画の目標には製品の標準化とイ
ノベーションのための安全な環境作りがある。目
標を達成するために企業はイノベーションを推進
し、研究開発にもっと力を入れることになる。ま
た税制上、研究開発的な企業に対しさらなる予算
を出すということもある。もちろん、人民のプラ
イドもあるからノーベル賞は取りたいが、科学者
にとっては時期がくれば取れるという話だ。

（フロア）
　今日は科学院の改革について伺ったが、他の関
連機関、例えば科学技術部なども改革が進んでい
るのだろうか。いろいろな機構の改革が国全体と
して進むことが効率的だと思うが、全体の改革を
統合して計画するような進め方があるのだろうか。

（穆）
　政策研究者として個人的な考えを述べたい。一
つの大きな方向性として政府が直接的に支援する
ことは避け、特に企業の研究開発に対しては間接
的支援を強化すべきだと思う。大型の計画なども
もっと統合して数を削減すべきで、中央財政－科
学技術部の大きな使命的テーマに対する支援を強
化すべきだと思う。重大特別プロジェクトなどは
国が出すが、企業に対しては中央政府よりも地方
政府が産業をサポートするべきだろう。財政投入
や税制などお金に関することは全て融合すべきだ
と思う。いずれにせよ、将来的政策においてはもっ
と公平になるだろう。

（フロア）
　今までのお話は大企業を中心とした話のように
聞こえた。大企業と中小企業との差がどんどん開
いてきている感触を受ける。中小企業、特にマイ
クロ企業に対するサポートをどのように考えてい
るか伺いたい。

（穆）
　財政政策においては大きな使命を持つ課題を
サポートしないといけないが、同時に中小企業へ
のサポートも必要だと思う。中国政府は新しい
ファンディングを設立したが、その中の一つに中
小企業促進ファンディングがある。また科学技術
部と財政部が一緒に管理していた中小企業イノ
ベーション基金というものもあり、それが新たに
大きな基金となった。経済発展が進んでいる地方
政府にはお金もある。そういったところには中小
企業育成基金もある。

【閉会】
（JST 倉澤上席フェロー）
　穆先生、ありがとうございました。本日の特別
研究会をこれにて閉会する。

（了） 



131JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第80回　中国の科学技術政策の現状と課題

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

［講演1］



132 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成26年度

�

�

�

�

	

�

�

�

�

�

�

	

�

�

  

 

 

 

 

�



133JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第80回　中国の科学技術政策の現状と課題

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

	

�

 
 

 
 
 

�

�

�

	

�

�










   

�
�
�
�
�



134 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成26年度

	

	

	

	

�

�

��

�

	

	

�
�
�

�
�

�

�

�
�
�

	

�

�

�

�

�

�



135JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第80回　中国の科学技術政策の現状と課題

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

��

6.47 4.93

747 / 72 +

▪ 104
▪ 3
▪ 2
▪ 3
▪ 12
▪ 2
▪ 1
▪ 22

▪ 21

▪ 4

▪ 85

▪ 41 /

▪ 5 (87 )

▪ 13

▪ 44

▪ 328

▪ 46

▪ 13 ( )

104

�

�

6

750

72

3

5.6

� 13

10

� 6.79

8375

�

� 21

�

�

�

［講演2］



136 JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

CRCC研究会講演録　平成26年度

�

�

�

�

4 4 2

�

�

�

�

�
5

2015-2-10 12

Thank you for your attention!

mrp@casipm.ac.cn

…… …… …… ……

FAST

……

1

2

3

4

5

5 25



137JST  中国総合研究交流センター（CRCC）

第81回　特別企画：中国研究シンポジウム　中国経済の最新動向と日中関係

第
70
回

第
71
回

第
72
回

第
73
回

第
74
回

第
75
回

第
76
回

第
77
回

第
78
回

第
79
回

第
80
回

第
81
回

第
82
回

中国経済の最新動向と日中関係

PROFILE
柴田 聡（しばた さとし）氏　元・在中国大使館経済部参事官（現・内閣官房内閣参事官）
1969年岩手県生まれ。92年東大経卒、大蔵省（現財務省）入省。96年スタンフォード大学修士。金融庁監督局、財務省
主計局を経て、2008年6月から4年間、北京の在中国大使館経済部参事官。在任中、日中金融協力の首脳合意（2011年
12月）に尽力。帰国後、理財局調査室長・国債政策情報室長を経て、2014年7月から現職。
著書に、「チャイナ・インパクト」（中央公論新社）、「中国共産党の経済政策」（講談社現代新書）、「中国衝撃力」（北京・世
界知識出版社）。その他中国経済に関する寄稿多数。

2015年2月12日（木）　13：00～17：00開催日時

■特別企画
　中国研究シンポジウム 2015

PROFILE
童 適平（どう てきへい）氏　獨協大学経済学部教授
1954年中国上海市生まれ1988年中国復旦大学大学院経済研究科卒業後、復旦大学専任講師、副教授、2005年松山大学
特任教授、明治大学特任教授を経て、2013年より現職。 
主な業績：『中国の金融制度』（勁草書房、2013年）など。 

PROFILE
大原 盛樹（おおはら もりき）氏　龍谷大学教授 
1967年生まれ、1991年東京外国語大学中国語学科卒業。日本貿易振興機構アジア経済研究所で 17年勤務した後、
2010年から龍谷大学経済学部准教授。京都大学博士（経済学）。
著書に Industrial Dynamics in China and India (Palgrave Macmillan)等。

PROFILE
渡邉 真理子（わたなべ まりこ）氏　拓殖大学政治学部教授
1991年東京大学経済学部卒業、アジア経済研究所入所。香港、北京に駐在。1998年香港大学 M.Phil取得、2011年東京
大学経済学研究科 博士号取得。
主な編著論文など。渡邉真理子編著『中国の産業はどのように発展してきたのか』勁草書房、2013年。加藤弘之・渡邉真
理子・大橋英夫『2世紀の中国経済：国家資本主義の光と影』朝日新聞出版社、2013年。「国有控股上市公司控制権、金
字塔式決構和侵占行為」『金融研究』2011年第６期。

PROFILE
李 春利（り しゅんり）氏　愛知大学経済学部教授
1962年生まれ。中国社会科学院大学院、京都大学を経て、1996年東京大学より経済学博士号を取得。米国ハーバード大
学客員研究員、マサチューセッツ工科大学（MIT）国際自動車研究プログラム（IMVP）兼任研究員、東京大学ものづくり
経営研究センター特任研究員を歴任。中国浙江大学講座教授、南開大学特任教授を兼任。2014年11月より日本華人教
授会議代表。専門は中国経済論、エネルギー・環境経済論。
著書に『インド vs.中国 二大新興国の実力比較』（共著）『中国多国籍企業の海外経営』（共著）『中国製造業のアーキテクチャ
分析』（共著）など約30冊。著書・論文は日本語、英語、中国語で発表されるほか、ドイツ語、フランス語にも翻訳される。 
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PROFILE
丸川 知雄（まるかわ ともお）氏　東京大学社会科学研究所教授 
1962年生まれ。中国社会科学院大学院、京都大学を経て、1996年東京大学より経済学博士号を取得。米国ハーバード大
1964年生まれ。1987年東京大学経済学部卒業後、アジア経済研究所に入所、2007年2月から現職。
著書に「現代中国の産業」、「チャイニーズ・ドリーム」、「現代中国経済」等。 

PROFILE
丁 可（てい か）氏　日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員 
1979年生まれ。1999年中国南京大学卒業後、名古屋大学大学院経済学研究科進学、経済学博士。2005年日本貿易振興
機構アジア経済研究所入所、地域研究センター東アジア研究グループ所属。専門は中国経済論、中小企業論。
著書に『中国 産業高度化の潮流』（今井健一氏と共編著）、Market Platforms, Industrial Clusters and Small Business 
Dynamicsなど。 

講演録

【開会挨拶】
（JST 倉澤上席フェロー）
　これより中国総合研究交流センター第81回研究
会特別企画中国研究シンポジウムを開催する。前半
では基調講演を2つ、休憩を挟んで後半にパネル
ディスカッションを行う。「中国経済の最新動向と
日中関係」をテーマに10年後までを視野に入れな
がら専門家の先生方にお話いただきたいと思う。
　はじめに主催者を代表し、科学技術振興機構 中
村理事長よりご挨拶申し上げる。

【主催者挨拶】
（JST 中村道治理事長）
　本日は多くの方々にご参加いただき感謝申し上
げる。中国総合研究センターでは日頃より中国の
科学技術や教育の研究と情報発信を活発に行って
いるが、今年度は新しい事業としてアジア14ヶ国
から青少年を招へいし日本の科学技術を紹介する
「さくらサイエンスプラン」をスタートした。日
本の大学や研究機関、あるいは企業が受入機関に
なって1週間から3週間滞在してもらうもので、中
国はじめアジア諸国から3,000人近い若者を招へ
いし、日本の様々な研究テーマ、あるいは文化、ま
たノーベル賞学者との直接的な交流を経験しても
らった。帰国時にはたいへん良かった、また日本
に来て勉強したいといったような好反応を得てお
り、非常に成功したといえよう。今年度招へい者
のおよそ半数は中国からで、トップレベルの若者
達に本プログラムを経験してもらった。将来の日
中関係に向けても非常に良かったと思う。関係者
の皆さんには多大なる協力をいただいた。この場

を借りて御礼申し上げる。
　さて、中国経済はたいへんな発展を遂げている。
直近では経済成長がスローダウンしているという
話や少子高齢化問題に対する懸念も聞こえるが、
一方では一人当たりのGDPが7,000ドルに迫ると
いう。都内各所でも多くの中国人観光客に出会う
ようになった。中国経済の成長ぶりを日本にいな
がらも実感するところだ。また産業面だけでなく
科学技術の側面でも論文の数や質の上昇などで米
国と競うような状況になっている。これについて
はつい先頃、特別講演会「中国の科学技術政策の
現状と課題」で国家自然科学基金委員会副主任の
姚 建年（よう けんねん）先生や中国科学院創新発
展研究中心の穆 栄平（むう ろんぴん）先生にお話
を伺ったばかりだ。
　様々な面で中国の方々との関係を深めていると
ころだが、昨年の安倍総理と習近平国家主席の首
脳会談においても、日中間の科学技術交流をより
深めていくことが確認され非常に喜ばしい。本日
のシンポジウムでは今後の中国経済がどのように
展開されるのか、産業構造の変化がどうなるのか、
またイノベーションに関する政策はどう動くのか
といった観点で深い議論が成されることを期待し
ている。

（JST 倉澤上席フェロー） 
　早速、基調講演に入る。最初に「中国共産党の
経済政策」として元在中国大使館経済部参事官で
現在は内閣官房内閣参事官の柴田聡様にお話を伺
う。ご略歴はお手元の資料をご覧いただきたい。
内閣官房の要職に就かれてたいへんにお忙しい
中、本日の講演をお引き受けいただいた。柴田様
は今日の講演タイトルと同名の書籍を出版されて
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おり、私もすぐに読ませていただいた。たくさん
のデータが詰まった内容の濃い、整理された本だ。
今日は様々なお話を伺えると期待している。

【講演録：基調講演】 

①「中国共産党の経済政策」 
柴田 聡（ 元・在中国大使館経済部参事官（現・

内閣官房内閣参事官））

　このような貴重な機会を頂戴したことにJSTは
じめ関係者の皆様に深く御礼申し上げる。本日の
講演内容は、資料にも明記してあるように、すべ
て個人的見解であり、政府の公式見解ではないこ
とをまずは申し上げておきたい。今日は「中国共
産党の経済政策」のテーマを3つに絞って話を進
めたい。一つ目は、習近平時代の中国経済をどの
ように評価してどう見ていくかということ。習近
平氏がトップに就いてから2年余りの現在、日本
でよく言われているところと私自身の見方には少
し違うところがある。2番目は、私は財務省出身だ
が、ファイナンスサイドからみた中国の経済政策
とポリシーメーカーについてお話したい。 
　3番目は、日中経済関係を考えてみたい。 
　簡単な自己紹介だが、これまでに中国経済関係
の書籍を三冊、内1冊は中国から出版している。私
は中国との経済関係について、建設的、戦略的に
関係を構築すべきだという立場で一貫している。
　現在、私の仕事は中国とは全く関係が無いが、
2008年から2012年の4年間、北京に駐在していた。
役所からアタッシェという形で出る場合3年が通
常だが、希望して1年延長してもらった。丁度、
北京オリンピック、そしてその直後にリーマン・
ショックが発生し、中国はＧ20のメンバーになる、
ここでマルチの世界で日本と中国の関係がはじめ
て強く意識された。建国 60周年の軍事パレードも
直接間近で観た。2010年には日中のGDPが逆転し
たが、ここで1冊目の本を出した。そして2011年、
丹羽大使が赴任された直後に尖閣沖での漁船衝突
事件が起こる。2012年の反日デモ直前に任期が終
わり帰国した。
　注目してほしいのは、漁船衝突事件が発生した
2010年と、大規模な反日デモが発生した2012年の
狭間に日中金融協力の首脳合意が実現していると
いうことだ。これは人民元国際化に関する中国初
の主要国との合意だった。わずか2年の狭間にこ
ういうことが出来たのはなぜだろうか。日本と経
済関係をきちんと結んでいくということの合理性
について、中国側にも理解してくれる人が増えて

きたからではないかと考えている。今日は当時見
ていた中国の姿と今の姿を比較しながらお話させ
ていただきたい。

　2010年、日中のGDPが逆転したと大騒ぎされて
いた。それから僅か5年、現在の日本国内の論調を
みるに、中国自体に問題や矛盾が多いからダメに
なるという見方が広がっている。しかし現実を見
てみよう。少なくとも中国のGDP規模は、今では
日本の約2倍になった。人口が違うため単純比較
はできないが、総ボリュームだけで言えば、差は
広がっている。また、中国はGDPで米国は抜けな
いという有識者の論調も多いと聞くが果たしてど
うだろうという疑問がある。IMFの見通しが一番
上にあり、単純計算するだけでも2019年には米国
の7割に達すると見られているが、ここに為替の
影響を考えると本当に逆転はないとする見方は難
しいのではないかと思う。先日、購買力平価で換
算すると既に米中は逆転しているとのIMFの見解
に、中国の国家統計局が反論していたが、これは
むしろ想定していた方がいいシナリオではないか
と思う。総ボリュームで見れば、米国に匹敵する
経済規模の国が隣にあり、その国と付き合ってい
くしかない以上、我々日本人自身がバイアスや偏
見無く中国経済を客観的に捉え、現実を直視した
上で日中関係において日本として何をしていくべ
きかを考えることが必要だろう。

　私は赴任中から中国共産党にとっての経済政策
は何なのだろうかと思っていたが、基本的に3つ
あり、それは今も変わっていないと思う。一つ目
に、究極的には統治があるということだ。そのた
めに統治を揺るがすような問題があれば早期解決
し、リスクを排除していくということ2番目に党
によるコントローラビリティを確保するというこ
と。3番目が他の主要先進国とは違うところだが、
市場機能を重視するとしながらも国家が経済活動
へ積極的に関与するあたりが特色だとみている。

　習近平体制になってからの経済政策は一体、何
を目指しているか。よく言われることだが2つあ
ると思う。１つは習体制以前から量から質への
転換ということが言われており、今もまさにこの
路線を追及していると思う。成長率を単なるボ
リュームとして追うのではなく、むしろ質を追う
ということだ。また近ごろは「ニュー・ノーマル
（新常態）」という言葉が連呼されているが、経済
成長率より構造改革を優先し、持続可能な成長志
向－サステナビリティを重視している。最近、中
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国の成長率は下がってきているが、この現象をど
う理解すべきか。私は、中国の景気が単純に悪く
なっている、という見方は当たらないと思う。

　自分なりに見た習近平時代の中国経済の評価を
ご説明するため、グラフを10個用意した。
　中国には、個別の矛盾や問題は昔からたくさん
あるが、総じて言うと狙った方向にうまく進んで
いるのではないかとみている。これはGDPの内訳
だ。消費、投資と純輸出。成長率自体は中成長で
良い、むしろ内需－消費を拡大し、過剰投資を抑
制しようと目指した姿は一歩一歩それなりに達成
してきている。2013年を見てもらうと消費割合が
投資を抜いている。マクロの構造としては目指す
ところを着実に実現できているというのが彼らの
自己評価ではないだろうか。

　2番目が消費を伸ばすというところだ。「伸び悩
みつつも拡大する消費。ネット取引が急伸」とし
たが、消費の伸び率が2桁に達している国は他に
ない。中国政府は、本当はもっと伸ばすつもりだっ
たかもしれないが、ほぼ2桁成長が実現できて着
実に拡大している。特にネット取引の急伸が凄
い。ネット取引が統計にどれくらい反映されてい
るかという点を考慮すると実際の消費パワーは非
常に伸びているのではないだろうか。デリバリー
チャンネルの問題がずっと言われていたが、一気
にネット時代を迎えているという見方もできると
思う。

　3番目は物からサービスへということで、サー
ビス産業を振興するという方向性も2010年辺りか
ら随分言われていた。ここについても着実に実現
できていると思う。2013年の第2次、第3次産業の
GDP比率をみると第3次産業が第2次産業を上回っ
た。業種別でも全体的に高い成長率を示すのは金
融、商業とサービス業だ。そういう意味でも政策
誘導はうまくいっていると言える。

　4番目に雇用吸収力の高まりがある。丁度私が
赴任していた頃は、大雑把に成長率１％あたり100
万人、1000万人の雇用吸収には10％必要だと議論
されていた。これを最近に当てはめデータで見る
と1％あたりの雇用吸収力が以前より大分上がっ
てきているのではないかと思う。サービス産業が
発展したのが理由だとされるが、仮に雇用吸収力
が高まれば高い成長率を生まずとも目的は実現で
きる。最近の李克強総理の話でも雇用が順調であ
り、むしろそちらを重視すべきということだった

が、理屈の面から整合的だと思う。極度に高い成
長率を追わなくともマクロ政策としては安定的な
運営ができる状況を作りつつあると言える。

　5番目だが、物価が1％台でとても安定してい
る。赴任中には豚肉が高くなったとか物価が高い
といった不平不満が出ているとあちらこちらで聞
かされたが、2012年以降は先進国並みの低インフ
レ率となっている。これは改革を進める上では非
常に良い環境だと思う。

　6番目に「小休止した人民元高～輸出産業の不満
抑制～」とした。人民元のドルとの相場を見ると、
2009年のリーマン・ショックの時だけは違うもの
の、年におよそ5％ずつ増加している。まるで米
国と示し合わせているのではないかと思うほど綺
麗な線が描けている。1ドル6元手前まできたとこ
ろでピタッと止まり、この2年くらいは小休止し
ている。中国の当局にとっては、米国からプレッ
シャーがあまりかからない中で為替が安定してい
るのはウェルカムだろう。輸出産業の不満抑制と
したが、為替が安定しているということは特に物
をつくる側からすれば非常に良い環境だ。特に日
本と中国との関係において為替が安定して貿易不
均衡が少ないことが日本の魅力になると思う。人
民元が、対ドルで比較的安定した相場で推移して
いることは、安定的に経済政策の運営ができると
いうことだ。

　7番目に、経済政策を中心に見てみると、マク
ロ政策は非常に巧みで上手にやっていると思う一
方、産業政策をはじめとしたミクロにはツールが
あまり無く、こうしたいという思いはあってもそ
れを実現する手段が限られていてなかなか思うよ
うに行かず悩んでいるように思う。これは生産と
在庫の簡単なギャップのグラフだが、過剰生産の
解消を長年叫びながらもなかなか進んでいない。
政策だけで方向付けすることは難しく、ある程度
市場機能の中で淘汰合理化を進めていくしかな
いと思われるが、そこは当局にとってアンコント
ローラブルな世界で極めてリスクが高いと思う。
そこをいかにソフトランディングさせていくかに
注目しているが、やはりミクロ政策はリスクとし
て顕在化する可能性も高いのではないかと思う。

　8番目の「インフラ投資による経済調整は継続」。
投資抑制という声掛けの中で投資を教条的に抑え
ているかというと実態は全くそうではなく、相変
わらず上手にやっていると思う。ピンポイントで
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インフラ投資が経済調整に使われており、このあ
たりの巧さは以前と変わらない。
　中国は過剰投資と投資の限界で収益率も落ちて
いるからこれ以上の投資は必要ないという議論が
欧米を中心とした経済専門家達に多くされてい
る。私が中国で4年間、現地をいろいろ見て思った
のは、過剰投資の抑制と本当に必要なインフラ投
資は切り分けて考えなければいけないということ
だ。中国は借金して作るような派手なインフラ－
高速道路や空港などをPRするし、外国人もそこに
注目するためインフラ整備が進んでいると解釈さ
れがちだが、インフラ投資の本質は有償で作るも
のよりもむしろ無償の生活インフラにあるのでは
ないかと思う。北京もあれだけ発展したと言いな
がら、一歩路地に入れば生活インフラが貧弱なと
ころがまだ沢山あり、今もその状況は変わらない
だろう。目に見える収益性のインフラ事業より生
活インフラを含めた公共投資を考えなければいけ
ないと思う。
　都市化の話もある。2010年の段階で中国の都市
化は50％、2020年までに60％を目指すとしてお
り、国連も2030年くらいには70％近くまで行くと
いう見通しを立てているようだが、それが意味す
るのは、今後さらに2～3億の人口が都市に流入
するということだ。それに伴い必要となる様々な
投資－インフラ投資を含めて考えると、まさにそ
こが中国の成長余力のエンジンになる可能性が高
い。つまり、一部日本国内にあるような、中国の成
長は頭打ちでこれ以上伸びないだろうという見方
は想定として甘いのではないだろうか。日本の立
場で中国とどう関わるかを考える時、中国の経済
規模に、もう一段の伸びがあることを前提にする
べきだと思う。

　9番目、これも日本国内でよく言われているこ
とだが、中国ではバブルが崩壊しあちらこちらが
ゴーストタウン化して国中の不動産が下落し大変
だと言うが、果たして本当にそうだろうか。多少
の短期変動は当然あるが、中期トレンドで見ただ
けでも特に大都市を中心として、上昇傾向が続い
ていると思う。不動産価格のサイクルが明確に見
られるのも日本とは違う現象だろう。一部の特殊
な例を極端に一般化するのは認識としてよろしく
なく、むしろある程度振れながら上昇トレンドに
あるという見方が正確だと思う。都市化の大きな
流れの中でそこには需要がある。対外投資が自由
に進まない国だから資金の行き場は国内不動産し
かない。不動産価格の大きな底割れは考えづらい
と思う。現段階ではまだ底割れ的なバブル崩壊を

想定する段階ではないのではないか。

　最後、10番目に「『世界の工場』からの脱却」と
したが、今回プレゼン資料を用意するにあたり、
私自身もちょっと見ない間に、これほど上がって
いたのかと改めて驚いた。右のグラフは賃金デー
タだ。大体、毎年1割ずつ賃金がアップし、給料は
この5年間でおよそ2倍になっている。私がいた
2012年当時も急激な上昇と言われていたがその傾
向はまだ続いている。賃金水準の面ではコスト優
位性は失われているし、企業側もこういった環境
の変化を十分に考慮していろいろな対応をしてい
ることが読み取れると思う。
　中国経済は、個別で見れば、問題は複雑だし、課
題が多く、矛盾も多い。これは昔からそうであり、
今に始まったことではない。しかし総じて見れば、
習近平時代以前から目指すとしていた方向に徐々
にではあっても着実に向かっている。むしろその
ポテンシャルについて、我々はもっと現実を直視
したほうが良いのではないかと思う。

　経済官庁の元外交官の視点から、中国の経済政
策のポリシーメーカーがどう見えるかについて話
したい。2012年秋に党人事が発表される前はいろ
いろな希望を話していたが、果たして希望通りと
はならなかった。資料に赤丸した方々は我々外交
団が注目していた人達だ。個人的見解として聞い
ていただきたいが、習近平主席がこれほどまでに
経済政策に熱心、かつリーダーシップを発揮する
意思が強く、実際そうなっているというのは想定
外だった。一方、李克強氏はもっと経済政策の前
面に出てくると思っていたが、予想していたより
もあまりプレゼンスが高くないように見える。王
岐山氏については対外経済や金融を担当したら、
経済改革や対外開放が進むのではないか、と思っ
ていたが、現在は党紀律委員会で大辣腕を振るわ
れている。筆頭副総理は経済政策の面でキーパー
ソンになる立場だが、前任の李克強氏の頃と比べ
ると、張高麗氏のプレゼンスはあまり高くないよ
うに思う。胡錦濤政権の温家宝総理の時代は、王
岐山氏が副総理で対外経済と金融の両方を一緒に
持っていた。現在、金融は馬 凱氏、対外経済は汪 
洋氏だ。汪洋氏は、昨年秋に、日中ハイレベル対話
の再開をサプライズで発言された方だが、対外経
済と国際金融の担当が分かれていると、アプロー
チが悩ましいところもある。国務院トップクラス
の方々に加えて大臣（部長クラス）の方々が経済
改革に意欲的なのは実務面では重要なことだ。特
に楼 継偉財政部長は税制改革や社会保障改革に
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非常に熱心に取り組まれていると聞いている。さ
らに言うと財政の透明化、私がいた頃はまだ特別
会計の予算書が未公表の段階だったが、予算の透
明化に取り組むということはいろいろな改革を進
める上で非常に重要になると思う。また、超長期
政権でいつ交代されるのかと噂が絶えない周小川
人民銀行行長についても、預金保険制度の導入や
金利自由化など、なかなか一足飛びにはいかない
だろうが着実に改革の方向に舵を取られていると
思う。諸外国は、国際経済との持続的な関係を構
築してもらえるような改革派の人達を期待してい
る。中国側の対応も、必ずしも望ましいスピード
では無いかもしれないが、少なくともそのような
方向感で政策運用されていると思う。

　マクロ政策の司令塔といわれる「中央財経指導
小組」という組織がある。どのような組織なのか
実態は謎と言われてきたが、昨年6月頃、CCTV（中
国中央電視台）でこの映像が出て皆が驚いた。外
国人だけでなく中国の人も驚いたと聞いている。2
つ驚いたポイントがあるのだが、まず組長が習近
平国家主席ということに驚いた。李克強総理が組
長をしていると想定していた人が多く、財政経済
とかマクロ経済絡みのところで習近平氏自身が組
織上だけでなく実態においても指揮を執っていた
ことに皆驚いた。以前の体制であれば温家宝氏が
イニシアチブを持って組長の椅子に座っていた。
　もう一つは李克強総理の立場が大変そうだとい
うことだ。トップである習近平氏のリーダーシップ
がマクロ経済分野でも隅々まで届いているのかと
いうところが改めて驚きとして受け止められた。
　中央財経小組弁公室の幹部クラスの方々は日本
経済に非常に精通されている人が多いという印象
があり、少なくとも日本の事情や日本と組むこと
の合理性はよく理解されているのではと期待して
いる。主任の劉鶴さんと副主任の易鋼さんは日中
金融協力の際、大きな推進力になった方々だし、
副主任の楊 偉民さんは一橋大学に留学していた日
本留学組だ。環境や条件が整いさえすれば、日本
と協力する合理性を理解いただき、様々な面でコ
ラボレーションできるのではないかと強く期待し
ている。

　近年の日中経済関係は、外交関係が厳しい中で、
静かに関係を維持してきたというのが実際のとこ
ろではないだろうか。中国経済の中で日本のプレ
ゼンスが以前より低下しているのは事実だろう
が、「変化しつつも加工貿易サプライチェーンは未
だ健在」としたように、日中経済は今もモノを通

じた実物経済の関係が基本だ。今日は会場に専門
家の方が多くいらっしゃっているので釈迦に説法
かもしれないが、日本企業の中国へのコミットの
仕方が今のあり方でいいのか冷静に考える必要が
あると思う。最近では、サービス産業の方々が中
国へのコミットを強めていると聞いている。企業
判断の世界ではあるが、中国とのコミットをどの
ようにしていくのか、あるいはこのままでいいの
か。現地での日本企業の販売水準が回復している
ことや、他国と比べると突出して日本の対中投資
が減少していることも含め、今後の中国の姿を考
えた時に日本としてのコミットが合理的かどうか
を考え直す必要があると思う。 

　人民元をめぐる国際競争について改めてこの2
年半を振り返ると、日本が先頭切ったところを主
要各国も追いかけてきている状況だ。日本は、追
いかけられる立場から競争する立場になろうとし
ている。
　日中の財務大臣同士の会合でも、このような金
融協力を深めていくことが合意されている。
　日本の財務省と中国の財政部は、G20のよう
な世界的なマルチのレベル、アジア開発銀行、
ASEAN+3、最近ではアジアインフラ投資銀行構
想も出てきたが、地域（リージョナル）のレベル、
さらには二国間（バイ）のレベルと非常に多層的
なチャンネルを持っている。そういう意味におい
て、財務省（MOF）同士のチャンネルは日中外交
を重層的かつ複層的に考えていく上で非常に重要
だと捉えており、私自身、その一員として今後も
日中関係に貢献していきたいと願っている。

（JST 倉澤上席フェロー） 
　ありがとうございました。 
　会場からご質問もお有りだろうが、引き続き童
先生にご講演いただき、コーヒーブレーク前に時
間があるようであればそこでお受けしたいと思
う。
　それでは童適平先生にご登壇いただく。先生の
ご略歴はお手元の資料をご参照いただきたい。童
先生には「中国の金融政策と金融改革」というテー
マでご講演いただく。 

②「中国の金融政策と金融改革」
童 適平（獨協大学経済学部教授）

　本日、このようなハイレベルな場でお話させて
いただくことを非常に光栄に思う。関係者の皆様
に感謝を述べたい。
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　今日は「中国の金融政策と金融改革」という漠
然としたタイトルでどこまで皆さんのお役に立て
るか不安だが、金融政策そのものが元々確実性に
欠けた世界だから多少は仕方無いことです（会場
笑）。
　皆さんご承知の通り、中国は社会主義経済から
市場経済へ移行している。社会主義計画経済は体
制の基本であり、金融機能そのものの必要性は無
かったが、市場経済へと移行したことで金融政策
が必要となった。中国で進められているのは漸進
的な改革だ。このような漸進的改革において中国
の金融政策がどのような状況にあるのかを見て
いきたい。この金融政策は何が問題なのか、そし
て市場経済の浸透に伴い財政機能を持った金融政
策が抱える問題、深刻化する問題は何か、また市
場経済に移行することで金融改革がどのように進
み、構造はどう変化するのかについて一緒に考え
ていきたいと思う。

　金融政策とはそもそもマネーサプライの調整を
意味するが、冒頭でも申し上げた通り不確実性が
強いため非常に難しい。問題点の1つに、マネーサ
プライは多すぎても少なすぎても駄目、ほどよい
ところでコントロールしなければいけないという
ことがある。もう一つの問題は、マネーサプライ
の調整を通貨当局が直接コントロールできないと
いうことだ。通貨当局、つまり中央銀行がコント
ロールできるのはマネタリーベースだ。
　資料上部に中国人民銀行－中央銀行の資産と負
債の項目を並べた。マネタリーベースを式に表す
とこのようになる。マネタリーベースで割って計
算すると1＝100％。右項はマネタリーベースを
決定する要因は何かということだ。これに基づい
たデータを並べると下のグラフになる。2002年か
ら2014までを取った。ここは中国人民銀行が持つ
外国資産だ。マネタリーベース1＝100％に対し
て外国資産はどのくらいあるかを見ると、一番高
い時で約1.4倍、140％だ。この図が表すのは何か
というと、マネタリーベースの供給要因は人民銀
行が持っている外国資産で、マネタリーベースの
およそ1.5倍を持っているということだ。外国資
産を100％以上持っていることで実現していると
説明できる。市場に流通しているお金ではないの
で100％を超えた40％の部分を他の手段で吸収し
ている。この下の線がそれだが、それは何かとい
うと中央銀行手形だ。中央銀行が手形を発行して、
外国資産を所有し、増発したマネーを中央人民銀
行が吸収している。この数年間で徐々に100％ま
で落ち着いてきた。これは先の柴田さんの話にも

通じている。

　次は上の左図「マネタリーベースと外国資産、
中央銀行手形の発行」だ。先のものと同じデータ
だが全く加工せずに数字をそのまま並べている。
灰色の線が青い線の上にあれば超過発行を意味す
る。ここは中央銀行の手形発行によって吸収した
ということ。最近は100％のあたりなので大体こ
こら辺で交差している。右の図、「外為資産の推
移」だが、中国人民銀行が持っている外国資産の
中には外為だけでなく例えばIMFや世界銀行に対
する債権、あるいは金利が入っている。国際金融
機関の債権などはあまり増減することはないが、
外為資産について人民銀行が増減することは可能
だ。最近、特に2014年に入ってから数字は横ばい
になっている。あまり増加していないということ
は、人民銀行が外為資産の買い介入をやめている
ということだ。その背景は下図にある。1990年か
ら2014年までの経常収支黒字額とその対GDP比
を表している。赤い線はGDPに対する経常収支黒
字額の比率で2011年からは2％以下あたりで動い
ている。これに関する研究論文もあるが、2％経常
収支のGDP比率が大体正常範囲であり、通貨当局
はあまり買い介入しなくてよいということだ。経
常収支の黒字額はどんどん増えていて、これを解
消する、つまり国内不均衡へのショックを軽減す
るために、制約条件がある中で金融政策の舵取り
をしていなければならない。ここまで達成して安
定すれば、人民銀行もそろそろ自主的な金融政策
を実行してよいのではないか、また、中国で最近
流行っているニュー・ノーマルという言葉を借り
て、金融政策もノーマルな常態に復帰できるので
はないかというところがある。

　これは金融政策の構図で手段はここ。何度も申
し上げているように確実性が欠けているので資金
がどのように動いていくか操作目標、中間目標と
実体経済となる最終目標に注意して常に見ていく
必要がある。しかし残念なことに、中国の金融政
策にはまだ不完全なところがある。
　まずは金利政策だ。短期金利市場の変化がどう
市場金利に影響するかを見ながら金融政策を調整
するのだが、中国ではここでいきなり市場金利が
出てくる。つまり、貸出金利と預金金利は国務院
が決める政策となっており、市場がどのように動
くか、政策が適正かを判断するのが難しい。国が
直接コントロールしているということだ。金利政
策の効果を見るのが難しいということで、資料図
では点線で結んでいる。
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　次の手段としては準備率の調整がある。これは
銀行信用創造をコントロールする方法で、中央人
民銀行の当座預金を見ながらコントロールし、マ
ネーストック－昔はマネーサプライと呼ばれてい
たが－を見ていく。普通、先進国はこのようにな
るが、中国の場合はここの不確実性が高い、ある
いは金融市場が不完全だから難しいということ
で、この方法で銀行貸出をコントロールする。実
のところ1998年までは毎年、中央人民銀行が銀行
貸出の命令を直接出していた。例えば4大国有商
業銀行はそれぞれどのくらいというように資金配
分の計画を決めていた。1998年以降は止めている
が、指令的なものではなく参考情報として今でも
毎年、計画を発表している。
　後でまた触れたいが、中国の金融構造も段々に
変化して銀行貸出だけではコントロール効果が低
下している。そこで社会融資という指標が浮上し
た。つまり、現在はマネーストックと銀行貸出、社
会融資の3つを見ながらやっている。

　もう一つに外為市場がある。時間の関係で詳細
は割愛するが、為替レートを中間目標としてコン
トロールする。昨年末、中国人民銀行の副総裁は
ある会合において、人民銀行は外為市場での買い
介入状態から脱出した、去年の 7月から後半は殆
ど介入していないと発言した。調べてみると確か
に人民銀行の外国資産は増加しておらず、むしろ
減っている。先ほど金融政策の効果のところでも
見てもらったが、これは改革開放以降、1980年以
降の1年定期預金金利と貸出金利、CPIとを並べた
グラフだ。これを見ると、1998年までは貸出金利
と預金金利は一緒の動きをするところがあった。
実のところ1998年までは国は国民に貯蓄を奨励
し、預金金利を何回か引き上げて貸出金利はあま
り動かさなかった。2度ばかり大きなインフレ時
期もあった。1998年以降、貸出金利と預金金利の
利鞘は綺麗に3％幅を維持している。金融不安に
気が付いたからだ。特に国有企業の不良債権問題
が大きな問題点だと気が付き、金利システムの安
定化を図るためには利鞘確保は不可欠だというこ
とになった。ところが利鞘を確保したものの、時
にCPIが預金金利より高くなり、つまり実質金利
はマイナスとなった時期があった。ここでも金利
自由化改革が行われた。スピードは遅いが確かに
実施している。2012年6月8日より預金金利の上
限を基準金利の1.1倍とし、貸出金利の下限は0.8
倍とした。預金に対しては上限規制、貸出に対し
ては下限規制を実行したのだ。そして2013年7月
21日より貸出金利の下限が撤廃され、完全自由化

した。この緑色の線の推移 10％は優遇金利で0.8
倍までの安い金利で貸し出している比率だ。黒い
線は1年の貸出基準金利が6％だと示している。
青い線は基準金利の貸し出し比率が20％。割と安
定しているが時に下がることもある。つまり、基
準貸出金利で貸し出す比率が少し下がっている。
赤い線は貸出上乗せ金利で、これは高く70％くら
い推移している。

　このグラフはマネタリーベースとその増加率を
表している。預金準備率の推移も示した。2004年
から取っているが、中国で一番有効な政策手段は
これだ。日本や他の先進国において、預金準備率
は金融政策手段として殆ど形骸化している。廃止
したとまでは言わないが1991年から日本は動かし
ておらず政策手段として使われていない。しかし
中国ではこれを使っている。丁度一週間前の2月5
日、0.5％引き下げたばかりだ。ここに示した赤い
線は大型商業銀行－4大国有商業銀行と交通銀行、
ゆうちょ銀行の適用準備率で現在19.5％と非常に
高い。世界中見回してもどこにもないような準備
率だ。面白いのはマネタリーベースの中で当座預
金の変化で調整していることだ。見ていただくと
分かる通り、2007年、2008年と高かったが、リー
マン・ショックで引き下げ、その後2009年からは
徐々に引き上げてきた。そこで準備率、当座預金、
マネタリーベースと変化してきた。日本では量的
緩和として日銀の当座預金を量的緩和の目標とし
ているが、中国の場合はむしろ量的引き締めとい
う手段として使っている。つまり準備率を引き上
げることで中央銀行での当座預金残高が上がり、
引き締め効果を出すということだ。日本とは反対
で、準備率を高めることが中国における金融政策
手段として一番有効となる。

　次に大型6大銀行の所有する中央銀行資産の比
率を示した。青い線は準備資産の比率でピンク色
は対中央銀行債権の比率、そして両者を足したも
のがここにくる。見ていただくと分かるように一
番高い時は25％を超えて28％にもなっている。
つまり、商業銀行の資産の内、28％が中央銀行の
資産だということだ。最近は徐々に下がっている
ものの、今でも15％程保持している。中央銀行が
準備金をコントロールすることによって銀行の貸
出をコントロールするが、こういう手段を取ると
大きい企業が優先されて価格メカニズム働かなく
なる。つまり、銀行経営においてリスクと収益性
の両方を考えた時に、収益性において金利調整が
難しければリスクが高くない国有企業を優先して
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資金供給をするようになる。 
　もう一つに資金需要の繁閑期があるのだが、そ
の中で準備金の規制逃れが出てくる。19.5％の準
備金比率は非常に高く、銀行にとっては経営コス
トとなるからだ。さらに中国には預貸比率の規制
がある。現在、中国では預金に対する貸出比率を
75％としている。つまり、100万の預金に対して 
75万しか貸し出せないという規制だ。最近よく耳
にするのはシャドーバンキングだが、しかし私は
これはシャドーバンキングとは違うと思う。言っ
てみれば1970年代の日本の銀行離れや米国のディ
スインターメディエーションだろう。規制から逃
れ、他でお金を運用するという動きが出ているの
だと思う。

　中国の金融構造は変化している。中国人民銀行
は社会融資額を公表するようになり、2002年から
のデータを発表した。銀行は貸出だけではない。
委託貸付や信託貸付、未割引銀行引受手形、社債
発行、株式発行などといったところを全部公表
するようになった。データを見ると分かる通り、
2002年の融資額内訳のおよそ9割は貸出だった。
それが2007年には6割程度になり、中国も融資の
内訳が多様化して貸出だけでなく社債や株式を発
行したり、あるいは信託貸付したりというように
いろいろな方法を利用してお金が流れている。社
会融資額における貸出比率の低下は政策効果の低
下につながると書いたが、グラフ上に丸を付けた
委託貸付、信託貸付、未割引銀行引受手形の多く
は理財商品でいわゆるシャドーバンキングの中
に含まれている。見て分かる通り、上の部分は変
化が激しい。一定方向ではなく変動も大きい。下
図は新規貸出と社会融資総額だが、2014年時点で
約6兆元が集まっている。貸出は中国経済にとっ
てその重要性が低下していると言えるかもしれな
い。

　この上の図は新規貸出、そしてGDP増加率だ。
前年に比べどれくらい増加しているかを見るのだ
が、2008年から2009年に急激に増え、銀行貸出の
増加率は30％を超えている。これは中央政府に
よるリーマン・ショック対策としての4兆元で影
響が大きい。これが2010年に減少、2011年にはさ
らに減少し、2012年に少し回復、2014年にやっと
2009年と同じくらいのレベルに戻ってきている。
つまり、銀行融資の激変が影の資金の需要を増加
させたということだ。銀行貸出を急に緩和し、ま
た急に引き締めた。現在、銀行の融資先はインフ
ラ投資や不動産投資といった長期資金なのだが、

これはプロジェクトが始まれば止めることができ
ない。結局、資金需要が莫大になり、言ってみれば
政策変化で翻弄されたということだ。つまるとこ
ろ影から資金を調達する以外に方法が無い。
　下図は銀行預金残高の前月比データだが、面白
い現象が見える。預貸比率規制回避のために預金
残高は四半期ごとに期初下落、期末上昇といった
現象が出現しているのだ。2010年以降、1月は預金
残高が減少してマイナスとなるが、2月、3月にな
ると増加する。これは預貸比率規制を回避するた
めだ。期末になったら預金を集めて預貸比率を満
たすという動きが出る。金融政策にとって時期的
な変化が激しいのはあまり好ましくないが、1月、
4月、7月、10月はマイナスになる。

　これは家計の金融資産運用を表したものだ。中
国の社会融資額の内訳も変化が激しかったが、こ
れも同様で、家計の金融資産の構成は大きく変化
している。黒い線は株式、青いところは証券投資
預り金でマイナスになったりプラスになったりと
激しく変動する。中国の実質金利は非常に低い。
低金利の中で預金者が何をするかというと、自己
防衛のために常に神経を尖らせて株式投資といっ
た資産運用をする。中国はこれから高齢化してい
くが社会保障制度はそれほど整備されていない。
そこで個人レベルで相当神経を尖らせて財産を作
ろうとしているのだと思う。中国にはディスイン
ターメディエーションが常に存在している。金利
が安いことから家計は常に投資先を探しているの
だ。下図は同じデータだが残高を表している。残
念ながら2011年以降、人民銀行はこのデータを発
表しなくなった。今はどうなっているのか良く分
からないが、先ほど柴田さんの報告を聞いて気が
付いたことがある。2010年の中国の家計の金融資
産残高は約50兆元だ。この中で預金残高約30兆
元、つまり6割が預金残高、しかし今の預金残高は
約50兆元で、これをおよそ6割で計算すると既に
80兆元の個人金融資産があることになる。円安も
関係し、今や中国の個人金融資産残高は日本を上
回っている。80兆元と考えれば1元が20円だから
1,600兆円となる。大きな市場が出来ているという
ことだ。少子高齢化に突入し預金残高が50兆元。
金利も低い。これをどう運用するかというと理財
商品ということになろう。
　「理財商品償環の硬直性」とはどういうことか。
中国は市場経済を導入してはいるが、投資者から
すると、金融商品についていずれ政府が面倒を見
てくれるだろうとリスク意識があまり無い。例え
ば去年の1月、山西省の石炭への投資信託が破綻
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し、非常に大きな問題になったが、結局、銀行が元
本を保証して投資家はリターンを放棄することで
決着がついた。ちなみにそれは金持ち向けの投資
信託だった。

　金融構造変化の背景については、まず、1990年
代に国有商業銀行の不良債権問題があった。銀行
リスクが分散されたが、貸出金利のことをあまり
考えられておらずに国有企業の改革を行った、銀
行の利鞘が確保できなければシステムが不安定に
なった。そこで直接金融比率を引き上げる動きが
あった。
　もう1つにWTO加盟による銀行サービスの開
放がある。5年間の猶予期間を経た後、銀行サービ
ス業は外国の銀行全てに開放するとしたが、その
時に中国の一番弱い部分－利鞘で銀行経営してい
るのであれば利鞘収入依存から脱却しなければな
らない、その際の銀行の改革としてはオンバラン
ス業務からオフバランス業務へ変化させないと
いけないとし、金利の自由化と業際規制の緩和が
あった。
　さらに世界金融危機における政府対応の4兆元
があった。銀行の貸出が急増し、その後に調整し
たが、実体経済部分として理財商品へのニーズが
高まった。そういったことが金融構造変化の背景
だ。

　直近の金融改革の動きとして、中国は金利自由
化の準備を着々と進めていると思う。人民銀行が
市場にこまめに介入するという手段も作られてい
る。日本のような短期ものは中国にはない。人民
銀行の貸出制度をSLFと言うが、最初に大型銀行
を対象に実行し、去年1月から地方の中小金融機
関を対象に拡大した。どういうことかと言うと、
中国の金融政策において中小企業はあまりター
ゲットに入っていなかった。しかし実際にお金を
一番必要としているのは中小企業だ。それで拡大
することにした。調べてみると10の地方と都市が
対象地域として挙げられている。
　去年9月には中期貸付制度が整備された。また
「予算法」を改正し、地方債の発行を解禁して理財
商品償環の硬直性への対策とした。「預金保険条
例」も配布されている。これはつまり、銀行は今後
破綻する可能性があることを示唆している。さら
に預貸比率計上範囲も改正されている。 

　最後に金融改革の残された課題－資本移動の自
由化と金利自由化に触れて今日の話を閉めたい。
金利自由化のネックは金利に対する投資の非弾

力性だ。国有企業と地方政府は実のところ金利を
あまり気にしない。去年12月、北京の大学を訪問
してみると研究条件が大きく改善されており、私
がいた当時と随分変わっていた。聞くと銀行から
かなり借金して作ったという。ところが学校は借
金を返すつもりはない。教育投資の何が悪いと言
う冗談半ばの声もある。つまり、国有企業と地方
政府が金利の可能性について非常に弱いというこ
とで、そこが大きな問題だ。例えば理財商品には
10％以上の金利が付く。これは基準金利に比べて 
2倍以上だが、金利の自由化後、価格調整によって
本当にコントロールできるかどうかは怪しいとこ
ろで大きな問題点となる。金利自由化を実現する
ためには国有企業の改革も不可欠だし、地方政府
の権限がどこまで経済に関与するかも課題となる
だろう。非常に難しいところだと思う。政府役人
からすれば経済はGDPで評価するのが一番手っ
取り早い。しかしそれでは総合評価が形骸化して
しまい、あまり意味を成さなくなるかもしれない。
この辺りがどうなるかというところもあるが今日
は時間の関係で詳しく説明できなかった。ご容赦
いただきたい。

（JST 倉澤上席フェロー） 
　ありがとうございました。質疑応答の時間を設
けたかったが時間も超過しているためこのまま 10
分間の休憩に入り次のパネルディスカッションの
準備を行わせていただく。最後に時間を見て質疑
を受けたい。

～コーヒーブレーク～

（JST 倉澤上席フェロー） 
　これよりパネルディスカッション「中国経済の
最新動向と今後の展望」に入る。
　ご登壇いただく先生方をご紹介する。演台にお
られるのは本日のモデレータをお引き受けいただ
いた龍谷大学の大原盛樹先生、手前の席にいらっ
しゃるのが東京大学社会科学研究所の丸川知雄先
生、中央を挟んで向かいのテーブル、スクリーン
寄りにお座りなのは学習院大学の渡邉真理子先
生、そのお隣が日本貿易振興機構（ジェトロ）アジ
ア経済研究所研究員の丁可さん、それから愛知大
学経済学部の李 春利先生だ。
　それでは大原先生にマイクをお預けする。
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【パネルディスカッション】

「中国経済の最新動向と今後の展望」
モデレータ： 大原 盛樹（龍谷大学教授）
パネリスト： 丸川 知雄（東京大学社会科学研究所教授）
 渡邉 真理子（学習院大学 教授）
 丁 可（ジェトロ・アジア経済研究所研究員）
 李 春利（愛知大学経済学部教授）
 
　シンポジウム前半では中国経済と金融政策につ
いてスケール感のある貴重なお話をいただいた。
パネルディスカッションでは事例に基づきながら
さらに掘り下げ、ディスカッション形式で進めて
いきたい。4名の方々に問題提起となるお話をい
ただくが、パネル全体を第一部と第二部に分けた。
第一部では変貌していく中国経済がどのように、
どういった方向に変化していくのか、第二部では
新しい中国に対して日本はどのように向き合って
いったらいいのかということを取りあげる。

　数年前に「北京コンセンサス」という話が出た。
米国を中心とした「ワシントンコンセンサス」と
いうものもあったが、これは構造改革、経済が中
心、自由主義、市場主義、そして政治体制は続行、
民営化、こういったセットが一番良いのだという
ことだった。それに対して「北京コンセンサス」は
むしろ中国モデルを見習わなければいけない、発
展途上国にとっては自由主義、市場主義ではなく
社会主義の独裁で十分にやっていけるのではな
いか、それこそが中国なのではないかということ
だった。北京コンセンサスは少し極端かもしれな
いが、中国がこれから向かおうとしている経済体
制システムは確かに我々のものとは違う。異質に
見えるがゆえ気にもなる。 
　「国家資本主義」という考え方があるが、加藤弘
之先生の定義によると、国家資本主義とは「国家、
政府が強力な権限を持ち、市場を巧みに利用しな
がらその影響力を拡大しようとする」経済システ
ムだとされている。当の中国は「国家資本主義」を
形成し、その特徴としてルール無き競争が展開さ
れ、国外経済と国有経済が混合されたシステムで
地方政府が激しく競争している。そして利益集団
化した官僚らが強力な支配体制を組んでいる。そ
ういった中で「国進民退」、国営部門、政府部門が
どんどんと幅をきかせていき、資本主義、市場主
義経済において中心となるべき民間部門が委縮し
ているというようなことが指摘されている。
　一方、柴田先生のお話にもあったように「新常
態（ニュー･ノーマル）」がある。そこではむしろ

政府の役割を制限しながらより持続可能な、量よ
り質の消費を中心として民間企業を育成し、さら
に新産業を興していくとしている。こういった新
しい考え方が中心になりつつあるようにも見える
が、ここについては1950年代、1960年代の日本の
開発主義の方がより近く、段々と普通の資本主義
に展開していくのではないかという見方もある。
　今日は限られた時間しかない。この場において
中国の経済体制がどこへ向かうかという結論に
持っていこうとは考えていない。非常に難しい問
題でもある。そこで転換する中国経済が目指すと
ころに日本とどのような違いがあるのか、何故そ
うなるのかということについて渡邉先生より問題
提起をいただき議論を展開したいと思う。
　もう一つ、国民の満足をどのように得ていくか
という問題を取り上げたい。今の中国は国民が豊
かになってきてはいるものの、そういった豊かな
人々を満足させる社会になってはいないのではな
いかというところに焦点を当てたい。「新常態」の
中には国民の生活を重視するという考え方がある
が、最終的には福祉国家というか、国民が豊かで
なおかつ格差是正を重視する国家になろうとして
いると考えられる。その場合、行き先にどういう
変革が必要とされているかということについて李
先生に問題提起をいただき議論を進めていく。

　はじめに私の方から生活の質にも関わる消費に
ついて簡単に紹介したい。
　これはアジア諸国のGDPに占める消費の割合
だ。中国は低い。また中国は世界でも有数の格差
が大きい国だと言われている。ここにジニ係数を
示した。ジニ係数の伸びが大きいほど格差が大き
いとされるが、中国は2000年代に入ってから止ま
りつつある。確かにアジア諸国比べると大きいの
だが、中南米やアフリカに比べると低く、段々と
小さくなる方向に進んでいると言えるかもしれな
い。これは「統計年鑑」から取ったのだが、都市の
消費水準をPPPレートで換算すると、日本の1990
年代の消費水準に入っていることが分かる。都市
と農村の格差は2000年代初期に4倍近い差があっ
たが、今は落ち着いて低下傾向、格差の縮小が見
られる。こちらは農村内部と都市内部の格差状況
だ。結論だけ言うと2008年頃を契機に格差縮小に
向かっているように見える。次に消費性向と税負
担率だ。都市と農村の格差の縮小に貢献している
らしきところに農村部の税負担の低下と都市部の
社会負担増がある。中国でも豊かな人に課税や社
会保障の課金をするようになった。またこれが新
しい消費を刺激している。
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　一つの例として、中国と日本の家計消費支出に
占める交通通信関連支出の割合を出した。日本は
勿論上がっているのだが、中国の都市部において
特に顕著なのは所得別に上位10％、下位10％と分
けた場合、上位10％の豊かな人の支出が一気に伸
びていることにある。都市部において消費傾向を
牽引しているのは豊かな人たちだということが分
かる。
　それでは中国の消費者はどう考えているのだろ
う。消費志向について調査した結果がある。化粧
品の選考要因に関する調査として若い女性を対象
にアンケートを実施した。彼女たちが社会格差や
不公平感、競争感をどのように感じ、それが化粧
品にどう結びつくかを調査したものだ。調査結果
の一部だが、仕事における人の競争についてイン
ドネシア、日本、中国の意識を比べると中国とイン
ドネシアでは日本よりかなり激しいと感じられて
いる。恋愛競争、つまり良い結婚相手を見つける
競争だと捉えていいと思うが、ここでも中国では
激しいと実感する人が日本より多い。社会格差に
関する認識はどうかというと、どうしても超えら
れない壁があると感じる女性がやはり中国には多
い。こういった格差意識と競争意識がストレスや
顕示性－自分を外部にどう見せるかという意識－
がどのように化粧品の選択に結びつくかを研究し
たのだが、データからもストレスにつながるよう
な格差や競争意識が激しく感じられていることが
分かる。
　もう一つ、私のゼミ生と一緒に行った調査だが、
中国における消費者の粉ミルク製品に対する安全
意識調査の結果を紹介しよう。2008年にメラミン
を含んだ粉ミルクが中国で大量に普及し、腎臓結
石でおよそ10人の乳児が亡くなり30万人近くが
健康被害を受ける事件があった。この後、国産の
粉ミルクは売れなくなり海外の粉ミルクの輸入が
急増する。日本でもドラッグストアなどで中国人
留学生達が大量買いをして購入制限されたところ
もあったようだ。そこで国産粉ミルクが何故売れ
ないのか、中国の乳幼児を持つ母親約200人にアン
ケートを行った。結論だけ言うと、彼女達は国産
の粉ミルクの安全性を信頼していない。ところが
安全性を高めるために中国政府やメーカーは対策
を打っている。政府とメーカーを繋ぐ粉ミルク協
会も対策しているが、その施策についてどれくら
い知っているか、そしてそれをどれくらい信じて
いるか聞いてみると、政府が導入した医薬品並み
の監査方法などはあまり知られていない。対策が
役に立つかどうかを聞くとたいして役に立たない
という回答も出てくる。何故役に立たないと思う

かというと、国にしっかり監査するだけの能力が
なく、そもそも道徳的観念が薄い、例えば企業か
ら賄賂をもらってすぐにひっくり返すし何かあっ
てもすぐ隠す、公正性や透明性が無いからだとし
ている。能力に対する問題、道徳問題、公正性に対
する問題について消費者が厳しく感じている結果
が出た。
　今お話したのは一つの例だ。李さんのお話にも
出てくると思うが、いずれにしても豊かな人たち
の満足感を達成させ得るような社会意識に欠けて
いるという問題がある。ここについて議論を進め
ていきたいと思う。以上が第一部の内容だ。

　第二部では日本企業が中国にどう向き合ったら
いいかということについて丸川先生と丁先生に問
題提起をいただく。
　中国の低賃金を活用して日本企業は成功してき
たが、市場を開拓したり、グローバル化しようと
した時に必ずしもうまくいかなくなっている。中
国の様々な変化－市場変化や路線の変化、消費者
の変化－についていけないところもあるし、さら
に中国企業自体が高度化しているところで地場企
業を企業の提携先として活かしていないという問
題もある。中国のいろいろな経営資源をどう活用
していくのかについて考えていきたいと思う。
　問題意識について紹介したところで、早速第一
部の問題提起に入りたい。まずは学習院大学の渡
邉先生にお願いする。

第一部：転換する中国経済が目指す方向と課題

（1） 「中国経済とどう付き合うか：国有企業改革
をめぐる動きから」

渡邉真理子氏：拓殖大学政治学部教授
 
　今日のパネルディスカッションはいろいろな論
点を総合的に見ようという大原先生のお考えで、
私の方からは国有企業に関してということだっ
た。私自身、この分野は継続的に見るようにして
いる。企業におけるルール、制度を考えていく上
で、先ほど柴田先生や童先生からお話があったよ
うに中国はより大きな経済体となっていて、もし
かしたら米国を抜いて世界一の経済大国になるの
ではないかということがある。その時に世界の経
済ルールはどうなるのか。中国のルールが世界に
染み出してくる部分があるのは間違いないと思
う。結論から申し上げると、私は中国のルールで
あってもそれが良いルールであればアジアの世界
は受け入れるべきだと考えている。もし良いルー
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ルと言えない部分があればそれをいかに直してい
くかということを考えていかなければいけない。
日本は今でも世界第3位の経済大国であり、アジ
アの中では中国と日本が大きな存在となってい
る。経済をめぐるルールはやはりこの2つの国か
ら作っていくべきだが、中国はいろいろな行きが
かり上、抱えている問題が大きく、それを中国自
体が良いと思っているかどうか微妙なところがあ
る。いろいろと企業をめぐる制度構築を政府と民
間の間でやっている。そうであれば、より良い制
度を具体的にどうアジアに作っていくかというこ
とをそろそろ考えてもいいのではないかと思い始
めているところだ。今日はそこに関して具体的な
論点をいくつかご紹介したいが、細かいデータは
用意していない。結論だけつまんで簡単にお話さ
せていただく。

　今日は経済の話題が主軸であり現場を知ってい
らっしゃる方々がお集まりなので、中国に対する
認識や空気に強くネガティブな感じはないと思う
が、一般の方やマスコミの方々に対すると非常に
ネガティブな空気が強くなる。ある意味、習近平
政権に対して困惑がある。どういうことかという
と、経済面から見るとある程度は前を向こうとし
ている、一方で政治に関しては締め付けが激しく、
日本には領土問題できついところがある。国内に
おいては少数民族に対する締め付けがますます厳
しくなっており、知識人に関しても若干そういう
面がある。先頃、朝日新聞の吉岡桂子記者が『問
答有用』というインタビュー本を出された。体制
内改革派の本だったが、本に登場した人々がどん
どんと捕まって体制内改革派ではなくなってし
まったのではないかという話がある。残念ながら
それを否定できない。では、何故そうなったかと
いうと理由はいろいろあるだろう。このような中
国の動きに対して日本の中でも中国に対抗するの
だとか、電車の中吊り広告の週刊誌には“安倍政
権対中開戦か”とかいうような見出しがあったり
する。戦争するのかという論調だが、現実問題そ
うはいかない。それをどう考えていくのかという
ことで言うと、やはり経済をめぐる制度をなるべ
くアジア全体、世界全体で良いものに作っていく
ということがあると思う。

　「対中開戦」とする人達は、1914年、第一次大戦
が始まった頃のイギリス・ドイツ間の貿易量は過
去最大だったが両国は戦争した、だから日中の経
済交流が深い現在において戦争はないはずだとい
う発想は無いと言っている。しかしこの歴史認識

には大きく間違っている部分がある。第二次世界
大戦の前と後では経済体制大きく変わっているか
らだ。第二次大戦以前は何だったかというと金本
位制があり重商主義だった。世界の経済規模は金
利の比率何倍と成長が決まっており、それゆえに
人の活動が大きくなり経済の実情が拡大している
のに金に縛り付けられた影響として戦争となって
いる。しかし第二次大戦後は大きく反省し、一つ
に貨幣については管理通貨制度にした。金とは関
係なく政府が貨幣供給をコントロールして経済規
模に合わせた貨幣供給を行い、経済の実態に合わ
せて貨幣が供給されるため経済の規模は大きくな
る。それに加え、WTOに代表される自由貿易およ
び投資の自由化。投資を自由化すれば何も軍隊を
使って相手国の領土を取らずとも経済活動を広げ
ていける。そして戦後 70年、局地戦はあるものの
大きな世界戦争は無く、経済規模が大きくなり金
は削減されてきた。今後、日中が何かを考える時
に何をすべきかというと、経済規模が大きくなる
体制というものを維持、拡大していくことを基本
的方向とすれば一番良いのではないかと思う。中
国の軍事的な動きが穏やかでないのは事実だが、
アジアで開戦することのコストを考えると、戦争
した場合はアジアで全てが潰れてしまう。それは
中国にとっても大きなデメリットだ。そこの部分
をどんどん大きくしていくことを考えることが建
設的方向ではないかと思う。

　前フリが大きくなったが、経済に関して最近感
じることに、中国の視野はアジアの中だけにはお
さまっていないのではないかというところがあ
る。日中関係も彼らにとっては One of themで、
それは致し方ない。それでは全体的に何を見て何
をしたいのかというと、ポジティブなところもあ
れば中国の国益だけを気にしているところもあ
り、例えばどうやっているかというと、一つにア
ジア経済および途上国の経済の中心になりリー
ダーシップを取りたいというあたりがはっきりし
始めている。金融に関していえばアジアインフラ
銀行やシルクロード基金、BRICS銀行が動き出し
ている。ツールとして金融機関がこれだけあると
いうことだが、政策としてシルクロード経済ベル
トと21世紀海のシルクロードという壮大な計画が
ある。昔のシルクロード時代と同じような経済交
流を深めようということだ。これには意味がある。
中国はここ数十年の間、シルクロード時代のよう
な大きな経済交流を無くしていて、主に日本、米
国、ヨーロッパとの経済交流が多かった。この10
年くらいで東南アジアの方を拡大してきたが、こ
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れからは東アジアと海をつたっていこうというこ
とだ。ここに経済拡大のポテンシャルがあるのは
確かだ。軍事的にやろうと言っているわけではな
く、アジアにとっても良いことなので多くの国が
関心を示している。 
　一方で中国経済自身にも抱える問題がある。習
近平氏は「新常態」と言っているが、高度成長時代
はそろそろ終わり、高齢化と労働力の減少、コス
ト上昇からいうと先進国としての中成長、低成長
時代がいずれくるのは仕方無い。これに対して自
分たちの経済規模をアジア全体に広げたいという
のが基本にあり、その中で日中関係、米国との関
係、アジア関係があると思ったほうがいいと思う。

　ではそのような中国とどのように付き合ったら
よいか。中国も自分たちを世界でどう位置付けた
らいいか、はっきりさせていない部分があると思
う。先進国の先輩として日本が言うべきことは、
日本の戦後の経済発展はWTO体制と自由貿易
体制、管理通貨体制の中での経済成長だから、そ
の体制を維持発展させていくこと、そこに中国も
入ってきてもらうという発想がいいと思う。先週
のニュースで、中国の体制を揺るがすような民主
的価値観を勉強させてはいけないというお触れ
が出たとあったようだが、自由貿易や管理通貨は
価値観の問題かというと必ずしもそれだけでは
なく、一方でもっと大きな実利があり、中国およ
びアジアの経済体を成長させる可能性がある。そ
れではどうするか。大きな国が大きいからといっ
て何でもルールを決めるのがいいのか、それと
もルールベースで自由化していく方がいいのか。
WTOが成功した理由はルールベースだったから
だ。関税への引き上げ競争を止めて皆で下げ、自
由経済を浸透させたことで全体の経済取引が増え
た。やはり望むべくはルールベースの自由化だと
思う。これに関して中国は得てしてパワープレー
に走り勝ちだが、そういった流れをこちら側に誘
導するのがアジアにおいて日本が果たすべき役割
だと思う。加えて国内のいろいろな政治的な締め
付けを考え合わせると、習近平体制に対していろ
いろな困惑、不安や疑心があるのも分かるが、中
国が最終的に法治国家になり憲政支配となれば国
内も安定し、国外経済にとっても法による取引が
望ましい。こういったあたりを促すような動きが
必要ではないかと思う。習近平体制が進めようと
する方向について疑念を持つ人もいると思うが、
正式に法治を推進すると言っている。それに対し
て非常に望ましい方針だと賛同を示すのが日本や
米国のやるべきことではないだろうか。

　具体的にどういう話で議論が出来るかというこ
とで2つ挙げた。国有企業の行動ルールと競争政
策の運用だ。国有企業の行動ルールについて言う
と、今、話題になっているTPPという通商交渉が
ある。TPPやFTAがアジアでも広がっている。
WTOの多国間交渉がなかなかうまくいかず、その
理由の半分はおそらく中国のせいだというのもあ
るが、WTO体制では投資ルールがまだ出来上がっ
ておらず、それが自由化促進の支障になっている。
特に国有企業が政府の権力をバックに市場競争に
参入することが競争ルールとして不平等だと話題
になっていて、TPPの中には今後、この項目が入っ
てくる。今、交渉に参加しているマレーシアやベ
トナムの公共企業は大きいが、その辺も公共企業
のルール策定に関わりある程度合意ができつつあ
るとされている。より普遍的な公共企業のルール
を設定し、たくさんある中国の国有企業の中でも
悪い部分はこのルールの中でうまく規制するよう
な形にもっていくのがいいと思う。
　もう一つ注目されているのが競争政策－独占禁
止法の運用だ。これについてずっと注目して見て
いるが、去年の夏ぐらいから特に外資向けのもの
が目立って報道されている。2、3日前も大きな判
決があった。クアルコムの取引契約の仕方が独占
的で支配的地位の乱用にあたるということで 9.75
億米ドルの課徴金が課されたのだ。何が悪かった
かというと、クアルコムが半導体を売る際のライ
センスフィーの算定方法が半導体価格でなく、例
えば携帯電話であれば携帯電話全体の価格の何％
というように、かなり高い算定基準を元にライ
センスフィーを取っていた。クアルコムが提供し
ているのはあくまでも半導体だが独占力を乱用し
ているような契約を結んでいるのはクアルコムだ
け。他の半導体設計メーカーはそこまでではなく、
中国だけでなく韓国でも困ったとされていた。米
国の独禁法当局は民間企業ということでクアルコ
ムに対して甘かったが中国当局はきつめの判定を
した。米国と中国の間では緊張感が出てくるかも
しれないが、業界としては良い判断だったかもし
れないという微妙な判決だ。 
　もう一つ、車保守部品の価格設定も支配的地位
の乱用だという決定が出ている。そこではドイツ
車がメインのターゲットになった。消費者目線か
ら見れば中国当局の判断は支持できるもので、中
国も法律政策の運用に関して必ずしも無体なこと
を言うばかりではなくなっているところに変化が
出てきている。ただ、時にその中で自国の産業政
策と独禁法の運用を露骨に結び付け、外資が損を
して自国が得をするということもある。そこに関
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してはやはり日本や米国、EUがうまく関与して
やっていけばよいのではないだろうか。
　国有企業をめぐる動きを整理して感じたことが
2つある。一つは法を超越した政治の弊害で、これ
がある産業で起きていた。もう一つに国有企業と
外資系企業と民営企業が中国の市場で競争してい
るが、国有企業の存在があまりイノベーションの
役に立っていないということがある。何故かと言
うと国有企業には金融的な支援があり、また競争
淘汰ルールが国有企業に対して甘い、他と違うと
ころがあるからだ。クリエイティブな企業活動を
せずとも市場に残っている。そのことが国内の過
度な価格競争と生産能力の過剰に出ているのだろ
うと分析している。その辺りの具体的な話を資料
に用意したのでお手元の配布物をご覧いただきた
い。時間の関係上、ここで区切らせていただく。 

（大原）
　続いて李先生にお話いただく。

（2）「深刻化する中国の都市環境問題」 
李 春利氏：愛知大学経済学部教授 

　私は「中国経済の最新動向と日中関係」という
共通のテーマに沿った一つの具体例として中国の
都市環境問題、具体的にはPM2.5の問題と北京の
都市交通の問題に焦点を絞りお話したい。
　この写真は皆さんにもお馴染だろう（会場・笑）。 
　この1枚はNASAの有名な衛星写真だ。茶色が
濃いほどPM2.5の濃度が高い。よく見るとやはり
一番色が濃いのは中国の華北地方だろう。北京、
天津、山東省もすっぽり入っている。PM2.5の要
因には産業の排出ガス、自動車の排出ガス、そし
て光化学反応による二次生成粒子－空気中の粒子
が日光に含まれる紫外線により化学反応を起こし
それによって発生する二次汚染物質－がある。
　先頃、北京市環境保護局が公表したデータによ
ると、北京の PM2.5の一番の発生源は自動車の排
出ガスで31.1％を占めている。2番目が石炭燃焼
で22.4％、3番目が産業の排出ガスで18.1％、そし
て粉塵14.3％、その他14.1％と続く。これらが北
京の環境、PM2.5に最も影響を及ぼした因子だ。
そして、こちらの円グラフが面白い。北京市地元
の発生比率が64～72％となっていて、つまり6割
から7割のPM2.5が地元である北京から発生して
いるということだ。周辺地域が北京のPM2.5に対
して及ぼした影響の比率は28～36％。周辺という
とまず河北省だろう。おそらくは内モンゴル南部も
一部入り、少し離れているが山東省も入ってくる。 

　ここでPM2.5基準値の国際比較について簡単に
紹介しよう。日本、米国、EU、中国が発表した現
在の基準値だ。このデータを見る限り、中国の基
準値は他と比較し決して甘くはない。1日平均で
35～50㎍/㎥としている。WHOは目標値を3段階
に分けているが、中国の基準値は第1～第2段階の
目標のところに該当する。つまり、基準値を見る
だけでは実際の様子が分からないということだ。
　これは時間をかけて作った図でPM2.5に限らず
PM10やSPMも含んでいる。主要国のPMとNOx
の排出基準に関する国際比較を一枚にまとめてみ
た。日本、米国、欧州、中国とで比較すると驚くよ
うな結果が分かる。PMの排出基準に関し、中国は
日本と欧州のおよそ3倍、米国の2.3倍と出ている。
次にNOxの排出基準について、特に米国はNOx
規制の歴史も長く基準も厳しいが、中国は日本の
5倍、欧州の4.3倍、そして米国の7.4倍という数字
が出ている。PMについては規制を厳しくしない
と改善されないが、現行基準で見た場合、具体的
データは非常に残念な結果になっている。
　発生要因はいろいろあるが、詳細を説明する時
間はないので結論だけ簡単に申し上げる。“複合
型汚染”という言葉は日本の方にはお馴染だろう。
“煤煙型汚染”は途上国型汚染、“自動車排出ガス
型汚染”は先進国型汚染ともいわれている。また
スモッグについて、日本では前者を「ロンドン型
スモッグ」とよんでいるし、後者を「ロサンゼルス
型スモッグ」ともよんでいる。中国はその中間で
“複合型汚染”、つまり、途上国型と先進国型の中
間にあるというのが特徴だ。 

　次に交通渋滞について有名な写真を持ってき
た。10月1日の国慶節を挟んだ中国のゴールデン
ウィークの時の写真である。交通渋滞とは何かと
いうことでギネスブックにも載ったぐらいで、あ
まりの様子に圧倒される。それから過去15年ぐら
いの中国の自動車販売台数をまとめてみた。2014
年は2,350万台が売れているが、これは世界第2位
のアメリカ、3位日本の合計数よりも多い。中国の
勢いは衰えない。
　私は時々中国に呼び戻されてスピーチをさせら
れるが、先月も2日間にわたり北京の釣魚台国賓
館で開かれた国際会議に呼ばれた。こういう場で
私がよく話すのはまさに日中関係そのものであ
る。ただ二国間の政治的な関係ではなく、もっと
具体的でつまり都市と都市、あるいはローカル to 
ローカルの視点で話している。例えば、ここでは
北京市と東京圏（首都圏）の比較を挙げてみる。東
京圏は1都3県とし、東京圏は人口3,500万人、北
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京市は2,100万人。面積は北京市のほうが東京圏よ
りやや広い。車の保有台数は東京圏でおよそ1,500
万台、北京は500万台強と東京に比べて少ない。中
国では北京の車は多くないと言うと、皆が驚く。
問題はそのマネージメントだ。
　どこが違うかというと、先ほどの柴田さんの交
通の話がまさにそのポイントで、高速道路の問題
がある。北京市の高速道路は東京圏のものより長
い。地下鉄の総延長も東京より長い。第13次5ヵ
年計画では1,000kmになるというから、そうなれ
ば東京の3倍以上になる。投資の裏付けもあるか
らこのことははっきりしている（会場・笑）。つま
り、高速道路や地下鉄といった見栄えのいいとこ
ろに相当お金をかけている。
　しかし大事なのは一般道路も含めた道路の総延
長だ。一般道路は都市部の毛細血管のようなもの
で、ここをみると東京圏は北京の7.4倍にもなって
いる。交通渋滞に差が出るはずだ。
　もう一つ大事なのは軌道交通の総延長で、ここ
にも決定的な違いがある。東京圏は3,474km、北
京は465km、5.2倍の差がある。つまり、北京では
自動車の急増に対して社会が全く追いついていな
いということだ。 
　PM2.5の問題も交通渋滞の問題も原因ははっき
りしている。
　さて、国際比較をするうえで東京だけでは物
足りない。そこで中国人が重視している米国の
ニューヨークを入れてみた（会場・笑）。東京は中
野区、ニューヨークはマンハッタン区を比較した
ものである。縦軸に一人当たりの自動車保有台数、
横軸に人口密度を取っている。これを見ると東京
とニューヨークは右下がりの曲線になっているこ
とが分かる。一方、北京のカーブは右肩上がり。
一人当たりの自動車保有台数は東京0.16台、マン
ハッタン0.15台で比較が可能だ。北京は東城区で
0.34台、西城区で0.29台と、都心部で比較すると
東京・マンハッタンのおよそ2倍、国際的な大都
市の一般的な姿に逆行していて、都心部ほど車を
多く使っている。
　最後にもう一つ、国際的な大都市を比較すると
いう意味でロンドンとパリを入れてみよう。主要
大都市におけるトリップパターンの国際比較だ。
ロンドン、ニューヨーク、パリ、東京、北京とデー
タを並べた。これだけ並べれば中国の人も納得す
るだろう（会場・笑）。一瞥すると、国際的な大都
市における軌道交通の使用率は大体5割を超えて
いる。ところが、東京はそれが際立っていて86％
にもなっている。ロンドンも6割を越えている。
対して北京は12%、東京と比較すると7倍の差だ。

そして自家用車による外出を見ると、東京は極端
に少ない。13％くらいだろうか。東京は、パリや
ロンドン、ニューヨークに比べても効率的に自家
用車の使用を抑えていて、世界でもっとも進んだ
都市といえるのではないか。それに対して、北京
は34％で、東京の2.6倍だ。このように、国際比較
するといろいろな問題点が見えてくる。

　まとめると、PM2.5 の問題は規制の基準が甘
い。次に燃油品質の問題。北京を出るとガソリン
の質が急に落ちる。所得格差だけでなく地域格差
があるということだ。燃油に含まれる硫黄の含有
率は北京からちょっと離れるとユーロ3（規制値
150ppm）だ。基準値を国際的な水準であるユーロ
5（10ppm）まで引き上げるには15倍、しかしここ
を解消しない限り空気はきれいにならない。一次
エネルギーを石炭から天然ガスへの切り替えも大
事だ。北京ではほぼ切り替えが終わっているが、
周辺の河北省などはまだまだだ。これも切り替え
ない限り空気はきれいにならない。 
　都市交通の問題もはっきりしている。東京都心
部のように公共交通機関の利用を促進しなければ
いけない。プラスもマイナスも含めて日本の都市
化の経験が中国にとっては非常に参考になる。そ
の背後にはアジアの大都市の共通性というものも
ある。つまり、アジアでは人口密度の高い大都市
が先に形成され、その後から車が都市の中に入っ
てくる。これは欧米の都市化とは異なる発展パ
ターンだ。 
私のプレゼンは以上である。 

（大原） 
　ありがとうございました。
　渡邉先生からは中国の政治経済体制というとこ
ろで中国独自のものでもそれを世界が受け入れら
れるものであれば、またルールを決めてそれが守
れるのであればそれでよいのだということで、む
しろ問題は国有企業の方、政権がルールの弊害に
なっていて社会全体のロケーションを阻害してい
るということだった。
　李先生からは自動車と環境問題を具体例に、中
国社会全体が許容できていないところを問題提起
いただいた。
　私から渡邉先生に伺いたいところに、何故、法
治を捻じ曲げてまで国有企業が出てくるのかとい
うことがある。国家資本主義の考え方そもそもの
ところに国営部門を強くする目的があるという
が、そういった利害が関係するのか。
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（渡邉） 
　そこについては今日、紹介しきれなかったスラ
イドで簡単に触れている。国有企業全てが悪いと
は言えない。6枚目のスライドのところだが、典型
的に問題が起きた産業とそうでない産業がある。
中国では法による支配がシステムとして機能して
いないために結局こういうことが起こるのだと私
は理解しているが、具体的にどういうことかとい
うと、石油、ガソリン、ディーゼルの流通の部分が
典型的で、どう問題が起きたかについて簡単に説
明させてもらう。
　国有企業と特定の政治家－政治権力が結びつく
と法を捻じ曲げることが出来てしまう。そこで何
が起きるかというと、石油で典型的なのは原油価
格が高い時に国内の消費価格にキャップがかかっ
ていると流通企業は需要があっても供給しない。
そうなるとガソリンスタンドの前に車が何百台も
並ぶことになる。
　2番目に李先生からも話があったPM2.5の基準
値のところで、ここの政治経済学に関して中国メ
ディアが既に報じているが、最大の問題はディー
ゼルの油と潤滑剤の環境基準をどう入れるかで、
しかし環境基準の決定委員会のメンバー構成を見
ると50人中46人が石油産業企業、環境部門からは
たった1人。排ガスに関しては車のエンジンと油
の両方が問題なので、車からもメンバーは出てい
る。エンジンは外資から技術をもらえばすぐに導
入できるのだが、これに反対したのが石油 3大会
社だという。石油の流通について政治的な面が露
骨に出た。1999年に省庁レベルの通達で国有 2社
しか流通させてはいけない、他の会社はその2社
から許可を得ないと原油を輸入しても生成できな
いというあまりに独占的な政府通達が出た。WTO
加盟の際もこれはあまりに酷い制度だから直すよ
うにとされ、民営部門の流通比率を増やす約束を
した。しかし米国が遠慮したのか分からないがき
ちんとコミットのレビューがされないまま終わっ
ている。もう一つ言えば、この2社の独占は2008
年に制定された国内独禁法にも露骨に違反してい
る。2008年の独禁法が出来た段階で1999年の通
達は無効にしなければいけないのだがどういうわ
けかずっと有効のままとなっている。そしてそれ
は周永康が悪かったからだとされている。本当に
そうかは分からないが、中国の報道のされ方と現
存する事実としてそのいった例があり、何故その
まま許されたのかというとそれを認めた政治家が
悪いということになる。そうやって力を溜めた周
永康は習近平政権にとっても脅威であり政治闘争
が始まった。習近平は自分のポジションを守るた

めにもやらざるを得ない。であれば、言った以上
ちゃんとやって欲しいと世界が言うしかないと思う。

（大原） 
　李先生の交通渋滞のくだりは面白かった。都
心に行けば行くほど楽になるはずが不便になる。
インフラが一番の要素だが、そこで不思議なのは、
中国はインフラ投資の体制が他国とは違うと言わ
れており、また投資自体も実際に大きい。投資の
際に予想が出来たと思うのだが、何故、北京は今
の姿になってしまったのだろう。

（李） 
　私は話の中で日本をたくさん褒めたが、褒める
だけでは問題は解決しない。日本の昨日は中国の
明日にはならない。中国は非常に速いスピード－
私はこれを「圧縮されたライフサイクル」とよん
でいるが－、日本が30年かけてやったことを中国
は10年でやってしまう。その意味で、今の交通渋
滞の問題もそう遠くない未来に解決されるかもし
れない。公共投資の分野は中国は特に得意として
いるから。
　ただ、交通渋滞が解消されて問題が解決するか
というと、それはまた別の問題だと思う。日中を
比較して私が感じたのは、日本の環境問題、特に
公害問題の解決と市民社会の成熟はほぼ軌を一に
してきたということだ。鍵は市民社会の形成にあ
ると思う。尼崎公害訴訟や東京大気汚染公害裁判
を中国に紹介したら、市民が政府を訴えるのかと
逆に驚かれた。第三者によるモニタリング機能が
大事だ。中国に決定的に足りないのは市民の目線、
消費者の視点だ。市民社会には匿名性があり、そ
このメンバーは誰もが同じ権利を持てる。しかし
それは根の深い別問題だろう。

（大原） 
　まだ議論したいところはあるが、時間もあるの
で第2部に移りたい。はじめに丸川先生にお話い
ただく。

第二部：日本企業は新しい中国といかに向き合うか

（3）「日本企業の中国事業」 
丸川 知雄氏：東京大学社会科学研究所教授 

　私からは日本企業の中国ビジネスについてお話
する。 
　去年6月頃の日経新聞に、日本のビジネスマン
3,000人に対して今後10年の中国の見通しについ
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て聞いたアンケートに関する記事が掲載されてい
た。回答の選択肢は“7％以上の高度成長”、“5-6％
の中度成長”、“10-15年以内にバブル崩壊”、“5年
以内にバブル崩壊”だ。結果、3分の2が最後の2
つの選択肢、つまり10年以内にバブルが崩壊して
中国が大変なことになると予想していた。ちなみ
にこの調査は毎年行われており、一昨年は日本企
業にとって中国の重要性はどうかというアンケー
トだったらしく、そこでもやはり過半数あるいは 
3分の2程度が日本経済にとって中国の重要性は
下がると予測していたとのことだ。後者は日本企
業としての判断だが、もし今後も中国経済がダメ
にならず、しかし日本企業が中国でビジネスをし
なくなったらどうなるかを考えると、空恐ろしい
ものがあるのではないかと思う。

　週刊誌などで日本企業が中国から撤退し始めて
いるらしいとか全撤退とかいう話があるが、数字
はどうなっているのだろう。このグラフは日本か
ら中国への直接投資について毎年どれくらいいっ
ているのか、日本側と中国側の統計値を並べたも
ので実線が中国側、点線が日本側だ。これを見る
とつい最近までブームだったことが分かる。2013
年までの数字しかないが、史上最高にブームを更
新するようなレベルにあったと言えよう。この結
果と先ほどのアンケート結果がどう結びつくのか
判然としないが。この数字を素直に見ると2010年
から2013年まで投資ブーム。その後は尖閣問題も
あり、さすがに半減したという数字もある。2010
年から2013年のブームがどんな分野で起きていた
のか私自身も実感に乏しいところがあるが、一つ
の鍵は再投資がかなり多いらしいということだ。
新規投資より再投資。既に出ている企業が追加投
資したり、M&A－既存の中国企業に日本企業が
資本算入する－があったりする。どうもそういう
ことのようだ。
　先ほどのグラフは毎年のフロー、出ていく金額
だが、それではストックはどうか。撤退している
としたらストックは減っているかもしれない。そ
れを示したのがこのグラフで、ストックの金額は
この青線だが、見るとやはり増えている。撤退す
るより増えている分の方が多い。企業数は赤の線
だが、リーマン・ショックの時に明らかに止めた
企業もあるが、その後もじわじわと増えている。
　今日、主にお話したいことは、日本企業の中国
ビジネスの形態が変わるのではないかということ
だ。2000年以前は製品を中国国内でつくって中国
国内に販売しようとしたら合弁でなければいけな
かった。特に国有企業と合弁しなければならず、

例外がないこともなかったが、それは至上命題の
ようなものだった。一方、輸出であれば単独出資、
独資でもいいし、委託加工という形態もあった。
それがWTO加盟後は国内なら合弁という規制が
殆どの分野でなくなった。自動車など規制が残っ
ている分野も若干あるが、かなり少なくなり、こ
こ十数年は合弁から独資へという方向に転換して
いる。また例えば、より最近の現象として、今ま
で広東省では委託加工企業という法的には無礼な
存在が許容されていたが、これが近い内に出来な
くなるということで、委託加工の仕組みで輸出し
ていた企業も独資に転換するということが起きて
いる。このグラフはそういうことを表している。
一番上の薄い部分が独資企業の数における割合を
示していて合弁から独資に移っている様子が分か
る。
　しかし、最近になって知ったいくつかの事例か
ら、また合弁が復活するのではないかと思われる
ことがある。それを今日の問題提起にしたい。 

　最初のポイントとして、中国に進出する目的が
2000年までは輸出メインだったのに対し、最近は
7割が国内販売向けとなっている。
　1つ事例を紹介したい。唐沢製作所という自転
車のブレーキを作る企業だ。1993年に合弁企業
をつくったのだが、合弁相手がいろいろと不正を
やっていたらしく、1998年に合弁を解消して独資
企業、単独出資企業をつくった。唐沢製作所は小
さい企業ゆえ現地に日本人を派遣する余裕が無
く、独資企業をつくる際に日本で研修を終えたば
かりの若い中国人を社長に据えた。果たしてこの
若い経営者がたいへんに有能で、会社をつくって
から現在までに販売量を70倍までに拡大した。顧
客数が400社、中国人でなければ絶対にできない
ようなことをしている。この成功はどう考えても
その経営者のおかげだ。日本の本社は技術を提供
しているが、彼の功績によるところが大きい。そ
の功績を認める意味もあったと思うが、この会社
は2011年に経営者が7割を保有する合弁企業へ
とまた転換した。これは両方にとって非常にハッ
ピーな、しかし象徴的な話だと思う。

　海信日立の例もある。元々、海信も日立も有力
な電気メーカーで、それぞれが独自に同じ市場を
攻略していたがなかなかうまくいかない。海信は
販売力はあるが技術が無い。日立は技術は凄いが
販売力が今一つ。それでは両方を組み合わせてし
まえということで、完全対等出資の合弁をつくっ
たところ、かなり成功している。
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　国有企業と合弁せざるを得なかった時代は相手
の悪いところが入らないようにすることを考える
のが大事だった。しかし、中国の市場経済の歴史
もこれだけ長くなれば、中国企業の中にも優れた
要素を持った企業が出てくるし、唐沢製作所の例
のように能力を持った経営者も増えてくる。独資
だとこういう力を活かしにくいかもしれない。ま
た1990年代は国有企業と日本企業の考え方も相
容れなかったが、その面でのギャップも縮小した。
そういった辺りをいろいろと考えてくると、今ま
でのところ独資が7割と圧倒的優位になっている
が、今後は合弁企業が再びクローズアップされて
くるのではないかと思う。私からは以上だ。

（大原） 
　続いて日本貿易振興機構の丁先生にお願いした
い。

（4）「中国経済の最新動向と今後の展望」 
丁 可氏： 日本貿易振興機構アジア経済研究所

研究員
 
　丸川教授からは日系企業に焦点を絞って最近の
動きについてお話いただいた。私からはより広い
視点から、民間企業と外資、この2つの動向につい
て見解を述べさせていただきたい。
　外資にしても民間企業にしても中国経済の中
では市場の原理が最も働いている世界だ。従って
「ニュー･ノーマル（新常態）」、経済成長率が7％
代に低落した時代に入ると、他の部門に比べて民
間企業や外資はより厳しい競争にさらされるよう
になり、より激しい構造転換を迫られるだろうと
予想される。
　こういった状況の中で民間企業では大きく2つ
の方向性が打ち出されている。1つは効率の向上、
生産性の向上という方向性で、もう1つは新市場
を開拓するということだ。その対応策としてイン
ターネット的発想と「走出去」、海外進出がポイン
トとなっている。
　一方、外資はこれまで中国の安い労働力を求め
て進出してきたが、今後はそういうわけにはいか
なくなる。むしろ民間企業との新たな分業関係を
探る必要性が出てくるだろう。中国企業と連携し
ながら中国という巨大なマーケットで共に成長を
遂げていく、このような外資こそ大きく成長する
可能性を秘めているだろうと考えている。

　ここ2、3年、中国の経営者の間で、中国のソー
シャルメディアの間で、また中国のマスコミで最

ももてはやされている言葉は何かというと “イン
ターネット的発想”というフレーズだ。これはイン
ターネット技術により効率の向上を図るととも
に、インターネットが象徴するような自由かつ分
権的な発想を徹底的に活用する経営姿勢を意味す
る。面白いことにIT企業のみならず、伝統企業、
ものづくり企業、サービス部門－ラーメン屋、洋
食屋、煎餅屋といった企業までもがことごとく、
“インターネット的発想”を活用しながら自社の飛
躍的な成長を求めていこうという強い姿勢を打ち
出している。

　“インターネット的発想”を活用することで成功
を遂げた典型的な事例を紹介しよう。小米（シャ
オミ）という2010年に創業したばかりのスマート
フォンメーカーだ。昨年は設立4年目にして販売
台数が6,000万台。先ほど、丸川先生から唐沢製
作所が70倍売上を伸ばしたという話があったが、
シャオミは1年目に50万台、4年目に6,000万台と
4年間で120倍も売り上げを伸ばし、国内メーカー
としては今や華為に次いで第2位へと急成長した。
まだ上場していないが、資産評価額が450億米ド
ル、およそ5.4兆円と未上場のハイテク企業として
は世界最大だ。
　何故、シャオミは成功したのだろうか。シャオ
ミの強みはどこにあるのだろうか。一言で表すな
ら非常に高いコストパフォーマンスにあると言え
る。仮にiPhoneの性能を100点とすればシャオミ
は性能的に80点くらい、しかし価格ではiPhoneの
4分の1だ。性能が良くコストパフォーマンスが良
い携帯として所得水準の高くない消費者からも非
常に愛用された。そしてこのコストパフォーマン
スを何故実現できたかというと、まさしく“イン
ターネット的発想”を活用したからだ。いろいろ
なポイントがあるが、ここでは2点に絞って紹介
する。

　1つはソーシャルメディアの活用だ。シャオミ
は一般的な産業と違い、伝統的な営業手法は一切
使っていない。広告を一切出していない。直販店
の販売チャンネルも一切持っていない。専らソー
シャルメディアに頼り、新規ユーザーの開拓にあ
たっていく。ミニブログやウェイボー（中国版ツ
イッター）、WeChat（中国版LINE）といった中国
の代表的なソーシャルメディアとシャオミ自身の
ネット上のフォーラムがあるが、いずれも数百万
人単位でユーザーが登録している。シャオミの経
営者は40代だが、どれほど忙しくても毎日必ず経
営者本人が１時間かけてソーシャルメディアで獲
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得したユーザーにフィードバックを行っている。
さらに全ての従業員に対し、ユーザーからの問合
せに15分以内に返信しなければ罰金という厳しい
ルールを課している。
　もう1つ、“インターネット的発想”として非常
に興味深いのは、ユーザーの力を最大限に発揮し
て製品開発に当たっていることだ。これはシャ
オミのユーザーインターフェースだ。スマート
フォンをお使いの方はお分かりだと思うが、これ
がログインの状態で中に入るとこういう形にな
る。これまでシャオミは70万人のユーザーを製
品開発に動員した。ほぼ毎週、ユーザーインター
フェースの新バージョンが開発されている。昨年、
「トランスフフォーマー」という映画が流行った時
はすぐさまトランスフォーマーバージョンのイン
ターフェースが出回った。

　次に民間企業のもう一つの動き、「走出去」、海
外進出について紹介する。
　3枚の写真を見ていこう。これは私が3週間前に
UAEを訪問した時に撮ったドバイのドラゴンマー
トだ。現在、3,400の中国企業と8,000人の中国人
経営者が入居している。マーケットを取り巻く貿
易量は年間600億ドルにも上る。
　こちらはカンボジアのシアヌーク港に開設され
た経済特区。江蘇省の民間企業が中国政府とカン
ボジア政府の支援を受けて工業団地を立ち上げ
た。今後は労働集約的産業企業を中心に数百社の
企業誘致を行う予定だ。
　3枚目の写真。中国企業は日本にもやってきて
いる。昨年、神戸のP＆Gアジア本社ビルが中国
人経営者に買収された。今後は日中の企業マッ
チングのプラットフォームとして役割が期待され
ている。中国と日本からそれぞれ100社ずつ誘致
し入居させ、情報交換－インタラクションを通じ
てシナジー効果を生み出すことをビルのオーナー
は期待している。
　これら3つの事例に共通する点がある。いずれ
もかつての日本企業の海外進出とは大きく異な
り、特定の大企業や大手商社といったところに
頼って海外進出するのではなくマーケットや工
業団地、あるいはこういった商業ビルといったプ
ラットフォームを通じて、特に中小民間企業が独
自の経営判断で、しかも何百社、何千社の規模で
共に海外へ進出する。海外に出ていくことに対し
て全く違和感を覚えない。気軽に海外に出て行く
ようなシステムが中国の中で形成されようとして
いるような印象がある。

　外資の動向に視点を変えてみよう。低賃金の
時代は既に終わりを告げた。外資は大きな構造
転換を迫られている。我々アジア経済研究所は実
質賃金の上昇という大前提の下、あるシミュレー
ションモデルを開発した。このモデルの中では賃
金というファクター以外に例えば市場サイズや輸
送費のコスト、産業集積の発達程度などの要素を
含めて、外資がこれからどう動くのかシミュレー
ションモデルを開発した。
　試算して得た結果はこうだ。労働集約的産業と
いう賃金が大きくものをいう世界ではやむなく周
辺国への移転が加速していくだろう。電子、機械
産業では輸送費は低いが産業集積への依存度が高
い。こういった場合はチャイナ＋１で中国に生産
拠点を残しつつ海外に分散していく。最後に自動
車産業。中国という世界最大のマーケットがある。
自動車の輸送コストは極めて高く、さらに産業集
積への依存レベルも非常に高い。このような産業
に関してはむしろこれからどんどん投資を拡大す
る方向にいく。
　これはシミュレーションモデルだが、我々は広
東省政府と5年間、共同研究を実施していて、実際
に日系企業の現場を回り感じたところでは同じよ
うな結果が出ている。

　それでは個別企業のレベルにおいて外資の戦
略としてはどのような行動を取るべきだろうか。
簡単に言うと、中国企業と連携しながら中国マー
ケットで共に成長していくという新しい分業関係
を構築できた外資がより成功するというような結
論が言えると思う。
　この表は2013年の世界のIC設計会社の企業ラン
キングだ。1年を通して最も伸びているのはクア
ルコムやブロードコムといった技術力のある米国
企業でなく、3番目のメディアテックという台湾企
業だ。コンシューマーエレクトロニクス製品のコ
ア部品であるベースバンドのICを提供している会
社で、年間を通して37％も売り上げを伸ばしてい
る。米国大手と比べてそれほど技術力に優れてい
るわけではなく、携帯電話に関する重要な特許も
さほど持ち合わせてはいない。しかし、今や中国
マーケットでスマートフォンに関しては5割以上
のシェアを取っている。中国ではウェアラブルデ
バイスが一つのブームになっているが、ウェアラ
ブルデバイスに必要なICは殆どこの企業から提供
されている。

　メディアテックのどこが凄いのかというと、技
術力の弱い中国企業を相手にしながら、誰でも簡
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単に携帯電話をつくれるような仕組みを作ってし
まったことだ。中国企業は提供されたターンキー
ソリューションを利用し、簡単かつ短期的にス
マートフォンを開発できるようになった。さらに
技術面だけでなくマーケティング面においても、
例えばドバイの消費者はこういう物を求めている
というような消費者のニーズ情報を積極的に中国
の携帯電話メーカーに提供する。マーケティング
の面でも中国企業をどんどんサポートするのだ。
　このように技術面、市場面でもリーダーシップ
を発揮しながら中国企業を牽引するような形でメ
ディアテックは大成功を遂げた。
　日系企業については丸川先生からもお話があっ
たが、このようにコアの部品、コアの機械、短期
ソリューションを提供する形で、日本側から顧客
に対し積極的に技術支援するような形で急成長を
遂げた日系企業はかなり多い。大企業にとどまる
ことなく、中小零細企業でもこういう成功事例は
多々ある。私からは以上だ。

（大原） 
　丸川先生、丁先生の話はいずれも非常に印象的
だった。丸川先生の話では再度合弁時代に入った
ということだが、かつて日本企業と中国企業は価
値観や理念が違うためできるだけ組みたくないと
いうところもあった。しかし最近は理念的に同質
化しており、経営資源的に完璧な関係となり、そ
れが新しい合弁の流れを生み出していると。経済
体制において現場の企業レベルで言えば同一化
していると。なるほど、というところだ。丁先生
のお話では新しく出てきた民間企業の特色として
インターネットの活用やグローバル化における企
業同士の組み方など、非常に刺激的な内容だった。
　議論の前に私から若干質問させていただきた
い。まず丸川先生に伺いたいのは、しかしそうは
言っても日本企業の技術経営の話からすれば、技
術はあり製品価値もあるのに利益を生み出せない
ところが問題視されていた。それが先生のお話で
は日本企業と新しい中国事業との提携、日本が技
術を持ち、マーケティングや経営資源を中国企業
に任せるという形は相互補完的に見えるものの、
投資する日本企業からすれば技術だけが流れてい
き、おいしいところが得られない可能性があるよ
うにも思える。その辺りについて仔細があれば伺
いたい。
　丁先生に伺いたいのは、中国の新しい民間企業
は日本企業の事実的経営の課題として見るとビジ
ネスモデルに大きな違いがある産業が多い。低価
格でありながら付加価値があり、しかも大量生産

できて利益を上げられる業態が活性化しているよ
うだが、その中で技術を中心とした日本企業が動
ける余地はあるのだろうか。

（丸川） 
　日本企業が中国で利益を上げていないかという
と実はかなり上げている。国債収支表の投資収益
バランスをみると相当中国が入ってきていると思
う。今日ご紹介した事例で日本側がどれくらい儲
けているかについて、内情を聞きづらいところも
あるので詳らかにはし難いところだ。しかし独資
であれだけの成功をすれば利益を持ち帰ってきた
かどうかは別として当然の結果だと思う。日本企
業の中国研究室には中国を活かして大きなビジネ
スにするようなネタは多く眠っている。楽をしよ
うと思ったら中国側に経営を任せればよく、楽を
して儲けようと思えばそれを可能とするようなネ
タはいっぱいある。クアルコムのように儲けられ
るどうか、ネタはまだまだ眠っているだろう。私
が強調したいのは、そのネタのためにかつては自
ら市場に出て行き、苦労して市場を開拓していた
が、今はそこまで頑張る必要がなくなった感があ
るということ。ビジネスの場においてますます日
本企業の特質を活かせるような環境が出来てきた
と思う。
 
（大原） 
　ありがとうございます。まだまだ十分活用でき
る資源が日本側にいくらでもあり、それを使える
ということ、利益を潤沢にするのは後からでもい
いということかもしれない。
　丁先生はいかがだろう。

（丁） 
　現在、中国で飛躍的に成長している企業は中低
レベル所得者の消費をターゲットに商品開発して
いる企業だ。つくられる製品は付加価値がそれほ
ど高くない大量生産品だ。その世界に日本企業が
入り込むのは難しいだろう。日本企業はより技術
集約的で品質水準の要求が高い機械や中間部材な
どといったものを提供する形で関係を築いた方が
双方にとってハッピーな結果になると思う。
　携帯電話の例で申し上げると、昨年、日本シャー
プが黒字経営を取り戻している。確か800億位の
黒字を出したと記憶している。何故かというと、
シャオミなどの中国ローカル企業に対して液晶パ
ネルを提供したからだ。村田製作所なども同じビ
ジネスモデルだ。中国企業に技術提供はできない
が、完成品のクオリティに必要不可欠なコンポー
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ネントを提供できる日系企業がより成長している
という現実がある。先ほど丸川先生から、電気自
転車の基幹部品であるブレーキを提供する唐沢製
作所の話があったが、そのストーリーと全く同じ。
唐沢製作所のユーザーである自転車企業は400社
以上ある。その企業の多くは1台あたり2,000元～
3,000元の電気自転車を作っているが、ちなみに日
本では電気自転車は1台あたり80,000円～100,000
くらいする。基幹部品のブレーキは唐沢製作所と
いう日系企業からしか供給されない。高品質、高
性能が保証されるからだ。このように絶対的な品
質要求が高い部品、中国企業には作れないような
技術要求水準が高い部品に関して日系企業が入り
込む余地はまだまだ大きいと思う。
　私は中国で2年間、日系の中小サプライヤ―を
対象とした現地調査をしていたが、技術力があり
ながら中国企業とうまく組めずマーケットを開拓
できない中小企業にたくさん出会った。それでは
どういう企業が中国で成功するかというと、2つの
タイプ－私の呼ぶところに“現状維持派”と“国際
派”があると思う。“現状維持派”はその企業だけ
がつくることのできる商品を持っている、あるい
はその会社しか高い精度を出せない場合だ。この
場合は日本と同じ経営スタイルを維持しながら中
国でもうまくいく。“国際派”は必ずしも独自技術
を持っているわけではないが、経営者は非常に国
際感覚が優れているため経営の現地化を徹底的に
進める。現地での人材育成、現地子会社への権限
の移譲といったことを徹底的に行う。さらに技術
的な優位性を活かして、顧客である中国企業、最
終製品を作っているアセンブラーに対し、積極的
に生産のノウハウを教えていく。“国際派”企業は
数的には少ないが姿を現わしてきており、中国の
中で大成功を遂げつつある。それが現状だ。

（大原） 
　ありがとうございます。“現状維持派”と“国際
派”というのは面白い視点だと思う。
　ここで第一部と第二部の議論を少し噛み合わ
せてみたい。渡邉先生からは国有企業を優先させ
る体制がイノベーションの阻害になるという話
があった。一方、丸川先生から伺った話では民間
企業の新しいビジネスにおけるイノベーションは
我々の想像より進んでいるのではないかと。とな
ると、今の中国の経済体制はイノベーションを阻
害するような体制なのだろうか、それともまた違
う側面があるのだろうか。

（丸川） 
　分かりやすい例としてアニメについて調べた例
をお話したい。中国アニメの製作現場を回ったり
作品を見たりもしたが、どうも根本的に面白い作
品ができない構造がある。それは検閲だ。検閲が
あるため1年52週分のアニメをいったん作り終え、
それを検閲当局に差し出して許可を受けてからで
ないと放送できない。日本のように視聴者の反応
を見ながら話の内容を変えていくということがで
きない。先に1年分を作り終えなければならず、検
閲を通らなかったらそれでダメになる。こういう
体制では絶対にイノベーティブな作品は出来ない
だろうと感じた。 

（大原） 
　国が関与するイノベーションのクリアな事例を
挙げてもらった。丁さんはいかがだろう。

（丁） 
　渡邉先生の報告からは非常にネガティブで効率
性の悪い、活気の無い国有企業のイメージが浮か
び上がってくるが、他方でイノベーティブな競争
力の高い国有企業が存在していることも事実だ。
例えば、私は10年かけて世界最大の雑貨の産地で
ある義烏の調査をしたことがあるが、そこを管理
しているのは国有企業だった。株式上場もしてい
る。。また蘇州高新区というおそらく世界でも最
高の科学技術水準を誇る工業団地があるが、そこ
の管理会社も国有企業、国有資本が入り株式上場
も果たしている。さらに中国最大のハイテク企業
のクラスターである中関村を管理する会社も国有
だ。携帯電話でも国有企業である中興（ZTE）が
ある。これら企業に共通しているのは常に厳しい
競争にさらされているということ。つまり、おそ
らく所有制の問題ではなく、厳しい競争環境の中
に置かれているかどうかが大事なのではないかと
思う。
　かつての日本でも少数の大企業が全ての産業を
支配するような構造が働いていた。競争的寡占構
造と言われ、少数の大企業の間で非常に激しい競
争が展開されていた。しかし中国の国有大企業の
間ではこのような激しい競争は展開されない。今
後、中国ではどのような競争構造が形成されてい
くのだろうか。少数の大企業が行政の権力にうっ
たえて競争を阻害する方向に走るのか、無数の中
小零細企業の間で低価格、低レベルの競争しか行
われないのか、あるいは大企業と中小企業の間で
競争をめぐって何かしら新しい分業的構造が生ま
れるのか。この点について私は非常に感心がある。
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かつての日本とは随分と違う形になるだろうと注
目している。

（大原） 
　ありがとうございます。まだまだ議論が出来る
はずだが残念なことに時間を大分超過してしまっ
た。フロアからお声があれば伺いたい。いかがだ
ろうか。

～フロア質疑なし～

【閉会挨拶】
（JST 倉澤上席フェロー） 
　大原先生、ありがとうございます。
　今日は長時間、非常に幅広いテーマを取り上げ
た。最後にパネリストの皆様にもう一度拍手をい
ただき、本日のシンポジウムを閉会させていただ
く。皆さまのご清聴に感謝申し上げる。

（了）

［基調講演 ①］

柴田 聡
元・在中国大使館経済部参事官
（現・内閣官房内閣参事官）
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PPM2.5の発生源（2012～2013年）
①自動車排ガス：31.1%  石炭燃焼：22.4%産業の排出ガス18.1%、粉塵：14.3%、その他：14.1%。
②北京市地元の発生比率：64～72％。周辺地域の寄与度：28～36％、ピーク時は50%以上。
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講演録

【開会】
（JST中国総合研究交流センター 倉澤上席フェロー）
　これより独立行政法人科学技術振興機構中国総
合研究交流センター（CRCC）の月例研究会を始め
させていただく。
　今日は環境問題、特に環境法制について北京大
学の汪先生にいらしていただいた。たっぷりとお
話を伺いたいと思う。今、丁度、全人代が開かれて
いる。新しい環境大臣には清華大学の学長だった
陳吉寧先生が就かれたが、環境問題は腐敗問題や
技術の問題も含めて非常に根が深いとしてメディ
アでも大きく取り上げられた。全人代期間中の
PM2.5はほぼ最悪の状況だったということで、環
境問題は非常に注目を集めている。報道によれば
陳環境大臣からは今後数十年にわたり百数十兆円
のお金をかけて環境問題を解決しなければならな
いという発言があったそうだ。 
　今日お越しいただいた北京大学の汪先生は中国
の環境法制のプロ中のプロで、政策決定にも非常
に近いところにいらっしゃる。はじめに汪先生か
ら1時間半くらいお話をいただき、その後、龍谷大
学の北川秀樹先生に10分ほどコメントをいただき
たいと思う。会場の皆さんからのご質問もお受け
したい。中国に進出している企業や中国でビジネ
スされている皆さんにとっても今日のテーマは非
常に大きな問題だと思う。

　汪先生のご経歴はお手元の資料の通りだが、先
生はたくさんの法律の作成や起草、検証、そして
改正などにも関わっておられる。尚、今日は逐次
通訳としてCRCCの金 振フェローが壇上に上がら
せていただく。金フェローはサイエンスポータル
チャイナというCRCCのWEBサイトにおいて20
回以上にわたり中国の環境問題や環境法制につい
て記事を書いている。それでは早速、汪先生にお
話をいただく。

【講演】
　私は1988年から1999年の環境保護法改正に携
わっていた。2011年から2014年までは新しい環境
保護法の改正に携わることもできた。1988年に大
学を卒業した後は大学に籍を置き、主に大学教授
の秘書のような仕事をしていた。

　1993年の全人代において環境資源委員会が設置
された。この委員会は環境法の制定や執行に関す
る業務を担う組織で、そこでは環境法の改正を目
的に環境保護の研究調査を行っていた。皆さんご
存知の通り、中国全人代の任期は5年。1993年は
第8期全人代で、それからおよそ20年、ようやく
新しい環境法の改正に至ることができた。この法
律は一つの記録を持っている。法律が正式に公布
されるまでのプロセスにおいて審議が4回も行わ
れたという記録だ。
　1993年当時から現在まで、中国は大きな発展を

中国環境保護法の改正と法執行への影響

PROFILE
汪 （わん じん）氏　北京大学資源・エネルギー・環境法研究センター 教授 
［略歴］ 
1983年 武漢医学院 医学部卒業 
1991年 武漢大学 法学修士 
1995年 1月～3月 デンマーク Uppsala Universitetに滞在、ヨーロッパー環境法に ついて研究 
1996年 9月～1997年 8月 日本法政大学に交換留学 
1997年 北京大学法学 博士学位取得
［研究活動］ 
1996年より、「環境保護法（試行）（1979年施行）」の改正作業に係わって以来、中国のほぼすべての環境保護関連法令（政
省令）の起草、検証、改正作業に関与。現在、「原子力法草案」、「核安全法草案」、「土壌汚染防止法草案」、「生態補償条例（省
令相当）草案」、「環境モニタリングに関する管理条例草案（省令）」、「改定建設プロジェクト環境保護管理条例（省令）草
案」などの環境保護関連法令の立法作業に参加。

2015年3月12日（木）　15：00～17：00開催日時

PROFILE
北川 秀樹（きたがわ ひでき）氏　 
龍谷大学政策学部教授、 NPO法人・環境保全ネットワーク京都代表、博士（国際公共政策・大阪大学）

専門は環境法政策。1979年京都大学法学部卒業後、京都府庁勤務、地球環境対策推進室長を昀後に 12年前に研究者
に転身。日本と中国の環境法政策と環境ガバナンスの研究に取り組んでいる。編著書『中国の環境法政策とガバナンス
（2011）』など。
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遂げてきたが、その発展と同時に環境問題やエネ
ルギー、自然破壊といった問題を抱えている。

　法改正に入った1993年当時から、環境問題に関
するたくさんの意見があがっていた。例えば、中
国では既にエネルギー環境に関連する27の行政命
令等が存在していたが、環境法を基本法としての
法律に昇格させようという議論があった。一方、
政治、経済といった中央省庁からは環境法を改正
しない方がいいのではないかという意見が多かっ
た。法律がたくさんあったとしても、政治体制も
含めてそれを執行する体制が追いつかなければ、
実施は困難だという指摘だったようだ。その時の
一つの意見として、特に経済を担う部署からだが、
いきなり基本法をつくるのではなく法律を一つず
つつくりあげることによって基本的な問題への対
応策としようじゃないかというものがあった。し
かし、環境部署は総合性を持った基本法の制定が
今後の環境問題の解決につながると判断し、環境
法の立法を支持していた。一つ一つの法律に基づ
いた場合、環境部署は限定的な権限しか持つこと
ができず政策実行上の支障となる。そこで、取締
権限を強化するような環境基本法の設定が必要だ
と考えたのだ。全人代でもそのような動きがあっ
た。環境法律を一つ一つ個別につくるよりも全て
の分野に適用できるような基本法をつくった方が
より効率が良いのではないかということだ。

　法律に関する議論は1993年からいろいろとあっ
たが時間だけが経っていき、プロセスが本当に開
始されたのは2010年以降となる。新しい環境法を
つくるという議論が盛り上がった原因に5つの要
因があげられると思う。
　一つのきっかけに2008年の北京オリンピック
開催中に発生した事例がある。BBCの記者がマラ
ソンのコースに沿って1週間、手持ちの機械で大
気中のPM2.5を測定したところ、その数値が驚く
ほど大幅に世界衛生組織の基準値を超えていたの
だ。これがBBC、ひいては世界中にも報道された。
中国では何故、我々の測定機器では大丈夫なのか
と反論する人も出た。
　もう一つのきっかけは米国大使館だ。米国大使
館が新館を建てた際に屋上にPM2.5の計測装置を
設置し、Twitterで“北京 AIR”として公表した。
その時の政府対応として環境保護部と外交部は
全面対決の姿勢を見せ、北京のPM2.5はそこまで
酷くはないとした。むしろ米国は中国の主権を侵
害したと主張したが、こういったメディア報道と
データは社会に大きなインパクトを与えた。

　政府の対応はどうあれ、実際問題、この大気汚
染は水質汚染や土壌汚染を引き寄せるだけでなく
健康被害まで大きく引き起こしている。
　2009年、中国共産党は正式文書をもって「生態
文明」という政策草案を発表した。この時期、中国
社会全体の流れでは企業の経営方針をより環境に
優しいものにすべきとする転換期を迎えていたと
いう背景がある。さらに、全人代では法律提案に
関して環境に絡む案件が圧倒的に増えているとい
う状況もあった。第11次全人代が発足した当時の
中国全体の法律は250ほどあったが、その内10分
の１が環境に関する法律だった。それにも関わら
ず何故、中国の環境問題は依然として解決されて
いないのか。反省すべきところだと思う。過程に
は様々な調査報告書や検証書があったものの、そ
れら結論の矛先は共通して中国の現存体制に向い
ていた。そのポイントは3点ある。
　1つは地方政府が地方の環境行政に不当に関与、
あるいは中央政府の政策実施を妨害したというこ
と。その背景にはGDP至上主義の影響があるのだ
が、地方での立法作業のプロセスも地方政府から
の妨害を受けていた。もう1つは法律が環境保護
部署に与えた職責と権限のアンバランスだ。そし
て司法の救済が無力であったこと。これら3つの
ポイントは中国企業にとって非常に深刻な問題と
なっている。
　ある調査によると、中国では80％以上の企業
が環境基準に反した行為があったとされている。
GDPのデータや環境測定に関するデータ、あるい
は汚染処理施設等のいろいろな数字が虚偽に報告
され、違反行為が潜在化していたために、我々は
今まで正確に全体像を把握することができていな
かった。全人代でも20年間、この議論をするばか
りだった。そういう背景もあり、2011年の第11次
全人代では環境保護について部分的に変えること
を決定した。

　この決定について、環境問題がこれほど悪化し
ているにも関わらず、何故、部分的な改定なのか
と各界は大きく反応した。それに対しての回答は、
全人代の解釈では環境問題の根幹は環境部署の職
責と職権のアンバランスにあるというものだっ
た。そして、具体的な案として、8つの条分につい
て部分的に改正するという決断となった。この8
つの条文は、1つに環境、影響、評価制度に関する
こと、2つ目に環境計画に関すること、3つ目が環
境基準、4つ目に市民参加、5つ目にそれぞれ主体
の法的責任をクリアにすること、6つ目には期限内
に是正するという条文もあるが、これについても
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明確に答えを出してはいない。

　2012年 8月、ようやくこの法案が提出された。
パブリックコメントとして社会にコメントを求め
たところ13,000件以上のコメントが寄せられたそ
うだ。インターネットを介して意見提出する人が
これほど多くいるということは、潜在的にこの法
律に意見を持つ人がもっといるのではないかとい
うことで、全人代もこの法案についてさらに真剣
に考えるようになった。第一次の条文作りに私も
参画したが、その時に聞いた反対意見をたくさん
覚えている。
　全人代の中にある環境資源専門委員会の委員長
は非常に大きな権限を持っている。専門委員会の
委員長の場合、その権限は非常に大きい。専門委
員会の委員長はどちらかというと産業よりの考
え方を持っていたため、法案をあまり厳しくしな
い方がいいという意見を述べていた。法案作りの
シンポジウムやプロセスにおいては、皆がいい意
見を出すものの、最終的には骨抜きになってしま
うということがあった。本来であれば2012年8月
に法案を提出し、2013年3月には正式交付される
予定だったがコメントがあまりにも多く、それは
委員長としても想定外だった。2013年には行政
と全人代の指導体制が新しく変わる。新体制がス
タートする前に、自分の業績として法案を通した
かったというところがあったのだろう。そういった
こともあり、2012年9月28日、北京大学は各界の
専門家を招集して提案書を作成し、全人代の責任
者に送付した。提案書を提出した経緯もあり、こ
の法案は2013年1月の審議へは提出されていない。
　2013年3月、新しい全人代が設立されて環境資
源委員会のメンバーも全員が入れ替わり、4月から
再スタートされた法案修正のプロセスは全面改訂
の方向にいき始めた。北京をはじめとした中国国
内各都市の大気汚染は日々、深刻さを増している。
全人代が開かれる3月は特に酷い時期でもあり、
全人代の委員からは環境に対する提案がおおいに
行われた。

　2013年6月からは第2次修正案が審議され始め、
9月には第3次改修を行った。6月の第2次と9月
の第3次案には主に2つの大きな変更点がある。
一つは環境責任に関する条項、一つは法的訴訟に
関する新しい条項が盛り込まれたことだ。2013年
に開かれた共産党中央大会においては生態文明に
関する研究が発表された。報告書の中では生態保
護に関する政策についてかなりの尺を取って述べ
られている。2014年中央大会で出された戦略に係

る強化方針に沿う形で、第3次法案では管理内容
についても多く盛り込まれている。そして去年、
2014年4月24日、法律が可決された。

　改定された環境保護法には主に次のような変更
点がある。環境責任について強化していることが
一つ。これは1972年に日本で設置された公害に
関する法案の趣旨と似たところがある。2つ目は
環境保護部署の法案執行効力強化に関する条文が
入ったこと。それまで環境保護部署には汚染物質
を排出した違反企業の設備あるいは工場の閉鎖や
押収措置、生産抑制命令や生産停止命令といった
基準は存在しなかった。パイロットプロジェクト
として実施しているいくつかの制度もこの中で述
べられている。生態保護補償制度、経済補助金制
度、環境汚染責任保険制度、区域・流域の広域汚
染防止の仕組みというようなところだ。環境情報
の公開に関するところもあり、そこには重点企業
の環境情報も含まれている。
　違反行為については企業だけでなく、政府、行
政の責任も厳しく追及するということが盛り込ま
れている。また一つの目玉政策として、企業につ
いては違反日数によって罰金が上乗せされその上
限が設けられていない「日罰制度」が導入された。
この制度がポイントだ。日本の法律には無いもの
だが、米国の大気汚染に関する制度からヒントを
得ている。日本には無いのに何故、こういった厳
しい制度を導入するのかという批判の声もあった
が、日本に無くても米国、EU、香港、台湾ではこ
の制度を導入していると厳しく対応した。また、
以前であれば原則的に追加制裁は出来なかった
が、今は企業が是正命令に従わない場合、その翌
日から1回目の罰金に違反日数を乗じた形で罰金
はどんどん上がっていく。また、それまでは罰金
刑では罰金しか適用できなかったが、改正以降は
行政拘留といった身柄を拘束するような刑も執行
できるようになった。地方政府も違反責任を厳し
く追及されるようになり、毎年、中央政府の環境
保護に対する責任を全人代に報告することになっ
ている。例えば権限を持っている環境保護部署が
きちんと取り締まりを行わない場合、上級の人民
政府が変わりに処分を下すことが出来るようにも
なった。中国では数字が非常に重要だと捉える面
もあり、最近では環境測定をアウトソーシングし
ているところも多い。そこで、計測業務を担った
企業やコンサルティング業者といったところにも
罰則を適用することになった。それに伴い民事訴
訟法を改定し、民事公益訴訟も導入した。この法
律に対する社会各界の評価や高感度は全体的に高
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いといえるだろう。第1次提案から第4次までの
改定作業に関わった私から見ても、ある程度は高
く評価できると思っている。

　この法律が全人代の可決を得て執行される丁度
その時期、私は人民日報からの依頼を受けて原稿
を執筆し、4月25日付けの人民日報に掲載された。
そこでは良い法律ができたが、政治体制、特に中
央政府と司法制度に着目した場合、法律の実施に
はいろいろなリスクが存在するということについ
て述べている。この問題に関しては中国の各界も
認知しており、全人代でも法律施行に対する議論
が話題となっている。実際、第18次、第6回目の
中央大会では法律による統治というスローガンを
掲げているものの、現状としては非常に厳しいと
ころがある。

　改定された環境保護法は過去に施行された法律
と比較してかなり特徴のある法律だといえよう。
法律の執行に関する阻害要因については改善され
ているところもあるが現在進行形だ。問題の一つ
に、行政を含めた幹部や指導者の人事は中国共産
党が握っており、共産党はGDPの数字で評価を
行うということがある。また、もう一つは司法体
制だが、改善は進んでいる者の抜本的な改革はま
だ進んでいない。特に地方党政が法律執行におい
て妨害するような事案が多発している。もう一つ
の問題点として、中国の環境保護法は日本の環境
保護のような基本法としての性格を持っているた
め、関連法の整備が無いと法の実行力は無い。そ
して問題のもう一つに、中国は社会経済制度的に
転換期を迎えているため、内部から圧力や負荷が
かかっている時期だということがある。特に経済
面に関して言えば、GDPを下方修正するという動
きは中国の政策主導にとってはたいへん難しい判
断だ。

　ご覧になった方もいるかもしれないが、メディ
ア出身のある女性が一個人として大気汚染を題材
にしたドキュメンタリーを実費制作し公開してい
る。全人代が開かれると同時に公開されたのでた
いへんなインパクトがあった。このドキュメンタ
リーで特に目を引くポイントがいくつかあるが、
一つは政府が消極的で環境部署が弱すぎるという
こと。もう一つは国営企業の違反事実が多発して
いるだけでなく、国営企業が業界基準の設定に関
与しているということだ。その後すぐにインター
ネットの閲覧が制限されたということだ。 

　次に、法律の実施に関する内的要因について述
べるが、特に司法分野についてお話したい。
　ご存知かもしれないが、去年、中国国内では400
以上の環境裁判所が新設されている。有り体に言
えば、これは司法的なニーズに基づいた設立では
なく政治的要因を背景にした設立ラッシュだ。全
般的にいえる問題だが、環境案件に関しては行政、
民事、刑事も含めて裁判担当者の専門的知識や知
見が欠けているのが現状だ。ハードウェア部分の
条件が改善されない限り、中国の環境保護法の執
行には大きな問題が依然として残るだろう。その
ような背景もあり、市民や国全体の環境問題意識
が高まっていて、立法分野における環境がらみの
法令も新しく交付されている。大気汚染、土壌汚
染、水質汚染や海洋環境保護法がその例だ。
　こういった司法における改革も含めて我々が期
待しているところに、国務院あるいはその下の中
央政府も含めて、一刻も早い政令、省令、条令と
いった補完法の制定が必要不可欠。いくら法律が
立派でもそれを細かくくだいた条例といったもの
が伴わない限り、現場は困るだけだ。こういった
流れを踏まえて、今後中国では大量の行政命令や
省令、あるいは規則が制定される見込みだ。
　法律が施行されてからおよそ2ヶ月が経ったが、
行政処分を含めた環境案件が急激に増えている。
地方政府の責任を問う事例も出ている。そこで環
境行政にポイントを絞って説明したい。 

　一番大きなポイントは中国固有の問題なのだ
が、環境保護部署が見て見ぬふりをするような事
案が多発しており、そういった職責に対する罰則
に対して非常に大きな反響があった。2013年環境
保護法における職責の強化と責任の明確化に関す
る法案を作っていたようではあるが、それは未だ
に公表されていない。新しい法律によって環境保
護部署には職責や執行権限に関する大幅な強化が
みられたがそれに伴う財政措置あるいはマンパ
ワー的な措置にはまだ変化がみられない。最近の
流れ的に、次はどこの環境部署のトップが捕まる
のかということに非常に興味が持たれている。こ
ういった流れを受けて5つの省にヒアリングに
行ったのだが、現場の証言によると新しい法律が
施行された後、職を辞する公務員が少なくないと
いうことだ。つまり、環境取締り部署のトップの
座から離れる人が増えてきたということだ。環境
法執行の問題は環境保護部署一つの不作為に起因
するものではない。しかし、環境がらみの大きな
事件があると真っ先に罰せられるのは環境部署の
人間だ。近ごろでは「職責」という言葉は「職」務
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を全うして「責」任を取らされるという意味だと
冗談めいて言われている。司法と法執行に関する
問題について簡単に紹介したが、これについては
後ほど質問等を受けて議論したいと思う。

　裁判所では環境法の施行に戸惑いがあり、様々
な司法解釈が出されている。公益訴訟のニーズは
高まっているものの、地方の司法機関の姿勢はた
いへん慎重だ。
　政府関係者にヒアリングした際、非常に興味深
い発言があった。中国政府は公益訴訟を警戒して
いるというのだ。海外でもこの問題に注目して
おり、いろいろな組織が資金援助をしたり、プロ
フェッショナルを養成するケースも増えているら
しく、もしそれらが将来、一定の勢力になり、経済
体制にインパクトを与えたり、あるいは現体制に
不利益になることがあるかもしれないと恐れてい
るという。 
　さらに今は政府を含め、学会、教育機関、法曹
界と全体的な方針に関して右往左往している難し
い時期にある。新しく変わった行政指導者が環境
問題に関してどのように考えているのか、厳しく
徹底的に取り組むのかあるいは妥協するのか、皆
が興味深く見守っている。新しい法律が交付され
たことで、市民も環境問題について考え直し、い
ろいろな関心を持ってもらうきっかけになった。
取締り部署の権限強化や環境保護法の執行強化な
ど、環境問題の対策がスムーズになる面も出てく
ると思うが紹介したような体制問題もある。この
法律が当初予定した方向に進むかどうかは今後も
注意深く見守っていかなければならないだろう。

　さて、これから質問タイムに入りたい。私はディ
スカッションが好きなのであえて資料の発表時間
を短くした。フロアの皆さんにはどんどん質問し
て欲しい。

（倉澤）
　先生、ありがとうございます。質疑に入る前に
龍谷大学の北川先生にコメントをいただきたいと
思う。

【コメント】
　今回、龍谷大学では日本学術振興会の外国人招
へい研究者制度で汪先生を3月末までの約2カ月
間受け入れることになった。先生は「環境被害救
済制度に関する日中比較研究」を課題として研究
されている。これまでに京都大学と総合地球環境
研究所で生態補償制度についてお話いただき、一

ツ橋大学でも講演が予定されている。
 
先生とは 10年来の研究交流がある。先生からはい
ろいろなアドバイスや資料をいただいているが、
特に環境保護の執行問題について非常に詳しくて
らっしゃる。資料としても公開されているが、司
法機関職員や、特に中央政府の行政職員に対して、
何故執行が進まないかについての詳しいアンケー
トやインタビュー調査を相当多くされている。先
ほど紹介がありましたように、先生は非常に討論
がお好きなので私の方からは最低限のコメントだ
けさせてもらう。

　果たして基本法は非常に素晴らしい内容になっ
ていると思う。従来の環境保護法の汚染中心から
自然保護、生態補償あるいは廃棄物の問題まで拡
げたということ、また政府、企業の情報公開につ
いてかなり義務付けがされたということ、さらに
住民、メディアの監督、公衆参加の充実について
も規程を設けている。加えて法律責任の強化とい
うことで、日罰制－違反を改めなければ毎日、罰
金が課せられるという非常に厳しい規程が盛り込
まれている。しかし、実際にこれらが執行される
かどうかについては地方政府の状況を見るにかな
り心配が多いのではないかと思う。
　地方の経済発展志向もある。中央は生態文明と
いうものを持ちだして環境を重視した政策を進め
ているようには思うが、実際に地方に行けば地方
幹部の人事はGDPを中心に評価されている。数年
前、中国共産党が環境保護の基準で評価するとい
う方向性を出したというような情報が流れたこと
がある。私は西安で植樹活動を10年来続けており、
そこの森林関係の共産党幹部にその辺の事情を聞
いたところ、そのような話は知らないという。や
はり経済中心に評価されている実態が分かった。

　私がもう一つ注目しているのは公衆参加とNGO
の関係だ。2010年12月に環境保護部の意見が出さ
れ、環境保護分野でいえば積極的に支援し発展を
促進する、意思疎通と協働を進める、法による管
理という3点が打ち出されている。また2013年の
政府報告によれば、「社団」という形で民生部門に
登録するが、これの登記改革を進めるということ
で、環境保護を含む公益組織については直接、民
生部門に登記が可能なように検討するということ
が打ち出された。中国では「社団」に登録する場
合、所管部門を見つける必要がある。しかしこれが
なかなか難しい。直接、民生部門に登記できるよう
な方向に検討するという言葉は出たが、実際にそ
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れが進んでいるかどうかは極めて疑問だと思う。

　最後に習近平政権の環境政策に対する私見を述
べたい。
　私は今のところ、前政権と大きな変更は見られ
ないと思う。厳しい罰則を設けたが、一部ではそ
れだけではなく例えば石炭に税金をかけるという
ような環境経済的な規制手法を取り入れてはどう
かという議論もあり、しかし中国でどこまで市場
化が進んでいるかという疑問もある。おそらく先
生もそういう考えを持たれている。その辺りにつ
いてご質問をいただけたらと思う。

　日本との比較で考えると、地方自治体や住民が
リードして裁判所が正義の判決を出し被害者を救
済するというような構図は中国ではなかなか見ら
れないと思う。現在の党の指導の下、どのように
汚染を抑制して環境保全していくのだろうか。環
境NGOや公衆参加に注目していると言ったが、私
自身が今度の研究テーマとして考えているのはこ
のように政治的に限られた中でどのように住民や
NGOの意見を反映するようなシステムが作られる
か、非常に難しい問題ではあるが、それについても
先生と一緒に研究を進められたらと思っている。
　以上、簡単だがコメントとさせていただく。
 
【質疑応答】
（倉澤）
　北川先生、ありがとうございます。
　汪先生はたいへんに議論好きと伺っている。会
場からご質問を受けたいが、私から口火を切らせ
ていただく。
　先日、環境省の記者会見もあったが、環境行政
の中でも腐敗が非常に広がっているという。つま
りお金をもらって規制を逃れるケースが多くある
と全人代でも報告されているようだ。この実態に
ついて先生はどうお考えだろうか。

（汪）
　確かに中国では腐敗問題は深刻な社会問題だ。
私自身、30年間にわたって現場の政策担当者と付
き合いがあるが、その中の腐敗も少なくない。非
常に難しい問題だが、環境分野のみならず許認可
権限を握る部署であればその部署の責任者は何ら
かの形で少なからず腐敗に絡んでいる。例えば環
境影響評価制度や汚染物質排出の許認可制度、あ
るいは排出汚染費の徴収プロセスといったところ
に問題点がある。皮肉のこもった言い方だが、権
利を握る担当者のことを「公務員の帽子をかぶっ

たコンサルティング」、または「権利を持った事業
者」と表現することもある。中国の場合、許認可
権限は現場職員が握っているが、その職員が直接、
業者と取引する事例が多発している。
　中国の中央政府、地方政府の下には様々な事業
団体がある。営利目的の事業団体だ。環境影響評
価の許認可権限を持つ部署の審査案件がまさにそ
の事業団体だという場合もある。たくさんの違反
者や腐敗者を逮捕したり処罰したりしても何故、
中国の環境問題がなかなか改善されないのか。そ
れは抜本的な体制改革をしなかったからだと認識
している。これには古い歴史がある。中国は何千
年にもわたり、中央あるいは王は腐敗してしまう
ような人間を使い、問題が起きたら取り締まり、
そしてまた腐敗に走る者を起用するという統治を
繰り返してきた歴史がある。そのことから、2つ
の抜本的な改革が必要だ。一つは共産党内部の自
浄能力の強化。もう一つは法律の徹底的な整備と
施行。抜本的改革はこういうところからしかでき
ない。最近の中国では派閥闘争が激しく、政府闘
争が目立っている。習近平が自分の基盤を固める
ために闘争を仕組んでいるという見方もあるが、
やはり抜本的な体制改革に加えて法律の整備を進
め、施行を徹底するしか問題解決にいたる道はな
いと思う。

（倉澤）
　非常に大胆なお話をありがとうございました。
フロアからはいかがだろうか。

（フロア）
　質問が2つある。一つに、日本の新聞では全人代
で新しい経済目標として「新常態」－今までは経
済成長を重視して高度経済を目標としてきたが、
少しゆっくりした低成長路線というか成熟した社
会を目指そうという方向を打ち出したというよう
なことが報道されている。先生は「新常態」という
方針がこれからの現場で徹底していくと見られて
いるだろうか。
　二つ目は地球温暖化対策について。現在、世界
的にCO2の排出量をどうコントロールしていくか
という議論が進んでいる。去年6月、中国は米国と
一緒にCO2の排出を削減するための政策に本気で
取り組むという約束をした。排出量のピークを設
定して、いつかの時点からそれを減らしていくと
公言しているが、これは本当に実行するのだろう
か。先生は中国が国際公約を実行するとみておら
れるだろうか。
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（汪）
　難しい問題だがいい質問だと思う。個人的見解
を述べたい。「新常態」というスローガンはつい最
近、半年前に打ち出したもの。端的に言うと、これ
は中国が直面している経済発展の課題を表現する
スローガンでもある。ご存知のように中国は30年
間、高度成長を遂げてきたが、最近になってGDP
成長が失速し始めている。またそれに伴う汚染問
題や様々な社会問題をたくさん抱えている。こう
いった中で中国は内的、外的要因を含めて今の経
済体制を見直さざるを得ない状況だ。実は現段階
の汚染物質の排出量はとっくに環境許容量を超え
ているのだが、そういったデータがあるかと聞く
と、環境政策担当者はまだ把握していませんと回
答する。1999年から環境汚染担当者は大気も水質
も汚染許容量をとっくに超えていると言っている
のだが正確な数字は把握していない。経済専門家
あるいは中央省庁を含めた経済関連部署の共通認
識では、中国が環境基準を全部守るという前提で
いけば、環境汚染は60％に減るとみている。
　「新常態」というスローガンが発表されたとこ
ろでいろいろな中央の部署が自分の政策を持ち出
し、「これが新常態政策だ」と言っている。GDPの
観点から「新常態」の7％成長は経済発展の適切ラ
インだという見方もある。様々な審議会や委員会
に出席してきたが、個人的見解として「新常態」は
抽象的なものであって具体的な対策があるわけで
はない。
　2番目の質問についてだが、CO2の削減はある
意味、経済問題としても捉えられる。専門家の話
によれば、中国は2030年前にはピークエアーを迎
えることができるという意見もある。CO2の削減
問題はひいてはPM2.5や二酸化硫黄の排出削減と
いった環境問題にも直結する。中国の一次エネル
ギーにおける石炭消費量は70％と非常に依存度が
高い。直近の課題は環境に負荷が大きい質の悪い
石炭の消費量を値上げさせずに減らすという対策
とクリーンエネルギーの発展に絞られる。炭素税
に関する議論は実のところ10年前からあるのだ
が、新しい環境保護法の草案作りのプロセスにお
いて国家発展委員会から依頼があり、炭素税に関
する条文は入れないでほしいということだった。
環境保護法の仕組みとは別の枠組みにおいて扱う
予定である。
　関連対策には2つある。1つに排出量の規制に
関する制度が着々と進んでおり、2015年には全面
的に実施される見込みだ。2つ目は炭素税に関す
る議論だ。炭素税にするのかあるいは二酸化炭素
税にするのかで議論が分かれているところだが、1

トン当りいくらにするのか、いつから徴収するの
かという議論については概ね合意している。去年、
習主席がオバマ大統領と2030年までにピークエ
アーを迎えるという協定を結んだが、それが踏み
込みの理由の一つかもしれない。
　直近の一番厳しい問題は石炭の質にある。私は
専門ではないが、これはかなり悩ましい問題らし
い。去年11月に石炭企業にヒアリングに行く機会
があり、そこで石炭の貯蔵を見た。年間生産量は 
3000万トンを超えているとのことだったが、取り
扱う石炭の40％が褐色をした褐炭という品種で、
品質は非常に悪いのだが需要がとても高い。財政
的にも中央政府と地方政府の利益分配が今後の
重要なポイントになりそうだ。様々な名目の徴収
費を税金に盛り込むことで、収益を中央政府に配
布しようとしているのではないかと思う。環境部
署や国家発展委員会などの見通しでは今後、中国
での環境関連の経済規模は大きく拡がるとしてい
る。しかしその前提として政府が法律を徹底的に
執行するということがポイントになるだろう。

（倉澤）
　「新常態」や安定成長への道のり、去年のAPEC
における習主席とオバマ大統領との合意について
明確にお話いただいた。他にはいかがだろうか。

（フロア）
　環境保護法という素晴らしい法律が出て、また
今回の全人代における李克強の政府活動報告では
環境問題について素晴らしいことを言っていると
思っていたのだが、今日のお話で実際の執行面で
はかなり課題が多いということでたいへん参考に
なった。そして中国では今後、環境関連産業が大
いに発展していくとのことだが、日本では1960年
代から70年代にかけて環境問題で非常に苦しい思
いをし、多くのお金を使い技術も開発した。中国
は環境問題解決について日本にどの程度、期待し
ているのだろうか。また、日本から技術を導入す
るにあたって政府が補助金を出せるような仕組に
なっているのだろうか。 

（汪） 
　環境問題に関して中国が日本に期待しているの
はその技術と過去の経験だ。特に日本の技術に対
する期待は非常に大きい。日本は1960年代を中心
に環境問題を克服した経験があり、ハードの面で
は技術や設備に期待しているし、ソフト面におい
ても環境管理のノウハウなどに期待がある。国の
補助金は確かに最近増えてはいるが、誰がどうい
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うふうに、いつもらうのかという問題がある。地
方政府あるいは国が資金を供出し、プロジェクト
名義で企業に交付するという補助金もある。補助
金もいろいろあるのだが、ご質問の補助金の趣旨
はどういったものだろうか。

（フロア）
　日本企業から技術を導入した場合の補助金だ。

（汪） 
　そこは専門外なので発言を控えさせてほしい。

（フロア）
　今日は貴重なお話で大胆なご意見もあり非常に
驚いた。弊社では深圳に工場を持っているのだが、
環境保護法の改正、制定と執行が工場の環境管理
に影響するかというところに興味がある。こうい
う話を聞いたとして、総経理が深圳の環境部門に
アプローチした方がいいのか、もしくは向こうか
ら来るまで待っていた方がいいのか。そこのとこ
ろについてアドバイスが欲しい。

（汪） 
　私の友人やかつての学生が深圳の環境部門に勤
めており、私自身も深圳に何度も行ったことがあ
る。中国全体として外資、合弁、独資に関わらず
日本企業への評価は高い。5年前、北京にあるパナ
ソニックのブラウン管工場を見学する機会があっ
たが、こういった企業の下水処理は非常に進んで
いて設備の処理容量は実際の需要を上回るほど十
分な余裕を持っている。パイプを入れ替えるだけ
で済むので、周囲の企業や市民の下水処理にも貢
献したいと北京市政府に申し入れたが、縦割り行
政の弊害もあってこの話は無くなってしまった。
私は政府の環境政策に関するいろいろな会合の委
員として出席しているが、感触から言うと、環境
汚染の酷い、あるいは環境負荷の大きい中小企業
の面倒を地方政府がだんだんに見切れなくなって
いる可能性があるように感じている。浙江省の政
策担当者等をヒアリングする機会もあったが、環
境負荷の大きい中小企業について地方政府は今
後、絶対に面倒を見ないと言い切っていたようだ。
従って新しい法律の施行において企業の生産や管
理、環境マージンに関してかなり大きな変化があ
るのではないかと思う。企業の汚染物質の排出プ
ロセスに着目すると、取り締まりには基準達成の
問題と計測データの報告に対する信憑性の問題が
ある。個人的アドバイスとしては、向うから来る
のを待つより、こちらから積極的に環境部署とコ

ミュニケーションを取り、規制政策について早目
に把握することが望ましいと思う。できれば日本
の行政指導の仕組みを中国も導入して、今のよう
な鼠と猫のような地方政府と企業の対立関係を何
とかして打破したい。そういった点では日本のよ
うな行政指導の仕組みは参考になる。 
　これは個人的見解だが、どうしようもないこと
もある。中国の区レベル以下の行政の環境取締部
署の専門的能力や方法論、環境認識には限界があ
るということだ。現状、法律を守る経営者は非常
に苦しい立場にある。こういったジレンマを抱え
る企業や法律を守っているのに不利益を被るとい
う現象を一日も早く是正したい。 

（フロア）
　中国の無錫市に子会社がある。昨年、市政府か
ら環境汚染責任保険制度に加入するようにと話が
あった。市政府では加入率を毎年上げるという目
標があるようで、そこで加入したのだが、環境汚
染責任保険制度の現状として加入状況や運用など
の情報があれば伺いたい。

（汪） 
　環境汚染責任保険制度は11の地域でモデルプロ
ジェクトとして2007年からスタートした。江蘇省
でプロジェクトに参加した3つの地域は先進的に
取り組んだ事例だと思う。この制度は去年までは
国務院の政策文書に基づき実施された制度だ。改
定された環境保護法では、国は環境汚染責任保険
制度を支持していると明文化している。また中国
政府主導のもと、化学業種の分野については2012
年から部分的に強制加入制度を実施している。今
後は強制的な加入スタイルと商業スタイルの2つ
の方向性があると思う。この保険制度の導入にあ
たって検証部会が設けられ、日本に関する事例は
無かったが、我々は主に米国、イギリス、ドイツの
事例を調べた。一つの流れとして、企業が引き起
こす環境被害の相当金額を支払うような商業モデ
ルの保険制度は出てくるかもしれない。また、工
場の新設や改修といった許認可取得の際に、先々
発生するであろう環境汚染被害に相当するような
金銭的補償が例えば銀行融資や環境保護責任保険
制度への加入の有無が、審査要件になるかも知ら
ない。
　ネックになっているのは加入料金の高さだ。現
状、保険率は8％前後で非常に高いと企業の不評
を買っている。ちなみに他の保険は大体3～5％
前後だ。また保険業者がこの制度に乗っていろい
ろな事業を実施しているのだが、いかんせん彼ら
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は経験がなく未熟だ。環境汚染には進行的なもの
と突発的なものの 2種類があるが、現在、取り扱
われているものは突発的な被害ばかりが補償さ
れ、進行的な被害についてはサービスされていな
い。もちろん、企業の管理がしっかりしていれば
突発的な環境汚染を招く確率は低い。約款もいろ
いろと入っていて、使い勝手の悪い保険になって
いることも問題だ。ある工場長に保険についてヒ
アリング調査したところ、サービスを適用してほ
しいところばかりが除外されたものだったとい
う。そういう時は決して泣き寝入りせずに勇気を
もって管理機関や保険業界を取り締まる上長機関
に不服申し立てや通報などのアクションを起こし
てほしい。そういった情報を発信することで一日
も早く現場の声が政策に反映されるようになると
思う。

【閉会】
（倉澤）
　まだまだたくさん手が上がっているが時間と
なってしまった。後ほど、先生と名刺交換などし
ていただきたい。今日は率直なお話が伺えた。先
生への拍手をもって本日の研究会を終了とさせて
いただく。

（了）
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