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■ 研究会開催報告 ■ 

「中国経済の構造問題～足許の安定と将来リスク～」 
 

日 時：2018 年 5 月 23 日（水）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
【講演概要】 
 中国は、世界の誰もが予測できなかった急速な発展を成し遂げ、「The Next Superpower」の名まで挙げら

れ、現在二つの 100 年目標を掲げ、中華復興の夢を実現しようとしている。本講演では、サステイナビリティの

視点から、人類文明の盛衰と変遷、中国 5 千年歴史の光と影を概観したうえ、中華復興の目標、一帯一路構想、

その実現に影響を及ぼす潜在的な課題「内憂」と「外患」を分析し、中華復興のロードマップを展望する。最後

は日中関係の未来を力学的思考から語ってみる。日中関係は、時間、空間、課題など多次元的視座から、「ゼロサ

ムゲーム」から「Win-Win ゲーム」へ と賢明な転換が求められている。 

 

【講師紹介】 

           瀬口 清之（せぐち きよゆき）氏：  
           キャノングローバル戦略研究所 研究主幹 
            

［略歴］ 

1982 年日本銀行入行。91 年 4 月在中国日本国大使館経済部書記官。04 年 9 月米

国ランド研究所にて International Visiting Fellow。06 年 3 月北京事務所長。0 9
年 3 月日本銀行退職、同年 4 月現職、杉並師範館塾長補佐（11 年 3 月閉塾）。10
年 11 月アジアブリッジ（株）を設立。16 年 4 月国連 UNOPS 中国・アジア太平

洋食品安全プロジェクト・シニアアドバイザー 著書に「日本人が中国を嫌いにな

れないこれだけの理由」（日経 BP 社 2014 年）ほか。メディア関連では、NHK 日

曜討論、NHK 視点・論点、NHK ワールド、テレビ朝日「朝まで生テレビ」、BS
朝日「激論！クロスファイア」、BS フジ「プライムニュース」等への出演、日経・

読売・毎日・Japan Times、日経 BP、週刊エコノミスト、JB プレス、人民日報・

環球時報・新華社（中国）等での寄稿・記事掲載。日 米中各国の大学・シンクタ

ンク、日本の中央省庁、企業・経済団体等での講演は年間数十回。 
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（本講演については、講演資料は掲載なし） 
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講演録 

【開会】 

（司会） 
 これより JST 中国総合研究・さくらサイエンスセンター

第 117 回の研究会を始める。今回はキヤノングローバル

戦略研究所研究主幹、瀬口清之先生をお招きし、『中国経

済の構造問題～足許の安定と将来リスク～』と題し、ご講

演いただく。先生のご経歴の詳細は割愛させていただくが、

日本銀行の北京事務所長、在中国日本国大使館経済部書記

官、米国ランド研究所客員研究員など、米中双方において

豊富な実績をお持ちである。激変する中国経済の構造につ

いて、幅広くお話いただく。それでは先生、よろしくお願

いいたします 

  

【講演】 

(瀬口) 

 本日は雨が降り、足下の悪い中、多数お集りいただきま

して誠にありがとうございます。 

本日は、中国経済の構造ということで、基本的には現状の

安定した経済の状態と、先行きの長期的なリスクを中心に

話そうと思う。しかし、当面の米中関係も外せないテーマ

であるので、最後の方で触れたい。 

 

 

1.マクロ経済情勢 

まず、足許の中国経済だが、つい最近発表となったデー

タによると、2018 年の経済成長率は約 6.5%になると見込

まれている。2016 年は 6.7%、2017 年は久しぶりに前年を

上回る成長率で 6.9%だった。今年の年初は 6.8％だった

が、先行きとしては少し低下をしていくという見方になっ

ているので、2018 年全体としては 6.5％前後になるとされ

ている。これについては後程詳しくお話しする。 

 ここで注目したいのは、2016 年から 2020 年の第 13 次

5 カ年計画の期間である。この 5 年間は、実質ベースで

6.5%の成長率を目標としていた。2010 年と 2020 年を比べ

た時に、2020 年の実質所得が 2010 年の倍になるというの

を国家目標としてずっと掲げていたが、それを達成できる

かどうかというのが、長い間不安材料であった。途中、成

長率はどんどん落ちていき、特に 2016 年は不安が大きか

った。その後、2016 年に景気回復策を行い、2017 年には

ぐっと上がってきた。足許では、黙っていてもこの 6.5％

は達成できるというところまできて皆安心しているので、

相当、経済政策を運営する際の気持ちが変わってきている。

ひとことで言うと、中国経済の今の状態は、市場経済に移

行した 1990 年代以来、最も安定した状態にある。これに

ついてこれからご説明する。 

 1992 年の 1 月に鄧小平が南巡講話で、過去の統制経済

には戻さないということを高らかに宣言した。当時、天安

門事件で経済の自由化、市場化の動きが逆に統制化に向か

いつつあったが、この 1992 年 1 月からもう一度、勢いを

つけて本格的な市場経済化が始まった。現在の中国は

1978 年 12 月から始まった改革開放以来、一番安定してい

ると言っていい。更に、それ以前の統制経済の時は経済が

ガタガタだったので、1949 年の建国以来、最も安定してい

ると言ってもかまわない。とにかく今、中国はこれまで経

験したことがないほど安定した状態にある。しかも去年の

夏場以降、安定しているだけではなく良い方向へ向かって

おり、安心感が更に増している。 

 習近平政権が始まったのが 2012 年からだが、それ以前

の経済は上がり下がりして非常に不安定な状態が続いて

いた。習近平政権に入ってからは、潜在成長率、すなわち

予測されてきた未来の成長率で緩やかに推移するように

なってきている。ただ、それ以前は経済が上がり下がりす

るという問題はあったが、その頃は中国経済の成長のピー

クであり、10%を超える成長率がずっと続いているという、

信じられない状態が何年も続いていた。この時代は、中国

には二度と戻ってこない。日本で言うと昭和 30 年代の後

半から 40 年代の前半、東京オリンピックからいざなぎ景

気の頃が、中国の2000年代に当たっている。ちょうど2008

年には北京オリンピックが開かれた。今の中国は日本の第

一次オイルショック、第二次オイルショックの時代にあた

る。日本は 1980 年代から 1990 年代にバブル経済になり、

バブルが崩壊して長期の停滞に陥る。今から中国が迎える

局面は、そういう局面だが、もし中国が日本のように長期

の停滞に入ってしまうと、共産党の政治基盤が不安定化す

る。 

 日本は景気が悪くなって選挙をやれば次の政党が出て

くることが起こりうるが、中国は選挙をやって政権が交代

する制度はないので、景気が悪くなったら共産党独裁型政

治体制そのものがリスクに直面する。これが中国と日本の

大きな違いだ。中国の人たちが共産党指導体制を維持する

ためには、経済の安定が不可欠になる。 

 1949 年に建国してからしばらくは、「日本に勝った」と

いうことで共産党の存在意義があった。しかもそこから理

想郷の共産主義国家、皆が平等で皆が良い経済を享受でき

るというイデオロギーに傾倒して共産党を支持した。しか

し今や、日本に勝ったから共産党を支持するとか、共産主

義が良いから支持するという人はほとんどいない。共産党

員の中でもそのように考える人はいないだろう。ではなぜ、

今も共産党が支持されているかというと、経済が安定して

いるからだ。以前のような絶好調な経済ではないにしろ、

非常に高い成長率、6%後半から 7％という先進国ではあり

えない成長率をしている。 

 ちなみにリーマンショックが起きた 2009 年は、中国と

日本の経済規模はちょうど同じだった。つまり、この頃の

中国の 8％成長は、日本にとっての 8％成長と同じような

規模の経済だった。今は中国は日本の 2.2 倍くらいある。

したがって、中国の 6.8%成長というのは現在の日本の経

済規模でいえば 15%成長くらいにあたることになる。リー

マンショックの頃の中国の成長率は高いと 11～12％、低
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いと 6%であった。現在は 6.8%と言っても、実際には当時

の 15%くらいに相当する経済成長が毎年生まれているこ

とになる。 

 したがって中国経済の生むインパクトの大きさは、リー

マンショックの頃よりぐっと大きくなっている。IMF（国

際通貨基金）の予測では、2020 年には中国経済は日本の 3

倍に達する。2030 年にはおそらく 4,5 倍になる。中国の

影響は日本にとってどんどん大きくなっていくので、中国

と日本の関係において、中国が悪くなって日本が良くなる

ということはあり得ない。中国が良くならないと日本は良

くならない。アメリカの経済が良くなる以上に、中国の経

済が良くなる方が、日本へのインパクトが大きくなりつつ

あると理解すべき時代に突入している。 

 

 中国が不安定な動きをしていた時代と比べて、今はとて

も安定しているというのは、日本にとっては非常に運が良

いと言える。ではなぜ、今はこれほど安定しているのか。

実は、2016 年頃は非常に大きな不安材料があった。その 1

つは輸出である。2015 年と 2016 年の輸出は 2 年間続けて

マイナスだった。中国は 1990 年以降、このようなことは

ほとんど経験したことがなかった。2009 年にリーマンシ

ョックで下がった時も、たった 1年で中国の輸出は前年比

プラスに回復しているので、これほど長い間マイナスが続

くという経験は過去になく、非常に心配された。ところが、

昨年 2017 年から輸出がプラスに転じている。これは、世

界経済の回復により、特にアメリカ、ヨーロッパ、日本向

けの輸出が回復して中国経済が良くなったからである。し

かしこの世界経済がなぜ回復したかというと、実は中国に

起因していたというのが、世界経済の専門家たちの評価に

なっている。 

 中国経済の成長率低下が非常に不安視された 2016 年、

特に年初は不安だった。政府の目標は 6.5%から 7%という

非常に高い目標が発表されたが、その時の中国のマクロ経

済の専門家の予想は 6.1～6.2%だった。このまま行ったら

中国の国家目標には全く到達しない。しかもこのまま行く

と、2020 年までに 2010 年の実質所得 2倍を達成するとい

う非常に重い国家目標すら達成できなくなるという恐怖

感が走った。それで 2016 年の第一四半期はものすごい刺

激策をやった。その結果、まず中国の内需が増えた。それ

を受けて、今度は中国に向けたアメリカ、ヨーロッパ、日

本からの輸出が増えた。中国向けの輸出を伸ばしたら、そ

のための設備投資、雇用、生産が生まれてアメリカ、ヨー

ロッパ、日本の内需拡大につながった。そういう意味では

中国の経済のインパクトがすごく大きく効いているのだ

が、これは最近の世界経済では 2回目のことである。 

 1 回目はどこで起こったかというと、リーマンショック

の後だ。不動産開発の投資額を見ると、リーマンショック

のあとガクンと落ちている。その後ものすごい勢いで上が

っている。これはすごい刺激策をやったために不動産が急

回復し、この勢いで中国の内需は回復した。そのため、従

来であれば先進国が全部落ちれば中国の輸出は落ちたま

まマイナスが続くはずだった。ところが、中国の国内の激

しい景気刺激策のお陰で、アメリカも日本もヨーロッパも

下支えされた。世界の大恐慌にさえなり得たと見られてい

たのが、長期の不況でとどまって、中国の対外輸出も元に

戻っていったということだ。 

 

 この 2 つの出来事は良いことばかりではなく、中国は 2

回とも相当酷い副作用をこうむっている。1回目の回復の

時はなりふりかまわず投資をした。需要をはるかに上回る

鉄鋼の高炉を作り、政府の役所を建て、化学コンビナート

を造り、ショッピングセンター、マンションを建てるなど、

全く需要と供給のバランスを考えずにとにかく造りまく

った。そしてちょっと落ち着いてみると、全部いらない、

何も使えないということが分かって、リストラを始めた。

2010 年から 2017、2018 年までリストラをずっとやってき

た。それが 1回目の景気刺激策の後遺症だ。 

 今回も実は後遺症があった。2016 年に刺激策をやった

結果、不動産が吹いてしまった。それから今まで死んでい

たゾンビ企業が復活してしまった。ただ、今回は政府がす

ぐに政策を修正したところ、割と短期間で収まったので、

軽傷で済んだ。1回目の時は凄まじい重症で回復までに数

年要し、実は今でも回復できていない部分が残っているほ

どすごく大きなダメージだったが、2回目の時はそんなに

大きなダメージはなかった。そんなに大きなダメージでは

なかったにもかかわらず、世界の景気に大きな影響を与え

たのはなぜかというと、当時の経済の規模に比べ今の経済

の規模が 2倍以上になっているからである。これも中国の

大きな変化を物語っている。 

 

 次は輸出の関係について。為替の自由化を少しずつ進め、

だんだん為替が元高に向かってきたが、先ほど申し上げた

通り、2015 年から 2016 年はずっと輸出がマイナスだった

ので、ずっと続いてきた元高が反転して元安に向かってし

まった。2017 年は輸出がプラスになったので、今度はまた

元高方向になり、今のところ元安傾向は収まっている。 

 元安というのは、アメリカから非常に厳しいプレッシャ

ーを受ける。ただでさえ、対米貿易黒字が大きいのでアメ

リカは毎年、5 月、6 月頃になると、中国の為替が政府の

意図的な操作によって元安に誘導されて中国の輸出を助

けているのではないかという疑いをかける。元安になれば

なるほどその疑いは強まって、今度は制裁措置に入る。中

国の輸出品を止めたり、投資を止めたりされてしまう。そ

うならないように中国は一生懸命気を付けていたのだが、

輸出が伸び悩んで 2年連続減ってしまったので、ついに元

安になってしまった。 

 しかし元安になるとアメリカは許してくれないので、な

るべく元安にならないように、元を買ってドルを売るとい

う形で無理矢理市場介入した。手持ちのドルは外貨準備な

ので、持っていた外貨準備がどんどん減っていった。減り
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続けると不安定化するので、人民元をドルに換えさせない

ようにしようとした。つまり、中国の人たちが海外の不動

産を買うのを制限する、もしくは海外に投資するのを制限

しようとした。サッカーの AC ミランを中国のお金持ちが

買ったが、他にも海外のリゾート施設を買おうとしたのを

中国政府は全部止めた。そういう不要不急なものにお金を

使わず、なるべく人民元が安くならないようにしようとし

た。外国企業までその煽りを受けてしまい、株式配当金の

自国への送金まで制限され、投機的な動きは徹底して規制

された。中国人の旅行者も人民元の持ち出しを禁止された。

また、日本に不動産をどんどん買いに来て、千代田区、中

央区、港区、渋谷区、新宿区の不動産が 2014 年、2015 年

は随分高くなっていたが、ぴたっと止まった。個人の対外

の不動産投資は元安要因とみなされた。 

 そういうわけで、元安は中国経済の対外的な活動に対し

ては、非常に厳しい制限がかけられる。それが、去年の頭

くらいから元高方向に向かい始めたので、特に重要な外資

企業に対する規制は、去年の 2月、3月で止まった。配当

金の母国送金もほとんど規制がなくなり、実需があれば外

国企業に関してはほとんど問題ない。ただ、中国の企業や

個人に関する対外投資規制は、今でも相当厳しく続いてい

る。金融の自由化とか資本市場の自由化とか言ってはいる

が、やはりアメリカからのプレッシャー、特に今のような

貿易摩擦、貿易戦争のようなリスクが高まっている時は、

少しでも元安にならないようにするために介入をする。 

 これは本当はおかしい。市場は自由にするべきだと言っ

ているのは先進国なのに、中国の為替レートが自由になっ

て元安になると止めろと言う。これでは、言っていること

とやっていることが全く違う。この嘘は皆知っているが、

それをアメリカは平気でやり続けている。日本も昔同じよ

うなことをされた。これに逆らうと徹底的に叩かれる。だ

から、決して自由主義経済で世界は動いているわけではな

い。中国もそれはよくわかった上で、ゲームの中でうまく

操作をしているのが現状だと私は理解している。 

  

次に、投資について。2009 年に不動産や第 3 次産業の

投資が急増し、あらゆる産業で無駄なものが積み上がった。

これを何とか止めないといけないということで、ずっとリ

ストラをしてきた。ここへきてようやく、不動産開発投資

の在庫水準がほぼ適正化してきた。今年の 1 月時点では今

年の後半ではないかと予想していたが、4月にはほぼ適正

化したと見る人が増えている。不動産は 2009 年から始ま

った問題が、9 年かかってようやく解消した。ただ、第 2

次産業の高炉とか石油化学コンビナートとか、工業関係の

設備投資はまだ完全にはリストラが終わっていない。ゾン

ビ企業は随分倒れたが、やはりまだ国有企業の中ではたく

さんの過剰設備を抱えているので、リストラが続いている。

したがって、これからも低迷が続いていく。 

 この一方で、プラスの要因も出始めている。不動産は一

応一服し、第 2 次産業もどんどん下がっては来たけれど

も、少しプラスの要因も出始めているということで、投資

の環境も緩やかに回復の兆しが見え始めている。特に大き

な最近の変化は、民間企業の投資の回復傾向だ。先ほどか

ら何度も 2016 年は非常に厳しかったと申し上げているが、

その最大の要因はこの民間企業の設備投資の落ち込みだ

った。民間企業はもともと投資全体よりもいつも高い伸び

を示していて、国有企業はいつも低いというのが中国のパ

ターンだったが、2015 年になると民間企業がどんどん落

ちて、国有企業並みになってしまったので全体的に同じよ

うになった。 

 2016 年になると、民間企業がガクンと落ちた。これは、

輸出が伸びないので投資も伸びなくなるのではないかと

考えて、民間企業が投資を抑えてしまったからだ。そこで

インフラ投資という猛烈な景気刺激策をやった。インフラ

投資は国有企業しか入札参加できず、国有企業の投資がぐ

っと伸びた。ここで何とかバランスをとって投資が落ち込

むのをかろうじて防いでいた。しかしこの状況を改善すべ

く、この 2016 年の後半から民間企業もインフラ投資の入

札に関わってよいという規制緩和や、減税などのいろいろ

な景気刺激策が行われた。そして輸出が回復し始め、民間

企業は少しずつ回復傾向に向かい、国有企業が落ちてきた。

これが、中国企業が安定してきたとみなされる、ベースの

一番大きな要因だと思う。  

 

    
  

これについてもう少し詳しく説明したい。民間の設備投

資が回復した背景として、1つは輸出があるとお話しした

が、もう 1つは設備稼働率の回復が結構大きい。ずっと過

剰投資、過剰設備の状態だったので設備の稼働率が落ちて

いたのだが、リストラが進んできていらない高炉を爆破し

てなくしたり、石油化学コンビナートをなくすなどして設

備を廃棄したので、稼働率が 2016 年、2017 年からぐっと

上がった。稼働率が上がると企業の採算は良くなるので、

収益率も 2016 年の後半くらいから上がってきた。今は、

約9%の成長だった2011年頃のレベルまで戻ってきている。 

 このように、稼働率、収益率、輸出の回復という 3つの

エンジンに加え、インフラ分野への新規参入という構造変

化が加わって、民間設備投資が良くなってきている。何よ

りも、これでいけるのではないかというふうに、先行きの
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景気見通しが好転した。そのベースに効いたのは、2010 年

頃からずっとやり続けている、過剰設備と過剰在庫の削減。

これが成功した国はなかなかない。非常に難しい。会社を

潰さないといけないので、失業が多くなる。経済がかなり

安定していないとこんなに大規模なリストラはできない

が、中国は相当うまくやったと言っていい。このリストラ

政策がうまくいったので、2017 年に明るい材料として出

てきたのが現状だ。 

 そういう状況に加えて、もう 1 つ重要な材料が消費だ。

もし、輸出と投資の両方が悪かった 2015 年頃に消費が悪

かったら、中国の経済はもっと暗かっただろうが、名目ベ

ースで消費は 10％成長をずっと維持している。これはた

ぶん、人類史上一度も起こったことがない現象だ。日本よ

り経済規模が 2 倍になっている国が、まだ 10％伸びてい

るなんてあり得ない。しかも中国のような巨大な国でこん

なことが起きているなんて、マクロ経済をやっている人か

らすると信じられない現象だろう。ではなぜ、こんなこと

が起きるのか。所得もすごく安定しているが、何よりも、

雇用が安定しているからだ。経済成長率が上がると雇用も

上がって、成長率が下がれば雇用も下がるという、リンク

して動く普通の状態が 2010 年頃まで続いていた。変なこ

とが起こり始めたのは 2011 年からだ。2011 年から成長率

がどんどん下がっていくにもかかわらず、雇用はすごく安

定している。 

この原因を考えるため労働需給を見ると、都市の労働力

の需要と供給はどんどんひっ迫しているが、サービス産業

の比率が 2011 年あたりから急激に上がる。一方、安定し

ていた製造業がぐっと下がり始める。これは、製造業のリ

ストラの効果だ。普通だったらこれで成長率が落ちるはず

だが、ちょうどこれと同じような時期に、経済のサービス

化が進展した。都市では地方にはない様々なサービス産業

が生まれ、発展したことで GDP(国内総生産）におけるサー

ビス産業のウエイトが高まり、経済を支えた。 

 鉄鋼だったら大きな高炉の工場にものすごい設備を投

資するが、働いている人は何十人、多くても何百人という

イメージだ。しかしサービス産業を考えた時、例えばマク

ドナルドだったら 10 店舗あればそれで何十人と働ける。

マクドナルド 10 店舗と大きな高炉の工場を比べたら、圧

倒的に工場の方が投資額が大きい。サービス産業というの

はそういう性格が強くて、生産額が増えても投資額はあま

り増えない。投資は製造業と共に落ちているので成長率は

落ちるが、雇用はサービス産業が支えるので雇用はずっと

伸びた。それで先ほどお話した、おかしな現象が起きた。

最近は特に eコマースやフィンテックなど、消費の利便性

を高める変化も、消費者の購買意欲を高めている。 

 

 現在の中国の経済で注目されてすごく発展しているも

のの 1つはスマホ(スマートフォン)だ。日本でも当然、皆

スマホを持っているが、スマホの社会への浸透度、利便性

が全然違う。スマホがあれば他に何もいらないような社会

になっている。まず、みんな名刺を持たない。スマホでデ

ータ交換したら、自動的に自分のパソコンの中に相手の情

報が入るようになっている。パソコンのメールは使わず、

WeChat というアプリで連絡を取る。長い文章を書かない

ので割とカジュアルなやり取りになるが、写真やデータを

すぐ送ることができるなど、自由自在に使える。現金、ク

レジットカードも要らない。全部プリペイドの仕組みにな

っており、スマホの中にある口座に一定のお金を入れてお

くと、そこで決済ができる。以前は自分の口座をスマホに

つないで決済する人もいたが、さすがに最近は不正アクセ

スやハッカーなどのリスクがあることが分かって、今都市

に住む人は 20 万～40 万円くらいを決済専用口座にして、

食事や買い物の割り勘に使ったりする。60 歳、70 歳の高

齢者でも普通にスマホで決済をするようになっている。 

 先日私の友人が北京から上海に出張した時、空港に着い

て財布や身分証明書を全部忘れてきたことに気が付いた。

カウンターの人に相談したらスマホを持っているか尋ね

られ、持っていると答えると、空港内にある近くの警察の

出張所に行くように言われた。そこへ行って事情を話すと、

簡単な書式に手書きで書かされて、それを手で持って自分

で写メを撮って警察に送るように指示された。それで、自

分の顔写真や生年月日や名前が登録されるので、警察の方

で本人確認が取れて、臨時の身分証明書を発行してくれた。

臨時の証明書さえあれば飛行機に乗っていいし、ホテルに

も泊まれるし、なおかつお金は全てスマホで決済できる。

だから彼は 1週間の出張中、現金もクレジットカードも身

分証明書もないまま、ほとんど何の苦労もなく過ごして帰

ってきた。これが今の中国社会だ。 

 

 もう 1 つは e コマース。今、日本でようやく生鮮食料品

などを届けることなどが始まっていて、例えばアマゾンの

サービスだと 4 時間かかるのが、セブンイレブンだと 2 時

間で届けられるというようなニュースが最近も流れてい

たが、まだその程度だ。中国の場合、北京市内、上海市内

であれば 30 分で届く。自分でスーパーへ行って戻ってく

るよりも、スマホで注文して待っている方が早い。恐ろし

いことに、全部スマホで済んでしまうので、若い人たちは

家から一歩も出ないで食事も買い物も勉強もするように

なってしまい、コミュニケーションを全部スマホでやると

いう現象が起きている。これを中国で「中国流オタク」と

いう。この「オタク」の語源は日本語にある。日本での「オ

タク」というのは、何か 1 つに特化するという人のことで、

家から出ないことは意味していないが、中国で「オタク」

は「宅男」と書く。「宅女」もいるが、「宅男」の方が激し

いようだ。「宅男」というと、一歩も家から出ずに全ての

ことをスマホでやって、あとはゲームなど自分の好きなこ

ともスマホで楽しむというような、コミュニケーションを

断っている若者が都市にあふれていて社会問題となって

いる。こういった現象が起こるほど eコマースは発展して

しまっている。 
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 日本はどこへ行っても商店があるが、中国の農村にはも

ともと商店がなかった。農村の年配者の中には、さすがに

スマホが得意ではない人がたくさんいるので、そういった

人たちのために eコマース拠点を農村の中に作り、e コマ

ースのサービスレディが希望を聞いて代わりに注文して

自宅に届けてくれるというサービスも発達している。農村

も、商店のない時代から一気に宅配の時代に跳んでしまっ

た。朝食だとかレストランの料理も 30 分で届く。シェア

リングエコノミーというものもある。友人が上海でレスト

ランの食事の宅配を頼んだ時、お店の人ではなく、背広を

着てネクタイを締めた人が届けてくれた。どうしてあなた

が持ってきたのかと尋ねると、「メールを見たら、ここま

で運んだら 20 元というアルバイトができることが分かり、

ちょうど通勤通路だから運んだ」、と。こういうようなシ

ェアリングエコノミーが普通に行われている。もちろん、

アメリカの Uber にあたる滴滴打車というのが中国にもあ

るが、それも一般的に使われていて、自分の車を運転して

タクシー業務をする人もいっぱい出てきている。 

 

 最後はフィンテックだ。スマホで全部決済できるので、

友達との夕食の時の割り勘ができるし、自転車や自動車の

シェアリングをするときも全部スマホで済んでしまう。そ

して全部の決済記録が決済会社に登録される。3年間くら

い記録されて、その人の信用状態、経済状態が大丈夫とい

うことになると、その人自身の保証になる。シンガポール

政府は既にこのフィンテックの会社と契約していて、一定

以上の信用力を持っている人にはビザを即日交付してい

る。このように、あらゆるものはフィンテックを通じてチ

ェックされるようになっている。 

 ただ、ハッキングなど不正を逃さない技術も同時にすご

く発達している。ちょうど今朝もニュースになっていたが、

詐欺をした犯人が、あるイベント会場の入り口で顔写真を

撮られて犯人であることが分かり、即座に逮捕された。北

京だと、イベント会場や空港では全員顔がチェックされる。

顔の 60 万カ所をチェックするので、目だけでも片目で

3,000 カ所ずつチェックされる。目出し帽をかぶっていて

も目だけでていればそれで犯人がわかるというほど精度

が高くなっている。これは治安維持にも関わってくるので

徹底的にやっている。しかも担当する人数が膨大にいて個

人情報の保護という観念はほとんど無いので、ものすごい

ビッグデータの処理による個人の顔認証は非常に進んで

いる。だから、世界トップクラスのセキュリティを顔認証

でやる時代に中国は既に入っている。もしかしたら日本が

技術を提供している部分があるかもしれないが、とにかく

顔認証の実用は中国では常識になっている。車、特にタク

シーなど公共交通機関には全部カメラを付けさせ、事故が

起きたらすぐ検証できるようになっている。このように、

管理社会化も進んでいる。 

  

 

どうしてこんなことができるようになったのか。もとも

と中国には固定電話がなくてすごく不便だったところに

急に携帯電話が来たので、これは便利だということでみん

な一気に携帯電話を持つようになった。商店もなかったと

ころに e コマースができたので、これも便利だということ

で一気に eコマースになった。銀行もすごくサービスが酷

かった。今もそうだが、たった 10 万円の為替を日本円か

ら人民元に替えてもらおうと銀行へ行くと１時間待たさ

れる。でもこれをフィンテックでやれば一瞬で済むし、偽

造貨幣の心配もない。もともとのサービスが不便だからそ

れを飛び越して一気に進んでいく。これを馬跳び型経済、

もしくは蛙跳び型経済、Leapfrog と呼んでいる。 

 

 日本は固定電話もあったし、サービスの良い商店も全国

津々浦々あったし、銀行も親切で早いし、偽造貨幣は日本

銀行がきちんと回収して世界で最も安全な通貨が出回っ

ているので、それに代替する良いサービスはなかなか出て

きにくい。したがって、日本ではなかなか発展しにくい部

分は残っている。中国での発展を見て、日本でも eコマー

スやフィンテックも少しずつ浸透してきているが、中国は

遥か先へ行ってしまっている。日本はもう追い付かないだ

ろう。でも発展途上国はこれからスタートする。固定電話

も商店もろくにない、銀行もあてにならない、中国の比で

はないくらい偽札が出回っている国も山のようにあるの

で、最初から e コマースやフィンテックが浸透しやすい。

その際、日本の技術より中国の技術の方が遥かに便利なの

で、中国の企業がリードしてしまうだろう。しかし日本の

企業もそこで指をくわえて見ている必要はなく、中国のマ

ーケットへ行って日本の企業がスマホを作って e コマー

スを運営してフィンテックへ参入すれば、できないことは

ない。フィンテックは銀行の制約があって難しい部分もあ

るが、e コマースやスマホは日本の地道な技術力をもって

すれば、まだまだ勝負できるところはたくさんある。 

  

次に消費者物価。中国は以前、いつもインフレ傾向が強

かった。中国で 5%を超えるとインフレと言われていたが、

前の胡錦濤政権の間も 2003 年から 2012 年の 10 年間でイ

ンフレを 3回経験しているが、習近平政権は非常にモデレ

ートな政策運営をやっているので、初めて物価が安定した。

物価が安定していると、中国の中ではとても安心だ。中国

で物価が上がるときは、食料品が値上がりすることが多い。

例えば豚肉が 2 倍とか 3倍値上がりしてしまって、日本だ

ったら 100 グラム 100 円のものが急に 300 円になったり

する。では鶏肉にしよう、鶏肉も値上がりした、では卵に

しよう、卵も高くなったから豆腐にしよう、というような

追いかけっこのような物価上昇が続くのが中国のインフ

レだ。今は、インフレは起きていないので中国市民はすご

く安心している。でも、マクロの経済政策運営の人たちに

とってはもっと安心できる材料がある。 
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 冒頭で申した通り、共産党は自分たちの信用を全部失っ

てしまうので、景気が悪くなる時が一番怖い。そうならな

いように、景気がちょっと悪くなった時に、金融を緩めて

財政を吹かして経済をぐっと加速させる景気刺激策をで

きるかどうかが重要だ。物価が高いと、インフレにすぐな

ってしまう。インフレになったらみんなが困るから景気刺

激はできない。でも物価が安定していると、いつでも景気

を刺激できる。中国は今、もし景気が失速する可能性が出

てきても強力な景気刺激策を実施することができるので、

失速する可能性はまずないというのが現状である。不動産

は 2016 年に景気政策で一度吹いてしまったという話をし

たが、これはまずいということで政府が一生懸命抑えて、

一瞬上がったように見えるが、また 3 月に落ちている。

2016 年の不動産は景気刺激策の副作用が出たけども、今

年は安定してきている。これが今の中国の現状である。 

 次に先行きの話だが、今の足許の安定が、ざっくり言っ

てあと 10 年くらいは多分大丈夫だろう。しかしそこから

先はほぼ確実に 2030 年代に中国は非常に厳しい状況に陥

る可能性が非常に高いと私は考えている。あと十数年経た

ないとわからない話だが、なぜそう思うかということをご

説明する。 

 

 

2.中長期的リスクと第 19回党大会 

ここまで見てきたように、輸出の調子も良く、リストラ

も終わってきているし、消費は安定している。2020 年代の

半ばに高度成長期から安定成長期に入る。中国のマクロ経

済は 2020 年まではほとんど心配ない。物価が安定してい

るので、もし景気失速の恐れが出てくれば、景気刺激策を

実施すればいい。4 月に IMF が発表した長期の予測による

と、中国の一人当たりの GDP は 2023 年に 15,000 ドルにな

るという。この 15,000 ドルというのは、ずいぶん前に

OECD(経済協力開発機構）に台湾と韓国が入った時にちょ

うどそのレベルに達していた。物価が変わってきているの

で、必ずしもその当時と同じレベルであるとは疑わしいが、

先進国として OECD に入るレベルに国全体がおおむねなっ

てきている。既に北京、上海、深圳などは完全に先進国だ。

ほとんど東京と同じような生活をしている。もちろん、貧

富の格差はあるので貧しい人はいるが、東京よりももっと

豊かな生活をしている人たちが山のようにいて、都市部は

完全に先進国のレベルだ。田舎の方に行くとまだまだ貧し

い地域がたくさんある。そういう地域も含めた平均値とし

て中国が先進国の仲間入りをするのが 2020 年代の半ばこ

ろだろう。これは中国にとってすごく良いことなのだが、

先進国は共通の悩みがある。生活水準は高いのだが、いっ

たん不況になると長いということだ。 

 2008 年の 12 月にリーマンショックが起きてから、アメ

リカもヨーロッパもまだ完全に回復していない。日本に至

っては 1990 年にバブルが崩壊した後、普通の経済状態に

戻ったと認識されたことはまだないまま、もう 30 年近く

なる。発展途上国の場合は国の中のいろんな構造が変わり、

産業構造が変わり、高度化していくわけだが、先進国の場

合、それ以上に高度化するのはとても難しくなる。投資に

してもエンジンがなかなかかからなくなり、経済のレジリ

エンスが低下する。要するに外的ショックに対する復元力

が低下する。いったん不況に陥ると、なかなか這い上がれ

ないという問題が先進国には起きる。中国も 2020 年代の

後半にはそういう現象の領域に達せざるを得ない。 

 

 大きな違いは、他の先進国は民主国家なので選挙で政権

交代ができるが、中国はできないという点だ。この共産主

義体制の下でどうやって経済の不安定化に対応するかと

いうのは、非常に難しいテーマになってくる。習近平主席

が、憲法で決められた 2 期の限界を取っ払ったと言われ

る。一部の報道では、皇帝、すなわち王様になり、死ぬま

で習近平は中国に君臨し続けるのだという見方があるが、

そんな恐ろしいことは絶対できないだろう。共産党の安定

が保たれなければ必ず共産党の幹部は攻撃される。今の体

制を維持しながら経済が無限に安定するなどということ

は、世界史上ありえない。中国ですらあり得ない。だから

どこかでちゃんと政権交代できるシステムになっていか

ないといけない。そのためには相当な政治の荒療治が必要

になる。2020 年までの習近平の今回の任期の中ではとて

も間に合わないから延ばさざるを得なかったというのが、

任期をなくした一番の要因ではないか。 

 中国の政治家というのは、本来はみんな官僚であり、若

い頃から官僚機構の中でいろいろな地域の官僚として活

躍した人たちがどんどん抜擢されて、その中で偉くなって

いく。だから先行きを見通す力、難しい問題を処理する力

というのは非常に高いので、おそらく、この先行きのリス

クは見通しているだろうと私は考えている。ただ、権力は

腐敗するというのはどこの国でも同じで、いくら優秀な官

僚でも腐敗する。今回、習近平主席がいろいろ反腐敗キャ

ンペーンで処理をして、一生懸命直したがやはりまだまだ

直っていないところがあるので、そこはこれから難しい問

題として出てくるだろう。 

 

 ではどうやって中国の経済は不安定化するかというこ

とを考えてみる。1 つは産業競争力の低下に伴う双子の赤

字。これは貿易赤字と財政赤字のことである。産業競争力

の低下はイノベーションがうまく回らなくなるというの

が大きい。中国はあまり、イノベーションが得意ではない。

国民的に得意ではない。みんな商売人で、職人ではない。

日本人は職人だが商売人ではない。どういうことか。日本

の場合はこつこつと研究する場を与えられると、あまり給

料などを気にしないでそのチームの中で一生懸命研究を

やって 1 つの成果を挙げる。仲間と一緒にそれを達成でき

たという喜びが人生のものすごい充実感になって、たとえ

給料は 800 万、1,000 万、1,200 万円くらいしかもらえな

くても精神的には日本の技術者は幸せなのである。 
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 中国の人たちはそれでは全然満足しない。例えば給料

1,000 万円くらいの人たちが 10 人くらい集まって生み出

したものが市場でヒットすれば、何十億、何百億円という

商品になり、会社の収益も何十億円と上がる。それだけの

収益を上げたのだから、そのうちの一部は自分たちの分だ

ろうと要求するのが商人、中国人だ。したがって、自分た

ちのボーナスは当然社長よりあっていいだろう、普通の人

が 500 万円くらいの年収だったら、自分たちは１億円くら

いもらってもいいだろうと要求する。くれないのなら、そ

のチームごと全員で、他の会社でお金を払ってくれるとこ

ろへ移り、技術も全部そっちへ持って行ってしまう。これ

が、中国人の割とよくある行動パターンだ。日本人みたい

な中国人もいるが数としては少なくて、やはり多いのは自

分の成果に対する対価をきちんと要求するタイプだ。した

がって、イノベーションを起こせる能力は高いが、ちゃん

とした対価を求めるのでコストが高くなる。 

 

  

 

 もう 1 つは、地道な研究をずっとやるというのは好きで

はなく、儲かったらまずお金をもらって、今度はもっと儲

かるビジネスに取り組む。不動産売買、株式売買、M&A に

よる企業買収といった派手に儲かるビジネスへ移行する

という傾向が多い。そうすると、例えば鉄の品質を上げて

すごく軽い鉄を作るとか、電動自動車用の高度な電池の開

発を更に極めていくとか、そういう地道な研究開発をやら

ずに、儲かったらまずそれを売って別の商売をやろうとな

るので、日本型の長期のイノベーションというのは得意で

はない。したがって、先進国になっていくと最先端の技術

というのは簡単には出こなくなるので、中国はだんだんと

職人として苦手な部分が出てきて、産業競争力としては低

下していく可能性がある。 

 ただ、商売人としては非常に上手なので、今、深圳など

に行って日本人は衝撃を受けているが、深圳ではシリコン

バレーなどに対抗するような、新しいビジネスをどんどん

やっている。彼らは別に最先端の素材やソフトウェアを作

っているわけではない。既にある、かなり高度な世界トッ

プレベルの技術を応用して、ビジネス化するということを

すごく上手にやって儲けている。日本人はそこに技術を提

供することはできるが、提供した技術を使って、お金を儲

けるためのいろいろなビジネスモデルを作るというのは

苦手だ。マーケットのニーズを掴み、既存の技術をうまく

組み合わせて良い製品やサービスにするというのは、日本

人はあまり得意ではない。ということは、日本のまじめに

研究をして喜びを分かちあう人たちと、とにかくあちこち

へ行ってガンガン儲ける中国の人たちが組み合わさると、

世界最強コンビになる。既にそれは徐々に証明され始めて

いる。     

 日本人はあまり関係ないと思っているが、深圳の強みの

バックには、日本の技術が結構ある。深圳のもともとの技

術は、日本の加工貿易企業が作っている。深圳にはリコー、

富士ゼロックス、キヤノンといったコピー関係や機械関係

の会社がたくさん集まっていて、それらの企業が現地化す

るために中国の現地の企業といろいろなことをやってい

るうちに技術が浸透していった。クオリティも非常に高く、

今の深圳の技術を支えている。そういうビジネスモデルは

中国の中でこれからどんどん広がっていく。日本は自分で

マーケットを開拓して儲けるのはあまり得意ではないけ

れども、中国人と組めば、苦手な部分は中国に任せて自分

はどんどん研究できる。しかも中国人は儲けるのが上手だ

から報酬も日本にいる時よりも多く、モチベーションが上

がる環境が生まれやすい。それがこれからの日中の関係な

ので、中国の産業競争力低下は、日本と組めばカバーでき

る部分がある。 

 

 カバーできないのは少子高齢化。つい最近、衝撃的なこ

とが起きた。2015 年から一人っ子政策を打ち止めにした。

一人っ子政策、計画出産をずっとやっていた衛生計画委員

会は、最近、健康委員会に名前が変わった。一人っ子政策

という発想自体がどこかへいってしまった。ではこれで自

由になったので、子供を産めよ増やせよとなるのではない

かと期待されていた。確かに、2015 年に規制を緩和して

2016 年に子供は増えたが、2017 年は出生率が伸びなかっ

た。なぜ出生率が伸びなかったか。2017 年の数字が出たの

が今年の 1月で、ちょうど私が出張中だったので、あちら

の友人たちの息子や娘に原因をいろいろと聞いてみた。単

純な答えが 2つある。 

 1 つ目は、今の若い夫婦の世代は全員一人っ子で不便も

ないし、周りに兄弟・姉妹がいる人もおらず、どうして２

人以上子どもを作る必要があるのかわからないというこ

と。2つ目の答えは、今の子供は一人っ子だが、両親とそ

の両祖父母の 6 人が一人の子供の養育費を賄うシステム

になっていること。相当過保護にお金が回ってくる。中国

では、中国国内をあまり信用していないということもあっ

て、アメリカの大学へ行くという人もざらにいる。そうす

ると幼児教育とか英語教育とかやって、幼稚園の頃から塾

の月謝は 40 万円。日本人が誘われて学費を聞いただけで

無理だと思った。しかし、一度は一緒に見学してみようか
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と行ってみると中身は全然大したことない。でも中国人は

そこに子どもを行かせない親は子どもに対して冷たいと

周りから見られるので、行かせるしかない。中学校になる

と完全に受験対策に入る。中国の学校というのは完全に、

日本で言うところの塾である。優秀な生徒の奪い合いだ。

優秀な生徒の親は、学校の先生の教育が悪いと担任を変え

るよう要求するなど、完全に上から目線でお金で教師を雇

う。特に良い教育のところへ行くと年間の学費が 300 万

円。そしてアメリカの大学へ行くと年間 600 万円。子ども

だけ行かせるのはかわいそうだと家を買うと1億円とか2

億円かかかる。そういうのを子ども１人に対して 6人だか

ら何とか賄える、子供が 2人になってお金も倍となったら

絶対無理。これが今の中国の教育事情なので、どうして 2

人子どもを作るのか、というのが、今の 25 歳から 35 歳く

らいの親たちの見方だ。   

 したがって結論は、中国の少子高齢化は絶対に止まらな

い。一人っ子だからどんどん人口は減っていく。日本より

もっと激しいスピードで、後 10 年くらいで少子高齢化が

進むのではないか、と今、中国の政府は真っ青になってい

る。 

 

 それから不動産価格。今は安定を取り戻したが、あと 10

年経つとどこかで外的なショック、もしくは内部循環の要

因で不況が起きる。不況が来たら必ず刺激策を実施するの

で景気は緩和する。緩和すると、不動産市場にお金が流れ

てミニバブルが起き、それが崩壊するという流れで、どこ

かで大幅下落と不良債権の問題が出てくる。そうすると金

融機関の業績も悪化する可能性も考えられるので、今年か

ら中国は金融リスクの防止というのを大きな課題に掲げ

て将来に備え始めている。 

 

 もう少し話を続けるが、中国の去年の 10 月下旬に開か

れた第 19 回党大会で、習近平主席が大きな方向転換を発

表した。今後の中国の最優先課題は、生産力強化という以

前の目標から経済発展の不均衡の是正、質の向上、非効率

の改善という方向に一気に舵を切っている。生産力の強化

であれば中国の中にもいろいろな力はあるが、特に不均衡

の是正、非効率の改善は、日本企業の得意技である。だか

らこれらが決まった後、日本企業へすごいラブコールが来

ている。 

 

 もう 1 つ、この習近平国家主席の講話で面白かったの

は、2 つの 100 周年。2021 年、共産党結党から 100 周年、

それから 2049 年は建国 100 周年。この 2 つの間に大きな

目標を達成していこうとしていることだ。ただ、中間目標

として 2035 年を考えよ、と言った。2035 年まで行って目

標を達成してから 2050 年に行こうと言っているが、これ

はきわめて賢い。多分、私が先ほど申し上げた 2030 年代

のリスクを強く認識している人が上層部にいて、中間目標

を定めたのだろう。2035 年を意識することによって、それ

までに崩れそうな基盤は早く直していく。2050 年だと遠

すぎて意識できないが、2035 年であれば今から逆算して

いつまでに何をしなければいけないということが考えら

れる。今すぐ金融リスクの交渉をやらなくてはいけない、

その次は金融市場の自由化を進めなくてはいけない、それ

が固まれば今度は政治の問題にも手を付けようというス

テップが見えてくる。そういう意味で 2035 年に中間目標

を定めた意識というのは賢明だと思う。 

 先ほど申し上げたように、去年 12 月の経済工作会議で

今年の重要な経済政策課題として掲げられたのは第一に

金融リスクの防止、第二に貧困からの脱却、第三に環境改

善だ。通常、経済工作会議というのは翌年の 1年間の経済

政策の目標を決めるのだが、今回は 3 年間の目標だった。

つまり、足許が安定しているので喫緊の課題があまりない。

その代わり、2020 年までにどうしてもやっておかないと

解決しにくくなるというのが、この三つの課題である。 

 

 特にこの 1つ目は、地方債務問題とシャドーバンキング

の問題を解決しないといけないが、これは 2つとも景気の

下押し圧力が非常に強い政策なので、普通の時はなかなか

できない。でも今の中国はすごく安定しているので、今な

らできるだろうということで一気に推進しようとしてい

て、今の習近平政権の目玉政策になっている。同時に党大

会の後、従来慎重だった役人がいよいよ自分たちは捕まら

ないだろうと思い、いろいろなものが政策として動き始め

た。その中で特に面白いと思ったのは、習近平主席と関連

を持っているリーダーがいろいろなところで抜擢されて

いることだ。 

 例えば上海を中心に、上海、浙江、江蘇、安徽の一体化

計画が進んでいるが、政策を進めている人は地方の政治に

も関与していている。非常に難しい政策だが、これをリー

ドしている上海市の書記は、2017 年の党大会の直後に江

蘇省から来た人だ。江蘇省と上海はすごく仲が悪いのだが、

江蘇省のトップを上海に持ってくることによって江蘇省

と上海をうまくやらせようとする。その人は、もともとは

浙江省の秘書長で、その時代習近平主席が書記だった。つ

まり、自分の浙江省時代の腹心の部下をまず江蘇省へ送り、

そこから上海へも送って江蘇、上海、浙江をつなげようと

いうわけだ。習近平主席自身も、浙江省書記の後、上海市

の書記だったので、直接目が届くところはたくさんある。

自分が行っていない江蘇省にちゃんと部下を置いて目配

りをする準備をしている。 

 武漢などは上海を頭にして長江をさかのぼると中流に

武漢、そして上流に重慶・成都があるわけだが、自分が浙

江省書記だった頃に真下にいた副秘書長を今回、武漢市書

記にした。こうやって上海を中心とした長江デルタの河口

と中流のところをうまく連携させるような人事を組んで

政策を運営しているところは、さすがに官僚だからという

感じがする。 
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 もう１つ、国有企業改革というのがずっと難しい問題と

して残っている。これに関しては、私はあまり心配してい

ないということを申し上げたい。こういう見方をしている

人は中国でもあまり多くはない。実はデータを見ると、国

有企業は一貫して売上高(主営業務収入)のウエイトが低

下している。一瞬上がったのは 2016 年に吹かしたので国

有企業への投資が上がったからで、またすぐ下がってくる。

国有企業について習近平主席がやろうとしていることは、

優秀にしよう、大きくしよう、強くしようという、国有企

業をどんどん強くする政策だ。それを聞くと国有企業比率

が上がるように見えるが、やっていることは実は合併であ

る。合併をすると確かに大きくなるし、要らないところは

切って優秀なところだけ残り、強くなっているように見え

るのだが、決してそれで売上高が伸びていくようにはなっ

ていない。  

 国有企業はやっぱり効率が悪いので伸びない。企業全体

と国有企業の売上高の伸び率を比べてみると、国有企業は

常に全体よりも低い伸び率しかない。国有企業と民間企業

は相当売上高の伸び率に差があって、収益率でもものすご

い差がある。いくら大きく優秀で強いと言っても、合併し

てリストラを繰り返せば、全体としては小さくなっていく

ので、国有企業の改革は、実はうまいこと進んでいるので

はないかというのが私の見方だ。 

 

 もう 1 つ、習近平政権からやっているイノベーション主

導型の経済発展戦略というのが進んでいる。これは、深圳

でうまくいったモデルを全国に展開しようとしている。深

圳は珠江デルタを中心にしているが、長江デルタでは上海

を中心に、北京、天津、河北省では雄安新区を中心にイノ

ベーション主導型を進めようとしている。河北省というの

が雄安新区を管轄するのだが、そこへ深圳の元市長を連れ

てきている。こうして人事をうまくかませながら着々と手

を打っている。 

 つい最近、4 月 10 日にボアオアジアフォーラムの開幕

式スピーチで、習近平主席が改革の加速を強調した。市場

参入規制の緩和としては、例えば自動車が参入するときの

出資比率をこれまでの 50％という上限を超えることを許

した。金融証券や保険に対しても 50%以上の出資比率を認

めた。先日、李克強首相が 8 年ぶりに日本を公式訪問した

際のお土産として、世界で 2 社だけ、野村證券とモルガ

ン・スタンレーだけが、50%以上の出資比率で証券会社設

立を認めた。そして魅力的な投資環境を形成するために透

明性を高めるとし、中国に進出している外国企業が一番困

っている知的財産権の保護強化もやるとも宣言した。それ

から輸入拡大の促進ということで、輸入関税を引き下げる

など、改革の加速を強調している。 

 この政策に対して日本の企業はポジティブにとらえて

いるが、アメリカとヨーロッパの商工会議所はネガティブ

だ。また嘘だろう、と。というのは、2001 年に WTO(世界

貿易機関)に加盟して市場改革をやる、経済改革をやる、

経済のメカニズムを健全化すると言ったが、国有企業は動

かない、金融自由化も進まない、国家の介入は全然減らな

い。何も変わらないじゃないかという失望感がある。加え

て、2013 年 11 月の三中全会で習近平政権自身が全世界か

ら注目された立派な市場化スピーチをやったが、それも実

現していない。2 回の大きな裏切りがあったので、今回だ

けうまくいくなどと誰が信用するか、というのが欧米の冷

めた見方である。 

 これに対して日本は、今回こそはいけるのではないかと

考えている。これまでの胡錦濤・温家宝時代は、江沢民が

いろいろなことを決めていた。それを習近平主席は破壊し

た。しかも、長老など既得権益を持っていて反対する人た

ちを強権で黙らせ、第 19 回党大会で完全に実権を握って

しまった。なおかつ、2020 年代の後半というところのリス

クが目の前にぶら下がっている。もう猶予がなく、やらざ

るを得ない状況にあるので今回は動くのではないか、とい

うのが日本企業の見方だ。 

 

 このように、日本と欧米で見方が全然異なっている。日

本はこの政策をポジティブにとらえて、本格的に勝負を仕

掛ける時代が今年から始まるだろうと期待している。欧米

は以前から勝負を仕掛けていたが、日本は尖閣問題があっ

たのでうまく進めなかった。今回は尖閣問題から時間もか

なり経ち、ほとぼりも冷めてきているので、前向きになっ

てきている。 

 少し外交の話をすると、先日李克強首相が来日した時に

日中首脳会談を行った。外務省のホームページを見るとわ

かるが、成果が 10 本並んでいる。こういった大物の訪日

では 3 本もしくは 4 本が普通なのだが、今回は 10 という

ことで今までは考えられなかったスピードで成果を挙げ

ようとしている姿がありありと見られる。あれだけ仏頂面

だった王毅外務大臣もにこにこしながらリップサービス

をするという、全く違う人のような振る舞いになってしま

った。そうしたことからも、習近平の方針が変わったこと

を如実に表しているのではないか、これから変わっていく

のではないか、と考えられている。 

 

 

3.日中関係 

 最後に日中関係とアメリカについて話したい。日中関係

は去年の 5月頃、二階自民党幹事長が一帯一路の会議に出

席した際に安倍首相の親書を手渡したあたりからムード

がだんだん良くなってきた。11 月は安倍首相が衆院選挙

で勝ち、中国では習近平主席が党大会で実権を握った直後

に２人で会ったので思わずにニコニコしているのだが、笑

顔で握手したのはこの頃が初めてだ。12 月には難しかっ

た日中海空連絡メカニズムの協議が前へ進み、二階幹事長

は再び習近平主席と会談をして歓待を受けた。年が明けて

みると、日本の銀行が中国での人民元での金融債も発行で

きるようになったし、王毅外務大臣の訪朝も非常に順調に
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いった。そして今年は日中平和友好条約締結 40 周年とい

うこともあって、良い話題が目白押しになっている。 

 このように日中関係は改善傾向にあるが、特に中国側は

日本企業の誘致姿勢を明確に強化してきている。4月に出

張した際、この最大の原因について質問したところ、「こ

れだけ米中関係が悪化しているので、日本とは事を荒立て

たくない」というわかりやすい説明をする人がいた。日本

でも、外務省や経産省で、この意見と同様に米国の影響を

重視する人が多い。しかし、中国にいる政府上層部の友人

に聞くと、第 19 回党大会で習近平政権が確固たるものに

なり、対外経済開放を進めることについて、習近平主席の

方針には誰も反対できないだろうとのことだった。しかも、

日中の関係を改善する方向性も見えてきているので、これ

で日中関係はようやく大丈夫になるだろう、と。これまで

も、中国政府は日本の企業を中国に誘致したかったが、日

本との関係重視は政治的にリスクが大きく、周りの目があ

るのでできなかった。それが今回は誰の目も気にせずに進

めることができるようになった。これが一番大きな国内要

因だ。だから中国はこれから相当気合を入れて日本企業の

誘致をやっていくだろうというのが、その友人の分析だ。 

  

    

 

好調業種としては、自動車、建設機械、ロボット、半導

体、液晶、スマホ、e コマース関連ということで、幅広い

業種が好調だ。ただし、ここに書いてない鉄鋼、造船、電

力、石炭などはまだ状況はかなり悪いので、良い業種だけ

というわけではない。ブームが終わるのではないかという

見方も前から根強くあるが、日本へのインバウンドもどん

どん増え続けている。まず賃金を見てみると、2000 年代前

半の賃金は今の 5 分の１以下。2010 年でも半分くらいし

かない。例えば、年収 200 万円だった人が 400 万円になっ

たら、日本に来るのが楽になる。そういった、ごく単純な

収入の変化もある。なおかつ、日本にとって潜在的なお客

さんというのは、一人当たりの GDP が 1 万ドルに到達した

都市の人口に比例すると考えられているが、2010 年に GDP

が 1 万ドルに到達した人口というのは 1 億人だったのが、

2020 年には 7、8 億人になる見込みだ。そうなると、この

間に GDP は 2倍にしかならないが、日本の物を買える人た

ちの人数は 7、8 倍に増えるわけなので、当然、日本のも

のは売れる、日本に来たくなるという結果になる。 

 一方、日本の中でいろんなところの交通手段や宿泊施設

等について、ボトルネックの部分がたくさんあるのが心配

だ。ビザ発給制限の問題もあるので、解消していかないと

いけない。中国人は日本に来て非常に狭いところに泊めさ

せられることなどについて問題視し始めている。これから

中国人が快適に旅行できるホテルや電車や飛行機、空港を、

どうやって迅速に確保していくかというのは、日本にとっ

て重要な課題である。民泊だとか Uber みたいなものとか、

いろいろ手段はあると思うが、とにかく早くやるというこ

とがすごく重要である。2020 年のオリンピックでは、卓球

とかバドミントンとか飛び込みとか、中国人が必ず金メダ

ルを取りそうな種目では、会場中が中国人になるのではな

いか。しかも、日本に来れば、オリンピックも楽しめるけ

どおいしいラーメン、日本料理も食べられるし、買い物も

できるし安心した薬も変える。ついでに体の検査もできて

温泉も入いれてやりたい放題できる。だから 2020 年とい

うのは、恐ろしいほど中国人が日本を楽しみに来るのでは

ないか。 

 その時に、「ホテルに家族で泊まったら、知らない人た

ちと一緒に狭い部屋で雑魚寝させられた」、などとなった

ら一気に興ざめだろう。もしくは空港で 2 時間も 3時間も

待たされたとか、そういうことが絶対起きないようにする

のが、これから 2020 年にかけて政府や企業の重要な課題

になっていく。 

 

 中国市場では、日本の自動車もどんどん売れている。日

本だけ 2 桁の伸びで売れており、中古車の販売も今どんど

ん伸びている。日本車は下取り価格が高くて評判が良い。

従来は中古車の販売があまり発展しなかったが、この 2、

3 年は中古車市場が急速に広がっている。その結果、中国

人の車を買うパターンが変わってきて、下取り価格前提で

買うようになってくるので、日本車を買うメリットが非常

に大きい。日本車を買っておけば、値下がり幅が小さいの

で、補助金を後からもらえるようなものである。それが従

来から米国市場におけるトヨタやホンダや日産の強みで

あり、それが今後ますます中国での競争力になる。 

 

 このように、ようやく日本企業は尖閣問題でガクンと落

ちた対中直接投資を少しずつ回復している。日本以外で直

接投資が回復しているのはアメリカくらいしかない。韓国

は THAAD(終末高高度防衛ミサイル)の影響で下がってお

り、ドイツは国の誇りとしていた KUKA という工作機械メ

ーカーが買収されたことが相当衝撃になったうえに、毎週

1 社ずつ自国の企業が買収されていたのがショックとな

って、中国に対する警戒感が非常に強くなっている。フラ

ンスもイギリスも落ちていて、台湾は従来型のビジネスモ

デルがあまりうまくいかなくなってきて下がっている。ア
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メリカは増やしているが、日本ほどポジティブではない。

日本はおそらくこれからぐっと上がっていくのではない

かと思うので、日本に対するラブコールがますます強まる

時代に入っていくのでは、と考えている。 

 

 

 4.今後の世界秩序形成と日本の役割 

最後に、トランプ大統領の話をしたいと思う。結論から言

うと、「何が起きるかわからない」ということだ。アメリ

カ人も想像がつかない。従来の大統領と全く違うのは、ト

ランプ大統領は世界のリーダーになろうと考えていない

ということ。アメリカファースト、アメリカだけ考えて、

しかも頭の中はほとんど選挙のことばかり。とにかく選挙

に勝つためにあらゆることをやっていく。逆に外交に関し

てはほとんど無視で、人材が不足しても構わないと考えて

いる。したがって、グローバルな問題や国際協定について

は無関心で、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)もパリ

協定も離脱した。エルサレムへの大使館移転だとか、シリ

ア、イランでも、アメリカがこれまで築いてきた国際的な

信用を次々と破壊している。 

 

 それでなぜ平気なのか。トランプ政権の政策運営は非常

に混乱しているにも関わらず、支持率は安定している。な

ぜか。その支持層は中間所得層以下の人たちで、外交など

にほとんど関係ない人たちだ。1980 年代以降の 30 年の間

にアメリカの経済はこれほど発展しているのだが、トップ

の 10％だけの所得が増えていて、その他 90%の人たちの所

得は横ばいである。アメリカの経済成長から 90%の人たち

は取り残されていて、特に中間層以下は恩恵を受けていな

い。これをわかっているのに改善しないリーダーやエスタ

ブリッシュメントに対する不満が限界に達している。トラ

ンプ大統領が TPP やパリ協定を離脱したり、イランと対立

したり、在イスラエル大使館のエルサレム移転を行ったこ

とについて、エスタブリッシュメントの人たちは国益に反

していると批判する。それをトランプ大統領は黙らせてい

るように見え、支持者はすごく喜んでいる。移民排斥、銃

権利擁護など、みんなが言えなかったことをなんでも言っ

てくれるところが庶民の味方というイメージになり、支持

率が落ちない。国益はほとんど関係ない。だからアメリカ

人の有識者も、何をするか全く予想がつかない。  

 北朝鮮の問題にしても、通常だったら武力行使はあり得

ないが、トランプ大統領なら何をするかわからないとアメ

リカ人自身が思っているので、当然、北朝鮮にも中国にも

伝わる。それが金正恩の恐怖感につながって、急遽、米朝

会談のために非核化となった。しかし今また金正恩は揺れ

て、困った状況になっている。金正恩もトランプも、世界

最大の予測不可能同士がゲームをやっているので、最後ま

で予測できない。なので、ここはあまり予測をせず、いろ

んな可能性があると思って、何があっても対処すると腹を

決めることが重要だと思う。 

 こういう時に安倍首相が森友問題でガタガタしている

のは非常に残念で、こういう問題は起きないようきちんと

事前に処理をしておくのが、日本の首相としてのあるべき

姿だと思っている。アメリカはトランプ大統領になった。

さらにイギリスはブレグジットになり、メルケル首相は政

権から落ちそうになっていてヨーロッパが不安定化して

いるなど、世界がこれだけ激動しているが、幸運なことに、

日本、中国、ロシアは政権が安定している。この中に日本

が入っているのは本当に幸運なので、なんとか国民が納得

できるような決着をして、安倍首相しかできない、今の難

しい状況においての外交を行ってほしい。歴代の首相の中

で、外交については断トツに成果を挙げている。今のこの

激動の国際情勢の中で安倍首相に代わってトランプ大統

領と信頼関係を結び、習近平主席と対等に渡り合い、プー

チン大統領ともきちんと話をできる人はいない。ここは日

本国内にいるとあまりよく見えないが、ものすごいリスク

を抱えているのでそこを日本としてどうやっていくかと

いうのは、すごく大きな課題になっている。その意味で、

先行きは非常に不透明なものが続いている。 

 

 最後に、アメリカがどうしてこうなってしまったかにつ

いてお話する。アメリカはこれまで資本主義、自由主義経

済の市場メカニズムの規制撤廃をし、これは良いことだと

日本も思っている。これが本当にいいことなのかというこ

とは、社会の中の受け止め方を見ないとわからない。日本

はこれを中途半端にやった。例えば本当に市場メカニズム

だとか資本主義的にやるのであれば、日本の社長の給料も

アメリカの社長のように何十億、何百億とあってもおかし

くない。日本の東証一部上場企業の社長の給料は、ほとん

ど 1 億円の所で横並びになる。高くても 3 億円、4 億円。

こんな国は世界中どこを見てもない。新入社員の給料 300

万円くらいのところからスタートするので、トップとの差

が 30 倍くらいしかない。これが、日本の社会安定のキー

である。しかも日本企業は一応株価も気にしてはいるが、

やはり社会貢献、長期の信用、それから従業員の安心・安

全、日々の自己実現・幸せというのをとても重視している

企業が多い。それに反論する企業の社長というのはあまり

いないだろう。 

 それに対してアメリカ企業の場合は 3 カ月毎の利益に

よって福利厚生もポストも変える。その代わりトップダウ

ンでやるので非常に早い。だから企業として生き残れる。

しかし日本の企業はそんなトップダウンでやる仕組みに

なっていないので、もしそれをやったら会社の経営は崩れ

ていってしまう。ただ、アメリカのトップダウンにしても、

短期利益を追求しすぎた、自由主義や市場メカニズムを追

求しすぎた結果として、国民全体の豊かさにつながらなか

ったという結果が出てしまった。日本は 30 年もの長期の

不況という酷い状況が続いているにもかかわらず、社会が

不思議に安定している。これは日本企業の社会安定化の機

能があるからではないかと私自身は思っている。 
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 この、日本の社会安定化機能は大変に立派なものではあ

るが、一方でシリコンバレーや深圳へ行くと日本の企業の

経営者は全然ついていけていないという問題もある。世界

のグローバル化市場から脱落しそうになっているという

現状は決して長続きしない。グローバル化はどんどん展開

していくから何とかしないといけないというのは、日本の

喫緊の課題だ。しかしその一方で国内は安定しているから、

ここをどう生かすか。そこを 2つうまく日本の中で整理を

して、こうやれば経済の安定を確保しながら国民の心理も

安定するというのを日本から世界へ向かって情報発信し

ていくというのが、これから日本が世界に対して果たす役

割ではないかと考えている。 

 それは中国も同じような状況である。中国も中途半端だ

から。中国は共産主義を掲げている。資本主義ばかりでは

走れない。だから日本式の考え方というのは、割と中国で

受け入れられやすい。「匠の精神」だとか「100 年企業」と

いうのは中国も重視して、今学んでいる。世界が不安定化

する中で、日中が共に協力できるようになれば、「中国の

発展は日本の発展、日本の発展は中国の発展」という私の

いつもの結論になる。 

 

【質疑･応答】 

（司会） 

 先生、ありがとうございました。 

それでは会場から質問をお受けする。 

 

(フロア 1) 

 経済の基盤が地方の農村戸籍の人たちの基盤を犠牲に

して成り立っているのではないかと思うが、それはどうか。 

 

(瀬口) 

 それはずっとその通りである。 

 

(フロア 1) 

 それは将来的にはうまく解決していくというような流

れはあるのか。 

 

(瀬口) 

 そこは一生懸命改善していこうという流れはある。 

 

(フロア 2) 
 中国は共産党の一党独裁体制で、あらゆる権限を集中し

てこれだけの大国を見事にハンドリングし、ここまでの安

定経済に入ってきたと改めて認識した。2020 年代後半か

らの問題点という話の中で、経済が失速した時に中国は選

挙がないために大きな問題になるとおっしゃったが、これ

だけの大国で民族的多様性を持っている国を誰がどうや

って取り仕切れるか、そこに一番適当な社会の仕組みとは

どんなものかと考えたら、アメリカや EU(欧州連合)の失

態を見ても、なかなか解は難しいだろう。となると選挙と

いう体制変化はないけれども、共産党体制が崩れるという

ことはほとんどあり得ないと思う。今の若者は欧米留学組

が多く、実態を良く分かっている人たちがメジャーになり

つつあるが、共産党一党体制の継続性という問題と、中国

の社会情勢の将来性について、若者がどのように絡んでく

るとお考えか。 
 
(瀬口) 
 1990 年以降に生まれた人たちと、それ以前の世代には

大きなギャップがあると言われている。それ以前の人たち

は中国の貧しかった時代を知っているが、1990 年代以降

に生まれた人たちは、ほとんどグローバルスタンダードだ。

彼らが中国社会のマナー、生活水準を変えるなど、行動パ

ターンをどんどん変えていっている。彼らが今 30 歳くら

いになっている。そしてあと 20 年して 50 歳くらいにな

ったら、中国社会は根底から変わるのではないかと思う。

その時に共産党を維持できるかというと、私はかなり大き

なクエスチョンを持っている。おっしゃるとおり、普通の

選挙制度を中国に持ち込んで、この複雑な民族が母体にな

っているのをうまく統治できるかというと、これも非常に

難しいだろう。 
 そもそも 13 億人というと、アメリカ、ヨーロッパ、日

本を足してもまだそれより多い。中国そのものが国際社会

と言える。そこをどう統治するかというのは、人類だれも

チャレンジしたことはないので、非常に難しい課題になる。

だから、答えはまだ誰もわからない。でも、恐らく、先進

国と同じ制度は採り入れられない。中国独自のものを作っ

ていく。その時に 1 つ、私がよく聞くのは自民党の派閥の

システム。派閥同士の緊張感があって、チェックアンドバ

ランスのシステムが党内で厳しく働いていた。それは中国

でも同じで、派閥同士で政権を交代しあい、緊張感が生ま

れるような政策運営が行われていけば、国民もある程度納

得できるかもしれない。しかし、今のように習近平一極で

誰も反論する人がいないという状態が続くとすると、特に

習近平が引退したあと、非常に危ういリスクが出てくる可

能性が高いのではないか。そしてそれは習近平主席が一番

大きな責任を背負う仕事になるのではないかと思う。 
 
(フロア 3) 
 私のところにも東北３省から日本企業誘致の話が来て

いて、既に１回撤退したのになぜこの時期にまた誘致の話

が来るのか不思議に思っていたが、今日の話を聞いてバッ

クグラウンドがわかってありがたかった。改革開放が

1978 年に始まり、借地権の問題というのは、今どうなっ

ていて今後どうなるのか。50 年が限度だったはずだが、

その期限がきたらどうなるのかなど、企業が進出する際に

は非常に重要なので、伺いたい。 
 
(瀬口) 
 期限が来たから全部企業に戻すということをやったら、
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外資系企業はいなくなってしまう。中国経済はつぶれてし

まう。だからそこはなんらかの対策をとって、外資系企業

が収益にダメージを受けないような方法を考えるはずだ。

ただ、中国政府は結構恣意的なので、どうしても外資系企

業から土地奪いたいところは、借地権をうまく使うかもし

れない。大切な企業は出て行ってほしくないので、そうい

うところは借地権もきちんとする、という感じはある。 

 

【閉会】 

(司会) 
 時間となったので、今回の研究会は終了する。 
先生、どうもありがとうございました。 

 

 

               （了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


