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平成 29年 12月 25日（月) 

平成29年度第１回中国研究会速記録

於 財務省 第１会議室（西４５６）

財務総合政策研究所国際交流課
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午後２時00分開会 

○三ッ本国際交流課長 それでは、時間になりましたので、ただいまより財

務総合政策研究所平成29年度第１回中国研究会を開催いたします。 

 本日は、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。 

 冒頭の議事進行を務めさせていただきます財務総合政策研究所国際交流

課長の三ッ本と申します。後ほど議事進行を國分座長にお願いするまでの

間、事務局として進行役を務めさせていただきます。 

 初に、所長の土井よりご挨拶を申し上げます。 

○土井所長  財務総合政策研究所長の土井でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 この中国研究会は、平成５年に第１回会合を開き、ここ20年ほど毎年連続

で行っている研究会です。今年も防衛大学校長の國分先生に座長を引き受

けていただきました。國分先生には第１回研究会からずっとご参加いただ

いていますが、引き続きご指導いただければと思います。 

 また、その他の委員の先生方にもお忙しい中ご参加いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 中国は、この秋に第19回党大会が行われ、習近平政権下での中長期的な方

向性が打ち出されましたが、先週は中央経済工作会議で経済政策面でのあ

る程度肉づけが行われました。その中でも、引き続き、19回党大会に出てき

ました「経済成長についてはスピードよりも質を重視する」という方向性が

改めて確認されたり、大きなリスクとして、金融のシステミックリスクにど

う対応していくのかが改めて正面から打ち出されたりしました。また、環境

の問題や、長年の課題の国有企業改革をどうするのかなど、課題が山積とい

う状況が続いているかと思われます。 

 他方、民間経済では、ＩＴや、Fintech、ＡＩなどの分野では、人によっ

ては、 近の新しい動きの大半は中国発になってきていると捉えられるほ
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ど、非常に活発でダイナミックな動きが見られます。中国は様々な意味で見

どころがあり、この研究会でも、今回は第19回党大会後の中国がどうなるの

かをご議論賜りますが、今後も中国経済、政治の現状についてさまざまな角

度から迫っていきたいと思いますので、ぜひ活発なご議論を賜ることがで

きればと思います。 

 以上、簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。 

○三ッ本国際交流課長 ありがとうございます。 

 続きまして、中国研究会座長の防衛大学校長、國分先生から開催に当たり

ご挨拶を賜りたいと思います。 

○國分座長 どうも皆様、メリークリスマス。12月 25日、皆さんが集まれる

のはこの日しかないという年末の非常に押し迫ったところですが、これだ

けたくさんの方々にお集まりいただいて、非常にうれしく、また光栄に思い

ます。 

 今年度もまたこの中国研究会の座長を引き受けさせていただきました防

衛大学校長の國分でございます。今お話がございましたように、平成５年か

らスタートし、24年になります。私は、24年間全てに参加をさせていただい

ておりますので、いつか日本の対中経済政策についての博士論文でオーラ

ルヒストリーのような形でインタビューを受けるのではないかと思ってお

ります。非常に光栄に思っておりますし、私にとっても研究の一環として勉

強させていただき、感謝申し上げます。 

 後ほど第 19回党大会について私から報告を申し上げますので、これ以上

のご挨拶は避け、ここから先は早速研究会に入っていきます。今年もまたこ

の中国研究会が開催できますことを非常にうれしく、また開催に当たりま

してご準備いただいた財務総合政策研究所にはお礼を申し上げます。 

○三ッ本国際交流課長 ありがとうございました。 

 それでは、研究会の討議に入る前に、第１回ですので、まずは研究会の委
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員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 既にご紹介済みですが、座長の防衛大学校長、國分良成先生。 

 野村資本市場研究所の関志雄様。 

 キヤノングローバル戦略研究所の瀬口清之様。 

 財務総合政策研究所の中国研究交流顧問の田中。 

 大東文化大学、内藤二郎先生は遅れてお見えの予定です。 

 学習院大学、渡邉真理子先生。 

 大和総研の齋藤尚登様。 

 慶応義塾大学の小嶋華津子先生。 

 そのほか本日は所用によりあいにくご欠席となっておりますが、東京大

学の高原明生先生にも委員をご担当いただくことになっております。 

 本日は、党大会後の中国をテーマに、財務総合政策研究所の田中、座長の

國分先生の順にご報告をお願いし、それぞれの報告の後に質疑応答を行う

こととさせていただきます。 

 なお、本日ご議論をいただきました内容は、ご発言いただきました皆様の

確認を経た上で議事録としてまとめ、当研究所のホームページで発表資料

とともに公開する予定です。 

 ここからは議事進行を座長の國分先生にお願いします。 

○國分座長  それでは、本日は中国共産党第 19回党大会についての議論を

行います。経済と政治、外交の側面から議論を展開したいと思います。 

 まず初めに、今ご紹介がありましたように、田中修中国研究交流顧問に30

分をめどにお話をいただき、議論いたしまして、その後、私の政治関係の話

に移りたいと思います。 

 それでは、田中顧問、よろしくお願いします。 

○田中委員 お手元の資料を２つ用意しております。 初の「第19回党大会

の経済的意義」は、全体の資料の提出締め切りが水曜日だったこともあり、
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そこまでで集められる材料で作ったものです。先ほど所長から話がござい

ましたが、締め切り後に、中央経済工作会議が行われました。やはりこれを

入れないと経済的にうまく説明できないことがあるので、今日の午前中、何

とか完成させ、お配りするのに間に合ったということです。 

 なぜこれが必要かですが、先般 11月に私も所長も党大会の報告について

のヒアリングを北京で行ってまいりましたが、本体の党大会の報告は、どち

らかというと政治報告です。圧倒的に政治のウエートが大きく、経済はこれ

から詰めていくという段階のものです。その直後に開かれ、しかも大変なメ

ンバーを集めて経済を議論する会議といえば、中央経済工作会議になりま

す。今回の場合は党大会の報告と中央経済工作会議の決定内容を一体とし

て見ないとよくわからないところがあるため、急遽もう１つの資料を追加

しました。 

 初の資料は、報告の中でも総論部分と経済関連部分について抽出した

もので、大事だと思われるところには線を引いてあります。総論部分はほと

んど政治的意味合いの強いところですので、後で國分先生にお話しいただ

くときに参考資料としてお使いいただければと思います。 

 まず、中国の特色ある社会主義が新時代に入ったというのが大きな特徴

です。新時代に入ったことの意味合いについて１つだけ申し上げますと、こ

れまで習近平は「新常態」に入ったと2014年から言い始めて、「新常態」と

いう言葉が中国の経済の現状認識を表す言葉でしたが、この党大会を一つ

の境として「新常態」という言葉は急速に使用頻度が下がりました。この党

大会自体には全然使われていません。中央経済工作会議には１カ所出てき

ますが、どちらにしても「新常態」という言葉が徐々にお蔵入りしつつある

と思います。「新常態」の当初の習近平の定義と「新時代」の定義が違うた

め、「新常態」という言葉を使いにくくなってきているのではないかと思い

ます。 
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 ２ページ（３）の「主要な矛盾の変化」は経済にも関連してきます。ゴシ

ックのところにあるように、「人民の日増しに増大する素晴らしい生活への

需要」があり、それに対して発展がアンバランスで不十分であるという実態

があり、そこの矛盾に変化しています。 

 では、もともとは何であったかは、脚注に書いてありますが、以前の言い

方としては、「日増しに増大する物質・文化への需要と落後した社会生産能

力の間の矛盾」であるとされ、極めて限定されたものが列挙されていました。

今度の「日増しに増大する素晴らしい生活への需要」の中身が何かは下のほ

うに書いてありますが、単に物質・文化・生活への要求に留まらず、民主・

法治・公平・正義・安全、特に環境が入ってきているということです。今回

は環境部分が様々なところに散りばめられているところが党大会報告の一

つの特徴であろうと思います。 

 「歴史的使命」とは政治的部分であり、３ページの「（習近平）新時代中

国の特色ある社会主義思想」とありますが、これも基本的には政治的な部分

になりますので、詳しくは説明いたしません。ただし、中央経済工作会議の

中では、この中の経済版として「習近平新時代中国の特色ある社会主義経済

思想」が紹介されていますので、そちらで説明します。 

 ５ページの４は経済にも関係あるところで、つまり、これまでは2020年ま

での百年目標と今世紀中葉までの百年目標という２つの百年目標で運営さ

れてきましたが、2020年が目前に近づく中で、それ以後に残る部分を２つに

分けたということで、これが今回の新しいことです。2020年～ 2035年の第１

段階と2035年～今世紀中葉の第２段階です。 

 第１段階については、そこに線が描いてあるようにかなり詳しく書いて

ありますが、「現代化を基本的に実現する」とあります。本来であれば、こ

れまでの言い回しですと、今世紀中葉に現代化を実現するとされてきまし

たが、こちらで見る限りにおいては、今世紀中葉の目標であったものが15年
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前倒しになり、 初の 15年で 2035年までに基本的なものは実現するとされ

ています。ですから、制度の建設と経済体制の改革などは基本的に2035年ま

でに終了することを意味します。その中で特に、非常にイノベーションが進

むことと、中等所得層のウエートが高まり、都市・農村地域間の発展格差と

庶民の生活水準の格差が顕著に縮小されることです。これは明らかにそれ

までの「先富論」から大きく「共同富裕」のほうにウエートが移っていると

いうことで、これからは所得再分配の政策が強化されることがわかります。

⑥で「生態環境が基本的に好転し」とありますので、今の汚染問題も2035年

までにほぼ片づけることが一つの目標になっています。 

 したがって、第２段階になると、基本的な制度設計は終わっているため、

今度は強国づくりになります。その目標も、以前と違って、「富強・民主・

文明・調和がとれて」はありましたが、そこに「美しい」という言葉が入り

ました。この「美しい」という言葉は、先ほどの人民の要求の 後に「環境」

が入ったことと対応し、2035年までに環境目標が入っていますので、 終的

には美しい中国になるということです。非常に環境に対する意識が強くな

ってきていることだと思います。 

 ６ページから経済の各論部分になりますが、ここで重要なことは、経済が

高速成長段階から質の高い発展段階へと転換していると言っていることで

す。ここが従来の経済の新常態と違います。経済の新常態は、高速段階から

中高速段階へと転じているということであり、あくまでも成長の速さ、成長

率の問題として議論していましたが、質の問題に完全に切りかえました。恐

らくこれが先ほどの「新常態」という言葉があまり使われなくなった 大の

原因ではないかと思います。そして、サプライサイド構造改革を進め、全要

素生産性を高めていきます。市場メカニズムが有効で、ミクロ主体に活力が

あり、マクロ・コントロールが適度な経済体制がつくられます。 

 大きな項目としてはサプライサイド構造改革があります。従来はサプラ
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イサイド構造改革であれば、全体の中で下から７行目ぐらいにある五大任

務だけが強調されてきましたが、それだけではなくて、「製造強国の建設」

や、「企業家精神の発揚」、あるいは「イノベーション型労働者の育成」など

と内容がかなり膨らんでいます。サプライサイド構造改革というのは、既に

五大任務だけではなく、全要素生産性を上げるための幅広い概念に変わり

つつあると思います。 

 ７ページがイノベーションについてですが、ここは「強国」という記述の

オンパレードです。科学技術強国、品質強国、宇宙強国、インターネット強

国、交通強国が列挙されています。また、下のほうに知的財産権の創造・保

護・運用強化、さらに科学技術人材が挙げられています。今回、人材という

記述も至るところに出てきて、先ほどの 後の労働者の中でも質の高い人

材育成とありましたが、イノベーションの中でも人材という記述がありま

す。 

 （３）の農村振興戦略の中にも、財産権の問題も書いてありますが、８ペ

ージを見ていただくと、上のほうに「三農人材を育成する。」とあります。

中国も少子化が進んできて潜在成長率が落ちていますので、人材というも

のが今回非常に強調されていると思います。 

 また、地域の協調発展戦略の中では、「雄安新区」が初めてきちんとした

形で盛り込まれました。 

 （５）社会主義市場経済体制の整備では、いろいろと書いてありますが、

私が特に注目しておりますのは、下線部の２番目の「国有資本の優良化・強

大化」です。これまで国有企業の強大化は言われてきましたが、わざわざ「国

有企業」を「国有資本」に言い直したわけです。言い直したことについて、

なぜここで急に変えたのかと北京でもいろいろヒアリングをしましたが、

中国のエコノミストでも、経済部分ではこの部分が一番機微にわたる重要

なところで、国有企業を国有資本に直したことは実は意味があると言って
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いました。 

 財政につきましては、中央・地方財政関係の整備のうち、収入関係の調整

は進んでいないため、地方税、国税あるいは中央からの財政移転支出をどう

していくかという問題が残っています。 

 金融につきましては、９ページですが、全国金融工作会議が開かれ、議論

が進みました。その内容として、金融政策については、これまでの金融政策

とマクロプルーデンス政策という２本柱でいくという話と、金融監督管理

の体系整備とシステミックな金融リスクの発生防止が述べられております。 

 そのあとに「シルクロード重視」についてもありますが、ここで言ってい

る一帯一路の位置づけと中央経済工作会議における一帯一路の位置づけが

少し変わっております。今ここで申し上げたいのは、この「全面的に開放さ

れた」というところに一帯一路が出てくることだけを見ておいていただけ

ればと思います。 

 その他は、経済ではないのですが、例えば社会主義民主政治・法治の中で

も違憲審査の話が入っていて、もし私有財産権が法的に保護され、それが憲

法でも認められることになったときに、それを侵害する行為があった場合

に違憲審査権が発動できるようになれば私有財産権の保護のあり方が大分

違ってくるため、これも決して経済と無関係ではありません。 

 それから、地方の政治機構の再編問題が出てきます。地方財政の 大の問

題は政府の段階が多過ぎることであるため、地方財政の問題と中央行政機

構の再編も絡んでいます。 

 10ページに参りまして、中等所得の部分はまさに先ほど申しました再分

配の政策に関わるものであり、中等所得層を拡大していくことや、低所得者

の所得を増やして、高過ぎる所得を調整することなどの所得政策は今後の

経済政策に関わってくるものです。 

 社会保障の部分では特に年金の統一です。年金の統一はここのところず
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っと中国の財政の大きな課題の第一に掲げられておりますので、それも非

常に経済に関わりがあります。 

 11ページは脱貧困についてです。 

 それから、先ほど申し上げたように環境については非常に重視されるよ

うになりましたので、環境の規制が恐らく非常に強化されます。これもまた

経済に様々な影響を及ぼしてくるだろうと思います。 

 「平和発展」は外交についてですが、12ページ冒頭に「一帯一路」がまた

出てきます。「一帯一路」は、党の中の報告では、全面的な開放の部分と外

交、和平発展の部分と２カ所に出てくる位置づけになっていることだけご

注意いただければと思います。 

 そういう留意点を 13ページ以降に書いてありますが、これは繰り返しに

なりますので、省略します。ただ、13ページ冒頭の「５年間の回顧」は、翻

訳はしなかった部分で今何が問題なのかを、党として７点に総括していま

す。「発展がアンバランスで不十分だ。」「民生分野に不足がある。」「社会の

文明水準が低い。」「社会の矛盾と問題が交錯し積み重なっている。」それか

ら、「意識に問題がある。」「改革がうまく進んでいない。」「党の建設問題。」

この７点が問題点として指摘されていたことをご記憶いただければと思い

ます。 

 その後に中央政治局会議と党外人士座談会を載せてあります。これは中

央経済工作会議にいくためのプレ会議ですので、もう１つの中央経済工作

会議のほうをごらんいただければ、こちらに詳しく書いてあります。 

 この中央経済工作会議については、通常の場合であれば発表の文書だけ

を読めばわかるのですが、党大会を補足するという性格が今回の中央経済

工作会議は強いため、重要文献としてもう１つ、人民日報の社説の概要も載

せてあります。通常であれば、中央経済工作会議の単に要約、ポイントだけ

を羅列するのが多いのですが、今回、人民日報の社説は構成を大幅に変え、
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かなり会議本文とは違う形で載せておりますので、この２つを合わせて見

ないとなかなか全体像が整理できない格好になっています。それぞれのと

ころは、９ページ以降は社説の概要、１から８ページまでは会議の発表され

た本文を整理したものです。２つを全部合成して再構成してみるとどうな

るかというのが12ページからです。 

 まず、人民日報の社説は、この会議の性格が今回は全然違うと言っていま

す。この会議は党大会終了後 初の大会議です。今回の会議は、「習近平新

時代中国の特色ある経済思想」を語ることに非常に大きなウエートがあり、

それに加えて来年の経済政策を議論するということで、全体の半分は習近

平経済思想になります。したがって、そういう党大会を補完するものですの

で、従来であれば2017年の回顧だけをやるところが今回は５年間の回顧で、

明らかに党大会の補足を意識した形になっております。 

 「習近平新時代中国の特色ある経済思想」とは何かを、それぞれ２つの解

説記事を組み合わせていくと大体このような内容ではないかと思われます。

１つは、時代認識は「新時代」である。中国の特色ある社会主義が新時代に

入っていることの意味合いは、中国の経済が高速成長から質の高い発展段

階に転換しているという時代認識であり、先ほどの「新常態」のような中高

速ではない、新しい時代認識に変わってきているということです。 

 次に、「主要な内容は何なのか。」ですが、社説を読むと、習近平思想の一

番重要なのは５大発展理念であると言っています。まず、質の高い発展は、

人々の日増しに増大する需要を満足すべき発展であるということが社説で

解説されていて、それは５大新発展理念を体現した発展なのです。それは何

かというと、「イノベーション」を第１の動力として、「協調」を内生的な特

徴とし、「グリーン」を普遍的な形態とし、「開放」を通るべき必然の道とし、

５番目の「共に享受すること」を根本目的とする発展であるという形で統合

しているわけです。したがって、習近平が2015年に唱えた５大新発展理念が
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中核になっていることがわかります。 

 ただ、それだけではありません。それ以外に社説の中で習近平経済思想を

よく学べと書いてあるわけです。どういうことを具体的に学ばなければい

けないかというと、５大発展理念に加えて、まず、経済政策に対する党中央

の集中的・統一的な指導の強化があります。もう１つは人民を中心とする発

展思想と「五位一体」と「四つの全面」が入ります。「五位一体」と「四つ

の全面」は、下の脚注を見ていただくとわかりますが、経済・政治・文化・

社会・生態文明建設を一体的に進めることと、次に、小康社会の全面的実現、

改革の全面的深化、法に基づく国家統治、全面的な厳しい党内統治をやって

いくことです。これが一つの大きな内容になります。 

 さらに13ページですけれども、これは三中全会の再確認になります。「資

源配分において市場の決定的役割を発揮させ、政府の役割をさらによく発

揮する。」、実はこの部分が党大会報告から抜け落ちていました。これに気づ

いたエコノミストの中には、これは重大な後退ではないかと懸念していた

人もいましたが、恐らくその懸念を払拭するために、改めて三中全会の主要

内容をもう一度持ってきて、決して三中全会から後退しているわけではな

いことをここで確認しているのではないかと思います。 

 このほか、「主要矛盾の変化に応じてマクロ・コントロールを整備し、サ

プライサイド構造改革の推進をやっていく。」そして、「問題志向で対応して

いく。」「正確な政策の策定・方法をきちっとやっていく。」「安定の中で前進

を求める」というのも今回非常に強調されています。 後に、そうはいって

も「新常態」を突然消すわけにもいかないので、「新常態」も書いてありま

す。 

 「現代化した経済システムの建設」は、先ほどの党大会報告各論のところ

にもありましたが、現代的な経済システムをつくっていくのが今後の大き

な目標だとし、その大きな原則は５つあります。「質を第一として効率を優
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先させること。」「サプライサイド構造改革。」「質の変革・効率の変革・動力

の変革、の３つの変革。」「実体経済、科学技術イノベーション、現代金融、

人力資源が協同発展する産業システムを建設する。」５番目が先ほどの「市

場メカニズムが有効で、ミクロ主体に活力があって、マクロ・コントロール

が適度な経済体制。」この５つを達成することが現代化した経済システムの

建設になります。 

 次に、今回、社説と本文で非常に大きく違っているのは、2020年までの３

大堅塁攻略戦――中国は割と軍事用語的な表現を使うことが多いのですが、

要は難関突破です。この難関突破の大作戦に打ち勝つべきものが、３つあり

ます。１つは重大リスクの防止・解消ですが、やはり重点は金融リスクの防

止・コントロールであることははっきり書かれています。マクロのレバレッ

ジ率とか、実体経済、システミックなリスクをどうやって防止するかという

ことで、金融を中心としたリスクです。２番目が脱貧困です。5,500万人ぐ

らいの貧困農民を全部脱貧困させるのが 13次五カ年計画の目標ですので、

終年度でこれを必ず行うということです。 

 ３番目は汚染対策です。中心は「青空防衛戦」で、まさにＰＭ2.5に象徴

されるような深刻な大気汚染対策をとにかく優先的に行うと言われており

ます。 

 次に、14ページですが、マクロ政策の基本方針で、ここから2018年の話に

移っていきます。その中で、まず2018年はどういう年なのか、党大会精神を

貫徹させるスタートの年です。もう１つ、改革開放40周年を非常に強調して

おります。こう強調したことは 2018年の政策の中に微妙に影を落としてい

ます。また、小康社会の実現と第13次五カ年計画を実施するための、いよい

よ後半に入りますので、そこのところの重要な１年です。 

 「安定の中で前進を求めるという政策の総基調」という表現はずっと使わ

れている文言ですが、その中で、今回わざわざ、「安定と前進は弁証的に統
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一され、一体として把握すべきだ」と本文で言っています。社説を見ると、

「安定させるべきものはしっかり安定させるが、前進させるべきものは前

進させる」と言っています。去年は、どちらかというと、「安定」だけが強

調され、ひたすら「安定」という言葉が使われていて、「前進」という言葉

は非常に弱かったのです。去年のように党大会という巨大な政治イベント

を控えた前の年の中央経済工作会議は概して「安定」一本槍になるものです。

ここでの「安定」は経済の安定であり、社会の安定です。昨年はそういう傾

向がありましたが、今回は本来の「安定の中で前進をする」という、「前進」

のほうが復活してきたことになります。 

 その中で、積極的財政政策については、方向は不変と言っていますが、去

年はより積極的・有効的にやらなければいけない、もっと頑張れと言ってい

たわけです。今年は構造の調整・ 適化、支出削減で、むしろ地方政府の債

務管理強化のほうにウエートが移っています。それから、去年のような企業

減税政策も表に出てきていません。これは営業税の増値税転換が終了した

ためかと思います。 

 「穏健な金融政策は中立性を維持」というのは去年入った言葉ですが、こ

れはそのままになっています。つまり、安易な金融緩和はしないということ

です。また、実体経済に金融をよくサービスさせることと、システミックな

金融リスクが発生しない 低ラインを守るという全国金融工作会議の決定

が踏襲されております。 

 構造政策ですが、この中で投資に対する表現が微妙に変わっています。こ

れまでは、投資はむしろ経済を牽引していく、需要を牽引していく一つの重

要な要素として考えられていて、「有効な投資の積極的拡大」と言われてき

ましたが、今回は特に「民間投資の合理的な伸びを促進する」という言い方

で、刺激ではなくて、供給構造の 適化をするための投資です。つまり、需

要を刺激するための投資ではなくて、供給構造を 適化するというもので、
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投資の役割が変わってきているということです。そこは、これまでのように

投資で成長を牽引していくのに対して、かなりブレーキ、修正がかかってい

るのではないかと思われます。 

 「際立った民生問題の解決」は、先ほどの党大会報告で非常に共同富裕が

強調されておりますので、それが反映しています。 

 改革開放については、特に経済体制改革の歩みを再び速めて、財産権制度

の整備と生産要素の市場化を進めていくとしています。基礎的で鍵になる

分野についてブレークスルーを得るということで、改革のスピードを速め

るとわざわざ言っているものです。開放面でも市場参入を大幅に緩和する

というように、改革開放 40年の影響がこういうところに表現ぶりとして出

てきているように思えます。 

 次のページは 2018年の重点政策ですが、サプライサイド構造改革の深化

も五大任務から内容が党大会で膨らんでいきましたので、中国による製造

から中国による創造への転換、速度から発展の質への転換とか、製造大国か

ら製造強国への転換というのは、むしろサプライサイド構造改革の中身と

して出てくるようになってきています。 

 下のほうにありますけれども、無効な供給の打破、新しい動力エネルギー

の育成、実体経済コストの引き下げ、この打破、育成、引き下げの３点を進

めていくと言っています。 

 ２番目は、ミクロの話になりますが、先ほど申し上げた国有資本の強大

化・優良化がもう一度言われていて、そのための国有企業・国有資本の改革

方案を整備するということです。他方で、国有企業への党の指導、党の建設

を強化というのも入れて、左右の主張のバランスがとられています。それか

ら、民営企業につきましては、財産権保護政策を実施するだけでなく、財産

権の紛争事件について、特にひどいものについては、それを抽出して是正す

るという言い方をし、かなりこの部分は踏み込んできています。 



- 16 - 

 

 それから、農村振興戦略、ここでもやはり質の面での農業振興と、質の向

上が非常に強調されています。 

 ４番目の地域の協調発展戦略ですが、ここに「雄安新区」などが出てきま

す。注目点の１つは、インフラの普及程度を比較的バランスがとれた形にす

ると言っています。これまではあまりそのようなことは言っていませんで

した。「基本公共サービスの均等化と生活水準のバランス」とは言ってきま

したが、インフラの普及程度は大体均衡でなければならない、つまり、これ

からは例えば大都市とか重要なプロジェクトに全部投資を集中させるので

はなく、ある程度投資をバランスさせる必要が出てきたということです。 

 もう１つは、先ほどの「一帯一路」の位置づけがここでは変わっていて、

地域発展戦略の中に突然「一帯一路」が出てきます。これまでは全面開放あ

るいは外交政策のほうで出てきていましたが、そうでなく、地域発展戦略で、

しかも対外投資方式を刷新する、「一帯一路」についてはやり方を刷新する

と言っています。つまり、逆に言えば、従来のやり方に何か問題があること

を示唆しています。したがって、「一帯一路」の今後の動き方は少し見直し

が行われる可能性があると見たほうがよいのではないかと思われます。さ

らに、あくまでも地域発展戦略と一体化しているということです。 

 また、農業からの移転人口の受容能力の増強と戸籍制度改革についても

記述があります。 

後のページになりますが、全面的開放が出てきます。本来だったらここ

に「一帯一路」が出てくるはずですけれども、ここに出てこないわけです。

ここではむしろ開放のレベルを一層進めるということで、思想・観念、構造・

配置、メカニズムについても全部前にもう一歩進めていく。そこでは、法整

備、知的財産権の保護強化と言っていますし、やっぱりアメリカのことを気

にしているのか、貿易のバランスを促進するとか、関税引き下げについても

言及しています。それから、輸出強国と言っているわけですので、輸出の質
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と付加価値の向上、あるいはサービス貿易を大きくしていくことも言って

おります。 

 ６番目の民生の保障・改善のところでは、これまでは性別による差別、身

分による差別の問題を解決すると言っていなかったのですが、こういうも

のが出てきた。恐らく男女の定年格差がいまだに 10歳あることなども問題

になっているのではないか。社会保障では、年金の全国統一が改めてここで

出てきます。あるいは、年金資金の財源の多様化も出てきます。やはりここ

で当面の財政の大きな課題は年金であることがわかります。 

 民生の中に、インターネットの問題としてネット上の虚偽情報・詐欺、個

人情報の売買について対策を打つというのがあります。これまではどちら

かというとインターネット金融については前向きな表現が多かったわけで

すけれども、今回は民生問題としていることで、かなり問題が出てきている

ことがわかります。 

 ７番目が住宅制度です。特に賃貸住宅の普及、あるいは賃貸専門企業の育

成を言っていて、これまでの不動産政策の連続性と安定性を踏まえ、中央と

地方でやることをきちんと区別せよと差別化しました。今の住宅市場は一

線、二線、三線、四線で全部過熱状態がずれています。一律にやると住宅価

格の暴落など大変なことになってしまうことがありえますで、かなり細か

く地方都市ごとにやっていくということです。 

 後に生態文明建設ということで、ここでは大規模な国土緑化キャンペ

ーン、水質汚染、土壌汚染の対策が中心になって記述されています。大気汚

染については先ほどの３大堅塁攻略戦に入っていますので、残る水質と土

壌汚染の問題が各論に出てくることになっています。 

 そういう構成になっていまして、これである程度、習近平新時代中国の特

色ある経済思想の中身がわかりますし、とりあえずどこに軸足を移動させ

ようとしているか。ざっとした考え方は出てきておりますので、これから政
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府活動報告、あるいは来年の三中全会に向けてもう少し内容の肉づけがさ

れますので、そこを引き続き注目していきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○國分座長 ありがとうございました。 

 私もこの報告を何回も繰り返し読んだのですけれども、中国の経済政策

がどうなるのかという部分については、非常に抽象的な内容が多いように

思います。 

 私は後で報告がありますので、 初に１つ、２つ質問させていただきます。

主要矛盾もちょっと曖昧だと思うのですね。前回の18回党大会のときは、つ

まり、「人々の日増しに増大する物質的・文化的な需要」と「時代遅れな社

会生産力」との間の矛盾なのですけど、今回は主要矛盾が「国民の日増しに

増大するすばらしい生活への需要と不均衡・不十分な発展の間の矛盾」とな

っていてで、これ、何のアンバランスかが書いていないのです。つまり、具

体的に人々の願望と社会の何が発展の間の矛盾になっているのか。ここに

生産力と書いていないのです。 

 これは多分、高度経済成長はもう不可能である。そして、成長が鈍化して

いく前提の中での話だと思うのですが、いかようにも解釈できると思いま

す。生産力かもしれないし、政策的な不十分さを言っているのか。「新常態」

という言葉を外したというのもありますけれども、その辺を少し曖昧にし

始めて、中で相当議論があるのかなという雰囲気を感じたのが１つです。 

 もう１点は、確かに言われたように一帯一路への記載が本当に少ないで

す。３時間以上の報告で１分無いくらいで、数行です。しかも項目はずっと

後のほうであり、メーンのところに持ってきていない。ＡＩＩＢについても

ほとんどありません。この辺の見直しもされているのでしょうか。見直しの

大のポイントは、これらをそんな大きく打ち上げて、そこまで財政が持つ

のかという話と、海外はとにかく中国の資本、お金を期待しているのに中国
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は海外からの投資を期待している。この辺のずれがあるとか、いろいろな話

があるようです。 

 私の質問は以上ですが、もう少しご意見を集めたいと思います。 

○関委員 習近平政権は２期目に入りますが、１期目を振り返ってみると、

当初、政治は左寄りだけれども、経済は右寄りだという評判になっていて、

特に 2013年秋の三中全会において、市場に資源配分における決定的役割を

担わせるとまで言って、それを機に市場化改革は進むのではないかという

期待が高まる時期もありました。しかし、実際、政治は左に寄っているのは

言うまでもないことですが、経済のほうも従来と比べてさらに左のほうに

寄っているのではないかという印象を受けています。 

 今日、田中先生の報告を伺いまして、せめて三中全会の時点に戻そうとい

う動きがあるというのは幸いなところです。ただ、私も党大会における習近

平報告を真面目に読んだつもりですが、田中先生が指摘されるまでは、新味

を感じていなかったのが本当の気持ちです。あえて改革らしきものを挙げ

るとしたら、１つ目は、農村部の土地の請負期限をさらに30年延ばすことで

す。具体的に、20年代の半ばぐらいに一種のリース契約である請負契約の期

限が一旦切れますが、それをさらに30年間延ばすということです。それを機

に、土地の流動化が加速すると考えています。欲張りを言うと、 終的には

農地の私有化が必要だと私は思っていますが、一気にそこまで行うことが

無理ならば、とりあえず土地の流動化に関して具体的にどういう政策が考

えられるか。 

 もう１点は国有企業改革に関して、国有企業の強大化のかわりに、国有資

本の強大化と優良化に変わったことに加え、混合所有制経済を発展させる

という方針も打ち出されています。しかし、混合所有制そのものと 終目標

であるべき民営化の間には大きなギャップがあると私は感じています。む

しろ裏返して言うと、民営化しないから、「国有のまま」と「民営化」を足
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して２で割るというのが混合所有制ではないでしょうか。もともと政府が

株のマジョリティを持っている国有企業に関しては、 近のチャイナユニ

コムのように、アリババとかテンセントといった民間資本も入れて国有資

本を薄めています。これを通じて企業のコーポレートガバナンスを改善さ

せるという狙いがあります。しかし、改革を経てからも親会社がマジョリテ

ィを持ったままで、ほかの国有資本の持ち分を合わせるとまだ 50％を超え

ています。このような状況のもとでは、国有企業は混合所有制に変わっても

コーポレートガバナンスが改善しないのではないでしょうか。 

 2018年の秋に次期の三中全会が開催され、二期目に入った習近平政権の

経済政策の綱領が発表される予定ですが、国有企業改革についてどういう

方向性が示されるのでしょうか。 

○瀬口委員  國分先生から、生産力重視から需要と発展のアンバランスの

重視の問題をどういうふうに理解すべきなのかというご指摘がありました。

党大会の直後、私は北京で政府の経済政策の担当者、中国人の民間エコノミ

スト等々と意見交換をしたときに、彼らが党大会において経済面で一番重

要だと言っていたのはまさにこの点で、従来は生産力の拡大に重点が置か

れていたのに対し、今後は質の不均衡是正を重視する。その不均衡の是正の

中には地域格差、都市内部の所得格差、都市と農村の所得格差に関する格差

に象徴されるような不均衡を是正するべきだということでした。また、生活

の質だとか、国有企業の製品の質だとか、広い意味での質の重視をしなくて

はいけない。加えて、これも国有企業にもかかわりますし、政策運営にもか

かわるのですが、効率を改善しなくてはいけない。 

 ですから、生産力はある程度のレベルまで達してきているので、完全に満

たしたとは言えないけれども、不十分さはかなり緩和されてきた。ところが、

それに対して今後改善しなくてはいけないテーマとしては不均衡の是正、

質の重視、効率改善がより深刻な問題として残っている。これが、経済の面
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から見た党大会のスピーチで一番重視されている内容だというのが、ほと

んどの政策担当者が意見交換の冒頭に私に対して言ってきた内容でした。 

 ただ、田中さんがつい 近北京にいらっしゃっているので、党大会直後の

勉強会等でやった話と、中央経済工作会議が出てきた後の話とはまた少し

状況が変わっていますので、今回の田中さんのご報告は田中さんならでは

の非常に深い分析だなと思って、私も非常に勉強になりました。 

 もう１つ、党大会、それから中央経済工作会議に関して私自身が感じてお

りますのは、何となく全体的にぼやけているなという感じですね。総花的だ

という印象を強くしました。何故だろうと思ったのですが、まず、去年と今

年の違いからいきますと、足元の経済状況が数年ぶりにいい状態になって

いて、この夏ぐらいから「穏中向好」（平穏の中でいい方向に向かっている）

という表現が使われ始めて、特に人民銀行の公式文書の中にはそれがよく

出てきています。これは、私が確認したところ、2013年の第４クオーターに

一時期ちょっと使われたことがあったのですが、それ以降使われていなく

て、この言葉がほぼ３年半ぶりに 近よく出てくるようになった。その要因

は、いろんなマクロの懸念材料が少し軽くなってきている。特に輸出が回復

してきている。それから、民間設備投資を中心に投資の回復が見られること。

ベースにあるのは企業収益の改善であり、その背景にあるのが、これまでや

ってきた過剰設備の廃棄と過剰在庫の削減が功を奏したという政府内の評

価があること。その辺が前提になってそういう評価になっているのでしょ

う。足元は安心できる状況なので、視線はどうしても中長期の話に行きます。

足元に関してはいろんな安定と前進のバランス重視、そんな評価になって

いるのかなと思います。 

 後に１点だけ、一般には、党の介入の強化によって民間企業に対する圧

迫が出てきて、それが全体のパフォーマンスを落とすのではないかという

心配がされています。この中央経済工作会議の 後のほうでも、民間企業の
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投資の促進は非常に強調されていることがわかりますし、去年から行われ

ている経済政策全般でも民間企業の投資促進のために金融機関の貸し出し

を促したり、民間企業に初めてインフラ建設への入札参加を認めて投資の

促進をやったりしていますので、そういう意味では民間企業重視という姿

勢が色濃く出ています。一方、党が経営に介入したら確実にマイナスになる

ことは誰もがわかっています。そういう意味では党が介入して民間企業に

打撃を与えることはないだろうとロジカルにも解釈できます。実際現地の

日本企業の人たち数名に確認をしたのですが、誰もこの点に関しては心配

していませんでした。「これまでの実績からいって、まず考えられない。メ

ディアは相当この点を強調しているけれども、自分たちの実感として、党は、

助けてはくれるけれども、邪魔したことはない」というのがおおむねの日本

企業の一致した見方です。多数の子会社を持って、自分の傘下に党委員会を

数十から百数十持っている幾つかの企業のコンセンサスという感じであり

ました。 

○國分座長  ここまでで一旦、田中顧問から簡単にお答えをいただけます

か。 

○田中委員 まず、生産力ということを言わなくなったのは、１つには、経

済の絶対量だけを言っていてもしようがないことがあります。ＧＤＰだけ

が膨張していっても、国民の真の需要にマッチしたような製品の提供なり

サービスの提供が行われていないのが現状です。日本で爆買いが起こった

ころから、中国の中でも、これだけ生産過剰なのに何でみんな日本へ買いに

行くのか。品物はあふれているじゃないか。要するに、モノがあふれている

けれども、中国人にとって必要なものが何もないから、安全面、品質面を求

めて日本に買いに行く。生産自体の能力はあるのだけれども、つくっている

ものの品質が中国の消費者のより高度化した需要に対して全くマッチして

いない。そういう意味での品質の強化というのは、特に日本に対する爆買い
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あたりから中国でも強く意識されてきているように思えます。 

 もともと発展のアンバランスの問題が初めに出てきたのは 2003年ぐらい、

胡錦濤政権ができた直後の三中全会のときに「５つの統一的企画」――「５

つの協調」と訳した人もいますけれども、中国の発展は極めてアンバランス

であって、そこを是正することが必要だと 初に胡錦濤は言い出したわけ

です。それは都市と農村のアンバランスであり、東部・中部・西部のアンバ

ランスであり、経済と社会のアンバランスであり、経済と自然環境とのアン

バランスであり、国内経済と対外経済とのアンバランスであると言ったわ

けです。それを是正しなければならないと三中全会で言われ、そのときに成

長についても、従来は、「より速く、より良好に」成長するという言い方を

していたのを、「より良好でより速く」成長するというふうに表現をひっく

り返したのがその時期です。つまり、そのころからアンバランスの是正とか

発展の質・効率重視に向けた転換の問題は認識されていました。その後、胡

錦濤政権が第２期になってくると「発展方式の転換」をしきりに強調します

ので、この問題の原形は恐らく胡錦濤時代にはあった、認識されていたのだ

と思います。ただ、実際にやったことは何かというと、とにかく過剰投資が

行われて、特にリーマン・ショック以降はそれが一段とひどくなった。結果

的に残ったのは過剰生産能力であり、過剰債務であったわけですので、言っ

ていたイデオロギーなり精神なり、やろうとしたことと、結果として10年経

ってみたときの状況は真逆になってしまったのが、胡錦濤時代の 10年だっ

たと思います。 

 よって、前よりももっと状況がひどくなってしまった結果、発展方式の転

換をまた一からやり直さなければいけないわけです。ただ、同じ「科学的発

展観」という思想を蔵出しするのでは全く新味もないですし、それでは習近

平思想にならないので、もう一度言葉を言いかえながら、しかし、やらなけ

ればいけないことを 10年間やらなかったことによって状況は悪くなってい
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ることは確かなので、そこをまた繰り返しています。ただ、そこはあまり詳

しく言ってしまうと、「科学的発展観」と何が違うのか、となってしまうの

で詳しく言えないところがあるのではないかと思います。 

 「一帯一路」については、今日来られていませんが、高原委員が以前、「一

帯一路」は星座のようなもので、みんながそう思えば「一帯一路」だけれど

も、よく見るとばらばらの星（プロジェクト）なのだという、「一帯一路」

星座説を言っていました。個別のプロジェクトを単に網をかぶせて星座の

ように描くと「一帯一路」になるというものなので、どうも個別にこれから

さらに加えて何かをどんどんやっていくにしては、資金の外部流出もあり、

そして対外投資もあまりうまくいっていない。あるいはいろいろな対外摩

擦が起こっていることもあるので、当初打ち出したときと比べると経済な

り外部環境の状況が変わってきていることで、少し見直さざるを得なくな

ってきているのではないでしょうか。 

 それから、過剰生産設備を持っていく話もあったようですけれども、先ほ

ど瀬口委員が言われたように、過剰生産設備の廃棄が進んでいるので、前の

ようにどんどん設備を外に持っていって国内の設備を廃棄していくような

必要性も以前ほど強くなくなっている可能性があります。 

 次に、「市場の決定的役割」ですが、 近中国のエコノミストの話を聞い

ていると、市場の見えざる手も大事だけれども、政府の見える手もものすご

く大事だと力説するエコノミストもいます。そういう意味で、リーマン・シ

ョック以降、市場に勝手に任せているだけではだめだという中で、政府の見

える手の役割が中国の議論の中で少し強まっている傾向はあるのではない

か。それがたまに表に強く出てくるように思います。 

 それから、農村部の流動化については、恐らく農業の複雑な財産権をどう

整理していくかという問題があるでしょう。請負契約と集団所有権と個別

の経営権、それをまたどう担保に入れていくか。中国農業における財産の権
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利関係は非常に複雑なので、そこをどううまく整理して集約化を進めてい

くかが鍵だと思います。 

 それから、国有企業改革については、混合制にしていく中で、うまく解決

できるのか。日本でも地方で三セクが随分はやりましたけれども、みんな失

敗しているわけです。それは、民間活力の導入と当時言われていましたけれ

ども、実際には活力ではなくて民間資金を導入しただけだったのです。トッ

プはみな役人のＯＢで、経営も全部役人が握っている状態で、「金だけ民間

から持ってこい」みたいなことをやっていたわけですから、結果的に形だけ

の三セクで、中身は国有企業に民間資本を加えたものだったわけです。です

から、経営形態まで民間活力とか民間のノウハウをうまく入れた三セクは

成功しましたし、単なる金だけ導入したところは結果的に地方の三セクを

中心にみなだめになってしまった。これは同じことが中国でも言えるので、

金だけ導入するのか、ノウハウも入れるのか。あるいは、国側は経営まで口

を出すのか、資本管理にとどめるのか。どこまでバランスをとっていくかに

よって混合所有制経済のガバナンス向上につながると思います。 

 それから、足元の状態はよくて今は中長期に目が向いているというご指

摘がありました。確かに 近、人民銀行の貨幣政策執行報告等を見ると非常

に明るい表現が増えてきている。割と慎重な人民銀行にしては、足元のこと

を需給のバランスが非常によくなっているといった、前向きに経済を評価

する表現が目立つので、中長期に目が向いているというのは確かにそうい

う面があろうかと思います。 

 党の企業への介入の強化については２つ論点があると思います。党の介

入問題は99年の四中全会のときもかなり大きな議論があった。つまり、党と

いうのは労働者の代表でもある。労働者のまさに味方でなければいけない

という本来のあり方があるわけですが、党というのは経営層でもある。社長

とか董事長はみな党の書記がやっているわけです。そうすると、経営層と労



- 26 - 

 

働者が対立した場合、党はどうなってしまうのか。労働者の味方にならなけ

ればいけないし、経営層の味方にもならなければいけないので、深刻な経営

対立が起こったとき党は股裂きになってしまって機能不全になるのではな

いかという議論が、当時、国務院発展研究センターの改革グループから出ま

した。党はそもそもそういう役割ではなくて、マルクス主義は素晴らしいと

か、共産党があってこその中国だということをひたすら唱えるのがいいの

であって、あまり経営に口を出さないほうがいいという論議がありました。

恐らく改革派の人たちにはそういう部分が強く残っていて、そこはイデオ

ロギー論争がものすごく激しいところだと思います。 

 ただ、確かに瀬口委員の言われたように、民間で中国に進出している企業

はむしろ党組織をうまく使っています。中国の工会というのはあまり使い

物にならない工会が多くて、レクリエーション団体みたいな工会が多いの

で、本当に労使が深刻になったとき調整してもらえるのはむしろ党組織で

あることが多いようです。割と民間企業は、メディアが懸念している以上に

党組織を今のところはうまく使っているように見えます。 

○國分座長 ほかの委員の方、よろしいでしょうか。 

○小嶋委員 非常におもしろいレクチャー、ありがとうございました。 

 特に習近平指導部が三中全会で打ち出された国有企業改革を含む抜本的

な経済改革の方向へと再びかじを切りつつあるという話が、私には非常に

興味深かったです。しかし、ここで改めてご質問差し上げたいのは、経済政

策の執行体制について何らかの工夫がなされつつあるのだろうかというこ

とです。 

 政治の問題かもしれないのですけれども、例えば 2015年の習近平による

「国有企業の強大化」への言及、あるいは単純な引き締めがなかなか効かな

い、産業構造の転換がなかなか前に進まない、というような事態について、

その背景を説明するとき、しばしば党内に非常に大きな抵抗勢力があると
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いう話を聞くわけです。その実態についても具体的に把握しているわけで

はありませんけれども、そういう状況であるならば、たとえもう少し拡大均

衡的に「新常態」から「新時代」というふうに打ち出して、環境保護なりイ

ノベーションなりさまざまな方針を打ち出したとしても、実際その政策構

想がどこまで実現できるのだろうという疑問はやっぱり残ってしまうので

す。そのあたり、習近平指導部下では、政策を現場で執行するための何らか

の工夫はなされつつあるのでしょうか。 

○田中委員  こうなってくると政治の問題になってくると思います。少な

くともかつては、各省庁の部長を超え、副総理といきなり交渉ができるぐら

いの強い力を持った国有企業グループのトップがいたわけですけれども、

この５年間でそういう政治力の強い国有企業のトップの人たちが反腐敗の

対象になって消えてしまったこともあろうかと思います。そういう意味で

は、抵抗勢力と言われていたような、特に江沢民時代から培われてきた巨大

な政治勢力はある程度分断され力を弱めてきていることはあるので、その

先をどうしていくのかが第２期の大きな課題であります。 

 抵抗勢力の問題は外国でも常にあることです。日本の過去を振り返って

国鉄の分割民営化を一つ考えてみても、日本のような民主主義社会であっ

ても大変なエネルギーが必要で、結果的には中曽根総理のような強烈なリ

ーダーシップがあって、かつ国鉄自体の経営が傾いていたことが背景にあ

ります。それがなかったら実現できなかったわけですので、やはり強いリー

ダーシップが荒療治には必要だ。それから、新しくやっていくのは特別な組

織も必要かもしれません。今度は、新しい改革方案とか、国有資産監督管理

機構の機能転換と言っているように、従来の国有資産監督管理委員会に任

せていても、国有企業改革が進むとは到底思えないわけです。ああいったと

ころに国有企業を監督させるのではなくて、もっと違う新しい機関をつく

って、そこに権限を移行させるなり、何らかの工夫ができるならばもう少し
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国有企業も進むのではないかと思います。 

○國分座長  ありがとうございました。また後で質問のある方はまとめて

いただくということで、私の報告に入りたいと思います。 

 私に与えられたテーマは、19回党大会の特に政治面、あるいは外交も含め

てだと思います。時間も限られていますので、スピードを上げてお話しした

いと思います。 

 中国を考える場合には、先ほどの新常態ではありませんけれども、言って

いた言葉がすぐ消えていくことがあります。ただ、新常態は博士論文を書こ

うとしている人もいるぐらいで、結局、書き終わったころには消えていると

か、昔、和諧社会とかもありましたけれども、それも今ではほとんど消えて

います。ですから、言葉よりもやっていること、実際の行動をきちんと見な

くてはいけないというのが我々にとって一番必要なことだろうと思います。 

 また、政治と経済は、中国では完全にアンバランスな状態に入っておりま

すので、それが経済政策にも影響を与えている部分があるのではないかと

思います。経済や社会はニューエコノミーを中心にして動いているわけで

すけれども、政治の体制はやや時計が後ろ元に戻りつつある。本当に「新時

代」なのかという部分もあるということを少し申し上げたいと思います。 

 まず、党大会をどう見るか。お手元の資料の１番目に書いてあるのは、鄧

小平時代が基本的に終焉したのではないかということです。新時代という

区切りをつけたということは、つまり、鄧小平がやってきたような、いわゆ

る自分が開発途上国であり、世界からさまざまなものを入れて、学んで発展

していくという改革開放による経済成長 優先路線が終焉したことではな

いか。もちろん、改革開放が全面的に終わったわけではないのですけれども、

そういう部分があるのではなかろうかという感じがします。 

 結局、過去５年間は何だったのかというと、政治闘争がほとんどだったよ

うな気がします。権力をとらないと何もできないという現実があるわけで
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すから、習近平は過去５年間権力闘争に終始していた。では、一体、習近平

の独裁体制が確立したのかといえば、今のところ独走しようとしている過

程にあるということであろうと思います。過去５年間は、反腐敗闘争を中心

にして、江沢民派を排除することと同時に胡錦濤派を牽制する、こういうこ

との繰り返しだったという感じがします。したがって、物の本などの議論で

は、体制はもう確立したように書いてありますけれども、私はまだ途上であ

ると思っております。 

 もう何十年も前ですが、世界中で中国共産党がなぜ権力をとったのかと

いう研究がなされていましたが、そのときに３つのファクターが指摘され

ていました。１つは、必ず革命やいろいろな大きな事業にはリーダーが必要

だ。ある種のカリスマ的なリーダーがいなければならない。しかし第２に、

リーダーだけではだめで、それを実際に動かしていく組織がなければいけ

ない。ただの暴動では反乱ですが、特に中国共産党の場合は、それを組織化

するというレーニン主義政党として機能してきた。 

 中国共産党の組織で、特にどこが重要なのかといえば、１つは党の組織部、

これは人事を扱っているわけですね。これは主として胡錦濤派、つまり共青

団系が握っていたと思います。それから、軍、公安・安全部、宣伝部、特に

公安・安全部は幹部のファイルを持っています。幹部の素行も握っておりま

すから、そこのとり合いが始まるということです。そしてまた、やっている

政策を正当化するための宣伝をしなくてはいけないことになります。そう

した各組織を握らないと、権力というものは、リーダーがいても不十分だと

いうことになります。 

 しかし第３に、リーダーと組織があっても、理念やイデオロギーがなけれ

ば動かないということです。これは、過去においてはまさに共産主義であり

マルクス主義だったわけです。以上のようなファクターをそれぞれ検証し

ていくのが、現在の中国共産党の本当の意味のリーダーシップの研究にな
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るのだろうと思っております。 

 習近平氏は、中国共産党のリーダーとして、確かに唯一の存在になったと

思います。問題は組織ですね。組織は、 初の党組織部の部分、つまり人事

部ですけれども、これは共青団というか、特に胡錦濤派がかなり力を持って

いた。ここを大分牽制し、一応上層部はとりました。そして、軍と公安・安

全部、そして宣伝部、これらはほとんど江沢民派に握られていたわけです。

そこでの闘争が３年間、いや、５年間かかったということだと思います。今

３年と申したのは、2014年ぐらいですが、この辺で一応決着が少しついたと

思っております。 

 なぜこうした組織が大事かといいますと、実は文化大革命も同じだった

のです。毛沢東は、文化大革命を始める前に、軍、公安、警察、そして宣伝

――毛沢東の奥さんを宣伝部に入れたり、あるいは軍のトップを林彪に替

えたりとかしました。ところが、党組織部を結局とることはできなかった。

そこをどうとるか。毛沢東は何をしたかというと、学生を動員して組織をぶ

っ壊しました。今回、習近平は何をしたか。反腐敗闘争で脅したというか、

党幹部の多くは腐敗しておりますので、それを使って組織部を動揺させた

ということじゃないかと思います。そんなことで、習近平は過去５年権力闘

争に終始していたわけですが、それが一定程度終わった段階ですので、習近

平時代がようやくスタートしたというふうに私は思います。 

 ２番目に書いてあるのは、新しいトップリーダーたちをどう見るかです。

前にもお話ししたと思いますが、一般的に言われているのは、過去５年間の

体制ですが、３番目の張徳江、４番目の兪正声、５番目の劉雲山、それから

７番目の張高麗、この４人がもともと江沢民グループに非常に近い人たち

だったわけです。したがって、習近平の第１期は江沢民グループにほとんど

握られていたという事実がある。ただし、習近平が力を持てば持つほど彼ら

も少しずつ発言を変えていったりすることがありました。王岐山氏がもち
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ろん彼の一番の盟友だったわけで、彼が反腐敗闘争を推進しました。李克強

氏とは、全人代で目も合わせないという時期もあったのですけれども、結局、

江沢民グループを排除するためには協力せざるを得なかったところがある

のだと思います。 

 新しい体制では、基本的に習近平に近い人たちがほとんどです。李克強さ

んは胡錦濤というか、共青団系になるのですが、栗戦書と趙楽際、このあた

りはどう考えても習近平に も近い人たちだと思います。汪洋さんは、どち

らかというと、もともとは胡錦濤系ですけれども、今回は習近平さんに相当

近づきました。王滬寧は、 近よく注目されますが、江沢民、胡錦濤、習近

平と３代続けて中央政策研究室にいて、中国共産党の基本路線をつくるイ

デオローグだったわけです。これまでゴーストライターのような仕事をし

ていましたが、政治の表舞台に出始めたということだと思います。韓正は、

もともとどちらかというと江沢民に近かった人ですけれども、 近は習近

平さんを持ち上げているようですね。 

 それ以外のところで見ていきますと、党主席制の復活はありませんでし

たね。これをやってしまうと昔に本当に戻ってしまいますが、議論は 後ま

でいったようですが、やはり難しかったようです。 

68歳定年制については変更ありませんでした。これは明文化されている

わけではないですけれども、これまでの慣行でやってきたことです。江沢民

が1997年に 70歳と決めて自分の政敵を追っ払ったのです。その後、2002年に

自分が引退するときに、目の上のたんこぶのような人物を追い出すために

68歳定年制をつくったという歴史があります。今度の 20回党大会のときに

習近平は69歳で、それまでに何らかの変更をしないといけないのです。です

から、この５年間が次の彼の権力への一つの大きな分岐点になる。69歳の王

岐山は盟友ですが、結局残せなかった。 

 また、次期のリーダーとして彼自身が残したい人物は陳敏爾です。胡春華
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は残したいと思わなかったと思います。胡春華は、どちらかというと胡錦濤

派の一番弟子で、結局、江沢民系の孫政才という人物を落とした時点で、誰

も登用されなかった。本当は孫政才と胡春華の２人が、習近平が出る前から

次のリーダーと言われ始めていました。江沢民グループをたたくために孫

政才を落としたので、バランスとして胡春華も多分難しくなってきている

のかもしれません。陳敏爾を入れられなかったのは、選ばなかったのではな

くて、選べなかったのだと私は思っています。これもバランスでしょう。そ

ういう意味では 後は妥協の産物になったと思っています。結局、習はリー

ダーとして君臨し始めた。組織のトップのリーダーたちを次々と替えてき

た。ところが、それで組織として動くかどうかというのは、上だけ替えても

わからないため、これからの勝負になってきます。 

 問題はイデオロギー、理念だと私は思っています。政策に具体性がないと

いうのは先ほど話しましたが、反腐敗闘争をやっているときは、法律を重視

するようなことを強調していたが、 近ではそれもほとんど消えてきまし

た。「依法治国」、つまり、法律に依拠して国を治めるとの考えがそれです。

中国で 大の問題は、党が上なのか、憲法が上なのかという議論です。憲法

と党とどっちが上だと言われたときには、中国では必ず詰まります。どっち

も大事だということで、ほぼ対等に扱われています。この依法治国の議論を

習近平は大分強く語っていたが、今はもうほとんど消えてきました。特に

2014年以降、彼はこれについてあまりしゃべらなくなりました。腐敗闘争を

やるために、党が腐敗しているので法律を用いてという形だったが、それが

2014年ぐらい、ちょうど香港での雨傘運動のあたりだったと思います。あれ

以降、既得権益層の相当激しい抵抗が出てき、党の指導を絶対化するように

なっていきました。発言の中で「党の指導」というのが繰り返し出てくる。

それに反比例するように「依法治国」が消えていきました。 

中国には選挙がないので、このままいくと半永久的に共産党独裁が続くわ
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けです。そうすると、社会が大きく変わっている中で、いかに党の正統性を

担保するのか。ということで出てきたのが、イデオロギー・理念としての「習

近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想」です。一体、この「特色ある

社会主義思想」が何なのか。その具体的な中身は何なのか。夢とか大国、強

国という言葉ばかりが踊っています。しかしながら、具体性に欠けるので、

結局ナショナリズム依存が目立ちます。非常に気になるのが、過去20年間を

振り返ると、今回ほどマルクス主義という言葉の使用回数が多いことはあ

りませんでした。過去何十年も改革開放のもとで市場化を進めてきた。その

先にどこへ行くのか。鄧小平路線の中では市場化をかなり大胆にやり、マル

クス主義という言葉を相当押さえてきた。資本主義を徐々に目指している

ようでもあった。たしかにイデオロギーとして儒教というわけにもいかな

いし、資本主義というわけにもいかないし、民主主義というわけにもいかな

い。そうすると、誰も反対できない言葉としてマルクス主義という言葉を安

易に使っているのです。しかし、誰もそれを勉強していないというか、誰も

関心がないという現実があるわけです。 

 全体のトーンがナショナリズムにいくと、国際的な協調路線はどうする

のかという話になります。後でまた問題を指摘しますが、今のイデオロギー

強化の中でどんどん言論空間が狭まってきている。社会はこれだけ多様化

し、多元化して、社会が自律的に動きつつあるのに、そこに政治的な網をか

ぶせようとすると、伸びてきた社会や個人は一体どうなるのか。そこに大き

な時代錯誤状況が起こってきています。問題はナショナリズムですが、これ

は後でまた少しお話を申し上げたいと思います。 

 軍の改革については、具体的内容性をあまり言わなくなってきました。人

民解放軍は People ’s Liberation Army ですから、もともと陸軍です。この

陸軍を縮小化するという話の中で、これまであった総参謀部とか総政治部

といった４つの総部を潰しました。陸軍を縮小し、230万人から30万人減ら
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す。その機能を全部これから中央軍事委員会に持っていくということで 15

の部局ができました。さらに、陸軍の縮小に応じて、海軍に対しても少し厳

しくなっていますが、空軍はそのまま伸ばす。さらに新しい軍隊としてロケ

ット軍と戦略支援部隊。ロケット軍というのは核とミサイルです。戦略支援

部隊というのは宇宙とサイバーです。ここを重視することはもう決まって

います。したがって、重点をこちらへ移していくということですが、そうし

た軍の全体を指揮するのが中央軍事委員会です。その辺がどう機能してい

るのか。人民解放軍の従来の機能がどのように移転されているのか。この辺

はほとんど何も語っていません。 

 さて、そのような内政状況との関係で、今回の党大会の報告も九割がた国

内向けというか、ナショナリズムの部分もそうだと思います。ただし、国際

問題についてはほとんど書いていませんが、 近の中国の外交状況につい

て、特に米中関係はやはり 優先です。アメリカの動きばかり見ているとい

うことです。つい 近、トランプ大統領がアジアを歴訪し、安全保障問題に

ついては北朝鮮問題以外ほとんど言及しなかった。ところが、つい 近出た

米国の安全保障戦略報告はかなりきつい。中国に対してコンペティター、つ

まり競争相手であり、脅威であるとほぼ書いている。北朝鮮やイランとは同

列に扱っていませんが、相当厳しい列の中に中国を入れたのが今のアメリ

カの雰囲気だろうと思います。 

 もう１つ、 近、これもあるところで議論をしていてわかったが、米国は

大幅な減税をやっていますが、これは米企業に対して中国に行き過ぎるな

という意味が込められているのではないかとも言われています。いずれに

しても、トランプ政権は中国に対して相当厳しくなりつつあります。ただし、

２正面作戦はできませんから、南シナ海については今のところほとんど動

いていません。北朝鮮問題に対して中国の協力を得たいところから２正面

作戦ができないというのは、中国と北朝鮮、どっちだと言えば、アメリカに
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とって主要な対象は北朝鮮になるわけです。ただし、北朝鮮問題もアメリカ

の中での優先順位がどの辺にあるのか。大分上がってきている部分はある

と思います。また、トランプ大統領の不確実性もあり、北への攻撃があるの

かないのかという議論もさかんに行われています。米政権内に不協和音が

あるのかないのかもよくわかりませんが、ティラーソンさんが辞任すると

かしないとかの議論もあるのはご存じのとおりです。 

 朝鮮半島に移りたいと思います。これもアメリカと関係してくるわけで

すが、米国はじめ各国は中国に依存した形で北朝鮮に対する圧力を加えて

きているわけです。中国の北に対する影響力が相当に限定的であるのはこ

れまでわかってきています。ただし、中国がどの程度真剣に制裁しているの

かを、アメリカは検証しようと少し動いている。もちろん、中国もある程度

はやっていると思います。ただし、中国にとってみると、北の崩壊が一番の

懸念材料であります。ですから、中国軍が今、中朝国境上で強く大きく展開

していると言われております。 

 中国は北にどの程度関心があるのか。正直申し上げて、中国は北の問題に

コミットすることにメリットがあるのかということです。これは、以前はア

メリカとの関係調節において必要だったということですが、北そのものに

中国はそれほど影響力を持っているわけではありません。また、北の崩壊も

困るわけです。もちろん、北がいろいろと暴れることも困るわけですね。そ

ういう点で、アメリカとの関係配慮という文脈の中で北問題を考えてきた

ことが結構大きいのではないか。その理由は、ＴＨＡＡＤを見ればよくわか

るということです。中国はＴＨＡＡＤに対して異常なほどに厳しい。韓国に

これを止めさせるために、韓流をほぼ100％ストップし、ロッテデパートを

閉鎖に追い込むことになっている。中国は、アメリカがＴＨＡＡＤを韓国に

配備したがるのは、北問題が本質ではなく、本当は中国に向けたものだと考

えている。本当はアメリカを叩きたいが、それができないので、韓国だけを
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徹底的に叩いている。その意味で、中国は北に対する関心以上にアメリカと

の関係を配慮している。 

 

 実は日本との関係が大分変わってきています。日本への接近がどんどん

強まっているのが 近の情勢です。これは報道ベースでもたくさん出てき

ている。別に日本は中国に対する姿勢をほとんど変えていません。一貫して、

中国に対して一方で警戒心も持ちながら、であるがゆえに対話も呼びかけ

てきました。中国の内政の観点からいえば、その背後にある理由は２つ。１

つは、習近平の個人的な権力の確立に比例するように対日対話に動いてき

ている面があります。これは彼の個人的な思いなのか。彼はこれまで歴史問

題への言及はたしかに少ない。海外で日本の歴史問題に触れるか調べてみ

ましたが、ほとんど触れていません。今回の報告を見ていてもそうです。 

 結局、江沢民という個人、そしてそのグループの既得権益層が歴史的正統

性として党の指導を強調してきた。つまり、党の権力を強調すればするほど

抗日戦争とか歴史問題にいくわけです。江沢民グループの人たちはその傾

向が非常に強かった。実際のところ、抗日戦争を主導して戦ったのは国民党

であって、共産党ではありませんでした。しかしそれを社会に拡散してしま

った部分もありますから、そこの部分を否定することはできない。南京事件

の記念日や抗日記念日とか、そうした記念日が新しく作られましたが、実際

のところはナンバー３の張徳江、彼が全人代の常務委員会で法案をつくっ

ていたので、 初の発案者は習近平ではないと思います。このあたりはもう

少し詳しく検証しなくてはいけませんが、権力闘争のプロセスの中で成立

したものであると思います。 

 もう１つ重要なポイントは、対米関係だろうと思います。今の安倍政権も

これからも長期政権が続くだろうと中国側は認識していると思います。そ

ういう中で、日中関係が悪くなればなるほど日米関係が強くなってきた事
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実があります。日本との関係をどうにかしないとアメリカとも難しくなる。

この日米同盟の強化がきいているのではないか。 

 日中関係は今改善傾向にあるが、これは中国側が動いてきた結果、要する

に中国の内政が変わってきたということです。ただし、安全保障メカニズム

も急激に動くことになってきました。これは確かにいいことですが、それだ

け中国の東シナ海におけるプレゼンスが上がってきたことの裏返しかもし

れません。つまり、中国は東シナ海において対日のパリティを目指している

わけです。対峙して、やがて追い越す。つまり、そこへのある程度のめどが

ついてきたので、安全保障メカニズムの対話にも乗り出したともみること

ができます。我々も中国とこの面での対話を進めなくてはいけませんが、偶

発事件などに備えて一定の抑止力も同時に必要になってくると思います。 

 それ以外にいろいろなことをレジュメに書いていますが、大事な点とし

ては、今回の報告の中で「新型大国関係」が消えたことです。新常態と同じ

ように言葉としては消えて、新たに出てきたのが「新型国際関係」です。新

しいタイプの国際関係、これは前からある言葉です。「新型大国関係」とど

っちが上かというと、「新型国際関係」がもともと上位です。「新型大国関係」

は下位です。「新型大国関係」、つまりアメリカと交渉して新しい国際秩序を

つくるというのが基本です。中国は、第三世界では「新型国際関係」を使う

傾向がありました。一方、アメリカとの対話のときは「大国関係」を使って

いた。どっちが本音ベースかいう話ですが、今の国際秩序が不平等なので、

それを変えるべきだというのが「新型国際関係」です。今回の習報告でその

言葉が 後に１回だけ出ました。したがって、中国の対米姿勢も変わってき

ているという感じはあります。いずれにしても、中国が主導する新しい秩序

はどういう状況なのかという部分は、正直なところ不透明であります。 

 結論として、習近平体制の一応のリーダーシップはでき上がった。しかし

その確立は依然として途上である。そして、習近平時代は始まったが、一体
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ここから先にどのような方向へと政策的に動いていくのかが具体的ではな

い。また、強調している大国ナショナリズム、そこをどういうふうな形で満

足させるのか、このあたりが明確にはなっていない。マルクス主義でそれが

できるわけではない。マルクス主義で失敗したから中国は改革開放をやっ

たわけです。本質の問題としての中国の政治体制、ここの質を本当に改良で

きるのかどうかに問題の核心があると思います。 

 私の報告はちょうど30分になりましたので終わりたいと思います。 

 さて、ここから質疑応答を受け付けたいと思います。 

○齋藤委員 大変貴重なお話をどうもありがとうございます。 

 國分先生は、冒頭で、政治と経済がアンバランスであるというご指摘をさ

れました。お二方の先生のお話を自分の頭の中で結びつけようとすると、中

国は今非常に難しい問題を抱えているのではないかと思います。 

 私は、経済が専門ですけれども、そもそも経済改革は、党の関与を外す方

向性が改革と称していたと思います。今回の中央経済工作会議で、私自身び

っくりした言葉が習近平新時代の中国の特色ある社会主義経済思想ですね。

ここに経済思想という形で入ってくると、これはどう考えても党なり政治

なり、習近平氏が経済をも含む形で抑え込む印象が出てくるかと思います。

経済思想だけではなくて、いろいろなバリエーションが出てくるのではな

いかと心配です。文化であったり、環境であったり、いろいろな何とか思想

が出てくるのではないか。 

 そのときに、党の指導と非常に親和性のあるものとないものが明確にな

ってくると想像しています。私自身、特に経済面では親和性は極めて低いの

ではないかと考えており、党の関与、干渉があまりにも強く出てくると、い

わゆる忠誠合戦的な、忖度合戦的なものが始まって、環境問題もそうですけ

れども、結局のところ経済の成長性が失われていく方向性が出ているので

はないかと危惧をしています。 
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 初のセッションで田中先生がおっしゃっていましたけれども、これか

ら共同富裕をやろうとしたときに、恐らく既得権益層との闘いというか、反

対が大きくなると思います。そことの整合性もとれてこないのかなと思い

ました。そういった意味で、非常に党大会の政治報告は曖昧な言い方が多か

ったこともあって、私自身は、方向性としては実は改革は難しくて、できな

いのではないかという感想を持っています。 

 感想的なものですけれども、以上になります。 

○渡邉委員  田中先生と國分先生のご報告で様々な学びがありました。ど

うもありがとうございます。 

 これからの中国はどうなるのかということと、今回大きな幾つかの政治

文書が出てきて、私個人が非常に気になっている点は２つ。国有資本と民間

資本の関係、それから対外開放というか、国際協調路線が非常に気になって、

経済に関して見ていると、これから中国と日本も含めた周りの国が経済の

面からウイン・ウインになっていけるかどうかは中国の経済体制がオープ

ンなままでいるかどうかだと思うのですが、ＷＴＯに関しても完全に市場

経済国にならないままです。インターネットに関しては、ルールがないので、

自分たちの論理で閉じていく。それから、ＴＨＡＡＤに関連した韓国企業い

じめは明確にＷＴＯ違反です。国際社会もあまりそこを言っていない。その

中で何が起こるか。一方、国内のイノベーションで言うと、アリババやテン

セントのような会社は非常におもしろいことをやっていて価値を生んでい

るので、イノベーションはできている。ただし、これらのタイプの会社はど

うしてもホームバイアスが強いので、自分たちの国の中でまず非常に力を

持つ。 

 そうすると何が起こるか。多分、中国はこのまま大きなガラパゴスになっ

て国を閉じていくほうを好むだろうと思えてくるのです。ただし、いますぐ

にはそうならないと思います。たとえば、インターネットの部分はかなり強
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いが、それを支えるハードである半導体については 終的にはまだ十分に

供給する能力がありません。半導体の輸入が石油の輸入より大きい以上は、

自分たちのイノベーションを支えていくためにはまだ完全に国を閉じるこ

とはできないわけです。しかし、だからといって、そろそろＷＴＯを真面目

にやらなくてもいい、ＦＴＡ投資協定も適当にこのままいけばいいという

ことになっていく。それは半分ぐらい、アメリカがあまりにその辺に不真面

目だから、真面目にやらなくてもいいという判断だろうと私には感じるの

ですが、そのようになりそうな気がする。そうなったときには日本へのネガ

ティブなインパクトも大きいですし、世界の仕組みが世界大戦の前の世界

に戻っていく。それは日本的にはよくないということが非常に気になりま

した。 

 あと、マルクス主義でいくというのは、ある意味、理路整然としている戦

略だと思います。共同富裕の理論的バックグラウンドがマルクス主義であ

るというのはとてもすっきり爽やかはっきりしていると思うので、これは

このままいくのではないのかなという感じはしました。そうなると、国有資

本と民間資本の間も、今の憲法は何を言っているかというと、国有企業が上

である。民営企業は存在していてもいいが、端っこの第二等国民である。中

国の中の論理はこれで閉じていってしまうわけだが、それでいいのか。 

 特に対外的な関係のオープンネスを、やはり日本を含め、粘り強くいろい

ろな面から押さえていかないといけないという感じがしますので、國分先

生が対外協調を多分やる気がないだろうとおっしゃったことは、ある意味

そうだろうと思っていましたが、やはりそうだったかなというショックに

じました。 

○田中委員 私は短い質問があります。 

 中国の特色ある社会主義の新時代の意味合いの中に、「世界において急速

な発展または自身の独立性を維持することを希望する国家・民族に対して
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全く新しい選択を提供する」という言い回しがあります。2009年、2010年ご

ろ、リーマン・ショックでアメリカが大きくこけたときに、ワシントンコン

センサスはもはやだめで、北京コンセンサスだ、中国がこれからのモデルに

なるのだ、という議論が一時期盛り上がった。ただし、その後またいろいろ

な問題も出てきたので、2013年の 3中全会のときには、むしろワシントンコ

ンセンサスに近いところまでもう一度揺り戻し、国有企業民営化は外した

としても、残りはかなりワシントンコンセンサス的な構造改革路線に戻っ

ていたと思います。 

 今回の物の言い方とか、その後での世界の政党を集めて大会議を開いて、

そこで託宣を述べるという全体の動きから見るとまた北京コンセンサス的

な発想が出てきたのではないかと思われます。イギリスとかアメリカとか

ドイツ、フランスそれぞれのところで先進的民主主義はあまりうまくいっ

ていないのを横で見ながら、やはりうちが一番、という発想がまた頭をもた

げてくると、先進国の意見に耳をかさない姿勢になっていくので、そのとこ

ろを懸念しています。そこはどうお考えでしょうか。 

  

○勝社長 ありがとうございました。先生の話を伺いまして、昔キッシンジ

ャーの本を読んだ一節を思い出しました。それによりますと、 近、中国の

要人が自分のところにやってきました。その中国の要人は、毛沢東が生涯一

度しか戦略的判断ミスを犯さなかったと。それはいつかといいますと、朝鮮

動乱です。ソ連、スターリンがアメリカをヨーロッパからこっちのほうに注

目させようとして朝鮮動乱を仕掛けた。中国はそれを察知して、自分たちが

介入したということがありました。 

 そのとき、もし中国は朝鮮動乱に関与しなければ今ごろすでに台湾が本

土に戻っているというのが中国要人の話なのです。恐らく中国が入ってこ

なければアメリカに台湾の軍事的重要性が認識されなかったこともあり、
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そこが毛沢東の生涯一度の戦略的ミスだと。それを中国の要人がわざわざ

キッシンジャーに言ってくるのは何か意味があるのかどうかわからないで

すけれども。 

 その意味で、アメリカと中国との間で、別に台湾に限らないと思いますが、

北朝鮮をめぐっていろいろな大きいディールがあるかどうか、話し合われ

ているかどうか、それについてお伺いしたい。 

○李シニアエコノミスト  ２つだけお伺いしたいことがございます。大変

いろいろ学ばせていただきまして、ありがとうございます。 

 １点目は、國分先生がおっしゃっていた、中国はアメリカとの関係の中で

北朝鮮問題を捉えているという部分に関してです。私はどうしても現金な

人間でございまして、マルクス主義は、どちらかというと上部構造からの反

作用を強調しておりますが、私は、どちらかというと下部構造からの影響を

強調している人間でございます。 

経済的な利益の問題があるから、韓国問題あるいは日本の問題は中国によ

って違ってくるのではないか、そう考えております。過去、韓国は中国に対

して大変得になる相手で、対内投資をいろいろしてくれたのともう１つは

技術をたくさんくれたことがよかったわけです。その投資が今ベトナムな

どに移ったと同時に、技術は中国のほうが一部上にきてしまった。そんな中、

中国政府は「中国製造2025」を達成しようとしているときに、韓国からの機

械の輸入が増えてきて貿易赤字がかさんできたところで、韓国はちょっと

あ ま り 得 に な ら な い 国 に な っ て き た と い う タ イ ミ ン グ で 起 こ っ た の が

THAAD 問題であったと考えられます。 

 加えて日本に関しましては、対米関係において、追加的な解釈も可能では

ないかと思っています。アメリカがアンチダンピングなどで中国からの輸

入を大分難しくしている中、ほかにマーケットを考えなければいけない。日

本を見てみると、 近はファーウエイだとかハイアールだとかいろいろな
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ものを買ってくれることを考えると、中国にとって日本は得になる国にな

りつつあって、輸出相手国として期待できるのではないかということが１

点。 

 もう１点は、何だかんだいっても日本から欲しい技術はたくさんある。し

たがって、日本との関係を悪化させることはできないのではないか。そうい

った捉え方も可能ではないかと考えているので、先生はどう考えていらっ

しゃるのかということが１つ目の質問です。 

 もう１つの質問は、両先生方のお話からいろいろと学びながら、そして皆

様の議論を聞きながら考えていたことですが、皆様はどちらかというと、書

かれた内容がどのように変化したのか、どのように言葉が変わってきたの

かにご注目しがちだと思いますが、私自身は、書かれている内容が、与えら

れた環境が変わったことによってどう解釈が変わってくるのかに興味を持

っています。 

 いろいろな例がありますが、例えば、知的財産という部分があって、知的

財産の保護を注目してきている。そんなことは数年前からずっと言ってき

たので、守られるかどうかがポイントだと思っています。 近、日本企業を

回ってみると、それが守られてきたのでほっとしたというコメントを聞く

のですが、大変危険だと思っています。過去、安藤百福さんがチキンラーメ

ンを開発し、 初に特許を取ったとき、皆様から大変批判を受けたらしくて、

戦後の貧しい中で自分だけ暴利をむさぼるとはどういうことだ、と。しかし

それでは企業家精神が育たない。結局、インスタントラーメン産業の発展を

願う気持ちがあって、特許を 終的には開放するに至るのですが。中国では、

なぜ 近、皆が知的財産を守りつつあるかというと、日本の知的財産を守っ

てあげたのではなくて、自分たちが守るべき財産が出てきたところがポイ

ントでございます。自分の知的財産が国内でコピーされてくることから防

衛するために、いろいろなことを自分たちで守らなくてはいけなくなった。
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つまり、そのために他者を尊重しなければいけなくなったという点がある

と思います。 

 これは一つの例にすぎません。文面は変わっていますが、外部環境が変わ

ったことによって解釈をたがえる必要があるものもあるのではないかと考

えております。もし何かそういったところでご意見がございましたら。 

○國分座長 まず、齋藤委員からいただいたのは、そのとおりだと思います。

鄧小平路線は経済成長一辺倒ですから、生産力が上がること、そのためだっ

たら何でもいいという形であったわけです。経済の成長が鈍化していく中

で、恐らく既得権益層との妥協が優先されているだと思います。ここから先、

習近平がどう動いてくるのか。本来やらなくてはいけないのは政治体制の

問題だが、少なくとも法の支配を確立できるかどうか、これが一番大事なポ

イントです。ただし、今のところその傾向がどんどんしぼんできた。 

 渡邉委員から言われた点も、まさにそのとおりだろうと思います。鄧小平

路線のもとでは国際秩序の中で成長することが前提です。また、その中にい

たから成長できた部分があるわけです。そこから先です。ここから新しい秩

序をつくるように語っているけれども、今のところその内容は見えてこな

い。問題は、国際秩序を守るのではなくて、現状打破のほうに踏み出してし

まっていることです。中国が成功したのは国際秩序の中にいたからですが、

今ではそこから動いてしまっている。それではだめだとわかっている人は

多いと思いますが、大国主義の意識が国民の間にも蔓延している。 

 田中委員の言われた北京コンセンサスに関連して、 近、中国モデルは輸

出しないと言っていますけれども、これは一帯一路の議論と少しかかわっ

ています。一帯一路が大きく打ち上げられて、周辺諸国が警戒心を持った部

分がありますよね。政治的な網をかぶせようとした瞬間に、東南アジア諸国

をはじめとして中国に対する一種の懸念が出てきている。 

 それから、勝さんのご指摘ですが、中国の方が言われたのは事実かどうか
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と言われたら、文化大革命も判断ミスしていますし、大躍進も判断ミスして

いますから、すでにたくさん判断ミスしていると思います。朝鮮戦争自体は

もともとアメリカが介入する予定ではなかった状況の中で、突然に北朝鮮

が南に侵略し、これに対してアメリカが突如介入宣言したわけです。アメリ

カはそのときに、朝鮮半島に軍を送ると同時に台湾海峡にも軍を送り、そこ

を中立化宣言しました。これによって中国は台湾統一ができなくなるわけ

です。 

ただし、あのときの中国の能力では、目の前にあった金門島すらとれなかっ

たわけですから、恐らく200キロ近いところを渡る渡河作戦の能力は当時持

っていなかったと思います。それと国連軍が 38度線を越えてから中国は参

戦してきたわけです。つまり、台湾問題は高い優先順位にあったけれども、

台湾は既にアメリカによって中立化されてしまっています。中国がそこを

とれたかと言われたら、相当疑問だったと思いますね。ですから、その方の

言われたのはちょっと事実関係が違うのではないかなという感じはいたし

ます。 

 それから、李さんの言われたところですけれども、私が言いたいのは、中

国にとって日本の経済はいつも重要だと思うのです。日本の経済や技術が

大事だというのは一貫しているのです。それにもかかわらず関係が上下す

るのは、別の政治的な理由があるからです。つまり、中国の対日政策では、

いつも経済よりも政治が優先されるのです。 

 後に、事務局から次回の予定をお願いします。 

○三ッ本国際交流課長 次回でございますが、第２回研究会は１月17日（水

曜日）午後２時から経済と金融をテーマに開催する予定です。場所はこちら

の同じ第１会議室を予定しております。次回もよろしくお願いいたします。 

 事務局から以上です。 

○國分座長 それでは、よいお年をお迎えくださいませ。 
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午後４時03分閉会 

 


