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午後２時01分開会 

○三ッ本国際交流課長 それでは、時間となりましたので、ただいまより第３回中国研究

会を開催いたします。 

 あらかじめのお断りでございますが、本研究会でご議論いただきました内容については、

ご発言いただきました皆様のご確認を得た上で議事録として取りまとめまして、発表資料

についてもご確認させていただいた上で、ホームページ上で公表させていただく予定です。 

 それでは、ここから議事進行を座長にお願いいたします。 

○國分座長 皆様、どうもこんにちは。 

 それでは、第３回の中国研究会をただいまから始めたいと思います。本日のテーマは２

つになりますが、１つは産業、そしてもう１つは日米中関係をテーマといたしまして、本

田技研工業株式会社中国業務部部長の藤田泰彦様、嶋田典夫様と、中国研究会の委員でキ

ヤノングローバル戦略研究所研究主幹の瀬口清之様からの報告になります。それぞれ報告

された後に質疑応答を行います。 

 それでは、 初は本田技研工業様から「中国自動車産業概観」のご報告をいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○藤田部長 本日はお招きいただきまして、どうもありがとうございます。拙い説明です

が、少しお時間をお借りしまして、「中国自動車産業概観」のご説明をさせていただきた

いと思います。 

 中国自動車産業というテーマでございますので、個別の企業色のところはあまり強く打

ち出しておりませんが、自己紹介がてら Honda のことを少々と私の経歴を 初にご説明さ

せていただきます。 

 弊社の中国展開は1994～95年あたりから始まっており、当初は二輪車、オートバイ、そ

れから自動車の部品、さらに（我々の社内での呼び方では）パワープロダクツとなります

が、いわゆる汎用的なエンジンの工場を1994～95年あたりから展開しております。こちら

がそれの所在地で、バックの中国の地図が薄くて見づらいのですが、四輪車に限りますと、

右下の水色の部分、東風本田汽車部品、いわゆるエンジン部品をつくる工場を広東省恵州

に展開しております。その後1998年、広州市との合弁会社で広汽本田汽車という四輪車の
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完成車工場と、それからその下のブルーの東風本田発動機、これはエンジンをつくる工場

を展開しております。通常、自動車の場合は、もちろんボディとエンジンは一つの会社が

同じところでつくるのですが、進出の経緯から少し特殊な形態をとりまして、ボディをつ

くる会社とエンジンをつくる会社を別に立ち上げております。同一敷地内にありますから

見た目は一体の工場ですが、このように 初の四輪車の完成車工場を立ち上げました。 

 さらに、広州の展開から６年ほどたちまして、中国の中心部、地図上の真ん中にありま

す湖北省の武漢市に、中国の国営ナンバー２の会社、その昔は第二汽車と言っていたので

すが、東風汽車と50対50の合弁会社で東風本田汽車を2004年に立ち上げてございます。そ

れ以外に、統括持ち株会社として北京に本田技研工業投資有限公司（以下、本田中国）と

いう拠点がございます。輸出専用工場である本田汽車中国、それからミッション等の部品

をつくっております本田自動車部品、トランスミッション工場等をこういった形で立ち上

げました。 

 私は、2007年から2011年、湖北省武漢市の東風本田に営業を担当する責任者として駐在

しておりました。その後、北京の統括会社であります本田中国に３年ほど駐在し、その後、

広東省恵州市の東風本田汽車部品に２年ほどおりまして、2016年４月から今度は日本に戻

りました。現職であります、日本の本社の中国窓口というような役割を果たす中国業務部

に戻ってきております。したがって、弊社の中国本部の中で今は４つ目の拠点で、都合11

年ほど中国ビジネスにかかわらせていただいております。 

 本日は、アカデミックな皆様の前でいかがかと思うのですが、現場を渡り歩いた立場か

ら見た中国自動車産業についてお話しできればと思っております。 

 まず、中国の自動車の市場というのはどのようなものなのか。こちらは2005年からの中

国の自動車の市場です。一番下の濃いオレンジが中国の販売台数で、１つ上の黄色はアメ

リカの国の販売台数、その上が日本、その上が欧州全体で、その他の地域となっており、

それぞれの自動車市場の大きさをあらわしております。これはバスやトラックも含めた全

体の自動車市場ですが、日本の市場は2006年に574万台、こちらを中国の市場が上回った

のが2006年、ちょうど私が赴任する１年前でございました。その後2009年、リーマン・シ

ョックの翌年にアメリカを中国の市場が上回りました。2012年、欧州全体の市場を中国が



 - 3 -

上回りました。もちろん国別や主要な地域のくくりでいっても中国の自動車市場は世界

大の市場で、その後は差が開く一方でございます。 

 その中で中国市場そのものにフォーカスしたグラフでございます。先ほどのグラフは

2005年以降で表記しておりましたが、ごらんのように、弊社が中国に進出した1994～1995

年以降の市場ですと、2001年ぐらいまでは緩やかな伸びという状況でございました。2000

年に入りましてから加速度がつきまして一気に右肩上がり、特に2008年から2009年、先ほ

どのグラフですとちょうどアメリカ市場を中国が抜いたころです。お気づきだったかもし

れませんが、先ほどの2008年から2009年にかけて中国以外の市場はリーマンのあおりを受

けてシュリンクしています。このときにむしろ中国は逆に大きく伸ばしました。その後、

2008年、2009年から2015年ぐらいまでにかけては大変高い成長率でした。ＧＤＰもそうで

したが、自動車市場の伸び率自体も10％、20％、30％という前年比の伸びを続けていまし

た。 

 そういう意味では、90年代は自動車産業の中国における黎明期だったと思います。2000

年に入りましてから成長期に入ったということです。2008年あたりからは急拡大期に入り、

2016年あたりから市場の伸びがまた以前の伸び率程度に戻っています。ただし、絶対的な

ボリュームがものすごく大きいですから、伸び率が下がったとはいえ、販売台数そのもの

の増加量は大変大きなものです。 

 今後につきましては、今の安定的な成長が緩やかに伸びて続くであろうということで、

2025年までには3,500万台ぐらいの市場になるであろうと言われています。ここまでの状

況の変化の話は、「台数で言うと」です。これから申し上げるのは、伸び率の鈍化あるい

は安定成長という裏側で、今、中国の自動車市場は大きな端境の時期に来ていると言われ

ていることについてであり、私自身も長く自動車市場を見てきてそのように感じておりま

す。 

 2001、2002、2003年あたりまでの中国の自動車市場もしくはメーカーの状況を見てみま

す。当時、一般的に中国の自動車産業が日本に追いつくには10年から20年はかかるであろ

うと言われていた時期でございます。日本でいうと、各自動車メーカーも自動車市場に参

入してまだまだ勉強しているような時期です。私の感覚ですと、ちょうど私が子供のころ、
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1960年から70年代にかけてぐらいのイメージでした。素人目に見ても、車そのものの品質

もあまりよくありませんし、デザインも非常に古めかしいデザイン、どちらかというと世

界の先進的な自動車メーカーの車を模倣しているようでした。中国には大きなモーターシ

ョーが３つ、それから各地方でもそれぞれモーターショーを展開していますが、本当にど

こかで見たような車ばかりが並んでいる状況でした。 

 車に乗る消費者も極めて富裕層でして、一般の人にとってみると高嶺の花という状況で、

私どもの展開している各企業の従業員が自分の会社の車を持つことも全くできない状況で

した。会社の駐車場、工場の駐車場ですが、通勤に使う車はまばらにしかなく、2,000人

程度の従業員がいたころでも従業員用の駐車場には20～30台、古臭い中古車が並んでいる

ような状況でした。 

 ところが、その後、皆さんご存じのとおり、所得倍増という政策も打ち出され、各企業

あるいは政府の指導のもと、所得がどんどん上がり、ものの10年もたたないうちに従業員

駐車場が足りなくて外に借りないといけなくなり、また、自社でつくっている 新の車が

そこにずらっと並ぶというように、様相がこの10年で一変しております。 

 先ほどの日本の例をとりますと、1960年ごろのなかなか車が持てなかったころから一遍

に1990年近くの高度成長終盤の状況になり、一般的に車を持つことができる。１カ月分の

給料で、（我々が売っている車はちょっと手が届きませんが、）ローカルメーカーの安い

車であれば買えてしまうところまで一気に状況が変化しています。そのように、2014～15

年あたりまでの間に一気に自動車のマーケットが変わりました。 

 日本でも昔は、トヨタさんのカローラに対して「隣のクルマが小さく見えます」という

ような宣伝がありましたし、その後、「いつかはクラウン」という宣伝もなされておりま

した。当時の日本のマーケットは、箱型のセダンのマーケットが中心でした。日本では

1990年ぐらいまではセダンヒエラルキーの中で国内の自動車メーカーがしのぎを削ってい

る状況でしたが、その後バブルがはじけて自動車市場も大きく変わり、いわゆるミニバン

という多人数乗りのファミリー車に市場が大きく変わりました。これは意識の変化、それ

から自動車ユーザーの意識の多様化、嗜好の多様化がもたらした市場の変化でした。けれ

ども、中国はまさにそれをもっと圧縮した形でマーケットの変化が進みまして、ＳＵＶと
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いう多目的スポーツ車のマーケットに大きく変わっております。 

 というように、販売台数の増加、消費者の意識の変化、政府の自動車産業に対する取り

組みの変化といったところが相まって今大きな端境の時期に来ている状況でございます。

具体的には後ほどお話ししたいと思います。 

 今１枚のグラフでずっとお話ししてしまいましたが、それを具体的に言ったものがこち

らでございます。自動車の市場は、個人で使う乗用車といわゆる商用車、バスやトラック

の合計で語られますが、左上は先ほどの総市場に対する乗用車市場の推移です。こちらも

極めて安定的に伸びています。当初マーケットの立ち上がり、急拡大していく時期を牽引

したのはいわゆる沿海部という地域であります。北京を含めて上海、広州にかけてのあた

り、面積としてはこの程度ですが、自動車のマーケットはこちらの市場が牽引をしており

ます。背景には所得格差や意識の違いがございますが、モータリゼーションが発達してい

くに従い、どんどん内陸部のマーケットが大きくなっていきました。先ほどの裏返しで、

内陸部の所得がどんどん上がっていくことや自動車を持つ意識がどんどん浸透しているこ

とで、当初は圧倒的に沿海部の比率が高かったのですが、今やほぼ五分の状況になってお

ります。 

 左下ですけれども、自動車セグメントの状況です。「Ｃカテ」と書いてありますが、弊

社でいうとシビック、トヨタさんでいうとカローラあたりのサイズのセダンが中心です。

それを赤いＳＵＶという線が下から突き上げるように変わっております。ちょうどこれが、

先ほど申し上げましたように、一般的な分類でいうと日本でセダンをミニバンが抜いた状

況です。 

 車型をちょっとお見せしますと、このような形です。セダンというのは昔ながらの箱型

のスリーボックス、箱が３つあるようなスタイルの車です。ＳＵＶはちょっとオフロード

っぽいレジャーっぽい車です。この中で日本で売っている弊社の製品ではヴェゼルが代表

的な車です。それから、ＭＰＶというのが先ほど申し上げましたミニバン、弊社でいうと

オデッセイのように７人乗り、８人乗りのファミリーカーでございます。 

 というように、中国市場のモータリゼーションの一般化、それから多様化がものすごい

スピードで進んでいます。恐らく日本の倍以上のスピードではないかと思います。 
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 右下が中国の国内で売っているブランドの国籍別です。上からいきますと、中国のロー

カル車、次が欧州、日本、アメリカ、それから韓国で、順位そのものは大きく動いてはお

りませんが、その内容については徐々に変化してきています。 

○嶋田氏 ここから私、Honda の中国業務部の嶋田と申しますが、私から、さまざまな規

制や、直近起きている大きな変化、中国の特色等のお話をさせていただきたいと思います。 

 今、中国には多くの国の会社が合弁会社という形で進出しておりますが、その中には中

国の特殊な外資規制が入っています。どのような外資規制かと申しますと、自動車産業発

展政策というのが2004年に公布されております。その後、若干ずつは変更しているのです

が、外資の株式比率が、例えば Honda が中国で合弁会社をつくる際には50％以下でないと

いけないという規制が産業政策の中で盛り込まれています。ですから、世界中の国のメー

カーが中国に出ていますが、中国国内で販売する完成車をつくる会社は全て50％以下とな

っております。さらに、同一外資企業が設立できる合弁会社は２社までと決まっています。

あくまで国内で販売する場合です。ですから、Honda は、先ほど藤田が言いましたように、

完成車としてはメーンの国内販売向けとしては広汽本田汽車という会社と東風本田汽車と

いう形になっています。 

 ただ、唯一その中で例外が設けられています。それはどのような例外かといいますと、

輸出専用会社の場合には、その規制に当てはまらないというものです。 初のページへ戻

りますと、例えばそれに該当するのが本田汽車（中国）有限公司という会社です。広汽本

田と東風本田という２社の国内売りの完成車会社がありますが、ここの会社は例外的な措

置で３社目をつくっております。ここは、３社目であること及び本田の比率が65％で出資

規制の対象外にもなっております。 

 この産業政策ですが、 近、新聞とかでも出ております自動車産業中長期発展計画が昨

年度の７月ぐらいに中国で出されております。その中で徐々に規制を緩めていこうという

話もあり、１つ目としては、電動自動車だけをつくる会社については３社目を許すことに

もなっていますし、出資比率規制についても2035年ぐらいまでには徐々に緩和していく内

容の政策が打ち出されています。 

 これは我々が調べた限りでの合弁会社の一覧です。基本的には、1995年ぐらいから、中
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国がＷＴＯに入るという段階でさまざまな規制が緩められていった関係で、進出が多くな

っていると我々は捉えています。 

 それでは、 近の中国の自動車産業はどのように動いているかについて説明させていた

だきます。 

 ご存じだとは思いますが、中国は電動化、燃費規制等に関してとても盛んです。中国は

ＮＥＶ法というものを出しました。簡単に言いますと、新エネルギー車、電動車やＰＨＥ

Ｖと呼ばれる車の販売台数を一定比率以上上げなければいけないという法律です。中国と

ほぼ同じような動きをしているのは、発表されているもので見れば欧州及びインドになっ

てくるかと思います。アメリカについては少し中国や欧州とは違う動きをされているのか

なと我々は捉えております。日本のことはあえて言いませんが、日本は中国とか欧州のよ

うにはっきりとした政策は出ていないというように捉えております。 

 そのような中で中国政府が目指す姿としてみれば、背景として、石油依存削減ニーズ、

二酸化炭素削減ニーズ、中国製造業の革新ニーズがあります。中国製造2025というのが発

行され、中国としては2025年までに製造強国の仲間入りをしたいということでさまざまな

取り組みをしています。その中の一部が新エネ車、ＮＥＶの拡大です。 

 ここで、ＣＡＦＥ規制値というのをもしかしたら聞かれたことがあるかもしれません。

ＮＥＶと私が今話しましたが、基本的に新エネ車の生産台数がＮＥＶ法で定められた新エ

ネ車の台数を上回らなければいけません。もう一方、ＣＡＦＥというのは、燃費規制で、

一定以上の燃費にしなければいけないというものです。この２つの法律が交じり合ってき

ていますので、中国で売る車については電動車の比率を日本よりも高めていかなければい

けません。そのような政策下で各社が今努力しているところでございます。 

 もう１つ、2017年４月に自動車産業中長期発展計画、これも自動車強国の列強入りをす

る目的で、2020年、新エネ車の比率が全体の７％だったのを、2025年に20％、2030年に

40％にしようということを掲げております。この中の重点プロジェクトとしてここに８つ

書いてありますが、我々自動車会社がこの中で大切だと思っているのはキー部品の重点突

破プロジェクトです。例えば電動車であればバッテリーとかモーターといったところは基

幹部品になるわけです。そのようなところを中国は内製化して世界に向けてということを
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行っていると我々が捉えているところでございますので、そこに何とか我々としても追い

ついていく、先んじていく努力をしております。 

 そのような中で、中国メーカーとの提携による外資のものですが、フォルクスワーゲン、

フォード、三菱、ベンツ、日産が新たな会社を設立する等、さまざまな取り組みをしてお

ります。 

 それでは、 後に参考情報として、日本では絶対できない政策を中国は行っていますの

で、そこを簡単にですが、説明させていただきます。 

 中国の自動車環境は、この写真を見ておわかりになるように、私も北京に４年間いまし

たが、道は渋滞、空気は下手すれば100メートル先が白く曇ってしまう状況です。 

 そのような中で、中国では購入規制というナンバーの発行規制を行っています。さらに、

昼間の走行規制も行っています。例えば何曜日はナンバーの末尾が偶数の車は市内で走っ

てはいけないといった取り組みもしています。中国ではナンバーも発行規制していますし、

走行規制もしています。そのような中で、これから中国は電動車をやろうとしていると言

いましたけれども、中国の電動車についてはナンバー規制が緩くする等、そのような取り

組みをしているのも事実です。 

 実際にナンバーの抽選がどのぐらい厳しいかというと、普通の車の場合、2013年では

100人申し込んだら１人しか発行されない状況で、ナンバーをとるのにもすごい運がなけ

ればいけません。 

 我々がつくった資料としては以上の内容になっております。 

○藤田部長 とりとめもない話になっているところもありますが、要は、私がここ10年以

上中国の市場を見てきて、日本でいうところの四、五十年を一遍に進んでしまっていると

いう印象を持っています。あれだけの国内の市場を背景にして今大きく打って出ようとし

ているのを感じています。ここまでは中国の自動車メーカーあるいは政府も先進国に追い

つくところを目指していましたが、一気にここで逆転を狙って政策を打ち出しています。 

 実際にその浸透度合いや実現度合いの速さが私の一番の驚きです。いざベクトルがある

方向に向いた瞬間に一気に変えていくだけの指導力と、経済的な背景もあるということで

す。これだけの自動車を売るインフラ、例えば道路、駐車場、先ほどの大気汚染の問題も
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ありますけれども、環境的にはそこまでのものはないにもかかわらず、まずは産業を育成

した上で、問題については、地域によっては市場の拡大に逆行するようなナンバー規制、

100人欲しい人がいても１人しか買えないようなことを行い、ある意味でブレーキを引き

ずりながらでもアクセルは全開にするようなことができるすごさを感じています。 

 当初、私が中国に赴任したころに、まさか一気に10年ぐらいでここまで差が詰まる、も

しくは部分的にはもう抜かれているわけですから、そこまでのことは全く想像もしません

でした。ちょうどここ四、五年でその先の力関係が決まってしまうような局面に差しかか

っているのだなと個人的にも感じておりますし、メーカーとしても、ここで将来の基盤が

築けるか築けないかが勝負の分かれ目になってくるのではないかと、今いろんな議論を社

内でもしたり、あるいは実行したりしているところでございます。 

 少し時間を過ぎてしまいましたが、以上でございます。 

○國分座長 どうもありがとうございました。中国の自動車業界の現場をお話しいただき

ました。討論時間は20分になります。よろしくお願いします。 

 それでは、まず 初に関委員から。 

○関委員 ３点ほど伺いたいです。 

 まず、中国における産業政策の一つの特徴は、国内の市場と海外の技術との交換です。

その典型例としては自動車と高速鉄道が挙げられます。確かに高速鉄道は、海外から導入

した技術を生かして急速に発展し、短期間で自主開発能力を持つようになりました。これ

に対して、自動車の場合、マーケットは外資に取られてしまいましたが、いつまでたって

も中国企業自身は自主開発能力を身につけていないという意見もあります。皆さん、現場

の立場から見て、今のところ中国における自動車産業の技術力をどう評価しているのでし

ょうか。消費市場としては大体日本の何年に当たるという話はありましたが、技術に関し

てはどうなのでしょうか。 

 それとも関連して、今の中国でつくった自動車の大半は国内で販売されるのですが、い

つ頃になれば、中国は、輸出する力を持つようになるでしょうか。これが１点目。 

 ２点目は、日中産業を比較するときに、よく日本の優位性は自動車のようなすり合わせ

型産業にあると言われます。しかし、パーソナルコンピュータのようにモジュール化され
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る産業においては中国が強い。これからＥＶ生産が主流になるということで、ひょっとし

たら自動車生産も急速にモジュール化してしまうのではないか。そうなると、日本の優位

性が崩れることはないのでしょうか。また、それに備えて日本のメーカーさんとしてはど

ういう対応を考えているでしょうか。 

 ３番目は、中国の市場は 初から高級車が売れます。ほかの途上国とは対照的です。恐

らく公用車が中心であったり、所得格差が大きかったりすることがその原因です。しかし、

ここにきて賃金もそれなりに上がるようになっていますし、中産階級もできつつある中で、

自動車市場需要は、高級車からより大衆向けの自動車に変わっていくという傾向は見られ

ているのでしょうか。 

 それとも関連して、自動車のマーケットは東部から西部にシフトしつつあります。これ

は地域間の格差が小さくなったことを反映していると理解しています。中国におけるもう

１つの格差は都市部と農村部の間の格差ですが、これも少しずつ改善の方向に向かってい

ます。今までの主力の市場は言うまでもなく都市部ですが、農村部のマーケットとしての

潜在力をどう評価しているのかについても伺いたいと思います。 

 以上、３点です。 

○瀬口委員 １点だけ質問です。日本車のシェアについてですが、 近、中古車の市場が

2016年1,000万台から2020年3,000万台に向けて、たった５年間で３倍に増えるというよう

な中国中古車協会の発表もあり、リセールバリューに対する注目が去年あたりから急速に

高まっていて、日本車の人気が高まっていると言われています。その間、日本車のシェア

も16年が15.6％、17年が17％と急速に高まっていますし、去年から日本車の売れ行きもほ

かの国のメーカーに比べると飛び抜けて高い数字が出ています。ちなみに、今年１月は日

本車の伸びが前年比27％。第２位のドイツが13.5％、第３位の中国が9.4％であるのに比

べると圧倒的に高い伸びを示し始めている状況で、このリセールバリューに対する注目が

相当強まっているのではないかと考えられます。 

 もう少し中長期のことを考えますと、中国の環境規制強化のインパクトも相当大きな影

響を及ぼしてくるのではないかと思います。というのは、今回の中央経済工作会議で出て

きた国家の三大目標のうちの１つに環境汚染の防止が重要課題として入ってきています。
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それを考えると、さっきのＣＡＦＥ規制を強めていくと日本車を買わざるを得なくなって

くるというプレッシャーが各地方政府を中心に入ってくるのではないかと想像され、その

辺も日本車のシェア押し上げにきくのではないでしょうか。 

 ３つ目のインパクトとしてはＥＶへの対応力、ここが非常に不安視をされていますけれ

ども、私の聞いている情報では、去年あたりから日本メーカーは先行きかなりＥＶ対応力

をつける準備をしていると伺っております。特に 初のトップランナーとして御社も走っ

ていらっしゃるということで、今年か来年ですか、中国で新たなＥＶも出てくると伺って

います。こういった要素を考えていくと、日本車のシェアは今後相当高まっていくのでは

ないかと予想できるのですが、その辺は御社としてどのようにごらんになっていらっしゃ

るかお伺いしたいと思います。 

○田中委員 今後の自動車の政策として、電気自動車のほうに非常にウエートがかかって

いるとして、中国の広大な国土でどこまで電気自動車でやっていけるのか。充電の設備と

かを総合的に考えて、どこまで現実性があるのか。それ以外にもハイブリッドと一緒にや

っていく余地があるとすると、日本の対応として、どこまで電気自動車でやっていくのか。

もう少し燃費のいいところを極めていくのか。その辺はどう対応としてお考えなのかをお

聞かせ願いたいと思います。 

○國分座長 大分出てまいりましたが、私も一つ気になったことがありまして、韓国が激

減していますがこれはなぜですか。 

○藤田部長 韓国は例の THAAD の影響です。 

○國分座長 わかりました。そうすると、やはり政治的な何か障害があるとこういうこと

が起こり得る可能性もあるということですね。 

○藤田部長 それはもう2012年に起きた問題のときの日本と同じです。 

○國分座長 それでは、ここまででお答えいただけますでしょうか。 

○藤田部長 私、技術的な部分はそんなに明るくはないのですが、幾つか共通項でありま

した電気自動車、ＥＶ関係にまつわる部分を少しまとめた形で先にお答えしたいと思いま

す。先ほどの説明の中にもありましたが、環境問題という、実際の社会問題であると同時

に大義名分でもあるこの状況を未来につなげていく意味で、中国の環境規制は非常に強く
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なっています。では、本当に電気自動車の時代が来るのか、あるいは電気自動車の時代が

来得るのかというところでございますけれども、恐らく今、半信半疑なのではないかと思

います。 

 電池の問題もありますし、それに伴う充電インフラだとか、それの背景になる電力です

ね。聞くところによると、一斉に電気自動車に切りかわったときに今はそこまでの電力供

給能力がないという話もあります。どれが本当かわかりませんが、そうまっしぐらに電気

自動車の時代が来そうな感じはない一方で、先ほどの大義名分もあり、そちらに向かわな

ければならない、あるいはそちらに向かうことが国益につながるというところもあって今

推し進めているような状況です。 

 電気自動車のメーカーは幾つか世界にも出てきていますが、突き詰めていくと、まだま

だそこに技術の余地があるという話もあります。つまり、単にモーターにタイヤをつけれ

ば走るのかというと、自動車ってそこまでシンプルなものではありません。ゴルフ場の電

動カートのように簡単なものであれば、それは誰でもできるでしょうけど、実際に道路を

走る車というのはその制御もそんなにたやすいものではないという話もあります。 

 ただ、今そちらに向かっていることは事実ですし、その背景になる技術力は、もしかす

ると、中国メーカーだけでなくて、世界中の自動車メーカーにも十分な技術はないのかも

しれませんが、政策誘導と相まって、少なくとも中国のこの莫大な市場で商売をする以上

はきちんと技術を提供しなさいという強い政府の指導もあり、着実にそちらに向かってい

ることは間違いないのではないかと思っています。 

 2000年初頭は、工場をつくると、その技術すらまともにはないこともあり、もちろんＷ

ＴＯの話もありますが、各地方政府も自動車産業の誘致にものすごく力を入れていました。

そのときの条件は、進出さえしてくれればいいですと。税金も免除してあげるし、土地も

提供しますという段階でした。その後、合弁自動車メーカー、特に合弁相手のローカルな

自動車メーカーの技術に目が向き、次に出てきた指導というのは、世界中で売っている既

存の車をただ持ってきてつくるのではなく、きちんとその合弁会社で研究開発機能を持っ

て、そこで開発してください。自主ブランドの車をちゃんと出してください。そうしない

と次の工場はつくらせてあげませんというような指導に変えました。ですから、そこで２
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段階条件が厳しくなっております。 

 今回はいよいよどこの自動車メーカーもまだなし得ていない新たな、いわゆるＮＥＶ車、

新エネルギー車の技術をきちんと提供してくださいということで、この10年の間だけでも

三段跳びぐらいの変化があります。そのようなことを考えると、うかうかしていてはいけ

ません。我々も合弁でビジネスをしていますので、この合弁を続けてくださいと言っても

らえるだけのアドバンテージ、先進性というのは常に持ち続けていないといけないのでは

ないかと思っています。 

それから、高級車からの大衆化は今起こっているところです。当初、我々も自動車の

販売店を展開するときには当然のことながら沿海部から展開しています。中国の場合には

都市を級別にあらわしておりまして、一級都市から五級都市ぐらいまでありますが、当時

でいうと、自動車のディーラー、販売店をつくるのはせいぜい二級都市まででした。です

から、各省の省都プラス中堅都市２都市、３都市くらいのところですね。ところが、弊社

の販売拠点は中国全土に1,000店舗ぐらい展開していますが、新たに展開しているのは四

級都市から五級都市であり、農村地帯の中核都市くらいまでは広がっています。地域格差、

所得格差は大きく縮まっており、今やそのようなエリアも拾い上げていかないと販売台数

の増加は望めない。都市部は既に頭打ちの状況です。 

 それから、中古車のお話がありました。中国の自動車産業は急速に発展している中、中

古車の再販市場・機能、道路や駐車場のインフラ、そして自動車の販売に付随する要素と

して、中古車の流通、保険、リサイクルは後回しになっておりました。ただ、そういった

中で、自動車の関連産業もここにきて急速に発展をし、整理もされてきています。 

 例えば中古車ですと、日本の場合は、下取りを一般のディーラーが行い、また販売する。

あるいは中古車の買い取りを専門の業者が行い、直接中古車ユーザーに売る。または、オ

ークションを通して中古車業者に車が渡る。こういうふうに非常に裾野が広いものですけ

れども、中国の場合、10年ぐらい前までは中古車流通の整理が全くされていませんでした。 

 税制も逆行していまして、中古車の個人売買だと税金はかかりません。日本でいう消費

税といったものはかかりません。次に税金がかからないのは中古車ブローカーです。中古

車の仲介業者みたいな役割の人がいるのですけれども、これまでは、こういった人を通す
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と例えば税金は３％で済むが、正規の中古車屋さんから買うのは税金が一番高いといった

ふうに、マーケットを育成するのと逆行しているような税制体系や法律がありましたけれ

ども、そういったものも急速に整備が進んでいます。そういうこともあって一気に中古車

の流通がなされているということだと思います。 

 当然、中古車の流通がちゃんとしないと、新車の販売や、あるいは販売価格、買い取り

価格にも影響しますから、この辺のことは非常に重要だということで、自動車関係の政府

担当者もそういったところに注目し、急速に整備をしてきているのがマーケット拡大の背

景にあります。 

 日本車の評価は実はすごく高くて、新車も壊れない。それから、中古車の耐久性も非常

に高いというのが根強く浸透していますので、これは日本のメーカーにとっては非常に追

い風ですから、こういったところを日本の自動車メーカーの勝ち技にしていかなければい

けないということで、メーカー認定ブランド中古車という仕組みを今取り組んでいるとこ

ろであり、そういったところのサービスの差で競争優位性を保っていくことも非常に重要

なことだと認識をしております。 

 それから、先ほど輸出の話も出ていましたけれども、ここへきて、特に私どもがパート

ナーとして組んでいます広汽集団も輸出に大変力を入れつつあります。ただ、これは、国

内のマーケットで政府の後押しで発展していくのに比べると、完全にアウエーでやってい

くことです。よほどのことがない限りは外国政府からの後押しも得られないでしょうから、

国内のマーケットが拡大していくようなテンポや思惑どおりにいくかどうかはわかりませ

ん。そう簡単にはいかないのではないかと思っています。我々の合弁相手である広汽集団

が主に輸出のターゲットに挙げているのは、アメリカなどであり、モーターショーへの出

品もしておりますが、実際に動いているのはやはりアフリカとか南米とかいった地域に対

する輸出が中心になっているようですので、今後それがどういった形で伸びていくのかと

いうことかと思います。 

○國分座長 ありがとうございました。丁寧にお答えいただいて、非常によくわかりまし

た。また、中国の自動車産業が今どういう状況にあるのか、非常にクリアにしていただき

まして、お礼を申し上げたいと思います。 
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 引き続きまして、瀬口委員から「日中米関係の現状と見通し」ということでご報告いた

だきたいと思います。お願いします。 

○瀬口委員 本日は、専門の経済の分野を超えて、日中米関係ということで、少し外交や

政治上の話もしなくちゃいけないのかなと思っておりますが、何分それほど私自身が専門

的な能力を持っている分野ではないので、概括的な話となりますことをお許しいただきた

いと思います。私自身がふだん中国とアメリカを行き来している中でいつも意識している

のは長期的な視点、日本がこれからどういう方向に進むべきなのかということを考えてお

りますので、そういう視点からお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料の３ページですけれども、私がよく使っているグラフです。2016年のアジア

全体のＧＤＰに占めるシェアを見てみますと、中国が半分、日本が22％、韓国が6.3％と

いうことで、日中韓の３国で78.3％、約８割を占めて、アジアをこの３国が引っ張ってい

ることは明らかです。この後をインド、ＡＳＥＡＮ５、シンガポール等が追うわけですが、

それらの合計でもまだ全体の２割程度しかありませんので、やはり日中韓３国の果たして

いる役割は非常に大きいということであります。 

 その３国が占める世界の経済における位置づけを見てみますと、赤い線で示しておりま

すのがアジアです。これは日中韓以外のほかの国も含めたアジア全体のＧＤＰでありまし

て、その下の青い点線が北米、その下の二重線がＥＵです。2010年を契機にどんどんアジ

アのウエートが高まってきている。さっきの位置づけからいくと、アジア全体をリードし

ているのはもちろん中国ではあるのですけれども、日中韓３国が一体的に発展することに

よってこのリードを押し上げてきているのが今の状況だと認識しております。 

 そのような中、今起きていることについてお話します。トランプ大統領が登場し、アメ

リカには、世界のリーダーとなろうと考えない戦後初の大統領がトップに立ってしまった

ことで、主要な国家安全保障会議、国務省、国防省といった、アメリカの世界戦略をリー

ドしてきた政府部門がワークしていない状況に陥っています。その結果として、ＴＰＰか

ら離脱したり、パリ協定から離脱したりで、長期的なアメリカのリーダーシップの低下傾

向は明らかです。 近でも通商拡大法232条に基づいて鉄鋼・アルミの輸入制限案の検討

を始めたという報道がなされていますけれども、即座に中国及び欧州から批判を浴びてお
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り、中国は自国が自由貿易を守るのだというふうにダボス会議などでも言ったみたいです

けれども、本当に中国に守ってもらわないといけないのではないかとみんなに思わせるよ

うな事実が積み重なってきつつあるのが今のアメリカの状況かと感じます。 

 トランプの対中外交もいろいろ揺れておりますが、アメリカは中国に対し、基本的には

北朝鮮と貿易摩擦を２つの大きな課題として外交を展開しています。このうち中国に対し

ては、北朝鮮に対する圧力の 大化をずっと強く要望してきているわけですけれども、中

国としては、あまり激しく北朝鮮に対して強い圧力をかけてしまうと、北朝鮮経済が本当

に破綻をしてしまって難民流入リスクが高まってきますので、アメリカが徹底的にやって

ほしいと望むレベルにまではなかなか制裁を引き上げることは難しいという制約がありま

す。ただ、昨年ぐらいから、朝鮮半島の非核化は中国も望んでいることであり、その延長

線上で去年４月に、中国は、北朝鮮が核実験に踏み切れば米中の反応は転換点を意味する

というような警告をしています。しかし、９月３日、北朝鮮が核実験を強行したことが、

中国のレッドラインを越えてしまったと考えられ、その直後の９月11日には安保理事会に

おける北朝鮮への制裁強化の決議において中国も賛成したといった変化も見られています。 

 ただ、一歩一歩、中国は北朝鮮に対する圧力を強めているのですけれども、アメリカが

望む 終ラインにはまだ届いていない。その結果として、アメリカは中国に対するプレッ

シャーをかけるために貿易摩擦を強化してきている。その基本方針は去年９月にライトハ

イザー通商代表がＣＳＩＳで行ったスピーチなどを見ても、とにかく二国間協議によるア

メリカの貿易赤字の削減を減らしていく。その 大のターゲットは中国だという言い方で

迫ってきております。その後トランプ大統領が訪中した際に、中国は28兆円のお土産を用

意したのですけれども、それが本当に米中の貿易摩擦を緩められるかどうかは今年以降の

中国の対米黒字幅が本当に縮むかどうかにかかっていると考えられます。ちなみに、７ペ

ージにありますように、貿易面から見た米中関係というのは擬似的な相互確証破壊の関係

にあるのではないかと見ることができると思います。かつてアメリカと日本が激しく貿易

摩擦をやっていたときの状況と2016年の中国を比べてみても、ＧＤＰの比率は中国のほう

が既に当時の日本よりも大きくなっていますし、アメリカ向けの輸出がアメリカのＧＤＰ

に占める比率を見ても今の中国のほうが大きい。対米輸出の主体を見ると、かつて日本か
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らアメリカに輸出していたのは日本企業だったのに対して、今中国からアメリカに輸出し

ているのは主にアメリカ企業であるので、摩擦を起こすとアメリカの企業にすぐにダメー

ジが及んでしまう。貿易赤字のアメリカのＧＤＰに占める比率を見ても、今の中国のほう

が圧倒的に大きくなっています。その一方で、日本の市場がかつて閉鎖的で、日本の市場

にアメリカ企業はほとんど入ってこられなかったのに対して、現在の中国の国内市場では、

アメリカの企業が自動車販売を伸ばしたり、スーパーマーケットがたくさんの店舗を持っ

たりして、マーケットの中で大きな業績を上げています。このため、もし貿易摩擦が深刻

化するとアメリカの企業は中国の国内市場においても相当大きなダメージを受けやすい環

境になっている。さらには、日米間には日米同盟があるのに対して、中国は独立的な立場

をとっていますので、摩擦が起きれば遠慮なくその報復をやってくる可能性があります。 

 今回の232条に基づく輸入制限案がもし出てくれば、当然中国はそれに対する何らかの

報復はやってこざるを得なくなるだろうと考えられますので、みなそれを恐れ、アメリカ

にちゃんと冷静に考えるように言っている状況です。この辺は、北朝鮮問題への中国の対

応が満足できる状況に達していないという制約がどうしても抜けない中で、米中間の貿易

摩擦がこれからどこまでいくのかというのは世界経済にとっての大きなリスクになってき

ているのが現状であります。それがどうなるかというのは、これからのトランプ政権の出

方を見ないとわからないことではあるのですけれども、そのリスクは確実に目の前にぶら

下がりつつある状況だと思います。 

 そういう状況の中で、大きく視点を変えて、中国のマクロ経済についてごく簡単にご説

明したいと思います。 

 ちょうど１月21日から２月３日まで中国に行ってきてこの辺を調べてきたところですけ

れども、一言で言って、今の中国のマクロ経済の状況は、改革開放の始まった1978年以来

と言ってもいいですし、市場経済化が始まった1990年代前半以来と言ってもいいですが、

も安定した状態を維持していると言えると思います。 

 それを受けて、10ページにありますように、政府の表現は「穏中向好」という言い方で、

明らかに去年の夏場以降、中国政府の今の中国経済に対する見方は強気になり、安定化し

て安心しているということであります。この表現は１月18日に発表された国家統計局の昨
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年の経済動向に関する総括文書でも表題に使われました。 

 その背景ですけれども、ごく簡単にご説明します。 

 まず、11ページにありますように、輸出の前年比が青い線で示されていますが、2015年、

16年、２年続けてマイナスだったところが去年に入ってからずっとプラスに転じて、特に

第４クオーターは９％を超えてくるなど、かなりしっかりと推移してきています。これが

１個目の明るい材料です。 

 それを受けて、12ページにありますように、2015年から16年は輸出がマイナスになった

こともあって、為替レート面において元安の圧力が相当強くなって、それを防ぐために資

本規制などを強化していました。しかし、去年から輸出の黒字化もあって、元安方向から

元高方向へと向かってきていますので、元安圧力は後退して、資本規制の必要も、特に外

資に関しては一段落している、少し緩まっていると言えます。 

 ただ、一部の中国企業や中国の個人の資金の持ち出しについては引き続き強い監視を続

けて、規制を強化したままの状態が続いています。 

 次に、投資ですけれども、13ページにありますように、黒い太線で示している固定資産

投資の累計の前年比はまだ下がり続けているように見えます。ただ、赤い線で示している

不動産開発は去年あたりから割と安定的に推移をし始めて、どんどん下がっていく感じで

はなくなっています。その背景には、過剰設備・過剰在庫の削減をやってきた効果が出て

きて、三・四級都市での不動産在庫がほぼ適正化水準に近づいてきているという評価がエ

コノミストの間で共有され始めています。今年後半には適正水準と言えるところに到達す

るだろうと見られているのがこの不動産開発投資の回復の背景になっています。 

 さらに、設備のほうにつきましては、まだ下がっているようには見えるのですが、内訳

を示したのが14ページであります。14ページのグラフを見てみますと、固定資産投資の全

体の中で、青い点線で示された民間設備投資は16年までどんどん下がってきたところから

17年になって反転しています。16年、民間がどんどん下がるので、それをカバーするため

にインフラ建設やなんかを増やした結果として増えた国有企業の投資は、17年になって逆

に必要がなくなったので落ちてきている状況です。この青い点線の民間設備投資の下落が

中国の経済政策運営の中で一番心配されていたテーマだったわけですが、これが去年あた



 - 19 -

りから落ち着いてきて、実は今年これがさらに上の方向に強まっていくのではないかとい

う見方が出てきているのが、今の「穏中向好」、安定しつつ先行きは良好な方向に向かっ

ていると政府が言っている一番大きな背景になっていると考えております。 

 15ページにありますように、民間設備投資の回復の背景には幾つか大きなプラス材料が

入っています。１つは、さっき申しました輸出の回復であります。 

 ２つ目は、16ページのグラフにありますように、設備稼働率が13年のピークを超えて11

年のときの水準になってきているということで、稼働率が高まっています。 

 次に、企業収益率が17ページにありますが、これも12年、13年の水準を超えて11年の水

準に到達しつつある。 

 ということで、稼働率は上がる、収益はいい。しかも、去年あたりからインフラ分野の

新規参入が認められて、景気全体も先行きが明るくなってきている。こういうことから民

間設備投資の回復が先行きも展望できる状態になってきているというのが足元の明るさの

原因であります。 

 15ページの一番下に書いてありますように、一番ベースにきいた要因は、過剰設備・過

剰在庫の削減をこの数年間ずっとやってきた努力の結果として設備稼働率や需給改善によ

る企業収益の改善みたいなものが起きてきているというのがありますので、今の習近平政

権にとっては５年間頑張ってきた成果がようやく出始めたというのが今の状況であろうと

考えています。 

 その間、消費についても安定していまして、18ページにありますように、ずっと10％ぐ

らいの成長であります。 後、2017年12月の数字だけが9.4％と大きく落ちているのです

が、これは今回私が一番心配していろいろヒアリングをかけた点です。これには特殊要因

の影響があって、詳しく申し上げませんが、１つは自動車減税の終了に伴う16年の駆込需

要の反動、２つ目は11月の独身の日の販売集中の反動です。それらの要因によってこんな

数字が出ていますけれども、基本的には消費は安定していて、19ページにあります可処分

所得の安定がそれを如実に物語っています。 

 その背景としては、20ページを見ていただきますと、雇用の安定が引き続き持続してお

ります。17年の労働者の都市部における新規増加数は1,350万人に達しました。これまで
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ずっと13年から1,300万人強の水準できていたのですけれども、雇用の創出量も多くなっ

ています。 

 その結果として、21ページでありますように、都市部における有効求人倍率は昨年の第

４クオーターに1.22と史上 高の水準に到達しています。これを見ても、雇用がいかにし

っかりしているかというのは明らかであります。 

 普通こうなるとインフレの心配が出てくるわけですけれども、22ページにありますよう

に、引き続き物価は安定を保っております。 

 また、金融は引き締めぎみに運営していますので、23ページにありますように、16年の

第１クオーターにミニバブル的に主要都市で地価の上昇が見られた状況も、去年あたりか

ら落ち着きをずっと示しているので、地価の動向もそんなに心配になる状況ではないとい

うのが足元の経済状況であります。 

 次に、中国の中長期のリスクと今回の党大会の意味を簡単に考えてみたいと思います。 

 まず、これもずっと以前から私が繰り返していることなので詳しくは申しませんが、

2020年までは安定保持。でも、2020年代の半ば以降、中国が先進国の仲間入りした後は中

国の景気の復元力が低下するので、そこからリスクが顕現化しやすくなる。特に2020年代

の後半から2040年代までの間のどこかで、復元力が低下したところに外的ショックが加わ

れば中長期の景気後退に直面する可能性が高まります。そうなると中国共産党の一党独裁

体制の正当性に与えるダメージが中長期的な政治、経済、両面で懸念されます。これが中

国の長期の懸念材料であります。 

 そういう中で、今回、昨年10月下旬に行われた第19回党大会における習近平主席の講話

の中で注目されたのが、国家経済政策の 優先課題を、これまでの生産力強化から今後は

不均衡の是正、質の向上、非効率改善といった方向に移してきていることです。これは明

らかに高付加価値製品・サービスに強みのある日本企業には追い風になります。 

それに加えて、28ページにありますように、前回の出張は党大会の 中に行って直後

に帰ってきたわけですが、それから３カ月たって今回もう一回行ってみたときに、かなり

大きな変化を私自身は感じて帰ってきました。 

 ずっとこの５年間、反腐敗キャンペーンが怖くて、殆どの役人は新たな政策への取り組
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みに慎重だったわけですけれども、この党大会の後、トップ人事が固まった一部地域で積

極姿勢に転じてきているというのが感じられました。今回も、北京にいたときはこの辺の

感覚はよくわからなかったのですが、成都に行き、 後に上海に行ってみて、何かこれま

で見られなかった積極的な動きが見られるようになったことを肌で感じたため、その問題

意識を中国の政治・経済の学者にぶつけてみました。すると、「確かに主要人事が固まり

始め、新たに地方政府のトップに就任して、自分は反腐敗ではやられないだろうと安心し

始めているリーダー層がここにきて積極的に政策を展開してきているというのは、自分た

ちもそう思う」というコメントをもらいました。 

 具体的に１つだけ一番目立った事例を申し上げますと、現在、長江デルタ地域の一体化

という政策が動いています。これは上海市を中心に江蘇、浙江、安徽、３省が連携して経

済圏を形成するということが行われており、既に交通の中核となっている上海市の虹橋地

区を産業集積地の一つの中核に置きながら、杭州湾に新しい産業集積地をつくる杭州湾経

済圏構想も動き出しています。これを主導している上海市のトップは、去年の党大会後に

就任した李強書記です。この李強書記は、習近平主席が浙江省の書記だった際の同省党常

務委員会の秘書長でした。つまり、総理の下の官房長官みたいな役割だったわけです。そ

の秘書長だった李強書記がその後、浙江省の省長をやり、江蘇省の書記をやって、上海市

の書記となりました。通常、江蘇省は上海市に対するライバル意識が非常に強く、これま

でも上海市とは組まないと強烈に反発した歴史を持っています。そういうことも考えて、

江蘇省の書記をやっていた李強氏を上海市の書記にすることで、江蘇省としても反対がで

きない体制をちゃんと組み、その上で１市３省を一体化経済圏として打ち出してきている

ことを見ても、相当練り上げられた政策と人事の組み合わせによって政策を推進しようと

しているなというのが見えます。これからは中国の様子をもうちょっとよく見ておかない

と、これまでの５年とは違う動きが出てくるのではないかと印象として持ちました。 

 29ページですが、今回、中央経済工作会議で示されたテーマが金融リスクの防止、貧困

からの脱却、環境改善という三大テーマだったわけです。12月下旬にこの３つのテーマが

出されたとき、一番上に金融リスクの防止が書いてありました。重大リスクの防止除去と

いうのが中国側の表現ですが、事実上は金融リスクの防止を意味していると言われていま
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す。これが出てきたということは何か問題が起きたなと私は思いました。１月下旬に中国

を訪問したとき、例えば地方の金融機関の破綻リスクが表面化しそうになっているとか、

政府が予想もしていなかったシャドーバンキングのマネーがいろいろな悪さをし始めてい

るとか、フィンテックの影響で中堅中小の金融機関の経営が相当構造的におかしくなりつ

つあるとか、何かかなり危ない問題が起きたのではないかと心配をして、その辺を集中的

にいろいろな部門にヒアリングしたのですが、どうもそうではないというのがみなさんの

一致した意見でした。 

 逆に、これまで金融リスクの防止というと、地方債務問題とシャドーバンキング、この

２つにメスを入れると地方政府が必要とする資金調達が止まるのが不動産開発関係の融資

に絡むリスクでした。もしこれまでのように景気が安心できない状態のもとで不動産開発

融資を止めてしまえば当然地方財政は持ちません。だから、この地方債務問題とシャドー

バンキング問題に一緒に手をつけることとなる金融リスクの防止は、リスクがあることが

わかっていても手がつけられなかった状態がずっと続いていました。しかし、ここにきて、

さっき申しましたように足元の経済が過去 高の安定を示しているからこそ、金融リスク

の防止という難しい課題に手をつけられるようになったというのが、現地の金融マクロ専

門家のほぼ一致した見方でありました。 

 その意味で、今回、金融リスクの防止を一番上に持ってきたのは、今の中国経済の状況

を前提とした政策運営でもあるし、中国のマクロの構造問題を何とかしようと思う人たち

の強い決意があらわれていると考えられる次第です。 

 後に、簡単に日中の経済関係についてご説明をします。 

 中国の経済がよくなってきている状況のもと、しかも今年は日中平和友好条約締結40周

年で日中の首脳往来も期待できる方向で、日本の経済界からも期待が高まっているという

ことは現地に行くと特に感じるところであります。16年秋以降、実は日本企業の取り組み

が徐々に積極化した一番のきっかけになったのは、ホンダの武漢第三工場の建設発表だっ

たのです。それでホンダの関係の部品メーカーや関連メーカーが武漢への設備投資を増や

さざるを得なくなり、そのころにちょうど日新製鋼やハウス食品など、いろいろな日本関

係の新しい設備投資、工場増設という話がたまたま集中したために、日本企業が「これは
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風向きが変わってきたな」と思い始めたのが16年秋以降だったのです。 

 さっき申しましたように、景気は内需が強くなってきたものですから、17年以後さらに

日本企業の積極姿勢が加速して今に至っています。一方で、欧米諸国は、中国企業の競争

力の強化だとか、中国企業がドイツの企業を買いまくったことに対して、中国企業の怖さ

を強く感じるようになっています。今まで欧米諸国は中国、中国と言っていたところが、

近は逆に、もっと慎重に考えなくてはいけないと思っています。他方、日本は、「もう

中国には行かない」とすごく反中意識が強かった企業が多かった中、今度は中国に行って

みようかという方向に向かっているというのが日本と欧米・韓国の対照的な動きになって

います。今の中国経済の安定度合いを考えると、これは日本にとってはチャンス・追い風

の一つになり得るだろうと考えられます。 

 好調業種は、32ページにありますように、自動車、建設機械、ロボット、半導体、液晶、

スマホなどです。その間、自動車のシェアはさっき申しましたので特に触れませんが、そ

の勢いを受けてインバウンドの旅行客も相変わらず増えています。 

 その背景にあるのは、36ページにありますように、2017年、去年の賃金の水準は2010年

に比べ２倍となり、日本企業が中国を加工貿易の基地としたころに比べると５倍に増えて

います。これがインバウンドの旅行客も増やしますし、日本企業の製品、販売の売れ行き

も伸びてきています。 

 37ページにありますように、こういう追い風を受け、日本企業の相対的優位性がどんど

ん強まっています。特に中間所得層の急増から消費者ニーズの高度化が起き、安心・安

全・高付加価値というブランド力のある日本企業の競争力が向上しています。現地のある

金融機関の幹部がついこの間言っていたことは、「中国人が必要とするもの、欲しいと思

うものを本当に今持っているのは、欧米企業よりむしろ日本企業のほうだという評価が、

もう日本企業の間でも何となく共有され始めている」でした。もちろん日本企業の間とい

っても、現地に出て活躍している日本企業なので、日本にいて慎重に思っている企業はこ

の中には入っていません。そのような中、日本の企業は現地でだんだん勢いを強めている

ということであります。 

 数字の面でも、38ページにありますように、尖閣問題発生以降ずっと水色の線で示され
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ている日本企業の対中投資は減少傾向が続いていましたが、去年ようやく若干であります

がプラスに転じて、恐らく今年もさらにこの数字は上に上がっていく方向に向かうのでは

ないかと考えられます。 

 駆け足で全体像をお話ししましたわけですけれども、冒頭申しましたように、世界にお

ける東アジアの位置づけを考えますと、日本は、長期の視点からは、東アジアの発展を一

生懸命促進することによって、世界の経済におけるアジアの発展を促し、それが世界経済

に貢献することができる立場にあります。アメリカには、そういう動きとはやや逆行する、

これまでの世界経済の発展の原動力になっていた自由貿易だとか投資の拡大を止めるよう

な動きがあります。日本はきちんと長期の視点を見て、アメリカに対して言うべきことは

言う。中国と組めるものは組んでいく。長期の国益の視点に立って、目先の二国間の政治

的な問題だけに左右されないよう、きちんと将来のあるべき方向を見据えた外交経済政策

運営をやっていくのがすごく重要になってきています。中国におけるビジネスチャンスは

広がってきていますので、このチャンスをどういうふうに生かし、日本経済の回復もしく

は積み上がった日本の債務、国債の減少につなげるための税収の増大に生かしていけるの

かというのが、ここにきて中長期の視点として重要になってきていると考えている次第で

あります。 

 非常に駆け足でとりとめのない報告になってしまいましたが、以上でご説明を終わりま

す。ありがとうございました。 

○國分座長 瀬口さんらしい報告をいただきまして、非常に明るい面を強調していただき

ました。 

 質問がたくさん出るかと思いますが、まず高原委員からお願いします。 

○高原委員 どうもありがとうございます。とてもいろいろと啓発されました。 

 １つは、スライドの14ページについて。民間企業の固定資産投資が戻ってきたというの

で、これは大変結構だし、非常に重要な要素としてお話しになったのですけれども、これ

は伸び率のグラフだと思うのですが、絶対額で言うと国有と比べてどうなのかお伺いした

い。 

 それからもう１つは、過剰設備・過剰在庫の削減が進捗したと15ページに書いてある。
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これも大変結構なことですけれども、それと労働力需給とか雇用状況とかの関係について

教えていただきたいです。何年か前に、石炭と鉄鋼で何百万削減すると言っていました。

そういう措置がとられたのであったのならば、そのことが雇用状況に関する数値に影響を

与えているのではないかと思うのですが、それについて教えていただきたい。 

 もう１つだけ、アメリカ企業の動向についてお伺いしたいです。トランプさんのもとで

28兆円というようなこともあり、今のお話ですと、欧米は消極的で、日本が前に出ている

とおっしゃったのですが、アメリカ企業動向の変化のようなものを感じられるかどうか。

ちょっと不思議なのですけれども、38ページのスライドを見ても、アメリカからの直接投

資は、日本と比べると多くないわけです。それにもかかわらず、ものすごい額の貿易が米

中間にはあります。先ほど、アメリカに対して輸出をしているのはアメリカ企業であると

いう話でしたが、そうすると、アメリカの企業というのは中国のマーケットがこんなに大

きくなっている状況をうまく活用できていないのか。そういう理解でいいのかどうかお伺

いしたい。 

○内藤委員 本当に詳しいご説明、ありがとうございました。 

 今、中国の経済はこれまでになく非常に安定している状況だというお話がありました。

マクロのデータを見る限りそういった部分が多分にあると思うのですが、やはり個別や

個々の内容を見ると、色々と問題もあり、特に二極化が進んでいることが懸念されます。

例えば、ニューエコノミー等すごく堅調にいっている業界、あるいは分野など非常にうま

くいっている部分と、一方で、旧態依然とした俗にオールドエコノミーと言われる分野、

よくゾンビ企業などという言葉も聞かれましたが、これらの差が益々大きくなっているよ

うに思います。設備だとか在庫の過剰、債務過剰などに関しても問題が根深く残っている

部分はまだまだあり、そこの改革を進めることがむしろ重要だけれども、一方で、特に

2016年から17年初めにかけて、党大会をにらんででしょうか、政府がかなりてこ入れをし

たために、経済は良くなったものの、むしろ構造改革が遅れているという見方はできない

のだろうかという疑問も残ります。わかりやすく言うと、問題が先送りされた部分があり、

将来に向けてリスクが高まっているのではないかという懸念です。 

 例えば、先ほど財政の話もありましたが、地方債の制度がきちんとできたということは、
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地方財政の健全化という意味では一歩前進で良かったと思いますが、税制が大きく変わっ

て地方の財源がきちんとできたかというと、そこはまだまだ不安定です。また、債務自体

がむしろ中央に寄っていって、財政全体をみれば国と地方の間で調整をしつつ何とか維持

しているという感もあります。これも先送りの部分があると私は思っています。一方で企

業の債務はどんどん膨らんでいる。内容を見てみると、地方政府傘下の企業債務がどんど

ん膨らんでいて、 終的には政府が面倒を見るということになると、全体的にみて財政も

あまり楽観できないのではないかという感じがしています。 

 実体経済として安定している今こそ構造改革を進めないとだめで、今景気がいいからと

いって、あるいは経済の安定に重きを置きすぎて構造改革が先送りになるリスクがあるの

ではないかというのが私の懸念材料です。この点についてご意見が伺えればと思います。 

 あともう一つは、 後にお答えいただければと思うのですが、米中日関係のお話であり

ますから、国と国との関係と、それを取り巻くそれぞれの国の企業が考えていることは随

分違うと思うのです。大きなテーマになって恐縮ですけれども、今後、中国が進めている

一帯一路に向けて、日本なりアメリカ、あるいは日本企業なりアメリカ企業がどのように

見ていて、それぞれがどのように評価しているのか、ということについて、今後どういう

動きに注目すればいいのか、というポイントをもしお時間があればお願いしたいと思いま

す。 

○齋藤委員 大変刺激的なお話、どうもありがとうございます。私から２点お伺いしたい

と思います。 

 まず、18ページで、消費が昨年12月に急に減速しました。ご指摘されていたのは、１つ

は自動車販売でありましたけれども、中国の自動車の販売統計は、実際は出荷統計なので、

恐らく12月からこういう影響が出てきたというのはそのとおりだと思います。こうした中

で、減税が終わったことでこの傾向が今年いっぱい続くのか。さらにいえば、消費低迷が

今年いっぱい続くと見ていらっしゃるのかというのが１点目の質問であります。 

 ２点目については、26ページに中国経済の中長期展望ということで、特に2030年代に中

長期の景気後退に直面する可能性があるとのご指摘がありました。この背景についてご教

示いただければと思っています。例えば、先ほど内藤先生からご指摘のあった債務問題、
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金融リスクが暴発するのか。あるいは人口動態からこういう結論が出ているのか。この点

についてご説明いただければと思います。 

○小嶋委員 簡単に１点だけ伺いたいと思います。先ほど高原先生もご指摘なさいました

ように、日中の経済関係の将来が非常に明るいのに対して、アメリカは中国に対して非常

に消極的、慎重になっていると。非常に対比的にお話をされたのですけれども、その日中

の経済関係と日米の経済関係、あるいは日中関係と米中関係の連動についてはどのように、

本当に対比的に論じてよいのかどうか。連動する部分はないのかというところを伺いたい。 

 それから、トランプ政権のもとでやはり今アメリカは非常に特殊な状況にあると思うの

ですけれども、それをアメリカの短期的な傾向として捉えてよいのか。それとも、瀬口さ

んはアメリカ国内のさまざまなレベルでの議論にも非常にお詳しくいらっしゃるので、こ

うしたアメリカの対中姿勢はむしろ長期的に捉えるべきものなのか。そのあたりについて

お考えを伺えればと思います。 

○田中委員 私からはコメントです。まず18ページ、消費堅調ということですけれども、

消費の統計は２種類あって、小売統計ベースの場合と個人消費統計ベースがあり、四半期

ごとに所得の統計の中に個人所得と個人消費支出の統計が都市、農村別に出るわけです。

19ページに可処分所得の伸び率は安定推移とあり、確かにここのところ可処分所得の伸び

率は成長率を上回っているわけで、その分、労働分配率は上がっているわけですが、都市

と農村に分解すると、農村は非常に伸びが高く、他方都市はここのところ常に成長率を下

回っている状態が続いている。 

 その関係もあるのか、所得統計を見ると、個人消費支出のうちで農村の個人消費支出は

非常に伸びているわけですけれども、都市の個人消費支出は非常に低迷しています。小売

統計の動向とともに個人所得、特に都市の個人所得の動向と個人消費支出の動向、それと

成長率の関係は注意しておかないと、 終的に大きな消費動向に影響するのではないかと

思っています。 

 もう１つは不動産ですけれども、23ページのように、かつて猛烈に上がっていた第一線、

特大都市の住宅価格については、今、購入制限等の抑制策がきいているのでだんだんと高

止まり傾向にあります。資金が三線都市、四線都市に流れ込んでいて、今、住宅市場で過
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熱しているのは三線、四線のほうに移ってきています。その結果として、三線、四線の住

宅在庫が減少していることにもなるわけですが、この三線、四線の住宅市場の過熱という

のは本当にバブル的傾向を帯びていないのか。単に過熱したことによって一時的に在庫が

なくなるように見えていて、熱が冷めたらまた顕在化するということでは何にもならない

わけです。そこの三線、四線都市の住宅市場の過熱が正常なものなのかどうか、よく見て

おく必要があります。 

 それが在庫との関係としてもあると思いますし、そういう所の住宅価格が高くなったこ

とによって新たな債務リスクとして、これまでは地方政府の債務リスクと国有企業の債務

リスクが焦点だったのですけれども、 近、中央銀行が懸念しているのは、家計部門の債

務リスクが急速に上がっていること。これは住宅ローンの負担が大変に重くなってきて、

新たな債務リスクが出てきているということなので、そこを避けようとすると住宅市場を

冷やさなければいけない。住宅市場が冷えれば、不動産開発投資はタイムラグを置いて下

がってきます。そういうことを考えると、マクロ経済の先行きについても幾つかひっかか

るところはあるかなと思っております。 

○露口教授 日中関係ですけれども、16年秋ごろから改善してきているというのは実感で

きるところですが、日本として一帯一路に協力すると打ち出している一方で、インド太平

洋戦略という、何となく一帯一路とぶつかりそうなことも言っています。中国側から見る

と少しわかりにくい感じがあり、日中関係の改善が 後まで行き切らないのかなというと

ころがあるのですが、瀬口さんが中国に出張されたときに中国側からそういう質問が出な

かったか。もし出たとしたら、瀬口さん自身はどのようにご説明されているのか。あるい

は、中国はどう見ているのかについてご説明いただけるとありがたいと思います。 

○國分座長 全部で13か14ぐらい質問が出ました。私も１つ。 

 日米関係の捉え方が私のこれまで見てきた視点と少し違うのです。それは、90年代ぐら

いに日米中関係の研究プロジェクトは、ものすごくたくさんありました。 大のテーマは、

中国という、発展途上ではあるが、異なる社会・経済・政治体制を持った国家がどのよう

な方向性をこれからとるのかといったときに、中国が国際的な既存の秩序を十分に取り入

れる形で発展していくことを支援していくというか、それを後押ししていく意味でのエン
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ゲージメントとか、あるいはステークホルダーという議論でした。結局、日米中関係とい

うのは中国の国際秩序への参入を促進する意味があったと思います。 

 ところが、瀬口さんのご報告を聞いていて、アメリカが少し元気がなく、中国がどんど

ん大きくなってきている、つまり、質的な面ではなくて、あるいは構造的な問題ではなく

て、量的な問題で日米中関係を捉え直すべきだというお話だったのです。中国は今、ご承

知のように、既存の国際秩序に対して相当反発を示しているわけです。今アメリカの中で

出てきている 大の批判は、中国が既存の秩序を壊そうとしているというところにあるわ

けです。日本でも、先ほどから出ているような議論は、やはり中国を国際ルールの中にと

いうのが基本的なスタンスだと思うのです。 

 その意味で、日米中関係というのは、もう既に中国が大きくなったのだから、日本とア

メリカはそれに従って、中国の透明性だとか、国際秩序の中でどういう建設的な役割を果

たすのかという部分はもういいということになってしまうのか。私は、そこは議論が違う

のではないかと思ったものですから一応申し上げておきたいということであります。 

○瀬口委員  

 まず、高原先生からのご質問でありますが、設備投資の民間企業と国有企業との比率は

２対１ぐらいの割合で、全体の３分の２が民間なので、民間のウエートのほうが大きいで

す。ですから、このグラフを見ても、民間のほうの上がり方はそんなに大きくないですけ

れども、国有のほうは大きく下がっている。それでも全体はそんなに下がっていないとこ

ろを見ても、民間のほうが全体を動かすインパクトは大きくなっています。 

 過剰在庫、特に過剰設備の廃棄が失業をもたらしたのではないかという問題は、確かに

地域別に見ると相当深刻な影響を及ぼしています。特に東北３省に関しては大変深刻な状

態になっていまして、その地域だけは、ほとんどゼロ成長に近い。これは、過剰在庫・過

剰設備の廃棄が集中的に行わざるを得ないひどい会社が多いので、 近は２～３％成長が

せいぜいで、悪いところだとゼロ成長になっているような状況であり、その地域だけ別世

界になっているのはこの影響が色濃く出ています。したがって、中国全体は6.7％成長で

すが、東北を除くと７％を超えた成長率になっていることを意味しています。 

 その意味で労働需給も、中国全体をまとめて先ほど見たような需給になっていますので、
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マクロとしては一応吸収できています。 

 ３点目ですが、アメリカの企業の動向がどうなっているか。実は、今回の欧米と日本の

企業は逆方向を向いていることに気がつかされた一番 初のきっかけはここにあったので

す。アメリカのワシントンとニューヨークで今から１年半ほど前に、上海にある米国商工

会議所の会頭が、「アメリカ企業の中国ビジネスに対するスタンスは慎重化しています。

それはアンケートから見ても明らかです。」と発表したのです。それを受けて、ちょうど

一昨年の秋ぐらいからアメリカの中国専門家の人たちが、アメリカ企業は中国に対してス

タンスを変えたというふうに認識を変えました。それを私は今から１年半ほど前に聞かさ

れて、日本と真逆だなと感じました。日本はちょうどその頃に本田武漢の第三工場が立ち

上がり、他の地域でもいろんな工場の建設が相次いだことなどから、風向きが変わり始め

ました。特に17年に入ってからは日本がさらに加速する方向にあるのに対して、アメリカ

は逆方向を向いている。 

 確かに今の数字だけ見ると、アメリカだけ欧米の中ではまだプラスになっているのです

が、この数字とは関係なく、アメリカ企業全体としては中国に対して明らかにネガティブ

になっているとアメリカの有識者の人たちはみな考えています。その一番大きな原因にな

っているのは通信です。アメリカの通信分野、今アメリカが世界を一番牛耳っている産業

において、中国は徹底的にアメリカを排除しています。ツイッターもフェイスブックもグ

ーグルも全て排除してしまっています。それに対してアメリカが、自分の一番強い産業に

対してここまでひどいことをやるのかという問題意識が共有されて、中国に対して強い反

発になっているというのが一番大きな原因だと聞いています。 

 もう１つは、アメリカがネガティブになってきたのは2014年、15年ぐらいから始まって

いることですが、ちょうどそのころから中国の国内マーケットにおいて日用品における中

国の地場企業の競争力が強まってきていて、アメリカ企業の持っていた市場シェアを急速

に奪い取っていったのです。自動車はまだいいのですけれども、特に日用品等のアメリカ

企業の収益が低下をしているので、企業の業績がまだら模様になってきている。自動車や

薬はまだ調子がいいですけれども、調子が悪いところも出てきている。通信は入れてくれ

ない。こういうことが出てきて、アメリカの中国に対する見方がネガティブになってきて
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いるというのが今のアメリカの動向であります。 

 以上が高原先生に対するお答えです。 

 内藤先生ですけれども、企業の二極化が進んできているというのは全くそのとおりで、

今日は、十分な時間がなく、詳しく説明ができなかったのですが、まさに今年の設備投資

に典型的にあらわれています。二極化のプラスの強いほうは新興産業で、先ほど好調業種

と言った自動車、スマホ、半導体、液晶等ですが、これは稼働率もほぼフル操業ですので、

需給が改善すると設備投資につながります。その一方で、伝統産業である鉄鋼、石炭、造

船、アルミ等々はほぼフルに近づいてきていると聞いています。鉄鋼に関しては数字の上

では稼働率は85％ながら、実質的には環境規制が強化され、動かせない設備が増えてしま

っているため、実質的にはフル操業に近い状態と聞いています。しかし、電力、造船、ア

ルミは、まだまだ非常に低い稼働率で、多少収益率が上がろうが稼働率が上がろうが全く

設備投資には結びつかない状況が続いており、新興産業とは全く違う構造になっています。 

 したがって、そのような産業に関しては引き続き構造改革をやるように言われているの

で、設備は減っていく。一方で、元気な産業は設備が伸びていく。その合成として今年の

設備投資は緩やかな減少傾向がまだ続くのではないかという見通しが一般的です。それに

対して、一部に、ひょっとすると新興産業が全体を押し上げて設備投資全体の伸びが高ま

っていく可能性もあるという２つの見方があるのは、まさに内藤先生のご指摘が背景にあ

る先行きに対する見方になっています。 

 ご心配だったリスクの問題を先送りするような構造改革に対するスタンスになっている

のではということに関しては、あまり心配されておらず、そこは一生懸命やっている。や

っているからこそ下押し圧力がまだ続いていて、これだけ強い産業があるにもかかわらず、

先行きをまだ緩やかな低下傾向が続く可能性が高いと見られているというのが今の状況で

あります。 

 企業債務に関しても、一時大幅に上昇した企業債務は、この一、二年伸び率が低下して

います。それは、金融リスクの防止や地方財政改革に徐々に取り組み始めた結果として、

不動産関連の地方企業債務が増えなくなってきているという政策効果が出ていることを反

映しています。しかし、増えなくなっているだけで、減っていないのです。今回中国政府
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が重点課題に掲げた金融リスク防止というのは、これを減らそうということを狙っている

ものであります。したがって、財政面でもまだまだ企業債務の問題、地方の政府債務の問

題は厳しい問題として認識されています。 

 ２点目の一帯一路に関する日本とアメリカはどう考えたらいいか。時間の関係上、簡単

に説明しますが、私の基本的な考え方は、中国が発展すれば、当然その恩恵は日本に返っ

てくるので、中国の発展に寄与するようなまともな一帯一路関連のプロジェクトであれば

応援するべきだし、中国国内でも不良債権になるような一帯一路関連投資の問題が今相当

批判されていますから、そういう案件は早くやめた方がよいとアドバイスしてあげること

じゃないかと思います。アメリカも本当はそうしたいのですが、アメリカは議会の反対が

強くてそうはできないというので、アメリカの有識者は「自分たちが動けないのだから日

本がやってよ」ということを私に対して随分前から言い続けています。 

 齋藤さんのご質問ですが、消費が今年落ちるのではないか、というのは、今回の出張で、

金融リスクの防止を重点課題に掲げた背景と並んで私自身が も心配して集中的にヒアリ

ングをしたテーマだったのです。結論としては、今のところ乗用車に対する減税措置が終

わり、マイナス効果はあるのですけれども、それでもそのマイナスインパクトをのみ込ん

でいくぐらいの消費環境のよさがあるので、当面は大丈夫ではないか。特に去年あたりか

ら強くなってきているのが、衣食住ではなくて、教育、レジャー、娯楽、健康関連等の需

要が増えてきて、これらが構造的な下支え要因になって消費がよくなってきています。ま

た、e コマースの発展によって消費の利便性が高まってきているので、飲食だとか、簡単

に物を買えるようになった人たちがつい物を買ってしまうというのもプラス効果として構

造的に効いています。その辺が自動車減税の終わったあとの消費の若干の落ちこみをカバ

ーしていくというのが今のところの見方のようです。 

 2030年代の景気後退の背景については、これは何か特定の要因を想定しているわけでは

ありません。ただ、10年か15年に１度、世界経済において必ず何かが起きています。1990

年ごろには米国でＳ＆Ｌの問題が起き、日本ではバブル経済が崩壊しました。97年にはア

ジア通貨危機が起きて、日本では金融危機が起きました。2008年にはリーマン・ショック

が起きています。こんな格好で世界経済では10年に１回ぐらい何か大きい事件が起きてい
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ますので、2025年から2040年の15年の間に何も起きないことはないだろうというのが私の

議論の想定です。実際に何が起きるかということは、おっしゃるとおり、債務問題かもし

れませんし、少子高齢化が加速して、それが財政を悪化させてしまう。景気後退を防ぐた

めに金融を緩和し、その副作用でバブル経済が生じて、そのバブルを潰しにいったら不良

債権が増大して国がダメージを受けてしまうというリスクもある。というのが想定される

問題のイメージです。他にも、欧州の財政金融危機が再燃して、欧州発の世界不況みたい

な可能性もあると思います。 

 小嶋さんからのお話ですが、日中関係が明るいのに対して、アメリカが中国に対して慎

重になっている原因は、先ほど申し上げましたアメリカの通信分野の有力企業に対する参

入制限や日用品の産業問題がベースになっています。そういうアメリカの経済面での慎重

姿勢が日中関係、米中関係にどう及ぼすかというご質問だったのですが、私自身は、日本

の立場で考えると、日米関係に関しては、同盟国ですから、この関係はきちっと保ってお

かないと逆に安全保障の面で中国とのバランスが崩れるので、日米の安全保障を強化する

ように、日本の役割はさらに増すと思っています。私は防衛費増加論者ですので、今の防

衛費では足りないと思っています。特にサイバー面のリスクを軽減するためには大幅な防

衛費の予算拡大が必要だと私自身は常に思っています。 

 その一方で、世界経済への貢献という意味では、日中が互いに協力してアジアを発展さ

せ、世界に貢献していくことをやらないといけない。そういう日本の責務もありますので、

その経済面と安全保障面の両面をうまくバランスをとりながら、中国に対してもアメリカ

に対しても不信感を抱かせないような格好で外交を展開していくことが非常に重要です。

そのためにも首脳間の頻繁な往来、信頼関係を強化するコミュニケーションはますます重

要になってくると思っています。 

 トランプの対中姿勢は長期的かどうか、次の政権がどうなるかというのはよくわかりま

せんが、ただ、アメリカの世界におけるステータスの低下は、経済の相対的な弱体化を考

えると、もう止められないのではないかと私自身は見ています。アメリカの多くの国際政

治学者も同じように見ています。1970年代ぐらいからその見方は始まっていて、米国の国

家としての繁栄のピークは過ぎたと言われている。それがここにきて加速してしまったと
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見ているというのが全体像だと思います。その状況下で日本はこれまで日米関係を大変重

視してきましたけれども、今後も長期的にそのままで大丈夫かというのは考えなければな

らない課題であると思います。 

 関連して、國分先生の問題意識で、実は私自身も一番ここに自分の心配を置いておりま

して、どうしたらいいのだろう。これまで日本はアメリカを頼ってきた。アメリカがリー

ドする世界の運営に対して賛同し、それをサポートしてきた。しかし、アメリカがＴＰＰ

11にしても、環境分野のパリ協定にしても、自由貿易の問題にしても、どんどん世界のリ

ーダーシップを果たす役割を後退させてしまっている。日本としてどうしたらいいのだろ

うというのが私自身のベースにある問題意識です。では米国の代わりに中国でいけるかと

いうと、私は全くそんなことは思っていません。体制が異なる中国がそのまま世界を自分

の体制に巻き込んでいけるはずもない。 

 では、どうしたらいいのだろうということですけれども、今まではアメリカがヘゲモニ

ーを持って戦後の世界秩序の形成をリードしてきたわけですが、そのアメリカがその役割

から後退してしまっている。後退している中で、どこの国もアメリカの代替を果たすこと

はできない。ということは、みんなで何とか秩序維持を図るような仕組みをこれから新し

くつくっていかなければならない局面に今世界は入っているのではないか。これまでは国

連だとかＧ20だとかＧ７だとか、アメリカがつくったいろいろな枠組みがワークしていた

のですけれども、いよいよワークしにくくなっていくのではないか。その中で、どういう

国際秩序形成があり得るのか。 

 中国が主張している従来の国際秩序形成に対抗する意識というのは、実は西欧型、アメ

リカ、ヨーロッパがやってきた方式を変えずに、自分たちの立場をひっくり返して、従来

型のパワーポリティクスの世界でやろうとしているように見えます。しかし、その結果と

して今の世界の行き詰まりが生まれたわけなので、そこには抜本的な問題解決の答えはな

いのではないかと私自身は思っています。私自身は、そこを解決する問題提起というのは

日本が出していく立場にある。日本が21世紀に果たすべき役割があるのではないか。その

答えの１つは「陰陽相和す」という考え方ではないか。英語で言うと agree to disagree、

互いに違うものをそのまま受け入れる。確かに中国は体制が違う。でも、体制が違うこと
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を前提として、どうやって世界秩序の調和に貢献させるのか。貢献するようになれるのか。 

 例えば、今まではルールで縛るという発想があったのですけれども、結果でお互いに評

価し合うという方法もあると思うのです。ルールは破ったら罰則を受けるのですけれども、

結果に関しては、みんなで評価をして、この結果をどう反省して新たな行動に結びつけて

いくかというのは各国が自分で考える。すなわち各国が自分でＰＤＣＡを回す、というよ

うな世界秩序形成のあり方に移行していく。いわば「良心に基づいた」世界秩序形成です。

国際社会では良心は通用しないというふうに言われるかもしれませんが、各国自身のモラ

ルに基づいた世界秩序形成をしていく。そのモラルの共有関係を緊密に維持するのは、首

脳同士の緊密なコミュニケーションの中でお互いにプレッシャーをかけ合う形でできない

かというのが私の今抱いているイメージです。 

 それを推進するのは、政府ももちろん大きな重要な役割ですが、民間ベースのコミュニ

ケーションというのも非常に重要で、特に学者、有識者、この辺がお互いに強い連携を組

んで、政府に対してどうあるべきなのかを提言していくことがもっと重要になっていく。

その中で日本が何をやるべきなのか。もっと世界のために情報発信しなくてはいけないの

ではないかと今思っている次第です。 

 その意味で、露口さんがおっしゃったインド太平洋の戦略については、あまり適切な政

策ではなかったのではないかと考えています。やはり、中国が提唱する一帯一路に対して

対抗するパワーポリティクスの世界に持ち込んでしまったような印象を与えます。日本は

もっと高い次元から、一帯一路もあるけれども、それを世界の中でどう生かすのかという

高い視点から、もっと大きな戦略を打ち出すべきだったと思います。あたかも一帯一路に

対抗するような地政学的イメージを持たせる名前付けをしてしまったので、ちょっと印象

がよくなかったのではないでしょうか。 

 結局、中国政府に対して日本政府は、あれは一帯一路も含んで一緒にやるのですよと説

明したので、中国政府は日本に対する批判の矛をおさめているのですけれども、 初から

ああいうコンセプトではなくて、もっと大きなコンセプトで、agree to disagree みたい

なコンセプトを提示して一緒にやっていこうという部分があればよかったのではないかと

思っています。 
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 田中さんのコメントは大変参考になりました。勉強になります。これを持ち帰って、次

のヒアリングのときにもう一回勉強し直したいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 以上です。 

○國分座長 どうもありがとうございました。まだここから議論が続きそうですけれども、

今日は時間が参りましたので、ここまでにしていただいて、いずれにしても刺激的な議論

を展開していただいて、きわめて活発な議論ができましたことを感謝申し上げたいと思い

ます。 

 本日の研究会はここまでとなりますが、事務局からお願いします。 

○三ッ本国際交流課長 事務局からのご連絡です。 

 今後の中国研究会につきましては、詳細が決まり次第、また皆様にご連絡させていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○國分座長 それでは、どうもありがとうございました。 

午後４時07分閉会 

 


