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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、お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30年度第３回中国研究会を開催したいと存じます。 

 本日は、大変お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。 

 事務局から１点だけ事前のお断りをさせていただきます。本研究会でご議論いただきま

した内容に関しましては、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ございます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、議事進行をここから座長の國分先生にお願いしたいと存じます。國分先生、

よろしくお願いいたします。 

○國分座長 皆様、こんにちは。年度末に入って、皆様お忙しい時期かと思いますが、テ

ーマの中国が今あらゆる問題にかかわっているということでいろいろなところで話題とし

て持ち上がっております。こうした中、本日も３人の委員の方々に非常に刺激的なテーマ

でお話をいただいて、また活発な議論をしたいと思います。 

 まず初めに、「中国経済情勢―米中貿易摩擦の影響を中心に―」というテーマで野村資

本市場研究所シニアフェローの関志雄先生に、お２人目は「習近平政権下の政治―集権化

とその意味―」というタイトルで慶應義塾大学法学部准教授――４月から教授ですけれど

も、小嶋華津子先生に、最後には「補助金まみれなのかイノベーティブなのか：中国の市

場経済の特徴と通商政策上の課題」、刺激的なテーマですね。これについては学習院大学

経済学部経営学科教授の渡邉真理子先生にお願いすることになっております。 

 それでは、まず初めに関志雄委員にお願いしたいと思います。「中国経済情勢―米中貿

易摩擦の影響を中心に―」ということです。よろしくお願いします。 

○関委員 それでは、私から米中貿易摩擦の影響を中心に中国経済情勢について報告させ

ていただきます。 

 2018年来の関税引き上げ合戦に象徴されるように、米中間のいわゆる貿易摩擦はここに

来てもはや貿易戦争の域に達しています。また、摩擦の範囲も貿易から技術移転のほうに

移りつつあります。その影響は、目先の景気動向にとどまらず、中長期の中国経済の成長



 - 2 - 

性にも及ぶと懸念されています。 

 そもそも何で貿易戦争が起こるのか。今までもいろいろな摩擦がありましたが、「戦

争」まではいきませんでした。表の原因は、ここ（スライド１）にありますように米国の

貿易赤字です。金額そのものも非常に大きく、その約半分は中国が占めています。しかし、

これは恐らくあくまでも問題の氷山の一角にすぎず、仮に二国間の貿易不均衡がなくなれ

ば摩擦がおさまるのかといったら、おさまらないでしょう。 

 本当の理由は何なのかというと、１つ目は、アメリカが中国を脅威として捉えるように

なったということです。その最大の原因は、言うまでもなく中国の経済力の向上です。

2018年８月の人民日報の解説を拝借しますと、アメリカは常に２番目の経済大国をライバ

ルとして見て、その経済規模がアメリカの６割を超えようとするときに何か対策をとり、

それを潰さなければならないという考え方を持っています。実際の数字を確認してみます

と、中国の場合は、足元の数年間、確かにちょうどアメリカのＧＤＰの６割を超えるよう

になりました。さかのぼった90年代初めに、円高もあって、一瞬ではありますが、日本の

ＧＤＰ規模もアメリカの６割を超えましたが、まさにその当時は日本とアメリカの間の貿

易摩擦も盛んでした。 

 それだけではなく、アメリカから見ると、中国は政治制度、経済制度の面においても、

西側が標榜する民主主義と市場経済、資本主義とは大きく異なっています。これも昔の日

本異質論を思わせるような議論ですが、もちろん今回の中国の場合はアメリカとの違いが

さらに大きいということになります。経済制度に限って言えば、中国は、自称社会主義市

場経済、海外では国家資本主義と呼んだり、開発的独裁と呼んだりしています。呼び方は

ともかくとして、その中身は、市場の力、また民営企業の力を生かしながら、いまだ広範

囲にわたって政府が市場に介入しているというものです。国有企業の果たす役割もまだ大

きいです。従来の５カ年計画に加え、中国製造2025に象徴されるように、中国はいまだ産

業政策を行っています。その中でも補助金などを出して競争力のある産業を育てようとい

う政策の実施は、アメリカから見ると、補助金をもらえない外資系企業にとっては不公平

な競争に当たり、ぜひ改めてほしいことになります。 

 以上の経済分野にとどまらず、この場でも話題になった、2018年10月４日のペンス副大
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統領のハドソン研究所におけるスピーチにおいて、中国の軍事拡張や社会統制の強化、借

金漬け外交、中国による米国への内政干渉など、経済以外の面においてもアメリカと中国

との対立が鮮明になってきました。1972年のニクソン訪中以来、アメリカの対中政策を一

言で言うとエンゲージメント、つまり関与政策で、このエンゲージメントという言葉は中

国が恐れている「和平演変」と意味が極めて近いです。要するに、アメリカは軍事力を使

わない平和な手段で共産党政権を転覆させることです。例えば中国のＷＴＯ加盟を応援し、

中国の経済発展そのものも応援します。マルクス的発想で言えば、中国経済が発展すれば

上部構造も変わっていくだろう、より西側に近づくだろうということを期待していました。 

 しかし、振り返ってみると、中国は経済だけが大きく膨らむ一方で、政治体制は何ら変

わっていません。ペンス副大統領がスピーチの中ではっきり言っていることですが、アメ

リカは非常に失望しました。だから、今までの中国に優しい政策をやめなければならない。

さすがに昔の対ロシアのような封じ込めまではいかないけれども、いろいろな形で中国の

発展を抑えなければならないと、抑止策の方向に転換してきています。経済面に限って言

えば、ここ（スライド５）にあるように、中国における市場開放を要求したり、対中技術

移転を抑えたり、ＷＴＯをはじめとする国際貿易体制の改革をしたりする、これがいわゆ

る対中抑制の３本の柱になります。その中でも極めて重要なのは真ん中の対中技術移転の

抑制ではないかと思います。 

 実際、今回の貿易摩擦のきっかけは、2018年３月に発表されたいわゆる中国を対象とす

る301条報告です。200ページの報告書の中で、貿易不均衡の話は、１回しか出てきません

でした。報告書の内容はどうなっているかというと、非常に忠実にこの題名どおり、「中

国の技術移転、知的財産、イノベーションに関する法律・政策・慣行についての通商法

301条に基づく調査結果」となっています。その中で特にウエートが置かれているのは、

中国は、合法的または非合法的手段を使って、直接投資を通じてアメリカの技術を取ろう

としている、という点です。 

 米中間の直接投資というときに、ごく最近まではアメリカの対中投資が中心になります。

ご存じのように、中国は産業政策の一環として国内の巨大な市場と海外の技術との交換と

いう政策をとってきました。自動車はその典型例です。高い関税を設けておいて、それで
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も中国で売りたいならば、現地生産、現地販売にしなさいというものです。そのときには

いろいろ技術移転の条件、出資制限をつけたり、必ず合弁という形にして、海外の持ち分

は50％を超えてはいけないというルールを設けたりしており、アメリカはこうした点を批

判しています。 

 その上、今話題になっているのが逆の方向の直接投資です。中国は2000年代に入ってか

ら、「走出去」――打って出ると訳されるのですが、対外直接投資を推進するようになっ

て、当初は国有企業による資源獲得が中心でしたが、近年は、民営企業による技術獲得の

ための投資が中心に変わってきています。それにあわせて対象地域も途上国からアメリカ

を始めとする先進国に変わってきています。 

 これに対してアメリカは極めて警戒しています。アメリカは、国家の安全保障を理由に、

外国企業による対アメリカへの投資、特にＭ＆Ａ、企業の買収に関しては対米外国投資委

員会（ＣＦＩＵＳ）がその審査を担当しています。当初、安全保障という定義が狭くて忠

実に軍事関連と解釈されていたのですが、だんだん拡大解釈されるようになって、ハイテ

ク分野におけるアメリカの世界における優位性が脅かされることも安全保障上の理由にな

り、これにかかわる案件が却下されるケースが増えてきています。一部は必ずしも十分な

法律の根拠がなかったまま進められる分もあったと思われます。その基準は一応、公式文

書にもこの表（スライド７）の形でまとめられています。 

 その法的根拠を与えるという意味合いも含めて、2018年８月にＣＦＩＵＳの権限を強化

する形で、外国投資リスク審査近代化法に大統領が署名しました。特に今の議論と関係す

るところを１カ所だけ申し上げると、もともとは、仮に重要な技術、重要なインフラ、機

密性の高いデータを持つアメリカ企業を買収する場合でも、マジョリティ出資などを通じ

て、対象企業を支配することがなければ審査の対象になりませんでした。今回の法律の制

定を経て、仮にシリコンバレーでこれから伸びるような企業にベンチャーキャピタルのよ

うな投資で５％、10％出資するのであっても、最終的に何らかの形で技術を入手するので

あれば、ＣＦＩＵＳの審査対象になります。結果として、従来のようにＭ＆Ａという形で

アメリカのハイテク企業を買収することは中国にとって極めて難しくなってきました。 

 実はこの法律が成立する前、特にトランプ大統領になってから、ＣＦＩＵＳの承認を得
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られず、結果的に断念せざるを得なかった案件の多くは中国企業が買収側にかかわってい

ることになります。 

 中でも有名なのは、ここ（スライド10）にあるキャニオン・ブリッジという国有資本が

入っている投資ファンドによるアメリカの半導体の会社を買収する案件、もう１つはアン

ト・フィナンシャル、ご存じのように、これはアリババの傘下にある金融会社でアリペイ

（支付宝、Alipay）を運営しているところです。同じフィンテック企業であるアメリカの

MoneyGram International を買収しようとしましたが、これは個人データ、中には軍人の

データも入っていることを理由に却下されています。ＣＦＩＵＳの管轄範囲ではありませ

んが、今話題になっている華為の件、または2018年のＺＴＥの件も全く今の貿易戦争と無

関係であると思っている人は少数派ではないかと思います。 

 アメリカとの貿易戦争について中国政府はどういうスタンスをとってきたのでしょうか。

また、中国の国内においてはどういう議論がされてきたのでしょうか。私なりに整理して

みると、タカ派とハト派という２つの考え方がありまして、当初は全くタカ派の議論しか

公式メディアには出ませんでした。戦って勝つという論調一色でした。しかし、だんだん

中国経済の状況が悪くなって、言い方は悪いのですが、少し中国が劣勢を強いられている

ことが明らかになった段階で、もう一方のハト派の主張が主流になってきて、政府の政策

にも影響が及ぶようになったと私は見ています。 

 タカ派とハト派の違いを一言で言うと、勝てると思っているのはタカ派で、戦っても勝

てないと思っているのがハト派です。時間が経つにつれ、タカ派の判断は間違っているこ

とが明らかになってきました。先ほど触れた経済状況が悪化していることに加えて、実は

意外にトランプ大統領はアメリカ国内の世論にも支持され、国際社会においても必ずしも

孤立していないことがわかってきた。ハト派は、勝てないと思っているだけではなくて、

彼らはＷＴＯ加盟の経験を念頭に置いて、日本で言う外圧ですが、アメリカが要求してき

たことは、別にアメリカから言われるまでもなく、本来は中国が自ら進んでやっていくべ

きことでもあると思っています。習近平政権になってから、むしろ市場化改革のペースが

非常に遅くなって、一部では、国進民退に象徴されるように、後退する場面も見られてい

るため、今回の外圧を、改革を加速させる絶好のチャンスとして捉えるべきだと考えても
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います。最初はこういう意見は国内ではなかなか発表されず、中国の学者の意見であって

も、海外、香港やシンガポールの新聞で発表されるケースが多かったです。 

 しかし、2018年９月24日に中国は「中米経済貿易摩擦に関する事実と中国の立場」とい

う題で白書を発表しました。あまり海外では話題になっていないのですが、実は英語版も

あります。その内容は、意外にと言うと少し語弊がありますが、従来のトーンと変わって

いて、この８項目からなる中国の基本方針（スライド12）の中で特に注目すべきは、真ん

中の辺りです。曖昧な総論ではありますが、基本的にアメリカが要求してきたことです。

これはまさにその後の米中交渉の土台となっていると私は見ています。 

 話の後半は、今後の景気と中長期の成長性のほうに移りたいと思います。 

 中国経済への直接的影響は、言うまでもなく、関税が上がる分、輸出が伸びなくなると

いうことですが、実はこの効果は当初必ずしも鮮明ではありませんでした。その理由の一

つは、消費税引き上げの前に駆け込み需要が発生するのと同じように、アメリカの関税引

き上げが実施される前に、前倒しして輸出する動きがあったからです。しかし、11月以降、

その反動が見られるようになりました。駆け込み輸出のＧＤＰ成長率への影響については、

2018年の第３四半期くらいまではプラスで寄与したと見られますが、これからは逆にその

反動で成長率を押し下げる要因として働きます。 

 また、金融市場においても、代表的な指標は株価ですが、上海総合株価指数は一時、貿

易戦争勃発前と比べて３割近く下がりました。ようやく2018年12月の米中首脳会談を経て

最終解決策がまとまるのではないかという期待のもとで、足元では戻ってきています。 

 しかし、経済のほかの指標を合わせてみれば、まだ景気減速は当面続くだろうと見てい

ます。ＰＭＩも３カ月連続して、景気判断の基準となる50％の線を割りましたし、工業生

産にしても、消費の指標としての小売売上、または投資の指標としての固定資産投資、い

ずれも鈍化の方向に向かっています。 

 こうした中で、リーマン・ショック後のようにもう一度景気対策が必要ではないかとい

う議論がまた盛り上がっています。実は意見が分かれるところで、それに反対する意見も

あります。景気対策は必要だと一番強く主張してメディアへの露出度も最も高いのは社会

科学院の余永定先生です。彼は景気対策が必要だというスタンスをとっています。私はど
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ちらかというと反対側の立場に立っています。その意見の分かれるところは景気判断、金

融政策の有効性、財政政策の有効性、インフレを通じた影響、人民元レートへの影響、住

宅バブルへの影響、金融リスクへの影響など、多岐にわたっています。時間の関係で、主

に反対側の論理を中心に説明したいと思います。 

 対策が必要なのかどうかは結局今の景気をどう判断するかにかかっています。景気が悪

くなっているのは確かですが、非常に悪いのかそれほど悪くないのか、意見が分かれてい

ます。教科書どおりで言えば、完全雇用に近いところであれば景気対策をやっても結局イ

ンフレになるだけで、生産は増えません。 

 景気が非常に悪いという方は、主に成長率が低くなっていることを強調しています。

2018年第4四半期の6.4％はちょうどリーマン・ショック後の2009年の第１四半期と同じ水

準になっています。当時は４兆人民元の景気対策を打ったので、今回も同じことをしまし

ょうという議論です。しかし、私はそれには反対です。労働市場では、求人倍率は足元で

1.27倍、史上最高の水準となっており、完全雇用が達成されていると見られます。成長率

は同じなのに、前回の求人倍率は0.85でした。なぜこんなに差が出てきたのか。一言で言

うと、労働市場において非常に大きな変化が起こっていて、この10年間、中国は急速に労

働力過剰の状況から不足の状況に変わってきて、それにあわせて潜在成長率そのものが大

幅に低下してきたからです。従来の10％成長を基準にすれば6.4％成長は不況で景気対策

は必要になるのだけれども、今の実力が実は6.4％前後しかないということになると、実

績値はそれに見合っており、余計な景気対策などを実施すると、その副作用のほうがむし

ろ大きい。 

 では、副作用とは何なのでしょうか。１つ目は、インフラ投資を中心とする景気対策を

実施した場合、恩恵を受けるのは国有企業になりますが、その結果、すでに顕著になって

きた国進民退という現象がさらに進んでしまうことが懸念されています。 

 ちなみに、何で今、民営企業の立場がますます厳しくなってきているのか。一つの原因

は、中国の企業を理解するときには大事なポイントですが、中国の場合、サプライチェー

ンに沿って言えば、川上であるほど国有企業のウエートが大きく、川下、消費者に近いと

ころになるほど民営企業中心に変わってきています。この２～３年間、習近平政権のもと
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で、いわゆる供給側改革と称して過剰生産能力を抑えようとしています。特に鉄鋼とか石

炭とか、今の話に沿って言えば川上のところで供給がぐっと下がって、下がった分ＰＰＩ

が高くなりました。そのおかげで川上の企業にとっては、これは自分の産出価格ですので、

量は増えなくても売上金額ベースで増えていて、結果として利潤が増え、一部は債務の返

済に充て、債務比率も改善します。だから、その意味に限って供給側改革は成功したこと

になります。 

 しかし、川下にある外資系企業も含む非国有企業は、川上の国有企業が売り出している

原材料とか生産財を買わなければならない立場にあるため、インプットの価格が大幅に上

昇する一方で、ＣＰＩ、消費者物価にはなかなか転嫁できない。その結果、どんどん利潤

が薄くなって、一部は耐えられなくて潰れかけて国有企業に買収されるものもあります。

もし景気対策をやると、ますます国有企業に有利になるのではないでしょうか。 

 為替レートへの影響については、私はどうしても2015年のチャイナ・ショックのことが

頭から離れないのですが、当時、株価も大きく下がって、為替レートも大幅な人民元安が

進んでいて、一種の為替の切り下げ期待と資金流出（一部のキャピタル・フライトも含

め）の間にひとつの悪循環ができていました。これを最終的に断ち切ったのは資本規制の

強化で、当時導入した措置の多くはいまだに残っているのです。今もし金融緩和をすれば

再び同じ状況が起こらないのかと私は心配しています。 

 中国では、住宅価格が高騰しており、一部の地域ではバブルの域に達しています。例え

ば日本でよく使う住宅購入価格が年収何年分に相当するかという計算をしてみると、深圳

は40年分。どう見てもバブルです。また、金融緩和してじゃんじゃん流動性を出すとバブ

ルがさらに膨らんでしまうのではないでしょうか。短期的にはそれもいいかもしれません

が、いずれバブルが崩壊するという形でそのツケが回ってくるでしょう。 

 また、海外でも話題になっているのが、債務の問題です。対ＧＤＰ比で見た民間非金融

部門の債務比率は、金融危機に見舞われ調整せざるを得ないバブル崩壊前後の日本、アジ

ア通貨危機のころのタイ、リーマン・ショック前後のスペインと比べて、レベルで見ても、

傾向線との乖離で見ても大きく、ＩＭＦやＢＩＳが中国に対してイエローカードを出して

います。先ほど言ったように、供給側改革のおかげでせっかく債務問題は少し落ちつくよ
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うになりましたが、もう１回景気対策をやろうとするとまた悪化するのではないでしょう

か。次に来るハードランディングのリスクは高まることになります。 

 最後に、中長期の影響について一言つけ加えたいと思います。 

 中国は、2010年ごろまではいわゆる高度成長期に当たって年平均10％くらい成長してい

ました。ここ（スライド24）では、95年から2011年までの9.9％の成長率を成長会計とい

う形で要因分解しますと、労働投入量の拡大による分と資本投入量の拡大による分、残り

は全要素生産性（ＴＦＰ）の上昇、この３つの部分から成ります。その後、労働力は過剰

から不足に変わってきました。その背景には、生産年齢人口が減ってくることに加え、出

稼ぎという形で大量の労働者が都市部へ移住してしまい、農村部の余剰労働力が枯渇した

といったことがあります。この0.7％という労働力の寄与度は恐らくもうマイナスになっ

ています。資本投入の寄与度については、貯蓄率の低下――これも高齢化社会の到来を反

映している部分があるのですが、それを反映して従来の5.3％の寄与度はもう実現できな

くなる。こうした中で生産要素の投入量の拡大から生産性の上昇へという、いわゆる「経

済発展パターンの転換」が求められています。 

 実際ここ（スライド25）から読みとれるように、貯蓄率、ひいては投資比率が下がって

きているだけではなくて、それ以上に経済成長率が下がっています。投資比率を成長率で

割ってみると限界資本係数になりますが、これは高ければ高いほど投資効率が悪いことを

意味します。この10年間は限界資本係数はどんどん上がってきています。つまり、その分

だけ、中国における投資の比率だけではなくて、効率も悪くなっているということです。

先ほどの３分類では、ＴＦＰの上昇は残差という扱いですので、投資効率の悪化はＴＦＰ

が下がってくる形であらわれています。 

 アメリカとの貿易摩擦が中国の中長期の成長性に対してどういう影響を与えるのでしょ

うか。もし関税が高いままなら、中国からの輸出は採算がとれなくなって、いわゆる「雁

行形態」に沿って、一部の労働集約型産業がよりコストの安い、主に東南アジアの国々に

移されるでしょう。労働力不足とそれに伴う賃金上昇をきっかけにすでに始まったこの流

れは、一層加速することになります。 

 それ以上に懸念されるのは、中国は海外からの技術獲得がますます難しくなってくるの
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ではないでしょうか。仮説の域を超えていないと思っていましたら、最近出た数字では、

中国の対米直接投資が2016年の460億ドルをピークにその後どんどん下がってきまして、

2018年は48億ドルまで下がっています。先ほどのＣＦＩＵＳの審査が厳しくなった分と、

中国自身も資本規制が厳しくなったこと、両方の相乗効果でこういう結果を招いています。 

 労働市場の話で言うと、中国は豊かにならないうちに老いていく。これは中長期の成長

性を抑える重要な原因の１つです。その上に、今回の貿易摩擦の結果、中国は一人前の先

進国にならないうちに、2018年の１人当たりＧＤＰは9700ドルですが、海外から安いコス

トで技術を導入できる後発の優位性も発揮できなくなるというダブルパンチで、もしかし

たら今は潜在成長率6.4％前後と申し上げましたが、それも維持できないという困難な局

面を迎えています。 

 これに対して中国政府としてはどういう政策が考えられるのか。投入量の拡大では、一

人っ子政策を緩和するなどいろいろやってみましたが、それほど効果が期待できません。

やはり生産性をいかに上げていくのかというのが最重要なテーマになります。概念として

は、イノベーションを促進することと、資源――労働力だけではなくて、資本と土地も含

めて、生産性の低い部門からより生産性の高い部門に移していけば国全体の生産性は上が

っていきます。 

 対米摩擦を念頭に置けば、海外からの技術導入が難しくなってきている現在、中国とし

ては自主研究開発能力を高めていかなければなりません。アメリカからの技術導入が無理

であれば、日本やヨーロッパ、イスラエルなどの技術の供給源の重要性は相対的に高まる

でしょう。最近、中国は日本との関係改善に努めています。その背景には、アメリカの代

わりに日本から技術を入手しようという発想が隠れているのではないかと私は解釈してい

ます。 

 もう一方の資源の再配分に関しては、所有制改革はカギとなりますが未完のままです。

本来、国有企業改革のファイナルアンサーは民営化ですが、今の政府の政策のもとではな

かなか進みません。そのあたりについては恐らく後の渡邉先生の報告の中にも詳しく説明

があるかと思います。 

 時間もちょうど30分たちましたので、この辺で私の話は終わらせていただきます。 
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○國分座長 どうもありがとうございました。 

 たくさん質問があるかと思うのですが、まず私が２つ出しておきたいと思います。 

 １つは、今起こっている中国経済の悪化という現象を米中の経済摩擦が原因と見るのか

どうかです。つまり、外部的な要素と見るのか。あるいは、もともと内部的にあった問題

がこれを契機に噴出してきたと見ることのほうが正確なのか。 

 もう１点は、米中摩擦の中で確かに今中国ではいわゆるハト派がもう一度頻繁に出てき

ている現象はあるのでしょう。ただ、問題は、再び米国に頭を下げても、ハト派だろうが

タカ派だろうが、最終的なものは同じではないのか。自分らの利益ばかりを守ろうとする

ところにあるのではないかというのがアメリカの怒りのような気がするのですが、この点

についてのコメントをお願いしたいと思います。 

 それでは、委員から質問が上がってまいりましたので。 

○齋藤委員 ありがとうございます。私からは３つ質問させて頂きます。 

 まずスライド27にあります、生産性をいかに高めるのか。今のご説明ですと、海外、特

にアメリカからの技術導入が難しいとのことです。所有制改革、これは国有企業の改革で

すけれども、長年言われていても改革は非常に難しい中で、関先生は、中国で生産性を高

めるのは難しいとご判断されているのかどうか。これが１点目です。 

 ２点目については、スライド14で貿易摩擦の影響を受けた米中株価の推移というチャー

トがございます。これを見たときに、10月より前は株価が二極化していて、10月以降は、

水準は違うのですけれども、同じ動きをしているように見えます。つまり、一つの出来事

に対する反応が変わってきたかのように見えるのですけれども、これはどのような背景が

あると分析されているのか伺いたいと思います。 

 ３つ目については、米国の対中国政策が関与から抑止へ変化しているとの話の中で、中

国が欧米と異なる政治経済体制を維持しているというご指摘がありました。一般的に所得

が上がっていくと民主化の要求が高まると言われる中で、中国でそれが起きていません。

ただ、見方としては、閾値がもっと高いところにあるからで、いずれ民主化という要求が

高まったり、民主的な政治体制になっていくのではないかという期待もあるようにも思う

のですが、そのあたりをご教示いただければと思います。 
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○田中委員 私は２つです。 

 １つは、私は、中国の統計は嘘だとか、成長率がでたらめだとかいった意見には、あま

り与しないほうですけれども、さすがにここしばらく中国経済を客観的に見ている人の中

でも、少し実際より高過ぎるのではないかという話が出てきているように思います。人民

大学の教授みたいにゼロとかマイナスはやや行き過ぎだとしても、これだけ自動車産業が

不振で工業が停滞しているときに本当にこれだけの成長率を維持できるのだろうか。それ

ほど３次産業は強力なのだろうかということです。いろいろとほかのエコノミストが工業

生産などで推計したものと実際のＧＤＰの乖離などを見ると、2015年ぐらいから少しずつ

数値が乖離しています。2015年はちょうど株式・為替危機があったときですけれども、あ

の辺から少しおかしいのではないか。ある程度高い数字を出さないとＧＤＰ倍増が達成で

きなくなるので、倍増するための計算が先にありきで、とにかく数字をつくっているのか

もしれませんけれども、今足元6.4％という実力が本当にあるのかどうかについてのお考

えをお聞きしたいと思います。 

 もう１つ、今、有効求人倍率は確かにものすごく良いですけれども、少なくとも今回の

政府活動報告を見ると、雇用についてかなり危機感がにじみ出ている感じがします。1100

万人以上の新規就業者増という目標自体は同じにしていますけれども、李克強は続けて実

績のほうに合わせろと言っています。実際は1300万人の実績があるわけで、1100万人の目

標ではだめで、実績のほうを維持しようと強く言っていますので、実際には目標をかなり

かさ上げしたのと同じようなことになっているのです。 

 それから、雇用の中身を見ても、これまでどちらかというと大学新卒生の就業をどうす

るかという問題を中心に雇用の部分は書かれていたのですけれども、今回の記述を見ると、

退役軍人と、もう１つは久しぶりに下崗職工（一時帰休者）という言葉が復活しています。

そういうことを考えると、国有企業なり、いろいろな企業の中でかなりリストラが始まっ

ていて、それがうまく３次産業で吸収できなくなってきているのではないか。今回は高等

職業訓練校の100万人定員を増やして、そこにとりあえず入れろという政策も出ています。

そういう政策が出ているということは、実際の足元は少しずつ雇用状況が悪化しているの

ではないかという感じがするのですが、その辺はどう見ていらっしゃいますでしょうか。 
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○國分座長 ありがとうございました。今年は建国70周年ですから、70周年の年に成長率

が低いと、というような配慮もあるのかもしれません。 

○高原委員 時間がないので１点。米中経済摩擦がこれからどう推移するかというのが本

当は聞きたいところです。その１つの問題としてアメリカの対中政策がどうなるのか。お

っしゃっている抑止政策ですけれども、抑止というと安全保障政策上ほかのことを意味し

ますので、抑制なのかなと思いましたが、曖昧です。どの辺を狙って、これから何をしよ

うとしているのか。そういう見通しがアメリカ側にないような気もするのですが、そこに

ついてどうご覧になっているのかお伺いしたいと思います。 

○内藤委員 私からも１点だけお伺いします。最後のスライドで、効率性、生産性を高め

るための方策として、所有制の改革が重要であるとあります。この重要性については、従

前から関先生はずっとご指摘になっておられ、国有企業改革を進める過程で、民営化が極

めて重要だということなのですが、一方で、現在、混合所有制改革が進められています。

これは曖昧なものだと思うのですけれども、混合所有制改革の狙い、あるいは混合所有制

が果たして本当に有効に機能するのかどうか、そのためには何が必要か、などについて、

先生のお考えをお聞かせいただければと思います。 

○江藤研究員 先ほど齋藤先生からもご指摘があったような政治への波及についてもう少

し伺いたいと思います。対米関係の悪化が、米国に対する怒りというよりも習近平政権に

対する批判へと転じている部分が、昨年来、特に知識人を中心として見られていると思い

ます。今後、米中関係の悪化が長く続くことによって、習近平政権に対する批判が、もち

ろんそれに対する抑圧という動きも強まるとは思うのですけれども、先生はどういった形

で推移していくと思われるかというのが１点目です。 

 もう１つ、今の全人代で議論されている外商投資法について、対内投資に対する法整備

が行われています。今回のお話を伺っていると、中国経済の課題は資源配分などのより構

造的な問題にあって、外国からの投資が増えたことによって大きく変動する問題ではない

ようにも思われたのですけれども、この法整備についてどう評価されるか。アメリカに対

する妥協として提示されているのか、経済に対してより実質的な意味を持つものと評価さ

れるのかという点でお話を伺えればと思います。 
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○小部副所長 冒頭の座長のご質問、それから高原委員のご質問と関連してまとめてお答

えいただければと思いますが、米中の経済貿易摩擦に関する中国政府の立場という点につ

いてです。スライド12にいろいろと掲げていただいておりますけれども、この４と５を見

ると、やや中立的なことを言っているようにも見えますし、先ほどのご説明でも、どちら

かというと、勝てると考えている人よりも勝てないと考えているハト派のほうが今はメー

ンになっているというご説明をいただいたところです。 

 足元で起こっていることを見ると、華為が国防権限法889条は米国憲法に違反している

のではないかという訴訟をするという話が出てきています。もしそうだとすると、中国で

の知的財産権を断固として守るとか、合法的権益を断固として守ると言っていますけれど

も、ここはもう少し攻めという性格もあわせ持ちながらこういう整理をされているのかな

とも見えなくはないです。そのあたりをどういうふうに見ておられるか少し教えていただ

ければありがたいと思います。 

○國分座長 すでに山のように質問が出ましたので、選択的にということでお答えをお願

いします。 

○関委員 恐らく政治に絡んでいるところは私の比較優位にあまり沿わないこともありま

して……。 

 まず國分先生の質問ですが、景気悪化の原因として、内部要因が大きいのか外部要因が

大きいのか。景気は、当初は、内部要因で悪化し始めて、2018年の後半から貿易戦争の影

響を受けてより深刻になってきたと見ています。内部要因というときに、先ほどの供給側

改革の説明の通り、国有企業は助かった反面、民営企業は苦しい立場に置かれるようにな

ったというのも一つです。ほかにも例えばシャドーバンキングに対する取り締まり強化は、

結果として資金繰りの悪化にもつながっています。これは、国有企業よりもシャドーバン

キングに頼っている民営企業への影響が大きい。さらには環境対策。これも本来、古い設

備を抱えているのは基本的に国有企業ですが、どういうわけか、廃棄を命じられるのは民

営企業のほうになります。景気停滞だけでなくて、所有制の違いによる格差が出てきたの

も、当初は国内要因のほうが大きいと見ています。 

 あとは、既得権益者が反対して結局改革開放が進まないのではないかという点ですが、
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これもまさに習近平が言う、譲れるものと譲れないものがあるというところに当たると思

います。悪く解釈すれば、既得権益を持っているところは譲らないだろうということにな

ります。あえて改革と開放に分けて考えれば、開放のほうが意外に譲っているような気が

します。金融に関しては証券業も外資を受け入れて、３年以内には100％出資も認めると

か、それは数年前までは考えられないことです。しかし、もう一方の国有企業改革はどう

かといったら、なかなか民営化という方向転換が見えてきません。これは内藤先生の質問

にもつながるのですが、習近平が進めている混合所有制改革をどう評価すべきなのか。言

い方は悪いのですが、半端なものです。国有企業に民間資本を入れるのは悪い発想ではな

いけれども、日本で言うＮＴＴ・ＪＲ方式のように、時間をかけてもいいから国有の持ち

分を減らして、最終的にはほぼ民間資本に変えるという計画ではないです。 

 今話題になっているモデル・ケースとしてのチャイナユニコムの事例を紹介すると、ア

リババ、テンセント、百度というオールスターの民営企業を呼んできて合わせて出資して

も全体の10％程度しかありません。これから増える予定もありません。そうなると、もと

もとの国有株主の権限にほとんど新たな制約を加えられることがなく、悪い言い方で言う

と、混合所有制改革は、業績の悪い国有企業を救済してもらうという意味合いしかないの

ではないでしょうか。本来、これが国有企業の民営化への第一歩であれば私は評価します

けれども、今のところそういう感じは全くまだ見えてきません。 

 米中関係の未来は複数の方から質問がありましたが、私も聞きたいところです。資料を

少し整理してみると、一番の悲観シナリオは言うまでもなく戦争が避けられない、つまり、

トゥキディデスの罠という議論になります。もちろん、これを避けるためにはどうしたら

いいのかという議論が中心になります。これは hot war、熱い戦争というシナリオです。 

 その次に来るシナリオは、ペンス副大統領のスピーチの後メディアで盛んになってきた

冷たい戦争、cold war のことです。経済に限って言えば、特にハイテク分野において２

つのブロックに分かれ、アメリカ中心のサプライチェーンができて、もう一方は中国中心

のサプライチェーンになるのではないか。そのとき、ほかの国、例えば日本はどちら側に

入るのかというのが問題になります。 

 ３番目のより現実的なシナリオは、ハーバード大学のジョセフ・ナイ先生が言う、協力
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する分野もあれば、対立する分野もあるというものです。地球全体で共通する課題、地球

温暖化とかテロの問題とか伝染病の問題に関しては米中両国は喧嘩するわけにはいきませ

ん。ただ、ハイテクにかかわるところ、軍事にかかわるところは、今後米中間の協力はま

すます難しくなるでしょう。 

 民主化が進むかどうかという判断について、私が懺悔しなければならない点が１つあり

ます。15年ほど前の本で、４代目の指導部には期待しませんけれども、５代目になれば、

文化大革命の後、大学に入って欧米留学の経験もある人が戻ってきたら民主化の機が熟す

るのではないかと楽観的意見を書きました。これは結局大きく外れてしまい、まさか今さ

ら６代目に期待するというのもみっともないかなと思っています。幸か不幸か、間違って

いたのは私だけではありませんでした。もちろんこの問題に答える資格があるのは、私で

はなくて、國分先生や高原先生のほうではないかと思います。 

 生産性の上昇について、私は所有制改革を非常に重視しています。国有企業改革は、や

るとしたら効果が大きいのですが、やらないという前提であれば、せめて、民営企業の成

長に期待したい。実際、アリババとかテンセントとか一部の産業において民営企業が結構

頑張っているのではないか。フォーチュン500社のリストを見ると、今中国企業が100社ほ

ど入っていますが、20数社ほどが民営企業になってきているのです。こんな厳しい環境の

中でも、ここまでフォーチュン500社に入ってくる会社が出てくるぐらいですから、公平

な競争環境が整えば、もっと増えるのではないかと期待しています。所有制改革のセカン

ドベストとして、国有企業の改革が進まなくても民営企業がどんどん伸びていくことで生

産性も何とか伸びるのではないかと期待しています。 

 中国の統計は少し問題があって、公表の数字より実際は低いのではないかと私ももちろ

んある程度は感じ取っていることです。ただ、世の中では中国の成長率がマイナスになっ

ているのではないかとか、1.6～1.7％のほうが正確じゃないかとか言われていますが、そ

こまで極端にはならないのではないでしょうか。 

 さっきこの図（スライド18）の説明をしたときに、6.4％の成長率で完全雇用が達成さ

れたから、裏返して言うと、今の実力、つまり潜在成長率は6.4％程度ですと言いました。

仮に４％が正確であれば、同じ議論でいったら、今の潜在成長率は４％しかありませんと
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いうことになります。我々は、中国の未来だけでなくて、現在の状況もより厳しく見てお

く必要はあるのではないでしょうか。 

 サービス部門については、ＧＤＰに占める比率という意味では、先進国に及ばないだけ

でなく、同じ発展段階の国と比べてもまだ小さいです。その意味では政策次第で伸びる余

地はあるはずです。 

 最後に、齋藤さんの株価のところはなかなかグッドクエスチョンで、私はグッドアンサ

ーを持っていないのですが、株価は景気の６カ月先を読む先行指標と言われています。当

初、中国は悪い影響を受けるだろうという市場の期待の下で中国における株価はどんどん

下がっていましたが、その一方で、アメリカはそれほど影響を受けないだろうというマー

ケットの信認があったのではないでしょうか。その後、米中の株価が連動するようになり

ましたが、もしかして、これは米国経済への影響も深刻であるという認識が強くなったこ

とを反映しているかもしれません。特に、今年に入ってから、和解が成立するという期待

のもとで、中国だけでなくて、ニューヨークの株価も回復に向かったのです。 

○國分座長 20年前の民主化議論でみんながそう言っていたのですが、中国もそう言って

いたわけですから。つまり、今はできないが、長期的には民主化に行くことを否定はして

いませんでした。ただ、その後の方向性が変わってきているということでしょう。 

 今の状況をどう判断するかということも含めて、小嶋委員に次にお話をいただきたいと

思います。それでは、よろしくお願いします。 

○小嶋委員 慶應義塾大学の小嶋でございます。本日は、習近平政権による集権化の試み

が具体的にどのような政策を通じて推進されているのかということをいま一度整理して、

その現状と今後を展望したいと思っております。 

 中央政府の政策をどのようにして地方あるいは末端にまでぬかりなく執行するかという

問題、課題は、中国のみならず、多くの国が共有しているものでありまして、これまで行

政学あるいは政治学の分野でも一つの重要なテーマをなしてまいりました。広い国土と地

域的な多様性を持つ中国においても、“上に政策あれば下に対策あり”と言われるように、

この問題は一貫して共産党政権を悩ませてきたと言えます。今の共産党指導者が集権化を

徹底して推し進めようとする背景には、官僚の腐敗あるいは党・官・財の癒着による非常
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に閉鎖的な利権ネットワークの形成、そして彼らが抵抗することによって経済改革がなか

なか前に進まない状況がもはや軽視できない程度になっているという危機意識があるのだ

と思います。 

 この報告では、習近平政権が推し進めている集権化の試みを、レジュメに挙げました４

つの内容に分けてお話をしたいというふうに思います。 

 まず第１ですけれども、強い指導者をつくるということであります。 

 もともと習近平という人は党内でもそれほど知名度が高かったわけではない。こういう

人を親しみやすく、かつ威厳のある強い指導者に仕立て上げる。そのために、これまでさ

まざまにメディアを駆使したイメージ工作が展開され、そしてそれを否定するような、あ

るいは揶揄するようなキャラクターの使用等は厳しく禁じられてきました。また、2016年

10月の中共第18期六中全会では、この習近平に対して党中央の「核心」としての称号を与

えたということがございます。さらに、第19回党大会では、「習近平新時代の中国の特色

ある社会主義思想」という文言が守るべき原則の一つとして党規約に盛り込まれ、去年の

全人代では憲法に明記されるに至った。そして、これを契機に「習近平新時代の中国の特

色ある社会主義思想」についての学習キャンペーンが全国で大々的に始まって、「学習強

国」なるアプリまで登場するに至ったということであります。 

 しかしながら、それだけでは、もともとカリスマ性のない習近平を強い指導者に仕立て

ることはできない。そこで必要になってくるのは強い指導者をつくり出す制度の構築であ

ります。具体的には、党中央に政策決定議事協調機構として設置されている各種の委員会、

領導小組のトップの座を習近平に独占させるような形をつくり上げていくことになります。

これは、胡錦濤時代に政治局常務委員がみずからの持ち場に合わせてこうした委員会、領

導小組のトップを分掌する、そういうやり方をとっていたのとは非常に対照的なやり方で

ございます。 

 さらに、制度化について見れば、去年３月の全人代において国家主席の任期撤廃を盛り

込んだ憲法改正を行ったことも重要だろうと思います。 

 さらに、制度的な配置に加えまして、人事の面でも反腐敗キャンペーンを通じた政敵の

排除、さらにはレジュメに載せました第２期習近平政権の人事配置からもわかるように、
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いわゆる重要なポストに全て習近平の腹心を置いたことも、強い指導者の創出、習近平に

抵抗できない人事的な配置、環境をつくり出した意味で重要だろうと思います。 

 そして、集権化の第２の形態として取り上げたいのがイデオロギー・言論統制の強化で

あります。 

 習近平政権は、発足早々に「現在のイデオロギー領域の状況に関する通達」を発布しま

して、立憲民主主義とか「普遍的な価値」とか、市民社会あるいはメディアの自由など、

彼らが考えるところの「誤った」思潮が広まらないように、大学などの高等教育機関、研

究機関、ＮＧＯ、キリスト教会あるいはインターネットなどに対する監視と取り締まりを

強化して、さらに違反者に対して容赦ない弾圧を行ってまいりました。 

 こうした非常に時代錯誤的な取り締まりが実施された背景としては、いろいろ考えられ

ますけれども、１つには、大々的な汚職摘発キャンペーン、反腐敗キャンペーンを実施す

る際に必然的に生まれる敵が、こうした知識界やメディアを利用して反撃をしかけてくる

のを防ぐためというのがあるだろうと思います。つまり、第二、第三の郭文貴が生まれる

のを避けなければならないという状況でございます。 

 もう１つは、西側勢力が国内の知識人ネットワークや社会組織を通じて社会主義体制の

転覆を企てる。この「和平演変」に対する強い警戒心があるのだということが見てとれま

す。 

 中国の社会組織ですけれども、1990年代からいわゆる中国における市民社会の萌芽とし

て注目されてまいりましたが、習近平政権は発足当初から、いわゆるアドボカシー団体、

さらには海外とつながりのある団体に対する統制を強めてまいりました。「境外ＮＧＯ」

というのは、外国あるいは香港、マカオ、台湾で登記して「境内」で活動する団体で、具

体的には計1287団体を「離岸社団」とか「山寨社団」として取り締まり、さらに「境外Ｎ

ＧＯ境内活動管理法」を制定して、これらのＮＧＯに対しては、今までの民政部門ではな

く、公安部門への登記を義務づけるようなやり方で管理を強めてまいりました。 

 次に、集権化の形態の第３ですけれども、反腐敗キャンペーンと監察・巡視を通じた党

の規律の厳格化、組織の引き締めであります。 

 習近平政権は、発足してからというもの、党員に対して作風の改善に関するさまざまな
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規定を出してまいりました。これは非常に具体的でありまして、例えば党・政府機関に５

年間オフィスビルの建設を禁じる政令を出したり、あるいは中秋節には公費を使って月餅

の贈答をすることを禁止するというような、本当に非常に細かく党内統治の厳格化を図っ

てまいりました。 

 そして、最初にお話しした政策の執行の徹底という点に即してみれば、こうした風紀を

ただすキャンペーン、そして反腐敗キャンペーンを中央、地方、末端にまで徹底して行う

ために、まずは党の紀律検査委員会の強化を図ります。その上で、これまで規律検査が一

番おざなりになっていた党の中枢部、具体的に言えば中央弁公庁、中央組織部、中央宣伝

部、中央統一戦線部、そして全人代や政協の機関、国務院弁公室に対して、中央が派遣し

た紀律検査組というグループを駐在させて検査を実施したということであります。さらに、

２度にわたって「中国共産党巡視工作条例」を改正して、中央、省・自治区・直轄市から

市レベル、県レベルに及ぶ巡視、巡察システムを構築していきました。 

 この巡視というやり方については、実は共産党が結党されて以来、1920年代からとられ

てきた非常に伝統的な方法でありまして、全く新しいものではありません。しかしながら

改革開放以降、とりわけ地方や末端における政策執行の不備が指摘されるようになった

1990年代以降、巡視制度の整備がこれまで幾度となく提起され、「巡視工作条例試行案」

という形で制度化が進められてきておりました。そうした中で習近平政権は、全面的で厳

格な党の統治を目標として掲げて、より効果的な巡視制度の運用に向けて一気にアクセル

を踏むようなやり方をとってきたわけです。 

 習近平は、一昨年の19回党大会の報告でも、「政治巡視を深化させ、問題を発見し、震

え上がらせる手法を堅持し、巡視・巡察を通じて上下が連動した監督網を打ち立てる」と

いう要求をしております。その結果、去年の全人代で行われた最高人民検察院の報告では、

習近平の第１期目の５年間に、レジュメに書きましたような膨大な数の汚職官僚が立件さ

れたことが報告されました。 

 なお、去年の全人代では、新たに国務院から独立した機関として国家監察委員会の設置

が決まり、その国家監察委員会が党の紀律検査委員会の指導を受けて、実質的に一体とな

って、非党員幹部にも対象を広げた監察・巡視を行うことが決められたわけです。 
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 そして、レジュメのⅣ－２に示しましたように、監察・巡視工作は軍においても少し遅

れて同様にその徹底が図られてまいりました。去年１月には、「中央軍事委員会巡視工作

条例」が施行され、それに基づいて中央軍事委員会及び陸・海・空・ロケット軍、戦略支

援部隊、武警部隊党委員会によって巡視工作領導小組がつくられまして、その下にさらに

巡察機構がつくられるというように、全く政府機関に対する巡視・巡察制度と同じように

軍においても監督制度がつくられていったということであります。 

 さらに、大学やメディアに対する監察や巡視も実施されてまいりました。私はふだんか

らやはりつき合いが多いのが大学関係者であるために、彼らから、その巡視組が今大学で

何をしているのかについてその実情を耳にすることが多かったわけですけれども、中央巡

視組は、中央が管轄する31の大学について巡視を行いました。2017年６月、中央紀律検査

委員会のウエブサイトに、そのうち14の大学についての巡視結果が公開されました。それ

によれば、これらの大学には普遍的に採用人事の問題がある。さらには、大学が経営する

企業の管理において汚職などの問題があるということです。 

 特に北京大学については、人員の任用の面で問題が突出しており、企業管理が混乱し、

附属病院にかかわる腐敗が突出しているということで、こうした巡視を経て、去年10月、

北京大学では党委員会書記のすげ替えがなされております。これまで党委員会書記を務め

ていた郝平は校長に格下げになり、新たに邱水平という人が党委員会書記に就任したので

す。この人は北京大学の出身ですが、その後2013年から北京市の党委員会の副秘書長兼政

法委員会常務副書記、北京市国家安全局党委員会書記を務めていた人でありまして、大学

関係者は、これで北京大学は国家安全部の下に置かれたと評していらっしゃいました。 

 さて、こういった巡視が効果を持つためには、人々が隈なく監視され、かつ、清廉に生

きていれば報われるけれども、罪を犯せば相当な痛手をこうむるようなシステムを構築す

ることが必要だ、と習近平政権は考えているようであります。習近平が掲げるインターネ

ット総合ガバナンスシステムの構築には、社会信用システムあるいはＡＩによる顔認証シ

ステムの積極的な導入と相まって、そうした監視社会をさらに強固なものにしていく一面

があるように思われます。これについては後ほど業界に対する党の統治のところで改めて

触れたいと思います。 
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 次に、集権化の第４の形態としてお話をしたいのが、党が全てを統括する体制の構築で

あります。とりわけここでは政府、軍との関係において党がさまざまな権限をどのように

掌握しようとしているかという点についてお話をしたいと思います。 

 まず、政府から党への権限の集約については、去年の中共19期三中全会で採択された

「党と国家の機構改革深化法案」に象徴的にあらわれております。この法案に基づく変革

の第１の特徴は、重要な政策領域について党中央に設置された委員会、領導小組といった

政策決定議事協調機構が拡充された点であります。レジュメに載せましたように、領導小

組が新設されたり、あるいは従来、領導小組だったものがより恒常性の高い正規の組織と

いうニュアンスの強い委員会に格上げされたりしました。 

 そして、第２の特徴は、政府が従来担ってきた業務の一部が党に移管された点でありま

す。例えば国家公務員局を廃止する。そして、それまで国家公務員局が担ってきた公務員

の任用、配置については党中央組織部が統一的に管理するということであります。また、

新聞や映画も、それぞれ国家新聞出版署、国家電影局ではなくて、党中央宣伝部が直接統

括するということであります。さらに、少数民族や宗教についても党中央統一戦線部が直

接統括することになります。現に党中央は統一戦線工作に力を入れる方針を示しておりま

して、こうした機構再編に先立つ2015年５月に中央統一戦線工作会議を開催しております。

これまで同様の会議は全国統一戦線工作会議という名前で呼ばれていたのですけれども、

今回、中央統一戦線工作会議としたことで党の主体的な関与が強まったことがわかります。

この会議とあわせて共産党統一戦線工作条例も施行されまして、それに基づいて翌々月の

2015年７月には党中央に中央統一戦線工作領導小組が設置されております。 

 さらに、レジュメに記載したものに加えて、国家行政学院が中央党校に吸収されたこと

も注目されます。つまり、これによって、党のみならず、政府の幹部たちに「習近平新時

代の特色ある社会主義思想」を教育し、マルクス主義を標榜する幹部を育てるのが目的だ

とうたわれております。これらの変化は、いわゆる1980年代の政治改革以降維持してきた

党と政府の分離――非常に形式的なものではあるのですけれども、そうした分離形態を、

形式すら取り払って、党の直接的な露骨な支配に道を開くものだということで注目される

かと思います。 
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 さらに、あまり詳しくないので軽く触れるにとどめますけれども、軍についても同様に

中央軍事委員会の権限を強化する方向で大胆な制度改革が推進されてまいりました。また、

国内の治安を担当する武装警察部隊についても、従来は国務院と中央軍事委員会の二重領

導体制に置かれていたわけですけれども、去年１月からは中央軍事委員会の指導に一本化

された点が注目されます。 

 補足的ではありますけれども、業界に対する党の領導、指導も強化されております。こ

こでは業界団体に着目してお話をしたいと思います。習近平政権がアドボカシー団体や海

外とつながりのある団体に対しては取り締まりを強化していることは先ほど述べましたけ

れども、他方で、習近平政権は業界団体や商会、あるいは科学技術団体、公益慈善団体、

コミュニティサービス領域の団体については、それらを政府行政機関と徹底的に切り離し

て育成する方針を打ち出しております。 

 確かに中国の多くの業界団体は、1990年代の大規模な政府機構改革、それに伴う政府機

構の縮減圧力を回避するために、政府機構の一部を切り離して看板をつけかえただけとい

うものが多く、政府の権威をいまだに笠に着て、企業がさまざまな許認可を得るための手

続を独占的に代行することによって生き延びてきた側面がございます。そして、こうした

非常に官僚的な仲介組織が不合理な許認可制度を温存させ、腐敗の温床となり、市場改革

を妨げてきたことも再三にわたって繰り返し批判を受けてまいりました。 

 そこで、習近平政権は、2015年からこうした業界団体と政府の切り離し工作を拙速とも

呼べる勢いで展開してまいりました。しかしながら、その先にどのような業界統治を考え

ているかと言えば、レジュメにご紹介した深圳市の通知――後ほどごらんいただければわ

かると思うのですけれども、要は、「政府のかわりに党がやる」という方針を打ち出して

いるわけでございます。有能な党員を業界団体の党組織の第一書記として送り込む。それ

によって党組織を整備する。その上で、党組織のメンバーによって業界団体の指導的ポス

トを独占する。さらには、党の紀律検査委員会の書記によって業界団体の監査役ポストを

兼任する仕組みをこれからつくっていくのだというふうに言っております。さらに、団体

の党組織を中心に業界内の信用記録をつくって、政府、信用サービス機構、金融機関など

と情報を共有して、行く行くは信用制度について「紅黒名簿」制度――かつての文革期の
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「黒五類」とか「紅五類」を思い起こさせるのですけれども、「紅名簿」、「黒名簿」と

いう信用格付け公開制度をつくって、「紅色」企業に対してはさまざまな優遇を与え、

「黒色」企業に対しては懲戒措置を講ずる。こういった業界統治を目指しているのだとい

うことが書かれているわけです。 

 したがって、業界団体を政府機構から切り離すことがすなわち市場化に直結するのか。

習近平政権としては大真面目にそれがつながると思っていると思うのですけれども、果た

してどうかということは疑わしい限りでございます。 

 「おわりに」に入ります。つまり、習近平は清廉な党をつくるのだ。そして、この清廉

な党を前提として国家を党主導でつくっていくのだという構想を描いているわけですけれ

ども、果たして成功の見込みがあるのかということでございます。既にさまざまなレベル

で過度の集権化に対する不満もくすぶっているように思われます。党中央指導部内には、

恐らく当初は、強い指導者をつくる、そして執行体制を強化することについて、こういっ

た方向が経済改革を強力に推し進めるためにも必要であるというコンセンサスがあったの

だろうと思われます。しかしながら、従来の集団指導体制の範囲を超えて、習近平個人が

人事を含む政策決定においてみずからが掌握した権力を恣意的に行使しようとすれば、党

の上層部には反発が起こるだろうと思われます。 

 また、経済の減速、さらには先ほどお話がありましたアメリカとの緊張関係の激化とい

った難局に直面し、リスクを分散させたいという観点からも、今は習近平個人に対する崇

拝と呼べるようなトーンは少し抑えて、集団指導体制を強化する方向にいま一度舵を切る、

そういうプロセスが少しずつ進みつつあるようにも思われます。 

 そのほか、党内を広く見ても、反腐敗キャンペーンに伴う怨恨は恐らく非常に強いもの

があるでしょう。さらには、厳格な統治に対して、積極的に応じている者ばかりではない

と思われます。そのことは党中央自身が今年１月に出した「党の政治建設を強化すること

に関する中共中央の意見」の中で言及しているとおりであります。この中でこんなことが

書かれております。習近平総書記の「党中央および全党の核心」としての地位というのが

１つ、もう１つが党中央の権威と集中統一指導の断固擁護、これが「二つの擁護」です。

この「二つの擁護」から離れた一切の誤った言行を断固として防止し、糺していく。いか
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なる形式の「低級紅」つまり、わかりやすい称賛やごますり、「高級黒」――わかりにく

い批判や風刺や皮肉をやってはならない。党中央に対して、表では敬いながら裏では違反

するような二面的な行動、あるいは「偽の忠誠」は断じて許さないと書いているわけです。

これを読んでいると非常に悲しくなってくると言いますか、こういうことなのだな、ここ

まで書かなくてもいいかなと思うのですけれども、そういうことはやってはならないとい

うふうに書いてあります。 

 さらに、社会にも不満はある。開明的知識人の不満は言わずもがなでありますけれども、

新常態のもとで容認された経済の引き締め、今まさに変化しているのかもしれませんけれ

ども、それに伴う企業業績の悪化によって、香港の中国労工通信によれば、この２年間は

労働者によるストライキも増加傾向にあるということであります。中でも去年起こった深

圳のＪＡＳＩＣの労働争議は、自主労働組合の結成を主張したという点、さらに、民主活

動家から中国各地の学生、大学教授に支援の輪を広げた点で注目されました。非常に興味

深いのは、こうした支援のネットワークがいわゆる左派系インターネットサイトを通じて

拡大し、各大学に支援の輪を広げていったということです。各大学でこうした労働者の権

益の擁護、守るために立ち上がったのがマルクス主義研究会などなど左派系の学生サーク

ルです。そして、今や大学の中でもマルクス主義研究会とか社会主義研究会という、いわ

ゆる今まで一番安全と言われていたサークルが当局によって一番ひどい取り締まりに遭っ

ているような構図ができ上がっております。 

 本来、「左派」は、西側的な思想の流入に抵抗する習近平政権にとっては、よほど過激

でない限り味方につけておきたい人たちだろうと思われますが、こうした動きを見る限り、

習近平の主張するところのマルクス主義は中国のマルクス主義者内部から否定される余地

があることもわかってまいります。 

 それでも習近平政権の構想に勝算があるとするならば、ビッグデータの利用を通じて不

可逆的な監視社会、管理社会の道を突き進んでいくことだろう。それが恐らく一番早いの

だろうと思います。無論こうしたことが抱える問題は、中国に限らず、人類全体の問題で

あります。しかしながら、個人の自由、個人の権利を声を上げて主張できる国とそうでな

い国では、社会がドミノ倒しのように管理社会、監視社会へと向かう抵抗力は全く違うの
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ではないかと危惧しているところでございます。 

 以上で私の報告といたします。 

○國分座長 背筋が寒くなるような話が多いですけれども、これが現実であります。政治

と社会の今の中国状況が、先ほどから出ているような経済の国有企業改革のストップとか、

あるいは構造改革ができないとか、そうした場面に端的に出てきている。米中関係の今の

悪化もまさにそうしたことをバックにしていることだと思います。 

 さて、ご意見いかがでしょうか。 

○田中委員 ２点、今回の政府活動報告を見ていて不思議に思ったことがあります。１つ

は指導思想のところの記述ですけれども、普通ですと、マルクス・レーニン主義、毛沢東

思想、鄧小平理論、「３つの代表」重要思想、科学的発展観と寿限無寿限無のように続い

て、最後に習近平「新時代の中国の特色ある社会主義」思想と。それが今回は習近平の思

想だけになって、あとは全部カットされてしまっているわけです。それは、先ほどの習近

平に対する権力の集中ということから言えば、そうなのかなという気もするのですけれど

も、より不思議なのは、後のほうをずっと読んでいくと、経済政策の留意点というところ

があって、その中に幾つかの関係を正しく処理しろという１つに、国際関係と国内関係を

正しく処理しろという項目があります。そこに唐突に全く関係ない文章が入っているので

す。その文章というのは、今我が国は社会主義初級段階にあるとか、発展は絶対の道理で

あるとか、発展によって問題を解決すべきであるとか、いわゆる鄧小平理論のエッセンス

がずらっと列挙してあります。もう１つ、発展のあり方というところで、発展は科学的発

展であり、質の高い発展でなければならないという文章が入っていて、科学的発展は胡錦

濤の提起した指導思想になります。 

 つまり、冒頭で全部落としているのですけれども、後ろを読んでいくと、鄧小平理論と

科学的発展観は復活していることになるので、消されたのは何かというと、マルクス・レ

ーニン主義と毛沢東思想と江沢民の「３つの代表」重要思想が消去された格好になってい

ます。先ほどの話からすれば、今は左派の取り締まりをやっているという意味で、マルク

ス・レーニン主義と毛沢東思想を落としてしまうのは肯けるのですけれども、ついでに江

沢民の思想も落とされてしまっている。これはどういうことなのかよく分からなかったと
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いうのが１つです。 

 それから、少し集団指導制に戻しているのではないか、というところで感じられたのが

今回の各論の構成です。2016年の政府活動報告は、その前の党建議に比べて李克強が項目

立てをかなりオリジナルにぐしゃぐしゃと直してしまっていました。習近平が党5中全会

や中央経済工作会議で新発展理念やサプライサイド構造改革をを提起したのですが、李克

強が自分のオリジナルのものに政府活動報告の構成を相当直したので、報告が終了したと

き習近平は李克強と握手もしなかった、挨拶もしなかったという緊迫した全人代になった

わけです。 

 その次の年の2017年と2018年は比較的、政府活動報告の構成はひたすら習近平に忠実に、

習近平の言っていることを各論に入れる方向になっていました。去年などは習近平が言っ

ていた三大堅塁攻略戦とか、彼のキャッチフレーズであるサプライサイド構造改革とかを

わざわざ１項目にして入れるぐらいに気を遣っていることを示したのです。しかし、今年

の各論を見ると、サプライサイド構造改革と三大堅塁攻略戦はカットされていて、それは

むしろ第２部の中のほんのわずかな小項目として、ほとんど何も言っていないに等しいぐ

らいに換骨奪胎された形で載っています。代わりに各論には、むしろ実際的な政策のほう

がずらりと載っています。そういう意味で、今年は再び李克強オリジナルな構成のものに

近くなっているように思います。 

 去年６月ぐらいから李克強の経済発言が多くなったように見え、国務院と党の関係でも

李克強のオリジナルな力が多少回復したのかなという気もするのですけれども、その辺を

どうお考えですか。 

○國分座長 私も同じような感じを少し持っていまして、やはり対米関係とのあつれきの

中で李克強さんの存在感が少し上がってきた感じも確かに見え隠れしました。 

○高原委員 ２つお伺いしたいと思います。 

 １つは、さっき悲しくなってしまうとおっしゃったのですけれども、中国の幹部たちも

悲しくなったり困ったり、やる気をなくす現象が何年か前から注目されています。先ほど

の関先生の話にもありましたが、中国で政府が大きな役割を経済始めいろいろな分野で果

たしているので、幹部がやる気をなくすと非常に影響が大きいです。その辺のお話を何か
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お聞きになっているかどうか。現状はどうなのか。一時期かなりやめる人がいましたけれ

ども、もし何か情報があれば。 

 もう１つはナショナリズムについてですけれども、今の話の中であまりナショナリズム

は出てこなかったように思うのですが、習近平がこれだけ管理あるいは統制、コントロー

ルを強めているのも、やはり経済が減速してきていよいよ心配になっている面があると思

うのです。彼のもう一つの言い方だと、毛沢東は中国人を立たせた、鄧小平は富ませた、

自分は強くしたということで、ナショナリズムカードが今後どういうふうに使われる可能

性があるのかについてお考えをお聞かせいただければと思います。 

○齋藤委員 ありがとうございます。私から２つ質問があります。 

 まず１つ目が、党の主導と市場化改革の親和性は極めて低いように思うのですけれども、

やはり市場化改革はこれから滞る方向にありそうなのか、ご意見を伺えればと思います。 

 ２つ目は、共産党の中枢について67歳定年制が内規としてあると聞いています。このま

まいくと2022年に内規が厳格に適用されれば習近平氏は総書記になれないこともあるかと

思うのですが、そのような話は本当なのか。それがもし本当で、それを覆すとすれば、こ

れからどんなことが起こり得るのか教えていただければと思います。 

○江藤研究員 非常に広範な範囲での政治体制のお話、ありがとうございました。 

 私から伺いたいのは、先ほどの高原先生のナショナリズムの議論や、その前の関先生の

米中摩擦の話ともかかわってくるのですが、アメリカ側からの中国に対する批判で最近出

てきている議論の中に、中国の政治体制が国際社会の中で民主主義を後退させる影響力を

もつのではないかという議論がございます。他方で中国側としては、自分たちには自分た

ちの民主があって、それが認められてはいないという不満がある。昨年の全人代で習近平

自身が、中国共産党の指導を堅持することは民主が不要ということではないという物言い

をしておりました。ただ、他方で、中国がやっている顔認証システムですとか、今日のお

話にありました社会信用制度のようなものがテクノロジーとして国際社会に提供されてい

くと、それは非常に権威主義国家の体制維持と親和性がある技術である。そういう意味で

アメリカ側の言い分にも理があります。 

 少し議論が錯綜しているような状況の中で、先ほどご指摘のあったマルクス主義研究会
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などでは、盛んに中国モデルというものが現行の国際システム、秩序にも相反しないもの

だというような理論化を一生懸命している。そういった状況の中で、中国の独自モデルの

理論が再び習近平政権のもとで盛り上がっているように感じておりまして、中国型発展モ

デルといった直接的な言い方を多用するわけではないのですけれども、例えば民主あるい

は統治のあり方に対して、中国には独自のやり方があるといった主張はやはり繰り返され

ています。 

 こうした集権化を支える理論構築を踏まえて、中国の狙う国際的な影響力のあり方、あ

るいは習近平政権の特徴について小嶋先生のお考えをお聞かせください。 

○國分座長 私の質問を１つ言えば、結局、こんなに権力を強めて何がしたいのですかと

いうことです。 

○小嶋委員 ご質問、いろいろありがとうございます。 

 まず、今回の政府活動報告ですけれども、私は田中さんのお話を聞いて「なるほどな」

と思った程度の認識しかなかったです。確かに最近、「政府活動報告」以外の党の文書で

も、マルクス・レーニン主義と習近平云々というこの２つに絞って書かれていることが非

常に多いことは感じておりました。今回マルクス・レーニン主義も除いてしまったのはど

ういうことなのか。私もあまりわからないですけれども、恐らくは習近平というところに

フォーカスして党内をまとめ上げたいのだろう、それ以外にさまざまに人々の忠誠心をば

らけさせたくないのだろうというような感じはいたします。 

 それから、集団指導体制へ少し舵を切っているのではないかということですけれども、

確かに去年の夏ごろから状況が変わってきたように私も観察しております。習近平と李克

強の関係が非常に変わってきたこともあります。さらには、劉鶴を始めとした経済官僚、

指導者の存在感も出てきているということで、先ほどの説明の補足になりますけれども、

経済の失速とか外交的な難局を前に、やはりリスクを分散させたいという思い、あるいは、

それぞれの指導者がもはや力を発揮せずしてはこの難局を乗り切れないという認識の転換

があったかなと思っております。 

 それから、高原先生の幹部のいわゆる「不作為」と呼ばれる現象がもたらす負の影響で

すけれども、確かに「不作為」現象が非常に普遍的に見られるということは、特に李克強
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がいろいろなところで指摘をしているところです。しかしながら、多分方策はないと思う

のです。先ほどお話した監察とか巡視の監督対象の中にも、単に汚職や腐敗といった行為

だけを取り締まりの対象にするのではなくて、「二つの擁護」に違反する行為だとか、不

作為で傍観しているとか、そういう行為も全て監督、巡視の対象になっているわけですけ

れども、恐らくそういった直接的な、「何をしてはだめ」、これも監督するというやり方

でどこまで有効な方策になるのかということは、なかなか見えてこないところがあります。 

 あと、ナショナリズムに関してですけれども、私も当初、習近平政権が発足したときに

は、例えば「中国の夢」とか、「中華民族の偉大な復興」とか、そうしたスローガンが多

用されてきたことをもって、習近平はある意味ナショナリズムでもって国内をまとめ上げ

るのかなと思っていたのですけれども、最近になって、イデオロギーとかマルクス主義と

かを繰り返す。その意味合いはもっと防御的な意味で使われているのではないのかという

気がするわけです。つまり、西側による「和平演変」の攻撃に対して、とにかくひたすら

防御に回っている。マルクスを強調すれば今度はマルクス主義研究会みたいなものが出て

くるし、何らかの求心力を持つ思想が築けないまま、とにかく今は防御に回っている。し

かも対米関係が悪化する中で、ナショナリズムを刺激することにより、それ以外の国々と

関係を悪化させることは避けなければならないということで、私は、この状況の中であえ

てナショナリズムを前面に打ち出して中国をまとめようということに関して、習近平政権

は少し抑制的になっているかなという認識を持っております。 

 それから、齋藤先生からのご指摘ですが、確かに党の指導と市場化というのは、どう見

ても我々からすると相反するものにしか見えないのですけれども、先ほど國分先生が最後

に提起された、「何でそんなに権力を集中するのか」というご質問にもつながりますが、

様々な文献を読む限り、習近平がやらなければならない、やりたいと思っているのは市場

化を含む経済改革であって、そのために何をまずやらなければならないのかと言えば、既

得権益のネットワークを打ち崩さなければならない。そして、それによって汚職・腐敗を

撲滅しなければならない。そのためにはとにかく廉潔な党をつくって、党の力でこれまで

の腐敗に満ちたネットワークに置きかえることによって問題を解決して経済改革をするの

だという論理で結びついている。別にそれがうまくいくと言っているわけではないのです
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けれども、習近平の頭の中では非常に論理一貫しているのだと思います。 

 それから、党の67歳定年制に関しては、これまでも67になったり70になったり、いろい

ろと状況に応じて政争の中で変わってきたものですので、あまり意味がありません。内規

といっても何が書かれているわけでもありませんので、大事だったのは国家主席の任期だ

けであって、党の中の定年制はそれほど拘束力を持つものではないと思っております。 

○國分座長 最高幹部の定年は68歳ですけどね。これは慣習であって、文書化されていな

いと思います。 

 発表の準備ができるまで、場つなぎにしゃべりましょう。習近平は「マルクス主義」へ

の言及が本当に多いです。時代錯誤ではないかというふうには思うのですが、中国の場合

は確かにマルクス主義と叫んでいれば誰も非難できないというのがまだ現実にあるとは思

います。ただ、半分本気なのかなという感じも少ししているところがあって、彼のお父さ

んは劉少奇と非常に親しかった。劉少奇というのは、毛沢東が極左だとすれば、彼はオー

ソドックスなマルキストで、共産党員の純潔性を説いた人です。それが毛沢東に結局気に

入られなくて、文化大革命で劉少奇は倒されるのですけれども、今でも劉少奇の息子と親

しいのが習近平です。お父さんも非常に劉少奇と近かった。その辺に何か関係があるのか

なということまで少し感じています。 

 それでは、準備ができたようですので、渡邉委員、よろしくお願いします。 

○渡邉委員 学習院大学の渡邉です。今日私の話は、どういうふうに話をまとめるかすご

く悩んだのですけれども、ここは財務省なので通商ルールの話をしていいのかなと思った

りもしたのですが、私自身が最近やっている仕事はそちらのほうが多いので、その話の中

で幾つかさせていただきます。 

 なぜわざわざ複数のトピックを持ってくるかというと、中国はやっぱりすごくモザイク

状態になっていて、特に経済的なイシューに関して、今日これからお話ししますが、例え

ば補助金が競争を歪曲する性質はあります。ですが、アリババに補助金が入っているから

いけないとか、華為に補助金が入っているからいけないのだというのはかなり的を外れて

います。では、どうやったら的に当たるかと頭を整理するときには、中国の市場経済は事

実上タイプ分けして考えたほうがいい。そのタイプ分けとこの補助金の話、それから最近
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のイシューではデータの話を今日はしたいとおもいます。私個人としてもまだ進行中の話

なので、特にデータにかかわる企業についての話は、今日はファクトを幾つかお話しする

だけで、最終的な分析結果までは至っていないです。データの話はとても重たい話ですし、

正直、日本はプレーヤーとして弱いけれども、個人データは豊富にあるという意味でバル

ネラブルです。そうであるからこそ、この辺に関する頭の準備は必要なのではないかと思

っているので、その話をしたいと思います。 

 まず、国有企業への補助金についてのトピックから始めます。この問題の核は、異質な

条件のもとにある国有企業と民営企業の競争は、全社の存在が競争を歪曲しているという

話です。実は競争歪曲性という言葉がごく最近中国の中央の政策担当者の発言に表れるよ

うになっています。大きな変化ではないかと私は思っています。 

 この国有企業の補助金、国有企業の競争歪曲性の話を理解するためには、中国の市場経

済のタイプ分けをしてから考えてみたく思います。どのように市場経済をタイプ分けする

かというと、次の３つに分けましょう。 

 １つ目は、すごくわかりやすい、行政が独占している分野です。石油だったり、たばこ

だったり、放送だったり。どこの国でもそうかもしれませんが、これには根拠となる法規

があって、独占力が法規によって与えられているし、権力によって与えられている状態で

す。 

 ２つ目は、改革開放の時代でいわゆる所有制改革が十分に行われてこなかった結果、一

つの市場の中に国有企業と民営企業、さらには外資系企業がプレーしているマーケットが

あります。ここから先の分類がちょっと微妙ですけれども、いい場合と悪い場合がある。

悪い場合というのは、いわゆる過剰生産能力が起きやすいタイプの市場になっていると感

じます。 

 ３番目が民営企業の分野です。ここの部分は、１年前もここでお話しさせていただいた

かもしれませんが、もう日本は追いつけないぐらいの話になっています。なぜこれほど国

有企業や政治の力が強いのにこの状態になったかというのは、インターネットという技術

の特徴が権力の介入からの保護膜をつくってくれたところがあります。インターネットと

いう市場には、経済学の専門用語で言うとネットワークの外部性が効くという特性があり
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ます。ユーザーの数が大きいこと自体が便益になるので、先行者利益が大きくなり、あと

から投資規模だけで参入してもそのまま市場で生き残るのは難しい。結果としてプラット

フォームの業界には、国有企業が入ろうとしてもはじき出されて、結局アリババとテンセ

ントしか残っていない。これが民営企業にとっては非常に大きな僥倖になって、繭のよう

に、民営企業を支える究極的には政治的な介入からも保護膜のようになっています。 

 鉄鋼産業のように、90年代風に政府が直接国有企業を支持し民営企業が闘いを挑むタイ

プの市場、２番目のタイプで、わたしはこのタイプを混合市場と呼んでいますが、そうい

う世界と、テクノロジーのプラットフォームの傘下にある企業は、政治からうまく遮断し

てもらうシールドとしてアリババ、テンセントが働いている中で非常にイノベーティブに

なっている世界は、まったく異なる世界だといえます。後者に類するタイプの企業で、今

日は資料を準備していませんが、華為という会社の特殊性は、ネットワークの外部性とは

関係なく、本当の意味でテクノロジーのジャイアントとしての実力の上にあるものです。

この力は幾らいっても無視できないレベルにあります。いま進めている分析で、スマート

フォンメーカーとしての華為のポジションを計量化する分析をしています。華為の今のポ

ジションは、iOS を軸とするアップルに対抗し、その対抗勢力であるアンドロイドの世界

ではサムスンと華為はポジションがほぼ同じですし、技術力もほぼ同じです。今注目を浴

びている通信設備の５Ｇのところでは圧倒的な特許の数とか力があります。ただ、ここの

部分まで話すと長くなってしまうので、今日は割愛させていただきます。 

 本日、あえてプラットフォームの話をするのは、データ取引の主なプレイヤーは中国と

アメリカにしかいないからです。データ取引については、現在欧州も米国もそれぞれルー

ルを構築し、国際的な流通も視野にいれたルールが構築されつつあります。中国のプレー

ヤーとしてのアリババ、テンセントがどういうことをしているのか理解していただくのと、

中国の制度はこの部分でどうなっているのか。その上でどういうふうに考えたらいいのか

という話をさせていただきたいと思います。 

 まず、国有企業と民営企業の間には明らかな差別があるということです。２番目に、市

場競争の特徴を今言いましたような３つのタイプ分けで考えるといいのではないか。あと、

通商ルールというか、国際的なルールとして国有企業に対する補助金の問題とデータの話
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を少しさせていただきたいと思います。 

 まず、国有企業と民営企業は、はっきりと差別されています。普通の西側の国では企業

に身分差別はないものです。例えば株式会社、合資会社という機能的な区別はありますが、

政治的な差別はないです。この国にはあって、制度的に深く根が張っている。党規約（ス

ライド５）の中に公有制企業の身分について書いてあります。公有制の中に国有企業とそ

の他、農村部の集団所有とかも入ってくるのですが、中国の経済の基礎制度は公有制が主

体である。多種類の所有制は認めるが、誰が一番偉いかというと公有制企業であるである。

これは繰り返し経済的な分野では語られています。 

 党の規約の下にある憲法（スライド６）の中にも同様の内容がきちんと書いてあります。

国家は社会主義初級段階にあるので公有制が主体である。メーンは誰かというと公有制で

ある。多種類の所有形態がともに発展することは認めるけれども、誰が一番偉いかという

と公有制である。ですので、憲法と党規約に照らして考えると、もし公有制が経済の主体

でなくなったら憲法違反であり党規約違反です。それを逸脱するには違法行為を覚悟しな

いといけないという枠組みにあるということです。 

 そうは言っても、所有制の多様化は進んできました。改革開放で民営企業の参入をみと

めることは鄧小平がやったわけですけれども、その結果として、所有で見た場合の中国の

中の市場及び競争の程度はすごく多様になっています。（スライド８）上のほうから、国

有独占のものからだんだん競争的なものを並べていっているのですが、鉄道から郵便、た

ばこ、放送、塩、石油加工ぐらいまでは多くの国で国有が入っているものです。あと、水

道は意外に民営化が進んでいたり、電力も発電は民営化が進んでいますが、送電のところ

は国家独占になっています。航空も実は民営化が一時進み、かなり参入が進んで、日本の

皆さんも今ではご存じかもしれませんけれども、春秋航空がありますが、これは開放期に

始まった民営の航空会社です。ですが、やはり大きい３つのキャリアが強い。ここがいわ

ゆる混合市場のような状態です。通信に関しては、線を持っているのは国有企業だけれど

も、その上に乗っかっているのは民営企業だったりします。鉄鋼は企業が１万社ぐらいあ

ります。その中に国有企業、民営企業、混合企業、外資系企業がある。ある意味、わけが

わからないぐらいの規模での参入が可能になっていて、結果過剰生産能力の問題も起きた
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と言えると思います。このときは地方政府が傘下の国有企業の退出を阻止するために補助

金を提供した可能性が高く、これが競争をゆがめました。 

 では、国有企業とは、本来どのような任務を担っているのか。普通の西側の国であれば、

企業というのはプライベートな存在で、利益を稼ぐという大前提の会社法の中に例外的な

条項として国有企業のようなものがあって、それが何をしていいのかということが書いて

あるのですが、中国の場合は歴史的経緯が逆なので、もともと国有企業が全部あって、何

でもしていい状態から、どこまでやっていいかというのを狭めてきている歴史でありまし

た。ただ、99年９月の党決定は朱鎔基のやった決定で、国有企業改革をやります、市場経

済を導入しますというときの話です。それが2006年の胡錦濤第２期に、いわゆる国進民退

が始まりました。その国進民退の根拠になった法規は、法律でも決定でもなくて、その下

位にある政府部門の通知であり、法の定めを無視したかたちで始まっています。 

 それから、習近平政権が始まったときは、私はこの分野の改革は進むのではないか、と

すごく期待していました。2013年11月の第18期三中全会の決定では、国有企業のフィール

ドを99年の段階まで少なくとも戻してくれて、さらにもう少し改革的なことをしようと書

いたわけです。さらに、初めて中国の国有企業に公益性を追求せよという負荷がかかった。

これまで国有企業なのに公益性は全く無視して利益だけむさぼっていい状態だったわけで、

そうした条件が、市場の競争条件を劣化させる話だという今の競争中立性の議論につなが

ってくる条件だったわけです。さらに、2015年に習近平政権のもとでは国有企業の改革深

化で、国有企業を公益性、商業性に分けるということが打ち出されました。公益性に資す

る国有企業と、商業性、要は利益を追求するだけでいい国有企業に分けることを2015年９

月に決定しています。 

 ただ、13年の決定、15年の決定は、これからお話ししますように、政治的にはほとんど

意味がない状態に持っていかれていて、習近平はやる気がないのと考えられてきています。

次のような状況があるからです。 

 この2013年11月の決定の背後にあったのは、天則経済研究所という半民間の研究所が出

した国有企業研究のレポートにあるわけです。そこで副所長だった盛洪という研究者、経

済学者がいるのですが、彼は、民営企業が基本的に参入を規制されていて、国有企業はど
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こでも入れて、民営企業は入るところをどんどん許されている状況になっているけれども、

そんなのはおかしいだろうと。基本的に民営企業はどこでも入れて、外部性だとか公害と

か、そういう規制すべき要件があるところは初めて規制すべきだ。ある意味、西側の感覚

でごく普通のことを言ったわけです。国有企業の存在は競争中立的ではないと言ったら体

制外に追いやられてしまって、研究所は半分お取り潰しで、国務院発展研究中心や社会科

学院等への出入り禁止になっています。この盛洪という人は、2008年にアメリカで改革開

放30周年の記念シンポジウムをシカゴ大学でやったときに結構重要な論文を発表している

のです。2018年にハーバード大学で40周年のシンポジウムをアメリカの中国経済の研究者

がやったときにも当然招かれたのですが、空港で止められて、ネットでの参加となりまし

た。 

 一方、西洋の世界からは国有企業の競争中立規制という概念が入ってきました。ＯＥＣ

Ｄがスタートで、国有企業はその所有制ゆえに競争優位を得てはいけないという規制が入

ってきています。これはＯＥＣＤの中の都合、特にＥＵの中の都合で始まった話で、別に

ベトナムや中国にそれを規制させようと考えたわけではないのですけれども、ＥＵ、オー

ストラリアがある程度厳格な規制を導入された。そして、TPP には国有企業規律の条項が

入り、TPP 参加国のベトナムと未加入の中国が想定され、実際ベトナムの参加にあたって

は、この国有企業規制状況が適応され参加交渉が行われました。 

中国はこれを非常に意識していて、意識しているだけではなく、これをやらなければ

いけないという発言が出てきているのがこの半年ぐらいの状況です。憲法と共産党の綱領

に、所有制上の身分差別をする、と書いてある現実は動かせない。しかし、経済上の問題

をより少なくするためには、この競争中立性の規律があればよい。私自身もそう考えてい

ましたし、TPP や WTO の補助金をめぐる交渉もそうしたことを意識していましたが、それ

に中国側が応じるようになってきているというのが直近の状況です。 

 すでに書いたように2013年の決定、2015年の決定では、国有企業の改革を進めると高ら

かに宣言していたにも関わらず、実態がどうも伴わない。そして、2015年の秋ぐらいに、

ここにいらっしゃる関志雄先生や多くのエコノミストも、みんなが非常に嘆くような状態

になり、私もこれはだめだなと思っていたところでこの『エコノミスト』の記事が出まし
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た。これ（スライド12）を見ると何が問題になっているのか見えやすいのですけれども、

２つの国有企業の社長が、国有企業はどうあるべきかをあるシンポジウムで話したという

のがあります。 

 シノペックという大きな石油企業の会社は、国進民退の親玉みたいなところですけれど

も、国有企業改革の目的は、国有企業を市場から排除することではなく、より大きな国有

企業をつくり、国有支配を維持することである。最後の「国有支配を維持することであ

る」というのは、憲法に書かれたり、党の規約に書かれているので、政治的に最も正しく

強い概念であるので、それを言っているわけです。一方で、ここも国有企業なのですけれ

ども、エアコン大手の社長はビジネスマンとしての本音でしゃべっていて、政府からの支

援はもう要らない、自由に競争させてくれと。こういう形で国内も割れているということ

です。 

 2015年の『エコノミスト』が書いていた上で、それから年が回って2016年４月に『エコ

ノミスト』が出した記事（スライド15）では、結局やる気がなさそうだ。習近平が一番気

にしているのは自分の権力を維持するための道具を探すことで、経済を改革しようなんて

思っていない。The task of preserving his power is a full-time job と最後の文章に

書いてあるのですけれども、そういう状態なので、国有企業改革の中身に彼は本質的には

興味がないだろうと言われていて、政治的にはもう諦めムードということになっていまし

た。 

 ただ、この競争中立性という概念が、にわかに中国の政策当局者からぶち上げられるよ

うになっています。ＷＴＯの枠組みへの適応なのか、トランプの圧力なのか。鉄鋼の過剰

生産能力問題をきっかけに、国有企業への補助金は競争を歪曲するので良くないという話

が出てきました。2016、17年ぐらいで鉄鋼に関してはある程度国際的な枠組みが出てきま

した。それを受けたのか受けていないのか、国内政治のバランスがどう変わったのか。そ

こから先は私はわかりませんので、ぜひ小嶋先生と國分先生に分析していただきたいので

すが、いわゆる改革派でエコノミストと言われている中国政府の中の政策立案者が競争中

立性にあえて言及することが増えています。 

 2018年10月のＧ30銀行業会議の部分で、人民銀行総裁がこの競争中立性に触れました。
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景気が悪くなり始めていたのもありますので、中国経済は構造問題を解決するためには改

革をしなければいけない、国内の改革、対外開放、これはいつも言う話ですけれども、さ

らに知的財産の保護、これぐらいで今までは止まっていたのですが、さらに国有企業に対

しては競争中立の原則を適用すべきだと一つ踏み込んだことを言いました。易鋼さんとい

う人は経済学者なので元来経済の視点から語る人です。しかし、今は中央銀行総裁ですの

で、言っていいか悪いかのセンサーはある程度あるはずです。そのセンサーシップを通っ

てこの発言が出てきているということです。 

 さらに、劉世錦という元国務院発展研究中心の副主任をやったエコノミストで、改革派

の人ではあるのですが、ある意味で政治に非常に忠実で保守的な発言をしている人です。

彼は今、政治協商会議経済委員会の副主任ですけれども、今回の全人代の前のシンポジウ

ムで、公平な競争を促進するためには、今後、所有制をもって企業を分類することをやめ

るのが最も望ましいと発言しています。私はある意味で、制度の上の大きなイノベーショ

ンだと思っています。政治的には所有制をいじってはいけないとはっきり書いてあるので、

国有企業をないことにすることはできないけれども、国有企業がだめならだめなまま放っ

ておき、競争中立的な原則を貫くことは政策としてできる。そちらに行くことを少し後ろ

で考えている人が出てきているのではないかと感じます。ただ、これがどれぐらい政治的

に強いのかは全くわからないので、今そう思っても後は消えてしまうかもしれないですが、

そういう発言は出ています。 

 分類の話を簡単にしますが、これは今話しましたように、タイプ１の企業は完全に行政

独占の企業です。もう古い古典的な独占の問題をいろいろ抱えています。 

 ２つ目が、中国は特殊なのですが、不健全な混合市場です。非対称な競争条件で、むや

みやたらと価格競争に陥りがちで、品質を改善していくイノベーションがなかなか起きづ

らい。生産能力の過剰が起きやすい。カラーテレビ、鉄鋼、あと中国自身が指定している

業種としてガラスとかセメントとかアルミニウムがあります。 

 ３番目は、国有企業、民営企業、外資系企業が競争しているという意味で形は一緒です

が、イノベーションを軸にしたポジティブな競争をしている部分です。具体的な市場とし

ては、端末としての携帯電話の市場はそうですし、電子商取引の部分もそうかもしれませ
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ん。ドローンのような新しいイノベーションもここから生まれてきています。こういうと

ころはイノベーションが競争の軸になり、価格競争ではないという意味で、新しい価値を

生むようになっていて、はっきり言って、この分野の企業はもう日本企業が追いつけてい

ないところが非常に多くなっています。 

 先ほど、政治的に日本に近くなってきているのは、アメリカが売ってくれない技術を日

本が売ってくれるのではないかという発言がありましたが、少なくとも半導体にはもうそ

んなものはありません。中国がつくれないものは日本にはとてもつくれないそうで、日本

から買うものはほとんどないです。これは悲しいですが、今の日本の現実です。 

 さらに、インターネットの企業が台頭したということは、中国の国有企業、民営企業の

間ではすごく大きな意味があります。なぜかというと、インターネット企業は非常に規模

が勝負になる企業です。先に出発したアリババとテンセントが十分な規模を持ってしまっ

た以上、国有企業としてインターネット企業は実は最初のうちは何社か参入させられてい

ます。アリババのジャック・マー自身も最初は発展改革委員会の傘下のインターネット企

業をやらされたわけですが、「政府の下でビジネスなんてとてもやってられるかよ、ばか

ばかしい」と言って独立して始めたのがアリババです。何でそれができないかというのも

具体的にいろいろなことをジャック・マー自身が話しているのですけれども、そういうも

ののない自由なところでまず規模を稼いでしまった以上、幾ら政治的に強い国有企業とは

いえ、このインターネット企業、プラットフォーム企業で国有企業がマジョリティを取る

のは絶対に不可能です。それは中国の経済、所有、民営企業の関係を大きく逆転した要因

になったと言えると思います。 

 補助金に関しては、今年の通商白書ですが、この絵（スライド22）はすごく良く描いて

います。発展段階の問題と体制の問題があります。鉄鋼産業は2001年からオリンピックの

直前ぐらいまで非常に足りないので、どんどん参入する状態になっていたわけです。その

後、オリンピック後にリーマンショックが起きたこともあり、だんだん景気が悪くなった

のもありますし、赤字を出すようになって、2011年からはかなり赤字幅が大きくなり、

2015年には全面赤字、かつ、余ったものを海外に売っていきます。韓国やベトナムの鉄鋼

産業を特に窮地に陥らせる状況が起きました。そのあたりで2015年以降に過剰生産能力問
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題が国際的な問題になっていったわけです。 

 これは補助金によって競争中立性が歪曲されているのではないかという話になっていて、

結論はそうだろうと言えるというのがあります。 

 補助金というのが本当に国有企業に与えられているのか。これ（スライド25）は簡単な

データのご紹介です。これもまた多様で、皆さんご存じのような宝山とか武漢とか非常に

大きいところは、大き過ぎるゆえに、意味のある規模の補助金をもらっていません。問題

は規模の小さなところで、この図の中では黄色く引いている中規模以下の国有の鋼鉄企業

は赤字を垂れ流しながら輸出をしています。それがなぜできていたかというと、右のデー

タを見ていただくとわかると思いますが、赤字幅を超えるような補助金を地方政府を通じ

てもらっていて、本来は市場から退出すべき企業がこうやって生き残っていたというのが

事実としてあると言っていいと思います。 

 では、何が問題かというと、国有企業の場合は補助金で救済されます。でも、経営状態

が良くないので赤字がどんどん続いていきます。そういう意味で事後的な soft budget 

constraint が起きているだろうと言えます。鉄鋼の場合は、一部企業、特に規模があま

り大きくない地方の国有企業で、究極的に現場の感覚としては、現地の雇用を確保しなけ

ればいけないという大きな問題がありますので、売れないものをつくる企業を維持させ続

けています。それが下手をすると海外に出ていくことがあります。これは競争を歪曲して

いるだろうと言えるとお話しできると思います。 

 その結果として、2016年の杭州のＧ20後に鉄鋼グローバルフォーラムがつくられました。

その後、去年、国有企業に対する補助金をめぐる三極協議が欧州、アメリカ、日本で始ま

って、国有企業の競争中立性の確保に圧力をかける動きが始まっています。なぜだかわか

らないですが、こういう圧力に呼応するように、先ほど言いましたように、中央銀行総裁

とか政治協商会議のトップとかが競争中立性という言葉を口々に出すような状況が起きて

います。三極協議にそこまでのパワーがあるかはわかりませんが、トランプ圧力への反応

という要素も加わっているように思います。 

 また、通商白書では、この補助金対象として半導体も非常にフォーカスしていて、ここ

への補助金への懸念も指摘されています。私自身の考えでは、ここまで判断できないので
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はないか、判断保留だと思っています。中国は、半導体に関しては、ご存じのとおり、今

となっては半導体の輸入額は原油の輸入額をはるかに超えているわけです。何を意味する

かというと、国内で必要なものが足りていない。質の問題もありますけれども、少なくと

も量でも足りていないわけです。そういう中で半導体の投資にある程度補助金が入ってい

る形の産業政策が本当にバツなのか。これをバツだと言うと、日本が昔やったことが良か

ったのかという話にもなるわけです。この辺の話はもう少し議論の整理が必要であります

が、ここまで投じられている半導体への補助金、基金が国有企業に投資している部分は、

はっきり言って全然実を結んでいません。 

 半導体の技術のフロンティアは、書き込む線の細さで測られます。今世界の一番のエッ

ジは７ナノミリです。それができるのはクアルコム、サムスンです。国有企業としていっ

ぱいお金をつぎ込んでもらっているＳＭＩＣはまだ11ナノミリしかできない。日本はもう

少しだめで、11ナノミリは何とかできるかもしれないけれども、主軸はまだ30ナノミリだ

ったりして、どんどん倒産していく段階です。華為が何とかここについていこうとして、

すくなくとも日本企業よりは前にいますが、一番先にまではまだ行けていない状態になっ

ています。 

 何が言いたいかというと、こういう非常にフロンティアの部分に関しては、国有企業に

お金を突っ込んでも基本的には無駄です。できません。それをあえて政治的に取り上げる

ことのコストとベネフィットのバランスは取れてないのではないか、国際的にここの部分

をフォーカスするのは意味があるか、わかりません。ただ、先ほどの関先生の話にありま

したように、トランプは追いかけてくるものはたたき潰す戦略ですので、そこまでひたひ

たと追いかけてきている中国は潰すということで今やっていると言えると思います。ここ

（スライド34）に書いてあります。 

 これがタイプ１で起きている補助金の問題で、先ほど言いましたように、鉄鋼の補助金

のような問題は断つべきものだと私も思います。これが国際的な枠組みの中でやりづらい

ことになることは、中国の中で国有企業を助けることを続けられないという外圧になるわ

けです。こうしたことで中国の国内市場の中のゆがみ、特にタイプ１の市場のゆがみを減

らす力にはなるのではないかと期待しています。 
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 次は、民営企業及びデータの話になります。タイプ３の中でいろいろな企業が出てきて

いますけれども、特にプラットフォームの企業に注目して話をしたいと思います。 

 インターネットのビジネスは、マスをとったほうが強い。プラットフォームは、補完性

という意味で、いろいろなタイプの人を集めてきたほうが強い。なるべくオープンにして

誰でも入れるようにしたところが強いという特徴があります。これは今のアリババとかテ

ンセントを見ていても非常にはっきりとわかります。同じようなことを、例えば欧米で言

うとアマゾンもそうですし、グーグルもそうです。アップルもある意味でそういうふうに

なっています。この世界には、先ほど言いましたけれども、民間企業が先に新興技術があ

ったのもありまして、先に参入して、先に大きくなって、先にマスをとったので、国有企

業が幾らあがいても入れない。これが非常に大きい効果を持っていると言えると思います。 

 アリババの話をしていこうと思うのですが、少しデータの話に絡めて、アリババがどう

やって発展してきたか。このあたりは最近日本でも認知度が上がってきているので私がわ

ざわざ話さなくてもいいかもしれないですが、アリババは、プラットフォームの取引サイ

トの固まりです。この競争力の核にはアリペイというモバイルペイメントがあります。 

 アリババは何がよかったかというと、国有企業の天下の場合は、民営の中小企業と個人

事業は金融と流通を国有部門に独占されていたので、本当に民営企業は参入して生きてい

く空間がありませんでした。それをインターネットの世界で再現した部分はあります。あ

と、決済のリスクで、昔は三角債といって、売ったものの代金を払ってもらえないのが普

通だったのですが、アリペイを使えばそこの部分は回避できるという意味で、決済システ

ムを政府にかわって提供してしまったところが社会に対しての貢献です。最近のアリババ

はほとんど共産党と一緒になっているというような話を言われますが、ここの部分で社会

を改善した貢献は消えていないですし、これはかなりポジティブに評価すべきだと思いま

す。 

 さらに、今はイノベーションの揺りかごで、これ（スライド43）がアリババ、テンセン

ト、百度が繭として民営企業を育てて、政治的には別な世界だというシールドをつくって

いるという話です。 

 １つ、データの話にかかわるという意味で、プラットフォームの核としてのモバイルペ
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イメントで、アリババのアリペイと、後発として入ってきたテンセントの WeChat Pay の

話をしていこうと思います。 

 アリババはまずアリペイをつくったのですが、非常に先見の明があったのは、ペイメン

トのシステムを自分のグループの中にとどめることはしなくて、すぐオープン化していき

ました。誰でも使えるようにしていったことがマジョリティをとる結果になって、非常に

強い大きなマスをとりました。さらに、課金戦略も非常に合理的な戦略を取り、これが成

功の要因になりました。つまり、インターネットの取引サイトとしては、実はアリババが

立ち上がったときにはアメリカの eBay がやってきて、がっぷり四つの闘いをしたのです。

そのとき eBay に勝つために、アリペイの機能をいかにユーザーに使いやすくするか磨い

ていった。それを担保取引と言っているのですが、これは今アリペイが何かということで

よく話されていることの原型です。信用のない世界だったのですが、アリペイが一旦お金

を預かって、両方の信用を確認したらアリペイ上で支払いをしていく仕組みです。ある意

味で簡単な仕組みですが、これを中国に導入したことで、いわゆる三角債が消えていく大

きな流れになったわけです。 

 さらに、ここの辺からデータの話とつながっていくのですけれども、アリペイをアリバ

バから独立させて別の会社にしました。これが今のアント・フィナンシャルにつながって

いくわけです。アリペイの使用感をとにかくよくすることを考えていて、不便さを解決す

るために、銀行とアリペイの間の口座を紐づけることを考えました。これも今よく言われ

ることです。 

 ここから先の2012年ぐらいから始まった仕組みがいわゆるビッグデータの威力を使うこ

とで、アリペイは、特にライバルが出てくるのを見越したのもあって、ユーザーがむやみ

にパスワードを入れたり、安全セキュリティのためのことをいろいろしないでもペイメン

トできる。いかに楽なペイメントをするか考えて、そこにビッグデータを使っていきます。

口座安全保障システムで、何か起きた場合、虚偽の操作が起きたり、詐欺が起きた場合に

は全部アリババが補償する仕組みをつくりました。 

 どうやったかというと、要は、ビッグデータをもとにリスク管理をして、どれぐらいの

事故が起こる確率か計算していく。特に利用者行動習慣システムで、この人はどういう人
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か、どういう買い物をするか、ビッグデータをもとに考えていって、それからあまりにお

かしな情報があれば、それを本人に通知して取引を停止する。具体的には、例えば杭州に

住んでいるお父さんが、今日は杭州にいたのに、いきなり南アフリカから女の人のブラジ

ャーを買っている。これはどういうことだ。こういうことは普通は絶対起こらないから、

そこで取引を止めるという運用をしているようです。これだけでかなりリスクは減るとい

うことを始めて、これがビッグデータの利用で飛躍的にサービスが伸びていった話の１つ

になります。 

 アリババがナンバー１になるかと思ったら、WeChat Pay が入ってきたということで、

今この２つのペイメントが大きくなっています。さらにこの上にいろいろなイノベーショ

ンが進んでいて、Online to Offline という話で進んでいます。この辺は割愛させていた

だきます。 

 ただ、アリババとテンセントは非常に大きくて有名ですが、実はＥＣというのは内弁慶

なビジネスで、中国の中に戻ってしまうと出てこないかもしれないです。国際的なデータ

取引のルールの中では、アリババとテンセントを軸に考えると、中国の世界とほかの国の

世界で閉じてしまうことも考えられたのですが、そうではないのではないかというのが

Tik Tok という新しいアプリです。Tik Tok 自体は、ここにいらっしゃる方は皆さんご存

じかどうかわからないですが、大学生に非常に人気のある動画共有サイトです。動画でこ

れぐらいの表現ができるのだなと見ていてすごくおもしろいですが、世界中ではやってい

ます。この Tik Tok は、ほとんど中国アプリだと思っている人はいなくて、アメリカも日

本の学生もやっているわけです。そうなってくると、後から出てくる個人のプライバシー

の部分をどうコミットするかというのは Tik Tok が自分で解決しなければいけない問題に

なってきます。こうなってくると、データのルールの世界で中国だけ向こう側でバイバイ

というわけにはいかなくなってくるのが、こういう企業の登場で出てくるのではないかと

思っています。 

 この辺のデータの話を本当はしたかったのですが、もう時間がありませんので、１点だ

けお話しさせていただこうと思います。 

 国家が全部データを見ている。顔認証で誰がどこへ行ったか全部わかるという、中国は
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恐ろしい監視社会だというイメージがあります。この問題を考えるときに、実は少し切り

分けて考えなくてはいけなくて、アリババ、テンセントのような民間のプラットフォーム

企業がやれることと公安がやっていることは実は別だという話です。プラットフォーム企

業に関しては、私たちの日本における個人情報保護法とほぼ同じ規制を受けています。こ

れ（スライド67）がプラットフォームを規制している法規ですけれども、14条を見ていた

だくとわかります。情報シェア機関というのはプラットフォームを指すのですが、プラッ

トフォームは、宗教、信仰、ＤＮＡ、指紋、血液型、疾病、病歴及び法律、行政法規で収

集が禁止された情報を収集してはいけないということです。顔認証がどうなのかというの

は非常にクリティカルですが、例えば宗教とか信仰の自由をカタにウイグル人をいじめる

といったような形にアリババが貢献しているのかというと、アリババはそういう情報を集

めてはいけないので、できません。では、誰がやっているかというと公安で、国家と企業

の部分で規制法が違う。中国の問題は国家が情報をどう扱うかというところが普通の国と

違うという問題で、データをどういうふうに取引していくかというところはそこがすごく

大きな問題になります。 

 最後に、「おわりに」だけを読ませていただいて終わりにしようと思います。通商ルー

ルを作成するに当たっては、中国とどう向き合うかが大きなポイントになりつつあると思

われます。 

 先ほど言いました不健全な混合市場、タイプ１、２は、補助金協定、その他による外圧

は必要だし、あったほうがいいだろうと思います。 

 データの取引に関しては、国家の体制の矛盾がすごくかかわってくるので、そういう意

味でも早く国際的な制度構築をしたほうが良い。日本は欧州風のＧＤＰＲ側に入っていく

わけです。プライバシー保護を原則としなければいけないのですけれども、難しいところ

は経済効率性を損なってはいけない。個人がデータの持ち主であるというＧＤＰＲの原則

に基づいて、プライバシーを保護しながら経済発展していくとなると、テクノロジーと制

度でイノベーションしなければいけない。これは具体的な話をもう少ししたかったのです

が、今日はスキップします。 

 あと、国家がどういうふうにデータを利用するか。ここは中国、ロシアに対してはそん
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なに簡単に網はかけられませんが、それに対してノーと言うことは必要だと思います。 

 プラットフォームのデータ独占に関しては、データの基本的な所有権は個人にあるとい

うルールを実現していくようなテクノロジーと制度を発展させていくことで確保できるの

ではないかと思います。テクノロジーと制度でプライバシーも維持するし、経済効率性も

損なわないことをやるためにはあと何段かのイノベーションが必要ですが、これを誰がや

るかというと、多分できるのはアメリカ企業か中国企業です。そういう意味でも、ここの

ルールをどうつくっていくかは非常に重要なことになるのではないかと思っています。 

 肝心な話ができていないですが、これで終わりにさせていただきます。 

○國分座長 もう時間が来ておりますけれども、少し延長させていただいて、質問をまず

集めたいと思います。 

○関委員 今中国のハイテク産業においては、活躍しているのはほとんど民営企業で、国

有企業は入る余地がありませんという話がありましたが、確かに、グリーンフィールドの

参入は難しいけれども、アリババとテンセントの国有化は考えられるのですか。１つのキ

ーワードは混合所有制改革です。一般的に混合所有制改革は、国有企業に民間資本を入れ

ることと理解されますが、逆に民営企業にどんどん国有の資本を入れることに拡大解釈す

ることもできます。 

 もう１つのキーワードは軍民融合。普通は軍事産業が民用の製品をつくるという意味で

使われるのですが、逆に、軍事を支えるために民営企業は貢献しなさいという大義名分で、

いわゆる根幹の産業を民営企業に任せるわけにいかないという口実のもとで、華為とかが

国有化される。こういうリスクはないのでしょうか。 

○杉本委員長 どうもありがとうございました。私のところの仕事の関係で、プラットフ

ォーム企業を今どういうふうに競争政策上取り扱うか非常に関心事項でありますので、そ

の観点からもお伺いしたいです。 

 今のＩＴ化と言いますか、情報というものが経済のインフラとして非常に重要になって

きている。そういうときに、中国の体制は、情報を全部国家に集中させている、独占して

いる形のもとでプラットフォームビジネスは成り立っていると考えると、所有が国有かど

うかではなくて、むしろ中国におけるプラットフォームビジネスというのは国に支えられ
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ているビジネスではないか。新たな情報化時代の国有ビジネス的に位置づけられると考え

られないのかというところが私どもの関心事であります。 

 今まで資本主義と社会主義の争いでソ連が崩壊したのは、結局、国家に情報がない。そ

こで、その情報をきちんとクリアできるのはマーケットである。マーケットにおいて情報

がクリアされることによって、情報が効率的に使用されて、それによって効率的な経済活

動が達成されるというところでソ連は崩壊したのだと私は思っています。 

 そうすると、デジタル社会において、結構、国家が情報を独占して、そのもとでいろい

ろなビジネスが発展していくことは、情報を国家が独占することによって経済の効率性を

逆に達成できるようになる。むしろデジタル経済というのは社会主義になじんだシステム

になっていくのではないかという観点があるのだと思います。そういう面で、プラットフ

ォームビジネスというのは民営化市場の典型だというご説明だったのですけれども、実は

国家独占主義に支えられたビジネスではないかという気がするわけです。 

 したがって、そこで中国は、データが域外に流通することは禁止していますし、データ

を全部国に集めろというシステムにしているわけですけれども、これに対して我々はどう

いうふうに考えていくべきか。私の立場からいうと、そこでプラットフォーム企業間のイ

コールフッティングというのは阻害されているのではないか。まさに市場の競争原理が働

くシステム、市場というものが、中国は完全にこの世界では孤立されてやっていくのでは

ないかと危惧されるわけですけれども、その辺についてどういうふうに考えてらっしゃる

のかお伺いしたいです。 

○國分座長 恐らくアメリカは、本当にそれらが民営企業なのかというクエスチョンマー

クを出しているのだと思います。 

○田中委員 今後の中国のイノベーションの可能性についてですが、民営企業が中心にな

ってイノベーションが非常に進んでいるとして、今後の米中摩擦が激化して、先ほど関委

員からお話があったように、最新の技術が一切アメリカから来なくなってしまう、取れな

くなってしまう状態になるかもしれない。また、民営企業はアメリカとの貿易に依存して

いる企業は結構あると思うので、摩擦が激化したときに、今後、民営企業は発展可能性が

あるのでしょうか。米中摩擦が激化したとしても、イノベーションは止まらずに、さらに
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それが中国の発展の原動力として続いていくのか。その辺の持続可能性についてお聞きし

たいと思います。 

○國分座長 それでは、時間の関係がありますので、お願いします。 

○渡邉委員 まず、アリババ、インターネットを国有化するかという話ですが、実際３年

ぐらい前にそういう話が出ました。国家インターネット何とか委員会が何％か株に投資を

するぞという話が、メディアに記事が載るという意味の情報としては出たのですが、その

後さすがに消えてしまいました。そこのプロセスに何があったかよくわからないですが、

当然、共産党がそういうふうに思うのは当たり前で、実際にアクションは起きています。

でも、今まで起きていないので、その結果としていろいろなポリティカルトレードを多分

アリババもテンセントもしたのだと思います。その結果の一つがユニコムに対する投資と

かだとは思うのですけれども、完全に買収することができるのかというと、まず市場ベー

スの買収といったら、価値が世界で10番目ぐらいに入っているところを幾ら共産党のお金

を全部はたいて買うと言っても考えにくいですし、国家権力だからただで接収するという

のはあるかもしれませんが、そんなことをしたら世界がひっくり返します。言うことを聞

いている限りそれはしないというのが今の解なのだと思います。 

 でも、どうなるかわからないですし、そういうリスクにさらされているのは中国の民営

企業の究極的な問題です。これが大きくなればなるほど、先ほどの田中先生のイノベーシ

ョンの持続可能性を一番侵すものは、そういう政治的な、恣意的な行動にどれぐらいさら

されるか。そこに関して民営企業は全く何の担保もなくて、経済力と政治力――政治力と

いうのもどれぐらいポリティカルネゴシエーションしているかもわからないし、していな

いとある程度思いますけれども、経済的な実力だけが担保になっているところがあるので、

そういう意味では必死でイノベーションしていくということがあると思います。 

 ２番目の杉本委員長の結局国家がという話ですが、ここは正直、私もすごく悩ましくて、

私自身もこのプロジェクトの論文をまだ書き終わっていなくて、今いただいた質問もある

意味で私のテーマの一つです。例えばアリババがＥＣであり、アマゾンがＥＣであって、

その２社が競争していると考えたときに、アリババとアマゾンの競争優位を形づくってい

るものの中にアリババの共産党との関係が貢献していると思われるものはほとんどないと
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私は思っています。いわゆる普通の競争戦略の分析という意味では。 

 ただ、中国という国がネットを出られないじゃないかという話もありますけれども、ア

リババがやっているのは、そもそもスモールビジネスの世界との取引で、これはアマゾン

も全然考えていなくて、eBay も考えていない。アメリカ発の電子商取引というのはみん

な消費者とバイヤーをつなぐもので、ビジネス・ツー・ビジネスはなかった。何でアリバ

バはそれを始めたかというと、中国は当時、世界の工場で小さい民営企業が多かった。彼

らに販路はなくて、メード・イン・チャイナでいろいろなものを海外に売っていくのは中

国の企業だから。共産党かどうかはともかく、世界の工場になっている中国の企業だから

そういうサービスができたというのがアリババの一番スタートのところになります。 

 ですので、例えば百度はある意味グーグルのまねごとだったり、シールドがあるので大

きくなってきたという部分はあるのですが、アリババに関しては、さらにアリペイを生ん

でというところまで来るときには、誰かをまねしたわけではなくて、中国の国情に合った

サービス、市場に欠陥があるところを塞いでくることをやってきたのは間違いないと思い

ます。 

 ただ、中国のデータ管理は2013年ぐらいから大きく変わってきて、データを国家として

共有するシステムもある程度つくっています。これにどれぐらい情報を出しているのかと

いうのが一番問題になると私は思います。ただ、普通の民間企業で、データの取引という

のはそんなに簡単な話ではなくて、持っているデータをちゃんとイノベーションに結びつ

けられているのは、ビッグデータとしてちゃんと解析して使っているのはアマゾンとアリ

ババだと思うのです。フェイスブックは多分だめだと思います。ああいう広告型の企業は、

本当の意味でデータを使いこなしていないと私も思っています。そういうところでは、規

制の問題だけなのか、企業のビジネスモデルなのか、すごく難しいと思います。 

 ただ、プラットフォームというのは、どこの国も基本はあまりグローバルになりません。

アマゾンも何だかんだ言ってもアメリカが８割ぐらいビジネスのメーンです。グーグルぐ

らいになってくるとまたちょっと違ってきますけれども、少し難しい。そういう意味で、

先ほど言いました Tik Tok という会社はグローバルアプリに一瞬でなってしまいましたし、

世界中のユーザーの個人情報を集める会社です。これは、何はともあれ、特にヨーロッパ
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のＧＤＰＲ周りの人たちはすごく反応してくる部分です。そういう意味で、個人情報を保

護するためのイノベーションを Tik Tok にはかなり強いる動きはこれから始まっていくと

思いますので、そうなった場合にはどうなるかわかりません。 

 なので、いただいた質問に対してはあまり完璧な答えがないですけれども、国家独占資

本主義というほど簡単な問題なのか、少しわかりづらい。そうであるというふうに私はま

だ言い切れないとは思っています。 

○國分座長 ありがとうございました。 

 さて、今日は本当に盛りだくさんで、３つの非常に大きな、しかも非常に重要なテーマ

をそれぞれ報告していただいて生産過剰だったような気もします。いずれにしても、皆さ

んで今日の議論を咀嚼していただいて、それぞれ結論を考えていただければと思います。 

 ということで、事務局に一旦お返ししたいと思います。 

○三ッ本国際交流課長 ありがとうございます。 

 平成30年度の中国研究会は本日の第３回をもちまして終了でございます。 

 なお、第１回の冒頭に所長の美並からもご案内申し上げておりますが、今年度の本研究

会の成果につきましては、ご発表者の皆様に論文にまとめていただき、夏に『フィナンシ

ャル・レビュー』の特集号として刊行することを予定しております。こちらにつきまして

は、弊所の総務研究部からご執筆者の皆様に今後のスケジュール等についてご連絡を申し

上げているかと思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。 

 最後になりましたが、関係者の皆様には、大変お忙しい中、本年度の研究会にご参加い

ただきまして、ありがとうございました。 

 事務局からはこれで以上です。 

○國分座長 どうもありがとうございました。まだ宿題が残っておりますので、皆さんよ

ろしくお願いします。 

午後４時43分閉会 


