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「元高」を受け入れることができずにきた。それは輸出

はじめに：
「21世紀は中国の世紀」になるか

の主力軍である私営加工貿易企業や外資企業の反対が強
いからではない。真の理由は「国民に共有された心理」
にある。

2008年９月に世界金融危機が発生してから３年が経

第一は、広汎な国民が「為替が上がると競争力が落ち、

つ。この間の中国と日米欧など先進国との明暗は際立っ

中国経済が成長できなくなる」と心配する「途上国型心

ていた。中国は果断な「４兆元対策」で劇的な景気回復

理」を共有していたことだ。第二は、過去に列強の侵略

ぶりを示し、昨年日本を抜いてGDP世界第２位の経済大

を受けたせいで、外圧に激しく反発する集団心理が根強

国に躍り出て、国際的な地位も顕著に向上した。

いことだ。そのせいで中国の為替政策が米国等から批判

同時に、過去10年の目覚ましい経済成長は、中国の

されると、条件反射のような反発が起きてしまう。

「国のかたち」を大きく塗り替えつつある。国民１人当

政府は数年前に「為替安定」がもたらすコストの大き

たりGDPは、2010年には4800ドルを超えた。これに伴

さに気づいたが、国民の心理や意識はすぐには変わらな

って国民の生活が変わり、町並みが変わった。生活水準

い。共産党独裁の中国といえども、広汎な国民に共有さ

の向上と進学率の上昇により、国民の意識も大きく変わ

れた「集団意識」に反する政策はなかなかとれないので

りつつある。

ある。しかし、為替レート調整を避けてきた付けは、今

さまざまな点で「岐路に立つ」中国は、今後いかなる

や中国経済に大きな負の影響をもたらしつつある。

課題を抱えて、どのような隣人に変貌していくのだろう

中国人民銀行は連日為替市場に外貨（ドル）買い介入

か。今後日本も他の東アジア地域も、己の進路と命運に

して、元レートの上昇を防いできた。その介入の足跡を

重大な影響を与えるこの問題を注視しないわけにはいか

示すのが過去数年激増してきた外貨準備高である。今か

ない。

ら７年前の2004年７月、中国の外貨準備は4800億ドルに

筆者は今年２月、台頭する中国の経済社会、政治、国

すぎなかったのに、今年７月には３兆2000億ドルに膨れ

民意識が今後解決しなければならないと思われる課題を

上がっている。世論は膨大な外貨準備の価値が昨今のド

「７つの壁」として整理し、
『岐路に立つ中国』として上

ル安で目減りすることをおそれているが、もっと深刻な

梓した（日本経済新聞社刊）
。

問題は別にある。

課題は解決の容易なものから難しいものの順序で並べ

市場介入の資金は、人民銀行が短期証券を金融機関向

た。
「中国台頭」がどこまで続くか、さらには米国を凌

けに発行して賄っている。人民銀行を含む銀行の資金運

駕して「21世紀は中国の世紀」になるのかは、優れてこ

用総額は今88兆元（邦貨に換算してざっと1060兆円）だ

の７つの課題を中国がどこまでうまくこなせるかにかか

が、実にその約３割に当たる25兆元が介入資金を賄うた

っている。以下では同書の内容を要約して、中国の課題

めに用いられている（外匯占款）
。その額は2010年の１

とその解決の見通しを紹介したい。

年間でも３兆2600億元、今年も上半期だけで２兆800億
元増加しており、2004年から今日までの７年間を通算す

第一の課題：
人民元レートの調整問題

ると、実に21兆元も増加している。
これを中国が「４兆元対策」を断行してから今日まで
の３年間に増加した金融機関の貸出増加額と比較してみ

中国は目覚ましい経済発展を遂げてきたのに、永く
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2011.11

よう。中国は巨大な経済刺激策の所要資金を借入で賄う

特別講座●岐路に立つ中国（前編）―― 超大国を待つ7つの課題 ――

ために、2008年末以降、国有銀行の貸出バルブを全開に

ぐにまた加速がつくのに似ている。その背景には、この

した。その結果、銀行貸出はこの３年間で約80％、金額

拡張的金融政策があった。

にして約23兆元と爆発的な伸びを示した。それが今日、

「経済過熱は利上げで沈静化」が定石だが、そうする

住宅価格の暴騰や物価上昇など深刻な弊害をもたらして

と内外金利差が開いて海外からの資金流入を刺激し、為

いるが、過去７年間の外匯占款増約21兆元は、期間は異

替の安定が害される。代わりに預金準備率の引き上げや

なりこそすれ、これとほぼ同じ規模なのである。

貸出枠の制限で金融を引き締めるのだが、往々にして経

外為市場でドルを買い支えることは、その裏側でドル

済が資金繰り難で心筋梗塞を起こしそうになる（今がま

買いの代金（人民元）を資金市場に流し込むことを意味

さにそうであるし、2008年上期もそうだった）
。為替の

する（短期証券の新規発行を財源としているので、不胎

安定にこだわりすぎた付けは中国経済に大きな負の影響

化は十分行われない）
。結果として人民銀行のバランス

をもたらしているのである。

シートは負債（短期証券の発行）、資産（外貨の購入）

ここに来て、中国の為替政策はようやく流れが変わっ
てきた。為替レートも年間数パーセントの緩やかなレー

の両面で、急激な拡張を続けてきた。
これを日本がかつて2001年から2006年にかけて実行

ト調整が再開された。それだけでなく、金融危機後は

し、金融危機後米国が実行している「量的緩和策」と比

「人民元の国際通貨化」に取り組み始めた。そこでは

べると、狙いや方法は異なるが、結果としてマネーサプ

「通貨の国際化なくしては大国たる資格を欠く」という

ライが増大し、経済の刺激につながる効果があるという

これまでになかった考え方が浮上しており、過去の「弱

点では似ているのである。

国心態」を克服する新たな心理的潮流、大国としての自

今世紀に入ってからの中国マクロ経済は、金融危機か
らの立ち直り後、最近までを含めて三度「経済過熱」を

信の回復の表れとして注目される。
しかし、為替上昇の覚悟ができても、それだけで問題

経験している（図）
。インフレに火が点きそうになると、

が解決するわけではない。今進めている漸進的な人民元

そのつど政府が「マクロ・コントロール」で過熱状態の

高は、中国内外の投機資金筋にしてみれば、利回りが保

押さえ込みにかかるのであるが、その様子は例えていえ

証されたも同然だから、ホットマネー流入などの「鞘取

ば、下り坂を走る車がブレーキを踏んでも踏んでも、す

り」で稼ごうとする動きを加速してしまう。漸進的なレ

図
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ート調整はキリのない資金流入を招くので、なかなかう

発差益を得るために農民の利益と生活を犠牲にして野放

まくいかないのだが、為替取引の自由化を進めていけば、

図な収用をするおそれが強い。農民と土地需要家の間に

このような「鞘取り」取引が広がることは防ぎようがない。

立つ政府がとる儲けが大きすぎて市場メカニズムが働か

このように、人民元問題はある種の「袋小路」にあり、

ないためである。しかし、このように供給を制限すれば、

特効薬的解決方法がない状況である。真の大国になるた

昨今のように土地・住宅価格が暴騰するのも無理はない。

めには通貨の国際化が必要であり、中国は今後もこの途

一方には農民に都市住民並みの公共サービスを提供す

を進むであろう。しかしその間、金融環境は本来あるべ

る財源がない問題があり、もう一方には農地の転換が進

き引き締め水準に比べると低めに据え置かれ続け、
「ブ

まない問題がある。一石二鳥の解決方法として、最近い

レーキを踏んではまた加速して……」を繰り返す可能性

くつかの地方で「戸籍と農地の交換」の実験が進められ

が高い。時間をかけて、高い代償を払いつつ、徐々に国

ている。農地の転換で生まれる開発差益を農民向け公共

際通貨化への途を歩む、それが今後の人民元問題の行方

サービス提供のための財源として使おうというアイデア

だと思われる。

である。二元構造解消は焦眉の急だから現実的な対応か
もしれないが、運用の現場で農民利益を無視した開発姿

第二の課題：
「都市と農村の二元構造」の克服

勢が温存されるおそれも指摘されており、その効果・功
罪は要観察である。
農村・都市二元構造問題が解決できれば、今後の経

「都市・農村の二元構造」問題は、日本でも「農民の

済・社会の健全な発展に多方面から資することになる。

戸籍差別」としてよく知られているが、問題は戸籍にと

第一に、不足している農地の都市用地への転換が加速す

どまらない。国全体が戸籍という「人」的な面だけでな

る。これが住宅の暴騰防止、さらには成長の原動力とさ

く、産業を興し住まいを建てる「土地」の面でも、
「都

れる「都市化」の持続に資する。第二に、「二等国民」

市と農村」という異質な２つの空間に仕切られているの

扱いされてきた農民に社会保障などの公共サービスを提

が今の中国である。この特異な「国のかたち」は、経済

供できる。これは国民総体の幸せの向上につながるし、

社会にあまたの問題を生んでいる。中国経済・社会がバ

農民の購買力を強化して内需の底堅い成長にも資する。

ランスのとれた発展を遂げていくためには、その解決が

第三に、農民が都市での今の差別、住宅難を嫌って都市

必須になっている。
戸籍差別解消が進まない原因として、都市住民側の農

への移動（
「出稼ぎ」
）を望まなくなりつつある現状を改
善し、都市の労働力確保、賃金安定にも資する。

民に対する差別意識がよくあげられる。それも事実であ

逆にいえば、二元構造問題を解決できなければ、中国

るが、もっと根本的な原因は地方財政（財源）問題にあ

経済・社会の今後の発展はこれらの隘路に直面してしま

る。農民を都市住民同様に遇し、統一した戸籍制度をつ

うということである。
「都市化」や農民生活向上が阻害

くり上げるには、農民に都市住民並みの公共サービス

されることによる成長への悪影響は説明を要しないが、

（教育、医療、養老、住宅等）を提供する必要があるの

実は農村労働力の供給が細り人件費の高騰を招いてしま

だが、現行の地方財政制度はその莫大な財政負担を賄え
ないのである。

う悪影響が意外と深刻である。
中国でも従来のように農村の余剰労働力が大挙して都

農村・都市という土地問題は、中国土地市場制度の特

市に出稼ぎに来る時代は終わり、人件費が上昇する時代

殊性から生まれている。現状は政府が農地収用（征

に入った。それは一面で内需の増大につながるが、産業

地）
・払い下げの権能を独占しており、農業収入を基礎

の生産性向上で吸収できる域を越えて人件費が上昇すれ

とした安値で収用（征地）して、土地の商品価値を反映

ば賃金インフレを誘発してしまう。それは中国の輸出産

する入札市場において高値で払い下げている。その結果

業・私営企業をコスト面で圧迫するだけでなく、経済成

生ずる巨大な差益は農民へのわずかな補償金を除き、大

長の質も傷めてしまう。二元構造が解消できずに農民工

半が政府の懐に入る仕組みだが、この利益の不均衡がさ

の労働力供給が細れば、このような「悪い賃金上昇」を

まざまな弊害を生んでいる。

招くおそれが高いのである。

中国は農業、農民を保護するために都市建設用地（指
標）の供給を強く制限しており、2007年以降は、地方
政府が農地を都市用地に転換するには、同面積の農地を

第三の課題：
「官の官による官のための経済」の克服

新たに用意しなくてはならなくなった（スクラップ＆ビ
ルド政策）
。農地転換の規制を緩めれば、地方政府が開
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2011.11

最近、先進国で「国家資本主義」という言葉が聞かれ
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るようになった。中国やロシアで政府や国有企業が経済

端、全国各地の地方政府による投資競争を招いて、指定

の主役として振る舞う様を指している。今の中国経済は、

後間もない新興重点産業が過剰投資の整頓対象になって

①政府と国有企業（
「官」と総称）が膨大な資源を所有、

しまった。

成長果実を支配している、②官が強力な認可権、予算、

もはや低廉労働力の無尽蔵な投入を期待できない今後

土地分配権などの権限を有する「審判」と中核的な「プ

の中国経済政策にとって、何より重要な課題は、質の高

レイヤー」
（電力、金融、通信などの業界を独占）を兼

い経済成長を持続することである。生産性の向上がなけ

任しており、国有企業に特権的な便宜を図っている、③

ればさらなる成長が見込めないからである。生産性を向

以上の組み合わせにより官の経済実権がいよいよ増殖す

上させられるのは国有企業か私営企業か、答えはだれの

る現象が顕著である。一言でいえば「官の官による官の

目にも明らかであるのに、国有企業ばかりが栄え、私営

ための経済」になっているのだ。

企業が下をうつむいている現状は、その意味でも非常に

1997年の共産党大会は「国退民進」という路線を打ち

憂慮される。中央政府も産業構造の調整や成長の質の向

出した。国家安全に直結する少数例外業種を除き、今後

上を訴えてやまないが、市場主導でなく政府主導を続け

は国有企業の比重を下げて経済民営化を推進することを

る限り、この病が治ることはないだろう。早く流れを変

宣言したのである。背景には当時の政府にはカネがなく

えるための舵を切らなくてはならないが、肥大化した

経済への投資は民間資本に期待するほかなかったことが

「官」の既得権益、実権の強さがそれを阻んでおり、変

あった。しかし、国有企業改革や分税制改革の進展、飛

化の兆しは今のところ見出せない。

躍的な経済成長によって政府の財力が復活してきた2003
〜04年に至るや、
「国退民進」はあっさり忘れられ、
「官
主導」経済の再膨張が始まった。

第四の課題：
政治体制改革を進められるか

この傾向は「４兆元対策」投資の大半が国有企業セク
ターに注ぎ込まれたことによって決定的になり、今や

日本では、中国社会について「共産党や政府の腐敗、

「国進民退」と揶揄される状況がやってきた。その弊害

貧富の格差、地域の格差などの問題が深刻化しており」

は、主に以下の３つの面で現れている。「４兆元対策」
は住宅暴騰、物価上昇などの弊害も生んだが、実は最も
深刻な後遺症は、以下ではないか。

「共産党の独裁体制を民主化しなければ、このままでは
済まないはず」という認識が広く流布している。
「腐敗や格差に対する国民の不満が大問題になってい

「官主導」経済の弊害の第一は、富の偏在である。今

る」との認識には筆者も賛成であるが、党や政府の高官

日、中国はすでに「カネのない国」ではないが、富の所

の汚職や堕落は「今も昔も変わらぬ」現象であり、昔は

在があまりに偏っている。官が過大な経済資源を所有し、

今ほど報道されなかっただけである。最近になって変わ

成長果実を独占しているせいで「分配」が大いに歪めら

ったのは、問題が「深刻化」したというより、問題に対

れ、民間消費、私営企業の成長を阻害している。

する国民や社会の反応の仕方（意識）
、つまり腐敗や格

弊害の第二は、富の「使い道」の偏りと誤りである。
政府は「投資」
、それも重厚長大産業やインフラへの投
資を偏愛する。これからの政府の優先順位は産業よりも
民生におかれるべきであろう。
また、中国は過去に貧しかったせいで、年金の積立が

差などの問題に対して国民が不満や怒りを表明し、それ
が共有されるようになった、という変化だと思われる。
経済成長が所得水準を向上させ、進学率が示すように
知的・文化的水準も大幅に向上した。新聞、雑誌、イン
ターネットは商業化が進み、流す情報も飛躍的に増加、

できていない。世銀は10年以上前だが、中国の年金債務

多様化した。共産党も政府も、そうした国民の声を無視

負担の規模をGDPの４〜６割に相当すると推計したこと

できなくなり今や恐れるようになってきた。10年前には

がある。しかも、これは人口の半分以上を占める農民へ

想像しにくかった変化である。一昔前の韓国、台湾でも

の給付を考慮しない数字である。本当は、富をこうした

そうだったように、経済成長は中国社会を大きく変えつ

「過去からの遺留問題」の解決に充てるべきだろう。
弊害の第三は、政府の実権が強すぎる結果、経済に過
度な干渉が行われていることであり、これも経済の発展
の重荷になっている。政府の経済政策というものは、

つあり、
「体制変化」は国民意識の平面ですでに始まっ
ているのである。その意識の変化に「共産党一党専制」
がついていけていないことが問題なのだと思われる。
しかし、大多数の「ノンポリ」国民は、政治的な自由

往々にして政策が意図したのと逆の効果を生み出すもの

が制限されていることに不満を抱きながらも、社会の安

である。最近の例でいえば、中央政府が風力・太陽光な

定をリスクにさらしてまで政治的自由を求める覚悟はな

ど新エネルギー設備を今後の重点新興産業に指定した途

い。急進的改革を求めるよりは、さらに豊かになる過程
2011.11
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で、徐々に問題が解決されていくことを望んでいる。
だからといって、
「政治的自由の制限はたいした問題

自身にある。言論を抑え込むから、共産党と政府が「弱
い」争点で「正義の言論」が膨れる悪循環に陥っている。

ではない」とはいえないが、今、国民にとってもっと切

例えていえば、血管内壁の傷から動脈瘤が膨らむような

羽詰まった重大問題は、共産党や政府に権力が集中し、

ものだ。

これに対する監督（チェック）のメカニズムが全く不十

弊害の第二は、言論の統制（加えて一部にみられる人

分なことだ。そのために幹部の不正・腐敗はいうに及ば

権の弾圧）が、台頭中国のソフトパワーを著しく傷つけ

ず、職権の濫用や不作為、人権の侵害、法令の無視など、

ていることだ。一国のソフトパワーを資産と負債の両面

政府に対する国民の信認を揺らがせるさまざまな問題が

をもつバランスシートに例えて考えてみよう。
「五千年の

生まれている。このメカニズムをもう少しましなものに

歴史を持つ中国文明」や「改革開放で達成した驚異的経

変えることこそ、今日の中国が解決しなければならない

済成長」は中国の大きな「資産」だが、同時に「言論を

焦眉の急である。

統制し、人権を弾圧する」中国共産党と政府の「悪漢」イ

つまるところ、これは統治機構のガバナンス問題であ

メージは、最大の「負債」項目であり、世界における中

る。権力をもっときちんと監督するには、さまざまな面

国ソフトパワーの「純資産」価値を大きく減殺している。

から現有制度を手直ししなければならない。そのための

次回「世界に受け入れられる理念を語れるか（第七の

改革は、末端地方政府における民主選挙、上級政府によ

壁）
」で述べるように、中国が超大国への道を歩むなら、

る下級政府への監督強化、司法制度の改革などいくつも

海外の支持を得られるかどうかがきわめて重要になる。

の面で徐々に進められてはいるのだが、社会や国民の変

今後米国の覇権が後退して多極化が進むのであれば、そ

化の速度についていけていない。

こで台頭する新リーダー国と世界は協調し合えるのかど

今、最も有力視されるガバナンス強化策は、報道や言

うかが世界の安定にかかわってくる。その中国がどのよ

論を通じた権力チェックの強化であろう。マスメディア

うな国（にみえる）か？ は、中国人だけの問題ではなく

に対しては相変わらず言論の統制・指導が厳しく行われ

なってくる。

ているが、最近はネット、特にマイクロブログやツイッ

以上みてきたように、中国は政治体制改革を避けて通

ター類似のサービスが急激に発達してきた。本年７月の

れなくなっている、たとえそれが「西側式の民主制」を

高速鉄道衝突事故にみられるように、政府の失政や腐敗

目指すものでないにしてもだ。本当に進められるだろう

が明るみに出ると、ネットを通じて統制が利かないほど

か。最大の問題は、政治改革を実現できる自信が中国人

の勢いで情報が国民に広がる。

自身にもまだないことである。急進的な政治改革を進め

共産党も政府も、このような新しい社会現象に対する

ると、社会が文革時代のような混乱に陥るのではないか

対応を改めるべき時期が来ている。少なくとも、統制の

と不安なのである。その不安は危難に直面したときに国

方法を情報遮断といった「事前取り締まり」型から、秩

の安定を支える「安定ばね」になっているが、中国がま

びんらん

序を紊乱させる現実的で急迫した危険がある場合に限っ

だ払拭できずにいる「弱国心理」の表れでもある。

て取り締まる「事後取り締まり」型へ転換させていくべ

次回（後編）に述べるように、今後の中国はまだ払拭

きである。たとえば知識人が共産党や政府と相入れない

しきれていない「弱国心理」を克服していく必要があり、

意見を表明しても、異見を表明したこと自体を咎めるの

その最終戦場のひとつが政治体制改革の推進である。そ

ではなく、それで秩序紊乱のおそれがなければ取り締ま

こで「中国台頭」の時代を生きる中華民族の力量、真価

りを自制する、といったことから始めるべきである（そ

が本当に間われるときが早晩来る。

れだけでも世界の標準にずいぶん近づくし、中国はそう
いう建前でもやっていけるだけの高度な情報インフラを
今や備えていると思われる）
。
そうすべきだと思うのは、言論統制がもたらす弊害も

＊次回後編は2012年３月号に掲載予定です。
※筆者略歴：1957年生まれ、80年東京大学卒業後、通商産業
省に入省、96年在北京の日本大使館経済部参事官、帰国後

巨大で危険なものになってきているからだ。弊害の第一

北東アジア課長、経済産業研究所上席研究員を歴任後、

は、統制によっていびつに変型した「正義の言論」が共

2004年に東亜キャピタル株式会社を設立、日中専門の投資

産党の痛いところを意識的に突く手法で膨張してきたこ

ファンド「日中架け橋ファンド」の運営に当たる。中国経

とだ。政治面でいえば「愛国」を掲げる過激な言動が代

済専門家として知られ、著書『中国台頭』（2003年、日本

表例だ。世論をそのようにいびつに成長させた責任は、
メディアを統制して政府批判を許してこなかった共産党
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経済新聞社）でサントリー学芸賞を受賞した（個人ウェブ
サイト：http://www.tsugami-workshop.jp/）。

