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 欧州危機にもかかわらず、２０１２年の中国の経済成長率はそんなに落ちない

と見る。理由は①中国企業が欧米へ輸出しているのは労働集約的な安価なローエ

ンド製品で、外国企業が中国で生産するハイエンドのもののような影響は少ない、

②今年は胡錦涛・温家宝の花道づくりもあって、国内では引き締め政策が調整さ

れ、すでに年金生活費が１０％あげられたように、今春、所得刺激による経済政

策が用意されようとしている。よくいわれる不動産価格の下落についても、ミド

ルエンドのものは下がっているが、大金持ち用のハイエンドのものの値崩れはな

く、一番多い一般労働者用のものは需要も強く堅調だと見る。インフレも電機や

車などの製品でなく、食料品に著しい。その原因も分かっており、それは中国経

済全体としてみれば圧倒的な問題でない。また、貯蓄率が高くすでに実体経済も

それなりにしっかりしているので、当面、大きな不安はないと語った。が、信用

の混乱や欠如、知的財産権の軽視など、社会主義市場経済が抱える根本的課題は

放置されているので、いつまでも持続可能な成長を享受するは難しいだろうと見

る。 
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司会（長谷川幸洋・企画委員） お待たせ

いたしました。恒例の経済の勉強会の 2回目を

始めたいと思います。私は企画員の長谷川でご

ざいます。 

本日お招きしましたのは、富士通総研の柯隆

さんです。柯隆さんは、活字やあるいはテレビ

などの媒体で皆さんお目にかかったというか、

よくご存じの方だと思いますが、略歴を紹介さ

せていただきます。 

92 年に愛知大学法経学部をご卒業、94 年に

名古屋大学大学院経済学修士を取得され、94年、

4 月から長銀総合研究所国際調査部研究員、98

年 10月から富士通総研経済研究所、現在は主席

研究員でいらっしゃいます。本日は、中国経済

を広くいろんな角度から語っていただけると思

います。中国に行って視察されてきたばかりと

お伺いしております。それでは、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

柯隆 きのうの夜、上海から戻ってきまして、

日本のこういう暗い雰囲気にはまだなれません

が、というよりも中国のほうが春節の直前なの

で、ものすごく騒がしいというか、ちょうど 1

年の中で最も活気があふれている季節でござい

ます。1 週間ぐらい、上海から南京まで、いろ

いろな企業視察、それから講演をさせていただ

きまして、いまの中国経済を体で改めて実感し

てきました。 

きょういただいた宿題は中国経済の話でご

ざいますが、いろいろ飛行機の中で考えたので

す。何をご報告を申しあげればいいのかなとい

うふうに考えてみましたら、たぶん、一つがい

まの中国経済の現状、それから中国社会の状況、

さらにこの 2012年、中国という国を我々はどう

いうふうに展望していったらいいのか。ことし

中国は、世界主要の国や地域と同じように政権

交代を迎えますので、そういった政治のリスク

の話も申しあげたいと思います。最後は、やは

り日中関係ですね。在中国の日本企業が、いま

2 万 5,000 社ぐらいあります。いわゆる資本参

加、あるいは技術供与している“合作会社”と

いっていますが、そういった関連会社といいま

すか、そこまで含めれば大体いま 4万社ぐらい

に達しているといわれております。 

やっぱり日中関係は相互依存という意味で

は、ものすごく緊密になっております。ただし、

やはり日本社会の暗さと、中国社会の明るさと

いうギャップからすれば、日本はこれからどう

すればいいのかということも、最後に時間があ

れば、フランクに話をしてみたいと思っており

ます。 

それでは、まず中国経済の話についてお話し

させていただきます。いまの中国経済、どうい

うふうにみたらいいのか。2010年までの中国経

済の 1つの特徴、あるいは性格というのは、一

言でいえばイベントエコノミーだったのですね。

いろんな国際イベント、北京五輪、あるいは上

海万博、広州ではスポーツのアジア大会もあり

ました。そういったイベント関連の投資、それ

に関連する商品もありましたが、そのイベント

関連の需要が中国経済をものすごく牽引しまし

た。2010年の経済成長率も 10.3％でした。これ

までは、国際的なイベントが中国経済をものす

ごく牽引していた。 

 

2011年はおよそ９％成長か 

 

2011 年、イベントエコノミーの余韻は上期ま

で少し続いていたのですが、下期に入ってから、

徐々にトーンダウンといいますか、落ちついて

きています。だから、去年の経済成長率そのも

の、まだ数字は出ておりませんが、たぶん、い

ま第 3四半期までの数字と、それから第 4四半

期の経済成長の予測でいうと、9％前半ぐらいの

成長だったのではないかなと推察しています。

2010年の成長率と比べれば、大体 1ポイントぐ

らい下がった。 

1ポイント下がったので、2011年の経済成長

は、あまりよくなかったのかというと、2011年

の中国経済を取り巻く外部環境、あるいは中国

国内の経済調整ということを考えれば、私は、

そこそこよかったのではないかなと思っており

ます。 

すなわちイベントエコノミーのときの中国
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経済というのは、やはりオーバーヒーティング

していた部分が相当ありました。中国経済の潜

在成長力を計算すると、おおよそ 9％なのです。

だから、2011年の中国経済は、政策、あるいは

経済運営そのものについていえば、やはりある

程度評価できるのではないかなと思っておりま

す。 

ただし、中国国内の人たちに聞くと、やっぱ

り体感温度というのはあまりよくない。なぜな

のかといいますと、経済は生き物ですから、上

昇する局面では、みんないい感じになりますけ

れども、下がってくるときには、どうしても期

待値、この先の展望、あるいはマインドが若干

悲観的になるという部分があります。したがっ

て、2011 年の経済を心配するというよりも、

2012年以降の中国経済のトレンドが、徐々に下

がっていくという心配から、ややマインド的に

は悲観的になっている部分が正直にいってあり

ます。 

2011年、中国経済を取り巻く外部環境があま

りよくない。とりわけアメリカ、ヨーロッパの

経済が信用危機に陥っているわけですから。そ

の中国経済がどうやって成長してきているか、

やや基礎的なところ、ファンダメンタルなとこ

ろを若干、まず整理をさせていただきたいんで

す。 

 

ナショナルセービング52％が中国の強み 

 

もしも中国経済の原動力がどこにあるかと

質問されるならば、私の答えは、中国経済の一

番の強みは、国内の貯蓄だと申しあげたい。い

ま世界で、信用危機に見舞われている国につい

て、アメリカもそうですが、ヨーロッパ、ユー

ロ圏の国々をみると、実は、2 つ大きな共通点

があります。すなわちこれらの国と地域、どう

して危機に陥ったか。まず一点目、危機に陥っ

た国々、あるいは地域みんなそうなのですが、

貯蓄のない国です。アメリカといっても貯蓄が

ないんですね。長年、貯蓄率がマイナスだった

し、ギリシャもそうです。スペインもイタリア

もポルトガルも。 

それに対して中国はどうかというと、家計の

貯蓄率で 30％、政府とそれから企業セクターを

合わせると 22％。国全体の貯蓄率、すなわちナ

ショナルセービングが 52％です。この貯蓄率の

高さが、結局、投資を支えて、経済を牽引する

わけです。これが大きなポイントです。 

2 つ目、今回危機に見舞われている国、アメ

リカも含めてですけれども、実体経済はぼろぼ

ろなんですね。アメリカはかつて鉄鋼も、自動

車も、デトロイトなんかすごかった時代もあり

ました。しかし去年の 3月、アメリカに出張し

たときに、ウォール街で幾つかのチームとイン

タビューさせていただいたときに、「アメリカ

のリーディングインダストリー――日本語でい

うと基幹産業――は何ですか」と聞いたら、何

の迷いもせずに、リーディングインダストリー

というのはコンサンプション、消費だと。消費

が基幹産業になっている国というのは、おかし

いんですよね。 

我々アジアの文化では、消費というのは、一

生懸命仕事をして稼いだ金で貯蓄を除いて、残

りは自分で消費する。産業じゃないですね。ア

メリカでは、やはりカルチャーが我々と違うん

です。おそらくギリシャもスペインも、まず遊

ぶというのが先に来る。消費、エンジョイする

のが先。 

でも、中国はといえば、日本に倣って、産業

政策をこの 30年きちんととってきました。問題

はあるけれども、製造業、例えば自動車、機械、

化学、半導体、電子、これらの産業は、キーコ

ンポーネント、コアの技術に関しては日本との

間にまだまだギャップがあるのですが、しかし

ながら、ものづくりの力というのは、もう目に

みえる形で成長してきているのは確かです。 

結局のところ、中国経済のどこが強いかとい

うと、実体経済がやはり相当強くなってきてい

るのは事実です。もちろん、日本の皆様にとっ

ては不本意な部分はあるのも事実だし、すなわ

ち知的財産権をあまり尊重しなくて、勝手に人

のものをコピーしたりするというのもあります。 

この間、上海を歩いたら、「iPhone5 要りま

せんか？」といわれました。iPhone5、まだ発売
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されてないはずなのに、それを売り込まれまし

た。「僕は 4Ｓを買ったばかりだから、5は要ら

ない」といったんですけれども、これは中国の

実力といえるかどうかわかりませんが、とにか

く実体経済はそこそこ力がついてきているのは

間違いない。 

だから、この 2つ、貯蓄率の高さと実体経済

の強さが、やっぱり中国経済をある程度支えて

いる部分であることは間違いありません。 

では、リスクあるいは課題はないかというと、

当然あります。まず、短期的な話を申しあげま

す。主要なものが 2つあります。1つがバブル、

2つ目がインフレーションです。 

住宅バブル。新聞や雑誌にもいろいろ書かれ

ていますけれども、バブルが少し落ちついてい

るのではないかと。例えば住宅の価格は若干下

がってきているじゃないかというような記事も

あります。正確に申しあげると、ミドルエンド

の部分は下がっています、3％から 5％ぐらい。

もちろん都市にもよりますが、10％ぐらい下が

っているところもあります。ただし、ローエン

ドの、日本でいうと、昔、住宅公団のやってい

たようなアパートの値段は下がっていない。な

ぜかといいますと、需要がかなりかたいのです。

要するに、低所得層が多いのです。それからハ

イエンドも下がっていないのです。高級なマン

ションは下がっていない。これは、やはり一握

りの金持ちたちの投機が入っていますので、こ

の人たちの資金が別にショートしているわけで

はないからです。ミドルの部分が実は少しずつ

下がってきています。 

中央政府のレベルでは、できるだけこの住宅

バブルをコントロールしようとしています。と

りわけ温家宝首相が繰り返して、コントロール

する、引き締めをやるとアナウンスしています。

ただし、先週 1週間中国に出張しまして、去年

の 12月、共産党中央で党の経済工作会議といわ

れる会議がありました。この会議で決められた

2012年の政策のトレンドは、微妙に調整されて

います。 

というのは、安定の中で成長を追求する。安

定を保ちながら成長を追求する。このようにそ

れまでは引き締め的だったのです。胡錦濤は、

やはり少し成長を求めなければいけないと考え

たようで、若干ですが、彼らの最後のアナウン

スメントの中に出てきました。なぜか。もう 1

つ重要な会議が、この 1月に開かれました。金

融工作会議、すなわち金融制度改革をしていく。

そのために金融の流動性の放出も若干緩和しよ

うじゃないかという、やや微妙な表現も出てき

ております。これもなぜなのか。実はわずかで

すけれども、いま政策調整が図られております。

2012年は、何といっても、胡錦濤・温家宝が引

退の年なので、彼らにとって花道をつくる必要

があります。 

彼ら 2 人が、引退する年に、いままで 10％、

9％台の成長があったのに、それが 8％成長にな

っちゃうと、さすがによくない。だから、どう

しても花道をつくる。したがって、まだ 1月で

すけれども、いま申しあげた 2つ重要な会議の

発表をみると、2012 年の中国経済の成長率は、

実は思ったよりあまり落ち込まないのではない

かと感じております。3 月 5 日ぐらいから、ま

た全人代が開かれますので、その後に何らかの

景気刺激策が発表されるんじゃないかという期

待が、実は結構高まっています。先週、不動産、

あるいはいろんな企業の社長たちと、夜、ディ

ナーを食べたのです。そこでみんなと意見交換

したら、実はこの人たちのマインドは、引き締

めはそろそろ緩和のほうに変わるのではないか

という幹事でした。いましばらく我慢すれば、3

月過ぎれば、それこそほんとに春になります。

というふうに彼らは予測しております。ですか

ら、欧米の経済が回復するには時間がかかるに

しても、中国国内のいわゆる内需の部分が、3

月過ぎればかなり出てくると彼らは期待してい

ます。 

いま欧米の話をちらっと申しあげたんです

が、中国はことし 2012年、輸出が落ち込むので

はないかという予測も出ております。去年の 11

月、アメリカに出張しまして、いろいろリサー

チしましたが、正直に私が感じたのは、ことし

2012年、国際貿易が大きく伸びるのはたぶん難

しいが、中国の輸出が落ち込むこともあまり心

配しないでよいのではないかと考えました。 
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なぜか。実は、中国から欧米への輸出、特に

地場企業がつくっている製品でいうと、6割、7

割がまだまだローエンドのものなのです。ロー

エンドの製品。去年、アメリカへ行ったとき、

ちょうどクリスマス商戦の時期だったので、売

場をみたら、やはり全部メード・イン・チャイ

ナなのです。アメリカ、ヨーロッパにはメード・

イン・チャイナの、労働集約型のそういった安

い商品というのは欠かせない。ことしもそうい

った輸出はむしろ順調にいくだろう。ただ、ハ

イエンドのものに関しては、欧米の購買力が若

干低下するので、そこはたぶん難しい。結論的

にいえば、貿易そのものが大きく低下するとい

うことは若干考えにくいと感じております。 

したがって、2012年の中国経済、どう見通せ

ばいいかというと、やはり貿易の基礎的な部分、

たぶん中国はきちんと維持するだろう。国内に

関しては、3 月の全人代が終われば、何らかの

緩和策がたぶん出されるだろうし、あとは消費

なのですね。消費で、どうやって刺激するか。

オーソドックスなエコノミストたちがいつもお

話しされるのが、社会保障制度の構築です。で

も私、正直にいうと、社会保障制度の構築とい

うのは、消費の刺激にはならないと思います。

なぜかというと、あれは漢方薬なのです。時間

がかかる。中国はゼロベースから社会保障制度

を構築するので、10 年、20 年、30 年かかると

思います。 

だから、社会保障制度の整備は重要ですが、

それは短期的には消費の拡大につながらない。

だから、ああいう言い方は私は間違っていると

思うのです。消費を拡大させるには、これから

所得は少しずつでもコンスタントにふえるだろ

う、ふやしてあげるというコンフィデンスとい

いますか、そういう、政策を家計に対して、き

ちんと打ち出していくというのが重要です。 

 

まだまだ低い労働分配率 

 

先週 1週間、あちこちインタビューに行った

ら、実はその兆しがみえてきておりました。各

地方政府からリタイアした人に対して、すなわ

ち年金生活している人たちに、年金の生活費を

10％上げるという通達がすでに出ています。こ

れを 10％上げると、リタイアしていない人たち

の賃金にもつながっていきます。この春先から、

たぶん全世代で1割ぐらい賃金が、あるいは所

得がふえるという計算になります。その部分が

即座に消費の拡大にたぶんつながるだろうとい

うふうに、一応、みています。 

中国がこれからやらなければいけないのは、

この 10％上げるのも同じような話ですが、労働

分配率を上げることなのです。労働分配率の考

え方というのは、国民総所得（ＧＮＩ）に対す

る家計の全所得の合計の割合ですが、すなわち、

1 年間、付加価値のうちどれぐらい家計に賃金

として支払われるかという考え方ですが、中国

の労働分配率というのは、非常に低い。ちなみ

に日本はいま大体 60％ぐらいの労働分配率と

いわれております。昔よりは少し下がってきて

います。アメリカは 70％少し超えています。あ

の国は、やっぱり労働組合が強いからですね。

中国は労働組合の組織はあるけれども、機能し

ていない。結果的に労働分配率が 40％しかあり

ません。だから、中国は社会主義じゃないと思

いますね。 

正直にいうと、中国から海外に出て、特に日

本という国に住んでみると、日本社会がむしろ

社会主義で、中国は資本主義の初期の段階とい

う感じがしております。だから、労働分配率は

やっぱり、いきなり 60％に上げるのは難しい。

しかし、せめて 50％を目指していかなければい

けない。そのためには、例えば労働組合の活動

はきちんと認めた方がよい。 

ただし、そういったことは重要ですけれども、

ただ時間がかかります。でも、今回、例えばリ

タイアした皆さんの賃金というか、年金生活費

を少し上げるというのは決して悪い話ではあり

ません。結論的にいえば、ことしの経済成長は

そこから来る部分が大きいかと思います。そし

てバブルはいまちょうど小康状態になっている

というふうにみたらいいと思います。住宅価格

の伸び率が縮小しています。ただし、住宅価格

そのものは、全般的に下がっていない。部分的

に若干下がっているのですが、大きく下がって
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いない。で、問題なのは、例えば 3月、全人代

が終わってから、政策のトレンドが緩和のほう

に変わって、バブルが再燃するとまた今度困る

ことになりますので、そこをどうコントロール

するかというのが、1つ大きな課題として、我々

はきちんと注目していく必要があります。 

2 つ目、インフレーションですね。たぶん 2

つに分けたほうがいいと思います。1 つが工業

製品、例えば家電だとか自動車だとか、こうい

った工業製品は実はデフレなんです。 

 

工業製品はデフレ、食品がインフレ 

 

先週、家電量販店へも行きましたし、ご存じ

のとおり南京にはソネイ電気というのがありま

して、日本のラオックスを買収したんです。同

じ大通りの右にあるのがソネイ電気で、右側は

ラオックスです。よくみたら薄型テレビもパソ

コンも、白物家電も全般的に、実は過剰競争で、

値段が下がっています。あと、自動車のディー

ラーのところに行ってみると、やっぱり価格が

下がっています。したがって工業製品はデフレ。 

では、インフレーションはどこから来ている

か。食品なのです。特に食料関連で、穀物を中

心とする食料が上がっていまして、11 月、12

月に入ってから食料のインフレが少し落ちつい

てきております。ただ、これは季節的な要因が

大きい。なぜかというと、9月、10月が収穫期

なので、この春先になるとまた上がる可能性が

非常に高いです。 

なぜ食料価格が上昇しているのか。中国のマ

ーケットに流動性が、要するに資金が余るから、

家計の所得がふえて、需要がふえたので食料イ

ンフレになったのかと。そうではない。専門用

語でいうと、ディマンドプルのインフレーショ

ンではない。じゃ、どうして食料価格が上昇し

ているか。たくさんあるのですが、大きく2つ

のことを申しあげたいのです。 

1つは、コストプッシュなのです。すなわち、

穀物などをつくるコストのところ、資材のとこ

ろ、化学肥料、農薬、ビニールハウスのビニー

ル、それを温めるガスだとか、エネルギーです。

こういった資材のコストが大きく上昇していま

す。これが食料価格に転嫁されます。これは避

けられません。 

もう 1つ重要なポイント。中国の物流、流通

のシステムの改革が大幅におくれています。流

通システムの不透明さが、今回のインフレ再燃

を助長しています。なぜなのかというと、生産

者から消費者、エンドユーザーまでの距離が長

過ぎる。なおかつ不透明です。私は 1988年に日

本に留学したんですけれども、あのころ、ちょ

うど日本が問屋の改革を、アメリカの外圧で進

めざるを得なかった。その後、大店舗法が改正

さたれわけですが、中国では物流と流通のシス

テム改革はまだ行われていないです。 

この流通システムが不透明なため、インフレ

ーションの再燃が助長されております。本来な

らば、食料価格が上昇すれば、もし生産者のほ

うに利益が行くようになれば、生産者がもっと

ジャガイモをつくるともうかるから、もっとた

くさんつくる、というようにシグナルが伝わる

と、たちまち均衡の状態に行くはずなんです。

ただ、今回は全部真ん中の流通のところでピン

はねされているので、なかなか生産者が利益を

享受できない。で、むしろ生産をふやすのでは

なくて、生産意欲も、モチベーションも下がる

ということで、逆効果になっております。だか

ら、私は早く 20年ぐらい前に日本で行われたあ

の改革を、中国もやらなければいけないと思っ

ております。 

したがって、短期的にみると、インフレーシ

ョンとバブルをどうコントロールしていくかと

いうのは、依然大きな課題として残っています。 

 

格差の拡大が中長期的リスク 

 

次に、中長期的なお話、リスクの話を 2～3

させていただきたいと思います。中国経済につ

いて議論するときに、避けて通れないトピック

スの 1つが格差です。中国社会の格差が拡大し

ているというのは、改めて数字を申しあげて実

証していく必要性もないと思います。問題は、

なぜ格差が拡大するようになったのかというこ
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とです。 

私は 1988 年に日本に来たのですが、24 歳ま

で南京で生活していました。実体験から申しあ

げれば、自分が小学校のとき、改革開放前の中

国では、格差もあったのですが、大きくなかっ

たのですね。例えば、国有企業の労働者と工場

長の違いはというと、たぶん同じようなアパー

トに住んでいて、労働者の家が 1ＤＫで、工場

長の家は少し広い 2ＬＤＫぐらいか、あるいは 3

ＬＤＫです。あの時代は自転車しかない。で、

うちの自転車は、まあ古いけれども、修理すれ

ば走る分には全く問題なく、工場長の家のは、

ブランドの上海産の自転車。でも、走るのは一

緒だから、雨が降るとみんな困るし、そういう

程度です。 

だけど、30年たって、いまの中国はといえば、

全く別なのです。中国の会社の社長たちの生活

をみていると、労働者と比べても全く天と地の

違いがあるぐらいです。しかも、日本人の社長

よりもたぶん、ぜいたくな生活をしていると思

います。たぶん、世界で社長という人種の中で、

日本の社長というのは最も質素な生活をしてい

るような感じがしております。日本では、プー

ルを持っている家はあまり聞いたことがない。

中国の社長さんたちの生活、あるいは共産党幹

部たちの生活をみていると、全く違うわけです。 

去年、まだ正式な逮捕ではないですが、いま

共産党の中央で取り調べを受けている鉄道大臣、

これは中国国内の新聞報道ですが、その大臣の

スイスの銀行口座に 28 億ドルの入金があった

といわれています。28億、運ぶのにも大変だろ

うなと思うのですが、どうやってこのお金をつ

くったのか。 

驚いていたところ、実はもっと大変なのが出

てきました。山東省の副知事の口座に 90億ドル

のお金があった。家族がアメリカで生活してい

て、中国国内には愛人が 46人。 

だから、何というか、腐敗というか、格差と

いうか、どうしてここまで来ているか。エコノ

ミストだから、まじめな話をしなければいけな

いのですが、大きく 2 つあります。1 つが先ほ

どの労働分配率が低いというのが直接関係して

おります。労働分配率 40％の社会というのは、

実は低所得層の人たちの生活レベルがなかなか

ボトムアップされません。したがって、どうや

ってこの中国の低所得層の所得をボトムアップ

するかというのが、まず 1つ大きな課題です。 

そこは、やっぱり共産党は自信を持って労働

組合の活動を認めることです。それから農民た

ち――いまここにいらっしゃる皆さん、ご存じ

の方も多いと思いますが、30年ぐらい前まで中

国には人民公社がありました。あのときは、少

なくとも農民たちの訴訟がありましたが、いま

は、単独農家になっておりまして、日本の農協

のような組織が中国にはないわけです。だから、

農民を束ねて、社会の所得分配の中でネゴシエ

ートできるような組織がたぶん必要だと思いま

す。でも、まだできておりません。ですから、

この労働分配率をいかに上げるか、ということ

を 1つの課題として申しあげておきたいと思い

ます。 

 

金持ちに有利な課税制度 

 

2 つ目、所得分配の第 2 段階というのは、課

税なのです。私が小さいころ、計画経済という

のがあったので、税金はなかった。いまこの 30

年間、中国の税務署が日本の国税庁などに来て、

昔からずうっと日本の税制、租税システムを勉

強して、個人の所得税でも、いま累進課税にし

ております。累進課税にしているんですが、税

法を読んでみるとびっくりします。「賃金所得

に限る」となっております。その他の所得――

もうそろそろ日本はこれから確定申告の季節に

なりますが――日本は雑所得になりますけれど

も、中国はその他の所得は、低率税制なんです。

非常に低いのです。 

だから、中国の雑所得というのは、税率が低

いので金持ちの人たちに有利なのです。1 番目

が資産所得、2 番目が移転所得。ものすごく大

きな所得が入ってきます。非常にアンフェアな

のです。早く中国は統一課税にしなきゃいけな

いけれども、実は、できないのですね。なぜか

というと、税務調査が非常に難しい。一般の人
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に対する税務調査は簡単ですけれども、胡錦濤

に対する税務調査はだれがやるのか、それは難

しいですね。 

それから、もう 1 つ重要なのが、相続税と、

遺産税です。まだ相続税は導入されていないの

です。日本はいま3億円を超えると、確かに50％、

今度民主党が 55％にするといわれていますが、

いずれにしても半分取るわけです。だから皆様

は定年退職された後、中国に移住したほうがい

いですね。中国に帰化されたほうがいい。相続

税がない。そうすると金持ちのところにどんど

ん財産が集中するようになります。これは結局、

格差が拡大する1つの制度的な要因です。もち

ろん政治の問題もあります。その腐敗の温床と

して、共産党が国民のモニタリングを全く受け

ないというのが、もちろん大きいのです。これ

が 1つ、大きな構造的な問題です。 

 

問題は信用秩序の混乱 

 

もう 1つの大きなポイント。中国は、いま社

会主義といっていながらも、市場経済を構築す

るという。政府の幹部も、国家指導者も、新聞

などのマスコミも、繰り返して強調しているわ

けです。市場経済をつくっていくわけですが、

市場経済の一番大事な制度基盤、社会基盤とい

うのはどういうものなのか、皆様は考えられた

ことありますか。 

実はこれ、非常に重要なポイントです。しか

も、最も重要なこの部分が中国社会に欠如して

いるのです。市場経済において最も重要なもの

は、クレディビリティー（信用）なのです。信

用の秩序が大混乱している、信用が欠如してい

る、というのがいま中国社会が非常に困ってい

る問題です。 

十数年前、日本で講演して、あのころよく企

業の皆さんから質問されたのは、中国でビジネ

スをやって、売掛金がなかなか回収できない、

どうすればいいのかということでした。日本で

は、もちろんたまにはあるけれども、それは一

般的な社会の現象にならないですね。やはり市

場経済の基本は信用取引が多いですから。この

間、京都へ講演に行ったら、同じような質問を、

いまでもまだいただいております。先週、南京

である日本の企業に行ってインタビューしたら、

まだまだ売掛金の回収が難しいと。すなわち、

商取引のレベルで、信用の秩序がまだ成り立っ

ていない。これ、なぜなのか。 

これは非常に実は深い問題です。我々、市場

経済、あるいは一般の経済生活の中で、信用の

塊のようなものが実は 1つありまして、それは

皆様のお財布に入っている紙幣だと思います。

紙切れで買い物ができるというのは、たぶん人

間社会が近代になってからの、1 つの奇跡のよ

うなものです。しかし、中国社会では、この紙

幣に対する信用、信頼も実は失われているので

す。 

どういうことかというと、時々中国に取材に

行かれる方ならばわかるんですけれども、一番

大きな紙幣は 100人民元、円にすると 1,200円

ちょっとぐらいです。あれを使ってタクシーに

乗ってもいいし、五つ星ホテルでお茶飲んでも

いいのですけれども、お金を払ってみていただ

くとわかります。店員さん、あるいはドライバ

ー、間違いなく、「ちょっと待って、お客さん」

といって、本物かどうか、一生懸命みて確認す

るんですよね。 

これは一般化している現象です。でも、それ

は決していい話ではありません。私の小さいこ

ろはなかった。 

どうして信用の秩序が大きく混乱している

かを、実はここでいいたいわけです。我々の中

国の社会では、金融というとラストリゾート（最

後のよりどころ）、すなわち、この信ずるもの

が失われたというのが、私がずっと感じている

ことです。 

というのは、私のおじいさんの世代、すなわ

ち共産主義になる前の中国社会では、心のより

どころはあったと思うんです。それが我々の古

典文化なのです。私の親の世代、いま 60代から

70代にかけての人たちなのですが、この人たち

の時代に入ってから、すなわち 1950年代、1960

年代、とりわけ 60年代に入って、文化大革命が

あったのです。文革というのは、自分の文化の
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命を切るという意味です。文化大革命を 10年間

やったわけですが、あのころ、学校でも古典は

全く教えない。マルクス、レーニン、毛沢東の

思想を教えるわけです。 

私の親の世代では、ちょうどあのとき青春時

代で、まあ、私のおばさんぐらいになると文革

に参加した。それで彼らはたぶん若いころ、毛

沢東のユートピアに、非常にあこがれだったと

思うんですね。で、いまの彼らと時々会話して

みると、彼らの心は、ふだんはいわないんです

が、やっぱりねじれているんです。なぜかとい

うと、自分が若いころ信じ込んでいた思想が、

実はおかしいと。だけど、古典の孔子、孟子、

論語、教わっていないし……。もう、幸い彼ら

は引退した。 

でも 70 年代に入ってから、私の世代、ある

いは私より若い世代が登場してきますが、私も

実は古典の教育を全く受けてないわけです。学

校でいわゆる愛国教育を受けた。でも、前とは

違い私のときは、もうすでに 70年代に入ってか

ら食料は配給で、生活はものすごく貧しくなっ

ていた。いまの北朝鮮に近いような状態でした

ので、あのときはいくら愛国せよと、ユートピ

アをみせられても、あのころの私の世代はそれ

に魅力を感じなかったのです。 

それよりも中学校の時代、自分で勝手に部品

を買ってきて、トランジスタラジオ、短波のラ

ジオをつくったのです。あれ、簡単につくれる。

毎晩、人が寝てから、「ボイス・オブ・アメリ

カ」を内緒で聞いていました。いまから考える

と、危ないのですね、密告されたら連行される

ぐらいだったから。でも、黙って、やっぱり一

生懸命外から情報を取り入れようとしたわけで

す。というのは、私の世代は、愛国教育を受け

たのですけれども、心の中に機能していない。

要するに、私のＤＮＡの中に愛国教育のエレメ

ントは入ってないのですね。古典もない。 

79年、国を開放するから、ドーッと洪水のよ

うに外から価値観が入ってくるわけです。それ

が市場経済。市場経済のコアの部分は、先ほど

の本物かどうかの紙幣なのです、お金なのです。

だから、皆様が記事を書かれるときに、中国で

は拝金主義が横行しているとよくいわれました。

なぜ拝金主義が横行するのか、ここに問題があ

りまして、それ以外のものはないのですね。我々

は、大学受験のとき、問題に答えなきゃいけな

い、毛沢東の思想がどうのこうので。でも、全

くＤＮＡに入らないのです。したがって、すべ

てはお金なのです。そうすると、信用の秩序が

成り立つ 1つの前提というもの、信ずるもの、

それがない。ないから、お金で価値判断をして

いくわけです。 

もう 1つ、インドの社会と比べれば一目瞭然

なのですが、インドの社会は輪廻転生を信ずる

社会です。中国の社会は無神論だから、社会主

義、共産主義の教育のおかげで、無神論者とい

うのには、輪廻転生はない。だから現世で利益

を最大化する。死んだら終わりという考え方で

すから。 

だいぶ前、大連にある日本の物流の日通さん

の日本人の総経理、社長に会ったことがありま

す。インタビューで質問させていただいた。「何

か困ったことありますか」。「あります」と。

どういうことかというと、インスタントラーメ

ンを運んでもらって、着いた目的地に行くと 1

箱消えちゃった、と。運転手に食べられたんだ

ろう、と。 

 

性悪説のビジネス環境 

 

これ、どういうことかというと、性善説と性

悪説の違いなんです。中国でビジネスをやると

きには、これが性悪説の社会です。日本社会と

いうのは性善説の社会です。だから佐川急便と

かクロネコヤマトが、お客さんの物を運ぶので

も、途中で食べようという発想はたぶん出てこ

ない。でも、中国社会なら、そこはやっぱりだ

れかにみられなければちょっと味見してみよう

と、食べる人もたぶんいると思います。 

だから、中国へ進出する企業に、我々がアド

バイスするとき、性善説の仕組みを全部性悪説

に切りかえるように、と。そうじゃないと、最

後、問題が起きたときにお互いに不幸です。こ

れが結局、信用の秩序が大きく混乱している 1

つの弊害です。市場経済をやっていながら、信



 

 9

用の秩序が成り立たないというのは、この制度、

社会、サステナブルではないのじゃないかとい

うのが、私のもう 1つの見方で、たぶん改善し

ていかざるを得ない。 

最後に、では、こういう状況の中で、日中関

係――日中関係といっても政治、企業、あと個

人、この 3つのレベルがあるのですが、個人は、

一言でいえば、日本人は特に若い世代の日本人

は、もっとたくましさを強化していかなければ

いけない。私、もう二十何年、日本に住んでい

て、子どもが日本で生まれ育って、いま高校生

の娘が 1人います。彼女の成長をみていると、

一言でいえば、日本の子どもたちは動物園の中

で育っているようなものです。中国の子どもは

というと、サファリパークです。動物園とサフ

ァリパークの違い、わかりますよね。まあ本物

の野生の状態に戻すのは、日本人の子どもはト

キみたいなものだから危ないので、せめてサフ

ァリパークに近いような状態にしなければいけ

ない。だから、学力を強化する。それから、た

くましさをどうするか。そうでなければ、日中、

個人対個人の交流のレベルでは、Win-Win にな

らないというのが 1つの結論です。 

日本の政治家が弱いのはどうすればいいの

か。あるテレビに出たときに、私は「日本の総

理大臣、せめて直接選挙をやれば」といった。

キャスターや、みんながびっくりしまして、中

国人にそんなこといわれてメンツが立たない、

と。でも、私は正直にいうと、やっぱりそれし

かない。そうじゃないと、議会制民主主義の中

で、みんな派閥の中で均衡を図るから、むしろ

だんだん弱体化していくのかなという感じがす

る。 

最後に、一言申しあげたいのは、企業なので

す。失われた 20年、日本企業、日本社会はどん

どんデフレに悩まされています。我々の仲間と

いうか、同業他社のエコノミストの皆さんが、

ケインジアンのポリシーミックスを処方せんみ

たいにどんどん出している。20年も同じ薬を飲

ませ続けてきていて、デフレを脱却できない。

なおかつ、どんどんこの薬を飲めば、いつかは

治る、と。道路をどんどん補修して、公共工事

をどんどんやれというような、まあ同業者の批

判はともかくとして、私は日本企業がこの 20

年間のデフレに関しては、やっぱり若干責任を

感じなければいけないと思っています。とりわ

け大企業だと思います。あえて申しあげると、

そういうことだと思います。 

なぜかというと、この 20 年間、日本の大企

業は何をやってきたか。年初の各企業の社長た

ちのコメントをみればすぐわかる。コスト削減。

20年間コスト削減してきまして、コストを削減

すればするほど経済はデフレになるのは決まり

切っている話です。それから、政治のレベルも、

コスト削減。それが例の事業仕分けです。で、

私はエコノミストとしてあえて申しあげると、

コストって削減するものではない。最適化する

ものなのです。 

ある日、ある自動車の会長さんとパネルディ

スカッションをやったときに、あえて私、意地

悪な質問をしたのです。「経営の本質について

コメントしてください」と。すると「原価を抑

えること。うちの会社の幹部が東京に出張する

と絶対にグリーン車に乗せない。重慶とインド

に工場を持っていますから、海外に出張しても、

全員エコノミークラス」と。立派な方だと思い

ます。でも、あの方の世代だったら、私、いい

と思いますが、でも、こういう話、聞いている

と、どういうメッセージとして受けとめるのか。

私には「おい、おれについてこい。生涯、質素

な生活を担保するぞ」と聞こえます。 

だから、この人についていくと質素な生活し

かできない。じゃあ、私という人間、柯隆とい

う人間はついていくかというと、ついていかな

い。私がもし 100億稼いだら、「給料上げてよ、

一度、二度、ファーストクラスにも乗せてよ、

それでモチベーション上げるから、もっと頑張

るよ」という。日本の会社はいま、それをどん

どん忘れて、全部コスト削減になっていまして、

それで結果的にブランド力が低下するのですね。

モチベーションも下がる。 

こういう話をしていると、ほんとにそうなの

か、という方もいらっしゃるかもしれませんが、

家のことに置きかえればすぐわかるかと思いま

す。いい奥さんと悪い奥さんに置きかえれば、

奥さんというのは家の社長ですから、我々はサ
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ラリーマンだから、毎月もらった給料、必ず全

額納めて、それからお小遣いをいただく。そう

ですよね。それで悪い奥さんのパターンという

のは、すなわち悪い社長のパターンは「あなた

の給料、今月また下がった。ことしまた下がっ

た。今月から 1万円、お小遣い下げる」という。

このだんながますます寂しくなるわけですよ。

同僚と飲みに行けない。これは悪い社長のパタ

ーン。 

いい社長のパターン、いい奥さんのパターン

は、「あなた、確かに給料は下がったけれども、

この時代だからこそもっといい人とつき合わな

きゃいけないので、今月から 1万円お小遣いふ

やしてあげるわよ。家のこと心配しなくていい

から、どうしても足りないときはパートに出る

よ」と。涙、出るね。（笑）で、会社も同じな

のです。でも、日本の会社はこういうことをや

らない。どんどん削減する。削減した結果、ブ

ランド力は下がる。 

この間、香港に出張してびっくりしたのです。

10年、15年前、香港のビクトリア湾、あります

ね。カオルーン側から香港島をみると、昔、日

本企業の看板だらけだった。この昨年末に行っ

たときに、それが数枚しかなかったのです。日

本企業のブランド力、どこまで低下してきてい

るか。もうこれ以上強調する必要性もない。 

 

日本はブランド力の強化をすべき 

 

例えば日本企業が中国の企業とコスト競争

力で戦おうと思ったら、勝てるわけがないんで

すよ。結局、日本企業の高品質と高いブランド

力を生かさなければいけない。これを全くやっ

てこなかったわけです。これから向こう 10年、

20年の世界経済を見通すなら、日本企業は早く

価格競争力のような戦略だけで攻めていくのを

やめて、ブランド力、サービスを強化していく

べきです。 

先週、上海、蘇州、南京で、いろんな日系、

中国系企業をみたら、中国企業が、とりわけ一

部の技術力がついてきた企業はやはり気がつい

てきていた。イノベーションをやりながらブラ

ンド力を強化するといった努力をいまするよう

になっております。日本企業はブランド力の強

化をどこかに忘れているんですね。コスト削減

で、プライスを売り物にしているような企業が

むしろふえております。 

そういう意味では、日本企業は、いまの日本

国内の経済の状況よりも、グローバルの視野を

持って、これから韓国企業、中国企業とどう共

存共栄していくのか。生きていく道というのは、

決してプライス戦略ではなくて、私は、ブラン

ド力、サービス、クオリティーだと思います。

そういった総合的な戦略をもう一回再構築して、

強いものと強いものになるときには Win-Win に

なるけれども、強いものと弱いものの場合は、

弱いものが飲み込まれます。いまは日本につい

ていえば、残っている最後のチャンスだろうと

いうふうに感じております。 

 

《質疑応答》 

 

司会（長谷川幸洋・企画委員） これから、

皆様からの質問をお受けしたいと思いますが、

口火として、私のほうから 2点ほどお伺いさせ

ていただきます。 

中国の国で信用の基礎が失われていて、サス

テナブルでないというお話、とても刺激的にお

伺いしました。で、あえて質問させていただき

たいんですけれども、とはいえ、中国もまたグ

ローバル経済の一員として世界の中に足を踏み

入れていかなければならない立場にある。そう

なると、世界のグローバル市場というのは、こ

れはやっぱり信用を基礎に成り立っているわけ

なので、まさか中国と取引する企業が、人民元

を光にかざして調べるというようなことはでき

ないだろう。となれば、やがて、徐々にでも中

国においても、信用の基礎というのは少しずつ

築かれていくのではないのか。つまり、サステ

ナブルになっていくのではないのかという点が

1点です。 

2 点目は、それに絡みますけれども、ちょっ

と具体的な話で、いま、アジア太平洋は、ご承

知のとおりＴＰＰの問題が大きな焦点になって
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おります。中国は日本の参加を受けて、日中韓、

あるいはさらにニュージーランド、オーストラ

リア、インドを加え、ＡＳＥＡＮプラス 3ない

し 6という枠組みにも興味を持っているように

みえます。けれども、中国は将来のアジア太平

洋をにらんで、どういうパースを描いて、アジ

ア太平洋の中に組み入れていこうとするのか。

ＴＰＰなのか、それともＡＳＥＡＮプラス3あ

るいは 6なのか、それともその両方なのか。そ

の辺の自由貿易の枠組みについてのお考えをお

聞かせ願えればと思います。 

 

柯隆 1 つ目の、信用秩序の話なんですが、

これは、信用秩序がないから中国社会も崩壊す

るとか、というような議論よりも、私は、それ

に対するコストの部分を中国社会は払っていく

わけですから、非常にかかると思うんですね。 

確かにいま、中学校ぐらいから少しずつそう

いった古典の部分を入れています。入れていな

がら同時に愛国主義教育の部分が大きなウエー

トを占めております。ただし、いまの一人っ子

の親たちのＤＮＡに、こういう古典のエレメン

トが入っていないわけですから、この人たちの

子どものＤＮＡに、すんなりと論語のエレメン

トがきちんと入っていくかどうか。私は、やや

疑問に思っております。したがって、文革のと

きに一たん命を切られた中国の古典的な文化が、

ほんとにすぐさま再生するかどうか。完全にも

う死んでしまったというふうに、そこまで私、

悲観視していませんが、たぶん時間がかかるで

しょうね。 

だからこそ、例えば日本から中国に行くと、

経済成長はものすごくしているが、同時にこの

社会が何でこんなに大混乱しているかと感じる。

やっぱりこれは中国社会が文革の負の遺産のコ

ストをいま払っていて、伝統文化を切られたと

きは一瞬なんですけれども、再生していくには

30 年、40 年、50 年かかるというふうに、私は

思います。 

それから 2点目の、自由貿易協定なんですけ

れども、今回、アメリカがいま主導でＴＰＰを

進めようとしていると日本ではいわれておりま

して、中国は相当緊張しております。ＴＰＰを

何のためにアメリカが突如としてやろうとして

いるのか。 

去年の 11 月、シカゴで日米フォーラムとい

うのがありました。主催は、Chicago Council on 

Global Affairs という、もう 100年以上のシン

クタンク。そこで講演を頼まれて、中国の話を

したのです。ついでにアメリカ人とか日本人の

参加者の皆さんの議論を聞いてみました。する

とアメリカ人は、ＴＰＰのことをあまり知らな

い人が多い。関心は、ことしの5月ですか、シ

カゴでＧ8が開かれますから、そのＧ8で何をど

ういうふうに進めたらいいのか、そこにあるよ

うでした。すなわち、アメリカ国内で最も心配

しているのは、Ｇ20の中で、中国の発言権がこ

れ以上強まると、アメリカは困る、と。だから、

アメリカは今度のＧ8をうまく使って、Ｇ20で

はなくてＧ8 の発言権をもっと強化して、グロ

ーバルスタンダード、あるいは価値観、標準化

を進めていくというのが彼らの考え方のようで

した。 

それに対して、中国国内の動きをみていると、

いままで日本がいっているＡＳＥＡＮプラス 6、

すなわちインドなどが入るわけですけれども、

それにはものすごくネガティブに考えていたの

ですが、でもＴＰＰの議論が出てからは、中国

はまずＡＳＥＡＮプラス 3をやって、ＡＳＥＡ

Ｎプラス 6も、場合によっては受け入れてもい

いというふうに、一歩譲歩する姿勢をみせてお

ります。 

中国の基本姿勢というのは、やはり東アジア

を 1つの軸にしている。軸にしていくわけです

から、そこに日本がもし入ってこなければ、日

本が例えばＴＰＰに傾いた場合、この東アジア

域内の、いわゆる地域協力というのはたぶん大

きくトーンダウンする。場合によってはうまく

いかない可能性も出てきます。だから、そこは

日本がちょうど真ん中に立って、右がアメリカ、

左は中国、中国の後ろにはもちろんＡＳＥＡＮ

がありますけれども、いま綱引きというか引っ

張っているわけです。 

1 点だけ加えさせていただきますと、ＴＰＰ

とＦＴＡの違いは、ＴＰＰにはサービスなどい
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ろいろ入ってきます。ＦＴＡというのは基本的

に投資協定プラス貿易ですから、より狭いもの

です。新興国の中国にとっては、これは守りや

すいというのがありまして、だから、中国は、

例えばいつかアメリカに誘われてＴＰＰに入る

かというと、そこまで中国はまだ考えていない

ようです。 

 

司会 はい、ありがとうございました。それ

では、会場の皆さんからどうぞ。 

 

質問 ヨーロッパの債務危機が中国にどう

いう影響を及ぼしているかをお聞きしたい。2

点ありまして、1 つは、ヨーロッパ向けの中国

の輸出がユーロ安でもって伸び悩んでいるとい

う報道があります。それから第2点として、ヨ

ーロッパの銀行が中国を含めてアジアに非常に

大きなエクスポージャー（貸出）をしているん

ですけれども、自分のところの銀行の財務体質

が悪くなったので、貸出を引き揚げ始めている

という報道もあります。これらが、現実にどの

程度の影響を及ぼしているのかいないのか、そ

の辺を教えてください。 

 

柯隆 まず 1つ目の貿易の話。先ほどもちら

っと申しあげたんですが、とりわけ円、それか

らここ数週間、ドルに対してユーロ安が進んで

おります。ただ、人民元の切り上げはいま実質

的にとまっています。だから、中国からユーロ

圏へ向けて輸出しているローエンドの商品に関

しては、これからも続く。問題は、中国からユ

ーロ圏へ輸出されるミドルエンド以上、とりわ

けハイエンドの商品に関してはこれから難しく

なる。これは年末、北京に行っていろいろ彼ら

とディスカッションしてみて、やっぱり少し警

戒するような姿勢もみられます。ただし、中国

のハイテク製品の輸出の、大体 60％ぐらいは、

外資系企業によってなされているものなんです

ね。すなわち、中国の地場企業ではありません。 

すなわち、日系だとか、あるいは欧米系の外

資系企業がこれからグローバル戦略の中で、ユ

ーロ安による中国からの輸出力の低下で、たぶ

ん、かなりの部分を配置転換によってカバーす

るだろう。すなわち、ことし 2012年 1年間の貿

易でみた場合、ユーロ圏との貿易そのものに関

しては、いままでのような伸び率はあり得ない。

でも、大きく落ち込んで中国経済の足を引っ張

るよりも、むしろいま中国国内では、ＥＵの今

回のクライシスを 1つの危機としてとらえよう

という、そこのアグレッシブな見方に私は共鳴

しています。 

というのは、中国はかねてからＥＵに対して、

例えば中国の市場経済のステータスを認めてほ

しい、と。まだ認められていませんが。それか

ら、武器の輸出を認めてほしい、と。これもま

た日本とアメリカの懸念によって、まだなされ

ていません。いまそこのネゴシエーションの真

っ最中で、ディールするわけですから、中国の

ＳＷＦ（ソブリンファンド）が、ＥＵの一部、

とりわけギリシャだとか、これから例えばポル

トガルとか、いま検討中の国が多いわけですけ

れども、そういった国々への証券投資を、ある

いは国債の保有を少しふやしていく。そのかわ

りドイツとフランスにそういった、先ほど申し

あげた、こういったディールの条件を認めてほ

しいということで、ことしのどこかの段階で、

正式に中国はその辺を強く求めていく可能性が

出てきます。だから、純粋、経済の問題として

とらえた場合に、確かにいまおっしゃるような

懸念もありますが、中国にとって、必ずしもＥ

Ｕの今回の危機がすべてマイナスではない。 

最後にユーロ圏の金融機関のバランスシー

トの悪化によって、中国から一部の資金を引き

揚げるというのは、実はすでに始まっています。

ご存じかと思いますけれども、2011 年の 10 月

と 11月、中国への外貨のインフローがアウトフ

ローに転じたわけです。これは必ずしも資本投

資と決めつけることは時期尚早なので、どちら

かというと、こういった資金の部分的な引き揚

げ――いま流れ出したのは、私がみた中では、

最も大きな見積もりは、いわゆる国有のソブリ

ンファンドの社長たちが出している数字で

1,000 億ドルから 2,000 億ドルぐらい外に流れ

出したといわれております。これは確認できな

いので、推計するしかないのですが、3 兆ドル
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の外貨準備を持っている国ですから、数千億ド

ルだったら、むしろ中国の、一番最初に申しあ

げたバブルの圧力を少し緩和するという意味で

も、決して悪い話ではない。だから、クライシ

スをチャンスというふうにとらえるという見方

のほう、彼らのアグレッシブな姿勢を、私はむ

しろ注目していきたいと思います。 

 

質問 中国の高度成長は一体どこまで続く

のか、というのが、いまの世界の関心事だと思

うんです。柯さんがご指摘になった格差の拡大、

それから腐敗の蔓延、それから環境資源の制約、

これはやっぱりこれまでの高度成長の矛盾が噴

出したものであろうと思います。それと、金融

リスクもかなり蓄積してきている。 

ですから、中国でよくいっています粗放型経

済成長、これをやっぱり転換しなければいけな

い。だから、技術主導の持続可能な安定成長に

転換しなければいけない。こういった経済発展

モデルの転換は、すでに第 9次5カ年計画のこ

ろから指摘されています。それはいまだにその

転換の筋道がみえてないと思いますが、これが

なぜなのか。なぜ経済発展モデル転換の筋道が

みえないのか。果たしてこれは転換できるのか

どうか。 

 

進まない政治改革 

 

柯隆 大変重要なご質問です。共産党の指導

者のいっていることは、大体実現されてないこ

とをいっているのです。例えば、胡錦濤は、和

諧社会、調和のとれた社会をつくる、と。中国

社会はまだ調和がとれていない。科学的発展観

を実現する、といっているけれども、大体まだ

科学的じゃないというのは、そのとおりです。

いまの成長モデルは、持続不可能というのは、

私もそのとおりだと思います。けれども、なぜ

サステナブルなモデルにならないかというと、

いまの中国経済をみていると、市場経済になっ

ていないからなんです。すなわち胡錦濤・温家

宝のこの 9年間を振り返れば、何 1つ改革は進

んでいないんですね。何か問題が起きても、政

策的な手当しかやらない。制度改革というのは、

どちらかというと体質改善で、いわゆる人間の

体がスポーツをやるようなもので、そういった

制度改革が全くなされていないんですね。 

国有企業を民営化しなければいけないが、な

されていない。最近の言葉でいうと、“国進民

退”、国有企業は前進して、民営企業はむしろ

後退していじめられている。国有銀行、メガバ

ンク 4行、全部上場してはいるんですが、それ

はただ単にファイナンスできて、だけど、それ

に対するコーポレートガバナンスが機能してい

ない。というのは、公開されている株というの

は、全体の 3割ないのです。テイクオーバーの

危険性も何もない。だから、経営そのもののメ

カニズムが変わらない。そうすると、資源など

の利用率でいうと上がらないわけですよ。そし

て、いろんな構造転換をしなければならない。

もう第 9次 5カ年計画、10次 5カ年計画――い

ま第 12次ですが、それでも全然進まない。 

というのは、私は市場経済をやるならば、き

ちんと民営化していって、コーポレートガバナ

ンスをきちんとやる。政府がむやみに経済に介

入するのではなくて、ルールづくりで、あとは

レフェリーです。こういった改革をやらなけれ

ば、いずれ経済はたぶん、成長がスピードダウ

ンする。最近、日本のメディアでも報道されて

いるんですが、これから先の成長目標は、いま

までの 8％から 7％に、少しレベルを下げて照準

を合わせる。が、その数字を 1ポイント下げた

ことはあまり意味がない。胡錦濤・温家宝はあ

と 1年でやめるから、もう期待しませんけれど

も、私は次の指導者、次の政権、習近平――ま

あ首相はだれなのかまだわかりませんけれども、

この次の政権がどういう顔合わせで、どういう

ふうに改革していくのかに注目しています。 

もしやらなければ、経済が大きく、いままで

の成長がトーンダウンして、スローダウンしか

ねません。問題がもうすでにおっしゃるとおり

噴出してきていますから、それに加えてもう 1

つ、胡錦濤・温家宝の 9年間では、大きく彼ら

が責任を感じなければいけないのは、政治改革

に全く着手しなかったことです。逆に、マスコ

ミ、インターネットに対するコントロールが、
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江沢民の時代よりもっとひどくなっているんで

す。それがあらゆる改革を先送りして、問題解

決を先送りして、年間 10万件ぐらいの暴動が起

きている。要するに問題の解決を避けながら、

とにかく成長だけしていればいいというような

考え方は間違っていて、この 2人はやっぱり責

任を感じなければいけないと私は思います。 

 

質問 中国を考えるうえで 13 億人という人

口は軽視できないと思います。13億人でやって

いくというのは大変なことですね。いままでお

話しになったお話はほとんどが、ある意味では、

ほかの国、日本やほかの数億人、せいぜいアメ

リカの 3億人ぐらいの、あるいは数千万人のヨ

ーロッパの国を中心とした、いままでの我々の

常識でお話しになっていたと思うんです。これ

が13億人で、歩どまりとしても10億人ですね。

それから人口もいま、今度二人っ子になるわけ

ですね。いままで一人っ子といっていますが、

これは全土で一人っ子同士が二人になるわけで

すから、人口はいま、15億ぐらいでとまるとい

っていますが、おそらく、もう 10年たてば、も

っと上の数字を予測せざるを得ないかもしれま

せんね。 

こういうことを、党首脳が考えた場合には、

大変な歴史的な人物になろうとすれば、すごい

重荷になると思いますね。ですから、おそらく

彼らは、江沢民時代からみていますと、世界じ

ゅうの資源を押さえようという、ものすごい意

欲がありますね。僕は、勝手な想像ですけれど

も、指導者は天命として、とにかく中国が発展

をするとすれば、資源がどうしても長期的には

要るわけですから、これをまず押さえておこう

と考えたんじゃないかと思うんですね。 

司会 済みません、ご質問を簡潔にお願いで

きますか。 

質問 そういう意味で、13億人という問題を

経済のうえでどう考えたらいいかということを、

ひとつお話しください。 

 

柯隆 きょう、人口の話を申しあげなかった

んですけれども、国連の人口統計でいうと、2015

年にピークアウトします。労働力の人口が 2020

年で減るので、それから人口論の観点からみる

と、人口ボーナスといいますか、せいぜい 2020

年ぐらいまでなんですね。 

いま、二人っ子になるとおっしゃったんです

けれども、二人っ子になるかどうかわからない

んです。実は、我々、中国でインタビューして、

都市部の女の子は子どもを産みたくないという、

先進国と同じような傾向がものすごく強くなっ

ております。やっぱり高齢化が怖いんですよね。

旧国有企業の団地に行くと、やっぱり老人がも

のすごく多い。いまの老人はまだいいんですよ、

2～3人、3～4人の子どもがいるから。例えば私

のおばあさんは6人の子どもがいる。だけど、

今度私の親が死ぬとき、あるいは私の世代が死

ぬとき、これは困る。 

人口構成の問題もありまして、とりわけいま

の若い世代、20歳以下の若い世代でもう 1つ申

しあげたいのは、男女の比率が壊れているんで

すよ。我々の計算でもそうですけれども、アメ

リカの人口学者の計算でも、同じような結論が

出たのです。20 歳以下の男の子は女の子より

3,000万人多いんです。2,000～3,000 万人の男

の人が相手がみつからないんですよ。資源より

も嫁さんを奪いに来るんじゃないかといとうよ

うな、そういう心配が正直あります。 

 

質問 2 人前の人の質問と一部オーバーラッ

プするんですが、これからの中国の成長を考え

るときに、技術進歩を中心とする全要素生産性

（ＴＦＰ）ですね。これが非常に大事になって

くると思うんですが、それが上がる兆し、予知

が企業の経営、それから人材、それから政策と

いうような面であるのかどうか。その辺の見方

をお聞かせください。 

 

柯隆 イノベーションなんですけれども、大

変重要な指摘なんですが、その兆しがみえてく

るセクターと、全くみえてこないセクター、両

方あります。すなわちイノベーションを行って、

コストを払うわけですから、イノベーションを

行って、要するに“あめとむち”ですから、そ
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のメリットを享受している産業が出てきており

ます。例えば金型だとか、機械だとか。イノベ

ーションを行って、すぐさま市場の競争力につ

ながっている、こういった企業は実はどんどん

進めております。おととい上海で三菱とジョイ

ントベンチャーといいますか、上海三菱エレベ

ーターという会社、これ、ほぼ完全な中国企業

なんです。技術が日本からいきまして、親会社、

もともと技術供与してくれた三菱電機と競合し

ないように、1秒 18ｍといったハイスピードの

ハイエンドのエレベーターは、そこはあまりや

らないようにして、ローエンドとミドルエンド

のエレベーターをつくって、こつこつと安定し

た技術をイノベートしながら市場開拓して、大

成功しております。こういった企業は、実はた

くさんあります。 

 

知財を守る意識を高めるべき 

 

しかしながら、例えばソフトウエアとか、私

はＩＴの会社にいますけれども、こういったと

ころをいろいろみていると、1つ大きな問題は、

知的財産権が十分に保護されないので、知財が

割合に簡単に盗まれる。簡単にコピーされる。

こういった地場の企業はイノベーションをやり

たくないのですね。だから、iPhone5 をやると。

（笑）人の技術をコピーするのは熱心だけれど

も、自分でイノベーションをやるかというと、

やらないんですね。 

少し前に、バイオというような話がホットイ

シューだったんです。中国の場合は全く成長し

ない。同じような理由があります。すなわち、

イノベーションの話をきちんと強化するのに欠

かせない条件というのは、知的財産権を、法的

だけではなくて、司法のレベルにも、あるいは

行政の監督も、あるいは国民運動も、ＮＧＯ、

ＮＰＯも全部参加して、全国民的にそれを守っ

ていくことです。それから、国民全員が問題意

識を高め、偽物のキティちゃんを買わないよう

にとか、そういった努力をみんなでやらなけれ

ば本格的なイノベーションが起きない。部分的

な企業、一部の産業だけにはみられるけれども。 

 

質問 新しく首脳部になる習近平さん、ある

いはそのグループの方たちは、今後どのような

政策をとろうとされるように推測されておりま

すか。よくなるのか、悪くなるのか。 

 

柯隆 この質問に答えるのには 30 分ぐらい

かかりますので、簡単にいたします。この間、

11月、我々は広東省の省長の経済顧問をやって

おりますので、私も行って、汪洋という人に会

いました。彼は胡錦濤チルドレンです。2 年前

にも会いましたが、2 年前と比べれば別人にな

りまして、自信が顔に出てきております。彼の

顔から通じて何がみえてきたかというと、胡錦

濤のグループが完全に掌握して、それがどうし

てなのかなというと――ここに産経新聞の方、

いらっしゃいますよね。江沢民がもう死んだん

じゃないかという、あの報道をきっかけに、江

沢民グループが大きくトーンダウンしまして、

弱くなった。で、胡錦濤グループはものすごく

いま強くなりました。 

その1つのエビデンスですが、我々は論文を、

広東省の知事、黄華華さんという人に 3週間前

に送ったんですが、実際に広東省に行ったら、

その人は更迭されていた。朱小丹という人にな

りまして、朱小丹の略歴を読んだら、共産党青

年団の出身。あ、なるほどな、と。 

要するに、胡錦濤のグループが、いま知事の

レベルの人事を完全に一新している最中です。

自分の出身母体の青年団のＯＢをどんどんその

中に入れまして、そこから中央を包囲する網を

いまつくっております。そうすると、習近平と

いう人は、どちらかというと、やや江沢民に近

い人物だといわれていますから、我々、実際そ

ばでみていてもそうなんですが、だから彼が国

家主席になって、首相の人事は今度キーになり

ます。けれども、習近平というのは、彼の使命

は何かというと、政治改革をやらなければなら

ない。彼が政治改革をやらなければ、彼は2期

やる必要性は全くないと思うのですが、次期政

権が何をやるか、我々はいまここで予測できな

いんです。やらなければいけないのは政治改革
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と、先ほど申しあげた市場経済の構築と、それ

から国有経済の民営化、この 3つをきちんとで

きなければ、サステナブルな経済成長、サステ

ナブルな社会はたぶん実現しないというのが私

の結論でございます。 

 

司会 はい、どうもありがとうございました。

時間 4分超過いたしましたが、きょうは大変実

りあるお話を聞けたと思います。それではこれ

で終わりにいたします。最後に拍手をお願いい

たします。 

（文責・編集部） 


