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習近平政権の誕生は、鄧小平時代の終わりを意味する。その統治方法は、毛沢

東主義の利用であり、資本主義の市場経済の継続であり、「中華民族の復興」を

掲げた民族主義である。 

  

短期的な中国経済を見るときに避けて通れないのが、李克強首相の進める経済

政策のパッケージ「リコノミクス」だ。李首相は、輸出や投資に依存する経済か

ら、消費に依存する経済への転換を図ろうとした。また、環境に負荷をかけない

経済構造に変えようとした。それには国有企業改革が不可欠だが、国有企業の抵

抗でうまくいっていない。構造改革は遅々として進まず、リコノミクスは失敗し

たと見ている。 

  

公式統計で７％成長を「新常態」と呼んでいるが、これは「景気減速」という

ネガティブイメージを払拭するためだろう。大気汚染や水質汚染などの環境負荷

が経済減速の一因になっている。共産党高級幹部、国有企業幹部など人口の３％

の人が 75％の富を独占している中国社会の「格差」も不安定要因だ。中長期的に

は習近平政権が政治改革に取り組まなければチャイナリスクが浮上してくる。 

 

司会：村田泰夫 日本記者クラブ企画委員 
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司会：村田泰夫・日本記者クラブ企画委員 

柯隆さんは 1963 年、中国南京市生まれ。88

年に来日されて、名古屋大学の大学院で経済学

修士を取得。その後、富士通総研経済研究所の

主席研究員として活躍されております。中国経

済についてたくさんの著書を出されています。 

世界第二位の経済大国になった中国経済に

は目が離せない状況にあります。昨年、7.5％

の高い成長を維持してきた中国ですけれども、

ことしは 7％程度と言われています。これを

「新常態」（ニューノーマル）と言うそうです。

高度成長から安定成長へ軟着陸できるのかど

うか、世界各国が見守っているところだと思い

ます。 

本日は、その注目される中国経済の今後の見

通しを中心にお話を伺いたいと思います。 

 

柯隆 富士通総研経済研究所主席研究員 

 こんにちは。明けましておめでとうございま

す。実は、中国はまだお正月ではなくて、２月

19 日が春節でございまして、われわれの気分

はまだ 2014 年というわけです。 

実は、毎年この季節になるといつも思い出す

のが、いまご紹介があったとおりに、1988 年

です。いまから 26 年前に留学のために名古屋

に行きました。当時、私は南京で生まれ育って、

24 歳でした。当時の中国はまだ十分に開発さ

れていなくて、南京という町もほとんど開放さ

れていなかった。それで、上海経由で名古屋に

行きました。夜、12 時過ぎても名古屋の繁華

街に飲みに連れていかれた。本当にびっくりし

ました。当時の南京は夜 8時ぐらいになるとも

う真っ暗でした。心の中でも錯覚して、何か唐

の時代の長安に来たような思いだったわけで

す。それ以降 26 年間、この国に住んでいまし

て、皆さまと一緒にこの国の成り行き、いろん

な変化、発展をみてまいりました。 

 

国力と企業ブランド失った日本 

この 26 年を振り返れば、まず、この国は何

といっても 20 年失われた。何を失われたか。

やはりこの国は、過去二十数年間、国力を失わ

れたと思います。 

この 26 年間、実は日本の総理大臣が 19人か

わりました。多分、世界の中で最もこういうふ

うに激しく変化した政治は日本だけだろうと

思うのです。 

私は企業の中にいますから、ビジネスの世界

で日本の企業は何を失ったのか。1980 年代の

前半、あるいは 80 年代通して言えることです

けれども、日本企業はものすごく強いブランド

力がありました。1980 年代、中国の若い女の

子は結婚するときに必ずボーイフレンド、フィ

アンセに求めるのが、三種の神器だった。 

三菱の冷蔵庫、ソニーのカラーテレビ、ナシ

ョナル愛妻号の洗濯機、これがなければ結婚し

てやらない。これが当時の中国だった。メイ

ド・イン・ジャパン一色なんです。時計が欲し

いときは、カシオの電子時計が欲しい。なぜか

というと、当時、中国で毎日のようにアニメー

ションの「鉄腕アトム」がテレビで放映されて

いた。そのスポンサーがたまたまカシオだった

わけです。それで、お茶の水博士がカシオの電

子時計をはめていたわけです。それで一気に人

気が広がったわけです。 

しかしながら、いまの中国では、メイド・イ

ン・ジャパンは、依然として人気はあるんです

けれども、かつてほどではない。 

きょうは、まず中国の話をしなければいけな

いのですが、「失われた 20 年」の日本が、国力

と企業のブランド力の喪失ということをどう

しても申しあげておきたいわけです。最後に一

言つけ加えさせていただくと、私はこの国で大

学の学部と大学院まで勉強しました。それから

金融機関のシンクタンク、いま製造業のシンク

タンクにいます。どうやって国力を取り戻すか

ということを考えると、どうしても言わせてい

ただきたいのは、やはりこの国の教育システム

を改革しなければいけないと思います。 

世界中で最も暇な図書館が日本の大学の図

書館です。勉強しなければ、どうやってワイズ

な頭脳が育つのかというのをいつも考えるわ

けです。 
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中国は自分の祖国ですから、いまでも中国の

パスポートを持っています。でも、この国が大

好きで、だから、日本で仕事をして、日本に定

住している。先ほど恒例の揮毫を書いてくれと

言われました。筆で、同じ舟に乗っているもの

ですから、共に助け合うという一言を書かせて

いただいた。ことしの日中関係、できるだけ改

善していただければという願いも込めて、最初

に申しあげたい一言でございます。 

 

習政権誕生で一つの時代の終わり 

さて、せっかくの機会をいただきましたので、

中国の話に入ります。われわれ日本にいる中国

人の研究者にとって、こういう公の場で話を非

常にしづらくなっている。その背景は皆さんも

ご存じのとおりでございます。きょうはできる

だけフランクに話をしようと思います。 

さて、習近平政権が誕生してから 2年たちま

した。この 2年をどう振り返ればいいのかとい

うことをまず皆さまと一緒に考えたいと思い

ます。習近平政権の誕生というのは、最も重要

な意味を持つところと言えば、一つの時代の終

わりを象徴するものだとみております。 

というのは、中国では、2年前には鄧小平の

時代が終わったと。誰もそんなことを公で言わ

ないですけれども、実質的には鄧小平の時代は

終わった。これからはいわゆる習近平の時代が

いま始まっているんですね。 

なぜ鄧小平の時代が終わったか。すなわち鄧

小平の路線が行き詰まった。鄧小平の路線とい

うのはどういうものかというと、一言で言えば、

経済を自由化して、ただ、政治だけは改革をし

ない。それから、一部の人を豊かにするんです

けれども、それ以外の人たち、大多数の人たち

はどうするか。もちろんボトムアップしなけれ

ばいけないのは事実なんです。が、そのための

処方箋は全く提示されないまま、いまは格差が

どんどん拡大している。 

そして、政治改革は一切触っていない。ご存

じのとおり、共産党幹部の腐敗が日々深刻化し

ている。看過できないほど深刻化しているので

す。ですから、新たな路線、新たな制度設計を

しなければいけないという時期にいま来てい

るわけです。 

それでも、中国共産党がいまの中国社会の定

義としていつも言っているのは、中国というの

は、中国の特色のある社会主義市場経済、こう

いう長い言葉を使って中国のいまの社会を定

義しているのです。 

一体どういう意味なのか、実はよくわからな

い。中国の特色はどういう特色なのか。それか

ら、社会主義と言っているわけです。同時に市

場経済でもあると。この 3つの言葉が一緒にさ

れてしまうと、実はよくわからない。私なりに

いまの中国の社会を考察しながら、改めて定義

するとすれば、まずこういうふうに考える必要

があるかと思います。 

 

公有制と平等の要件が崩れた 

というのは、そもそも社会主義というのはど

ういう社会経済なのか。マルクス・レーニンが

定義した社会は、多分、少なくとも 2つのエレ

メントがある。まず 1 つ目の要件というのは、

公有制、2番目の要件というのは平等主義なの

です。しかし、いままでの 35 年間、鄧小平の

改革・開放路線で、公有制は完全に崩れてしま

った。 

具体的に言えば、1994 年に憲法改正された

ときに、私有財産が法的に守られると書かれて

いる。完全に守られているかどうかは、これは

実は別問題なんです。でも、憲法上ではそう書

かれているのです。ですから、公有制のこの要

件が崩れているわけです。 

2 番目、平等主義の原則、と言っても平等で

はないのです。中国の社会をみて、どれだけ格

差がひどくなっているか。これは中国政府が出

している数字を申しあげれば一番いいと思い

ます。所得格差をはかるときの一つの経済学の

データは、ジニ係数というのがある。ジニ係数

で言うと、いまの日本は 0.3 ぐらいで、平等な

社会です。この数字が大きくなれば大きくなる

ほど不平等になる。0.4 を超えると社会が大混

乱する。いわゆる警戒ラインです。中国はどう

なのか。公式統計では、0.475 です。この数字
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は、すなわち毎日どこかで暴動が起きる水準で

す。社会が非常に不安定化している。中国のマ

クロ経済統計について、信憑性が疑われていま

すが、このジニ係数の数字だけ言えば、中国の

実態をある程度反映していると言えると思い

ます。 

そうすると、繰り返しになりますが、いま申

しあげたように公有制の要件が崩れ、平等主義

でもなくなる。では、中国はそれでも社会主義

と言えるか。社会主義ではなくなったというふ

うにいつも思います。26 年前、中国を離れて

日本に来たわけですけれども、当時、中国を離

れて、ようやく社会主義の中国を脱出した。私

の一番心の中に残った思い出としては、日本こ

そ社会主義ではないかと。社会主義を離れたけ

れども、また社会主義に突入してしまったとい

うのは皮肉な話です。だから、この国は非常に

社会主義的なのです。 

 

中国の社会は半封建社会か 

中国は社会主義ではない。社会主義でなけれ

ば何なのか。中国の農民は、人口で 60％ぐら

いいます。60％ぐらいの農民が言ってみれば市

民権が与えられていない。中国ではかなりの部

分において奴隷のような存在になっているの

です。では、中国は奴隷社会かというと、奴隷

社会でもないのです。奴隷社会じゃないのだけ

れども、奴隷社会の一部の要件がそろっている

わけです。でも、奴隷社会ではない。 

では、資本主義社会かどうか、ということな

んですけれども、資本主義社会の場合は、先ほ

ど申しあげた私有財産がきちんと守られてい

る。すなわち法治国家でなければいけないわけ

です。でも、中国というのは、どうみても、資

本家はいるけれども、資本主義の社会でもない。 

おそらく、最も近い社会経済と言えば、私は

封建社会だろうと思います。封建社会というの

はどういう社会かというと、王様の社会なので

す。特権階級にとって天国なのです。だから、

いまの中国の社会というのは、封建社会か半封

建社会、それに最も近い。ですから、いきなり

中国に資本主義だとか民主主義だとかを構築

しなければいけないと求めても、ある意味では

無理な話でございまして、まだまだ半封建社会

というレベルにあります。 

だから、習近平政権が誕生してから、随分た

くさんの腐敗した幹部が連行され、あるいは逮

捕されたわけです。彼らが逮捕されるまでの生

活あるいは存在をみると、まさに王様のような

存在だったわけです。ですから、封建社会の中

国をどう改革するかということを一つの基点

にして中国の政治あるいは社会を考えなけれ

ばいけないのです。 

 

毛沢東主義、資本主義、民族主義 

習近平政権が誕生してから、中国の社会をど

う統治していくかということを改めて考える

必要があります。まず、政治的にどう統治する

か。どうも毛沢東主義をもう一回利用しようと。

習近平国家主席のこの 2 年ぐらいのいろいろ

な発言を聞いていると、やはり毛沢東をまねし

て話をしているところが非常に多いわけです。 

実は、それにはかなりの合理性がある。もと

もと封建社会は単なるトップの連中たちが王

様だけではない。人民のレベル、草の根のレベ

ルでも、封建社会のああいう考え方に実はかな

りの部分なれているところがある。すなわち毛

沢東の時代の毛沢東というのは個人崇拝が一

番重要なポイントです。封建社会は個人崇拝が

必然的な動きなわけです。ですから、習近平国

家主席もそこをきちんと認識して、毛沢東思想

の復活を考えていらっしゃるようなところも

実はある。 

中国国内のいわゆる左派の研究者たちの発

言を、あるいはインターネットの書き込みをみ

ていると、やはり毛沢東を擁護するような発言

あるいは書き込みがここ 2 年ぐらい非常に増

えている。だから、毛沢東を批判するような発

言をする学者たちがいまかなり不自由な思い

をしているわけです。これはまず政治をどう統

治しているかということなのです。 

では経済はどうなのか。経済は、毛沢東のや

り方では完全に失敗した。これは 35 年前にす

でに証明されたわけですから、この部分に関し
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ては、おそらく鄧小平の路線をある程度継続し

ながら、資本主義のやり方、市場経済のやり方

を継続してやっていく。これに関して、特に敷

衍する必要は多分ないと思います。 

最後に、これだけ千差万別の中国の社会をど

う取りまとめていくか。下手すると、反政府、

反共産党のデモなどにもなりかねません。そこ

でいまやられているのが、民族主義をある程度

高揚させながら、社会をナショナリズムという

軸をもとにしてやっていく。これは習近平国家

主席の言葉をかりれば、中華民族の復興、これ

を図っていくということなのです。 

繰り返しになりますけれども、3本の矢では

なくて、この 3つのベクトルがある。政治に関

しては毛沢東思想、毛沢東主義。経済に関して

は資本主義。それから社会に関しては民族主義、

ナショナリズム。この 3つのベクトルを利用し

ながら、これから中国社会を統治していくとい

うやり方です。問題は、このやり方がサステイ

ナブルかどうか、問われると思います。 

すなわち、この 3つのベクトルは、相反する

ところが結構ある。まず資本主義のやり方。す

なわち経済の運営ですけれども、毛沢東思想の

政治では、多分最終的に侵されるだろうと。民

族主義、ナショナリズムを高揚させた場合、ち

ょっとしたことで暴動事件、あるいはデモとか、

非常に大規模になりかねませんから、これから

の中国社会は、まず、私が思うには、中長期的

な見方で申し上げれば、非常に不安定な社会に

なっていくだろう。 

 

構造転換ねらったリコノミクス 

さて、もう少し経済の話もしなければいけま

せん。経済の話になると、短期と中期、両方ご

ざいます。まず短期的にいまの中国経済をどう

みればいいのか。後で中長期的な中国経済の動

きを申しあげるときに、先ほど申しあげた政治

の制度設計とつなげて、一つのピクチャーにな

ります。 

まず、短期的な中国経済をどうみるか。すな

わち 2015 年の中国経済、あるいは向こう 3 年

ぐらいの中国経済をどうみるかです。これに関

して議論するときにどうしても避けて通れな

いのがリコノミクス。日本では「アベノミクス」

が流行語になっています。中国は「リコノミク

ス」という言葉がありまして、李克強首相が進

めるいろんな経済政策のパッケージがござい

ます。わかりやすく言うと 3つあります。最初

のポイントは、経済成長が減速しても、拙速に

金融緩和をしない、これが一つ。 

2 番目は、いままで金融財政に関してかなり

レバレッジをきかせて金融市場に大量の流動

性を放出した。いわゆる脱レバレッジ、すなわ

ち量的緩和をむやみにしないというのが彼の

2番目の考え方。 

3 番目が一番重要なのですけれども、構造転

換。構造転換というのは、2つ大きなトレンド

がある。1つが、対外国際貿易の輸出と投資に

依存する経済から、国民の消費に依存する経済

に切りかえていく。というのが彼の一つの考え

方です。もう一つの構造転換は、いままでの経

済成長はかなりの部分において無理してやっ

てきた。環境に大きな負荷を与えてきた。経済

の効率を上げることを優先してきたので、環境

にとって非常に悪い産業がたくさんある。そう

いった産業を取りやめて、少しずつエコな産業

にシフトしていく。近代的なサービス産業をも

っと発展させるというのが彼の 2 番目の考え

方です。 

 

リコノミクスは完全に失敗 

しかしながら、構造転換の中で一番大きな邪

魔となっているのは何かというと、国有企業の

存在でございます。だから、国有企業を民営化

しなければ、多分構造転換には成功しない。2

年たちまして、リコノミクスが成功したかとい

うと、完全に失敗しまして、構造転換は遅々と

して進んでいないのです。 

だから、いま中国国内のメディア、新聞など

をみると、リコノミクスがまるで死語のように

なっている。そのかわりいまはやっている言葉

が、「新常態（ニューノーマル）」です。新しい

常態という造語がいま盛んに言われるように

なりました。 
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これに関して敷衍する前に、まず一言、なぜ

リコノミクスが失敗したかということです。簡

単に言えば、中国国内では、特に大型の国有企

業の経営者、会長、社長といった人たち、実は

企業の経営者であると同時に、もう一つ、彼ら

は行政のポストを持っているのです。 

例えば、上海にある宝山製鉄所という会社が

あります。宝山製鉄所の社長ぐらいになると、

副大臣、事務次官級のポストを持っているので

す。そうすると、李克強首相は一国の総理では

あるんですけれども、こういった大型の国有企

業のトップの人事権を持っていないのです。共

産党中央のほうで握っていて、彼は人事権を持

っていない。人事権を持っていない総理がいく

ら改革したくても、実はできないのです。 

ですから、これは李克強首相の能力が足りな

い。あるいはカリスマ性がないというよりも、

構造的に彼は人事権を握っていないがために、

誰も彼の言うことを聞かない。だから、構造転

換が進まないのです。 

 

ポジティブな印象与える「新常態」 

では、今度、「新常態」という言葉が生まれ

たわけですけれども、「新常態」とはどういう

ことか。例えばもし中国共産党中央が国民に対

して、これから景気減速、経済成長が少し減速

しても、われわれは容認するというようなアナ

ウンスをしたときに、かなりの部分ではマイナ

スというか、ネガティブなイメージを与えてし

まうのです。長い間、中国共産党がみずからの

正当性を証明するには、ほら、みろ、われわれ

は経済成長を実現しているから、共産党は正し

いのだ。だから、人民よ、共産党の周りに団結

してくれれば、みんなが幸せになる。というの

が中国の共産党の公式発言なのですけれども、

では、今度、減速してもいいとなると、正当性

が多分問われると思うのです。 

だから、そういったネガティブなイメージを

回避するためにどうするか。新常態、あたかも

すばらしい常態、とてもポジティブなイメージ

を与えるわけです。中身は同じです。すなわち、

いままで 2桁成長、あるいは 9％以上の成長を

無理して実現できたわけです。ここに来て 7％

前後の成長になる、これは容認すると。この

7％の成長、中成長ぐらいを容認するというの

は、間違った判断とは言えないと思うのです。 

 

環境負荷が経済減速の一因 

すでにＰＭ2.5、大気汚染の値が恐ろしく悪

化している。日本では大気汚染の基準は、ＰＭ

2.5 の値が 35ぐらいだそうです。限度が 70 だ

そうです。日本は限度が 70 だけれども、去年

3月初めに北京に出張したときに、その 1週間

の北京のＰＭ2.5 の値が何と 550 だった。ＰＭ

2.5 をはかる機器のマックスの数字が 550 で、

それ以上の値だったかもしれない。北京に 2

泊 3日いたしました。その際に乗ったタクシー

の運転手は、痰を吐いたときに血が入っていま

した。私の目の前の出来事だったわけです。だ

から、かなりというか、想像以上にひどくなっ

てきております。 

それに対して、去年の 11 月、北京でＡＰＥ

Ｃがあったときに、ほとんどの工場が操業停止

になった。車も約半分ぐらいとめられた。その

わずか 1週間の間、青い空が戻ってきたのです。

戻ってきたのですけれども、もしも青い空をず

うっと守るとなると、多分中国の経済成長はゼ

ロかマイナスになる。そうもいかない。ある程

度成長を維持しながら、どう環境対策を講じて

いけばいいのか。 

実は、環境対策は、単なる大気汚染だけでは

ない。もう一つが水質汚染。水の汚染というの

はものすごくいま深刻化していて、都心部を流

れる川の 97％が重度の汚染におかされている。

これは中国国内の環境の専門家たちが調べて

発表したレポートに書かれているのです。 

もう一つが、土壌の汚染。重金属におかされ

ている。きょうの通信社のニュースによると、

広西チワン族自治区のある村で、長い間、ずう

っと重金属におかされていて、イタイイタイ病

を 8割か 9割の人が患っているという。そう言

われても、私は全然驚かない。そうだろうと。

いままで報道されていなかっただけです。多分、

環境負荷が一番中国経済を減速させる大きな
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一つの要因になっている。 

繰り返しになりますけれども、この新常態と

いうのは、むしろ個人的には好意的に受けとめ

るべきだろうと思うのです。ただ、新常態とい

っても、国有企業が本当にそれに応じて協力し

てくれるかどうか。それから、環境をどう守っ

ていくのか。というのは、単なる、一時的にこ

ういう報道をされたから、何か取り組んでいく

と……。制度の改革がなければ、多分持続不可

能だろうと思うのです。 

 

「格差」の解消が大きな課題 

そして、次に大きな問題は、やはり格差の問

題。35 年間、一貫して経済成長に取り組んで

きた。しかしながら、つくられた富、付加価値、

いかにして人民の間で公平に分配するかとい

う所得分配の枠組み、制度づくりというのは実

はなされていないわけです。中国の社会は、イ

ンドとよく似ているところがある。インドは 4

つのグループでカースト制になっている。それ

からオフカーストといってカーストにすら入

れない、ならず者の人たちがいる。中国と言え

ば同じような 5 つのグループに分けることが

できる。 

ならず者に近いような存在というのは、先ほ

どの、市民権を与えられていない農民たちなの

です。そして、都市部の住民は総人口の 40％

ぐらいいる。最もいま潤っているのが共産党の

高級幹部、国有企業の経営者たち。それから民

営企業のオーナーの人たち。この 3つのグルー

プが中国社会の勝ち組です。合わせると総人口

の 3％程度で、4,000 万人ぐらい。中国社会科

学院のある先生の推計によれば、この 3％の勝

ち組の人たちが中国の富の 75％を支配してい

ると言われているのです。 

これから、もしも中国の社会を安定させるた

めにはどうすればいいかというと、1 つが、

40％の都市部の住民の中からどれぐらいのミ

ドルクラス、中所得層を台頭させるか。2番目

のポイントは、農民をいかにしてボトムアップ

するか。中国の 2000 年の封建社会の歴史を振

り返れば、農民をボトムアップできなければ、

必ず農民一揆が起きる。そうすると、政権交代

になる。そのプロセスで大量の犠牲者を伴うわ

けです。習近平政権が直面する大きな課題、少

なくともこの 2つがあると思います。農民をど

うボトムアップするか。都市部の住民の中から

どれぐらいのミドルクラス、中間所得層を台頭

させるか。これができなければ、大変な事態に

なるでしょう。 

また、3％の人が 75％の富を支配している。

彼らの富をどう底辺の所得層の人たちに再分

配するかというのがいま問われているのです。 

幾つかの数字をご紹介したいと思います。

2013 年に中国で売れた高級乗用車、1台、だい

たい 1,000 万円以上する車、どれぐらいだった

かというと、125 万台。ベンツ、ＢＭＷ、アウ

ディ、あるいはレクサスとか、125 万台。あと

数年で、2020 年中国は 300 万台の高級車市場

になると言われているのです。 

そして、去年、世界で売れた、1台だいたい

2,000～3,000 万円ぐらいするベントレーとい

う車がある。ベントレーという車は、世界で去

年 8,000 台ちょっとくらい売れたそうです。そ

のうち中国でどれぐらい売れたかというと、

2,600 台売れたのです。1 人当たりＧＤＰはわ

ずか 7,000 ドル程度の中国です。2,000～3,000

万円以上するベントレーが 2,600 台売れた、こ

れは尋常ではないのです。だから、銀座あるい

は秋葉原に買い物に来ている人たちのかなり

の部分が、3％の 4,000 万人の人たちなのです。

あれをつかまえれば、全員冤罪ではなくて、牢

屋に入れてもいいような人たち――これを言

うと極論過ぎるかもしれませんが――普通の

人民では銀座で楽しめるはずもないです。 

 

法を凌駕する「共産党」 

格差とコインの表と裏の関係にある問題は、

腐敗の問題なのです。共産党の腐敗の問題。去

年の日本の世相を代表する漢字として、消費税

の「税」という字が選ばれたようです。中国は

こういう習慣が定着していないのですが、もし

私が 2014 年の中国の世相をあらわす漢字とし

て選ぶとすれば、腐敗の「腐」という字を間違
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いなく選ぶと思います。腐敗の「腐」。 

だから、この腐敗の横行ぶりというのは本当

に深刻化している。去年は大物の政治家。例え

ば新聞などでごらんになっているかもしれま

せんが、共産党中央政治局常務委員だった周永

康。彼が拘束されて逮捕される。軍のナンバー

2だった人間も逮捕されている。大臣級クラス

の人間が、去年 1 年間で 60 人ぐらい逮捕され

ている。 

習近平国家主席、あるいは習近平政権が誕生

してから、こういうたくさんの腐敗幹部を撲滅

した。このことに関して、かなり中国の草の根

の人民から支持を得ているというのは聞いて

おります。冷静に考えれば、腐敗を撲滅しない

よりは、腐敗を撲滅したほうがいいと思います。

ただし、この責任を誰がとるのか、なのです。

すなわち、今後二度と、というか、いままでの

ような幹部の腐敗が起きないような制度づく

りをしなければいけません。ですから、ここで

やはり問われるのが、政治改革。 

去年下期に、北京で開かれたある会議で、習

近平国家主席が、法治国家を構築すると明言さ

れた。この言い方はすごく正しいと思います。

すごく正しいのですけれども、ぜひ行動に移し

ていただかないといけないですね。すなわち、

法治国家、英語で言うと“rule of law”を強

化するわけです。きちんと法律を尊重する。だ

けど、そのときに必ず直面するハードルが一つ

ある。どういうハードルかというと、共産党の

存在と法律の存在、どっちが上かを問われると

きに、これはいつも曖昧になってしまうわけで

す。すなわち、共産党を法の下に持ってこなけ

ればいけない。そうではないと、共産党は法を

凌駕するわけです。 

いままで 35 年間、あるいは 65年間でもいい

のですけれども、中国の政治のやり方をみてい

ると、いつも共産党が法を凌駕してきた。凌駕

してきたがために、いろんな間違いを犯すわけ

です。ですから、この部分の改革をきちんとや

っていく。ただアナウンスするだけではなくて、

ちゃんとしたタイムテーブルを示さなければ

いけない。習近平政権が誕生してから 2年たち

ましたが、順調にいけばあと 8年残るわけです。

この 8年間、どうやって政治改革を着々と進め

ていくか。 

 

習近平主席はどうやって選ばれたのか 

鄧小平の残した遺産の中で、政治改革のメニ

ューがなかったわけです。でも、習近平国家主

席が、鄧小平の時代は終わったということを意

味するものです。では、どういうふうに政治改

革をしていくか。多分、これから問われると思

います。 

考えてみれば、鄧小平は生前、胡耀邦、趙紫

陽、江沢民、胡錦濤、この 4人を指名して最後

死んだわけです。習近平は鄧小平によって指名

された人間ではないのです。鄧小平によって指

名されていないのは、彼が初めてなのです。そ

ういう意味では、習近平が別に鄧小平の路線を

踏襲しなければいけない義理が多分ない。しか

も、鄧小平の路線は行き詰まったわけですから。 

ここで、非常におもしろい一つの問題が出て

くるわけです。では、習近平国家主席、彼はど

ういうプロセスを経て誕生したのか。すなわち

習近平という人がどのようにして国家主席に

就任したのか。世界中の政治学者、あるいは中

国研究者、誰もこの設問に答えていないのです。

みんなわからないからごまかして、中国の人事

はブラックボックスだから、あの中で決まった

とよく言われます。ブラックボックスというの

は逃げなのです。 

では、研究者だから、あのブラックボックス

をあけてみて、中は何なのかは、誰も言ってい

ないし、誰もわからない。じゃ、きょう、世界

で初めて、このブラックボックスを皆さんと一

緒にあけてみます。では、中国の政治のトップ、

習近平国家主席はどのようなプロセスを経て

生まれてきたか。非常におもしろいのは、中国

の政治のトップの誕生のプロセスは、日本の大

企業の経営者の誕生と全く同じようなプロセ

スを経ているのです。 

日本の大企業、日本だけではなくて、アメリ

カもそうです。大企業のシステムはおもしろい

ことに、例えばアメリカ、ドイツでも、日本で

も、政治のシステムはみんな民主化しました。



 

9 
 

大企業の中の人事システムというのは民主化

されていないのです。 

例えば、アメリカ人と議論するとよく言われ

るのが、会社あるいは企業というのはシェアホ

ルダー、株主のものだとよく言います。そうな

の、といつも思うのです。なぜかというと、で

は、社長というのは株主によって投票して選ば

れたものか。実はそうではないのですね。だか

ら、企業の中の人事だけが民主化されていない。

資本主義の最も不思議なところなのです。オー

ナー会社でもないのに、株式会社になっていて

いるけど、民主化されていない。 

 

長老たちが話し合って後任を決める 

例えば日本の大企業のＡ社、Ｂ社、どこでも

いいのですけれども、その社長が誰に選ばれた

のか。建前上、取締役会で選出されるわけです

ね。本当に取締役会で選ばれたものなのかとい

うと、実はそうではないのですね。では、誰が

決めたか。長老たちが話し合って、根回しして

決めるのです。長老というのは誰かというと、

相談役、顧問、名誉顧問、この人たちが日本で

は非常に長生きしている。どこにいらっしゃる

かというと、東京駅を出て、丸の内方面を歩く

と、日本工業倶楽部があります。そこで何回か

講演したことがありますが、そこに皆さんいら

っしゃるわけです。彼らが決めるわけです。 

次期社長の人事、誰にするか、Ａ君、Ｂ君、

Ｃ君、こう話をするわけですね。そこで最大公

約数としてＡ君がよさそうだと。なぜＡ君にす

るかというと、恐らく自分たちの利益というか、

車とか部屋とか、とられないだろう、という部

分もあるだろう。最も話を聞いてくれるいい子

だから。とか、いろんな思惑があって、話し合

って決めるということですね。 

だから、最後、取締役会というのは、単なる

承認する過程なのです。もしもそこで誰か造反

すると、例えばＣさんという人が造反すると、

もう、次、彼は外されるだろう。そこは、まず

は日本のカルチャーだから、そういうことはし

ないだろう。 

実は、中国も全く同じです。共産党の総書記

が政治局常務委員会で決まる。常務委員会の常

務委員はいま 7人いるのです。2年前は 9人い

た。ここで賛成する人は全員手を挙げる。なぜ

かというと、前段ですでに決まったわけですね。

誰によって指名されるかというと、長老たちで

す。長老たちは誰がいるかというと、例えば、

死んでしまったらもう終わりですけれども、い

ま生きている江沢民、朱鎔基、李鵬、喬石、も

ろもろいるわけです。この中で最も発言権の強

いのが江沢民のラインなのです。 

それで、常務委員の 7人、長老たちが根回し

して決めた人事が、それで誰かが造反するとえ

らいことになります。大体そこですでに話が済

んでいるわけです。 

その中で、造反しそうなやつが、実はあらわ

れてきたのです。それが周永康という人なので

す。彼は推そうとする相手は習近平ではなくて、

薄熙来という重慶市の総書記だった人です。だ

から、この 2人はいずれもいま牢屋に入れられ

ているわけです。 

これはブラックボックスの中なのです。われ

われ、ふだんはみえない。全ては長老たちが決

めるわけです。これは中国の政治のおもしろい

ところなのです。ただ、これはアメリカ人と話

をすると、なかなか理解してもらえない。日本

の大企業の人事を思い浮かべていただければ、

あ、なるほどなと多分わかっていただけると思

います。 

習近平国家主席はまだ 1 期目です。残り 8

年ぐらいあると考えられます。6年ぐらいたっ

て、残り 2年のときに、ポスト習近平を考えな

ければいけません。ポスト習近平、そのときに、

江沢民は死んでいるだろうと――これを言っ

てはいけないんだけれども、日本のどこかの新

聞社が江沢民死亡説も流したことがあったよ

うです。ただ、あの体で 6年もつかな、わかり

ません。もつにしても、影響力は、多分いまに

比べればかなり低下するだろうと。そのときの、

引退した人と引退する人のパワーバランスで

次のポスト習近平が決まっていくわけです。だ

から、おそらくはそのプロセスの中で、江沢民

というよりも習近平の発言力が強いものがあ

ると思われます。 
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ですから、中国の政治リスク、チャイナリス

クの中の最も大きな政治リスクは、多分 6年ぐ

らいたつと、またうんとおもしろくなってくる

と思います。 

 

いろいろな見方のある経済成長率 

さて、そろそろ総括しなければいけません。

経済的に総括させていただくと、個人的にみて

おりますと、多分向こう 3年ぐらいのタームで

みた場合、中国経済のファンダメンタルズから

すれば、7％前後の成長は持続することができ

るでしょう。ただ、この 7％ぐらいの成長とい

っても、中国のマクロ経済の統計は、随分適当

なところがございます。一部では、7％成長は

していないとの見方もあります。 

正直に申しあげれば、よく中国に出張すると

き、定点観測をしています。マクロ経済の統計

は、あくまでも参考にしております。実際はど

うしているか。例えば北京に行くと、同じ幹線

道路に同じ時間帯に 1時間立って、何台のコン

テナトラックが通過するか。それを毎年比較し

て、何％増えたか、何％減っているかという計

算をすれば、おおよその目安がみえてきます。 

2014 年の定点観測の結論で申しあげると、

おそらく実態は 6％前後の成長になっている。

もうじき、中国政府が 2014 年の経済成長率を

発表します。それが限りなく 7％に近い、7.2

か 7.3％ぐらいの成長になると言われていま

す。それに対して、アメリカの中国研究者たち

がどうみているか。去年の 11 月、ワシントン

でシンポジウムがありました。そうそうたるメ

ンバーがそこで講演されて、その中で一つのコ

ンセンサスとしてあった。いまの 2014 年の中

国経済の成長率は 5％程度だろうというふう

に言われています。 

それぞれ一理ある推計でございます。どう判

断されるか、皆さまにお任せします。2015 年

も中国経済の成長率というよりも、どうオペレ

ーションしていくか。李克強首相の拙速な金融

緩和をしないというのは転換してしまったの

で、おそらくことしはかなりのレベルで金融緩

和を進めるでしょう。金融緩和というのは、一

つは量的な緩和です。去年 11 月、人民元の預

金貸出金利が少し下げられました。適当な金融

緩和を進めて、ことしはどうしても 7％ぐらい

の成長を死守しなければいけない。もし 7％を

割ってしまった場合、習近平政権の責任が問わ

れます。ことしは多分、公式統計で言えば 7～

7.5％成長になるだろう。でも、実態はかなり

厳しい。 

 

盛り上がらない消費 

実態は厳しいとはどういうことかというと、

一つは消費がどうしても盛り上がらない。消費

をどうやって盛り上げるかというと、一般的に

多くの方が言うのは、社会保障制度をきちんと

整備する必要があるという点です。この言い方

は間違ってはいない。が、正しくもないのです。

というのは、最も個人の消費行動に影響を与え

る変数は、社会保障制度ではなくて、可処分所

得がどれぐらい増えるかなのです。給与とボー

ナスが増えなければ、消費が伸びない。 

これについて、中国の消費率という統計があ

ります。ＧＤＰに占める消費の割合がどれぐら

いか。35％です。インドでも 55％ありますけ

れども、中国は 35％しかございません。日本

は大体 60％あるといわれている。いまアベノ

ミクスでもう少し増えていると聞いておりま

す。 

だから、中国人というのは、消費よりも貯蓄

しているわけです。過剰貯蓄しているのです。 

日本も、この間家計の貯蓄率の数字が出て、

マイナスになっていると聞いてびっくりしま

した。中国の貯蓄率が、家計の貯蓄率で言うと

30％。政府と企業セクターを合わせると 55％

の貯蓄率があります。ちょっと過剰貯蓄をやっ

ているわけです。だから、この過剰貯蓄を是正

して、リバランスしていく必要がある。そのた

めの努力がいま求められています。 

中国人は何でこんなにお金をためるか。日本

人も実は貯蓄率が短期的にマイナスになって

いるとはいえ、実はお金をためているのは事実

です。おもしろいのは、日本人と中国人は、顔

色は同じですけれども、貯蓄行動、お金を運用
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するやり方が全く違う。私は日本で生活してい

ますから、われわれサラリーマンが昼休みのと

きに隣の人に「ちょっと郵便局へ行ってきま

す」と言えるのです。「ちょっと銀行へ行って

くる」。これでも言える。でも、「ちょっと証券

会社へ行ってきます」。これはなかなかこの国

では言えないのです。もし隣の人に「証券会社

へ行ってくる」と言ったら、あいつは株をやっ

ているといううわさが広がってしまう。だから、

日本人は株式投資に関してかなりの偏見を持

っていらっしゃる。多くの方が、金利がゼロで

も預金するというのは、日本人です。ですから、

あまり収益性を考えていないような感じがい

たします。 

では、中国人は何をしているか。まとまった

お金がたまったときに、間違いなく家を買う。

マイホームではなくて、投資目的で家を買う。

不動産投資です。頭金を払って、2 戸目、3 戸

目を買います。家を買うほどのお金はたまって

いない。そこそこ、たまったときに何に投資す

るか。ゴールド、貴金属、それからヒスイなど

の宝石類です。いまだと、あと赤サンゴも投資

の対象になります。5年前までは美術品とか骨

董品も投資されていた。ただ、美術品とか骨董

品というのは模倣品が多い。特に中国は模倣の

大国なので、素人はなかなかできない。だから、

いまはごく一部の専門家しか投資しない。 

次にやるのは、要するに少額のお金ができた

ときに、理財商品と呼ばれている投資信託に投

資する。いま投資信託の平均の利回りがどれぐ

らいかというと、だいたい 5％ぐらいです。5％

でも、日本なら気持ちよく投資するでしょうけ

れども、中国の場合はインフレーションがあり

ます。特に食料品のインフレが非常に高い。で

きるだけ、もっと高い利回りが欲しい。最後、

預貯金するのです。 

総括すると中国人は流動性よりも、安全性よ

りも収益性を重んずるのです。不動産市場とい

うのは常にバブル化しやすいという傾向にご

ざいます。ですから、中国経済のファンダメン

タルズからすると、よく言えば活性化しやすい、

悪く言えばバブル化しやすいという部分もご

ざいます。 

 

改革怠ればチャイナリスク浮上 

最後に一言申しあげて終わりにします。中長

期的にどうみるかということですけれども、こ

れはなかなか占うのが難しい。すなわちどこま

で改革してくれるか。政治改革、経済改革です。

これは改革をしなければ経済成長はサステイ

ナブルではない。ですから、私は、向こう 4～

5年ぐらいのうちに、習近平政権は改革に取り

掛かるだろうと思います。きちんと改革すれば、

もう少しサステイナブルに成長を続けていけ

るでしょう。もし改革を怠れば、チャイナリス

クはすぐに浮上してくるだろうと思います。 

 

＜質疑応答＞ 

司会 中国の政治、経済、社会、それぞれの

分野でいま起きていること、一つ一つの出来事

を柯さんの話を聞くことで、つなげて考えるこ

とができました。ありがとうございました。質

疑応答に移りたいと思います。 

 

質問 アベノミクスなるものをどうみてい

らっしゃるのでしょうか。 

 

アベノミクスの評価は時期尚早 

柯 私はもともと日本経済が専門ではござ

いません。ただ長くこの国に住んでおります。

私の専門は金融でございます。それで言います

と、アベノミクスがいまのところ成功したと言

われるのは、多分金融の側面、金融政策をやっ

て、ある程度株を上げられたことです。効果が

出たと一部の方が判断している。多分正念場は

これからだろうと思うんですね。本当にそれで

成果が出てくるかどうかは、まだ判断するのは

時期尚早だろうと思います。 

日本が最もやるべきことは教育改革だと思

うんですね。この国というのは教育制度が本当

に荒廃している。例えば、英文科を出ても英語

が話せない学生がいっぱいいる。これは例えて

言えば、パソコンメーカーが起動できないパソ
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コンを売っているようなものです。これはやっ

ぱり教育改革しなければいけないと思う。教育

改革をしなければちゃんとした人材が生まれ

てこない。それで将来大丈夫なのかというのは

問われるでしょう。 

 

質問 先ほど国有企業改革が遅々として進

んでいないとおっしゃいましたね。国有企業を

改革することは、要するに市場メカニズムが機

能するようにするとことだろうと思うんです。

市場メカニズムが機能するようにするとは、規

制を外すということですよね。国有企業とか国

有銀行に対する政府のコントロールを外すと

いうことを意味すると思うんですね。 

外すとどういうことになるかというと、やっ

ぱり国有企業や国有銀行は、赤字になるおそれ

がある。赤字になると倒産してしまう。倒産す

るとどういうことになるかといえば、やっぱり

党の支配が揺らぐことになる。そんな心配をし

ていると、党の支配が続く限り、国有企業の改

革はできないのでしょうか。 

 

国有企業改革は不可避 

柯 国有企業の中身について言うと、いまお

っしゃられた幾つかのポイントはとても重要

です。その前に、最も重要なのはガバナンス、

それからオーナーシップの改革、所有制の改革

です。これがなければ、規制緩和やら効率性は

なかなか難しい。まず国が保有しているがため

にオーナーシップがはっきりしないんですよ。

それに対するガバナンスは当然確立していな

い。なおかつ、いまの中国の大型の国有企業を

みていると、いわゆる独占利益を享受している

がために、みた目では非常に大きくなる。国際

的な競争力はないですね。 

これは一つのジレンマなんです。改革したら

共産党の支配力の低下につながるのが事実で

す。では、改革しない選択肢はあるかというと、

これもないわけですね。世界 2番目の経済にい

まなっている中国において、世界でブランド力

が誇示できる会社があるでしょうか。聞いたこ

とないですね。あるとすれば、ハイアールでし

ょうか。あれは国際的なブランドと言えるか、

言えないですね。昭和40年代、50年代の当時、

たいていの日本を代表する会社は世界で誇示

できるブランド力をすでに確立したわけです

よね。 

これはやはり国有企業の弊害だろうと思い

ます。もしも、共産党がみずからの支配力の低

下を恐れて改革しなければ、その後はもうゼロ

になると思う。決して間違った議論はしてはい

けなくて、大胆に改革すべきだろうと思います

ね。 

 

質問 先ほどの構造転換のところで、近代的

なサービス産業に転換すべきであるとおっし

ゃった。一般的にサービス産業というのは生産

性が低い。生産性が高いのは、製造業、特に加

工組立型産業ですね。特に自動車とか電機のよ

うな。中国は実際にそうした加工組立型産業で

これまで高い成長を実現してきた。一方でサー

ビス産業にシフトすれば、環境への負荷という

点では確かにいいかもしれないが、成長率は大

幅に落ちることにはならないでしょうか。そう

いうリスクがあっても、なおそれをやれるだけ

のコンセンサスが、共産党内部や経済界で得ら

れるのかどうか。 

 

成長持続に必要な構造転換 

柯 いままでの労働集約型産業に依存する

成長は持続不可能なんですね。というのは、人

件費の上昇と為替の切り上げで、例えば 100

円ライター、サンダル、おもちゃ、こういうの

をいままでつくってきて、たくさんの労働者を

雇って成長してきた。このモデルは、もう行き

詰まっている。明らかに広東省、福建省では、

華僑系の企業が中国を離れつつあります。した

がって、そのプロセスでイノベーションをやっ

て、やはりミドルエンド、あるいはハイエンド

の産業にシフトしていく。でも、ハイエンドの

産業にシフトしていくと、おのずと失業者がた

くさん出てきます。サービス産業というのは、

あくまでも雇用の受け皿として用意する。その

ために、例えば一番大きいのは物流と流通なん
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ですね。 

ご指摘いただいたとおり、なかなかこのシフ

トが難しいのです。なぜ難しいかというと、例

えばいままでおもちゃをつくっていた人がい

きなり物流をやれと言われても、多分無理なん

です。やはり職業訓練が必要です。日本で生活

していつも感動するのが、クロネコヤマトとか

佐川急便の人たちです。誰にも監視されていな

いのに荷物を持って走っているわけですよ。あ

れ、中国人は絶対に走らない。どうやって走ら

せるかというのは、これは日本独特のノウハウ、

あるいは国民性かもしれません。中国人は多分

そこでボーッとサボるわけです。 

でも、この物流、流通という近代的なサービ

ス産業は必ず整備しなければいけない。中国に

とってもとても重要なわけです。だから、成長

を持続していくうえでのバッファとしてとて

も重要という意味で申しあげたわけです。 

 

質問 中国の不動産バブルについてうかが

いたい。バブルがあるでしょうか。バブルがは

じけるとすればいつごろでしょうか。 

 

不動産バブルの崩壊は少し遠のく 

柯 バブルの定義というのは実はきちんと

なされていないのです。いくら調べても、いい

かげんな、わかりにくい定義しかない。中国の

不動産市場に限って、多分 2つのデータを申し

あげれば、これがバブルだということが言える

と思います。 

一つが、住宅価格なんですね。住宅価格とサ

ラリーマン、勤労者家族の年収と比べた場合、

経験則で言うと、大体 6年分、6倍以内であれ

ば、まあ適正値だと。すなわち 30 年ぐらいの

住宅ローンを借りてこつこつと返していける

金額が 6年分なのです。 

それに関して、いま中国の都市部の不動産価

格は何倍ぐらいになっているかというと、2年

前までは 25 倍だったのです。ここ 2 年ぐらい

少しずつ下がってきて、いま 20 倍ぐらい。20

倍でも、130 年間働き続けていかないと払えな

い金額です。だから、20 歳ぐらいから働き始

めるとしても、140 歳か 150 歳まで生きていか

なければいけない。それはいくら何でも変な計

算になるわけです。だから、バブルなんです。

すなわち、すでにバブっています。 

2 番目、これは重要なポイントです。マイホ

ームとして家を買ったときは、これは実需とい

います。実需はバブルを生まないのです。実需

ではバブルが生まれてこないのです。自分の家

として住むわけですから。バブルというのは、

投機、あるいは投資によってもたらされるもの

なんです。 

いま、中国で実需がどれぐらいか、投資目的

がどれぐらいかの割合を申しあげると、マイホ

ームとして買っている人間が大体 60％、投資、

投機目的は 40％ぐらいなんです。だから、新

しくつくられた住宅団地に行くと、すでに販売

済みなんです。夜、行くと、8時過ぎて数えて

みれば、大体 40％ぐらいにしか電気がついて

いない。マイホームじゃないんです。 

もう一言申しあげたいのは、中国はなぜ投資

や投機がこんなに盛んになっているか。あるい

は不動産バブルが起きやすいか。実は、それを

助長する一つの要因は、中国には賃貸のマーケ

ットがきちんと育っていないのです。賃貸のマ

ーケットがないのです。 

日本の場合、大学を出てどこかに入社する。

まずどこかでアパートを借りて少し住む。それ

で結婚したら 3,000 万円前後のマンションを

買う。将来出世すれば今度一軒家という三段跳

びのようなやり方でいく。中国は賃貸が少ない。

だから、賃貸がないところで、例えば若い男女

がいきなり結婚するとなると、マイホームの夢

をみてしまう。そうすると、それを目がけて投

資、投機が盛んになる。さらに政府がそれを助

長するいろんな政策もございます。 

で、ご質問に答えるとすれば、ここで、もし

思い切って金融引き締めをやれば、ことしで多

分バブルが崩壊すると思います。すでに金融政

策が転換して、少しずつ緩和の方向へ傾いてい

る。だから、バブル崩壊というのは少し遠のい

たなというふうにみております。ただ、遠のい

たといっても、バブルという泡が膨らんだまま
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です。今後の政策のとり方次第で、やはり崩壊

する危険性を常にはらんでいる。正しく言えば

こういうことだと思います。 

 

質問 中国のシャドーバンクについてお聞

きしたい。もう一点。せっかくの機会なので、

マクロ経済学の中国の基本的な数字を知りた

い。中国の場合は設備投資と貿易収支の黒字が

非常に大きな要素になっていますね。 

 

「影の銀行」と「銀行の影の部分」 

柯 シャドーバンクの話は、実は、マクロ経

済と一緒に合わせると本当に時間が足りない

ので、きょうはほとんどお話ししておりません

でした。これはとても重要なポイントです。 

シャドーバンクというのはどういうものな

のか。中国のシャドーバンクはどういう問題な

のか、に関して言うと、かなりのところで実は

誤解されている報道も多くあります。 

まず、中国の問題から、基礎的な知識をご存

じない方もいらっしゃるので、簡単に申しあげ

ます。中国の基本的な金融制度は、日本の 1998

年以前の金融システムとそっくりそのままな

んです。というのは、業態別方式です。金融に

ついで言うと、証券、保険と銀行、お互いクロ

ーズしてはいけない。それから金利規制と業務

規制、ものすごく厳しくやります。金利規制は

名前のとおりですけれども、業務規制について

言うと、例えば、リスクマネジメントを強化す

るために、預貸比率規制だとか、同じ借入に対

する貸出が何％を超えてはいけないとかとい

うものが諸々詳しく定められている。このオリ

ジナルは日本の銀行法なんです。 

そこで、中国の金融機関は、こういう厳しく

規制される中で非常に日々不自由を感じるわ

けです。まあ日本人は不自由を感じても我慢す

るでしょうけれども、中国の場合は「上に政策

あり下に対策あり」を考える人間が多い国です。

じゃ、どうするかということを考えると、例え

ば預金を集めた場合、投資はできないのです。

融資はできるでしょうけれども投資は許され

ません。では、もっと利益を上げたいという人

がいて、何を考えるかというと、理財商品とい

う投資信託の商品を開発して、そこで売るわけ

です。銀行本体で販売するわけです。 

銀行本体で販売されている理財商品は、多く

のマスコミは中国のシャドーバンキングだと

いうふうに指摘しています。実は銀行本体でや

っているものですから、シャドーバンクじゃな

くて、「影の銀行」じゃなくて、要するに「銀

行の影の部分」なんですね。銀行は影の部分で

やっているわけです。 

そうすると、このシャドーバンクの理財商品

は、平均の利回りが大体 5％ぐらいなんです。

もっと高い利回りもあって、17％とか約束して

いる利回りもあります。17％の商品を買うとき

の心境としては、もうきっと戻ってこないだろ

うと思わないと買ってはいけないと思うんで

すね。で、5年物の定期預金の金利というのは

4.25％ぐらいなんです。だから、理財商品とい

うのは、まあ幾分定期預金よりはましだろうと

いうことなんです。 

銀行がこれらの理財商品を販売して集めた

お金、預金ではないので自由に投資できる。ど

こに持っていくかというと、5％ぐらいの利回

りを約束しています。最低でも 8％か 9％ぐら

いの利回りがなければ返せないので、不動産に

持っていっているのです。 

中国には本当の影の銀行がございます。いわ

ゆる本当の意味の影の銀行ってどういうもの

か。民間金融がありまして、まあ悪口を言えば、

高利貸しなんです。日本にもたくさん昔あった。

金融論の歴史のところを読むと、無尽とか講と

かいう組織があって民間融資をやるわけです。

中国はたくさんこういう民間の融資会社があ

る。しかし、これらの民間の融資会社を仮に全

部潰したときに何が起きるか。自動車部品メー

カー、100 円ライターをつくる会社、サンダル

をつくる会社、おもちゃをつくる会社、全部潰

れます。 

なぜかというと、これらの会社の多くは民営

の会社なので、正規の融資として、例えば国有

銀行などに行ってお金貸してほしいと言って

も門前払いされます。借りることはできない。
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彼らは民間の融資会社から借ります。じゃ民間

の融資会社はどれぐらいの金利が貸すか。われ

われの調べでは、去年の 8月現在で言うと、平

均の利回りが、これを年換算ですると 47％。

でも、1年間借りる人はまずいない。どんない

い商売でも 47％の利回りを返せるわけがない。

大体、1週間か 2週間程度で、仕入れるときと

か、ボーナスの時期にだけ、緊急的な流動性不

足のときに借りて、すぐに返す。だから、実は

これは必要不可欠な部分なんです。 

最も危ないのが誰かというと、理財商品では

なくて、民間の融資会社でもないのです。誰か

というと、地方政府の投資会社。中国は地方政

府がたくさん投資会社をつくっている。 

地方政府は、例えば都市の再開発、地下鉄、

上下水道の整備あるいは街路樹も植えなけれ

ばいけない。たくさんの投資会社をつくる。で、

中国の地方政府が、去年までは地方債を借りる

ことが禁止されている。だめなんです。じゃ、

どうするかというと、地方政府が投資会社まで

つくって、その投資会社は法人ですから、いか

なる政策でも関係ないんですね。その投資会社

でもって銀行からお金を借りてきて、それで街

路樹を植えたり、地下鉄をつくったり。 

ただ、街路樹を植えても、地下鉄をつくって

も、上下水道を整備しても、利益が出てこない

のです。地方政府はやっぱりお金が欲しい。利

益をつくりたい。じゃ、どうするか。その一部、

例えば地下鉄をつくらなければいけないお金

の一部を不動産の投資に流用しているわけで

す。 

ですから、民間の融資会社と、それから銀行

の理財商品をやっている人たちと、それから地

方政府の投資会社、この 3人の中で最もとろい

のは誰なのか、すなわち金融情勢が急変したと

きに最も逃げ足の遅いのは誰か。区役所の職員

が突然投資会社の社長に任命されてやってい

る人。これはアンテナが全くきかない。だから、

彼らが一番逃げ足が遅いわけです。 

ですからこの金融危機の引き金を、ばば抜き

のゲームだけれども、最後に引くのが、この地

方政府の職員なんです。全くビジネスのセンス

がない人たちです。でも、やらされていて、多

分、これはデフォルトを起こす。デフォルトを

起こすとなると、どこに飛び火するかというと、

正規の金融システムに飛び火して、システムリ

スクを起こすわけです。 

一番逃げ足の速いのは、民間の融資会社。こ

れは全部自分のお金ですから、24 時間アンテ

ナを立てて情報収集しているわけです。何か急

変したら、一目散に潜っていくわけですから、

逃げてしまう。 

ですから、中国では、地方政府が一番危なく

て、正規の金融システムは無難ではなくて、そ

こに飛び火する。いかにしてそのファイアーウ

ォールをつくって、地方政府が設立したたくさ

んの投資会社をきちんとガバナンスしていく、

というのが一番大きなポイントだろうと思い

ます。 

2 番目のご質問です。中国の国際収支の話を

中心に考えると、多分、大きく 2つの問題があ

ります。一つが、国内のバランスシートで言う

と、すなわちいままで経済成長率の 2倍ぐらい

のＭ2 のマネーサプライを、Ｍ2 の伸び率、ど

んどん供給しながら経済を辛うじて回してき

た。すなわち、ケインズ経済学の考え方で言う

と、中国の資金効率というのは非常に悪い。そ

れで不良債権も生まれるわけですけれども、そ

れで引き当てながら辛うじてやってきたわけ

です。 

私は 2007 年に、『中国の不良債権問題』とい

う本を日本経済新聞出版社から出しました。そ

のときに警鐘を鳴らしたのは、不良債権の問題

が出てくる。金融危機になる可能性もあるよと。

残念ながら、金融危機にならなかった。「残念

ながら」と言ってはいけないんだけれど、なぜ

危機が起きなかったのか。私のあの見方、実は

間違ってはいなかった。 

そのへんの事情を解明する重要なポイント

は、先ほど申しあげた金利規制にある。中国は

厳しい金利規制をやっているんです。 

金利規制のからくりはこういうことなんで

す。預金金利と貸出金利でみたときに、銀行に

とっての利ざやが 3 ポイント以上あります。
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300 ベーシスポイント以上あります。これは、

普通、先進国の商業銀行だと、1ポイントあれ

ばいいほうです。中国は 3 ポイント以上ある。

国有銀行はたくさんの支店を持っている。平均

3万ぐらいの支店を持っています。だから、黙

っていても預金が集まる。それで国有企業にお

金を貸していくわけです。この預金を集めて貸

していって、利ざやが 300 ベーシスポイント、

3ポイント以上あります。そうすると利益がた

くさん出てくるんです。 

どんなに怠けていても利益が出てきて、3ポ

イントのうち、だいたい 1ポイント以上使って、

コンスタントに引き当てているんです。だから、

預金者が全く知らない中で、不良債権の引き当

てのコストを負担しているんです。もしそれが

市場経済化していると、一気にこれは金融危機

に発展するというほど重要なポイントなので

す。これは普通の中国国内の人は全くわかって

いない。わかったら、多分デモをやると思うん

ですよ。 

そして国際収支に関して言うと、中国はいま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 兆ドルの外貨準備がもうできているわけで

す。ただ、2005 年までは為替をペッグしてい

たわけですから、それで為替レートは安く抑え

て、輸出をどんどん促進して、それでためてき

たわけです。私は中国の経常収支はいずれ赤字

化するだろうとみております。 

ですから、いままで歩んできたトレンドと、

今後続けていけるかどうか、これは別の問題な

のです。日本が歩んできたプロセスを、中国も

同じことをこれから多分経験する。ただ、中国

は一党支配の政治をやっているものですから、

戦後の日本の冷戦下の為替運用と全く違うス

テージの話なので、若干のタイムラグは多分あ

るかと思います。 

 

司会 ありがとうございます。時間になりま

したので、これで終わります。 

先ほど柯さんがお話しになりました一筆が

ここにあります。やはり筆の国だけあって、達

筆でさらさらと「同舟共済（どうしゅうきょう

さい）」と揮毫していただきました。 

（文責・編集部） 

 

 

 

 


