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ABSTRACT 

In China, the investment from the developed nation is active and changes from "the world's factory" into 
the world eminent "consumption market". On the other hand, in China, a distortion with the rapid growth 
of the economy and contradiction, the problems are highlighted, too. Chinese growth is about whether it 
collapses by continuing like this or the bubble. This paper considers "light and shade" about a Chinese 
economic problem. In 2009, the Chinese new car sale number made hole through 10,430,000 U.S.A. in 
13,800,000 of them and made rapid progress in the first place world. All Japanese are bigger markets 
named the bunch.  
In Japan, pollution occurred for the period of the high growth of economy and became the social problem. 

China becomes the major economic power and will become the big problem that I should overcome in 
future. From now on, Chinese growth, the resource problem which is two sides of the same coin, and a food 
problem turn into a big subject. 
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1. はじめに 



過去 10 年間、毎年 10％前後の成長を記録し、高度成長を続ける中国経済。2011 年 1 月 20 日、中国国家統計局

は胡錦濤主席の訪米―オバマ米大統領との首脳会談に合わせて、10．3％の成長を成し遂げたと発表、日本を抜いて

ＧＤＰ世界第２位の経済大国に躍り出たことを明らかにした。中国に対しては日米欧の先進国からの投資も活発で、今

や「世界の工場」から世界有数の「消費市場」へと変貌している。世界最高の外貨保有高を背景にアフリカや南米など

での資源外交も活発に展開、世界経済に於けるプレザンスを発揮してきた。しかし、その一方で中国経済の急成長に

伴う歪みや矛盾、問題点も浮き彫りになってきた。中国の成長は何時まで続くのか、はたまたバブルで崩壊するのか。

世界経済で脚光を浴びる中国経済に焦点をあて、その「光と陰」を考察する。 
 

2. 外資進出で急成長 
 
 中国の国土は 959 万 6960 平方㌔㍍、ロシア、カナダに次ぐ広大な領土を持つ。人口 13 億 4575 万人（2009 年推

計）は世界一で、漢民族が約93％、残りが55の少数民族で構成されている。建国以来、人民公社を核とした計画経済

で進んできたが、次第に行き詰まり、1960 年代の毛沢東主導の文化大革命で疲弊の極みに達した。その中国経済が

成長の糸口を見出したのは 1979 年、時の指導者・鄧小平が「改革開放」政策を打ち出してからである。爾来、中国は

共産党一党独裁の下、資本主義と市場主義の手法による経済政策を相次ぎ打ち出し、俗に言う「赤い資本主義」の壮

大な実験がスタートした。 
 開放当初は広州、上海、天津など中国沿海部からの取り組みが始まりであり、経済成長もスローテンポであった。筆

者が始めて中国を訪れた 1985 年。北京市内の主要交通機関は自転車で、天安門前を走る長安大街を埋めるおびた

だしいしい銀輪が印象的であった。自動車もボチボチ普及していたがまだ数少なく、その中で共産党指導部、幹部が

乗る国産車「紅旗」「上海」などが大きな顔をして走っていたのを思い出す。北京に続き天津、大連と訪れたが、庶民の

服装は人民服が圧倒的で、女性のスカート姿はちらほら垣間見る程度であった。 
その中国が年毎に大きく変容。数年おきに北京や上海、広州などを訪問するたびに、庶民の服装だけでなく生活も

向上していった。市街を走る車窓から見る松下電器産業（現パナソニック）、ソニーなどの広告看板も目立ち始め、テレ

ビや冷蔵庫を自転車の荷台に積んで帰宅する市民が目についた。街角では自動車が増えており、経済成長と歩を一

にして保有台数が増加の一途をたどり、まさに成長の“証し”を実感したものである。とりわけ昨年夏の北京訪問では、通

勤ラッシュの朝夕に限らず日中ですら交通渋滞に巻き込まれるなど、現地では東京、大阪以上に大きな都市問題とな

っていた。 
 もとより中国の経済成長は、外資の進出によることが大である。日本の10分の１以下の賃金（労働コスト）を見込んで、

先進各国から各種の製造業が進出、生産・輸出拠点としての世界の工場の地位を確立した。この背景には内陸部から

流れ込んでくる「農民工」（農民出身の労働者）と呼ばれる低コスト労働力の存在がある。この農民工、端的にいえば出

稼ぎ労働者であり、中国全土で 3 億人とも 4 億人とも推測されている。都市部の工場で働く単純労働者だが、人件費コ

ストは先進国のそれより遥かに安く、中国が輸出で稼ぐ産業構造は「貿易立国」を標榜する日本の比ではない。企業に

とりこの労働コストは国際競争力の観点から大きなインセンティブであり、中国へ欧米企業だけでなく日本企業も雪崩を

うって進出する現象が出現、2000 年初頭には日本で「産業空洞化論」「中国脅威論」が取り沙汰され、今に至ってい

る。 
 

3. 巨大な消費市場 



 
こうした中国経済の成長に伴い同国民の可処分所得も増大、中間層の増加に伴い一部の富裕層にとどまっていた

購買力が拡大するのは自明の理であろう。産業構造は当初の生産・輸出拠点に加えて、巨大な内需が期待できる消

費市場へと発展、昨今、中国市場を意識した企業進出が相次いでいることは周知の通りである。 
その顕著な事例が前述した自動車市場である。中国の 2009 年の新車販売台数は 1380 万台で、初めて自動車王

国・米国（1043 万台）抜き、世界第 1 位に躍進した。2010 年は 1806 万台と米国の 1158 万台、第 3 位の日本 495 万

台をはるかに凌駕する自動車大国となった。ちなみに日本のピークは 1990 年の 777 万台である。中国の人口比のお

ける自動車普及率はまだ一ケタ台で、普及率 8 割の米国、同 6 割の日本と比べても「大きく伸びる超有望市場」である

ことは間違いない。 
その他の内需部門（消費財）の魅力はどうか。改革開放政策直後、いち早くビール部門で中国市場（山東省）に工場

進出したサントリーの佐治敬三社長は「中国には 13 億の口と胃袋がある。これは期待できるでー」と語っていた。中国

料理の「満漢全席」ではないが、中国人の食に対する貪欲さは、佐治社長にとり「大きなポテンシャルを備えたマーケッ

ト」と映っていたのである。可処分所得が増え、生活が豊になるにつれて消費意欲が膨張するのは、人間の性（さが）で

ある。昨今、銀聯カードを握り締めて日本を訪れる中国人観光客のカネの使いっぷりは、テレビ報道で目の当たりにす

るが如くである。将来、人口の 10％が金持ち（または小金持ち）となれば、その数 1 億 3000 万人。日本人全てが束に

なるより多い市場であり、この層が増えるほど市場規模は拡大する。 
 

4. 表面化する矛盾 
 
4-1. 都市と農村の格差 
 こうした光＝高度成長の裏側で中国特有の矛盾、歪み、問題が表面化、陰の部分がクローズアップされてきた。以下

に述べる。 
 その第一が「先富論」の破綻である。「先に富めるものは先に豊になればよい」「白い猫でも、黒い猫でも」（鄧小平）の

考えは、中国人にプラス作用とマイナス作用の両局面で具現化したと指摘できる。プラス面は先述した「光」の部分であ

る。マイナス面の第一は、産業政策及び地政学上で経済的に有利な都市部と農村部の貧富の格差を拡大を一気に招

いたことである。 
中国は全人口の約 3 分の２、８億人余が農民だが、皮肉なことに成長に伴って都市住民との格差拡大が顕著になっ

てきたのである。例えば、昨年万国博覧会が開かれた上海の一人当たりＧＤＰは、少数民族の多い貴州省のそれに比

べて 30 倍以上である。農作以外に現金収入の手段のない農民は、たとえ低賃金であっても仕事（現金）を求めて出稼

ぎに出る以外にないのである。日本においても戦後こうした現象がみられたが、中国の農民工は労働環境面（賃金も含

め）で比較にならないほどの悪条件であるいわざるを得ない。 
だが、農村に残れば権力による苛斂誅求に泣くケースがしばしば散見されるという。悪名高き「農業税」は廃止された

が、地方行政単位（県、郷、鎮など）の一部では未だに党官僚や有力者による「乱収費」（例えば通行税）という搾取手

段が存在すると聞く。このため貴州省に限らず内陸部の農村地帯の疲弊は進む一方で、中国の心ある学識者は「三農

問題」（農民＝真苦、農村＝真窮、農業＝真危険）と警鐘を鳴らしている。政府は農村救済、戸籍差別（後述）の緩和な

どを打ち出しているが、現実には都市に定住できず、出稼ぎ先に於いて医療や保健、住宅、子弟の教育など社会イン

フラの恩恵に預かれない農民工の存在は社会問題として顕在化している。 
 この格差拡大を助長する中国特有の矛盾として「戸籍」問題がある。 



中国には「農村戸籍」と「都市戸籍」の二種類が存在し、農村戸籍の農民は住居異動（都市部への引越し）もままなら

ず、出稼ぎはあくまで出稼ぎの待遇で、社会福祉面でも各種の差別を受けているのが実情だ。のみならず都市戸籍を

保有する住民からは（同じ国民でありながら）「二等国民」「外地人」と呼ばれ、蔑みの対象にすらなっている。しばしば

新聞の紙面をにぎわす強制的な土地収用を巡る当局と住民のトラブルも絶えず、住民が警察・権力機関を襲う襲警事

件やトラブルは 2007 年で９万 5000 件、その後も年間 10 万件前後にのぼると報道されている。 
 
4-2. 蔓延する腐敗・汚職 

蔓延する腐敗、汚職も中国社会が抱える暗部といえよう。昨年暮れ、中国国務院が発表した初の反腐敗白書では、

2003 年―09 年に各地の検察機関が立件した汚職事件は 24 万件余に達するとしている。近年では土地使用権や不動

産開発に絡んだ贈収賄事件が増加傾向にあり、05 年―09 年に商業取引に関連した賄賂総額は 166 億元（約 2062
億円）の達したと明らかにした。別の調査では、腐敗の温床は地方政府の北京事務所との指摘もある。地方官僚が地

元案件を有利に取り計らってもらうための「灰色経費」が、実に 200 億元（約 2500 億円）に達するという。直接的な賄賂

か、官々接待の費用かは別にして、途方もない金額であることは確かである。筆者の友人（中国人）は「共産党幹部（太

子党）の子弟の腐敗、横暴は目にあまる」と嘆いている。 
反腐敗白書の公表は腐敗摘発の実績をアピールし、深刻化する政府、党に対する国民の不満を和らげる狙いとみ

られる。しかし、党重鎮や閣僚級以上の大物の摘発が少ないため、「本気で腐敗摘発に取り組んでいない」との批判の

声も上がっている。中国は今も法治国家でなく「人治国家」と語られる所以であろう。 
 
4-3. 環境・公害問題 

環境（公害）問題も深刻なテーマである。成長に伴って各地で排煙、排ガスなどによる大気汚染、富栄養化や重金

属汚濁による水質汚染、農薬汚染などの環境悪化が表面化、市民生活に影響が出始めているのだ。かつて日本でも

高度成長期に発生した各種の公害が大きな社会問題となったが、経済大国となった中国が今後克服すべき大きな課

題となることは疑うべきもない。 
まず大気汚染では窒素酸化物（ＮＯx）、二酸化炭素（ＣＯ2）の排出量は世界トップで、日本でも偏西風で運ばれてく

る酸性雨の被害が懸念されている。また水質汚濁は特に大都市部の河川に於いて深刻で、上海市内を流れる黄浦江

の汚染は安全数値・水質基準を大きく上回っているとされる。農薬や過度の防腐剤濫用による「食の安全」も問題となっ

ている。段ボール入りのハンバーグや毒餃子は論外にしても、家庭で洗濯機で野菜を洗浄するといった笑えぬ笑い話

も聞こえてくる。北京で雇ったガイド氏は 31 歳の女性だったが、子供のミルクは「値段が高くても日本の商品を使ってい

る」と語っていた。 
「拝金主義」が横行する中国では、先進国と比較して環境に対する産業界・企業の認識はまだまだ不十分である。環

境対策費用は企業にとり当然のコストという意識が希薄なのである。当局は有害物質の垂れ流しをはじめ各種の公害

防止に神経を尖らせているが、対策は万全とは言い難いのが実情だろう。 
 
4-4. 資源エネルギー問題 

水については「水資源」の確保も重要テーマである。世界四大河川の一つ、黄河は豊かな水量を誇り、古代より「竜

神問題」（黄河の氾濫防止）は統治者を悩ます課題であったが、現在は「断水現象」（上流域の砂漠化と中流域の上水

道、灌漑用水などの採取が原因）が頻発している。中国は世界人口の約２割を擁するが、地球上の水資源の約６％の

水源しか持っていない。人口増加と生活水準の向上に伴い水需要が増加する中、水源の枯渇や水質汚濁が著しい。

特に北部は水不足が深刻で、政府は水量の豊富な南部（長江）から運河で北部へ引水する「南水北調」プロジェクトな



どを推進しているが、下水の再利用や海水淡水化など水資源確保への課題はまだまだ多い。 
資源エネルギーもしかり。特に産業だけでなく国民生活を支える電力は常に不足傾向にあり、進出企業に対しても

電力抑制や計画停電の要請が行われた事例が少なくない。政府は原子力発電の建設など電源開発に躍起となってい

るが、増大する電力需要に十分な供給が可能か否か、今後が正念場であろう。石油についても完全な輸入国に転じて

おり、輸入依存度は５割に達している。省エネ技術の推進とあいまって、エネルギー確保は「成長のカギ」となっている。

また鉱物資源についてはレアアース（希土類）こそ世界最大の生産国であるが、鉄鋼石はじめ銅、ニッケルなどの資源

は自給不足となっている。 
こうした中国の成長と表裏一体である資源エネルギー問題は、今後大きな課題になると予想される食料問題と合わ

せて中国の成長戦略で大きなウエート占める。同時に中国が海外で資源確保に動き出した場合、その動向は世界の

商品相場・市況に少なからぬ影響を及ぼすことは間違いない（すでにその兆しは出ているが）。 
 
4-5. 少数民族問題 

少数民族問題も中国の“アキレス腱”である。55 民族が散らばる居住区はざっと中国国土の 60％を占めるが、2008
年（北京五輪の年）のチベット騒動、09 年の新疆・ウイグルの暴動は我々の記憶に新しい。当局はこれら騒動を弾圧で

抑え込んだが、チベットの独立意識や自治区に於ける漢民族の入植、経済優位に対する水面下の反発は強い。人権・

宗教問題などを含めて少数民族問題は、将来にわたって中国指導部・共産党の大きな政治課題であることは間違いな

い。 
 

5. おわりに 
以上、経済的側面から中国にまつわる「光」と「陰」の部分を概説してきたが、中国は 10 年後には一人っ子政策の副

作用とも言うべき少子高齢化問題に直面する。日本が歩みつつある道の後追いである。中国の財政状態は日本ほど

悪化しておらず、指導部は今後も成長路線を走ることは疑う余地がないが、カネ余りを背景としたインフレ、不動産バブ

ルの懸念は収まっていない。中国の成長エンジンが何時停止するのかは「神のみぞ知る」だが、経済に限っていえば、

日本の最大の貿易パートナーは中国であり、日中間の相互依存の度合いは今後も増加こそすれ、減ることはない。中

国経済がクラッシュすれば日本のみならず世界経済に与える影響は余りにも大きく、いずれの時期か、中国経済のソフ

トランディングへの準備が必要であろう。日本としても政治、経済、外交、軍事さらには領土問題まで、様々な側面で価

値観が異なる巨大な隣人から目をそらすことはできない。 
  (2011 年 1 月 20 日受稿、2011 年 1 月 22 日掲載決定) 
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