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１．中国式国家資本主義

改革開放政策以降の中国経済は，政治的な

中央集権と経済の自由化という制度的矛盾を抱

えながらも，30 年以上もの高度成長を遂げてき

た。この問題を解くには，中国の政治構造と

合わせて分権化のダイナミズムに注目する必要

がある。

とくに 2008 年のリーマンショック後の世界

経済において，景気停滞が長引く市場型自由

経済先進国とは対照に，国家介入型の新興国

経済が優勢な状況をみて，米国の政治学者イ

アン・ブレマー（Ian Bremer）は後者の特徴を

「国家資本主義」と表現した。

また，ハーバード大学のD.ロドリック教授

（Dani Rodrik）は，国家資本主義の躍進に伴

うグローバル化時代の世界経済のガバナンス

の課題を分析し，市場拡大は非市場的諸制度

（環境規制・社会保障・商業法規など）によっ

て規定されること，それはまた各主権国家によ

って独自に定められたものであって国境を超え

た制度の統合は進まないことなどを指摘した。

Country Narrative，すなわち各国の独特な

政府と市場，国家と社会の関係を考慮した「国

別成長分析」が効果的だと指摘した。

さらに政治と経済体制の進化の角度から

中国型国家資本主義の生成と発展をとらえた

加藤弘之の視点やカール・ポランニー（Karl 

Polanyi）の言説を参考にして，中国式国家資

本主義と資本主義国の政治経済体制を比較す

ると表のようになる。

こうした中国式国家資本主義分析にもう一つ

の視点，「分権化」（decentralization）を加

えてみると，中国における経済と社会の関係，

および市場創出と社会保護に関する政府の役

ユダヤ教からみた平和の根源地域研究

現代中国の経済成長の政治構造
―「分権化」のダイナミズム
Modern China’s Economic Growth Dynamism: Decentralization 

●拓殖大学教授

杜 進  James Jin Du

【梗概】 2008 年のリーマンショックを前後に「北京コンセンサス」という言葉が登場してきたが，

その背景には過去数十年にわたる現代中国の驚異的な経済成長がある。現代中国をどう見るか

によって，その分析も違ってくるが，政府主導による中国式国家資本主義と分権化の視点に立っ

てみると，改革開放政策以降の経済発展の本質が見えてくる。本稿では，現代中国の特質であ

る政治的集権と経済的分権という視点から，制度の進化も含めて中国経済の成長のメカニズム

を分析し，今後の展望につなげてみたい。

■と・しん

1953 年中国・上海生まれ。遼寧大学大学院経済
学研究科修士課程修了。同助手を経て日本に留学，
88年一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了。
北九州大学助教授，東洋大学教授等を経て，2001
年拓殖大学国際開発学部教授，現在に至る。北
京大学客員教授，華東理工学大学客員教授も務め
る。経済学博士。専門は開発経済学，アジア経済。
主な著書に『毛沢東，鄧小平，そして江沢民』『現
代中国の構造変動 2：経済』『中国経済入門』『日
中関係と日本の政治』他。



34

割がより的確に分析できると思う。

改革開放以降の中国の体制移行は，次の二

つの「分権化」のプロセスととらえることがで

きる。すなわち，①中央政府から地方政府への

分権化（行政的分権），②国家から非政府部門

への分権化（民営化，民主化）である。ただし，

中国の体制移行は，旧ソ連や東欧諸国のそれ

とは異なり，急進的な私有化と民主化が行わ

れていない。その代わり経済管理を中心に（中

央・地方）政府間の分権化が進められてきた。

次にこうした分権化の経緯を振り返ってみたい。

２．「分権化」の歴史

（１）建国から1980年代まで

体制転換以前の中国の政治経済体制は，い

わゆる全体主義的特徴を持つ。一言で表現す

れば，社会主義計画経済時代の国家財政は，

「国家所有・国家による配分」を特徴とするも

のだった。

社会主義計画経済下の国家財政は，国家が

全社会を統括し社会化されたあらゆる部門（国

有企業など）の収入を所有することが基本的

特徴である。この意味で，銀行の貸付や公的

所有制企業の財務も国家財政の統括下にある。

そして国民経済，社会，文化等の国家活動は

すべて計画に定められ，必要資金は国家によ

って支弁される。建国直後の中国においても同

様で，地方政府は単に中央政府の「代理機構」

に過ぎず，政策の意思決定の権限は中央政府

にあった。

20世紀に同じ社会主義陣営にあった旧ソ連

および中東欧旧社会主義諸国と中国との間で，

とくに経済運営に関しての大きな違いは，①分

権化の考え方の有無とその進め方の違い，②体

制移行の経路における「ビッグバン的アプロー

チ」（ソ連・東欧＝政治改革を先行させ，経済

改革は新政権が担当）と「漸進的アプローチ」

（中国＝経済改革を優先し政治改革は後回し）

の違いなどがある。その中でも「分権化」は

双方の経済発展に大きな違いを生むポイントに

なった。

1953 年から始まった第1次 5カ年計画時期

に本格的にソ連型の計画経済を導入した中国

は，高度に中央集権的で，ソ連に倣って中央

政府は地方政府を完全にコントロール下におい

て経済運営を進めた。しかし，国土が広く地

域差も大きい中国の事情を知る毛沢東は，（経

済・行政面において）一定程度分権化を進め

た方がよいと考えていた。事実，56 年に毛沢

東は「十大関係論」の講話の中で，「ソ連のよ

うに何もかも中央に集中して，地方をがんじが

らめに縛りつけ，少しの裁量権も持たせないと

いったやり方をとってはならない」と批判して，

中国の経済建設に生かそうとした。その意味

で，中国の社会主義は教科書的な社会主義経

済である計画経済とはだいぶ違ったイメージの

経済運営だった。

もちろん，その意味は一般的原則であり，「わ

れわれには統一も必要であり，特殊も必要で

ある。・・・必要な統一を破壊するのは許され

ない」とも述べて，制度化された分権化につい

表1：中国式国家資本主義の特徴

成熟した資本主義国 中国

市場原理 経済（全体） 経済（国有企業を除く），社会

保護原理 社会 国有企業
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ての提案ではなかった。

しかし，中央集権的色彩の濃厚だった毛沢

東の時代から，既に社会主義計画経済の硬直

性を打ち破るために分権化が進められた。す

なわち，「大躍進」の時期（1958年）と文化大

革命末期以降に分権化が進められた結果，極

端なやり方によって大混乱を経験しながらも

1970 年代の中ごろには，国家財政に占める地

方財政の割合は収入が 80％，支出が50％を

越えるまでになり，相当財政移転が進んだのだ

った（図1）。

ただし，地方分権化がなされたとはいえ，そ

の本質は中央主権的であった。すなわち，全

ての政府収入は中央政府に帰属するが，徴収

の大部分は地方政府の任務にあり，実際のカ

ネの流れは中央・地方間の財源移転の形を取

った。具体的にいえば，中央政府は関税と中

央管轄下の国有企業から直接歳入を徴収し，

それ以外は，中央政府が定めたルールで地方

政府が徴収責任を負う。地方政府が徴収した

歳入が中央への上納分と地方政府の保留分に

分けられたが，その比率は法的に定められたも

のではなく，毎年中央政府が査定して決める。

その点で言えば，依然として地方政府は中央の

「代理機構」に過ぎなかった。

その後，80 年代に入り，地方政府に独立し

た財政収入の権限を与えた（財政請負制）。す

なわち，地方政府が徴収した財政収入の一定

額あるいは一定率を中央政府に対して請け負

い，残りを地方政府の取り分としたのである。

支出の中身についても，中央政府が定めた部

分以外を自主的に決定できる仕組みとした。

さらに予算内の財政収支のみではなく，地方

政府の「予算外資金」の運営についても中央政

府がその権限を認めるようになった。その結果，

地方政府は利益主体としての意識をもつように

なり，管轄地域における開発プランを立て，そ

の地域の企業経営や起業活動を積極的に支援

することにより，地元の経済発展と地方財政収

入の増加を図ることとなり，経済成長は地方政

府の主要な関心事となったのである。

（２）分税制改革

財政請負制を軸とする地方分権化はまた深

刻な問題をも惹き起こした。一つは，（財政収

入源としての）地元企業を保護するために地方

図1：財政収入と支出に占める地方の割合
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政府の多くは，市場を封鎖するような保護主

義的行動に出たために，全国の統一市場の発

達が阻害されたのである（「諸侯経済」）。

第二に，地方政府が投資拡大に精を出し金

融機関にさまざまな働きかけをしたために，中

国全体が投資加熱と物価上昇圧力にさらされ

るようになった。

第三に，中央政府は財政請負制によってか

えって財政危機に見舞われるようになった（国

家財政収入／GDP：1978年 31％⇒ 94年11％）。

それは，企業から徴収した税金は，通常一定

比率で上級政府と分けるわけだが，地方政府

が管轄下の企業に対して免税や減税措置を講

じて企業の納税後の利潤を増やし，その一部

を予算外資金として徴収するというやり方をし

たためだと言われる。

この結果，地方政府に対する中央政府の権

威が失墜し，政策形成と執行能力が弱まると

いう危機感が広がった。そこで 94年，朱鎔基

副総理（当時）の主導の下，「分税制」改革が

行われたのである。その要点は，税金を＜中

央政府の取り分＞（関税・嗜好品税・中央管轄

国有企業法人税など）と＜地方政府の取り分＞

（地方税＝個人所得税・地方管轄国有企業法

人税など），＜中央・地方がシェアする共有税＞

に区分し，従来地方政府の税収であった「増

値税」（日本の消費税に相当）を共有税として

その75％を中央政府に，残りを地方政府に帰

属させた。さらに国税局を設置して徴税面で

の中央政府の関与を強化した。

この結果，地方政府の財政収入比率は，93

年の78.0％から94年には44.3％に低下し ,こ

の比率は現在までほぼ変わっていない（図2）。

（３）行政改革と官僚の動機付け

財政の分権化とともに行政面の改革も進めら

れた。とくに重要なことは，地方指導者の人事

任命権の改革である。中国には，中央政府以外

に表のような4段階の地方政府があり，中央・

地方合わせた政府関係者（公務員）は全体で

約 4000万人，その内トップの中央政府には約

6万人いるとされる。

改革開放以降，共産党の幹部管理制度は「下

管両級」から「下管一級」に変化した。即ち，

党中央は省レベルの指導者のみの任命権を持

ち，省以下の指導部は一級下の政府の幹部を

任命することとなった（上級指導者が数級飛び

越えた下の人事には介入できない）。この改革に

図2：国家財政に占める地方政府の割合



世界平和研究　No.203 Autumn 2014
37

現代中国の経済成長の政治構造

よって地方独自の経済発展の計画を策定するこ

とが容易になり，政策の確定にあたっては各レ

ベルの幹部間の協議と交渉もよりスムーズに行

えるようになった。

先述の財政改革とあわせて，地方政府は営

利組織の会社のように経済発展に強いインセ

ンティブをもつことができれば，地方間の活発

な競争が起き，それがさらに地方政府の制度

改革と経済発展を促進することができる。

事実，今日の中国経済の実情を見れば明ら

かなように，地方政府が地方の経済発展に強

いインセンティブをもって取り組んでいる。地

方官僚への動機付けはどのようになされている

のか。

最大の変化は，人事選任基準を能力重視の

システムにしたことであり，その業績評価の基

準として，経済成長の実績を最重要評価基準

にしたことである。毛沢東時代における幹部評

価基準は，主として政治路線の「正しさ」や政

治的忠誠心であったが，それのみではなく地方

の経済発展，とくに GDPの成長率が大きなウェ

イトを占めるようになった。そして上級政府は

下級政府に対して「目標責任制」を設定して，

監督と評価を行った。その結果，経済成長を

めぐる熾烈な「昇進トーナメント」が国家機構

内部で繰り広げられるようになった。

また経済成長の業績の優れた地方に，より

大きな自主権を与えることもインセンティブを

高めた。優遇政策が与えられた経済特区やそ

の他の制度改革試験区は他の地方の目標とな

り，経済発展と外資誘致に業績を上げた地方

は，県から市へ，さらに県レベルの市から地区

レベルの市へ「昇格」できることも，活性化の

一因となっている。

以上から分かるように，中国の制度改革は

「下からの改革」であるが，これはある面で「上

からの仕組まれた」面を持っていることも確か

である。

事実，1978年の共産党第11期三中全会での

基本方針を見ると，①共産党の政治的独占権力

の維持，②階級闘争の代わりに経済発展を社

会主義の主要目標として位置づける，③政治改

革を行い，個人崇拝を廃して集団指導体制と

合意形成に基づく政治などが示された。これ

以降，経済成長は＜社会主義体制の正当性を

示す重要な要素＞となったのである。

３．地方政府財政の今日的課題

（１）「予算外資金」の増大

分税制改革によって地方政府の財政的独

立性が法律によって保障され，地方分権が促

進された。財政支出についてみると，分税制

導入当時（1994 年），地方政府の支出割合は

69.3％だったが，2011年で 84.9％まで上昇した。

地方政府には4 段階あるが，支出責任は

その大部分が省以下の地区，県，郷鎮によ

って担われている。社会福祉関連支出は多

くは地区の責任であり，基礎教育と公共衛

生は主として県と郷鎮によって担われる。中

表2：中国の地方行政組織（2012年）

一級行政区 省，直轄市，少数民族自治区 31

二級行政区 地区 333

三級行政区 県 2,852

四級行政区 郷鎮 40,446
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国では末端政府にその責任を負わせてお

り，都市と農村，および地域間の公共サー

ビス面での大きな格差の存在は，このような

政府間の責任分担の仕組みと無関係ではない。

そして「財政収入は上級政府へ，支出責任は

下級政府へ」という流れがあり，末端の県・

郷鎮への財政圧力が高まっている。

さらに制度改革後，県政府と郷鎮政府の収

入が減少し，深刻な財政難に陥った。財政移

転交付をめぐって中央政府が地方政府の人員

削減と事業の効率化を強く求めたため，財政

圧力は地方行革を進めるための武器として用い

られた。これに対して地方政府は上級政府に

対する移転交付を増やすよう陳情や遊説など

を強化し，公共サービスの削減という実力行使

で対抗。農民の不満を武器に逆に中央政府に

圧力をかけるようになった。

結果として，財政収入が拡大する財政支出

に追いつかず，移転交付に頼らざるを得ない

状況が生まれた。移転交付への依存率は 2002

年の段階で47.2％に達した。このように下級政

府の資金不足の問題が出てきたが，中国の予

算法は地方政府の負債を認めないために，「非

予算資金」「予算外資金」「制度外資金」など

に依存するようになった。

「予算外資金」とは，国家機関が政府の職

能と社会管理者の職能を履行するために，法

規定に従って徴収する財政的資金のことで，具

体的には，各種の行政事業費，積立金，懲罰費，

都市維持費などである。日本でいえば，郵貯

の資金を利用した財政投融資のようなものであ

る。また「制度外資金」とは，法律的根拠が

ない地方政府が徴収・管理する手数料や各種

料金のことである。

1990 年代初めにはこうした予算外資金が予

算収入に接近するまでになった。その後，費

用徴収の税への変更と予算内資金への組み入

れが進められている。予算資金を中心に財政

規律を強化しようという中央政府に対して，地

方政府は非予算資金の拡大で対抗してきたの

である。

（２）土地徴用と開発への偏重

92年の鄧小平の「南巡講話」以後の外資進

出の増加，94年の都市部の住宅制度改革，お

よび 98年の「土地管理法」の発効によって，

企業と住民の都市建設用の土地に対する需要

が大いに刺激された。「土地管理法」によれば，

地方政府のみが農業用地を徴用し，それを開

発してその使用権を譲渡する権利を持つ。そ

の譲渡価格が土地の徴用と整備のコストを大き

く上回るため，地方政府にとっては都市経営は

大きな利益を生むビジネス機会となった。

地方政府が土地開発と不動産業の発展に力

を注ぎ，土地徴用をめぐって農民および一部の

都市住民との間に軋轢が生じた。とくに地方

政府が農家と企業からの費用徴収を増やしたこ

とで，いわゆる「農民の負担増加」と「乱収費」

が社会の大きな問題となった。

さて，分税制改革以後，地方政府の主な財

源は増値税（日本の消費税に相当）となり，そ

の徴収は国税局によって行われ，75％が国税と

して中央政府に帰属する。増値税は全ての取

引の領収書を根拠に徴収するもので，競争力

が弱い企業にとっては経営コストが大きくなる。

ゆえに企業経営に関与すると利益が減ると同時

にリスクが大きいことから，地方政府は郷鎮企

業の私営化と中小国有企業の民営化を積極的

に推進するようになった。また経営リスクを負

わない外資企業の誘致，営業税（地方税収）

を生み出すサービス業や建築業企業の奨励が

有利な営みとなった。増値税などは企業が操

業すれば納めなければならない間接税であり，

営業所得と無関係なためである。このような変
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化も地方政府の都市経営のインセンティブとな

った。

さらに土地を担保に銀行から融資を受けるこ

とができるようになり，土地さえ確保できれば

都市建設のための資金が銀行から調達できる

ようになった。そこで地方政府は，「融資平台」

（融資プラットフォーム）と呼ばれる会社を設

立し，資金調達に励むようになった。

このように，土地徴用と開発をめぐって地方

政府は，関連企業からの税収（予算資金），各

種の関連費用の徴収（予算外資金），および土

地の譲渡収入（政府性基金収入）を手に入れ

ることができる。とくに土地譲渡収入の管理は

もっぱら地方政府に委ねられており，上級政府

がその詳細について関与できないため，使用の

自由度が高い資金となっている。

このように，沿岸部から始まった地方政府主

導による土地・財政・金融を三位一体とする都

市経営が全国的に広がり，その結果，土地徴

用をめぐって農民や立ち退きを強要される住民

と地方政府との間の摩擦が頻繁に起きて，政

府への信頼が低下すると同時に社会不安の要

因となっている。

（３）地方政府の負債問題

近年地方政府の負債に伴う金融リスクに対す

る関心が高まっている。とくにリーマンショッ

ク対策としての中国政府の4兆元規模の財政

景気刺激策に伴い，その多くを占める地方政

府のインフラ関連投資に派生する問題でもあ

る。2011年 6月に国家審計署が発表した「全国

地方政府性債務審計結果」によって，地方政

府の債務問題が大きくクローズアップされた。

この報告は，地方政府の債務を直接返済責

任を負う「直接債務」，担保責任を負う「保証

債務」，債務者が返済不能の場合に政府が一

定の責任を負う「関連債務」に分けて説明して

いる。債務合計のうち，省級政府が30.0％，

地区級政府が43.4％，県級政府が26.5％を占

め，最大の借入先である銀行は地方政府の債

権の79％を持っている。また，資金用途とし

ては，インフラ建設，地下鉄や高速道路など

の交通輸送，土地収用といった都市建設関連

の投資に集中し，債務の79％を占める。した

がって，土地開発と不動産事業のバブルが崩

壊すれば，大量の不良債権が表面化する危険

性がある。

４．今後の展望

（１）第 18期三中全会での中央・地方政府

改革への指針

中国は旧ソ連の運営方法とは違った「分権

化」というやり方をもって社会主義経済運営を

進めてきたが，その結果，地方政府主導によ

る高い経済成長を遂げることができた。しか

し，現在深刻な問題を抱えていることも事実で

ある。

中国政府は構造的矛盾を抱える中で，改革

の必要性を痛感している。2013年11月の第18

期三中全会は「改革」について取り上げたが，

私はとくに「中央・地方政府の改革」に注目し

ている。具体的には，「政府構造と政府統治能

力（ガバナンス）の近代化」という文言で表わ

されたが，これは（工業・農業・国防・科学技

術の「四つの近代化」に続く）「第5の近代化」

である。以下，いくつか例を挙げてみる。

①国務院の構造改革。

数年前の高速鉄道事故に伴う鉄道部門の整

理，石油部や石炭部などと分かれていた部門

をエネルギー部と統合するなどの機構改革で

ある。

②各級政府の権力について規制をかけること。

全ての官庁に対して「権力リスト」（許認可の
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権限）を挙げるように指示し，それをチェック

して仕分けをした。目標として三分の一を削る

ことにした。この機構改革には李克強首相が

取り組んでいる。基本原則は，民間ができる

ことには政府は手を出さないというもの（市場

の役割尊重）。

③企業に対しては「ネガティブ・リスト」の方針。

つまり政府から規制をかけられた事項以外は

何でもやっていいという方針である。このよう

にして政府と市場との関係を整理した。中央か

ら始めて地方政府まで進める方向である。

④財政の透明化・公開化（「陽光財政化」）。

全て予算化していく。それとあわせて，土地

をめぐる収益についての制度は変わらないが，

チェックを厳しくする。政府の収支額とその内

訳について透明化し，それを議会（各級人民

代表大会）を通してチェックさせようとしている。

実効は別にしても，この方向性を打ち出したこ

と自体に意義があると思う。多くの地域では予

算の透明化・民主化が進行しつつある。もち

ろん100％実行されるとは誰も思っていないが，

一定のルールを決め，方向性を打ち出したので

ある。

⑤幹部選抜のシステム。

基本的に１級上の指導部で決めて人事が行

われてきた。しかしこれを止めることが打ち出

された。人事制度もさらに透明化しようとして

いる。いくつかの特区を選んで幹部選抜制度

の公開化，制度化の実験を始めた。つまり，1

級上のチェックだけではなく，さらに上のチェ

ックも入る仕組みを考えている。

⑥司法改革。

中国では地方司法機関も地方政府（行政）

の人事・予算に依存しているために，司法と政

府とは馴れ合い構造になっている。そこでより

上級の司法部門が下級の司法部門をもチェック

できるようにして，行政との馴れ合いを牽制し

ようとしている。

こうしたやり方は特区を使って実験し始めて

いる。欧米のような制度を目指しているようだ。

本当にこの改革が進展すれば大きな変革につ

ながるだろう。

（２）国民のニーズの多様化と政治的民主化

最近，李克強首相が「官僚が動かなくなった」

と怒っていたと言われる。その背景には，現

政権が政財癒着や腐敗の撲滅に取り組み，規

律を強化しながら，大物まで摘発・処分してい

ることから，官僚たちは経済界と接触しただけ

で癒着が疑われるために，「今は何もやらない」

「責任を持たない」という事なかれ的態度に出

たのである。政府の進める改革が目指す大き

な方向は理解されても，官僚にモチベーション

を与えられないと国全体が停滞してしまう。こ

のような難問に直面している。

2014 年 5月，李克強首相は全国の省長を集

めて経済政策を説明し経済成長率が最も低い

三つの省長を残して個別指導したという。何も

やらないというのが安全だという事なかれ的姿

勢を正そうとしたのである。地方政府・官僚を

動かすインセンティブを高めるための手段には

どのようなものがあるのか。規律を保ちながら

もやる気を出させる方法を模索している。

鄧小平主導の改革開放後，中国はイデオロ

ギー論争は棚上げして経済発展を第一として徹

底的な実務主義でやってきた。経済発展の具

体的目標を定めそれに向かって走ってきた。し

かし，最近は人々の考え方が多様化して経済

成長だけではなく，食品の安全，環境汚染，

貧富格差などに対する重要度が高まってきた。

従来の経済成長中心の価値とそれ以外の価値

との優先順位をどう折り合わせていくのか。こ

れが難しい問題で，以前とは違った局面である。

本来，政府は（国民のニーズを吸い上げて）
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いろいろな目標を追求しなければならない。行

政組織の中で地方官僚を競争させようとすれ

ば，何かの統一的な基準が必要だが，今はそ

れが多様化してあいまいになってきている。政

府の改革だけで官僚によい方向に向けたインセ

ンティブを与えるのは難しいと思う。

最終的には，民衆の監視・参加がないと難

しいのではないか。党内民主化をどう進めるか。

政府に対する監視監督，最終的には政策決定

へのチェックであろうが，民主化のレベルには

さまざまな段階があり，一気に政治レベルまで

はいけないので，予算・財政の透明化・民主

化といった財政面から進めることは可能であろ

う。政府部門の近代化を進めながら，社会的

な参加の力を付けていく。実際，政治改革も

特区で実験を始めている。

30 数年の体制改革と経済成長によって，中

国経済は既に多様性を持つ「混合経済」へと

変容し，一部の国有企業の特権を取り除くこと

ができれば，包括的経済制度を定着させられ

るという将来展望も望むことができるであろう。

分権化には地方分権化と社会的分権化の二

つの方向性があり，現在の中国は中央政府が

持つ権限を地方政府に分権する面において大

きな進展を見せているが，今後は社会への分

権が課題として残っている。中国式国家資本

主義の行方は，その進展にかかっていると言

えよう。

（2014 年 6月19日）
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