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＜梗概＞改革開放政策の導入以来，中国は長年にわたって高度経済成長を遂げて，いまや

米国に次ぐ世界第二の経済大国になった。中国共産党一党独裁制を維持している中国は，

政治的不自由さの中でも，経済活動が自由であり活気を持っている。中国の奇跡的な経済

発展についての分析は，立場の違いを反映して多様な見方が乱立している。そこで中国経

済の多様な側面について，（政府主導によるという視点ではなく）計画経済から市場経済へ

の移行過程における政府の役割が退出する過程という視点に立って説明する。あわせて，

「新常態」にある中国経済の構造改革の課題と今後について展望する。 

 

 

はじめに 

 鄧小平による改革開放政策以来，長年にわたって高度経済成長を遂げた中国は，いまや

米国に次ぐ世界第二の経済大国になった。それは中国が，政治的には中国共産党による一

党独裁という政治的不自由さをもった体制を取りつつ，経済的には「社会主義市場経済」

というやり方で経済活動の自由化を推し進めてきた結果であった。ただ日本では，そうし

た政治と経済の矛盾，経済発展の裏で格差や貧困，環境問題の深刻化などが指摘され，中

国の経済発展をどう見るかに関して，さまざまな見方が錯綜している現状である。 

 中国の経済発展の過程をどう解釈するかに関して私は，中国の経済発展は民間に経済的

自由を与えることで可能になったと考え，それを「政府の退出」過程として説明している。

ただ中国は一党独裁による国家であるから，「政府の退出」も政府主導の改革によって行わ

れているとの現実に基づきながら，中国経済の多面性についてこの視点から考察してみた

い。 

 

１．中国経済を見る視点 

（１）「政府の退出」 

 中国（中国共産党）は 1949 年に「中華人民共和国」を建国し共産主義国家としてスター

トした。国家理念としてマルクス・レーニン主義を謳いそれを憲法にも記した以上，共産

主義（社会主義）の理念に従った経済政策を運営することは当然のことであった。 

共産主義（社会主義）の特徴は，労働者を代表した政府が国の全資産を労働者の共同所有

としすべての資産を公有化して生産活動を行うところにある。つまり「みんなのものはみ



んなのもの」であり，そのみんなのものを政府が（全労働者を代表して）所有し，集権的・

実物的な計画経済システムとして運営するのである。それゆえ中国では，建国当初から社

会主義建設＝計画経済体制の確立を進めた。 

戦後の国内の混乱期を経て落ち着き始めると，1952 年に国の計画を策定・執行する機関

として「国家計画委員会」（現在の国家発展改革委員会）を設置し五カ年計画を立てて社会

主義改造が本格的に始められた。すなわち，都市部の外国企業の没収と国有企業化および

私企業の国有化，農村部における農民の集団化（人民公社）である。そして 1958 年には「英

国に 15 年で追いつく」のスローガンの下「大躍進運動」が始まったが，結局，農民が労働

に駆り出されたため食糧生産につながらず全国的な飢饉が発生して，1000 万人にも及ぶ犠

牲者を出して失敗に終わった。さらに文化大革命によって国内経済の混乱は一層深刻化し

た。 

しかし毛沢東の死去を経て鄧小平が復権すると，1978 年から改革開放政策が始まり「世

紀の壮大な改革の実験がスタート」したのであった。初期においては，社会主義商品経済

論，鳥かご経済論などさまざまな試行錯誤があったが，1992 年の第 14 回共産党大会にお

いて，経済改革の目標を「社会主義市場経済の建設」と定め，社会主義という名前はその

ままにして経済体制改革は，市場経済への転換を図ることになった。 

市場経済体制の構築とは，政府が物資配分に関与することではなく，退出して民間に意

思決定を任せることであった。それは政府が退出することによって民間の意思決定を尊重

していくことであるから，これを私は「政府の退出」と呼んだ。 

長期的に見れば「政府の退出」の流れにあるとは言え，かといって政府が完全に退出す

ることはできない。なぜなら，共産主義を標榜する以上は，最も重要なポイントである「国

有」あるいは「集団所有」という建前を崩すことはできないからである。中国共産党ある

いは政府が，最終的に中国経済を牛耳る，運営する限りにおいて，その関与というハンド

ルをすべて手放すことは出来ない。 

 

（２）ソ連と中国の改革の違い 

計画経済から市場経済への変更（体制移行）には，大きく二つある。一つは，そのまま

一気に資本主義化すること，もう一つは，社会主義のもとで市場経済化を進めることであ

る。そして体制移行のアプローチには，①急進的改革（ビッグバン，ショック療法）と②

漸進主義的改革の二つがある。急進的改革の例としては，旧ソ連や東欧があり，漸進主義

的改革の例としては，中国やベトナムがある。 

1991 年 12 月にソ連が解体された後，ロシア連邦が誕生したが，ロシアは 92 年から 2 年

間で価格と貿易を自由化するなど，国有制を中心とする経済体制を民営化して市場経済へ

の改革を一気に進めた。その結果，ロシアは移行のショックで GDP の急激な低下とインフ

レがもたらされた。しかし，市場経済化を完成させたという意味では，市場移行は完了し

たことになる。 



一方中国の場合は，20 年かけて国有企業を改革し，2000 年前後に民営中心の経済体制に

移行したが，所有権改革は依然続いているという意味ではまだ移行途上ということになる。

数年でやるのと 20 年もかけてやるのとでは結果が全然違ってきて当然だろう。 

中国共産党はソ連の失敗を見ながら危機感を抱き，体制移行の方法について対応策を考

えた。歴史的に見ると中国は「統治」を重要視してきた。秦の始皇帝を始めとして歴代の

王朝は，中央集権体制で政治を行ってきた。経済に関しても同様で，秦の始皇帝は度量衡

の統一を行ったが，これも一つの統治の仕方である。 

このような伝統は現在でも続いており，中国共産党が政権を取った以上さまざまな方法

を持って中央集権的統治を行う。もしそれが変わる場合は，「王朝」の転換を意味する。 

 

（３）中国独自モデル 

 1980 年代にサッチャーやレーガンの自由主義経済政策が世界的な潮流をもたらしたが

（ワシントン・コンセンサス），その後それと対抗して登場したのが北京コンセンサスであ

る。それは，自由と市場主義のみを重視するのではなく，独裁と政府主導を認める考え方

で，「中国モデル」とも呼ばれた。 

 胡錦濤の言葉によれば，中国モデルは次の特徴を持つ（2011 年）。 

①共産党独裁体制下での公有制を土台に 

②市場原理を導入して経済を活性化 

③外国の資本・技術を導入して成長，近代化を加速した発展方式 

 中国経済は，政府のふるまいによって大きく影響を受ける経済である。逆に言えば，中

国政府は，奇跡的な高度経済成長の実現に貢献した経済主体であると同時に，高度経済成

長の陰でさまざまな負の問題を生み出した経済主体でもある。 

 中国経済の多面性は，一党独裁体制における経済体制という一本の柱に沿って改革と開

放が実施され，経済発展が成し遂げられるとともに，現在では持続的成長が可能かどうか

という課題が注目されている。 

 

（４）改革の展開 

 具体的な改革は，人民公社体制から生産請負制への移行を中心とする農村の計画経済シ

ステムから始められた。続いて，国有企業改革，価格の自由化など，ゆっくりした速度で

進められ，（戸籍制度を残しながらも）労働市場も復活した。 

 このように中国のマクロ経済システムは，日米などの資本主義国と似てきている。農民

は何を生産するかを自分で決め，市場で売る。また仕事がなければ都市部へと移動する。

都市部の企業も何を生産し，誰を雇うかを自分で決めることができるようになった。住民

も，何を買うか，どこで働くかは市場の動きを見て決められるようになった。これらの市

場の取引を，政府が財政面，金融面で間接的に関与するようになった。 

 ポイントは，市場に対して共産党国家の中国政府がどのようにどこまで関与してくるか



である。市場経済メカニズムを導入しながらも，国有企業が依然と存在し，為替レートは

国家が管理しているので，中国政府がどのようにふるまうかが社会主義市場経済を理解す

る上で重要となる。 

 一方で，これらの改革は，社会主義の重要な原則，すなわち「すべての生産手段は公有

制」であるという原則に抵触してきている。現在でも中国は，「社会主義は公有制を主とす

る」というタテマエを崩していない。しかし国有企業の株式会社化が進めば，国家が関与

する部分は少なくなってくる。 

 2001 年，中国は WTO に加盟したが，これによって市場経済国家と同じルールで貿易を

行う義務を課せられるようになった。現在は，「非市場経済国家」とされているが，取引の

上では市場ルールを守らなければならない。中国は，「社会主義」の看板はつけてはいても，

資本主義国の市場経済と同じになってきているといえる。 

 2003 年 10 月の第 16 期三中全会では「社会主義市場経済体制をより完全なものにする若

干の問題に関する決定」を採択した。先にも述べたように，社会主義における位置づけが

あいまいだった株式制も「公有制の重要な実現形式」だと定義された。さらに 2007 年の全

人代では，所有制の法律である「物権法」が採択され，国民の所有権が保護された。これ

は私企業経営者にとっては非常に喜ばしいことであるが，一方で農民からの土地取り上げ

問題として指摘されている。 

 結局，社会主義市場経済とは，政府が市場にどう絡むか，どこまで退出し，どこまで死

守するのか，政府の経済活動の前線をどこに置くかという点をめぐる，攻防なのである。 

 

２．中国経済の抱える諸問題 

（１）国有企業改革の限界 

 すでに述べたように，90 年代以降の改革を通じて国有企業が民営化された結果，現在中

央政府が管轄する国有企業は 97 社となった。しかしその変化を見ると，ここ 20 年余り国

有企業数はほとんど減っていない。これは政府として残りの国有企業は手をつけられない

ような聖域（エネルギー，通信，資源の分野など）にあるということであり，それ以外の

国有企業で民営化できるところはほとんどやってしまったという意味だ。 

 

（２）企業経営の自由度と政府の関与 

 中国の経済的自由度について言えば，自分で意思決定して即事業を起こすことができる

という意味で，日本以上に肩肘を張らずに経済取引ができる国だと思う。それは法律が未

整備なために，その間隙をついて新しい事業を起こすことが可能なのである。 

 しかし自由にできるとはいえ新規事業を起こすとなると，政府の関与・指導が当然入っ

てくる。ただそれが法に基づく公平・公正なものというよりは，官僚との個人的関係の関

わりの度合いによって，関与・指導の仕方に違いが出てくる。 

 例えば，同じ事業を起こす場合に，A には規制が厳しく適用され，B は（大目に見てもら



って）見逃してもらうということである。外国系企業が中国で「いじめられる」というの

は，行政執行の仕方が不公平で他の業界他者と同じ扱いを受けていないのである。同じ法

規の下でも公平・平等に適用されるわけではないから，外国企業は政府官僚とのパイプを

持っているかどうかで，その成否が決まってくる。 

 譬えてみれば，市場というフィールドにいる審判は，A とは仲がいいから大目に見て笛を

吹かないが，B には厳しく笛を吹くという具合である。その度合いに顕著な違いが見られる

のが，中国経済の自由度の特徴でもある。 

 また政権の人事で人が変わるとそれに伴って関与の度合いが大きく変わってくる。その

リスクが常に存在する。それこそが中国経済の独自性であり，一般に言われる中国の「政

治リスク」である。 

 

（３）透明性と党の支配 

 共産党が国家を運営する形態をとるのが中国の政治体制（党国家体制という）であるた

め，最終審判の権限は共産党にある。国を超えた党が審判するので，その方針に逆らう者

は懲罰を受ける。党が絶対的な権限をもつ。それが一党独裁の意味である。 

 中国の一党独裁制はよく知られているが，意外なことにシンガポールも一党独裁制の国

だ。われわれはシンガポールは自由主義市場経済で発展している国というイメージをもつ

が，実は一党独裁制の国である。それに対して批判する人はほとんどいない。なぜか。 

 その大きな違いは何か。中国は共産党が国家を支配しているが，シンガポールは国家が

党を支配しているという根本的違いがある。シンガポールは人民行動党による事実上の一

党支配体制で，次期選挙で同党が負けそうな場合は，選挙区を変更することもいとわない。

そうして必ず人民行動党が勝つようなしくみに誘導しながら，絶対に独裁制が崩れないよ

うにしている。 

しかし唯一つだけ機能しているのは，国家の枠組みの中で最高裁判所が人民行動党に対

して違憲判決を下すことが可能だという点である。これは国家統治として透明性が高い。

ところが中国は，党に対して裁判所が判断を示すことができないしくみだ。最高裁（最高

人民法院）の裁判官には党の役職者が就いてそのもとで裁判を行うために，すべての結論

は党の指導に従ったものにならざるを得ない。中国では憲法よりも党規約の方が重要だ。 

中国の独自色は，国家を超えた党の存在だ。その党が国家経済に関与し運営する。この

党の経済への関与度合いが中国経済の独自性であり，市場に参加する個人や民間企業の振

る舞いに影響を与える。 

 

（４）格差・貧困問題 

 中国は，2022 年までに「全面的小康社会」の実現を公約しそのために相当力を入れて取

り組んでいる。例えば，貴州省は GDP が全国最低で，貧困人口も最多という最貧困地域だ

った。そこで政府が直接乗り出して，2012 年ごろから大量に資本を投下し，ビッグデータ



産業の拠点「貴安新区」を建設するなど新区開発が推し進められた結果，2014 年に初めて

建国以来の最下位を脱出した。 

それ以外の地域でも，例えば，天津には天津濱海新区が，重慶には両江新区などが建設

されて新産業基地となっているが，新区のほとんどは地元政府が資金を調達しているのに，

貴州省だけは中央政府が全面的に支援している。それに加えて，農村の整備も進められた。 

 政府としては，最低の地域を底上げすることで，全体のバランスをとることができると

いう考えだ。その結果，格差が解消に向かい貧困人口が減ることになれば，農民・都市民

間の格差も縮まっていく。 

 

３．経済発展の可能性はあるのか 

 中国経済の独自性を活かした改革によって，新常態にある中国経済の将来展望は開かれ

るだろうか。現実的に高度成長の余地は少ないように思う。 

一つには，一般に経済成長は，先進国も同様だが，限界生産力逓減の法則にしたがって次

第に鈍化していくのは当然の流れである。長期的にはどの国も例外のないことであり，中

国といえどもその法則からは逃れられない。 

 もう一つは，構造改革の面から見た場合に，改革の余地がほぼなくなりつつあるという

ことだ。これまでは何らかの改革をすれば，それに伴って自由度が拡大して民間経済が盛

り上がり経済成長に結びついた。政府の関与を減らせば民間の自由度が上がり，民間の努

力によって経済発展がもたらされた。改革をすればするほど民間の自由度が増して経済が

活性化するという「改革のボーナス」がもうない。 

 すでに国有企業の民営化はほぼやれるところまでやっており，今後手をつけられるとこ

ろはほとんど残っていない。そうなると何を改革していくのかという話になる。つまり政

府が退出する空間が余りなくなってきている。改革を叫べば皆が豊かになれた時代は過ぎ，

叫んでも民間活力を生かす余地がなくなりつつある。 

 

（１）創造・イノベーション 

 そこでいま中国は，サプライサイド（供給側）改革や残りの国有企業改革などに加えて，

イノベーション（創新）による発展戦略を推し進めようとしている。これまでは政府主導

による宇宙開発，生物技術，新素材などの先端技術分野，基礎研究や大型プロジェクトな

ど新型工業化に力を注いできたが，今後は情報通信産業分野など民間主導のイノベーショ

ンが盛んになりつつある。 

 そうした新分野における発展チャンスを狙って，世界中から留学生が戻りつつあり，新

しい技術が持ち込まれ，それがモノの生産に繋がっている。 

中国がこれから新しい産業を興して世界をリードしていこうとすれば，二つの要素が必要

だ。一つには多様性の確保である。いろいろな背景を持った人が集まって議論する中で新

しい革新的な発想によって新しいモノが生まれてくる。ロンドンやニューヨーク等，世界



中で新しい文化やアイディア，モノが生まれるところは，国籍がバラバラという特徴があ

る。バックグランドも宗教も違う人たちが，意見交換をすると新しい発想とモノが生まれ

やすい（リチャード・フロリダ『クリエイティブ都市論』2009 年）。 

もうひとつは，表現の自由が保障されていること。政府の顔色を伺わずに何でも自由に

新しいことにチャレンジすることができるか，そのような表現の自由が保障されているか

ということだ。中国はこれらの点で，悩ましいところがある。 

中国は，「中華民族の復興」というように多様性の面で乏しいし，表現の自由はいうまで

もない。こういうことになると生産の現場において模倣が中心にならざるを得ない。例え

ば，「百度（Baidu）」というインターネット検索エンジン企業は，Google の模倣だといわ

れている。百度はかつて Apple や Google で働いていた多くの優秀なエンジニアが中国に戻

って立ち上げた企業だ。現在中国では IT 関連産業はものすごい勢いで発展しているが，こ

れが産業発展の核心となるかは現時点ではわからない。 

米国で生み出されたアイディアを世界に向けて応用するのは，中国が長けていたという

ことかもしれない。中国は規制があまりない分，自由に応用展開ができ試すにはちょうど

よかったといえる。シリコンバレーでいいアイディアの種が生まれても，米国や日本など

先進諸国ではそれを自由に応用することは，規制等のために容易ではない。アイディアを

応用する場が中国だったとみることができる。しかし今後，新しい産業が続々起きるかと

なると，二つの条件において中国は厳しいので疑問符がつく。 

 

（２）「新型都市化」政策 

 中国の労働力人口は 2015 年ごろから既に減少し始めている。とくに 2006 年以降，農村

から都市への労働移動が圧倒的に減少した（民工荒と言われる）。最近では，都市に出てき

た人々が農村に帰るという流れも出てきている。それは政府主導の西部大開発などの政策

によって地方の現場にも仕事があるために，無理に家族から離れて大都市に行く必要がな

くなり地元での就業機会が増えているのである。 

 1980 年代以降の沿海地域を中心とする発展戦略の結果，内陸部は発展から取り残され，

地域間格差が拡大した。そこで中国政府は，2000 年代より地域協調発展を意識し，バラン

スのある成長を目指した。西部大開発，東北振興，中部崛起などの諸策が功を奏したのか，

中国の地域協調発展戦略による産業移転は成功しつつある。実際のデータを見ても，地域

格差は縮まりつつある。 

 労働力人口の減少に加え，中国は総人口もピークを迎えつつある中で，労働力投入を中

心とする経済成長は難しくなってきている（新常態）。それではどうするのか。そこで 2012

年ごろから言われ出したのが，「新型都市化（新型城鎮化）」である。小都市を都市化する

という方針である。 

 中国には「城市」と呼ばれる大中都市のほかに，小規模の都市（城鎮）が数多くある。

そのような小規模都市はインフラ整備が不十分であることから，それを整備して農村から



の流入人口を吸収させ都市化を図り，経済の活性化につなげようという戦略である。人が

集まることによるさまざまなメリットがあり，その集積効果を狙っているのだ。 

 日本では，東京は出生率でみると日本でも最低水準だが，それでも多くの人が集まって

くる。東京の生産性は日本でも最高水準でGDPも規模が大きい。なぜそうなのかといえば，

多様な人材が集積しているためであり，それが経済発展に結びつくからだ。 

 これまでの中国の政策では，人の移動を戸籍によって縛りをかけて人為的に都市化を防

いでいた。しかしいまや戸籍制度改革を通じ，戸籍制度の緩和によって中小都市に人を集

積させて集積のメリットを発揮できるように誘導していこうとしている。 

 新型都市化政策に基づき地方政府が進めていることは，都市のインフラ整備である。こ

こ数年間でほとんどの大中都市には地下鉄が整備された。インフラ整備をテコにして，人

を集積することによって，そのメリットを活かし，情報交換による創造とイノベーション

を期待している。 

 近年問題になっているのは，都市における新たに建設されたニュータウンのゴースト化

現象である。例えば，内モンゴルのオルドスは有名だ。旧市街から離れたところにニュー

タウンを作ったが成功しなかった。その原因は，新市街に職がなかったためにうまく人が

集まらなかったことだ。そこで無理やり政府の職員を住ませたが，車での移動となって交

通渋滞が起きるなど別の問題も発生している。 

東北部のゴーストタウンの 5～6 割は，（北海道の夕張町と同様に）天然資源の枯渇が最

大の原因であった。石炭などの鉱物資源の枯渇に伴って町が衰退していった（注：完全に

資源が枯渇したというよりは，資源採掘の生産性が悪いために生産が減少している）。仕事

がないのにニュータウンなどを作っても，住む人はいない。譬えてみれば，夕張の町に巨

大なニュータウンを作ったところで，誰も住まないのと同じである。 

地方政府はそうしたことが分からなかったのか。地方政府にとっては，GDP を上げるこ

とが中央政府からの最大の評価基準なので，手っ取り早い方法として土地を回収してそこ

に建物を建てれば GDP が成長し地方幹部の業績に直結する。建設業は裾野も広く一時的に

は雇用の創出にもつながるために全体としての経済生産が上がる。都市化推進の名のもと

に，地下鉄が建設され，ニュータウンがつくられたがそこに住む人はいない。その結果，

とくに東北部と内陸部のニュータウンはゴースト化した。 

地方政府が負っている債務問題について中国の学者（胡鞍鋼）は，中央政府がやる気にな

れば地方政府の債務は一気に返済できると言っていた。 

 

４．今後の改革の行方 

 習近平のやり方を見ると，統治の仕方（政治）は毛沢東にならい，経済は鄧小平路線で

ある。毛沢東と鄧小平を彼一人で演じているようだ。 

インターネットが発達し，人々が自由な発想をするようになると，それに伴って新しい産

業が生まれてくる。しかし政府はサイバー空間を厳しく監視している。このサイバー空間



は外国から閉鎖し独立させて，絶対に外国の干渉を受けないようにしている。それは閉じ

た世界とはいえ 13 億という相当の市場規模があり，IT 産業にとっては市場が守られ，外国

と競争しなくて良いというメリットがある。 

従来中国の経済政策担当は首相の役割だったが，最近李克強首相の存在感が非常に薄く

なってしまった。その代わり誰が出てくるかというと，おそらく次の副首相といわれてい

る劉鶴ではないか。 

彼は米ハーバード大学で学んだ経験を持つ実務家・経済学者で，現在は中央政治局委員

25 名に入っている。中央財経領導小組副主任として財政･経済分野の責任をもっている（主

任は習近平）。習近平とは幼ななじみの関係でもある。劉鶴はやがて副首相となって表舞台

に出てくるだろう。彼は，ラディカルな経済学者呉敬璉にも負けずラディカルで，自由化，

市場経済を信奉している。2016 年 5 月の人民日報で「ゾンビ企業の整理や，生産能力の過

多になっている国有企業の整理」などと主張した「権威人士」という人物は，劉鶴ではな

いかとマスコミ界では囁かれている。 

自分の名前を隠しても警鐘を鳴らしているわけだが，果たして本当に国有企業の改革に

踏み込むことができるのか。例えば，通信分野の自由化である。回線の民営化による体制

への影響を恐れて，今後も国営でやっていこうとするのか。あるいは，政府が監視をしな

がらも，産業としては競争させられるのではないか。最近日本でも知られるようになった

華為（HUAWEI）は，もともと通信機器の会社であったが，いまや世界に進出しており，

スウェーデンのストックホルムの郊外の通信ハイテクパークに工場を作って世界から優秀

な技術者・人材も集めて研究を進めている。 

習近平の陰の経済ブレーンといわれる劉鶴が副首相となり，改革の余地があまり残って

いない中でどのような手腕を発揮するかが今後の注目点だ。例えば，地方政府が嫌がって

いるゾンビ企業の整理ができるのか。現場は，国有企業を潰して発生する雇用問題やそれ

に伴う社会の不安定化と，その責任問題を心配して，手をつけられずにいる。これが地方

政府の直面する現実である。 

中国の経済発展は，自由経済化，すなわち「政府の退出」がもたらしたものであったが，

それはまた同時に，中国が抱える環境，社会保障，格差等のさまざまな課題も生み出した。

中国経済の今後の発展を占うには，政府がどのように経済から退出しようとしているのか，

また関与しようとしているのか，をみる必要がある。 

（2017 年 12 月 12 日） 

プロフィール おかもと・のぶひろ 

徳島県生まれ。1993 年創価大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。その後，アジア経

済研究所に入所し，海外派遣員として中国人民大学国民経済管理系博士課程に学び，2000

年同大学で経済学博士号を取得。2006 年大東文化大学国際関係学部准教授となり，現在，

同教授。専門は，中国経済。主な著書に『中国の地域経済―空間構造と相互依存』『中国―

奇跡的発展の「原則」』，編著に『中国西南地域の発展戦略』他。 


