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おわりに


はじめに 

1978年に経済体制の改革が実行されて以来､中国経済は年平均成長率が 2桁近くのスピー ドで急

速に発展 した｡総産出額がほぼ 10年ごとに 2倍になり､1人当たり GDPは 1978年の 200ドル未満

から 2010年の 4371ドルまで増大 した｡2 010年､中国の GDPは 5.9兆 ドルに達 し､すでに日本を上

回って世界第二の経済大国になっている｡

中国の経済発展は､欧米の発展モデルすなわち ｢欧米の民主主虫制度｣政府の部分的介入+市場

経済｣というモデルに完全に従 うのではなく､政治体制と国家介入の面で欧米の発展モデルと著 し

く異なっている｡つまり中国は､経済発展の過程で明確に中国的特色のある発展モデル､すなわち

｢一党制+政府の全面的介入+市場経済｣というモデルを形成 したのである｡中国の奇跡的な経済成

長 と欧米先進国の経済衰退という背景のなかで､自然に ｢中国モデル｣に関心がもたれ､議論を引

き起こしている｡一部の欧米研究者は､中国の発展モデルを ｢北京コンセンサス｣と呼び､中国の

成功経験のもととなる ｢北京コンセンサス｣には普遍的価値があり､自由市場の ｢ワンン トン ･コ

ンセンサス｣の代わりに､他の発展途 ヒ国に新 しい発展モデルを提供 したと考えている｡

しかし私は､経済成長のための独自の中国モデルは存在せず､中国モデルは依然として一つの混

合経済体制モデルであると考えている｡中国は､欧米先進国の昔の繁栄の道を歩いただけである｡

中国成功のカギは､市場経済体制の改革と､市場経済体制の下で沸き上がった中国国民の巨大な生

命力と創造力､および中国政府による市場経済体制構築-の働きかけである｡そして私は､混合経

済体制は完ぺきな経済体制ではなく､すべての経済問題を一挙に解決できるとは思っていない｡中

国モデルの特徴においては､この混合経済体制の固有の欠陥が解決されておらず､かえって拡大さ

れて しまった｡そのために､中国経済は転換期に直面していると考えられる｡中国経済が引き続き

成長するかどうかは､政治体制と経済体制の改革および観念の変化ができるかどうかにかかってい
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1.中国モデルは市場経済体制モデル


計画経済体制の時期 (99 17)には､r l -I
14- 98 T国の経済成長はとても速く､1つのE ,い方 として､

この 30年間の中国 GDPの年i F･均成長率は 7.2%であったと言うこともでき/ '3. しかし他方で､明ら

かな政治的景気循環が存在 しており､経済成長率が急激に と下する中で､人民の生活水準に実質的

な改善はなかった｡もし経済成長の目的が国民の生活水準を引き上げることであるならば､この時

期の中国には経済成長は存在しなかったとも言えるのである｡一般に､産出増加率が人口増加率を

超える場合にのみ､ようやく人民 1人当たりの経済成良が現れることができる｡ l､/かし中国人口の

急速な増加 ま､この時期の中国に人民の生活水碑の向上がなかった原因の一つにすぎず､しかも主

要原因ではなかった｡冷戦期に､階級闘争が最も主要な任務 とされる状況の中で､人民の最低生活

水準以上の経済余剰はすべてイデオロギー的対抗のために用いられたのである｡

中国市場における経済体制の改革は､迫 られた選択であった｡1 0年間のプロレタリア文化大革命

はすでに国民経済を破綻寸前の状了酎こ追い込み､｢改革 しなければ行き先がない｣状態であった｡毛

沢東主席が亡くなったことにより連続革命は終わり､中国人民はパンの問題を討論 し始めた 8 1978

年､q l国貴産党第 11期第 3回中央委員会総会は､郡小平の実質的な指導者としての地位を確立し､

党の仕-ilの重点を社会主義現代化建設へ移すことを確定したo Lかし､社会主義とは何か､社会主

義をどのように建設するかがまだ明確ではなかった｡｢模索 しながら進む｣(郡小平)ことしかでき

ず､改革の基本思想は都小平理論であったC改革の方法は漸進的であり､これは中国共産党の指導

を必ず堅持 しなければならないことを意味 していた｡改革の主要内容は権力の下故であり､計画経

済体制で中央政府に集中していた生産と分配の決定権をしだいに地方と企業に下放し､後者の生産

における枯極性を刺激することであった.財産権制度を変えない状況の下では､この改革は中国の

鹿村で最も実行 しやすく､最 も著 しい効果をもたらすので､中国の経済体制改革は農村の各戸生産

請負から始まった｡そして改革の突破口は価格システムの改革であり､計画価格を需給関係が決定

する市場価格-変えることであった｡このようにして､2 0世紀の 80年代末までに､市場経済体制

の基本的要素が計画経済体制の内部で形成され､新旧両体制の激 しい衝突を招いた｡とくに価格の

二重制は深刻な政治腐敗を生み出し､急進的な学生たちは政治の民主化を要求して 1989年 6月 4

日に 天安門事件｣を引き起こした｡改革事業は中断され､1 992年に郵小平が南巡講話を発表する

まで､改革は長期間とだえた .

Jこの南巡講話の中で､卸/ト平は､改革開放はもっと大胆に行い､｢資本毛並 か ｢社会主義｣かを

問わずに､新 しい道を大胆に作り出すことを強調した｡これ以後､中l flの経済体制改盤は財産権制

度改革という新 しい段階に入った｡財産権制度改革の核心は､国有企業の制度を改革 し､私有経済

を発展させ､外資を大胆に導入して利用することであった｡磯争分野に存在 していた多数の国有中 
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小企業は､破産 したりあるいはきわめて安い価格で私営企業家に光られたりして消えてなくなり､

残ったのは少数の業界 (石油､電力､エネルギー､通信､鉄鋼､運送業など)の 100社未満の国有

大企業であった｡国有大企兼､私営企業､株式会社､合弁企業､外資企業が中国の経済成長の主要

な推進力となった｡

改革と開放は､中国経済のテイク ･オフを推進 した 2つ主要なェンジンであった｡冷戦の終結と

イデオロギー面の対抗の放棄に伴い､中国の指導者は社会の資源を経済建設に動員 した｡ とくに郡

小平は､r才能を隠 して外に現さない｣という現実的な外交路線をとり､経済成長に有利な平和な環

境を作りだした｡中国は経済のグローバル化に迅速に入 り込み､安い労働コス トと企業摩遇政策で

大量の外資を引きつけ､それによって中国はヲ引則諸国の先進技術と管理を学んだ｡f'''#済のグローバ

ル化は中国経済の飛躍的発展に最も有利な外部条件を提供 し､中国はそのチャンスを捉えた｡これ

は完全にrrl国の実利的な外交路線のおかげであるO対外開放はrT'国の経済成長の主要な原園であっ

たが､最も重要な原因ではなかった｡巌も重要な原因は､計画経済体制の廃止と市場経済体制の確

立であった｡中国の経済成長の奇跡は､中国が市場経済体制をとってから現れ始めた｡ これは､部

小平の決断のおかげであり､さらに中国国民の努力のおかげである｡中国国民は､従来から､聡明､

勤勉そして倹約的であると高く評価されているが､もし市場経済がもたらした巨大な奨励効果がな

ければ､中国国民のこのように持続的な稽極性 と創造力が沸き上がることはあり得なかったであろ

う｡このような和極性と創造力が､貯蓄､書棚､投資､学僧などの分野に発揮され､経済成長にか

かわる要素がすべて備えられるならば､経済成長は､自然のそ して必然的な結児であるOこのすべ

てが､アダム ･スミス (AdamSmlth)の次のような名言の通 りである｡｢同家を最も野蛮な状態から

最も豊かな程度にまで発眠させるた桝 こ必要なのは､ただユT--'和と軽い税とある程度の司法行政だけ

である｣｡ i

欧米の経済学､すなわちアダム ･スミスの ｢見えざる手 から新制度派経済学の制度の変遷理論

まで､そしてすべての経済史､すなわち古代から近代まで､東洋かtL〕欧米までは､いずれも ｢吊場

経済体制ができてから､経済成長はようやく現れる｣ことをp址明したO

ダグラス ･C･ノース (DouglassC.North)の見解によれば､｢効率的な経済組織 (市場と企業)

が経済成長のカギである｡西欧における効率的な経済組紙の発展こそ､西欧経済を発展 させた頂閑

である｡効率的な組織は､制度面では財産権の分配と安全を保障することによって刺激を生み汁.'ノ､

それによって､個人の経済努力を個人の収益率を社会の収益率に近づけるような括軌にするoJ 2

経済成長の出現には､効率的な経済組織と､効率的な財産権制度と､そ して効率的な国家が必要

である｡効率的であるかどうかは､財の生産と分配の中で獲得される収益が､生産コス トと財産権

制度および国家運営を維持するための取引コス トの総額 (人口増加率も必ず考慮 しなければならな 

1 :剣 的翰 雷 帖 当 斯劉与』､北京 .商舟印弔絹､1983年､58ペ-ジ｡
 
2 - i- 毒斯 『 く 新作析史』､北京 f_ 99年,1ページ
剣 道格粒斯･器斯､夢伯特 托1 西方世界的ヂ起 I'夏出版社､18 . 
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い)を上 If｣るかどうかにかかっている｡誰の効用も慈化させることなく､少なくとも一人の効用を 

T1-; lできるように資腺配分を改善することがパレー ト基準である｡.:めるこ七, ミ

効率的な経済組範､効率的な財産権制度､そして効率的な国家の三者は､以下のような関係を持

っているO効率的な経済組織 (市場> _企業)は､シュンペーターが言ったような新技術の開発と組

織の革新を通 じて､生産コス トと取引コス トを大きく抑える｡効率的な財産権制度は､企業と個人

に嘩新活動-のインセンティブを捉供する｡ 功率的な国家は､このような財産権制度に対 して力強

い保障を提供し､そのランニングコス トを引き下げる｡こうして､これら三者は､｢個人の経済努力

を､個人の収益率を社会の収益率に近づけるような活動にする｣ことによって､経済成長に必要か

つ 卜分な条件を作ったのである｡市場経済体制は､効率的な経済組縦､効率的な財産権制度､そし

て効率的な国家の三者が同時に存在する条件の下で生まれたものであるoそしていったんI h'場経済

体制ができると､経済成長が見 られるようになる｡

Josepアダム ･スミスは､市場経済の調和メカニズムを証明 し､シュンペーター ( hS

は､市場経済の革新能力を証明 した｡ミ-ゼス tugusCFldlrerSSe
I
W
o
Ldiuw( gvnl )とハイエク ( hA

nH )は､市場経済が経済計算と分散的知識の利用に最も有利だと証明した｡コース kaye､o′ dR lona(

yC )は､企業が市場に代替することで取引コス トを抑えることができると証明 し､ノース

は､市場経済の財産権制度が経済成長を促進できると証明 した｡中岡の経済成長の奇跡は､これら

の確品の正 しさを実証したのであった｡ 

oaseHarr

0後 ドイツと日本､および 20世紀の 5


1
7世紀のオランダ､1 8世紀と 19世紀のイギリス､1 9世紀の ドイツとアメリカ､2 0世紀後半の戦

7
0年代のユーゴスラビア｡これらの国々は､市場経済体制

を採用するかまたは改革 した後で､経済成長の奇跡が現れた｡今度は叩国の番になったのである｡ 

2.中国モデルは強化 され た混合経済体制モデル

-

7
7年に述べた定義に

よると､｢一つの経済制度は､ある地域内の生産 ･投入 ･消費について決定 し､そしてこれらの決定

スウェーデンの経済学者アサ-ル ･リン トペック 9
b kecidnLAssar( )が 1


`を完成させる一越の構造 ･組織 ･機構である｡ 3


世界には､主に三つの経済体制モデルがある｡すなわち､市場と市場組織が意思決定し執行する

自由市場経済､国家と政府組織が普思決定し執行する計幽経済､そして市場と政府が共に役割を発

揮する出合経沼である 019世紀の資本主義自由市場経済と､2 0世紀のソ連計画経済とが崩威 して以

来､ほとんどの市場経済国家が混合経済体制をとってきた｡混合経済は現代版の市場経済である｡

混合経済は､ケインズ eynesaynarJho( nM dK )の言い方では､ ｢国家の権威と個人の主導力を相

互に協力させる｣ 4｡サミュエルソン lamuesonPau( lS )の言い方では､｢私たちの経済は､純粋な 

)h tcumpeer

3
8
9
1_ 阿磐･ I克『 一十局外人的肴法j､北京 , 0年､1 0ページo 環外] 林繕g . 新左派政治経済学 1 商各印 V憎､1 
2
8
9
英J梅納徳･凱恩斯 『就地利心和塘I T一過桧』､北京 :南井印 l与棺､1 3年､3 6ページ｡ A r
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価格経済ではなく混合経済であるoその中で､政府のコン トロールと市場が組み合わさって､年産

と消費を体系化 していく｣ 5.各国の事情 ･歴史 ･文化が異なるために､各国の混合経済もそれぞ

れの特色を持っている｡市場主導型経済もあれば (例えばアメリカ)､政府主導型経済もある (例え

ばシンガポール)O中岡モデルは､一つの強化された混合経済モデルである｡ここでの強化 という表

現は､中国モデルの最も著 しい特色を強調 している｡つまり､国家は経済の中で極めて重要な役割

を発揮 しているのである｡

中国政府の経済の中での役割を理解するには､中国の政治体制に言及 しないわけにはいかない｡

一党制は中国共産党の中枢権力としての地位を確.-llとした,共産党は､中国全人民の根本的利益の代

表であり､先進的生産力の代表であり､先進的文化の代表である (江沢民の ｢二つの代表｣理論)

と-;えられているOその結果､中国共産党は統治の合法性を獲得 し､党は必ずすべてを指導 しなけL-

れ日ないとされている｡党組練は等級原則によって作られたので､全党は党中央に従い､そして党

中央は少数のエリー トからなる指導者集団である｡毛沢東の絶対的権威が失われたあと､再び個人

独裁を行 うことは困難 となって集EfJ指導になった. しかし歩調を統一するために､党の指導者集団

の中の席順は依然として明白である′党の指導者が方策を決める時には下級の意見を求めるが,方

策がいったん決まると命令は必ず実行されなければならない｡これを ｢民主集中制｣という｡この

民主集中制の原則によって､党中央から社会の最底辺まで各級の党組続を作 り上げている｡各級の

党組織の指導者は､民衆の意見を求めるが､しかし彼らは上級の党組織の指導者から任命されたの

で､上級の党組織の指導者に対 してしか資任を負わない｡共産党は､このような厳格な党組織を通

じて､すべての権力をしっかりと自分の手に握っている｡中国の政治体制は､いかなる国家もまね

ることができないOそれは中国共産党が政権を奪い取っていく過程で発生し､発展 し､継承された

ものであり､さらに中国の民主主義不足の伝統 とも関連 している｡このことは､いかなる国家も中

国モデルを原本にして自分の経済発展の道を設計することができないことを意味している｡

ドイツの社会学者マックス ･ウェーバー (MaxWeber)の見解によれば､近代の官僚主義制度は現

代社会の大規模な社会集団に対 して効果的な管理を行う基本的組織形膿であり､合法性 と合理性を

持っている｡一つの理想的な官僚主義制度は､訓練を経て業務に精通 した忠実な専門人によって構

成され､明確な任務によって科学的に分業と分権を行い､法律 ･法規 ･正式文甫 ･契約書によって

各級の成員の地イ釘こ対応する権力 と質任を明確に規定し､命令を通 じて管理を行 う,この管理の手

段は有効である｡なぜなら各級の甘億に対する評価は明確に表現された任務に基づいてなされるか

らである｡このような組織は､高度な剰 牛･安定性 ･効率性を持ち､精確 ･高速 ･明確 ･慎重であ

り､統一･され､よりすばやく目的を遂げるoLかしマックス ･ウェーバーは､いくつかの最も重要

な問題点を見落とした｡ 

5 二美】供夢 ･酢鋒ホ森 『才子併学J)第 10版､北京 ･商各印弔仲､1981年 ､70ページ｡
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第一一･に､官僚主義制度には､ただ道具的理性だけがあり､価値的理性がない｡問題は､任務を完

成させることだけではなく､さらに任務または目的自身の合法性 と合理性にも関係 している｡効率

的な軍隊が他国を侵略することもl′】国の人民を保護することもできるのと同様に､機械システムの

ような社会制御体系は､世界を地獄にすることもできるし､天国にすることもできる｡価値の合法

性と合理性の問題を解決して初めて､道具的理性は有用となる｡前者の問題は､最終的には政治的

民主-E義によって解決されるO-つの単隊が最高指揮官に従 うのと同様に､一つの ･党制官僚主義

国家は党の最高指導者に従 う｡このような状況の 卜で､妓高指導者の藩志に沿った党の路線 ･方針 ･

政策がすべてを決定することになる｡毛沢東主席の考えでは､資本主義の復活 (中国は資本主義段

階を経験 していない)と修正主義とを防止することが全党と全人民の中心的目標であったから､そ

のままでは経済が成長するはずもなかったのである｡郡小平と後継者たちは､このような考えを転

換 し､全党と全人民の中心的 目標を経済建設に置き､そして GDPの成長を各級の官僚を評価する際

の主要な指標として決定した｡このような状況では､細 井成長 しないわけにはいか畑 ､であろう｡

一党制は､市場経済と共存することができる｡そして市場経済が存在すれば経済成長もあるし､

さらに経済成長のスピー ドがとても速くなることができる｡似た情況は､蒋介石大統領と蒋経国大

統領の時期の台湾経済や､朴正照大統領と全斗倣大統領の時期の韓国経済､およびリー .クアンユ

ー首相の時期のシンガポール経済がある｡ しか し､中国は社会主義国家を信奉 しているので､市場

経済体制の改革を推進するには､特殊な勇気 と忍耐力を要 し､さらに必要以上の作薬も重要であっ

たOこの方面で郡小平と後継者たちがや り遂げた功蹄は消えることはないであろう｡市場経済を創

設するために必要な最も基本的な条件と制度の保障が不足 したために､.中国政府は強制的な制度改

革を実行しなければならなかった｡同時に､経済建設が政府自身の中心的な仕事であるため､各級

の政府は経済成長に直接に参与 していた｡中国政府が経済成長のJfで発揮する役割は､欧米の混合

経済体制の国家よりも大きい｡Fll国政府のこのような働きは､中国の経済成長を稗解するために義

要な点である｡

それでは､経済成長を促進するために､中国政府はどのような役割を発揮 しただろうか｡第-に､

市場経済体制の改革を推進 し､一連の効率的な財産権制度を計画 し実施 し､政府と企業を分離し､

市場の競争主体を形成 したO第二に､市場組織の発展を直接に推進 し､労働市場､七地市場､資本

市場､資産 ･生種物市場などを創設 した｡第三に､国iLl経済が､国民経済をコン トロール し経済成

長を推進する主要な動力の一つになった｡第四に､インフラ建設-の投資によって､企業のために

良好な投資環境を作り出した.投資を優遇する政策が､大砲の外資を引きつけた｡最後に､政府は

積極的な財政政策と穏健な捷幣政策を通 じて､経済成長に直接に参与 したO欧米言剖頚が数百年かけ

てようやく完成させた効率的な経済組織と財産権制度-の変化を､中国は 30年間もかからずに完成

させたu先に述べたように､これらすべてはアダム ･スミスが次のように指摘 した通 りであったB

個 家を野蛮な状態から最も豊かな状態に発展させるために必要なものは､ただ､平和､軽い税金 

6 
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と一定程度の司法行政だけである.｣ 6 この中で､国家の働きはなくてほならないものであった｡

第二に､官僚主義制度は形式的合理性だけがあって､実際には合理性がない｡マックス ･ウェー

バーの見解では､等級制の中の各級宮僚はすべて職務に忠粟であり効率的であって､野心も私心も

なく､命令をや り遂げる｡そ して官僚の選抜と監視の構造が比較的完蟹であるために､適任ではな

い官僚が長期間在任することはあり得ないのである. しか しマックス ･ウェーバーは権力濫用や増

大する監視コス トと代理コス トを軽視 したために､彼が考えたこのような官僚と官僚主義制度は現

実と一致 していないO大多数の官僚にとって､権力の等級の階段に沿って Jへ登ることはr hJ典であ

り､ほとんど望みがない｡官僚個人にとって権力は良いものであり､個人の効用を最大化するため

に最も迅速で最も有効な手段である｡官僚にとっての問題は､どうにかして懲罰を逃れることであ

る｡社会システムは機械システムではなく､軍隊のように管理することもできず､社会の管群過程

は異なる利益と効用をもつ人々の間のゲームである｡代理人を依頼人の利益に忠実にさせるため､

有効な監視システムが必要となり､このために必ず高価な監視コス トを支払わなければならない｡

しかし､情報不足及び情報の非対称性という状況で､有効な監視システムは根本的にはあり得ない｡

そのため､官僚主義制度は必ず高価な代理コス トを招く｡代理コス トとは､代理人が方策の実行を

代理するために依頼人に裾隼する貨幣損失であ り､それは代理人による方策と依頼人の利益を最大

化する方策との差額と同じである｡明らかに､監視コス トの問題 と代理コス トの問題を克服 して初

めて､官僚主義制度はようやく有効に運行できる｡ しかし情報不足と･情報の非対称性とい う状況の

もとで､高価な監視コス トと代理コス トは官僚主題制度のランニングコス トと取引コス トとなる｡

具体的に言 うと､中国では､監視コス トは巨大規模の各級機関に対応する監察部門 (各般党支部､

党委員会､紀律検査委員会など)を含み､代理コス トは ｢三つの公的消軌 (公費での観光､公金で

の飲食､公用車の使用､これらは合法的な腐敗である)と､本来の腐敗を含む｡近年､中国共産党

と中国政府はずっと腐敗と戦っているOというのは､もし腐敗を取 り除かないと､中国の政治体制

と経済体制を運営できず､激烈な社会問題を引き起こすことを認識 したからである｡ 

3.中国経済の直面す る諸問題

中国モデルは混合経済体制であり､中国経済の1底面する問題 t )混合経済体制自身に内在する問題

である. しかし中国経済は弱い市場と強い政府が結合した混合経済体制であるために､直面する問

題はいっそう深刻である｡

第二次世界戦争後､主要な欧米資本主点諸国は混合経済体制モデルをとり始めた｡そして最初は､

経済成長の輝かしい成果をあげることができた｡ しかし 20世紀の 70年代には､高い経済成長を持

続することができなくなったO混合経済の閏月乱烏は､ケインズ主義者が指摘する ｢市場の失敗｣と､ 

6:美】適格位斯 瑠斯 《蛭演史中的錆的 与ラ安達》,上海 :上海三蹴下店､上海人民出版社 ,】994年,第 20両｡
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新自由主曲者が指摘する ｢政府の失敗｣という二種類の失敗が組み合わさって生じたさまざまな問

題であるO混合潅済体制がとられて以来､欧米諸国は､以下のような難 しい選択にずっと直面して

きた｡すなわち､もし過度に市場に依存するならば､政府の介入が減 り ｢市場の失敗｣が起こる｡

他方､もし過度に政府に依存 して市場メカニズムに介入するならば､｢政府の失敗｣が起こるoこの

ような深刻な状態から抜け出そ うとするのが､機会主義のや り方である｡すなわち､｢市場の失敗｣

が深刻な暗には政府介入を増大させ､｢政府の失敗｣が深刻な時には自由度を増大させるというや り

方であるo Lかしこのや り方では､問題が根本から解決されずに､逆に完全に隠され､結果的に深

刻な経済危機に至ったのである｡全体としての資本主義国家システムの実力は弱まり､おそらく元

に回復できないであろう｡混合経済体制において､経済成長は問題を解決する方法ではなく､逆に､

経済成長はさまざまな対立を激化させ､そしてより大きな問題を誘発するo中国は､世界の注目を

集める成果を上げたが､依然 として ｢市場の失敗｣と ｢政府の失敗｣のサイクルから抜け出してい

ない｡

第一は､所得分配の両極化である｡関連部門の統計によると､中国のジニ係数は 049であり､一

説にはすでに 0.5を上LTTTったとも言われ､警戒線をはるかに越えているo賃金が国内所得 (GDP)に

占める比率に関しては諸説があり､40数パーセン トから 30パーセン ト､さらに 8%しか占めていな

いという.悦も出ている｡ しか しどの統計数字をとるにせよ､これらの数字が示す否定できない事実

は､中lro持続的な CPの高度成長と比べて､中国国民の労働報酬が GPに占める比率は急速に下]) D D

がってきたことである｡過去 20数年間に､中国は全世界でもっとも経済成長が速い国となったが､

それとIu叩1:I_､所得分配がもっとも不平等な国となった｡

第二は､希少資源への巨額の投入と浪費である,T国の経済成長は寛大な原材料を消耗 してきた｡Fl

たとえば､1万 ドルの価値の物を造るためにかかる原材料は､｢｢国は日本の 7付､アメリカの 6倍

近くで､イン ドに比べても 3倍になっている｡2004年に､中国が全世界の 50%のセメン ト､35%の鉄

鉱石､34/の鋼鉄､3% 0近くのアル ミニウムと銅､1% .%0 0の石炭､2% 3の電力､および 76の石油を使っ.

た. rP国の資源は比較的豊富だが､自国の資源に析るだけではこのような高度成長を支えることが

まったくできず､いくつかの重要資源は輸入に依存している｡2010年に､中国の石油と鉄鉱石の対

外依存度は 50%を上回り､巨大な需要がこれらの物資の国際価格を引き上げたo党中央は経済成長

方式を省資源に転換する強い安求を出すとともに､希少資淑o)供給を保証 して急速な成長を維持 し

ようとしている｡南シナ海問題のほか､中国がアフリカで行っていろ戦略的投資が原因となって､

その地域の諸国家との間で緊迫 した情勢をいっそう激化させている｡

第三は､生態環境の深刻な破壊である｡中国環境保護総局によれば､現在の中国は､国土の二分

の一が酸性雨の被害を受け､ 4億人余 りの都市住民が深刻に汚処された空気のq｢で生括 し､1500

万人はそのために気管支疾患や呼吸器ガンにかかっているo水の汚染で水資源が不足し､七大河川

の中で半分の水資鯨は完全に使いものにならない｡都市の河JJlは 90%以上が深刻な汚染を被ってお 

8 



9 

岡山大学大学院社会文化科学研究科 『北東アジア経済研究』第 9号 (2012)

り､四分の-の国民には柄浄な飲用水がないO三分の一の都市人口は汚染された空気をどうしても

呼吸 しなければならない｡都市では､ただ 20%程度のゴミだけが､環境保護に配慮 した方式で処理

されている｡そして中国では､90%以上の天然の牧草地が荒れ地化 しつつあり､荒れ地化 した牧草地

の増加は年間 200万-クタールにも及んでいる｡砂漠と砂漠化 した土地の総面積はすでに 174万 3

千平方キロメー トルに達 し､しかも毎年 3436平方キロメー トルのスピー ドで広がっている｡耕地が

占有されたために､現在中国で耕地のない農民は総計約 4000万人であり､lui年まだ 200数万人ずつ

増えている｡1人当たりの土地面積と天然資源の使用畳からみると､中[別ま王だ世界の後列にいる｡

このような発展を続ければ､近いうちに､中国には耕地 ･清浄な水 ･新魚羊な空気がなくなると考え

られる｡

第凶は､労働の貸金と福祉を犠牲にして資本主義の世界分業システムに参加することにより､経

済成長を根本から支える莫大な国内市場を喪失 したことである.中li_の経済成長率を引き上げる需:]

要の要因は､主に投資 ･輸出 ･消費の三つである｡国家統計局は､2009年に､三大帯要の中国の GDP

増加に対する寄与度を公表 した｡それによると､最終消費が GDPを 4.6パーセン ト引き上げ､資本

形成が GDPを8,0パーセン ト引き上げ､輸LH.が GDPを3.9パーセン ト引き下げた｡人民元高のため

に､輸出が GDPを引き上げることはできなくなった｡中国の経済成長の主要な問題は､国内消費の

不足である｡その主な原因は､大きすぎる所得格差､不合理な分配構造､低い労働報酬である｡結

果として､中国の経済成長率を引き上げる三つの要EE)の中で投資だけが残っているが､投資も最終

的に消費に支えられている｡市場経済は､外部性と所得分配の平等化の問題を解決できないのだか

ら､中国モデルが直面している上の三つの問題は､典型的な ｢市場の失敗｣に属している｡

第五は､政府の規模が大きすぎて､権力が高度に集中し､官僚主義的体制のために効率が低下し

ていることである｡結局､権銭交換 [権力とお金を交換すること｣や､政治権力と経済権力の結合

によって､利益集団または利益分配集団が生まれ､レン ト･シーキングや腐敗行為をしている｡こ

れらはすべて､典型的な ｢政府の失敗｣である｡中国では､不完全な市場経済がより深刻な ｢市場

の失敗｣を招いてしまい､他方では､権力が過度に集中する巨大な政府によってより深刻な ｢政冊

の失敗｣が発生 している｡これらの問題をうまく処理できないならば､弱い市場と強い政府からな

る中岡の混合経済体制には､社会 ･政治 ･経済のより深刻な間鶴が出現 し､経済成長を持続できな

いであろう｡

おわりに

orvaB kranクロアチアの経済学者ブランコ ･ホールバー ト ( oH

｢中国は最近 20年間に発展がとくに速く､これはこの国がすでに正しい道を見つけたことを意味

している｡明らかに､改革は必ず漸進的でなければならない｡中国は､一つの発展途上国であり､

また一つの大国であり､世界の資本主義経済から大きな影響を受けていない国として経済構造は単 

t)は次のように指摘している｡
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純であり､技術と組織を先進国から惜 りることで急速な成長を実現することはさほど困難なことで

はない｡最初の発展段階で､より強い政府介入を利用することは自然であり有効である｡いったん

一定の発展水準に到達 したら､人口の大部分が農村から都市へ移 り､平均的教育水準が大幅に 1JL.り.

し､さまざまな資用と便益の対照表の空白部分が埋まり､社会が複雑になってきて､経済の効果的

運営はますます困難になる｡そのために､経済的 ･社会的 ･政治的準備を今すぐに始めなければな

らないOこのことは､一つの社会革命を経験 した社会､そ して発展が速すぎて人々が心理的及び文

化的な調整をするために十分な時間をとれない社会にとっては､とく:こ正 しいことである｡もしこ

のことをうまくや り遂げなければ､改革の成果は恐らく壊滅的になるであろう｡｣ 7

したがって､中国経済が持続的かつ安定的に発展す ;:ため;.' Iは､新しい構想が必要であるOなぜ

なら､現行の経済体制の下では､適切にかつ速く発展することはおそらく不可能だからである｡

必要なことは､第一に､経済成長方式と社会発展方式の転換を実現することである｡すなわち､

科学的に発展を促進 し､調和 した社会を構築することである｡第二に､政治体制と経済体制を改革

することである｡その方向は､匡1民の多数が参加 して権力を行使できる政治的民主主義および経済

的民主主義であるO第三は､観念を転換 して､単純に GDPを追求するのではなく､尖の社会発展の

ために成長することである｡ もし経済成長が貧富の格差拡大と汚姓を意味するのならば､そのよう

な経済成長はなくてもよいのである｡
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