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＜第２部＞ 

 末廣 ご紹介にあずかりました東京大学社会科学研究所の末廣と申します。先ほど、野

村理事長のほうから、平成元年から財団の評議委員をやってもらっているという紹介があ

りました。中国でさえ、10 年経てば政権が代わります。23 年もやっているのというのは、

私の役割が重要だからではなくて、何かそのままずるずる来ているような感じがしますの

で、ぜひこの場で、そろそろお役ごめんにしていただければと思います。 

 私は、先ほど紹介がありましたように、タイの専門家であって中国の専門家ではありま

せん。中国語も読めません。アシスタントがいろいろとデータを集めてくれてはいます。

ただ、本日こういうテーマで話をしようと思った、あるいは、先ほど講演された白石さん

たちと一緒に、「東アジアの変容：インド・中国・東南アジア」というテーマで、アジアを

もう少し広く見ていく、そういう研究会に参加しているのは、あまりに中国の側からのみ

一面的に中国の対外関係を見ているという事情があるからです。日本の新聞も、日本の研

究者も、中国寄りとは言わないのですけれども、中国のデータ、中国の要人と会ったとき

の話をベースにして考えたり、情報を提供している。 

 そうではなくて、もう少し東南アジア諸国の側とか周りの国の目から、中国がどう見え

ているのかという話があってもいいのではないかと。そうしないと、東アジア地域での円

滑な経済交流とか、あるいは地域的な安定を構築していくのも無理だろうということで、

今日は、東南アジアの側から中国の経済拡大、あるいは対外的な経済戦略がどうなってい

るのかという話をしたいと思います。 

 本日のテーマは大きく四つあります。まず、中国の経済台頭と対外関係を大きくサーベ

イさせていただきます。2 番目に対外経済関係の中身を資源問題を中心に検討し、それか

ら、それに関わっている中国の国家機関の活動を紹介したい。つまり、北京政府の一元的

な戦略で、今の対外経済政策が決まっているのではなくて、いろいろなアクターがそれぞ

れの利害で動いていて、それが中国の対外膨張を特徴づけているというのが私の理解です

ので、それをご紹介したい。3 番目に、中国と東南アジアの関係を資源等で見た上で、最

後にちょっとだけですけれども、新しい体制（習近平体制）の下でどういう展開が予想さ

れるかという話をしたいと思います。 

 

中国の経済的台頭をどう測るか? 

 まず、最初の柱です。これは皆さん、よくご存じのように、2010 年に中国が名目 GDP で
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日本を抜きました。この話はよく聞くわけですけれども、むしろ、大事な点は、購買力平

価 PPP で見た場合、実は 2000 年には中国は日本の経済規模に達していたという事実です。

2009 年現在の PPP で見ますと、つまり、購買力平価で測りますと、中国の経済規模はすで

に日本の 2倍以上になっていますし、インドも日本の経済規模に迫ってきている。こうい

う状況になっていることをまず、ご理解いただきたいと思います。 

 実物経済の代表的な例として自動車産業を取り上げますと、中国の自動車生産台数は、。

何と 2010 年には 1800 万台に達しています。日本の自動車市場と北米の自動車市場、もし

くは両者の生産台数を合わせたものに匹敵するところまで、中国の自動車産業は成長して

来ているわけです。業界の予測によりますと、2015 年あたりに、中国の自動車はひょっと

すると、3000 万台を超えるかもしれない。となりますと、世界の車の 4割近くが中国で作

られることになります。 

 当然、自動車の製造には車体がいる。車体のためには鋼板がいる。鋼板のためには鉄鋼

業が必要となる。その鉄鋼業を支えるにはエネルギー源として膨大な石炭がいる。それか

ら、自動車は当然、天然ゴムを必要とします。タイヤがありますので。今までの世界にお

けるタイヤ産業の構図というのは、マレーシアとインドネシアとタイが、北米とヨーロッ

パと日本にそれぞれ、タイヤの原料である天然ゴムを輸出するというものでした。しかし、

もしも 4割の自動車が中国で作られるということは、東南アジアの天然ゴムの最大の供給

先は、当然中国になります。 

 石炭はベトナム、ラオス等にあります。中国の自動車産業が拡大するということは、必

然的に、東南アジアから輸出する石炭や天然ゴムが中国に流れるという関係を示唆してい

るわけです。 

 それから、中国の台頭を見るときに無視できないのが軍事関係です。お示しした図表は

軍事支出ではなくて国防予算ですけれども、先週発表されたばかりの中国の 2012 年の国防

予算は、3 年間連続で 2 桁の伸びでした。右肩上がりで急速な伸びを示している。日本円

に直しますと 8.7 兆円で、これは日本の国防予算の約 2倍弱に相当します。 

 ただし、この数字はアジアにおいて突出していますけれども、世界で見ると、推計で出

された世界の軍事支出で見ますと、依然としてアメリカの存在が大きい。中国はアメリカ

の軍事支出 6000 億ドルの僅か 14％の水準です。それでも、中国の軍事支出は日本の 2 倍

ぐらいはありますが・・・・。 
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外貨準備の急増と国際社会でのプレゼンス強化 

 それから、何よりも注目すべきは、中国の巨額の外貨準備であります。皆さん、覚えて

いらっしゃるかどうか分かりませんが、2000 年代の初めに、日本の外貨準備が 3000 億ド

ルを超えたときに、世界中からバッシングがありました。日本はそんなに外貨を貯めてど

うするのだと。図表を見てください。2011 年の中国の外貨準備は 3兆ドルです。世界の 4

割近くの外貨が中国に集まっているわけです。 

 中国側の発表では、保有する外貨準備のうちアメリカのドル債権で保有している分が約

6000億ドルと言いますが、6000億ドルではとても3兆ドルの外貨はカバーし切れないので、

私は 1兆ドル近くがドル債権ではないかと思います。これは何を意味するかというと、彼

らは外貨準備の 3分の 1近くをドル債権で持たざるを得ない。その資産の価値がドル安の

進行によって毎年減っていくわけです。中国のトップが、オバマ大統領に対して、「お宅の

経済、しっかりやってもらわらないと困る」と、面と向かって不満を述べる気持も十分理

解できます。 

 日本がアメリカにこういう発言はもちろんできませんけれども、中国にとってみれば、

アメリカの経済がどうなるかというのは、自分の国の資産、そして自国経済の将来にも密

接に関わってきている。ですから、一つはドル単一の基軸通貨制度に対しては、中国は複

数の基軸通貨制度を提唱し、特に中国人民元を SDR に入れて「世界通貨」の複数化を図る

ことを考えています。いずれにせよ、中国にとってアメリカは対立すべき相手ではない。

逆にアメリカのドルが安定するということは、自分の国の外貨準備、そして資産が安定す

ることにつながる点を、頭に入れていただければと思います。 

 それから、意外と注目されていないのは、この 2年の間に、中国が着々と国際金融機関

の中でその地位を固めてきたという点です。最初は 2003 年に ADB（アジア開発銀行）の副

総裁のポストを獲得しました。それまではアメリカとか韓国とか、そういう国が副総裁の

ポストを占めていたのですが、2003 年に、中国は初めて、副総裁ポストに財務次官経験者

である金立群というキーパーソンを送り込みました。 

 その後、2010 年に世界銀行と IMF において、自国の出資比率を引き上げて、今や世界銀

行では日本に次いで第 3 位の出資国、IMF では、日本と並ぶ第 2 位の出資国の地位を占め

ている。この出資比率が増えるという事実は、世界銀行や IMF は国連方式ではなくて、出

資比率の多寡によって役員の数とか投票権が決まりますので、中国が確実に国際金融機関

の中で発言権を強めていることを意味します。あるいは、いま現在、世界銀行の新総裁の
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選出について、アメリカだけではなく中国の意向も大きな意味を持っているという報道が

なされていますが、これは彼らの出資が増えているからであります。 

 同時に注目すべきは、中国が国際的なプレゼンスを高め、発言権を強めるにあたって、

アメリカ主導のG5とかG8を使わないで、むしろ新興国を味方に引き付けて、G20とかBRICs

の首脳会議を活用している点であります。G20 は 2008 年、リーマンショックの後に始まっ

たわけですが、2009 年 9 月の第 3 回ピッツバーグの会議で、「基本的に G20 こそが国際的

な協議体としては最も重要である」という共通認識が示されております。 

 それから、BRICs 首脳会議につきましては、第 1回目のロシアでの会合（2009 年 6 月）

から始まった後、回数を重ねるにつれて、議論される問題がどんどん増えている点に注意

すべきです。最初は国際金融協調だけだったのが、今や環境問題、援助の問題、農業問題

など、ありとあらゆる問題を BRICs 首脳会議の場で議論する。つまり、中国は正面から欧

米諸国や日本と交渉するという方法ではなくて、G20 とか BRICs 首脳会議というような枠

組みを使って、いわば外からじわじわと攻めていって、自分たちのプレゼンス高めていく

戦略をとっているように、私は思います。 

 

中国の富裕層の増加と東南アジア 

 それからここに示した図表は、経産省の『通商白書 2010 年版』から取ったものですけれ

ども、左側の図は、これは中間層と呼ばれている人口の伸びを示したものです。日本以外、

中国・インド・その他（ASEAN とかアジア NIES）が含まれます。問題は右側でありまして、

アジアで「富裕層」と呼ばれている人たちの人口がどのように変化しているかというもの

を示したものであります。ここで富裕層は、定義では年間の可処分所得が世帯あたり 3500

ドルを超える人々を指します。 

 中国の富裕層は、3500ドルを基準に取りますと、2000年の 500万人から2010年には 2100

万人に 4 倍以上に増加しました。2020 年には 1 億 2600 万人で、日本の消費人口を遂に超

えてしまうということが予測されております。 

 それから、今年の 3月には中国興業銀行と胡潤研究院が「中国の 2012 年の超富裕層」に

ついて発表を行いました。「超富裕層」というのは、個人資産が 1億元以上、つまり 13 億

円を超える人々です。それが何と 6万 3500 人もいる。それから、個人資産が 600 万元以上

の「富裕層」。先ほどは可処分所得でしたけれども、そうではなくて、資産で見て 7800 万

円以上の富裕層が、じつに全国に 270 万人もいる。 
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 こういう数字を見ていきますと、だんだん私も働く意欲がなくなります。大学の教員の

給与は国立大学が法人化したあとも、一応、公務員に準じていますので、まもなく、平均

で 7.7%の削減があります。特に私のような 50 歳以上で管理職経験者の場合には、10％以

上の厳しいカットがあることを考えると、やはり「このやろう」という感じにならざるを

得ないのです。 

 こういう、経済の拡大と富裕層が何を意味しているかということですけれども、当然、

経済が拡大する以上、これは膨大なエネルギー源を消費します。国内のエネルギー源以外

に、先ほど、例えば自動車産業の発展は天然ゴムの需要を引き起こすと言いましたけれど

も、そういう海外のエネルギー源に対する需要を急速に高める。それから、中国の富裕層

の増加は巨大なマーケットの誕生を意味します。 

 例えば、私が主に研究しておりますタイの場合、以前、ブロイラーチキンの主たる輸出

先は日本でした。もっとも、鳥インフルエンザ問題が発生した後は、タイの鶏は日本では

輸入禁止となっています。この問題が発生する前の段階で、中国とタイのブロイラーチキ

ンの間で日本の市場をめぐって激しい争奪戦が始まって、いずれタイのブロイラーチキン

は中国のそれに駆逐されるだろうという話があったのですが、全く状況は違う展開を示し

ました。 

 タイのブロイラーは現在、どこに輸出されているかと言いますと、中国です。エビもそ

うです。とにかく、中国の消費マーケットが日本以上にどんどん広がっている。ですので、

中国はもはやタイにとって競争相手ではなくて、一番素晴らしい身近にいるお客さんにな

っている、顧客になっているわけです。 

 一時期、中国脅威論というのが、東南アジアにありました。本日、白石さんが言われた

南沙列島問題などもそうですが、領土問題などをめぐって、中国に対する警戒感はもちろ

んあります。しかし、経済から見ると、東南アジア諸国にとって中国は、日本と違って無

限の可能性を秘めた市場であり顧客であるということに注目しておきたいと思います。 

 そのことを示すのがこの図でありまして、青色の棒グラフが日本と ASEAN の合計。日本

から ASEAN への輸出と日本の ASEAN からの輸入を合わせた金額で示したものです。青色の

棒グラフの推移を見ますと、アジア通貨危機の後に若干下がって、そのあと伸びて、リー

マンショックの後再び下がって、その後回復するのですが、その後を追いかけるかたちで、

ピンク色で示した中国と ASEAN 間の貿易がどんどん伸びていく。そして、リーマンショッ

クの年である 2008 年に日本と ASEAN の貿易の合計を抜き、2010 年にはこの差が大きく開
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いている。つまり、中国と ASEAN との経済関係は、貿易で見る限り日本以上に近年緊密な

関係になっているということが言えると思います。 

 

中国の対外膨張をどう見るか? 

 さて、次に、中国の対外膨張ですが、簡単におさらいをしますと、2000 年代に大きな変

化が 3回あったと思います。第 1は 2001 年。国際化の幕開けの年であります。代表的な動

きが、直接投資法とも言うべき「走出去」と呼ばれる、中国企業の対外直接投資の促進を

狙った法律が初めてできました。それから、中国は ASEAN 首脳会議で、包括的自由貿易協

定の締結を宣言して、実際に 2010 年の 1月から全面的な自由化が始まっております。それ

から、ご存じのように 2001 年 12 月には WTO に加盟します。 

 これでスタートラインが決まりまして、第 2段階は 2003 年から 2004 年に国際化のため

の制度整備が実施されます。例えば、対外援助司という、援助のための特別の機関が新設

されましたし、直接投資のための手続きも大幅に簡素化されました。さらに、中国企業が

直接投資しようとする相手国の投資環境調査等も発表されるようになりました。そして、

2009 年以降、国際化に本格的に乗り出す。それは先ほど申し上げましたように、世界銀行

や IMF といった国際金融機関でのプレゼンスの引き上げが、典型的な例になるかと思いま

す。 

 次に、中国の対外膨張をどうとらえるかという点で、私が注目している研究や議論には

いくつかのアプローチがあります。一番オーソドックスな議論は、中国は特殊な国として

見ないで、むしろ社会主義国としての外交から、いま経済大国、近代国家としての外交に

変わってきたのだという主張です。つまり、国際政治の概念やツールを使って中国の外交

も読み解くことができる、対外政策も読み解けるというアプローチです。代表的な研究者

は早稲田大学名誉教授の毛里和子さんや東京大学の川島真さんたちです。 

 ただし、外交は過去の歴史を引きずっておりますので、中国の対外政策のなかには、パ

ワーポイントに示しましたように、海外列強による抑圧の歴史があって、国権を喪失した

歴史もある。そこから「国権回復」という強い姿勢が表れてくる。弱者として自分を認識

した場合は、「国際協調」を強く言い、強者としての自分を意識したときには「偉大なる中

華民族」という言葉が前面に出てくる。 

 このように、国際政治の枠組みを使って十分理解できるというアプローチに対して、も

っと現実的な、個別の国の利害を重視しながら、近隣との外交について研究しているのが、
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早稲田大学の天児慧さんとや三船恵美さん、桜美林大学の佐藤考一さんたちです。中国と

朝鮮半島、中国と日本、中国と ASEAN というように、国や地域を特定した外交関係の研究

が中心を占めています。 

 ただし、彼らの研究では経済的な分野がすっぽり抜けておりまして、経済分野の研究で

は、中国が今、対外的にどのようにやっているかを、国有企業や民間企業の具体的な海外

活動から検討する。私の職場の同僚である丸川知雄さんとか、京都大学の中川涼司さんた

ちが、そうした研究をやっています。 

 むしろ、皆さんに興味があるのは、4 番目のアプローチ。つまり、中国の最近の対外戦

略というのは、その背後に大衆的ナショナリズム、あるいは中国の大国意識みたいなもの

があるではないかという考えです。これは「Sinisization」とか「中国化」と言いますけ

れども、日本のメディアの間ではこうした考え方、つまり「中国化」という観点から対外

政策を見る人は結構多いのではないかと思います。 

 

華僑・華人ネットワーク論の復活 

 それから、華僑・華人ネットワーク論があります。つまり、中国の対外戦略というのは、

国内の人的資源や経営資源だけではなくて、対外の華僑・華人の人的ネットワークを使っ

たかたちで動いているという主張です。よく知られていることですけれども、台湾の鴻海

精密工業、世界最大の EMS、Electronics Manufacturing Service をやっているグループで、

いまや鴻海精密工業よりは FOXCONN の名前のほうが有名ですが、この台湾の FOXCONN グル

ープが中国で展開している大きな電子工場は 13 ヵ所に及び、合計したら 99 万人の従業員

を雇っている。間違いなく中国に進出した最大の外国企業でしょう。 

 この FOXCONN グループを率いている郭台銘さんは、実は台湾生まれではなく、中国の本

土から 1949 年の中国革命のあとに、両親と共に台湾に移ってきた人なのです。重要な点は、

現在の華僑・華人ネットワークは、第二次世界大戦以前の旧い華僑・華人の世代だけでは

なくて、1949 年以降、さらには 1980 年代以降に海外に移っていった華僑、いわゆる新し

い華僑（新僑）の活動が、中国の対外戦略の展開と結びついているという事実です。長い

間、日本には中華総商会という団体はありませんでした。その中華総商会をこの間立ち上

げたのは、横浜とか神戸とか、あるいは東京神保町に住んでいる古くからの華僑・華人で

はなくて、実は新しいビジネス機会を求めて日本に来た華僑たちであったというのは、象

徴的な事例だろうと思います。 
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 この華僑・華人ネットワークの一つとして、広州の例を紹介したいと思います。昨年 9

月 6日に私は中山大学で講演を頼まれて広州に行ったのですけれども、びっくりしたのは、

華僑・華人研究の新しい研究所を立ち上げる動きがあったことです。広州には曁南（Jinan）

大学という東南アジア華僑・華人研究として世界的に有名な大学があります。ところがそ

れ以外に、広州ではヨーロッパの華僑・華人の研究に専念した研究機関の立ち上げの動き

がある。 

 これは何を意味しているかと言うと、北京がアメリカ・カナダの華僑研究をやっている。

上海は中央アジアを研究している。広州は、東南アジアの華僑・華人だけではなくて、西

に延びてインド、さらにはヨーロッパに移住した華僑・華人のネットワークを研究の対象

にしようとしているわけです。 

 もう一つ、びっくりしたのは、私を招聘したのは濱下武志さんという、元東大にいらっ

しゃった先生で、有名な華僑・華人研究者なのですが、当時中山大学の亜細亜研究所の所

長を務めておられました。その濱下さんに対して、インドの広州領事館からインドと中国

の間の共同研究の申し出がありました。 

 どういう共同研究かと言うと、ゾロアスター教（拝火教）の研究です。、鳥葬、つまり遺

体を鳥に食わせるという風習が世界にはありますが、それをやってきたのがゾロアスター

教です。そして、この鳥葬の原型というのは、実は広州の珠江の河口でやっていた可能性

があるというわけです。本当にそうであるかどうか分からないのですけれども、この話を

聞いてピンときたのは、ゾロアスター教（拝火教）は、インド最大の財閥であるタタ財閥

を生み出した民族、すなわちパールシャ族が信奉する宗教だということです。しかも、イ

ンドの財閥や商人の中には結構、このパールシャ族出身のひとが多いのです。 

 タタ財閥などを生み出した拝火教、もしくはゾロアスター教の文化的背景を中国とイン

ドが共同で研究することで、両国の文化的な交流を深めたい（ひいていは、経済交流の円

滑化を図りたい）という意向が透けて見えるといえば、あまりにうがった観測でしょうか。

そういう、ちょっと日本では考えられない幅広い動きが、インドと中国の間では着実に進

んでいることに注目したい。 

 

清水美和氏の中国観と特殊利益集団論 

 ここで、中国を見ていくときの重要なポイントとして、清水美和さんという方の説をご

紹介したいと思います。清水さんというのは東京新聞の論説主幹と言いますかヘッドであ
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りまして、同時に中日新聞の論説主幹でもありました。残念ながら先週、すい臓がんで亡

くなられました。彼は、私は日本で最高の中国に関するジャーナリストだったと思ってい

ます。その彼が、2009 年に中国の対外戦略は大きく変わったというふうに言っておられま

す。 

 彼の見方によれば、中国の対外戦略は北京の政治的指導者、具体的には常任委員会のト

ップの 9人、あるいは胡錦濤国家主席とか温家宝首相の政治的方針で一義的に決まってい

るのでは決してない。いろいろなアクターが動いていて、アクター間の綱引きの中で対外

戦略が決まっているというのが、清水さんの考えです。 

まず、2009 年 7 月に胡錦濤国家主席が、第 11 回在外使節会議の場で、それまでの鄧小

平の戦略、すなわち中国語でいう「韜光養晦、有所作為」という戦略を大きく変えた点が

重要だと、清水さんは主張します。「韜光養晦、有所作為」というのは、目立たないように

しろという意味です。目立つと、国際的に非難を浴びるから目立たないようにやれと言っ

ていたのを、胡錦濤国家主席は「“堅持”韜光養晦、“積極”有所作為」というように、２

文字ずつ加えた。つまり、「打って出ろ」という積極方針に変えた。これは非常に重要な方

針転換であったと。 

 それからもう一つは、胡錦濤国家主席が同じ 2009 年 7 月にアメリカを訪問したときに、

最近よく新聞などに登場する「中国の核心的利益」について説明しています。ここで重要

な点は、胡錦濤国家主席がオバマ大統領に説明した核心的利益は、日本で理解されている

ような台湾問題、チベット問題、新疆ウィグル問題、あるいは日本海の尖閣列島や南シナ

海の領土問題のことを指すのではなくて、中国は社会主義の体制を維持し、国家としての

主権を守るという、ごくごく当たり前のインターナショナルな原則を意味していたという

点です。ところが、日本ではこの「核心的利益」がいつの間にか領土問題として紹介され

るようになった。それは次のような事情があるからだと清水さんは説明します。 

 中国の動きを見ていくと、北京政府ではコントロールできない動きが、次々と生じてい

る。その中で無視できない動きが三つある。1 番目はインターネットを通じた、民衆のナ

ショナリズムの爆発である。これはいくら北京がコントロールしようとしても、次から次

へと出てくる。したがって、北京政府はこうした民衆ナショナリズムに一定程度対応せざ

るを得ない。 

 それから 2 番目は、いつまでたっても国軍化に応じない、つまり政府のもとに入らない

軍隊。いまでも中国の軍は自らを国軍ではなく「人民解放軍」と言っています。つまり、
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人民解放軍ということは、政府や政治家のコントロールの外にある特別の集団だというこ

とを意味する。先ほど言いました、「核心的利益」を南沙列島とか日本海の尖閣列島の領土

問題に引きつけて強気の意見を述べているのは、北京政府ではなくて人民解放軍の高官な

のです。ですから、軍は軍で、自分の解釈にもとづいて「核心的利益」を捉え、それにそ

って攻勢的な対外戦略を主張する。北京政府の方針とは必ずしも一致しないのです。 

 そして 3番目が特殊利益集団、特に石油石化産業や電力産業といった巨大国有企業に基

盤を置く特殊利益集団です。では、この特殊利益集団というのは何を指しているかという

ことになりますが、中国でよく知られているのが李鵬一族の事例です。李鵬は 1988 年から

1998 年まで首相を務めた人ですが、もともとの出身は電力関係の官僚です。北京の電力産

業を牛耳って、その後、政府の電力政策のトップに就いた人であります。 

問題は電力産業の利害が李鵬個人ではなく、李鵬の一族と深く結び付いているという事

実です。現在、李鵬の息子である李小鵬は、中国電力 5大集団のひとつである中国華能集

団（ファネングループ）のトップの地位にいます。一方、娘の李小琳。こちらは中国の電

力産業のトップ女性（電力一姐）という言い方をされていますが、彼女は、同じ中国 5大

電力集団の中の、中国電力投資集団公司の創立者のひとりで、同時に現在同グループのト

ップを占めています。まさに、中国の電力集団を李鵬の一族が特殊利益集団として支配し

ているわけです。  

こういう構図は、江沢民の一族とか、他の政治的なリーダーの周りにも見ることができ、、

こういう特殊利益集団が自分たちの権力と利害を守るために、対外政策にも介入する。そ

ういう現実を見ていかないと、中国の対外戦略の本当の姿は捉えることができない。つま

り、北京政府が発表しているオフィシャルな声明や方針とか、あるいは政府要人のインタ

ビューから得られた情報だけでは、中国の対外戦略の実像はつかみきれないというのが、

清水さんの主張のポイントだろうと思います。 

 

対外経済関係の概観：6つの指標 

 次に、対外経済関係の全体的な流れに話を移します。 

中国の対外経済関係で見ておきたい項目は 6つあります。その第一は輸出です。2010 年

の輸出は 1 兆 5800 億ドル。非常に大きな金額です。それから第二が対内直接投資。2010

年単年の海外からの直接投資の受け入れ額が 1850 億ドルです。それに対して第三の中国の

対外直接投資、中国の側から直接投資するのは増えてきていますが、1970 年代から 2009
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年までの累計で、まだ 2457 億ドルにすぎません。つまり、単年の受け入れ金額と比較する

と、そんなに大きいわけではない。いかにまだ受け入れ金額のほうが大きいか分かると思

います。 

 第四の対外援助は 375 億ドルです。大事な点は、直接投資の金額以上に、第五の対外経

済合作の金額が何と 6000 億ドルにも達しているということです。この「対外経済合作」と

いうのは何かと言いますと、中国が援助を行なう。例えば、水力発電ダムについて、ミャ

ンマーに援助を行なったとします。そうすると、中国はそれに対して最初に何をやるかと

言いますと、ダムの建設ですが、この建設の仕事は雲南省の建設会社が行う。建設のお金

は彼らに落ちます。 

 それから、建設に必要な労働力も中国が労働者を提供しますので、賃金として中国側に

落ちていく。最後に、設計その他のコンサル料を中国は受け取ります。これを合わせたも

のが対外経済合作なのです。日本では昔、これを「ひも付き援助」（tided loans）と呼ん

で、国際社会から厳しく批判されたやり方なのですが、中国はこれを徹底してやるわけで

す。少なくともミャンマー、ラオス、カンボジア等に援助がらみで進出して行った場合に

は、ダムや道路の建設、労務提供、そしてコンサル事業のすべてを中国の企業が受け持つ。

そういう事例は決して少なくないわけです。 

 ここで注目すべきことは、中国の対外政策というのはこれまで「四位一体」であったと

いう事実です。貿易、投資、援助、そして先ほど言いました対外経済合作が相互に密接に

絡んでいる。例えば、中国が今、どういう目的で投資しているかというと、製造業の比重

は意外と低くて、ビジネスサービス、卸売り、小売り、倉庫という、つまり貿易を伸ばす

ような、輸出を促進するような直接投資が多い。 

 それから、対外援助について言えば、貿易をアフリカ諸国とやっている場合には、アフ

リカ諸国との貿易をサポートするようなかたちで、対外援助が実施される。それから、対

外経済合作は、経済援助に伴って増えていくということで、貿易・投資・援助・対外経済

合作が合体して、四位一体で動いているのではないか。これがいわゆる、通説と言います

か、日本の研究者が説明してきたことなのですけれども、果たしてこれがどこまで正しい

のかというのは、改めて検証する必要があると思います。 

 対外経済関係をざっと概観しますと、実額の推移ではなくて伸び率の動きですが、何が

伸びて来たかと言いますと、図表にありますように、一番伸びているのが外貨準備です。

その次が直接投資、次いで対外経済合作、輸出、援助の順です。中国はずいぶんと対外援



 13

助をやっているように見えますけれども、一番伸び率が高いのは外貨準備で、以下直接投

資、対外経済合作、こういう順番になっている。 

 それから、昨年の 4月に中国政府が初めて「対外援助白書」を報告いたしました。「やは

り」と思ったのですが、累計金額で一番多い地域はアフリカでした。全体の 46%がアフリ

カ向けです。その次がアジアで 33%。ところが、驚くべきことは、援助の形態別でみると、

無償援助、無利子借款、特別借款の 3種類があるのですが、そのほかに「債務免除」いう

項目があり、その債務援助の金額が 255 億ドルだったという事実です。援助の残高が合計

375億ドルに対して、それまで中国政府が実施した債務免除が255億ドルにも達している。 

 これは何を意味しているかというと、中国は外交上の武器として債務免除を使っている

ということです。ミャンマー、ラオス、カンボジア、場合によってはベトナムにこれを使

うのです。例えば南シナ海の領土問題について、カンボジアが ASEAN に組みしないで中立

の立場をとるようだったら、これまでの債務を免除するというような言い方で、相手国に

迫っていく。明らかに援助が戦略的に使われていることが分かると思います。 

 

中国のエネルギー需給と電力供給体制 

 さて、ここからが本日紹介したい具体的な問題になるのですけれども、中国の対外戦略、

あるいは対外経済政策を見ていくときの大事な前提が、エネルギー問題です。そこで 2008

年の中国のエネルギー需給を大雑把に見たものが、パワーポイントでお示しした図表であ

ります。 

まず石炭。石炭は 2008 年時点では消費分をすべて国内で生産できる。つまり、輸入依存

率はゼロです。それに対して、石油はすでに半分までが海外に依存しております。天然ガ

スは海外依存が 6%ぐらいです。 

 次に中国の電力の供給源を見ますと、九州大学の堀井信浩さんの調査によると、2011 年

5 月現在の原子力発電は、稼働中が 11 基、建設中が 28 基、建設計画中が 38 基の合計 77

基にも達します。とはいえ、発電能力からみるとまだまだ原発の比重は低くて、圧倒的な

供給源は依然として火力発電です。つまり、石炭なのです。先ほど、石炭は需給バランス

がとれていると言いましたが、この調子で電力需要が伸びていったら、到底国内の石炭生

産量ではまかない切れない。 

 ではどこが石炭の供給国になるのか。世界最大の石炭保有国で、かつ輸出国は、ご存じ

のようにオーストラリアです。それでは 2番目はどこかと言いますと、意外と知られてい
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ないのですが、埋蔵量では世界の 2位にはなっていないけれども、輸出で 2位になってい

る国が実はインドネシアなのです。中国はインドネシアの石炭産業に基盤を置く財閥のほ

ぼ全部に、何らかの形で出資するか協力関係を結んでいます。余談になりますが、中国が

「ASEAN＋3」の枠組みを主張し、日本が提唱する「ASEAN＋6」（ASEAN＋日本、中国、韓国、

オーストラリア、ニュージーランド、インド）の枠組みに消極的なのは、オーストラリア

の石炭が日本の企業に囲い込まれることを、彼らが警戒しているというのが、私の理解で

す。 

 さて、次に中国の主な電力企業集団に目を向けましょう。中国にはパワーポイントで示

した五つの国有の電力グループが存在します。先ほど言いました李鵬の息子と娘が関係し

ているのは、1 番目の中国華能集団と 5 番目の中国電力投資集団ですが、この五大電力集

団は国内だけではなくて、東南アジア諸国で水力・火力発電の事業展開もやっている。図

表に示したように、事業の展開先は中国華能集団がミャンマー、中国大唐集団がカンボジ

アとミャンマー、中国国電集団がカンボジア、中国華電集団がインドネシアとカンボジア、

中国電力投資集団がミャンマーとベトナムとなっています。 

 したがって、商務部や国家発展改革委員会が、東南アジア諸国とどのような関係を構築

しようとしているかという議論とは別に、この五大電力集団が、具体的に何を狙って、ど

のような海外戦略を展開するかということが、東南アジア諸国にとっては非常に重要な意

味を持ってくる。残念ながら中国研究者で、そういうことに注目して研究を進めている人

はいません。一方、タイや東南アジアを研究している人間からすれば、彼らの動きは非常

に気になるわけです。いずれにせよ、五大電力集団の東南アジア諸国における活動は研究

の対象にならないし、中国でも報道もされない。 

 次に、中国のエネルギー需給の見通しですけれども、2020 年までの見通しで見ますと、

原油について言えば、2020 年の予測では 71%が輸入に依存せざるをえない。そして次に、

先ほど 2008 年の数字で輸入依存率が 5%ぐらいだと言いましたけれども、天然ガスもここ

にありますように、2020 年の需要が 2000 億 m3に対して、国内供給が 1300～1500 億 m3と

言うことで、500～700 億 m3の輸入が必要になる。 

 では、この原油と天然ガスをどこから持ってくればいいのか。当然、候補になるのは天

然ガスを供給できるインドネシア、タイです。ミャンマーも天然ガスを産出しています。

そして、原油について言えば、インドネシア、マレーシアということになる。 

 現在の中国の原油の輸入先というのは 48％が中東で、30％がアフリカです。中国の石油
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精製設備の技術から言いますと、中東の原油が最適で、アフリカから輸入した原油はあま

り使えません。品質が違いますので。基本的には、中東に圧倒的に中国の原油は依存して

いるのですけれども、今後は 5％の比率しか占めていないアジア太平洋諸国、とりわけ、

インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイといった国が重要な意味を持つことは、火を

見るより明らかだと私は思っています。 

 

対外膨張を支援する国家機関と政府投資ファンド 

 それから、電力集団という特殊利益集団をこれまで紹介してきましたけれども、同時に

注目しなければいけないのは、中国の場合、様々な国有企業（企業集団）とは別に、彼ら

をサポートする国家機関が密接に関わっていることであります。その代表が CIC と呼ばれ

る、中国投資有限責任公社、China Investment Corporation であります。 

 日本では考えられないことなのですが、中国は保有している外貨準備を使って政府投資

ファンド（Sovereign Wealth Fund: SWF）を設置しております。2007 年 9 月に、2000 億ド

ルの外貨準備を使って CIC を作りました。なぜ金額が 2000 億ドルかといいますと、ある推

計によりますと、当時の外貨準備から 3カ月分の輸入決済用の外貨、短期の債務返済分、

緊急時の外貨などを引いたあとの余りが 2000 億ドルだったからだと言われています。 

 この CIC の設立目的は 3 つあります。1 番目に中国の工商銀行とか農業銀行とか五大銀

行の最大株主になっております。2番目に国内銀行への融資でありますが、注目すべきは 3

番目の目的、つまり海外優良企業の株式取得であります。当初は金融機関の株式なども買

っていたのですが、2009 年以降になると、CIC は圧倒的に資源エネルギー関連企業の株式

を購入するようになりました。 

 政府投資ファンド（SWF）というのは、日本には今までなかったのですが、東南アジアで

言えばシンガポールとか、あるいはお隣の韓国も、こういう投資ファンドを持っておりま

す。国家が出資する投資ファンドです。普通、資本主義の国では、国家が出資する投資フ

ァンドを外貨準備を使ってやることは考えられないのですけれども、石油産出国の場合、

古くから政府系投資ファンドが存在しました。アラブ首長国連邦とか、サウジアラビアの

政府系投資ファンドがそうです。それからクウェートもそうです。シンガポールもこのよ

うなかたちの投資ファンドを運営していますが、中国は今や、世界で 2番目に資産額が大

きい政府系投資ファンドを、CIC の設立によって持つことになった。 

 2010 年の CIC のアニュアルレポートで見ただけでも、CIC がいかに資源エネルギー関連
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企業に強い関心を持っているかが分かる。例えば、2010 年 12 月、インドネシア、パプア・

ニューギニアにある財閥のブマ・グループの BUMA の株式 8％を取得しました。ブマの事業

基盤は鉱業、Mining です。それから同じ 12 月には、インドネシアで最大の石炭を扱って

いるグループの株式も取得しています。明らかに CIC が自分たちの資産運用だけではなく

て、資源確保のための投資も実施している。 

 CIC 以外にも、中国開発銀行（China Development Bank）、中国輸出入銀行（The 

Export-Import Bank of China）、そして中国輸出信用保険公司（China Export Credit 

Insurance）といった国家機関も、中国の対外経済活動の中で重要な役割を果たしている。

日本開発銀行はもう無くなりまして名前を変えましたけれども、かつての日本開発銀行は

国内の産業融資があくまで中心でした。それから日本輸出入銀行というのは、貿易信用を

専門に行う金融機関です。 

 それに対して、中国の場合は、中国開発銀行は最初から海外の投資をサポートするよう

な活動をやっています。その典型が同銀行が出資して設立された中国アフリカ基金とか、

中国 ASEAN 投資基金で、こうした基金が民間企業の対外進出を資金面でサポートしていく。

それから中国輸出入銀行は、今やアメリカに次いで、世界第 2番目に大きい輸出入銀行に

なりました。日本の輸出入銀行を融資残高の規模で、すでに抜いております。 

 そういうことで、CIC とか、こういう国家機関が中国の国有企業なり民間企業が海外に

出る場合のサポートをしている。これらを見る限り、お互いが対外進出の面では相互補完

的な関係にあるというのが、一応、言えるようには思います。 

 

中国の希少鉱物資源戦略 

 同じような問題は、鉱物資源にも該当します。先ほど白石さんの講演の中にレアアース

とかレアメタルの話が出ましたが、私は、レアアース・レアメタルというのは元素記号で

分類された鉱物ですけれども、そういう鉱物資源だけではなくて、例えば、ニッケルとか

タングステンとかボーキサイトとか銅とか白金とか、IT 関連産業や自動車産業の製造に不

可欠の鉱物資源も含めて、これらを一括して「希少鉱物資源」と呼んで、中国の対外戦略

を追っております。 

 要するに、パソコンなどの IT 製品の国内生産・輸出が急増した場合に、レアメタルだけ

ではなくて、銅、鉛、ニッケル、タングステン、アルミニウムなども必要になります。実

際中国は、まず、ラオス最大の銅鉱山であるセポン（Sepon）。これを元の所有者であるオ
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ーストラリアの OZ Minierals 社から、中国企業（中国五礦有色金属有限公司）が 2009 年

6 月に買収しました。ある報告によると、2008 年現在、ラオスの開発中の鉱区は 237 にの

ぼり、鉱区の権利を取得した企業は100社でした。この100社のうちラオス企業は35社で、

外国企業は 65 社、そして 65 社のうち実に 39 社が中国企業だったと報告されています。 

同じことはミャンマーのニッケルにも言えます。大きな鉱山が国内に 2カ所ありますが、

両方とも中国が支配しています。これらの鉱山ではミャンマー政府と共同の事業で、産出

したニッケルは現物シェアリングの方式をとっています。例えば、現物の 75％を中国が持

って行って、25％をミャンマー政府が所有するという分益方式がそうです。 

 先ほど電力産業には有力な国有企業集団が五つあると紹介しましたが、鉱物資源の場合

には、図表に示したように 3つの国有企業集団が存在します。中国有色礦業集団有限公司、

CNMM と呼ばれる China Nonferrous Metal Mining Group。中国五鑛集団公司（Minmetals、

ラオスのセポン銅山を買収）。そして中国冶金建設集団公司の 3つがいわゆる三大鉱物企業

集団です。例えば最大規模を誇る CNMM は、ミャンマーのニッケル、モンゴルの亜鉛、ラオ

ス・ベトナム・インドネシアのボーキサイト等の探鉱開発に積極的に関わっています。 

 こういう希少鉱物資源の所在地は、もちろんアジアだけではありません。中国企業は中

南米とかカナダでも積極的に動いていますし、アフリカでも探査・採掘を行っていますが、

アジアにおいてはまさに鉱物資源集団（特殊利益集団）の存在が重要な意味合いを持って

いる。 

 先ほど、CIC 等の国家機関が、それぞれ国有企業や民間企業の対外進出をサポートして

いると言いましたが、私がここで強調しておきたいのは、少なくともタイ研究や、東南ア

ジアを研究しているものから見ると、北京政府が国家機関を通じてどういうサポートをや

っているかという点もさることながら、ここで紹介した国有企業集団が、ラオス・ミャン

マー・ベトナム・タイに進出して、実際に営利活動をしているという、その事実のほうで

す。その目的は何なのか。北京政府や国家発展改革委員会が策定する 10 ヵ年計画や 5ヵ年

計画に基づいて動いているだけなのか。そうではなくて、個別の企業利害や企業戦略に基

づいて動いているのか。そこのところが非常に気になるところであります。 

 

中国と大陸部東南アジア CLMV・GMS 

 では、中国の対外進出と東南アジア、CLMV との関係に話を移します。 

ここで CLMV というのは、カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナムの 4カ国を指しま
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す。また、GMS（Greater Mekong Subregion,大メコン圏）というのは、CLMV に中国とタイ

を加えた 6カ国が、アジア開発銀行の主導のもとでメコン川流域の開発を目指す広域のプ

ロジェクトのことを指しています。この CLMV や GMS 参加国の中で、中国がどのくらいの経

済的地位を持っているのかを示したものが、パワーポイントの図表です。中国の地位は赤

で示してあります。 

 例えば、カンボジアの場合、中国の比重、中国本土と香港を加えたものですが、輸出で

も輸入でも、20％、24％をそれぞれ示している。それに対して、ベトナムの輸出相手先は

アメリカが最大です。それから、ミャンマーの場合はタイが最大になっている。それから、

ラオスの場合も輸出先はタイが最大で、必ずしも中国の存在だけが CLMV の中で突出してい

るわけではありません。 

 次に直接投資の動向を見ますと、2004 年から 2008 年の累計金額では、2004 年以前には

上位 5 カ国よりも下にあった中国が、カンボジアでは第 1 位に躍り出ている。ラオスは 2

位、ミャンマーでも 2位というふうに、明らかに中国のプレゼンスが高まっているのが確

認できました。 

 そこで GMS（Greater Mekong Subregion）と中国の関係を改めて見てみると、2000 年代

後半から中国は、明らかに GMS への関与を強化していることが判明しました。GMS は、1994

年から本格的に開発プロジェクトが始まっておりますが、第 1期（1994 年～2007 年）のと

きには、図表に示したように ADB、アジア開発銀行が立ち上げたプロジェクトは 34 件で、

投資総額は 99 億ドルでした。プロジェクトの大半は運輸交通とエネルギーです。 

 大事な点は、このとき誰がその投資金額を負担したかという点です。第１期の場合には、

99 億ドルのうち ADB が 35％、中国政府が 27％、それぞれ負担しています。GMS というのは、

特定の国が単独でやることはできません。ADB が間に立って、複数の国が合意して初めて

成り立つのが GMS のプロジェクトです。そのために GMS の 6 カ国が応分に出資し、世界銀

行や日本もサポートするわけです。 

 その結果、第 1期のときは、プロジェクトの仲介を行った ADB が最大の資金供給源だっ

たのですが、第 2期（2008 年～2012 年）のプロジェクト 110 件について集計しますと、投

資総額は99億ドルから154.5億ドルに増えているだけではなくて、投資の負担分をみると、

ADB の 22％に対して、中国政府が 32％と、最大の資金供給源になっていることが判明しま

した。 

 こうした事実は次のようなことを示唆します。つまり、中国は GMS（Greater Mekong 
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Subregion）の枠組みを使って、ミャンマー・カンボジア・ラオス等のインドシナ大陸諸国

の開発を支援すると公言しながら、実のところは国内の、国境近くの内陸開発をやってい

るのではないのかということです。GMS は今や GMS のメンバーのためではなくて、中国自

身のためにあるのではないかという疑問を持たざるを得ない。 

 

中国はなぜ南進するのか? 

 中国はなぜ東南アジアに進出するのか、なぜ南進するのか。この問いに対して、中国研

究者がこれまで強調してきた理由は、次の 3つです。第一は、現実主義的な判断に基づく

近隣外交の結果だという議論です。つまり、タイとか CLMV と中国は、近隣だから相互に仲

良くするという政治判断に基づいて、中国はインドシナ大陸諸国に関心を持ってきた。第

二は、すでに経済大国になった社会主義中国は、発展途上にあるインドシナ大陸の諸国

（CLM）なり東南アジア諸国に対して、支援する責務があるという議論です。とりわけ、ミ

ャンマー,ラオス、カンボジアといった発展途上国に対して、この議論が適用されることが

多い。そして第三は、これまで繰り返し言われてきたことですが、中国は南シナ海、イン

ド洋に出るための「海への道」の確保に努めており、そのために大陸部東南アジアに対し

て格段の関心を持ってきたという議論です。 

 もっとも、この 3番目の議論は過去、何百年も繰り返し言われてきたことで、私は現在

では、そんなに決定的な理由にはならないと思います。中国が東南アジアに進出する狙い

ははっきりしていて、1、石油・天然ガスが欲しいから。2、希少鉱物資源が欲しいから。3、

電力源が欲しいから。そして 4番目が、中国の内陸部開発にある、と私は考えています。

つまり、すでに発達した沿岸部ではなくて、遅れた地域である雲南省とか広西チワン自治

区の開発を進めるために、東南アジアを利用しているのではないか。 

 以上の 4つの点について、もう少し具体的に紹介してみたいと思います。 

 例えば、レアアース（希土類）のひとつにインジウムというものがあります。これは中

国の雲南省と広西チワン自治区だけで確か世界の埋蔵量の 75％ぐらいを占めている。です

から、中国が産出にストップをかけると、日本をはじめ世界の IT 関連企業は非常に困ると

報道されている。 

ところが、レアアースには Natural と Artificial の二つがあります。今、世界で一番レ

アアースを持っているのは、実は中国とは断言できない。というのも、アメリカも日本も

相当量のレアアースを保有しているからです。なぜかというと、廃棄処分になった携帯電
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話に使用されているレアアースを再利用すればよいからで、自然資源として保有している

ものではなくて、再利用可能な資源でいえば、中国の埋蔵量に匹敵する量を、じつはアメ

リカも日本も持っています。ですから、仮に中国がレアアースの輸出を制限しても、アメ

リカや日本はただちに困るわけではない。 

 一方、インジウムというのは、先ほど述べたように雲南省と広西チワン自治区に集中し

ているのですが、どこまで商業化できるかはよく分かっていません。そうした中、最近の

調査で、中国南部に広がるインジウムの鉱脈は、ミャンマーをへてマレー半島を縦断して

いることが判明しました。タイもマレーシアもインジウムの鉱脈を持つ可能性が出てきた

のです。となると中国からすれば、雲南省と国境を接するミャンマーだけではなくて、マ

レー半島まで全部視野に収めて、この希少鉱物資源を抑えるという、十分な理由になるの

ではないかと思います。 

 

中国・ASEAN 経済関係と内陸部開発戦略 

 次に、中国の東南アジア・ASEAN 戦略と中国の内陸部開発戦略の関係について紹介した

いと思います。例えば、広西省チワン族自治区。これはベトナムと国境を接しているとこ

ろにあります。広西省の中心都市が南寧市であります。この南寧市で、中国 ASEAN 博覧会、

つまり China ASEAN EXPO が開催されます。いわゆる「CA EXPO」がそれです。CAEXPO は 2004

年から現在まで毎年開催していますが、これを追っていきますと、実は中国 ASEAN 博覧会

には、中国の要人が必ず出席している。それだけではなくて、ASEAN の首脳も多数出席し

ています。中国と ASEAN 諸国の双方がこの博覧会を重視していることの証左と言えます。 

 中国 ASEAN 博覧会ですから、当然、ASEAN 諸国も参加するわけですが、例えば出店して

いる企業の数を見てみると、必ずしもバランスが取れているとは言えない。例えば第 2回

目の博覧会の場合、1866 の出店企業のうち、ASEAN 諸国は 229 しかない。設置ブースの数

でみても、3300 のうち ASEAN 諸国は 782 です。残りの大半は中国の企業です。 

さらに、この博覧会では毎回投資契約が結ばれるのですけれども、南寧市で結ばれる外国

との投資契約、とりわけ、ASEAN との投資契約というのは、図表に示したように決して多

くない。 

2009 年 10 月に開催された第 9回目を例にとると、ASEAN 諸国との契約は 64 億元。これ

に対して中国企業との投資契約は 618 億元にも達している。過去の事例を見ても、外国、

特に ASEAN 諸国と結んだ投資契約の 10 倍は、国内で中国企業同士でやっている。これは中
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国 ASEAN 博覧会を使って、遅れている内陸部の開発を進めようとしている中国側の意図の

表れではないか。そう思わざるを得ない。 

 中国五大電力集団の東南アジア進出の様子は図表に示したとおりです。この図表は中国

語の新聞から取ったものですけれども、ここにありますように、カンボジア・ミャンマー・

インドネシアで活発に事業を展開している。特に BOT 方式、Build Operate & Transfer と

いう方式を使ってどんどんやっていますが、こうした活動は、国家発展改革委員会が策定

する 10 ヵ年計画なり 5ヵ年計画に沿ってやっているかというと、そうとはいえない。むし

ろ、それぞれの事業主体である五大電力集団の戦略のもとで事業が進められていると理解

した方が自然です。もっとも、ここから先の詳しい分析はデータがないためできないので

すが・・・。 

 次に石油石油化学産業です。図表にありますように、本日の講演では石油石化集団のこ

とは紹介しませんでしたが、上場したトップ 3 社の株式評価額は、すでにトヨタ自動車に

匹敵するくらいの規模に達しています。具体的には、Shinopec、Petro China、CNOC（Offshore

でやっている石油採掘企業）の 3つがトップ 3社です。これら石油石化三大企業集団は、

東南アジア諸国、とりわけインドネシア、ミャンマー、タイで、例外なく海外事業を展開

している。 

 資料として皆さんのお手元にありますので、見ていただければと思いますが、中国側か

ら出している報告では実態がよく分からない。東南アジアに対して、国有企業集団が実際

に利害をもち、それは最終的には中国の資源確保のために使われているということが、あ

まり明らかにされていないのです。 

 

対外経済戦略の特徴は何か 

 最後に、こうした対外経済戦略の問題をどう考えるかです。私は本日、時間の関係で十

分説明ができませんでしたが、貿易、直接投資、対外援助、対外経済合作、外貨準備、中

国企業の国家機関、先ほど言いました CIC とか中国開発銀行、これらの 6つの活動は間違

いなく相互に密接に関係しているのだけれども、ではこれらの 6つの活動を中央政府が戦

略的に運用しているかというと、必ずしもそうではない。 

 ある国、ある地域では、貿易と対外援助と対外経済合作は密接に関連しているけれども、

他の地域ではあまり関係ない場合もあります。例えば、直接投資の最大の行き先は、アジ

アであってアフリカではない。一方、援助の最大の相手はアフリカです。それから例えば
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中南米の場合には、相互に補完的な国にもあるし、あまり補完していない国もある。 

 ですから、中央政府の方針なり、あるいは政治的要人の発言等だけに注目して、中国の

対外政策なり経済戦略を描いていくと無理が生じる。むしろ、中国の対外関係を見ていて

上で重要だと思うのは、民間企業や国有企業集団の自分の利益に基づく企業戦略の方では

ないのか。 

 本日の講演会では、中国国有企業集団のトップの給与を皆さんにお見せするつもりでし

た。それで私のアシスタントに、主要国有企業の年報をホームページで検索してもらった

ら、予測に反してトップの年間給与は 90 万元から 100 万元の水準でした。つまり 1300 万

円くらいです。とても本当とは思えません。実際は、公式の給与以外にも多額の報酬をも

らっているはずです（失脚した重慶市前書記の薄熙来が海外に送金していた家族資産は 60

億ドル、4800 億円にも達することが、のち中国政府によって明らかにされたことを想起し

ていただきたい）。 

 それはともかく、国有企業のトップ、例えば中国の石油石化集団のトップは、局長と副

大臣の間か副大臣クラスの地位なのです。彼らからすれば、国有企業のトップを終えた後

どうするか。お金はもう十分あるから、次は省の次長、つまり副県知事を狙う。これは副

大臣の地位に相当します。そしてもう一つ上に行くと省長。つまり知事で、これは中国の

ランキングでは大臣クラスと同等です。この辺りから共産党へのトップへの道が始まるわ

けです。つまり、国有企業集団（特殊利益集団）の活動は、企業の営利活動だけではなく、

中国上層部の権力構造とも密接に関係しているわけです。 

 私の結論は、要するに北京政府の方針だけを見ていたら中国の対外戦略の展開は分から

ない。国家発展改革委員会、外交部、商務部、あるいは先ほど言った CIC のような国家機

関、石油石化集団、鉱物資源集団、電力集団、こういったアクターやグループのそれぞれ

の思惑が重なって、今の対外経済活動が成り立っている。残念ながら、日本ではあまりに

も北京政府の動きだけを見ていて、個別の動きというものが視野に入っていない。 

 

習近平・李克強新体制の展望 

 中国の専門家と話をしていると、仮に現在の胡錦濤・温家宝体制から習近平・李克強体

制に移っても、この分散化した意思決定の構造は変えられない。ですから、仮に習近平が

どういう方針を出そうか、たぶん対外戦略に大きな変更はなかろうというのが、彼らの意

見であります。 
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 最後に習近平体制について述べたいと思います。 

先ほど白石さんが慶應義塾大学の国分良成さんの意見、つまり胡錦濤による院政体制の

可能性について紹介されました。いずれにせよ、習近平体制になっても、胡錦濤・温家宝

体制が築いた基本路線は維持するだろうと、私も思います。 

 問題はいま、中国で不動産バブルがはじけつつあるという点です。不動産価格は上海で

も北京でも、昨年 3割近く下がっています。そうなると必然的に従来の経済拡大路線につ

いて「やり過ぎだった」という反発が起こる。市場経済化のやり過ぎに対抗して、もう 1

回計画経済を見直す路線、あるいは保守的な経済運営を重視する路線が台頭する可能性が

あります。 

 その一つの象徴的事件が、重慶市書記であった薄熙来氏の失脚問題です。彼は遼寧省時

代はポピュリスト政治家として有名で、行きすぎた市場経済化に批判的な態度を示しまし

た。その結果、共産党中央の改革推進派と対立した。もっとも、最近の新聞報道では、薄

氏の夫人が殺人容疑で逮捕されましたので、こうなってきたら何が真相だか分かりません

が、私は薄熙来の失脚の背景には、共産党中央の中での路線対立が一定の影響を与えてい

ると理解しています。 

 しかし、このことは逆に言えば、現在の支配層の人々も、バブル経済の進行や対外経済

の膨張に対しては、警戒心を抱いていることを示唆しています。習近平氏もその点は意識

せざるを得ない。習近平氏は文革世代なので、今後の政策運営は内向きになる、あるいは

外よりは内に向くだろう、そういう意見は結構ありますが、それだけではなくて、少なく

とも改革推進派と保守派のバランスをとることが、習近平・李克強新体制には求められて

いるように感じます。 

 対外経済については、先ほど言いましたように、国有企業や国家機関が、それぞれの利

害に基づいて動いておりますので、仮に習近平新国家主席が保守派と妥協したり、あるい

は改革推進派の胡錦濤の意向を継承しようとしても、分散化した構造そのものを変えるこ

とはできない。その一方で、海外の証券投資に向かっていた CIC などの国家機関が、株価

の値下がりに直面することになり、これは国内の不動産バブルの破たんと同様に、批判の

対象となりうる。海外資産の運用について見直しの議論もありえる。そうすると、これま

でのような一方的な対外膨張路線ではなく、国内の安定を重視する路線が出てくる可能性

もあるのではないかと、私は思います。 

 ということで、ミャンマーのネピドーのホテル近くで撮影しましたテングチョウの写真
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をご紹介して、本日の講演を終えたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。

（拍手） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 司会 ありがとうございました。それではここでご質問のほうをお受けさせていただき

たいと思います。ご質問、ご感想ございます方、挙手願いますでしょうか。せっかくの機

会でございます。どなたかご質問、ご感想等いかがでしょうか。それではお席までマイク

をお持ちいたしますので、お願いいたします。 

 質問 すみません。日本の個人投資家が中国に投資するということになりましたら、債

券よりも株になると思うのですけれども、これから、政権が変わって、していいのですか。

それとも、どのようにしたらいいですか。 

 末廣 今のご質問に対しては、りそな財団ではなくて、りそな銀行のほうに聞いてもら

ったほうが確かだと思います。それはともかく、本日の講演でお分かりのように、中国の

情勢についてはまだまだ情報が開示されていない。さまざまな情報が開示されている国と

同じ判断で投資を行うというのは危険でしょう。私だったらそう言います。 

 私はタイの専門家ですけれども、投資先の国としてタイは依然として有力な国です。一

方、ベトナムについて言えば、ベトナム離れがすでに始まっている。これからは、ベトナ

ムではなくてインドネシアの時代でしょう。その際によく言われるのは、「チャイナ・プラ

スワン」としてベトナムを選び、あるいは「チャイナ・プラスワン」としてインドネシア

を選んでいくのかどうか。私はそうではなくて、広い意味での投資先の多様化が始まって

いると見ています。中国だけではなくて、ベトナム、インドネシア、タイあたりまでを視

野に入れて、投資のポートフォリオを考えたほうがいいのではないか。 

 つまり、今までは中国にまず出る。それを前提にして、リスク回避のためにベトナムと

かタイに進出するという発想は、後退していると思います。逆に言えば、中国を含めて、

東南アジア、あるいはインドを含めたアジア全域について、投資先を三つ、四つぐらいの

国に広げていくという判断になりつつあるように、私は見ています。 

 司会 ありがとうございます。他にご質問、ご感想などよろしいでしょうか。それでは

お時間となりましたので、以上で第 2部は終了とさせていただきます。最後に末廣様にい

ま一度、盛大な拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。（拍手） 

 


