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【要 旨】 

・ 2001 年 12 月、中国は念願の世界貿易機関（WTO）加盟を果たした。それをきっかけに、外国

企業による直接投資が増加し、中国市場もさらに開かれるようになっていくと予想される。 

・ 江沢民・朱鎔基政権の強いカリスマ性とは対照的に、胡錦濤・温家宝政権のカリスマ性不足

を背景に、調和の取れた社会作りなど「科学的発展観」が打ち出されている。 

・ 中央政府と地方政府の対立と摩擦は単なる政策運営面において見られるだけでなく、財源

を巡る争いも長年熾烈なものになっている。 

・ 「改革・開放」政策以来の 30 年近い間、中国社会構造が大きく変貌した。かつて、農民と都

市部住民からなる二元化社会構造から、トップの富裕層、中間所得層、都市部低所得層と

農民からなる多元化社会に変化している。 

・ 長期的な観点からみれば、経済のシステムが市場経済化しているなかで、政治体制も徐々

に民主主義的なものに変わっていくと思われる。しかし当面は、「社会主義中国の特徴のあ

る」民主主義体制の構築を進め、社会が安定化し、種々の条件が整った段階で真の民主主

義体制の構築が宣言されると予想される。 
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1． はじめに1－背景と問題意識 

 

 中国の「改革・開放」政策は大きなターニングポイントに差し掛かっている。これまで

の高成長は経済の自由化により実現されたものであり、高い貯蓄率を背景とする投資主導

のものである。しかし、政府主導の資源配分は必ずしも生産的なものではなく、国有銀行

を中心に、金融機関のバランスシートに巨額の資産が不良債権化した。Ernst & Youngが

公表した”Global Non-performing Loan Report 2006”2によると、中国のすべての金融機関

が抱える不良債権額は 9,111 億ドルに上るといわれている。ちなみに、06 年 6 月末現在、

中国政府が保有する外貨準備は 9,411 億ドルである。 

 現在、中国経済は成長こそしているが、その中身は必ずしも生産的なものではない。そ

の原因は統計的には、財やサービスの 97％の価格は自由化され、市場競争のなかで決まる

ようになったといわれているが、政府による市場取引への安易な介入にある。 

 振り返れば、90 年代半ば以降、政府は国有企業の民営化を積極的に推進し、経済の自由

化が急ピッチで進んでいる。こうした動きのなかで、市場の参入障壁が撤廃され、民営企

業にとり、新規参入のコストが大幅に削減されている。問題は、公的部門の改革が徹底し

ておらず、例えば、国有企業の民営化が株式会社への転換によって行われているが、その

株の 3 分の 2 は政府と企業法人によって保有され、当該国有企業の経営メカニズムは大き

く変わっていない。 

 2001 年 12 月、中国は念願の WTO 加盟を果たした。市場の全面開放を実施する 5 年間

の猶予期間が 06 年 12 月で終了する。市場の全面開放に伴い、外国企業の新規参入がさら

に増加するものと思われる。それによって市場競争がいっそう激化すると予想され、政府

の役割は市場活動を安易に介入するものから、市場競争をレフェリーするものに変わらな

ければならない。 

 本研究は、中国経済のサステナビリティ、中国社会の安定性、所得再配分機能の強化と

市場経済型の政策実施の基盤作りに焦点を当て、国家と市場、政府と企業の関係を考察し

                                                  
1 本研究は、共同通信・政経懇話会での講演会や時事通信トップコンフィデンシャルへの執筆を通じて、

触発され執筆したものである。同時に、政府と企業の関係や国家と市場の関係にフォーカスして考察する

際、中国国家発展改革委員会マクロ研究院、国務院発展研究センターおよび社会科学院の研究とのディス

カッションもたいへん参考になった。ここで、関係者一同に御礼申し上げたい。 
2 Ernst & YoungがGlobal Non-performing Loan Report 2006 を発表した後、中国人民銀行（中央銀行）

スポークスマンはそれが不良債権を過大評価したものとして抗議した。それを受けて、Ernst & Youngは
謝罪を表明した。世界トップレベルの会計士事務所はここまで軽率にレポートを発表するとは考えにくい。

今後、中国での業務展開を優先にして、とりあえず、謝罪を表明したのではないかと推察される。 
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ていきたい。 

 

2．「効率化」対「安定重視」の政策選択 

 

 江沢民・朱鎔基政権は 2003 年までの 10 年以上に亘る政策の舵取りにおいて、その強い

カリスマ性をもとに、競争原理の導入による効率化の追求に終始した。とくに、98 年から、

それまでタブーだった国有企業の民営化と国有企業余剰労働力のリストラに着手し、国有

企業の一部の業績が改善されたものの、失業問題の深刻化により社会全体の安定性が崩れ

たのである。 

 江沢民・朱鎔基政権の功績について整理すれば、①「改革・開放」政策の深化、②財政

改革・金融制度改革・国有企業改革の進展、③改革により計画経済への逆戻りができなく

なったこと、④経済の高成長による国力の強化などがあげられる。一方、同政権が残した

課題として、①所得格差の拡大、②社会保障制度の未整備、③政治改革の未着手、④公的

部門に対する政府行政の既得権益の温存があげられる。仮に、胡錦濤・温家宝政権が江沢

民朱鎔基政権の路線をそのまま引き継ぐとすれば、社会がいっそう不安定化に陥り、経済

成長はたちまち鈍化すると予想される。 

 

図表 1 「効率化」対「安定重視」 

 

構造転換 

経済効率化 安定重視 

経済成長 

競争促進 所得のボトムアップ 

江
沢
民
・
朱
鎔
基
政
権 

胡
錦
濤
・
温
家
宝
政
権 

モデルチェンジ 

（出所）筆者作成 
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 したがって、カリスマ性の面において不十分と思われる胡錦濤・温家宝政権は効率化を

目指す強引な改革路線を推進することができず、「親民的」な政治を展開せざるをえない（図

表 1 参照）。言い換えれば、国民の支持を取りつけ、それによって改革を推進するという

ことである。したがって、江沢民・朱鎔基政権に比べ、胡錦濤・温家宝政権のポリシー･

メイキングは安定を重視し、国民のコンセンサスを得たうえで、穏便に改革を推進するや

り方になっていくものと思われる。 

 政府行政のあり方に関する先行研究のほとんどは、民主主義の政治体制における大きな

政府対小さな政府の論争の延長線上にあるものである。すなわち、政府の効率性、または、

所得再配分の公平性などにフォーカスしたものであった。計画経済から市場経済への移行

段階にある国では、政府と市場の関係のあり方に関する研究は皆無に近い。新古典派的な

発想として、市場経済への移行を実現するために、公的部門を民営化すれば、自由な市場

競争メカニズムは自ずと公平な所得配分を行うようになると主張される。しかし、公的部

門の民営化は不可避とはいえ、それさえ実現すれば、社会厚生の最大化が実現されるかど

うかは制度的な保障がないため、明らかではない。何よりも、市場競争に参加する各プレ

ーヤーにとってそのスタートラインが異なるため、イニシャル・コンディションが違い、

そもそも不公平である。したがって、移行経済にとってどのような政府行政が理想的なの

かについて議論する前に、低所得層の生活を最低限に保障するセーフティネットを用意し

なければならない。 

 このようなコンテキストを踏まえ、江沢民・朱鎔基政権の改革を検証すれば、市場競争

と効率化を推進したが、競争に負ける弱者層を保障するセーフティネットが用意されてい

なかったため、国民の間で不満が増幅しているのである。 

 最新の調査によると、1 億 3,000 万人の農民は都市部で出稼ぎしているが、その労働環

境が劣悪で、労働法によって保護されていない。建国後、義務教育を実施しているが、教

育部の調査によれば、成人のなかで最低 1 億人が字を読めず、非識字率が依然高い。これ

らの人々のほとんどは農村部の住民であり、「改革・開放」政策の恩恵をほとんど享受でき

ないでいる。 

 そもそも、「改革・開放」政策は一部の者が先に豊かになることを奨励する「先富論」で

ある。しかし、一人当たり GDP1,800 ドル（2005 年）に達した現在においても、底辺の

貧困層の生活がほとんど改善されていない。共産党が労働者の代表政権であるとすれば、

底辺の貧困層の生活改善に取り組まなければ、その存在意義すら問われかねない。 
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 こうした背景のもとで、胡錦濤・温家宝政権になってから、江沢民・朱鎔基政権の路線

を見直し、経済成長のモデル・チェンジが図られている。具体的に、①環境への配慮を強

化するために、従来の投資一辺倒の経済成長路線を見直し、「科学的発展観」3が提起され

ている。また、②国民の不満を緩和するために、「調和の取れた社会作り」が提唱されてい

る。さらに、③農村・農民・農業のいわゆる「三農問題」を解決するために、「新農村建設」

が約束された。実は、これらの新しい構想のいずれも政府行政の役割転換によって実現さ

れるもので、経済の効率化を維持しつつ、市場プレーヤーの積極性を最大限喚起し、その

うえ、政府がレフェリーの役割を果たすということである。 

 

3．中央と地方の関係 

 

 中国における中央政府と地方政府との関係は古代まで遡ることができるが、現在のよう

な 56 の民族と 31 の省・直轄市からなる大きな国を統治するのは簡単なことではない。毛

沢東の時代はその個人に対する崇拝と津々浦々まで浸透している共産党・青年団組織によ

って国家の統治ができたが、経済の自由化が進展している現在、中央政府による地方政府

に対する統治はもはや不可能である。 

 実際の経済運営をみると、中央政府は景気引締政策を実施しているが、地方は勝手に投

資を拡大し、中央政府の方針に従わない事態が続いている。たとえば、公式統計では、2005

年の全国の経済成長率（実質 GDP 伸び率平均）は 10.2％だったが、31 の省・直轄市の実

質 GDP 伸び率の加重平均は 13.9％に上る。中央政府は再三に亘って経済成長率だけで地

方政府長官の評価を行わないとしているものの、地方政府は依然として高成長路線を転換

していない。かつて、地方政府は中央政府の号令に従わなければならなかったが、経済の

自由化により中央政府による地方政府に対する指揮命令機能が以前ほど機能しなくなりつ

つある。 

 中国社会の流行語として、「上に政策あり、下に対策あり」4といわれるように、中央の

政策が地方レベルに浸透させることは必ずしも簡単なことではない。権限に対する制度的

な保障がないため、指導者個人のカリスマ性に依存して政策実施の徹底を図るのだが、指

導者のカリスマ性の強弱により政策の浸透が十分でないことが生じてくる。 
                                                  
3 従来の政策との違いを強調するために、「科学的発展観」が提起されているが、どこが科学的かは必ず

しも明確にされていない。 
4 昔もあったが、今も残っている。 
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図表 2 中国社会の権力構造 

中央

省

市

県・郷

党中央 

 人民代表大会  内閣  司法 

党委員会 

党委員会 

党委員会 

 人民代表大会

 人民代表大会

 人民代表大会

 省政府 

 市政府 

 県郷政府

 司法 

 司法 

 司法 

村 村民委員会（直接選挙） 

 人事権

軍事委員会 

８大軍区 

（出所）筆者作成 

 

 図表 2 に示す通り、中国社会の権力構造は、中央政府以下において、省、市、県・鎮・

郷と村の 5 層になっている。現在、行政・税財政制度の改革が行われ、県以下の行政機能

が統廃合され、4 層になりつつある。行政・司法・立法が分離独立されていないため、絶

対的な権力を握っているのは共産党中央である。共産党中央委員会は軍の指揮権を有し、

政府部分の人事権を握っているため、政治・経済に対して絶対的な影響力を持っている（図

表 3 参照）。 

 

図表 3 中央政府と地方政府の権限・役割分担の変化 

 かつて 現在 

指導者（個人崇拝）→ カリスマ性 

共産党組織（人事権）→ 人事権 

中 

央 

共産主義青年団（若手育成）→ 若手育成 

地方政府（中央に対する従属）→ 地方分権の一方、人事権は中央にある地 

方 経済活動（地方自治）→ 財源委譲に伴う地方分権 

（出所）筆者作成 
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 人民代表大会は西側諸国の議会（国会）に相当し、立法府の役割を果たす。毎年春（3

月）全人民代表大会が開かれ、それまでの 1 年の政府活動報告を審議し、新たな法案を討

議する。しかし、実際の状況は政府活動報告を批判的に審議するよりも、新しい政策目標

を周知させ、国務院（内閣）の活動に幅広い協力を呼びかけることがむしろ重要である。 

 中国では、党の存在が絶対的であり、その他の政府部門や経済部門がそれに従わなけれ

ばならない。現在、政府の活動のなかで民意を反映させるために、村民委員会の直接選挙

が一部の地域でテストされている。将来的に、こうした直接選挙を省長（知事）のレベル

まで引き上げると、温家宝総理が意向を示しているが、中国社会の現状を踏まえて考えれ

ば、5 年、10 年のタームで考えた場合、不可能と判断される。 

 図表 4 に示したのは、2005 年春現在、全人民代表大会の構成である。帰国華僑以外の

代表のほとんどは共産党員である。したがって、全人民代表大会は全国の人民を代表する

組織である以前に、7,000 万人の党員を代表する組織であると理解されよう。問題は、労

働者の代表組織である共産党がいかにして民意を諸政策に反映させるかである。共産党中

央からのトップダウン方式では、民意を十分に反映させることができない。直接選挙を実

施することが重要だが、1949 年建国以来、本当の意味での選挙がほとんど未経験であるた

め、短期間にそれを導入し実施することは不可能である。 

 共産党一党支配の制度において国民からの監督機能が十分に付与されていないなかで、

当然の結果として幹部の腐敗が蔓延する。現状において、幹部の腐敗が一定の限度を超え

た場合、まず党規によって罪が問われる。しかし、こうした見せしめのようなやり方では、

問題の解決にはつながらない。状況が酷くなると、取締りが強化されるが、しばらくする

と、元通りになる。いわゆるイタチゴッコであり、根本的な改善はありえない。 

 1994 年、江沢民・朱鎔基政権は抜本的な税財政改革に着手し、国税と地方税を分ける分

税制が導入された。それまでの中国では、地方では専属の国税局がなく、国税の徴税はす

べて地方税務当局に委託する形で徴税されていた。地方税務当局は国税の徴税を肩代わり

しているが、地方税の徴収を優先にし、国税の徴収を怠ったり、国税の一部を地方税とし

て取り込んだりするなどによって、中央政府の歳入のシェアが大幅に低下したのである。

中央政府の歳入のシェアが減少することは政府の所得再配分の能力が低下することを意味

する。 

 このことを重く見た江沢民・朱鎔基政権は中央と地方の財源を制度的に分ける分税制を

取り入れ、地方で国税局が設置された。分税制の導入は中央政府の財源を増やし、貧しい
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地域への交付税を通じて、地域間の所得格差を縮小させることがそもそもの目的である。 

 

図表 4 全人民代表大会の構成％（2005 年春） 

 労働者・農民 軍人 幹部 知識人 帰国華僑 その他 

全国 18.90 9.00 33.17 21.08 1.24 16.61

省 24.48 4.66 42.80 20.95 1.02 6.09

市 33.59 2.29 36.79 20.32 0.72 6.29

県 47.11 0.91 35.01 12.68 0.19 4.10

郷 75.16 -- 20.32 -- 0.10 4.42

（出所）全国人民代表大会の発表 

 

図表 5 歳入（左）と歳出（右）の内訳（2005 年） 

（出所）OECD（2006） 

 

 図表 5 に示したのは、2005 年の中央と地方の歳入と歳出の内訳である。中央政府から

の交付税のほとんどは市と県のレベルに支給され、郷鎮レベルの政府への所得再配分がほ

とんど行われていない。そのうえ、中央から地方への交付税の支給は両者のバーゲニング

によって決まるため、貧しい地域により多くの交付税が配分されるとは限らない。また、

貧しい地域、とりわけ、県以下の行政組織において、道路や小中学校維持費などを全部負

担しなければならない。中央政府からの交付税だけでは十分ではないため、農民から正規

の税金のほかに、賦課金の徴収が行われている。これは、農民の負担増をもたらし、深刻

な社会問題になっている。 

38,13%  38%

37, 37%

8, 8%
 4%4,

24, 24%

37, 37%

17, 17%

17, 17%

5, 5%

中央
政府

省

市

県

郷鎮
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 胡錦濤・温家宝政権になってから、農民の負担を減らすため、農業税の徴収を取りやめ

ことが宣言された。中央政府の大号令に呼応して各地方政府は相次いで農業税の廃止を

郷鎮レベルの政府の財源減少が制度的に補填できなければ、い

997 年）。 

しなければならない。しかし、

の時期の経済成長率は 8％を下回るようになった。政府は経済成長を支えるために、「積

の目玉の一つは国債発行を増額し、インフラ整備関

連の投資を やしたことであ

 図表 たのは、1992～03 年の歳出の内訳と同期間の 伸び率の比較であ

92～97 の伸び率（年平均）は 1 であり、同期間の 伸び率（同）は 11.5

であった。 に対して、98～03 年の歳出伸び率（同）は 16. あったが、GDP 伸

率は 8.0％に止まった。歳出が急増した結果、財政赤字が急増し、財政赤字の GDP 比は一

る

表明した。それによって地方政府の財源減少を補填するため、中央政府は毎年財政資金の

支出を増額する。 

 この改革が確実に実行されれば、農民の所得増と負担減にある程度寄与すると期待され

るが、客観的に考えれば、

ずれ農民から徴収するようになる。 

 

4．財政のサステナビリティ 

 

 95 年に起きたメキシコ債務危機は途上国の債務膨張に警鐘を鳴らした。それまで、途上

国はインフラ整備を名目に先進国から債務を借り入れ、経済の高成長を目指していた。メ

キシコ債務危機以降、途上国は対外借入についてより慎重な姿勢を示すようになった。中

国も例外ではなかった。 

 しかし、その後も途上国の経済高成長を目指す基本路線は変わらなかった。とくに、タ

イを中心とする東南アジア諸国は国が主体となり対外借入を行う代わりに、金融の開放を

急いだ。金融のオフショア市場の開設をきっかけに、ヘッジファンドのアタックに遭遇し、

これはアジア通貨危機になった（1

 中国は金融開放について一貫して慎重だった。その結果、ほかのアジア諸国ほど通貨危

機の影響を受けなかった。とはいえ、アジア地域の経済が深刻なリセッションに見舞われ、

中国経済も例外ではなかった。経済成長率（実質 GDP 伸び率）は 97 年の 8.8％から 98

年 7.8％、99 年 7.1％と低下傾向を辿った。周知の事実だが、深刻な失業問題を緩和し、

雇用を創出するために、中国経済は最低でも 8％成長を維持

こ

極的な拡大財政政策」を実施した。そ

増 る。 

6 に示し GDP る。

年の歳出 0.8％ GDP ％

それ 2％で び

 - 8 -



時 EU められている 3％の警戒水準に達した。 

 

図 （％、年平均） 

の基準で定

表 6 歳出の内訳

 1992-97 1998-2003 歳出への寄与度 

行政費 21.8 28.4 21.1

国 防 16.5 15.3 6.2

教 育 20.7 13.6 11.6

医療衛生 1 318.0 3.6 .4

科学技術 16.6 17.3 3.4

企業の技術更新 16.2 12.0 4.2

社会福利厚生費 16.4 73.0 15.8

投資関連 23.0 19.9 31.0

社会保障費 33.0 19.7 51.2

歳出合計 10.8 16.2 --

GDP 11.5 8.0 --

（出所）中国国家統計局、ADB、OECD 

 

 03 年以降、経済成長が新たな景気局面に入ったことで、積極的な拡大財政政策の路線が

方針転換となり、建設国債の発行が減少傾向を辿った（02 年 1,500 億元→03 年 1,400 億

元→04 年 1,100 億元→05 年 800 億元）。06 年の建設国債発行の計画によれば、その発行

額は 600 億元に減るといわれている。 

 一方、中国の国家財政のサステナビリティを考察すれば、図表 7 に示す通り、先進諸国

いわれている。 

に比べ、歳出の GDP 比は 20％強であり、過剰支出にはなっていない。したがって、経常

的な歳出をみれば、国家財政のサステナビリティに問題が生じたとはいえない。恐らく問

題はその中身にあると思われる。すなわち、財政の効率化と所得再配分機能の強化が求め

られている。過去 30 年間、経済の自由化を進めたものの、生活保障や社会保障制度の未

整備により、地域の所得格差が急速に拡大している。世界銀行の試算によれば、所得格差

を表わすジニ係数（値が 0～1 の間で、1 に近づくほど貧富の差の拡大を表わす）は 0.54

に達していると
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 公式統計によれば、13 億の総人口のうち、農村戸籍を持つち、農村戸籍を持つ者は 7 億 6,000 万人いるとい

わわれている。そのうち、1 億 3,000 万人の農民は都市部で出稼ぎしている。これらの出稼

労働者は都市部の経済にとり欠かせない存在になっているが、都市部の戸籍を持ってい

いために、労働法によって保護されない。何よりも、過酷な労働条件が強いられ、賃金

都市部労働者の半分以下になっている。こうした状況下で、将来的に出稼ぎ労働者が農

に帰郷したときに、農地を失い、生活保障もなく、中国社会にとっての深刻な潜在リス

といえる。 

表 7 公的支出の GDP 比に関する国際比較（2004 年） 

はこのような高成長に乗り遅れる弱者層が日増しに

者は 7 億 6,000 万人いるとい

れている。そのうち、1 億 3,000 万人の農民は都市部で出稼ぎしている。これらの出稼

労働者は都市部の経済にとり欠かせない存在になっているが、都市部の戸籍を持ってい

いために、労働法によって保護されない。何よりも、過酷な労働条件が強いられ、賃金

都市部労働者の半分以下になっている。こうした状況下で、将来的に出稼ぎ労働者が農

に帰郷したときに、農地を失い、生活保障もなく、中国社会にとっての深刻な潜在リス

といえる。 

表 7 公的支出の GDP 比に関する国際比較（2004 年） 

はこのような高成長に乗り遅れる弱者層が日増しに
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 経済成長に重点を置いている現在のポリシーミックスは低所得者層や社会弱者層に対す

る配慮を怠っているが、経済の高成長が続いているからこそ、これらの問題が浮上しない

でいる。しかし、民間投資主導の経済成長に公共投資の増額が拍車をかけ、経済成長のス

ピードがさらに加速されている。問題

 

 経済成長に重点を置いている現在のポリシーミックスは低所得者層や社会弱者層に対す

る配慮を怠っているが、経済の高成長が続いているからこそ、これらの問題が浮上しない

でいる。しかし、民間投資主導の経済成長に公共投資の増額が拍車をかけ、経済成長のス

ピードがさらに加速されている。問題

増えていることにある。中国社会の現状に目を転ずれば、ストレスや不満が溜まっている

ことは明々白々である。経済は成長しているが、幸せになれない。こうした状況を放置し

ておけば、中国社会は暴力的になっていくに違いない。 

増えていることにある。中国社会の現状に目を転ずれば、ストレスや不満が溜まっている

ことは明々白々である。経済は成長しているが、幸せになれない。こうした状況を放置し

ておけば、中国社会は暴力的になっていくに違いない。 
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 一方、財政のサステナビリティを脅かすもう一つの潜在的な要因があり、それは国有銀

行を中心とする金融機関の不良債権である。銀行監督管理委員会の公式発表によれば、国

有銀行の不良債権比率は 10％（05 年末現在）に下がっているといわれている。問題は、

銀行監督と銀行経営について透明性を欠き、実際の不良債権額と不良債権比率が政府の公

AMC）が設立された。その直後に、4 大国有銀行は AMC に計

ート）がきれいになったよう

図表 8 に示したのは、Ernst & Young が発表した Global Non-performing Loan Report 

2006 が明らかにした中国の金融機関の不良債権額である。それによると、国有銀行の不良

債権は 3,580 億ドルにのぼり、金融機関全体が抱える不良債権は 9,111 億ドルに達する。

ちなみに、06 念 6 月末現在、中国政府が保有する外貨準備は 9,411 億ドルであるが、それ

に匹敵する不良債権が金融システムのバランスシートに存在する。 

 民間金融機関の不良債権ならば、民間金融機関が責任をもって処理し、完全に処理しき

れなければ、預金保険機構が肩代わりする。むろん、その前に、当該金融機関の破綻が宣

告され、その資産を以って債権者に対する債務返済を行わなければならない。 

 

                                                 

表数字を遥かに上回ることにある。 

 98 年の銀行改革のなかで、中国銀行、工商銀行、建設銀行と農業銀行の 4 大銀行の傘下

に計 4 社の資産管理会社（

1 兆 3,000 億元の不良債権を簿価（Book Value）で移した。しかし、これらの不良債権の

処理は順調に進まず、資産回収率と現金回収率はいずれも低い水準に止まる。結論的に、

不良債権の移管により、国有銀行の貸借対照表（バランスシ

にみえるが、実際は AMC がそれを肩代わりし、その損失はいずれ政府と銀行監督当局が

補填することになる。 

 そして、不良債権比率が下がるもう一つの背景は、近年、国有銀行が信用創造（分母）

を増やしたことにある。M2の伸び率は政府が発表している計画値を大きく上回り、景気過

熱の一因になっている。 

 さらに、03 年以降の不動産バブル5のなかで、国有銀行の資金が流れ込み、いずれ不良

債権としてカウントされる可能性がある。既存の不良債権とこうした潜在的な不良債権を

合計すれば、かなり大きな金額になっているに違いない。 

 

 
5 公式統計によれば、不動産投資は 1998 年の 4,415 億元（15.7％増）から 03 年 13,197 億元（35.4％増）

に拡大し、05 年は 21,179 億元（23.4％増）に達した。 
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図表 8 中国の金融機関の不良債権額（2005 年） 

金融機関 不良債権（10 億ドル） 

4 大国有銀行 358 

資産管理会社 230 

その他の金融機関 323 

合 計 911 

外貨準備（06 年 6 月末現在） 941 

（出所）Enrst & Young (2006) 

 

 しかし、中国の場合、預金保険制度が存在せず、金融機関のうち、最大の４行は国有銀

行であるほか、株式制の銀行も地方政府などが最大の株主になっていたりすることから、

実質的に国有銀行とみなされる。 

 したがって、金融機関全体の不良債権は準財政赤字とみなすことができる。金融機関や

銀行監督当局で完全に不良債権を処理できない場合、最終的に、国家財政が肩代わりしな

ければならない。言い換えれば、金融システムの不良債権は国家財政のサステナビリティ

を脅かす深刻な潜在リスクである。むろん、それがすぐに表面化するとは限らない。とく

に、中国経済は毎年 10％前後の成長を続けているなかで、不良債権の問題が浮上しにくい。

しかし、一旦経済成長率が鈍化するようになれば、不良債権の問題が浮上し、金融システ

ムの安全性を脅かし、金融リスクから財政リスクに発展し、たちまち経済全体に飛び火す

ると懸念されている。 

 

5．二元化社会構造の変化 

 

 1949 年建国以来の中国社会は都市部と農村部からなる二元化構造になっている。建国直

後において農村人口の比率は 80％以上だったが、「改革・開放」政策以降の都市化の進展

により、農村人口は 7 億 6,000 万人（58.5％）に減少した。しかし、都市人口が 4 割に増

えたとはいえ、GDP 総生産への寄与度をみると、第 1 次産業の GDP 貢献度は 78 年の

27.9％から 05 年 12.5％にまで減少した。明らかに、農村では、労働力が過剰になってい

る。 

 こうしたことを背景に、現在、1 億 3,000 万人の農民は都市部で出稼ぎしている。これ
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によって、農村の余剰労働力（不完全雇用）の問題が幾分緩和されているが、問題の解決

にはなっていない。要するに、経済の自由化に伴い、農民の所得のボトムアップが図られ

ていないのに加え、国有企業のレイオフ労働者を中心とする社会的弱者層が出現したので

ある。結局、「改革・開放」政策の恩恵を享受したのは富裕層と中間層である。人民の大半

は経済の高成長とは裏腹に、幸せをそれほど感じていないということである。 

 

図表 9 所得格差の拡大と二元化構造の変化 

 

戸籍管理制度 

都市部低所得層 

中間所得層 

富裕層 

農民 

（出所）柯隆（2006 b） 

 

 図表 9 に示したのは、中国における所得格差の拡大と二元化構造の変化である。共産党

一党支配の政治体制のもとで、資源配分にかかわる政策決定のプロセスのなかに人民の意

志がほとんど反映されない。権力の中枢に近い者ほど資源配分において有利になる。権力

と無縁の弱者層は所得の絶対額が増えるかもしれないが、相対的に所得が減少し、富裕層

との格差が拡大する一方である。 

 こうした中で、まず、二元化社会を作り出した制度的要因を明らかにしていきたい。1949

年建国以降、人々の移動を制限するために、戸籍管理制度が導入された。居住地域に特定

 - 13 -



する戸籍管理制度によって移動が制限され、社会の安定が図られた。そのなかで、地域の

ソーシャル・サービスは当該地域に戸籍を有する者に限って対象とし、それ以外の者につ

いては当該サービスを原則として受けることができない。 

 とくに、「改革・開放」政策以前において、深刻な食糧不足を背景に、都市部において食

料配給制度が取り入れられた。都市部住民に限定して食料チケットが配給され、農民は自

ら食料を生産することを前提に、食料配給制度の対象外にされた。しかし、農地は人民公

社が所有し、農民は自らの意思により農業生産ができず、生産意欲が妨げられた。結果的

に、農民は極端に貧しい生活に陥り、都市との格差が拡大した。 

 農民にとって都市部の戸籍を手に入れることは長年の夢だが、いまだに規制が緩和され

ていない。結果的に、農民にとって農村戸籍の束縛から脱出する方法は①軍の懲役に応じ、

なお幹部になること、②一生懸命勉強して大学に進学すること、しかなかった。①につい

ては、90 年代以降、退役軍人を優遇して都市部に定住するやり方は事実上廃止された。②

については、農民にとって都市戸籍を手に入れる唯一の方法となり、多くの農民は借金し

てまで子供を大学に進学させようとしている。近年、経済の自由化に伴い、都市部周辺の

農村地帯で事業を起こし、金持ちになった農民が現れている。これらの農民は中小都市で

戸籍を「買う」6ことが増えている。 

 7 億 6,000 万人の農民にとり、都市部への定住は実質的にできないなかで、都市部での

出稼ぎを通じて「暫定居留証」を手に入れることができる。長期的にみれば、出稼ぎ労働

者の暫定居留を認めることが戸籍管理制度の突破口となる可能性が高い。 

 しかし、問題は所得のボトムアップが遅いことにあり、都市部でも低所得層が出現して

いることにある。現在、都市部住民のみ対象となっている社会保障制度（年金保険と失業

保険）の加入率はいずれも 40％（都市部加入対象者に対する割合）に留まる。少なくとも、

60％の都市部住民はほとんど何ら保障もないなかでこれから老後を迎えることになる。 

 結果的に、中国社会は富裕層（上位 5％未満）、中間所得層（10％）、都市部貧困層（30％）

と農村住民（55％）からなる多元化構造に変わりつつある。インドのカースト制はそれぞ

れの社会階層が固定しているのに対して、中国の多元化社会構造は固定しておらず、上昇

志向が根強いのが特徴的である。インドの場合、4 層からなるカースト制7はそれぞれの階

                                                  
6買うというよりも、実質的に贈賄に近い。都市化を進めるなかで各都市は農民を受け入れる枠が設けら

れている。しかし、こうした枠の割り当ては制度的に明確な決まりはなく、その運用も不透明である。結

果的に、不正が横行し、金持ちの農民が優遇されているのである。 
7 最下層（ハリジャン）を含めば、5 層になる。 
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層の内部に自己管理機能が備えられ、宗教の力もあり、階層間の関係がほぼ固定化されて

いる。それに対して、中国では、社会主義中国になってから宗教の存在がすべて否定され、

国民の大半が無神論者になっている。来世を信じない国民の多くは現世の利益を最大化し

ようとする上昇志向が強い。その結果、経済の活力こそあるが、社会としては非常に不安

定化している。それを力で抑えるために、共産党一党支配を中心とする強力な政治体制が

必要なのかもしれない。ただし、長期的な観点からみれば、経済の自由化と市場経済化に

伴い、政治体制も民主主義的な制度に変わっていかなければならない。そのプロセスは決

して平坦なものではないが、ソフトランディングしていかなければ、中国社会は大きく揺

れ動くだろう。 

 

6．終わりに－結論と展望 

 

 「改革・開放」政策は 30 年近い歳月が過ぎた。その間、中国社会は大きく変貌した。

みんなが貧しくて格差の小さい社会から、一部の者が先に豊かになり、その他の大部分の

者の生活も改善されているが、トップの富裕層との格差が大きく拡大している社会に変わ

っている。富裕層との比較から政府に対する不満が増幅している。同時に、貧困層は自ら

の老後生活を保障してくれる国有企業が破綻することによって不安が募らせている。 

 「改革・開放」政策の成果は経済発展を実現し、食糧難など基本的な生存問題を解決し

たことであろう。しかし、問題は経済のみ自由化し、政治・行政改革の遅れによって、社

会構造が変化し、階層間の摩擦と対立が激しくなりつつあることにある。 

 第 1 に、共産党一党支配体制の堅持により、トップの富裕層にフレンドリーな政策を実

行し、大多数の低所得層に傾斜する政策の実行が十分ではない。現在の中国では、共産党

一党支配の体制を放棄することは非現実的である。極端に不安定化しうる社会を統治する

ためには、強力な一党支配体制が不可欠であるかもしれない。問題はトップダウンの統治

システムだけではむしろ逆効果になることにある。ここで重要なのは、社会の安定を維持

しながら、政治と政府の諸政策に低所得層の声を反映させていくことである。 

 第 2 に、中央政府と地方政府の関係について、その財源配分や職権の明確化が求められ

ている。中央政府と地方政府による財源を巡る争いが今後も続くと思われる。94 年、国税

と地方税の分離による分税制の導入は財源分離の制度化が目的である。その後、徴税段階

における争いが減少したが、税還付や地方交付税の決定を巡る両者のネゴシエーションは
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熾烈な戦いとなっている。他方、中央政府と地方政府の職権が制度的に明確化されていな

いため、地方政府からみれば、中央政府は朝令暮改などゲームのルールを恣意的に変更し

ている。それに対して、中央政府からすれば、地方政府がもっと中央政府の政策に協力す

べきと主張する。たとえば、中央政府が景気引締政策を実施しているにもかかわらず、地

方政府は依然として投資を拡大している。このような中央政府と地方政府の不調和の関係

は様々な対立と摩擦をもたらしている。 

 第 3 に、政府の政策の重点は経済成長に置かれているため、財政のサステナビリティが

懸念されている。現状において、10％以上経済成長が続いているため、財政破綻の可能性

が低いと思われる。ただし、国有銀行の不良債権など潜在的なリスクを算入すれば、国家

財政の余力はそれほどないと判断される。そのうえ、社会保障制度の整備が遅れ、今後、

巨額な出費が予定されている。こうした背景から考えれば、財政支出を抑制するなどより

慎重な財政運営が求められている。 

 第 4 に、中国の社会構造は二元化構造から多元化構造に変化している。こうした多元化

構造に対応して、社会の安定化政策の実施が求められている。まずは、階層間の所得の再

配分を行い、所得格差を縮小させる。そして、低所得層の所得のボトムアップを図ること

が重要である。さらに、農村戸籍保持者に対する制度的差別を無くすべきである。 

 この研究論文は国家と市場の関係に焦点を当て、現状の問題点を明らかにすることに重

点を置いている。なお、多くの未解明の課題も残っている。そのなかで一番大きな問題と

して、市場経済化していくなかで、政治も民主主義的な制度になっていくと予想されるが、

どのようなプロセスを辿り、最終的な制度のピクチャーを十分に描ききれていないことが

課題として残されている。恐らく中国社会の現状を考えれば、社会主義と共産党一党支配

の看板を下ろすことはもっと先のことだろう。当面は、所得のボトムアップと法制化に力

を入れ、社会主義の看板を下ろしても大きな混乱が生じないという状況になれば、名実と

もに民主主義の制度に変更していくが、それまでは、「社会主義中国の特徴のある」という

修飾語を冠して実質的な民主化改革を進めると予想される。 
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補論 A：流動人口に関する考察 

 

 農村部から都市部への出稼ぎ労働者の流れは 1 億 3,000 万人に達し、大きな「人流」を

形成している。その大きなトレンドとして、西部・内陸部から東部沿海部へと労働者が流

れ、労働集約型製造業に従事するのが一般的であるとみられている。とくに、広東省や浙

江省および江蘇省が出稼ぎ労働者をもっとも多く受け入れている自治体である。これらの

労働者の供給源としては、四川省や湖南省が主な自治体になっている。浙江省における調

査の結果によれば、衣料加工（アパレル）と飲食業の出稼ぎ労働者の割合は計 36.6％に達

する（図表 1 参照）。広東省では、機械部品などの製造業の若年労働者はさらに高い割合

になっている。 

 一方、出稼ぎ労働者の 60.1％は月給 1,000 未満（1 万 5,000 円未満）の低所得に甘んじ

ている。所得水準が低い背景には、部品加工という単純作業が多いことがあるほか、出稼

ぎ労働者の 59.5％は中学生卒業の程度の教育しか受けておらず、さらに、14.5％の労働者

は小学校しか卒業していない。 

 

図表 1 戸籍のない流動人口の仕事と生活（％、2004 年） 

就職 建設 養殖 衣料加工 飲食 修理 ホテル 小売 その他

割合  5.8 3.6 12.9 23.7 8.2 11.5 21.6 12.7

収入 800 元未満 801-1000 元 1001-2000 元 2001-3000 元 3001元以上

月収 22.4 37.7 26.0 9.6 4.4

教育 小学校以下 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 その他 

割合 12.4 2.1 59.5 0.7 24.9

保険 労働（傷害）保険 年金保険 医療保険 

加入率 26.8 2.6 12.4

農地 両親に任せ

る 

他人に委託 地方政府に返却 耕さないまま その他 

割合 69.2 13.9 1.5 0.1 15.3

（出所）中国国民経済基金会（2005） 

（注）浙江省における調査の結果 
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 問題は、出稼ぎ労働者は劣悪な労働条件を強いられ、労働（傷害）保険に加入している

のは全体の 26.8％に過ぎず、医療保険の加入率は 12.4％、年金保険の加入率はわずか 2.6％

である。これは長期的にみれば、中国社会の不安要因となり、放置すれば、大規模な暴動

が起きうる。 

 さらに、出稼ぎ労働者が農地を離れているが、将来の生活保障として、農地をキープし

ているのがほとんどである。地方政府に農地を返却したのは全体の 1.5％に止まる。 

 毎年、出稼ぎ労働者は群を成して大移動している。これら都市部の生活を知り、将来農

村部に戻らなければならない農民は何ら生活保障も受けられず、ストレスと不満がたまっ

ている。 

 胡錦涛・温家宝政権になってから、「新農村建設」の方針が打ち出されている。また、農

村の余剰労働力を吸収するために、都市化を推進する政策を実施している。現在、都市化

率（都市部人口÷総人口）はすでに 40％を超え（図表 2 参照）、2010 年までにさらに 50％

以上に引き上げるとしている。今後、出稼ぎ労働者の大半がその予備軍として都市部に移

住することになると思われる。 

 

図表 2 中国における都市化率（都市部人口÷総人口）の推移（1987～2004 年） 

25.3 25.8 26.2 26.4 26.9 27.5 28.0 28.5 29.0
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（出所）ADB 
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 ここで、解決しなければならない問題と努力は、都市部のソーシャル・サービスの拡大、

雇用の創出、社会保障制度の充実である。これらの諸問題のいずれも簡単に解決されるも

のではなく、国家と地方自治体にとり大きな財政負担になる。 

 

補論 B：戸籍管理制度と問題点 

 

中国経済は高成長を続けているものの、都市部と農村部の所得格差は経済成長とともに、

急拡大している。都市部の生活はすでに中進国並みに発展しているが、農村部の所得水準

をみると、2 億人近い極貧人口が存在する。中国経済は成長を持続していくとすれば、所

得格差を縮小させることは緊急な課題である。 

 経済学的に、所得格差は資源配分の不公平性に起因すると解釈される。とくに、政府行

政による経済活動への介入で農村住民は資源配分において不利な立場に立たされ、経済成

長に乗り遅れるのが問題である。さらに、開発経済学では、貧困問題は、政治的に市民権

が付与されていない社会階層が窮地に追い込まれ、それによって所得格差が拡大するとい

われる。 

 中国の状況をみると、社会主義の基本理念は平等であるにもかかわらず、建国以来、一

度も真の平等が実現されたことはない。社会主義計画経済の資源配分メカニズムの不合理

性や「改革・開放」政策以降の市場経済の歪みはその遠因ではあるが、都市部と農村部の

所得格差を拡大させてきた直接な原因は戸籍管理制度にある。 

 そもそも戸籍管理制度を作る目的は地域を跨るヒトの移動を制限することにあり、特別

に農民を制限するものではなかった。実は、異なる都市間の移動は例外を除けば、原則と

して認められなかった。A 都市から B 都市に移動する条件として、B 都市から A 都市に来

る者と交換しなければならない。そのなかで、都市部から農村部に移動するものは、生活

環境の違いから皆無である。結果的に、都市間の移動は僅かながらみられるが、都市部と

農村部のヒトの移動はほとんどない。 

 このような戸籍管理制度は農民を農地に縛りつけ、都市部との生活レベルの格差が拡大

しているにもかかわらず、都市部に押し寄せることはなかった。 

 「改革・開放」政策以降、戸籍管理制度の改革が行われていないが、農民の出稼ぎを徐々

に認めるようになった。農民は戸籍を都市部に移すことはできないが、「暫定居留証」を申

請すれば、とりあえず、都市部で仕事することはできるようになる。ただし、教育や医療
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など都市部の社会サービスを受けることはできない。出稼ぎは病気にかからないのが前提

であり、子供がいても、都市部の普通の学校には入学できない。 

 すなわち、中国では、農民は制度的に差別され、都市部では不公平な取り扱いを受けて

いる。にもかかわらず、農民はその不満を訴えるところすらない。アマルティア・センが

述べるには、「貧困は市民権を与えられていないことに起因する」。中国の農民はまさに市

民権を持たない存在であり、「改革・開放」政策の成果を享受していない。 

 政府の統計によると、毎年 9,800 万人の農民が都市部で出稼ぎしているといわれる。経

済が成長しているから、これらの農民は職に付いているものの、経済成長はいったん鈍化

すれば、想像を絶する結果になる。これらの農民は都市部で汚い・きつい仕事をして稼い

だ僅かなおカネを故郷に送金し、一家を養っているが、その送金が止まれば、農民はすぐ

にでも立ち上がる。 

 本来ならば、経済発展の成果を平等に享受されるために、都市部から農村部への所得移

転を図ることが重要だが、戸籍管理制度によって所得配分の均等化が図られない。むしろ

逆の現象が起きている。すなわち、農産物価格は政府の価格統制によって低く抑えられて

いる。その分、農村部から都市部への所得移転となり、農民の生活は益々苦しくなってい

る。中国政府はこのような状況を見てみないふりすると、想像を絶する悲惨な結果になる。 
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