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【要旨】 

  「フォーチュン・グローバル 500」で中国企業、特に国有企業のランクインする企業が

急増しているように、中国の国有企業が台頭してきている。中国国内では、民間企業を圧

迫する「国進民退」の主役である国有企業への批判が高まっている。海外では、国有企業

の経営戦略の背後に政府の思惑を働かせているのではないかと疑問視し、国有企業を「ト

ロイの木馬」、市場競争歪曲者と見なす考えが根強く存在する。 

しかし、中国では、30 年以上の市場経済化推進により国営企業の民営化、出資関係の多

様化、市場メカニズムに基づくコーポレートガバナンスの改革、経済的付加価値(EVA)評価

など客観的で透明性のある経営業績評価システムの導入、イノベーションシステムの構築

や活動の推進、海外からの「引資、引智、引制」(多国籍企業からの資本導入、人材導入、

制度導入)による企業システムのグローバル化が大いに推進されてきている。これらの企業

システムの改革により一部の中国企業では、成長性や収益性が改善されるとともに、技術

志向・革新的な体質が鍛えられてきているのも事実である。 

ただし、「公有制」にこだわった資本規制の存在、「党管幹部」原則の徹底、出資者とし

ての「国有資産管理監督委員会」による国有企業経営への過剰介入など、国有企業改革の

限界も確認できる。もちろん、中国国内でも「公有制」の解釈は各人多様であり、「公有制」

の維持は国有経済維持とイコールではないという解釈もあるが、「公有制」に名を借りた既

得権益の維持に過ぎないという側面もある。 
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中国の国有企業改革と競争力 

 

 

はじめに 

 近年、世界第 2 位に昇り上がった中国経済は、国内の不動産バブルと世界同時不況に遭

遇し、成長率の低下を余儀なくされている。中長期的にも、労働コスト上昇や格差の拡大、

環境の破壊、汚職の蔓延、生産年齢人口の減少、高齢化の加速など、課題が山積し、経済

成長は高成長から中成長の時代に入ったと言える。かつて、中国経済の高度成長は企業に

ビジネスチャンスをもたらし成長の空間を提供してきたが、中成長時代に入ると、国内市

場空間が狭まり、企業の成長戦略再構築が余儀なくされる。 

また、金融危機以降、中国の民営企業経営は厳しさが増してきている一方、マクロ経済

不安定化の下で、中国政府の経済運営はますます国有企業に依存する方向に傾いてしまっ

ている。急変する経営環境の下で、国有企業の経営が民営企業を圧迫し、資本の自由化や

国有企業の民営化の議論が再び台頭し、「国進民退」（国有企業拡大、民間企業の縮小）の

議論が白熱化している。 

このような経済環境と経営環境が変化する中で、中国では、これまで下火になってきた

国有経済の存在意義、国有企業改革の方向性、国有企業の収益性・競争力などに関するイ

シューが再び前面に出てきている。 

他方、海外では台頭する中国経済に対する警戒が高まっている。特に米国を中心とする

西側諸国は、政府主導の経済開発モデルを「国家資本主義」と捉え、中国の影響力向上に

よって自分たちの推奨する市場競争モデルが脅かされるのではないかと疑心暗鬼になって

いる。 

特に、国内市場で台頭してきた中国の国有企業は、自主ブランドの輸出攻勢、海外での

資源獲得・企業買収、海外市場での資金調達、海外人材獲得に積極的にかかわってきたが、

国内市場の成長が鈍化したため海外市場への進出をさらに加速している。海外では、この

ような国有企業の経営戦略の背後に政府の思惑が働いているのではないかと疑問視し、中

国政府の国家戦略と国有企業の経営戦略を結びつかせ、国有企業を「トロイの木馬」と見

なす考えが根強く存在している。反対に、国有企業の台頭は、安い賃金、人民元レートの

低めの設定、政府の支援によるもので、競争力自体は強くないという見方もある。 

本稿は、「フォーチュン・グローバル 500」にランキングインする企業リストの変化を手

掛かりに台頭する中国企業の全体像と競争力の課題を確認するとともに、コーポレートガ

バナンスの視点から国有企業改革の歴史や競争力の強化に向けた改革の手法を分析し、そ

して個別事例研究を通じて改革によって形成された国有企業の活力とその限界、国有企業

改革の方向性を明らかにしようとするものである。 
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１ 台頭する中国企業 

 中国企業の台頭は、世界企業の長者番付に現れている。米国『フォーチュン』誌は、毎 

年世界企業の売上高に基づく「フォーチュン・グローバル 500」というランキングを発表し

ている。2012 年 7 月 10 日に米『フォーチュン』誌は、2011 年の企業売上高(ドルベース)

に基づく世界大企業ランキングを発表した。同時に、企業の利益総額、総資産利益率、企

業の地域分布なども公表されている。したがって、このランキングで公表されたデータを

分析することによって世界の成長地域や、企業の成長性、収益性などが読み取れる。 

 

1.1 世界大企業数の日中逆転 

1995 年に開始した同ランキングにランクされた企業の属する国籍や技術分野は、時代と

ともに大きく変化してきている。米国企業の最高記録は 2002 年で 197 社に達し、売上高で

は「フォーチュン・グローバル 500」の 42％も占めた。日本企業は、1995 年に 149 社にラ

ンクインし、フォーチュン・グローバル 500 の売上高の 37％を占めた。両国ともピークに

達した後は、後退の一途を辿った。1996 年に中国企業 2 社が「フォーチュン・グローバル

500」にランクインしたが、2001 年の WTO 加盟後、ランクインする企業が増え続け、近

年増加のペースが速まってきている。 

 

図表１ 「フォーチュン・グローバル 500」における主要国・地域の企業数の変化(社) 

 米国 日本 中国(香港) ドイツ 韓国 台湾 インド ロシア ブラジル 

2012 年 132 68   69 (4) 32 13 6 8 7 8 

2011 年 133 68 58 (4) 34 14 8 8 7 7 

2010 年 139 71 43 (4) 37 10 8 8 6 7 

2009 年 140 68 34 (3) 39 14 6 7 8 6 

2008 年 153 64 26 (3) 37 15 6 7 5 5 

2007 年 162 67 22 (2) 37 14 6 6 4 5 

2006 年 170 70 19 (1) 35 12 3 6 5 4 

2005 年 175 81 15 (1) 37 11 2 5 3 3 

出所：「フォーチュン・グローバル 500」Web 

 

2012 年では、図表１が示すように、ランクインする国別の企業数は小幅な変化に止まっ

ているが、唯一の例外は中国だった。中国は、世界大企業トップ１０のうちに 3 社(5 位、6

位、7 位)も入っており、ランクインする企業数は 9 年連続で増加している。2012 年は 12

社も増え、69 社となり日本の 68 社を超えた1。2010 年には日中 GDP の逆転が生じたが、

2012 年にはミクロレベルの大企業数でも日中逆転が生じた。 

また、日本企業 68 社のうち、53 社は、1,153 億ドルの黒字(純利益)を計上したのに対し

て、ランクインした中国企業 69 社のうち、64 社が 2,045 億ドルの黒字を計上した。他方日

                                                   
1 香港登録の中国大陸企業「華潤集団」を入れれば、中国企業は 70 社になる。 
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本企業は 15 社が総額 428 億ドルの赤字を出したのに対して、中国は 5 社で 14 億ドルの赤

字を計上した。日本企業の赤字総額は、東京電力、関西電力、中部電力の 3 社が出した赤

字 141 億ドルと、パナソニック、ソニー、シャープの 3 社が出した赤字 203 億ドルが大き

く寄与した。因みに、日本企業では、28 社がランクアップしたが、40 社はランクダウンし

たのに対して、中国企業では 62 社がランクアップで 7 社がランクダウンした。 

 

1.2 主役はなお国有企業 

図表２が示すように、ランクインした中国企業 69 社のうち、64 社は中央政府所管か地方

政府所管の国有企業である。民間企業を中心とする世界の他の国とは大きく異なる資本所

有状況にある。ランキング上位に位置している中国国有企業には、石油 3 社(中国石油、中

国石油化学、中国海上石油)、通信キャリア 3 社（中国移動、中国電信、中国聨合通信）、4

大国有企業(中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行)、2 大送電企業(国家電

網、中国南方電網)、3 大国有自動車メーカー(上海汽車、第一汽車、東風汽車)、3 大国有鉄

鋼会社(宝山製鉄、首都製鉄、武漢製鉄)などの基幹産業が含まれている。 

 

 図表 2 「フォーチュン・グローバル 500」にランクインした中国企業 

FG500 

順位 

企業名 資本 FG500 

順位 

企業名 資本 FG500 

順位 

企業名 資本 

5 中国石油化工 国有(中央) 233 華潤集団(直轄) 国有(直轄) 370 聯想集団 混合 

6 中国石油 国有(中央) 234 神華集団 国有(中央) 384 中国遠洋運輸 国有(中央) 

7 国家電網 国有(中央) 238 中国南方工業 国有(中央) 390 中国電力建設 国有(中央) 

54 中国工商銀行 国有(金融) 242 平安保険 民間 393 中糧集団 国有(中央) 

77 中国建設銀行 国有(金融) 246 華能集団 国有(中央) 397 河南煤業化工 国有(地方) 

81 中国移動 国有(中央) 250 中国航空工業 国有(中央) 402 中国化工集団 国有(中央) 

84 中国農業銀行 国有(金融) 258 中国郵政集団 国有(直轄) 416 天津物資集団 国有(地方) 

93 中国銀行 国有(金融) 269 河北鋼鉄集団 国有(地方) 425 中国電子信息 国有(中央) 

100 中国建築 国有(中央) 280 中国冶金科工 国有(中央) 426 浙江物産集団 国有(地方) 

101 中国海洋石油 国有(中央) 292 中国人民保険 国有(金融) 433 中国華電集団 国有(中央) 

111 中国鉄道建築 国有(中央) 295 首都鋼鉄集団 国有(地方) 434 中国船舶重工 国有(中央) 

112 中国鉄道工程 国有(中央) 298 中国鋁業集団 国有(中央) 440 魏橋集団 民間 

113 中国中化集団 国有(中央) 318 中国航空油料 国有(中央) 447 山西石炭運賣 国有(地方) 

129 中国人寿 国有(金融) 321 武漢鋼鉄集団 国有(中央) 450 太平洋保険 混合 

130 上海汽車 国有(地方) 326 交通銀行 国有(金融) 451 中国電力投資 国有(中央) 

142 東風汽車 国有(中央) 330 冀中能源集団 国有(地方) 460 山東能源集団 国有(地方) 

152 南方電網 国有(中央) 333 中国聯通 国有(中央) 462 鞍鋼集団 国有(中央) 

165 中国第一汽車 国有(中央) 341 中国国電集団 国有(中央) 475 吉利集団 民間 

169 中国五鉱 国有(中央) 346 江蘇沙鋼集団 民間 483 緑地控股公司 国有(地方) 

194 中信集団 国有(直轄) 349 中国鉄道物資 国有(中央) 484 新興際華集団 国有(中央) 

197 宝山鋼鉄集団 国有(中央) 351 華為技術 民間 490 KaiLuan 集団 国有(地方) 

205 中国北方工業 国有(中央) 365 中国建築材料 国有(中央) 498 招商銀行 国有(金融) 

216 中国交通建設 国有(中央) 367 中国機械工業 国有(中央)    

221 中国電信 国有(中央) 369 中国大唐集団 国有(中央)    

注：中央は国務院国有資産監督管理委員会の管轄する中央企業、直轄は国務院直轄の企業、金融は財政部・

中央匯金公司の管轄する金融関連企業、混合は、国有と民間資本がともに過半数に達していない形態。 
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出所：「フォーチュン・グローバル 500」Web、各社の Web などにより筆者作成。 

 

図表 3 は、フォーチュン・グローバル 500(2012 年)に登場した日中同業の経営パフォー

マンスの比較である。中国の有力企業は、企業規模、成長性や収益性などの財務データで

は日本企業と互角するレベルに達しているように見える。ただし、民間資本が活発に参入

している分野における民間企業と国有企業の経営パフォーマンスに歴然とする差があるわ

けではないこともわかる。 

 

      図表 3 日中大手企業の経営パフォーマンス比較 

（単位：億㌦、括弧内伸び率、2011 年実績） 

 売上高 純利益  売上高 純利益 

銀行                          

中国工商銀行 1090(36％) 322(32％) 三菱 UFJ 627(19％) 124(83％) 

通信 

中国移動 875(14％) 117(20％) NTT 1331(11％) 59(-0.4％) 

保険 

中国人寿 673(4％) 11(-70％) 日本生命 908(16％) 29(8％) 

平安保険(民間企業) 421(46％) 30(18％) 明治安田生命 775(38％) 22(43％) 

電力 

国家電網 2591(15％) 57(25％) 東京電力(2010 年) 678(8％) -99(－) 

石油精製 

中国石油化工 3752(37％) 95(24％) JX ホールディング 1193(24％) 22(-41％) 

鉄鋼 

宝鋼集団 489(21%) 19(-16％) 新日鉄 518(8％) 7(-32％ 

江蘇砂鋼(民間企業) 321(22％) 5(22％) JFE ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 401(8％) -5(-168％) 

自動車 

上海汽車 673(－) 31(－) トヨタ 2354(6％) 36(-25％) 

吉利汽車(民間企業) 234(126％) 0.9(-91％) ホンダ 1007(-4％) 27(-57％) 

ICT ハード 

華為技術(民間企業) 315(15％) 18(-48％) キヤノン 446(6％) 31(11%) 

レノボ集団 296(37％) 5(73％) NEC 385(6％) -14(－) 

出所：「フォーチュン・グローバル 500」Web 

 

また、国有商業銀行の台頭が著しくなっている。ランクインした 4 大商業銀行及び２行

の中堅銀行(交通銀行、招商銀行)はいずれの順位を大きく伸ばした。この６行の国有商業銀

行の純利益は約 1,100 億ドルを計上しており、中国企業 69 社の計上した利益総額の 50％以

上を占めた。中国では、銀行セクターの国有独占でこれらの銀行は「独占的な利益」を稼

ぎすぎたと批判する声が強まっているが、国有銀行同士の競争は熾烈に展開されている。 

他方、数は少ないが、民営企業の台頭も目だってきている。ランクインした 5 社のうち、

平安保険は国有企業からの民営化で成長した企業だが、ほかの４社(江蘇沙鋼、華為、浙江
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吉利、山東魏橋)はゼロから出発した民間資本である。浙江吉利(スウェデンの高級車メーカ

ーボルボを買収した自動車企業)、山東魏橋(アパレル、素材、エネルギーなどに手かける総

合メーカー)は 2012 年に新たにランクインした民間企業である。 

これらの民営企業はその他の民間企業と同じように 1980～90 年代に設立されたベンチ

ャー企業であり、約 20 年間の資本、技術、人材蓄積が行われ、国有企業のすきまをくぐっ

て世界大企業と肩を並べるようにまで成長してきた。他の有力民間企業にも「フォーチュ

ン・グローバル 500」の仲間入りを目指している企業があり、これら「フォーチュン・グロ

ーバル 500」予備軍となる民間企業の台頭がより注目されよう。 

 

1.3 規模の大きい国有企業が批判の的に 

 上述したように、「フォーチュン・グローバル 500」にランクインした中国企業は急増し

たが、中国社会からの反応は喜べないものであった。特に、規模の大きさを追求してきた

国有企業への風当たりは厳しい。 

 例えば、国有企業、特に中央企業の多くは資本規制で形成された「独占的な」地位にあ

り、行政的な手段で経営資源を「独占」し規模の大きい企業になっただけで、自力での競

争力を獲得した強い企業になっていない2。中国石油、中国石化、中国海洋石油という中国

の石油メジャーはそろって規模を大きく伸ばしたが、欧米石油メジャーの利益獲得能力に

は及ばなかった。 

 また、たくさんの中国企業が「フォーチュン・グローバル 500」にランクインしたのを喜

べない背景には、日米欧諸国では製薬、IT・ソフト、プラントなどの技術集約的な企業や、

食品、娯楽・コンテンツなどのクリエイティブ企業も数多くランクインしているが、ラン

クインした中国企業の大企業は、石油、金融、通信などの国有資本が独占している分野に

属しており、技術集約的な企業はまれであった3。 

 さらに、ブランド力の弱さも目立っている。例えば、世界ブランドラボ（World Brand Lab） 

による「ワールドブランド 500」（the World’s 500 Most Influential Brands）の評価（2011

年）では、中国企業は「フォーチュン・グローバル 500」にランクインした 14 社しか入っ

ておらず、ブランドの知名度が高くない現状を物語っている4。トップ 50 ブランドに中国企

業は一社も入っていない。 

 実際、日米欧企業と比べ、中国国有企業の課題は、技術革新能力、ブランド力、省エネ

能力などにあると、中国自身も認識している。したがって、「強くて超優良の世界一流」企

業を目標に、国有企業の改革と発展を絶え間なく推し進め、経営管理能力を高めていかな

ければならないと自覚している。 

 

 

                                                   
2 「第一財経日報」2012 年 7 月 10 日。 
3 http://business.sohu.com/20120714/n348149132.shtml（2013 年 1 月 2 日閲覧）。 
4 http://www.worldbrandlab.com/world/2011/china.htm（2013 年 1 月 2 日閲覧） 

http://business.sohu.com/20120714/n348149132.shtml（2013年1月2
http://www.worldbrandlab.com/world/2011/china.htm（2013年1月2
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２ 競争力向上を目指す国有企業改革の推進 

量的に大きくなったことや、独占利益を得ている側面もあろうが、中国の国有企業の実

力はかつて想像しがたいほど増してきているのは事実である。過去の弱弱しい国有企業が

なぜ、「強く」なってきたのかを解明する必要がある。つまり、過去の「国有企業」と現在

の「国有企業」とは違うのか、どこに違いがあるのかがイシューになる。筆者は、政府の

支援で「強く」なったと言ったり、資本規制で行政独占の地位にあるから「強く」なった

と言ったりした批判論だけで国有企業の変化を理解することはできないと考える。なぜな

ら、過去の「国有企業」は現在の「国有企業」より政府からの支援を得ており、また今よ

り独占的な状況にあるにもかかわらず、強くはなかったからである。 

したがって、組織論的に現在の「国有企業」を解明する作業が必要となり、その実態を

明らかにしない限り、国有企業の実力を語れないと考える。 

 

2.1 負の遺産を処理し身軽になった国有企業 

中国は、1992 年に「社会主義市場経済体制」確立を掲げ、市場化に向けた国有企業改革

に着手し、国営企業を国有企業へと名称を改めた。特に、1996 年に登場した朱鎔基首相は、

国有企業改革を金融改革、行政界改革と並ぶいわゆる３大改革の一つとして取り組んでき

た。2005 年までの十年間の任期中に行われた国有企業改革は、国有企業の整理統合、過剰

債務、過剰人員などの負の遺産の処理であった。その後、国有企業改革の掛け声は小さく

なってしまった。整理統合のプロセスは続けられたものの、国有企業数は増加してしまっ

た。 

例えば、国有企業数は 1998 年の 23.8 万社から 2007 年の約 11.6 万社までに整理統合さ

れた。長期赤字体質で債務超過の国有大企業 5,010 社が整理統合されたという5。また、国

務院国有企業監督管理委員会に管轄されている大型国有企業、つまり一般的に称されてい

る中央企業は、2003 年末の 196 社から 2006 年末の 159 社に再編され、2013 年 1 月 10 日

現在の 116 までに減らされた。 

他方、国有企業の不良債務と裏腹の関係にある商業銀行の不良債権の処理額(主に国有商

業銀行から四大金融資産管理会社に移転され、処理された不良資産)は、2.4 兆元(約 35 兆円)

に達した。その後、行政手段による不良債権処理の手法は終わりを告げた。また、1997 年

に 634 万人であった国有企業からのレイオフ者は、2000 年にはピークの 657 万人に達した

が、2005 年には 61 万人までに減少し、2006 年には国有企業からのレイオフ者に適用され

る特別扱い制度も社会保障制度に統一された。因みに、全国国有企業及び国有企業支配企

業の従業員は、2002 年の 4,680 万人から 2005 年の 3,819 万人を経て、2011 年末の 3,672

万人にまでに減少した。これまで破産後の従業員の生活や再就職を国の責任に持たせた「政

策的破産」も 2007 年に終了し、破産法に基づく「法的破産」手続きに統一された。 

                                                   
5 『国務院関与国有企業改革与発展工作状況的報告』を参照。

(http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2012-10/26/content_1740994.htm。2012 年 12 月 25 日参照) 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2012-10/26/content_1740994.htm
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「抓大放小」(基幹産業は国家が所有、中小企業は民営化)の政策により整理統合で残され

た企業(金融サービス、郵政、鉄道サービスなどを除く)は、所有と経営の分離で出資者(株

主)としての代表である中央と地方の国有資産監督管理委員会に集約され、企業制度改革や

株式化改革による上場、海外や民間の戦略投資家の迎え入れによりコーポレートガバナン

ス強化や収益性向上・競争力強化を図られている。特に、「政企分離」、「政資分離」、「経営

と所有の分離」がうたい文句として進められてきている。 

しかし、2011 年末に中央政府が管轄する「中央企業」はなお、病院、学校などの福利厚

生施設 8,000 ヵ所以上を抱えており、523.6 万人の定年退職者を直接ケアしているという。

これらの社会機能を分離しなければ経営責任の所在が不明確になり、経営不全企業経営者

の経営責任逃れの理屈にもなりうる。 

 

2.2 中国特色のある国有企業統治制度の改革 

 中国の国有企業に対するガバナンスは、資本関係とミクロ経営レベルと大きな乖離が存 

在する。資本関係では中国的な方式が色濃く残されているのに対して、ミクロ経営レベル

では、市場経済に基づくガバナンス手法を取り入れるようになっている。 

 

2.2.1 資本関係におけるガバナンス制度改革 

中国の現行国有企業に対するガバナンスシステムは、2009 年 5 月 1 日に施行された『中

華人民共和国企業国有資産法』及び 2003 年 5 月 27 日に公布された『企業国有資産監督管

理条例』によって確立されている。中央政府と地方政府に属する特別機関である国有資産

監督管理委員会が国有株主(出資者)を代表して国有企業(金融関連除く)をガバナンスする責

任にある。そのガバナンスシステムは、資産管理、人事管理、重要経営事項管理からなる。 

例えば、国務院国有資産監督管理委員会は、中央企業に対して経営者の人事権、経営上

重要事項の管轄権、財産の処分権などについて監督・管理の責任を持つとされている。し

かし、実際の運営上、中央企業のうち特に重要な戦略的企業と指定されている 50 数社の企

業トップは共産党中央組織委員会で決定され、その他の国有企業は国有資産監督管理機関

にある党委員会が管理する。つまり、「党管幹部」（共産党が幹部を管理する）の原則が、

国有企業のガバナンスシステムの中でも徹底されている。また、資産経営の予算編成権は

財政部に握られている6。つまり、図表 4 が示すように、株主の代表としての権限は分散さ

れ、多重構造になっている。 

また、株主利益の最大化を理念とする民間企業と違い、国有資産監督管理委員会は、国

有企業の重大な投融資計画や発展戦略・計画を国有経済の支配力・影響力、国家発展計画

や産業政策に基づいて認可するとされている。つまり、国有企業を国の手足として使う発

想から抜け出ていないのである。 

 

                                                   
6 『中華人民共和国企業国有資産法』第 61 条を参照。 
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出所：関係資料により筆者作成 

 

ただ、市場経済に基づく制度改革も試みるようになっている。たとえば、株式会社への

組織改革や持ち株会社の上場による出資者の多様化などを図る。これまで中国は、国有企

業改革を進めるために国有資産の上場を奨励してきたが、これらの上場企業の上に集団公

司(いわゆる中央企業、100％国有の持ち株会社)を置いて子会社である上場企業などの数多

くの子会社をガバナンスしてきている。このような集団公司もまたガバナンス体制の欠如

など様々な問題が顕在化し、改革の必要性が出てきた。そこで、中国政府は、これらの集

団公司全体も上場させ、株主構成の多様化を図っている。上場によって会社法に基づいて

株主総会、取締役会、監査役会などガバナンス機関が 100％国有株主による単一機関に取っ

て代わり、出資者の多様化によりガバナンス強化を期待されている。これまで、民間企業

や外資などの戦略投資家を迎えるなど、出資者の多様化が本格的に始動されている。 

 

2.2.2 経営業績評価システムの革新 

以上のように、「公有制」の制約から資本レベルでのガバナンス体制は中国特有のものに

ならざるを得ないが、ミクロレベルでは、国務院国有資産監督管理委員会は、国際的に通

用するコーポレートガバナンス制度を確立しようとしている。これはセカンドベストと言

える。つまり、今後、国有資産管理監督委員会は、企業の経営管理に直接管理監督を行わ

ず、出資者(株主)として取締役会に対してのみ権利を行使するように制度設計しようとして



 9 

いる。 

 

 出所：関係資料により筆者作成 

 

たとえば、図表 5 が示すように PDCA 方式の業績考課制度(年度考課と 3 年任期考課)の

導入が挙げられる7。経営者は数量化(Key Performance Indicators, KPI)された計画を提出

し、株主たる国有資産監督管理機関と互いにコミットして実行し、国有資産監督管理機関

はモニタリングを行い、そして KPI に基づく評価や賞罰を行う仕組みになっている。評価

の点数は A、B、C、D、E の五段階に換算される。評価の結果が D ランク以上の場合は、

基本給の 0～3 倍の範囲内の条件で奨励金を支給する(60％は即支給、40％は任期満了支給)。

任期評価 D、E ランクを受けた経営者は 40％の残存支払金から減額するとともに、ポスト

調整・解雇などのアクションを伴う。もちろん、2 期連続の赤字を出せば、退陣をさせられ

る規定も用意されている。つまり、目標へのコミット、経営実行、報告・モニタリング、

評価・アクションの順で PDCA 型のガバナンス制度が確立されている8。ここで、年度考課

の基本指標は、利益総額と株主資本利益率(ROE)(2010 年以降は経済的付加価値：Economic 

Value Added, EVA )の二つを指すが、業種別、企業別に国有資産監督管理委員会と経営責任

者との間で取り決めがなされる。3 年任期考課の基本指標は、株主資本の増加率と売上高の

平均増加率の二つである。業種によっては省エネルギー・廃棄物減少の指標やイノベーシ

ョン指標も盛り込まれている。また、業界ベンチマーク (Industry Benchmarking) 管理手

                                                   
7 ここの事例は、国務院国有資産監督管理委員会に所管されている大型国有企業を指している。 
8 詳細は『中央企業負責人経営業績考核暫定弁法』を参照。 
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法を取り入れている。つまり、石油、通信など国内企業が少ない場合は海外同業社の業績

をベンチマークに、国内に同業社の多い分野はほかの優良企業をベンチマークに、その他

は、過去の実績にその他の要素を考慮して国有資産監督管理機構が定めた標準値をベンチ

マークに考課を行うとしている。 

「第 12 次 5 ヵ年計画」から、中国の国有企業改革の目標は、「規模の拡大」から「強く

超優良の、国際競争力を持つ世界一流企業」9へシフトさせており、中央企業に対する年度

評価は、1)2010 年に始まった経済的付加価値(EVA)と、2)海外有力同業社に対するベンチマ

ーク評価をより重視するようになってきている。特に、EVA 指標はコア指標となっている。 

2010 年から年度考課得点の算式は以下のとおりになっているが、基本点数の加重指数で

は、利益総額 30％、EVA40％、分類指標 30％となっている。EVA 評価はすでに重要評価

指標になっている。2013 年からは、指標のウェイトを、利益総額 20％、EVA50％、分類

指標 30％に変更させて、EVA 評価をより突出させている10。 

 年度経営業績総合得点＝ 

(利益総額指標得点＋EVA 指標得点＋二つの分類指標得点)×経営難度指数 

＋奨励点数－減点数 

 上述 EVA の算出式は以下のとおりである。EVA 評価の制度設計は、これまで資本コスト

を無視する経営スタイルを改め、出資者への企業価値提供経営スタイルを形成させるとと

もに、研究開発重視という革新的企業への変身や、コア事業への専念(例えば、不動産や株

式市場への財テクへ走るのを防止すること)にインセンティブを提供することを目指してい

る。2013 年から非経常収益調整項の加重指標は 50％から 100％に変更され、コアコンピタ

ンス経営が一層求められるようになっている。 

EVA＝税引き後純営業利益－資本コスト 

  ＝税引き後純営業利益－調整後資本×平均資本コスト 

なお、ここでは、税引き後純営業利益は、純利益＋(利息支出＋研究開発費用調整項－非

経常収益調整項×50％)として定義している。 

 このように、中央企業に対する経営業績評価の客観性や透明性を格段に高めた上で、評

価を通じて国有企業の効率的で持続的成長モデルへの転換を図ろうとしており、かつての

計画・命令という国有企業のガバナンス手法からインセンティブという市場メカニズムに

基づくガバナンス手法への政策変化が読み取れる。 

 国務院国有資産監督管理委員会によると、2010～2012 年の第 3 任期の中央企業の資本年

増加率は 13％で 2007 年～2009 年の第 2 任期より 5.7％低下した11。また、研究開発投資

は 3,123 億元に達し第 2 任期の 2.5 倍に増加した。また、実現した EVA は 1.1 兆元で第 2

任期より 46％も伸びた。思うに、2013 年から中央企業に対して、EVA 経営やコアコンピ

                                                   
9 2010 年 12 月 23 日に「中央企業責任者会議」での国有資産監督管理委員会主任 王勇の演説による。 

10 「経済観察報」2013年 1月 5日。 
11 「毎日経済新聞」2012 年 12 月 28 日。 
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タンス経営が一層求められたのは、上述したガバナンス改革の成果が確認されたからであ

ろう。 

図表 6 は考課ルールに基づく考課の結果をまとめたものである。C ランクは合格ライン

としており、D ランクと評価されたのは、一部の KPI が未達成だからである。E ランクに

評価されたのは、KPI の大部分が未達成か財務データの改ざん、その他経営上重大な不正

や支障が生じたからである。また、KPI が達成されたとしても重大な事故を生じさせたな

どとしてランクを下げる処分も多く見られた。A ランク及び D ランクと E ランクと評価さ

れた企業では、企業名も公表されている。特に、D ランクと C ランクと評価された企業の

経営者はポストを外される可能性が高く、企業自体も A ランク企業などに吸収合併される

可能性がある。 

 

図表 6 中央企業経営業績効果結果一覧 

年度 対象企業数(社) A ランク(社) B ランク(社) C ランク(社) D ランク(社) E ランク(社) 

2004 年 179 25 141 9 4 

2005 年 166 28 84 48 4 2 

2006 年 150 34 77 35 4 0 

第一任期 

(2004-06) 

147 32 67 45 3 0 

2007 年 152 40 82 28 2 0 

2008 年 145 32 74 34 5 0 

2009 年 132 38 66 24 4 0 

第二任期 

(2006-09) 

132 32 74 22 4 0 

2010 年 121 47 51 21 2 0 

2011 年 118 46 55 13 4 0 

出所：国務院国有資産監督管理委員会 Web などにより筆者作成。 

 

また、中央企業 147 社に対する 2004 年～2006 年までの第一期任期業績考課によると、

A ランク企業 32社(21.8％)、B ランク 67社（45.6％）、Cランク(30.6％)、Dランク３社(2.0％)

の結果となった。2007 年～2009 年の第二任期の 132 社に対する考課の結果は、A ランク

企業 32 社(24.24％)、B ランク 74 社（56.06％）、C ランク 22(16.67％)、D ランク 4 社(3.03％)

の結果となっている。その結果、23 社は、二つの任期とも A ランク評価を得た。また、中

国移動、中国石化、神華集団、国家電網、中国海油などの 12 社は 6 年連続で年度 A ランク

と評価された。2013 年には 2009 年～2012 年の第 3 任期の評価が行われる。 

図表 7 は、第 2 任期 A ランクに評価された 32 社の国務院国有資産監督管理委員会管轄の

中央企業リストである。うち、23 社が 2012 年の「フォーチュン・グローバル 500」にラ

ンキングインしており、内外の評価はほぼ一致している。ただ、フォーチュン・グローバ

ル 500 は売上高評価でランキングしているが、中国国内の考課は成長性、企業価値、株主

資本価値の増加率を相互的に考慮して評価されており、企業の実力が反映される結果にな



 12 

っていると言えよう。 

 

図表 7 中央企業第 2 任期(2007－09 年)業績考課 A ランク企業一覧 

順位 企業名 FG500 

順位(2012 年) 

順位 企業名 FG500 

順位(2012 年) 

1 中国移動集団 81 17 招商局集団  

2 中国石油化学集団 ５ 18 中国中煤能源集団  

3 中国石油天然ガス集団 ６ 19 中国航天科工集団  

4 神華集団 234 20 中国長江山峡集団  

5 中国兵器装備集団 

(対外：中国南方工業集団) 

238 21 中糧集団 393 

6 中国第一汽車集団 165 22 中国海洋石油総公司 101 

7 中国兵器工業集団 

(対外：中国北方工業集団) 

205 23 華潤(集団) 233 

8 中国建築工程総公司 100 24 中国機械工業集団  

9 中国核工業集団公司  25 中国交通建設集団 216 

10 中国船舶重工業集団 434 26 中国鉄道工程総公司 112 

11 中国航天科技集団  27 中国鉄道建設公司 111 

12 中国電子科技集団 425 28 中国建築材料集団 365 

13 中国航空工業集団 250 29 国家開発投資公司  

14 中国中化集団 113 30 中国国電集団 341 

15 国家電網 7 31 中国五鉱集団 169 

16 中国華能集団 246 32 中国船舶工業集団  

出所：国務院国有資産監督管理委員会 Web、フォーチュン・グローバル 500 リスト 

 

このように、国有企業に対する経営業績評価は、「国有」としての側面ではなくもっぱら

「企業」としての側面からの評価に重点を置かれており、基本的に市場経済のルールに基

づいていると評価されよう。以上の A ランクに評価された中央企業は、今後の国有経済再

編において主導的な存在となり、逆にランクの低い企業は整理統合される可能性が高いと

思われる。 

 

2.2.3 中央企業経営チーム及びリーダーに対する総合考課 

 前述したように、国有企業に対する中国のガバナンス制度には、「党管幹部」の原則が貫

かれており、経営業績に対する評価にとどまらず経営チーム及び経営幹部に対する総合考

課も行われなければならなくなっている。総合考課は、『中央企業リーダー管理暫定規定』

及び『中央企業経営チーム及びリーダー総合考課評価弁法(試行)』(2009 年)に基づいて行わ

れる12。 

                                                   
12 二つの文献は、http://www.comac.cc/rlzy/zczd/201108/12/t20110812_449071.shtml、

http://www.comac.cc/rlzy/zczd/201108/12/t20110812_449070.shtml (2012 年 12 月 26 日アクセス)で

入手可能。 

http://www.comac.cc/rlzy/zczd/201108/12/t20110812_449071.shtml、http:/www.comac.cc/rlzy/zczd/201108/12/t20110812_449070.shtml　(2012
http://www.comac.cc/rlzy/zczd/201108/12/t20110812_449071.shtml、http:/www.comac.cc/rlzy/zczd/201108/12/t20110812_449070.shtml　(2012
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 かつて国有企業は行政の一部を構成していたので、国有企業幹部に対する共産党の人事

管理は自然の成り行きと言えよう。もちろん、中央レベルで中国共産党組織部による直接

人事管轄に入っている国有企業は、主要基幹産業に属している大型国有企業のトップだけ

である。具体的な企業や幹部ポストは、中国共産党組織部によって制定された『中共中央

管理的幹部職務名称表』(以下名称リスト)で明らかにされている。時代とともにこの名称リ

ストは訂正され、最近の訂正は 1998 年とされている13。図表 8 が示すように、現在、国務

院国有資産監督管理委員会に管轄されている中央企業 117 社のうち、50 社が名称リストに

入っている。また、国務院国有資産監督管理委員会の管轄に入っていない金融業やその他

の総合企業も 25 社が入っているので、大型で重要な国有企業 75 社のリーダー人事は中国

共産党組織部に属している。 

 

図表 8 中国共産党組織部による人事管轄をする企業一覧 

FG500 

順位 

企業名 

(中央企業) 

FG500 

順位 

企業名 

(中央企業) 

FG500 

順位 

企業名 

(中央管理金融機関) 

 中国核工業集団 165 中国第一汽車集団 93 中国銀行 

 中国核工業建設集団 142 中国東風汽車公司 54 中国工商銀行 

 中国航天科技集団  中国第一重型機械集団 77 中国建設銀行 

 中国航天科工集団  中国第二重型機械集団 84 中国農業銀行 

250 中国航空工業集団  ハルピン電站設備集団 326 中国交通銀行 

 中国船舶工業集団  中国東方電気集団  中国国家開発銀行 

434 中国船舶重工業集団 462 鞍山鋼鉄集団  中国輸出入銀行 

205 中国北方工業集団 197 上海宝山鋼鉄集団  中国農業発展銀行 

238 中国南方工業集団 321 武漢鋼鉄集団  中国華融資産管理公司 

 中国電子科学技術集団 298 中国アルミ集団  中国長城資産管理公司 

6 中国石油天然ガス集団 384 中国遠洋運輸集団  中国東方資産管理公司 

5 中国石油化工集団  中国海運集団  中国信達資産管理公司 

101 中国海洋石油総公司  中国航空集団 194 中国中信集団 

7 中国国家電網  中国東方航空集団  中国光大集団 

152 中国南方電網  中国南方航空集団  中煤信託投資有限公司 

246 中国華能集団 113 中国中化集団  中国中央国債登記結算 

369 中国大唐集団 393 中国糧油食品集団  中国銀河証券 

433 中国華電集団 169 中国五鉱集団  中国民族証券 

341 中国国電集団  中国通用技術集団  中国科技証券 

451 中国電力投資集団 100 中国建築工程総公司 292 中国人民保険集団 

 中国長江山峡工程開発  中国食料備蓄管理総公司 129 中国人寿保険集団 

234 中国神華集団  中国国家開発投資総公司 450 中国太平洋保険集団 

221 中国電信集団  中国招商集団  中国信用出口保険集団 

333 中国聯通集団 233 華潤集団  中国再保険公司 

81 中国移動通信集団  香港中旅集団   

425 中国電子信息産業集団 258 中国郵政集団   

  出所：報道など関係資料により筆者作成 

 

 図表 9 が示すように、具体的に中国共産党組織部が管轄するのは、上述した重点中央企

                                                   
13 正式な文献は入手できなかったが、ここの記述は、

http://blog.sina.com.cn/s/blog_48d111f90100c1e1.html (2012 年 12 月 26 日閲覧)を参考にしている。 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_48d111f90100c1e1.html　(2012年12月26
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業のトップリーダーである企業董事長(会長)、総経理(総裁)（社長）、共産党委員会書記及び

監事会主席の四ポストである。残りの経営幹部及び非重点中央企業の全経営リーダー・幹

部人事は共産党国務院国有資産監督管理委員会委員会が担当する。企業内のマネジャー幹

部は企業経営陣(人事部、共産党組織)が自主決定できるとされている。 

  

 

出所：関係資料により筆者作成 

 

 中国共産党組織部と共産党国務院国有資産監督管理委員会委員会はともに『中央企業リ

ーダー管理暫定規定』及び『中央企業経営チーム及びリーダー総合考課評価弁法(試行)』に

規定されているルールに基づいて人事管理を行っているが、ルールには、経営トップや経

営幹部になれる資格や条件、任期、選抜任用、考課評価、モニタリング、インセンティブ、

キャリアパス、解任などが規定されている。前述した業績考課と同じように、任期考課と

年度考課に分かれるが、経営チームと経営トップ個人に対する評価は分かれている。 

たとえば、経営トップへの評価は、業績、素質、能力に置かれている。業績指標は前述

した経営業績評価と個人貢献の二つ、素質指標は政治素質、職業素質、汚職に対するクリ

ーン度の三つ、能力指標は意思決定能力、実行能力、革新能力の三つに分解される。また、

定量的な評価においては、業績(2 指標)は 50％、素質(3 指標)と能力(3 指標)も 50％のウェ

イトを占めるが、業績ウェイトはさらに、経営チーム業績 70％、個人貢献 30％に分解され

る。素質と能力の 6 指標のウェイトは等しく各 8.3％を占める。 

ほかには、360 度により民主的な方法を取る評価も行われている。経営チームメンバーか
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らの評価(ウェイト 25％)、中間マネジャー(同 25％)、従業員代表(同 10％)、所管部門(同 25％)、

監査会(同 15％)からなる。 

これらの定量評価と定性評価を踏まえて、経営トップへの任用、年度評価と任期評価、

再任用などを決定するとされている。 

 このように、「党管幹部」の原則があるとは言え、経営者に対する評価は、透明で厳しい

評価システムになっている。ただし、コーポレートガバナンスの視点から見れば、上述し

た評価システムは、指数が多すぎ必ずしも優秀な経営者が選ばれるとは限らない。 

また、政治素質のような評価指標は、人為的経営介入を許してしまい、経営効率を低下

させる可能性がある。特に、『中央企業リーダー管理暫定規定』第 4 条の基本条件規定にお

いて「(中略)、経済責任、政治責任と社会責任を履行しなければならない」とされている。

その意を汲んだ一般解説書も「国有企業、特に中央企業はわが国において、過去、現在、

将来にわたって経済的役割に止まらず、社会的機能と政治的機能をより多く担わなければ

ならなく、国家の戦略目標と意図をより多く体現しなければならない」14としている。これ

らの文脈から中国政府の国家戦略と国有企業の経営戦略を結びつかせるという海外の懸念

も無理ではないように考える。これらの考え方は、国有企業の経営決定はもっぱら商業ベ

ースに基づくという WTO ルールにも背く可能性があると理解されよう。中国当局は、当然

上述した政治的役割を WTO ルールに合致するような範囲内に抑える義務があり、明確に宣

言すべきである。 

また、実務的には「党管幹部」の原則と経営者の市場調達の矛盾も指摘されている。た

だ、国有企業改革の一環として、市場から経営者やマネジャーを公開募集する活動はすで

に盛んに行われている。つまり、「党管幹部」の原則と経営者の市場選択を整合させる試み

が行われているのである。かつて、国の国有企業の経営者(役員)は、すべて内部昇進か行政

機関の派遣であった。しかし、2003 年から毎年グローバル人材市場から募集する活動が開

始され、CEO、COO、CFO や法律顧問などを含め 141 人の経営幹部を外部からグローバ

ル人材市場から調達した。実際、中央企業の経営幹部・上級マネジャーの 30％は公開募集

で外部から調達している。現在、国務院国有企業監督管理委員会の経営者人材データバン

クに 1,400 人が登録されている。ただ、このような経営幹部の人材募集を出資者(株主)であ

る国有資産監督管理委員会が行うのはおかしいという批判も多い。ただし、国有資産監督

管理委員会が株主としての地位を有し、会社法に基づくガバナンス体制が整えば、国有資

産監督管理委員会(株主)から派遣されるメンバーを含む会社の取締役会に移されるべきで

あろう。 

 

3 国有企業の事例研究：宝山鋼鉄集団 

 以上見てきたような国有企業の活性化をめぐってストックとフローの両方から改革は、

行われてきている。以下、一つの事例研究を通じてこれらの改革政策はどこまで実際の企

                                                   
14 蘆福財『中央企業会社統治報告』P3。 
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業経営活動に繋がっているかどうかを検証する。事例の選択に当たっては、国有企業同士

及び国有企業と民間企業との間での競争が自由に行われている分野、経営情報が比較的入

手しやすい企業、グローバル的な存在感が確立されている企業などを考慮した。実際、中

国の鉄鋼産業は民間資本の進出が盛んで、国有企業同士や国有企業と民間企業による自由

な競争が展開されている。中で内外に注目されている企業は、宝山鋼鉄集団（略称、Baosteel 

Group）である。 

 

3.1 「先生」である新日鉄を凌いだ成長力 

宝山鋼鉄集団は、日本政府の資金協力と新日鉄の技術協力によって建設された大型国有

製鉄企業である。1978年に中国政府による 22件の海外技術導入プロジェクトに宝山鋼鉄は

盛り込まれた。7年間の歳月がかかって 1985年 9月に稼働を開始した。1998年 11月には

上海鋼鉄、梅山鋼鉄を吸収合併した後、2006年には中央アジア市場を視野に入れた戦略に

動き出し新疆八一鋼鉄を傘下に収め、2008年には広東韶山鋼鉄を子会社化にし、2009年 3

月には寧波鋼鉄も買収した。2012年 4月には、広東湛江鋼鉄有限公司を立上げ、東南アジ

アや南アジア市場をにらんだ最新鋭の生産拠点開設に取り組んでいる。また、2004年 7月

には新日鉄とアルセロール・ミッタルと自動車用鋼板の合弁企業（2011年 8月にミッタル

の保有株は新日鉄に売却した）を設立している。2013年 3月末に新日鉄住金や上海現代建

築設計集団と免制震デバイスの合弁会社設立も伝われている 。 

上述した生産能力の拡大や買収活動により、2011年の生産量は 4,330万トンに達し、従

業員約 11万 7千人からなる世界第 3位（粗鋼生産量ベース）の製鉄企業となった。2004年

から連続 9年で「フォーチュン・グローバル 500」にランクインしている。2011年の売上

高と純利益額はそれぞれ 489.2億ドル、18.7億ドルに達し、「フォーチュン・グローバル

500」（2012年）の 197位にランクした。2009年の粗鋼生産量で援助してもらった新日鉄を

超えたのも宝山鋼鉄の台頭を象徴するとも言える出来事であった。 

 

 3.2  市場経済に近づく統治構造 

図表 10が示すように、宝鋼集団有限公司は国務院国有資産監督管理委員会が 100％所有

する国有持ち株会社であり、傘下に上海証券取引所に上場しているコア会社である宝山鋼

鉄（株）や関連会社、買収した子会社企業が入っている。このような資本構造は、中国の

国有企業の標準的な形になっている。宝鋼集団有限公司は、中国共産党組織部によるトッ

プ人事管理の重要基幹企業に属しており、董事長、総裁、監事会主席、共産党書記は組織

部によって選任されるが、その他の経営幹部は国務院国有資産監督管理委員会によって選

任される。 

 宝鋼集団のガバナンス構造の一つの特徴は、社外取締役制度の確立である。取締役メン

バー10名のうち 6名は社外取締役であり、うちの 1名は米国ビジネススクールの会計専務

家である。いま一つの特徴は、執行役レベルでは副総経理（副社長）レベルなどの経営幹
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部のグローバル公開募集である。つまり、宝鋼集団のガバナンス人事制度は、「党管幹部」

原則とグローバル人材市場での選抜戦略をミックスさせている。 

 

   

出所：金堅敏『図解でわかる 中国の有力企業・主要業界』を元に作成 

 

3.3  厳しい評価に耐えて世界トップ 3を目指す 

 経営戦略として、顧客企業に自社から製品開発代表を送り込み、顧客企業の内部で製品

開発に必要な鋼材開発を図る「顧客代表制度」が確立されている。この制度は、マーケテ

ィング手法の革新とも評価されよう。また、技術力向上による競争力獲得に全力を挙げて

いるが、現場従業員による革新創造活動を大奨励し、「藍領創新」（ブルーカラー革新）が

盛んに行われている。また、近年宝山鋼鉄の発展戦略は「ハイエンド戦略」(中国語では「精

品戦略」という)から「ハイエンド戦略＋スケール戦略」へ、また「グリーンフィールド戦

略」(新規建設)から「グリーンフィールド＋M&A戦略」へ転換している。国内では、製品分

野を家電、自動車、造船、工作機械、電力設備、原子力発電プラントなどに広げ、鋼材開

発や量産技術確立に取り組み、市場開拓を深化させながら、前述した新疆八一鋼鉄の買収

は、中央アジアへの進出、広東湛江鋼鉄有限公司を立上げたのは東南アジアへの進出を狙

ったもので、新興国市場開拓を通じた市場の広がりを求めている。  

 上述したガバナンス改革や経営革新により、宝山鋼鉄集団は大きく成長し、グローバル

鉄鋼企業として台頭してきたが、図表 11 が示すように経営業績のアップダウンも見られた。

素材産業がゆえにマクロ経済動向だけでなく、経営努力にも大きく左右されるものであり、



 18 

経営業績に対する評価も厳しいものがあった。 

 出資者たる「株主」として 2003 年に設立された国務院国有資産管理監督委員会は、2004

年から管轄する中央企業に対する業績評価を始めたが、宝山鋼鉄集団に対しては、2004 年

から 2011 年の 8 年間のうち、A ランクに評価されたのは、2004 年、2005 年、2007 年、

2009 年、2010 年であった。因みに、2004 年～2006 年の第一期任期評価は A ランクであ

ったが、2007 年～2009 年の第二任期では、A 評価は得られなかった。現在では 2010 年～

2012 年の第三任期の評価が行われているが、収益の状況から見て厳しい評価となりそうで

ある。 

 

図表11 　宝鋼集団業績の推移
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  出所：フォーチュン・グローバル 500 WEB により筆者計算作成 

 

 2011 年に世界金融危機や欧州財務危機の影響を受け、中国経済の成長も大きく鈍化した

が、図表 12 が示すように、世界主要鉄鋼メーカーの収益状況をみると、宝山鋼鉄は、中国

国内同業他社（国有企業と民間企業を含む）をリードしているだけでなく、世界的にも韓

国ポスコやインドのタタ製鉄に次ぐ高収益と高資本効率性を有している。特に、日本の先

輩メーカーを凌いだ宝山鋼鉄集団は、中長期的に競争力で世界製鉄メーカーのトップ 3 の

座を目指している。 

 米国の鉄鋼専門分析機関「WSD(World Steel Dynamics)」は、企業規模、成長力、収益

力、ユーザー能力、価格決定能力などの 23 の指標によって世界主要鉄鋼メーカーの総合競

争力（"World Steel Enterprises Competitiveness" Rankings）を評価している。2011 年

の世界 35 社に対する評価では、宝山製鉄（株）（Baosteel）は総合競争力で世界第 5 位に

ランクインしている。宝山鋼鉄集団のさらなる競争力上昇が見込まれる。 
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図表12 世界主要鉄鋼企業の経営パフォーマンス
（2011年）
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出所：「フォーチュン・グローバル 500」Web により筆者計算作成。 

 

４ 国有企業制度改革の限界   

 これまでの検証や分析で明らかにしたように、国有企業改革における負の遺産の処理（ス

トックの改革）にめどが付いたことや WTO 加盟に伴うグローバル競争に備えて中国政府は、

2003 年の国務院国有資産管理監督委員会を設立して出資者として個々の国有企業の収益改

善（フローの改革）というミクロレベルの改革遂行を通じた国有企業の活性化政策が実り、

世界市場で中国企業、特に国有企業の台頭が著しくなった。これらミクロレベルの制度設

計には市場経済の原則に基づいているルールが多く取り入れられている。しかし、「公有制」

へのこだわりや「党管幹部」原則の徹底がなされている限り、中国共産党 18 回党大会で掲

げている国有企業の改革の目標である「政企分離、政資分離、政事分離、政社分離」の実

現はおぼつかないだろう15。 

2006 年 12 月以降、中国の国有企業改革は、国有資産の再配置と国有企業の戦略再編と

いう「国有経済の支配力、影響力、牽引力の増強」を重点とするマクロレベルの戦略再編

改革にシフトし、国有資産を国家の安全及び国民経済命脈にかかわる重要業種と領域に集

中させる政策を打ち出した。これまで中国は、国有企業の支配を必要とする重要業種と領

域を明確にしていなかったが、戦略再編政策では、「重要業種と領域は主に、国家安全にか

かわる業種、重大なインフラと重要な鉱山資源、重要な公共財・サービスを提供する業種

                                                   
15 「政企分離、政資分離、政事分離、政社分離」とは、1)政府機能と企業経営機能の分離、2)政府機能と

出資者としての管理機能の分離、3)政府機能と公益事業の分離、4)政府機能と社会仲介管理機能の分離

を指す。 
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及び支柱産業とハイテク産業における重要基幹企業を指す」とされた。 

中央企業を管轄する国務院国有資産監督管理委員会は、次のように重要業種と領域を明

確にした。軍事産業、送電・発電、石油・石油化学、電気通信、石炭、航空サービス、港

運業を含む 7 つの業種における国有資本は、絶対的な支配力を有し、マジョリティを持つ。

次に、プラント・設備製造、自動車、電子情報、建築、鉄鋼、非鉄金属、化学、探査設計、

科学技術などの業種について国有資本は、比較的強い支配力を有し、マジョリティか条件

付マイノリティを有するとされた16。つまり、これら 7 つの業種やその他の基幹産業は、「国

家の安全及び国民経済命脈にかかわる重要業種と領域」と明確にしただけでなく、民営資

本や外資のマジョリティ参入を排除して国有資本の支配が強調された。 

また、2008 年に発生した世界金融危機以降、中国国有企業は、国の経済資源計画を活か

して数多くの分野で勢力を伸ばし、「国進民退」の批判を受けた。 

ただし、中国では、このような業種定義や国有資本支配、「国進民退」現象に対して「国

家の安全及び国民経済命脈」の名を借りた行政独占的発想とその表れであると批判の声も

強まった。中国の民間シンクタンクである天則経済研究所は、国有企業の業績は主に石油、

通信、銀行という規制産業によってもたらされているだけでなく、政府の補助金、土地代

や融資などの資源コストの低さによって嵩上げされているという効率問題を指摘するとと

もに、これら規制産業の国有企業の給与は民間企業給与の数倍も高いという所得配分の公

正問題を提起し、国有企業の市場化・民営化改革に向かうべきであると提言している17。ま

た、2012 年 3 月に世界銀行は、政府系シンクタンクである中国国務院発展研究中心と共同

で「中国 2030：近代的で調和がとれ生き生きとした高所得社会の構築」という報告書を公

表し、市場化に向けた国有企業改革を提言した18。報告書は、中国の国有企業改革の方向性

は、競争産業分野から撤退し公共分野に集中していくべきで、公共分野の大多数分野にお

いても国有資本のマジョリティ支配は必要ではないと結論づけている。 

 以上のような批判や提言に対して、中国政府も民間活力重視の姿勢を見せ始めた。2005

年に発表された『個人私営などの非公有経済発展の奨励、支持、指導に関する若干の意見』

(政策 36 ヵ条)に続き、2010 年には『民間投資の健康発展を奨励、誘導する若干の意見』(新

政策 36 ヵ条)を制定し、規制緩和、資本自由化の政策を打ち出した。また、2007 年 3 月に

は『物権法』や『企業所得税法』を制定し、法律による私有財産の保護や民間経済への差

別待遇の撤廃を図った。また、国務院国有資産監督管理委員会も『国有企業改革・リスト

ラにおける民間投資の積極的導入に関する指導意見』(国資委 14 条)を制定し、民間活力の

活用と国有企業資本の多様化とガバナンス体制の強化に取り組みはじめた。 

 しかし、2012 年 11 月に開催された中国共産党第 18 回大会では、「公有制経済の強化・

                                                   
16 http://www.gov.cn/ztzl/2006-12/18/content_472256.htm (2013 年 1 月 2 日閲覧) 
17 天則経済研究所『国有企業的性質、表現与改革』2011 年 7 月 25 日

(http://www.unirule.org.cn/SecondWeb/SouSuoJieGuo.asp) 
18 WorldBank “China 2030 Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society” 

  (http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf) 

http://www.gov.cn/ztzl/2006-12/18/content_472256.htm　(2013年1月2
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf
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発展、公有制経済の多様な実現方法の推進を揺るぎなく堅持し、国有資本をより多く国家

安全と国民経済命脈にかかわる重要な業種と重要な領域に投入し、国有経済の活力、支配

力、影響力を持続的に増強させていく」と宣言している。このような国有経済による支配

力の発想は、2007年 10月に開催された中国共産党大会で確認された公有経済と私有経済に

対して「法律的に平等保護」、「経済的に平等競争」という二つの平等の原則と矛盾してい

るように思われる。 

 中国では、社会主義市場経済の下で労働集約分野は市場メカニズムに基づく資源配分に

任せて大きな成果を収め、「世界の工場」にまで成長したが、資本集約産業や技術集約産業、

基幹産業は国有経済の支配下に置かれている。産業高度化の遅れはこのような政策によっ

てもたらされた側面が大きいと考えられる。世界各国でこれら分野の大部分は自由競争が

行われており、「国の安全保障と公共の利益」が脅かされている事例はほとんどない。逆に

国の経済発展と福祉向上に貢献している。 

  国有経済支配が絶対であるというファンダメンタルズ的な議論よりも、国有企業、外

資企業、私営企業は市場参入者として平等に扱い、資本と関係なく、フェアな競争環境を

整備することが欠かせない。 

 

終わりに 

 以上で見てきたように、中国の国有企業と言えば非効率で赤字を垂れ流す国営企業のイ

メージが浮かんでくるにちがいないが、30 年以上の市場経済化推進により国営企業の民営

化、出資関係の多様化、市場メカニズムに基づくコーポレートガバナンスの改革、イノベ

ーションシステムの構築や活動の推進、人材のグローバル化、海外からの「引資、引智、

引制」(多国籍企業からの資本導入、人材導入、制度導入)による企業システムのグローバ

ル化が大いに推進されてきている。これらの企業システムの改革により一部の中国企業で

は、成長性や収益性が改善されたとともに、技術志向・革新的な体質が鍛えられているの

も事実である。 

しかし、「公有制」にこだわった資本規制の存在、「党管幹部」原則の徹底、出資者とし

ての「国有資産管理監督委員会」による国有企業経営への過剰介入など、国有企業改革の

限界も確認できる。もちろん、中国国内でも「公有制」の解釈は各人多様であり、「公有制」

の維持は国有経済維持とイコールではないという解釈もあるが、「公有制」に名を借りた既

得権益の維持に過ぎないという側面もある。 

このように、中国の国有企業の競争力には虚像が含まれており、世界一流の企業になれ

るかどうかは、習近平政権の登場で再び機運が高まっている「改革開放」政策のしだいで

ある。 
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