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はじめに

• 今年10月中旬に開催された中国共産党第20回大会のサプライズ

• ①トップ人事（中央政治局常務委員）が習近平に近い人たちで
固められた。習近平、李強、趙楽際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、
李希。経済に強いという評判があった李克強、汪洋が再任され
ず、共青団派のホープであった胡春華が政治局員から常務委員
に昇格せず、逆に降格。上海でのロックダウンの責任者である
李強、2017年に火事をきっかけに出稼ぎ労働者の町を叩き潰し
た蔡奇が常務委員になった。

• ②政治局委員にも経済に明るい人と思しく人物は見当たらず、
女性の委員も皆無（第15期以来）
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サプライズ

• ③胡錦涛前総書記の退場劇

• 習近平演説（多少意訳しました）「10年前、中国共産党のなかでは、
党が国の一切を指導していくんだという気概に欠けている人たちが
いたため、指導力が弱かった。党の理念に対する信念が揺れ動いて
いる人たちがいて、そういう人たちは形式主義や官僚主義、さらに
は享楽や贅沢に走っていて、自分たちには特権があると思っていた。
一方、経済の構造的な矛盾も激しく、発展が不均衡でチグハグで、
これまでの体制では持続性がなかった。中国の政治制度に自信を
持っていない指導者もいて、法があっても従わず、法の執行が厳格
ではないという問題があった。拝金主義、享楽主義、極度の個人主
義、歴史虚無主義といった誤った思潮がネット上などではびこって
いた」等々、前任者の治世を低評価。
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今回の人事および習近平演説を読んで
思うこと
• 総書記に就任以来の10年、習近平の発言は「両論併記」「玉虫色」
であることが多かった。

• 習近平の治世の10年には実際、国有企業改革の前進、「一帯一路」
構想やアジアインフラ投資銀行の設立、CPTPP［※環太平洋パート
ナーシップに関する包括的及び先進的な協定］への加盟申請など改革を
前進させる面と、国家投資ファンドの乱立［※と締め付け］、強
硬な外交（官）、ゼロコロナ政策など統制強化の面がともに存在し
た。特に2019年頃から後者の要素が強まってきた感じがある。

• 今回の人事によって、「両論併記」は指導部のなかに二つの路線が
あったこと、ここ数年の統制強化はそのうちの一つの路線が強まり、
もう一つの路線を圧倒していく過程だったと考えられる。

• 二つの路線とは何であるのか、過去10年の習近平の治世を振り返っ
て分析していく。
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１．中国の経済体制理念の変遷

• 1978年末、中国は改革開放政策を始める。農村では生産請負
制、沿海部では経済特区の設置、外国直接投資の受け入れが始
まった。［※はじめは計画経済が主、市場経済は従であった］

• 1982年に党大会で「計画経済を主、市場調整を従」とする体
制を目標を定める

• 1984年、「計画的商品経済」を目標とする。

• 1987年、「国が市場を調節し、市場が企業を誘導する」体制
を目指すとした。

• 1992年、「社会主義市場経済」［※資本主義のすべての制度を取り
入れ、かつ、政治体制は社会主義］を目標とする。

• 1993年、公司法（会社法）が制定され、いずれはすべての企
業を会社法の枠組に入れることになった。
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２．国有企業の株式会社化

• 1993年に中国で初めて会社法が制定され、株式会社、有限会社
の仕組みを導入することが国有企業改革の方向として定まる。
［※つまり、｢法人資本主義｣となった。］

• 会社制度のポイント：①株主総会が取締役を選任し、経営を任
せる。②破産したら出資者は有限責任をとる。［※つまり、国有

企業は、破産してもそれ以上の責任はとらない］③外部の投資家が株
の購入を通じて出資し、経営に参画できる。

• 1994年に政府は国有企業100社、地方も2600社を会社制度導入
のモデルケースに指定して導入を開始。
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大型国有企業の株式会社化

鞍鋼全体としては非常に非効率であるため、株式会社化しても誰も株を買わない。そこで本
体部分は従来の国営企業のまま、あるいは100%国家出資の有限会社のままとし、優良資産だ
けを切り出して株式会社にした。［※50万人中4500人だけ切り離して株式会社にした］

図 6-2 鞍山鋼鉄公司の株式会社化 

 

 

             100% 

 

第一階層 

             100%     100% 

 

第二階層 

                      中国石油天然ガス集団有限公司 8.98% 

             53.33%      中国電力建設集団有限公司 4.98% 

第三階層                  一般投資家など 32.71%  

                    

             50-100％ 

 

第四階層 

国務院国有資産監督管理委員会 

鞍鋼集団有限公司 

鞍山鋼鉄集団有限公司 

鞍鋼股份有限公司 

攀鋼集団有限公司 

鞍鋼ティッセンクルップ亜鉛メ

ッキ鋼板有限公司など 7社 



表6-1　鞍鋼集団の収入と利潤の構造（2019年）

従業員数
（人）

営業収入
（億元）

利潤（億
元）

資産（億
元）

鞍鋼集団有限公司 126,909  2,171   -14.4 3,296    
　鞍鋼股份 33,750    1,056   17.9 878       
　攀鋼股份 3,376      132      14.2 130       
　それ以外　　 89,783    983      -46.5 2,288    

鞍鋼集団の株式会社化

• 三線建設の中心的プロジェクトであった攀枝花鋼鉄と統合。

• 下の表のように、儲かる部分が株式会社になり、儲からない
部分（9万人近く）を支えている。
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３．国有企業からの大量解雇

国有企業の余剰人員問題

• 1989年以降の不況のなかで売上不振→赤字。1992年以降の経
済回復のなかでも郷鎮企業、外資系企業との競争、国有企業ど
うしの競争のため赤字継続

• 鞍山鋼鉄公司の場合、従業員20万人、年金を受け取る元労働者
12万人、集団所有制企業従業員18万人を抱える

• 「人を減らして、効率を上げる」（「減人増効」）を目指す

• 「一時帰休」（「下崗」）という名目で解雇
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大量解雇

• 各職場ごとに定員が定められ、それを上回る人は「一時帰休」
とされて「再就職センター」に送られた

• 再就職センターは一時帰休者たちに生活費手当を支払い、社会
保険料を負担し、再就職訓練を行い、就職を斡旋する。

• 一般の失業者より待遇はよく、3年間再就職センターにいるこ
とができる

• 再就職センターの運営経費の半分以上は地方政府が負担した

• 1993年から2000年の間に4437万人がこうして国有企業から解
雇された。失業率は2000年に8%ぐらいまで上昇した。
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４．地方国有企業の再編と民営化

• 中国の政府のヒエラルキー（中央ー省・市・自治区ー市・地
区ー県・区）のうち中央政府以外のレベルの政府によって管理
されている国有企業を地方国有企業という。

• 例えば蘇州市（人口1275万人）の場合、工業企業500社以上を
抱えていたし、宜賓県の場合、60社の国有企業を持っていた。

• 2000年時点で国有企業は19万社のうち92%が地方国有企業。

• 1995年以降、地方の中小国有企業は赤字となり地方政府にとっ
て重荷に。

• 1995年に中国共産党が「大をつかんで小を放つ」方針［※大企
業は必要、小企業は不要］を決定。
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• ［※「小企業は不要」政策を先行実施したのが］四川省宜賓県の試み：国有
企業の純資産（資産ー負債）を従業員に買わせて、従業員所有の会社にす
る。国有企業からの退職金相当分を純資産から差し引く。 ［※売れないお
茶を製造していた国有企業等の処分を従業員に任せ、60社すべてを従業員所有
の会社にした。従業員は国有企業の身分を喪失し、かわりに、会社の所有者に
なった。］

• 1997年の中国共産党第15回大会で「国有経済の戦略的調整」、「非公有
経済」［※民間セクター］が「社会主義市場経済の重要な構成要素」と
され、それ以降、地方政府傘下の国有企業・集団所有制企業・郷鎮企業が
次々と民営化された。

• 郷営、鎮営の企業の場合は、経営者への無償譲渡によって民営化された
ケースが大半。

• 国有企業の数は1995年の25万社から2008年には11万社まで減少。しかし
その後、［※リーマンショックのあと］地方政府が住宅やインフラ投資
を実施するために傘下に国有企業を作ったことで増加に転じ、現在は20万
社以上
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５．胡錦涛時代の改革の停滞

• ［※江沢民時代の］ 1997年の党大会で「国有経済の戦略的調
整」が打ち出され、1999年の中国共産党の決定によって、国有
企業は「国家の安全にかかわる産業、自然独占の産業、重要な
公共財と公共サービスを提供する産業、支柱産業とハイテク産
業の基幹企業」の役割を担う、という方向が示された。

• この方針はこれ以外の分野から国有企業は全面的に撤退してい
くことを意味していたはずである。

• ところが、胡錦涛時代（2002-2012年）に国有企業の戦略的調
整は進まなかった。［※中央政府直轄の国有企業でテレビド
ラマ制作や不動産業の企業があった］2005年と2010年に電
力、通信、石油、鉄道、航空に民間企業も資本参加できるとい
う通達が出される一方、こうした産業を国有企業が絶対的にコ
ントロールすべきだとの方針は変わらず。
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６．習近平時代前半における国有企業改革と産業政策

• 2013年11月、中国共産党中央委員会が「改革の全面的深化に関する
決議」を採択。

• 「資源配分において市場に決定的な役割を果たさせる」
• 国有企業の方向として「混合所有制改革」を初めて提起［※国有企業に
民間企業を混ぜる］。中央直轄企業の中信公司に伊藤忠とCPグループが
それぞれ10%ずつ資本参加。3大通信会社の1つの中国聯通にテンセ
ントやアリババが資本参加。

• 国有資本運営会社を数社設立、国有企業のうち条件が合うものを国
有資本投資会社に転換する。（国有企業をシンガポールのテマセク
のようなソブリン投資ファンドにする構想）［※⇒スライド30］

• 国有資本は国家の戦略的目標に沿って「国家の安全と国民経済の命
脈に関わる産業や重点領域により多く投資し、公共サービスを提供
し、先見性をもって戦略的産業を発展させ、生態環境を保護し、科
学技術の進歩を促し、国家の安全保障に貢献すべきである」→「支
配」から「投資」へ
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両論併記的な部分

• 「ブレることなく公有制経済を強固にし、発展させ、公有制を
主体とする方針を堅持し、国有経済の主導的役割を発揮させ、
国有経済の活力、支配力、影響力を不断に強める。ブレること
なく非公有経済の奨励、支援、誘導し、非公有経済の活力と創
造力を刺激する」（二つの「ブレることなく」）
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両睨みの政策

• 2014年に李克強首相が「大衆創業、万
衆創新」のスローガンを打ち出す。「小
微企業」の振興も課題に。

• 各地でコワーキング・スペース（衆創空
間）の設立が盛んになる。ベンチャー
キャピタルの活発化、ユニコーンの増加。
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国有産業発展基金の増加

• 2015年「中国製造2025」。IC、新材料、EVなど戦略的新興産業を強
め、製造大国から製造強国を目指す

• 地方政府が国有資産を整理して投資基金を設立。2018年末までに
1636の基金ができた。その資金募集予定額は9.93兆元だが、実際に
集まったのは4兆元。

• こうした投資基金の投資先は政府の産業政策に強く影響されるとみ
られる。

• そうした投資基金の一つが、国家IC産業投資基金は2014年に創設さ
れ、財政部 (25.95%)、国家開発銀行 (23.07%)、中国煙草 (14.42%)
などが出資。2022年9月現在、第1期基金は933億元を80社に、第2期
基金は770億元を41社に投資している。
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国家IC産業発展基金の現状

• 1990年代～2002年：IC産業を発展させるために国策プロジェクト
「908」「909｣に取り組むも、いずれも失敗。

• 2000-13年：主に減税策と投資誘致によってIC産業を発展させる。
中国系ファウンドリー中芯国際（SMIC）やファブレスの展訊、
鋭迪科、海思などが発展したほか、サムスン、TSMC、インテル
なども進出

• 2013年、清華大学傘下の紫光集団の株49%を取得した趙偉国のも
とで、紫光集団は民営のスマホ用IC設計会社、展訊
（Spreadtrum）と鋭迪科（RDA)を買収。米マイクロンを買収し
ようとしてアメリカCFIUSに阻止され、国内のメモリメーカーを
買収。
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国家IC産業発展基金の投資

• 国家IC産業発展基金は紫光集団の各会社に総計286億元（約
5700億円）出資して拡大を支援。

• なお、SMIC傘下の各社には457億元（9000億円）出資。

• 基金はこの2社に全投資額の54%を集中する以外は、ファブレ
ス、製造装置メーカー、材料メーカーなど84社に広く浅く投資。
また25社の投資会社を通じて267社のIC関連企業に広く浅く投
資。
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国家IC産業発展基金のスキャンダル

• 2020年10月以来、紫光集団は社債のデフォルトをたびたび起こ
し、2021年7月、ついに破産重整となる。本体は北京の民間投
資会社の参加に入り、武漢の長江メモリは湖北省・武漢市の傘
下に入る（そこに基金がさらに180億元出資）など紫光集団は
解体された。

• 2022年7月以降、紫光集団の元董事長趙偉国、国家IC基金の元
董事長、IC基金を運営する華芯投資の幹部などが次々と拘束さ
れ、取り調べを受けている。

• 紫光集団には破産後も含めると9000億円投じたことになる。
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国有企業の合併

• 2016年、鉄鋼・石炭の生産能力削減に取り組む。鉄鋼業では新
興民営メーカーに大手国有メーカーが敗けていたが、大手国有
メーカーの合併（宝山＋武漢＋馬鞍山＋太原＋中鋼＋重慶）に
よって救済

• 2015年、鉄道車両の中国南車と中国北車を合併し、中国中車と
する。独占企業。

• 2017年、大手発電企業の国電集団と石炭大手の神華集団が合併
して国家能源投資集団

• 2019年、鉄道部を改組し、国家鉄路集団有限公司を設立。
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７．国有企業を管理する制度

• 企業に関する多数の法律が混在。

• 会社法(1993年）：株式会社と有限会社

• それ以外の法律に基づく非会社法企業：国有企業（全人民所有
制企業）、集団所有制企業、私営企業、中外合弁企業、中外合
作企業、独資企業。2018年時点でまだ199万社（全体の11%）

• 2020年の外商投資法により、外資系企業はすべて会社法企業に
移行することになった。
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国有企業を管理する制度

• 国有企業の数は2018年時点で20万3017社もある。これを中
央、省・市・自治区、地区・市、県・市・区という4つの行
政レベルの政府が管理している。

• 政府には冶金工業省、第一機械工業省、化学工業省など工業
関連の省庁が多数あった。地方政府も同様。

• 改革開放期に国有企業の事業の転換や多角化が生じると、こ
うした体制の矛盾が出てきた。
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政府機構の改革

• 1998年に工業関連の省庁をほぼ全廃。地方政府も同様。

• 行政組織を傘下の国有企業と束ねて企業グループにした場合も
ある。中国石油化工総公司（ＳＩＮＯＰＥＣ）、中国石油天然
ガス総公司（ＣＮＰＣ）、中国船舶工業総公司、中国煙草総公
司など。地方政府でもこのパターンで行政組織を国有企業グ
ループの中核にした例が多数ある。
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• 国（中央）、省、市などのレベルで、国有資産監督管理委員会を
作り、国有企業に出資された国家資本の立場を代表させることに
した。

• 中央のレベルでは国有資産監督管理委員会が2003年に作られ、中
央企業97社（2020年現在）を管理。この下に4万社以上の子会社、
孫会社がぶら下がっている。

• しかし、中央の国有資産監督管理委員会は国有企業に対して国家
を全面的に代表するわけではなく、出資者代表として監督し、一
部の国有企業についてはトップ人事、一部については副社長レベ
ルの人事を掌握し、他の権限は党中央政治局、財政部、人事社会
保障部などが掌握している。
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表6-4　中央企業の管轄官庁

出資者機能 トップ人事 副トップ人事 財務 人事
実業系中央企業（106社）

中国核工業集団公司、中国移動通信集団公
司、中国第一汽車集団公司、中国石油化工
集団公司、鞍鋼集団公司など51社

国資委 党中央政治局 国資委党委 財政部 人社部

中国化工集団公司、中国中車集団公司、電
信科学技術研究院など55社

国資委 国資委党委 国資委党委 財政部 人社部

金融系中央企業(27社)
国家開発銀行、中国工商銀行など15社 財政部 党中央政治局 党中央組織部 財政部 人社部
中国信達資産管理公司、中国華融資産管理
公司など12社

財政部
銀監会党委また
は証監会党委

銀監会党委また
は証監会党委

財政部 人社部

文化系中央企業(2社）
中国出版集団公司 財政部 党中央政治局 文化部党委 財政部 人社部
中国対外文化集団公司 財政部 文化部党委 文化部党委 財政部 人社部

行政系中央企業（3社)
中国鉄路総公司 財政部 党中央政治局 党中央政治局 財政部 人社部
中国煙草総公司 財政部 党中央政治局 党中央組織部 財政部 人社部
中央郵政集団公司 財政部 党中央政治局 党中央組織部 財政部 人社部

中央各部企業（約6000社） 各部 各部党委 各部党委 各部 各部
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国民に利益を還元しない国有企業

• あらゆる企業は付加価値税（増値税）を支払い、利益からは企業所得税を
支払わなくてはいけない。

• さらに、税引き後利益から株主に対する配当も出さなくてはいけない。
• ところが、1994-2007年の期間、国有企業の経営状況の悪さを考慮して配
当支払いが停止されていた。

• 2007年に国務院は国家財政のなかに「国有資本経営会計」を設け、企業か
らの配当をそこに集めることにした。

• 2013年の三中全会決議で、国有企業の収益の30%を国家財政に入れること
が目標となった。

• ところが国有資本経営会計に入った配当は、同会計から国有企業に再投資
されており、残りが一般会計に繰り入れられている。2019年の場合、現状
では国有企業の利潤から一般会計に入っているのは11%のみ。

• 計画経済時代の国有企業は労働者・農民を搾取し、独占利潤を上げ、それ
を国家が無駄に投資してきたが、その構図がまだ根本から打破されている
とはいえない。［※国有企業の利益はすべて国庫に還元されるべきだ］
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表6-5　国家財政の国有資本経営会計の収支 (億元)

年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
収入 1,496 1,713 2,008 2,551 2,609 2,581 2,906 3,972
　中央 971 1,058 1,411 1,613 1,430 1,244 1,326 1,636
　地方 525 655 597 938 1,179 1,337 1,579 2,336
支出 1,403 1,562 2,014 2,067 2,155 2,015 2,153 2,295
一般会計繰入*1 56 78 223 230 551 614 885 1,459
一般会計繰入の国有資本経営
収入に対する割合

4% 5% 11% 9% 21% 24% 30% 37%

国有資本経営収入の国有企業
の利潤*2に対する割合

6% 7% 8% 10% 10% 8% 9% 11%

*1 2012-2015年は支出の内数、2016年は支出の外数
*2 国有企業の利潤には金融業の利潤は含まれていない。金融業からは国有資本経営会計
への利潤上納はほとんど行われていない。
(出所)中国財政部預算司「全国財政決算」各年版より筆者作成、
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８．国有企業管理制度の改革

• 2013年11月の中共中央「改革の全面的深化に関する決定」のな
かで「条件のある国有企業は国有資本投資会社に改組する。国
有資本の投資と運営は国家の戦略目標に沿い、より多くを国家
安全、国民経済の命脈など重要な産業と重要領域に投下する」
としている。［※実際には、国家レベルでは、実現していない］

• これは国有企業をシンガポールの国家資本投資会社であるテマ
セク(Temasek)のようなものに改組する意図であると、中国の
報道や論者が解説した。
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Temasekとは？(Chen, 2016; Ng, 2018)

• シンガポールが外資を誘致する際に政府も投資した。そうした
政府出資分を管理する会社として設立され、目下58社以上に出
資している。

• 投資先はシンガポール航空などのGLC(Government-linked 
companies)の他、中国建設銀行、VISA、DBS、アリババ、テ
ンセント、美団、airbnbなど海外の企業も。

• Temasekは投資先に対してNon-intervention, non-preference
の方針で臨んでいる。人事以外には介入せず、政策において投
資先企業を優先しない。
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テマセク・モデルを取り入れた蘇州市

• かつて蘇州市政府のもとには10の工業管理部局と4つの企業集
団があり、そのもとに約500社の地方国有企業があった。

• 蘇州市は1995年以降、国有企業の売却を進めた。

• 2002年以降、10部局・4集団を蘇州工業投資公司と創元集団に
統合。2008年に両者を合併して創元投資発展集団とした。同集
団は90社余りに出資しているが、徐々に自動車・部品、省エネ
環境保護機器、送変電の3大産業に集約化する方針

• 蘇州市が創元集団以外に持っている国有企業は、旧市街保全・
観光、都市開発、金融、園林運営、上下水道、交通投資、農業
発展、低所得者住宅、鉄道で、全部で10社。［※旧国有企業部
門は大幅に縮小した］
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９．農村における土地の流動化

• 1980年代に集団農業が解体され、戸別請負制が実施されたこと
によって農業経営の規模がきわめて小さくなった。1999年時点
での農民一人当たり耕地面積は14アール。一家4人としても
0.56haで日本の平均（1.62ha)よりずっと小さい。

• 1990年代に農業収入が停滞する中、多くの農民たちが土地を他
の農家に貸すようになった。貸し出されている農地の割合は
8.3%（2000年）、12%（2009年）、33.3%（2015年）、
37.0％（2017年）。［※土地の借り手は、合作社（ブドウ、タバコ栽
培など）、家庭農場、農業企業］



農業の大規模経営

• 農民専業合作社：特定作物に特化して農家に各種サービスを提
供するのが本来の仕事だが、直営地も経営することがある。

• 家庭農場：「主に家族労働で運営されている大規模農場」とい
う定義だが、農地6.7-20ha、被雇用者10人以上というのが通例

• 農業企業：日本のアサヒビールなども参入



河南省の「家庭農場」。一人の経営者（村の書記でも
ある）が60人を雇用。33ヘクタールでタバコとトウモ
ロコシ



この家庭農場は貧困撲滅政策の一環とし
て営まれている！



なぜ家庭農場が貧困撲滅につながるのか？
• 農地は村の集団所有である。その農地は農家に配られ、農家は
請負権を持つ。

• 農家はその土地を企業家（村の書記）に貸し、1ムー（6.67
アール）あたり年500-600元（良い土地）ないし年100元（悪
い土地）の地代を得る。［※その背景に、若い人がいなくなり、
自分で農家経営ができなくなっている］

• 土地を貸し出した農民たちは、企業家のもとで雇われる。1日
70-100元の賃金（但し2月から9月まで）

• 例えば8ムー (0.53ha)を請け負っている農家（労働力2人）が土
地を企業家に貸し出し、そのもとで働けば、二人で5433元の月
収が得られる（地代として333元、賃金として5100元）

• 「三権（所有権、請負権、経営権）分離」が党の文書でも謳わ
れている。





10．習近平政権後半の統制強化

• 2017年11月、北京市郊外［※僻地で北京
市民もほとんど知らない］の新建村で簡易
宿泊所の火災が発生し、19人が死亡。

• 市書記の蔡奇［※今年政治局常務委員に選出
された］は安全性に問題のある住居を徹
底的に検査して改善するよう指示。出稼
ぎ労働者約4万人が住んでいた新建村は
火災後2週間で［※出稼ぎ労働者を追い出し
て］廃墟となった。

• 党の政策は、出稼ぎ労働者に市民的権利
を与えるべきとの方針であったが、北京
市はそれと全く矛盾する措置をとった。

• 出稼ぎ労働者の子供はたとえ北京に生ま
れても市民的権利が与えられない。
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19期4中全会(2019年10月）「中国の特色を持った社会主
義制度のもとでの国家ガバナンス体系とガバナンス能力
強化に関する決定」

• 2013年の3中全会の時の二つの「ブレることなく」が繰り返さ
れた後、「国有企業の競争力、イノベーション力、支配力、影
響力、リスク対応力を高め、国有資本を大きく強くする」とい
う一文が新たに加わっている

• 外資導入や市場開放についても基本的には従来の開放路線を維
持しているものの、そこに次の一文が加わった。「外国企業の
直接投資に対する国家安全審査、反独占審査、国家技術安全の
リスト管理、信頼できない企業のリストなどの制度を整え
る。」

• 米トランプ政権によるファーウェイなど特定企業に対する攻撃
や関税引き上げなどの一連の攻勢に対抗。
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民間企業への統制強化

• 2020年11月、アリババ傘下のアント・フィナンシャルが香港と
上海の株式市場への［※3兆円規模の新株の］上場を延期。

• アントはQRコードを使ったスマホ支払いシステム「支付宝」を
運営。支付宝はテンセントの微信支付とともに市民生活の基本
的インフラとなった。

• アントはアリババのサイトで商品を購入する消費者向けの融資
サービスを展開。しかし、融資をしているのは中小銀行でアン
トは仲介料をとっていた。

• この部分に対する規制が強化されたため、アントの収益の見通
しが不定となり上場を延期。
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統制強化

• 2020年12月の中央経済工作会議では「反独占と資本の無秩序な
拡張を防止する」ことが課題の一つとして挙げられた。他に
「国家の戦略的な科学技術能力強化」「自主的でコントロール
できるサプライチェーン構築」など。（2017年12月の同会議で
は国有企業の混合所有制改革が主要課題になっていたのと様変
わり）

• 2021年4月、アリババに対して独禁法違反で3000億円の罰金

• 2021年6月、NYに上場した滴滴出行に対して国家安全の面での
審査→1600億円の罰金とNY上場廃止

• 2021年7月、民間資本による小中学生向け学習塾を禁止
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11．外交における二つの路線
［※一方で］グローバリゼーション推進

• 2013年、「一帯一路」構想。［※これは｢ブロック経済化｣というより、
「インフラ投資を通じてのグローバル化｣とみるべきだ］

• 2015年、アジアインフラ投資銀行の設立

• 国際輸入博の開催（2017～）

• 2020年11月、RCEPに15カ国署名

• 2021年9月、中国がCPTPPに加盟申請

［※他方で］帝国主義的ふるまい

• 2016年7月、南シナ海の岩礁をめぐるフィリピンとの領有権争いにおいて
国際海洋法裁判所が中国の領有権の主張を認めず。→中国は「紙くず」と
して無視

• 2016-17年、韓国における米軍のTHAAD配備に対して、中国からのロッ
テマートの追放、韓国への団体観光停止、韓流ドラマ放映の停止など多方
面の嫌がらせ（ステルス経済制裁）
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外交における二つの路線（つづき）

［※ステルス経済制裁は、豪・台湾に対してもある］

• 2020年、オーストラリア首相による新型コロナの発生源に関す
る発言をきっかけに、オーストラリアのワイン、大麦、石炭に
関する輸入規制

• 2021-22年、中国が「台独派」と見なす蔡英文政権に圧力をか
けるために台湾産パイナップル、ハタ、かんきつ類などの輸入
を停止［※台湾に対しては、中国が何に対して起こっているのかわから
ないので、経済制裁をされた側も困惑している］
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12．20回党大会での習近平演説

• 習近平は自らの10年の治世の成果として、①新時代中国特色社
会主義思想を作った、②党の指導を強めた、③貧困をゼロにし
た、④GDPを世界の18.5%まで高めた、⑤改革を深めた（具体
的に何をやったと余り書いていない）、⑥積極的に開放した
（自由貿易試験区、FTAへの参加、一帯一路）、⑦平均寿命
78.2歳になった、養老保険・医療保険の加入率を高めた等。
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今後の課題

• ①マルクス主義の「中国化時代化」、②人民の共同富裕、③
2035年には先進国の中ぐらいになる、④教育強国、科技強国、
人材強国、文化強国、体育強国、健康中国、⑤21世紀半ばには
総合国力と国際影響力でリードする社会主義現代化強国を作る、
⑥改革開放を深化させる、⑦社会主義市場経済への改革方向と
高水準の対外開放を堅持する、市場の資源配分における決定的
役割を発揮させる、国有資本・国有企業改革を深化させる。→
これまでの決まり文句を踏襲しているだけ。

• ⑧現代化産業体系を作る、製造強国、品質強国、宇宙強国、交
通強国、ネットワーク強国、デジタル中国。発展の安全に関す
る分野において短所を補う。⑨人民民主→いろいろ民主を強調
しているが、新しい内容はない？
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今後の課題（つづき）

• ⑩中低所得層の要素収入をさまざまなルートを通じて増やし、都
市・農村住民の財産収入を増やす→「要素収入」は暗に労働以外か
らの収入を指している。中低所得者の資産所得、農民の地代収入な
どを念頭に置いているとみられる。［※「資産所得」は、日本の岸田
首相の主張と同じ］

• ⑪人民安全、政治完全、経済安全、軍事科技文化社会安全、国際安
全、外部安全、内部安全、国土安全、国民安全、伝統安全、非伝統
安全、自身安全、共同安全・・平安中国。反制裁、反干渉、反「域
外適用long-arm jurisdiction」。国家政権安全、制度安全、イデオロ
ギー安全、食糧エネルギー重要産業チェーン安全、食品薬品安全、
バイオ安全、個人情報保護

• ⑫台湾問題を解決し、祖国の完全統一を実現することは党の揺るぎ
のない歴史的任務である・・・最大の誠意と最大の努力をもって平
和統一を願うが、武力の使用を放棄するとは決して約束しない。
［※統一にタイム・リミットがあるかのようなニュアンスがある］
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何が抜け落ちたか

• 大衆創業、万衆創新［※李克強の政策だった］

• 衆創空間

• 国有資本投資会社

• アジアインフラ投資銀行
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13．結論・今後の見通し

• アメリカのトランプ政権による中国封じ込め戦略が勢いを増し
た2019年秋ごろから国有企業強化、民間企業への規制強化が始
まった。［※ IC国産化、海外上場禁止等の｢保守路線｣が強まっ
た］。こうした方針に対して党内で反対論が強かったことは想
像に難くない。

• また、2022年に入ってのゼロコロナ政策に対しても異論が噴出
したであろう。

• こうした極端な政策は李克強など改革志向の指導者たちを追い
落とす政治闘争の側面を持っていたのであろう。習近平の演説
は大半は従来の路線を踏襲しつつも、胡錦涛と李克強の否定を
かなり鮮明にしている。
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今後の見通し

• 政治の季節が終わり、政治闘争的な極端な政策が終わる可能性があ
る。例えばゼロコロナ政策の見直しなど。

• 他方で、改革志向で経済に明るい指導者たちを追放したため、国有
企業改革の停滞・逆行、民間企業の不活性化、［※巨額の無駄な支出で
あった国家IC投資ファンドのような］国家関与の強化による非効率が予想
される。また、［※胡錦濤時代にひどかった］統計の粉飾が再び起き
るかもしれない。

• 通常、新たな改革の方針は三中全会（来年）に出てくるので、そこ
が注目である。［※揺り戻しがあるか、それとも強硬路線の継続か、予
断が許されない］

• 対外政策は強硬さが増すであろう。［※韓国・台湾、豪の］次のステ
ルス経済制裁の対象は日本であろう。
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