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■自己紹介 

講演する時に、「なぜ、日本に来たのか」とよく聞かれるのですが、前もって申し上げますと 28 年前に日本

に来ました。人生の半分強を日本で過ごしています。 

 

 生まれ育ったのは中国南京市です。日本とは歴史的関係が少し複

雑ですが。 

中学、高校の時に外国語を勉強していました。当時、日本語の教育はあ

りませんでした。英語を勉強していて高校を卒業したらアメリカに留学しよう

と決めていました。 

当時 1980 年代初め、日本の総理大臣は中曽根さんで、中国は胡

耀邦。この二人は非情に仲がよくて、私が高校を卒業した年に、胡耀邦

が訪日して中曽根さんに、「今後日中友好を推進したいので日本人の

若者 3000 人を招待して中国の若者と交流させたい。将来彼らに日中

友好を推進してもらいたい」と申し入れると中曽根さんも是非ということに 

なったわけです。 

いきなり行くわけではないです。3 年後なのです。3000 人の日本人青

年は最終的には北京に集まるのですが、北京に入る前にいくつかの班に

分かれて広州や上海などの主要都市を廻るわけです。そのうち 800 人の

日本人青年が 2 泊 3 日のスケジュールで南京に来ることになったので

す。 

おそらく戦争以来こんなにも大勢の日本人が来ることはないので、当時、南京市の共産党委員は相当苦

労したと思うのです。市役所に日本語の公式の通訳は数人はいたのですが、一度に大勢の日本人を相手

にできる日本語通訳がいないのです。 

ちょうどその頃私は高校卒業でしたので、大学の英文科を受験しました。私は一生懸命勉強したのでそこそ

こ点数もとれました。 

中国の場合、大学入学は 9 月。7 月に試験があります。いわゆる合格通知書に「合格 日本語学科」

と書かれていました。英文科を希望したのに間違っているのではないかと思い問い合わせしたところ、「今年は

フランス語学科もドイツ語学科も英文学科もキャンセル。今年は全員日本語学科のみだ」この一言で私の

人生が変わりました。 

入学式が終わった後、30 人くらい別室に連れて行かれ、共産党員幹部から「3 年後、我が南京市に

800 人の日本人若者がいらっしゃるから日本語通訳として養成する」と言われました。シェイクスピアを読もうと

思っていた青年が、翌日から「これはなんですか？」「これは机です」という日本語の勉強になったわけです。 

今なら NO といえるのでしょうけど、当時は無理です。共産党が決めた話だからどうにもならないのでせっせと

勉強したのです。ただ、ものすごく圧力があったわけではないです。外国語はごまかせない。通訳だから分かるの

か分からないのかはっきりする。ものすごく勉強して 3 年かけて日本語をマスターしました。成績もよかったので公

式通訳として採用されたのです。南京市に来たら、殴られるんじゃないかというイメージが強くて日本人はこな

い。仕事はそんなにありませんでした。 

その頃、名古屋市と南京市が姉妹提携しました。この提携が私の人生を変えるのです。名古屋のロータリ

－クラブの担当をしていたときに仲良くなった方から名古屋に留学に来ないかとお誘いを受けました。少し悩ん

だが、もう少し専門学、経済学を学びたいと思い名古屋に留学しようと思いました。留学審査は簡単ではなく、
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国が出してくれなかった。パスポートをもらえたときは国公立大学の募集はほとんど終わっていて、名古屋の私

立大学といえば愛知大学、中京大学、明星大学・・・があります。 

周りの方も心配してくれて「もう 1 年待ってもいいが、時間がもったいないから名古屋で私立大学に進学し

て、大学院から国公立に編入したら」とのアドバイスを受けました。土地勘がなかったので愛知県といえば愛

知大学が大きいだろうと思い受験したら簡単に受かった。中国の大学受験は 3％の合格率だけど、こっちは

大学入学試験じゃないような気がしました。 

入学して最初の授業で年配の教授がいきなり搾取とはなにかと黒板に書き、マルクス主義について始まる

わけです。社会主義の中国を脱出して資本主義の国にきたのに、また社会主義かとショックをうけたのです。

教授に質問して帰ってきた返答が「我が大学では経済原論といえばすべてマルクス主義」でさらにショックが

大きかった。  

今、講演などで役立っている経済学の知識は愛知大学ではなくて、その後に進んだ名古屋大学大学院

で猛勉強してマスターしたものです。 

もうひとつショックだったのは、南京で猛勉強した日本語が名古屋で通じない。「みゃーみゃー」は習ったこ

ともなかったから全くわからない。慣れるのに時間がかかりました。 

 

 

■日本経済・アメリカ経済 

よく中国経済はどうなるのか聞かれますが、その前にこのタイミングで日本経済の心配をしなければならない

と思います。 

ここ１週間は春節の旧正月の休みで、東京の株の乱高下を見ると、日本自身は政策を間違ったと思って

います。黒田総裁を知っているので、あまり悪口を言

いたくはないがマイナス金利は大間違いです。日本

の場合は是正されるのに時間がかかります。中国で

は、お正月明けに導入されたサーキットブレーカー。

株の値下がりを抑えるために下げ幅が 5％に達した

とき、15 分間取引停止させられた。7％になった時点

その日の取引は停止。わずか１週間で状況がよくな

いので撤廃。問題はあるものの勇気ある撤廃はよか

ったと思います。 

日銀のマイナス金利は明らかに間違っているのに、

記者会見など誰も出てこないのは不気味な気がし

ます。 

このまま放っておくと中小の金融機関は大変。信用金庫が悪くなり、地銀が悪くなり、その先にある中小企

業が大変なことになります。 

なぜマイナス金利をしたのか訳の分からない話で、おそらく官邸が圧力をかけたのではないか。このまま行くと

マーケット、投資家が大混乱するし、元々よくなってきていると言われている実体経済も悪化するでしょう。 

安倍さんは夏の選挙で快勝して憲法を改正しやすくしようと考えていたと思います。すべてのシナリオは崩れ

てしまったわけで、もう無理でしょうね。アメリカも大変です。利上げを後悔していると思います。イエレン議長の議

会の証言をみていると、明らかに後悔しているところがあります。時期尚早だったということです。様子を見るため

にもしばらくは上げない。金融政策が早すぎたこともあって、原油価格が大きく下がる。それに加えてアメリカの

国家像の選択が問われている。どういう国家像にするか、サンダース候補は明らかに社会主義者なのにそ

れでもたくさんの票を獲得している。一方のトランプ候補は過激な保守派なので、アメリカという国のリーダーシ

ップも弱くなってきている。日米という相互依存関係の強い国の経済が大混乱している。このアンラッキーな

時期に中国経済がどうなのかこれから詳しくお話しします。 
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■中国経済 

中国経済は公式統計ではそう悪くないと言われているが、実態は相当悪いです。結論から申し上げます。

このままいくと慢性的な停滞に入ります。それを避けるためには本当に思い切った改革をして、本当の自由な

市場経済を行使する。しかし兆しが全く見えていないから相当減速していくのではないか。 

こういう話をすると多くの方が、中国人の観光客が減るのではないかとの疑問を持たれるのではないかと思

います。 

格差の話をします。中国にはいわゆるトップリッチと呼ばれる層が 4000 万人、総人口の 3％はものすごくお

金持ちです。ミドルクラスという中間所得層。中間所得層と言う言葉はよくないですね。いわゆる富裕層が 1

億人くらい。あわせて 1 億 4000 万-5000 万人が観光客の予備軍なのです。この人達は一人 1 回だけでは

なくて何度も何度も来ます。 

去年、日本に来た観光客は統計では500万人と言われています。実はもっと来たいと思う人は多いが、法

務省のビザ申請に対応する体制が整っていないので 500 万人なのです。ジレンマですが、ビザを発行するの

に銀行の残高証明書や書類も必要になります。余り簡素化すると日本に来た後、中国に戻らなくなるなど問

題も多いわけです。一つの解決策として職員を増やしてはいるが、教育するのに時間もかかります。これからも

毎年 500 万-800 万人日本に来ると思う。減っていくことはないだろう。 

私から見るとせっかく来た中国人になにを売るのか。日本は彼らに売り込む努力が必要ではないか。 

今はまだ炊飯器やポット、薬などが売れているようですが、毎回電気炊飯器を 4 つも 5 つも購入するわけが

ない。 

観光地のお土産マーケットの問題がみえてくる。箱根でも軽井沢でもそうだけど観光地・温泉地のお土産

はひと箱 1000 円や 1500 円の和菓子とかアップルパイとかが多い。 

みなさんがベルギーに行ってワッフル買って帰りますか？おそらくいないでしょう。記念になるいい物、書斎に

飾る物、少し高級な物を買うでしょう。日本は観光客向けの商品の開発が大幅に遅れている。 

先日、埼玉の川越に講演に行ったのですが、会場までのタクシーで小江戸商店街を通りました。商店街

として江戸時代の風景でしてとてもきれいで日本人も外国人もいました。私の見る限り、本当に安い物、和菓

子の類いや駄菓子があるくらいで、本当に安いものばかりでもったいない。 

売り込む物のたとえとして岩手の南部鉄瓶はいいと思います。中国や韓国にはお茶の文化があるので 

安い物は 1 万-2 万円、高い物だと数十万円します。形もよく重みがあり見てもよし、お茶を入れて使ってもよ

し、幸福価値のあるものは本当にいいと思う。ものづくり日本だからいろいろ開発できると思う。 

NHK の番組で中国の話をするのに、なぜか将棋の羽生さんと話す機会がありました。頭の柔らかい方でし

た。フリーで雑談しているときにふと将棋の駒はお土産になると思いました。「王将」は縁起もいいし、駒の大き

さはさまざまあって中国にはない日本独特の漢字の書き方で飾るのにもとてもいいと思いました。 

アメリカの大統領に贈っても喜んでもらえるし、

習近平国家主席にプレゼントしても喜ばれると思

う。隣に餃子と書いたらなお喜ばれると思います。

餃子というのは中国では縁起のいい物なのです。

会社の宣伝ではないですよ。爆買いも続きます。

問題はどう売るかがポイントです。 

 

■2015 年までの中国経済 

旧正月の季節ですから、今年の中国経済の

展望を話す前に昨年はどうだったのか。総括する

必要があります。 

2014 年までは「暴走」する中国経済について

話していました。2015年、昨年は「迷走」と言うこと

3



ばに変わりました。「迷走」。どこへ行こうとして

いるのか見えない一年だった。 

いろんな項目があってリストアップしました。 

日本ではアベノミクスという言葉があって、

中国には李克強首相が掲げる経済政策を

指すリコノミクスという言葉があります。これが

見事に破綻しました。リコノミクスの神髄は構

造転換。構造転換は正しいことですが実現

していない。減速していることを「新常態」（ニ

ュー・ノーマル）といいます。マスコミなどで知

っているのではないでしょうか。 

テレビに出るとディレクターがそのことについ

て議論しろと言うが、私はその言葉が嫌いで、

何の意味もない。減速しているのならば、減

速していると言えばいいのにと思う。構造転換

が遅れているということです。 

国有企業の改革が逆行していて市場で強くなっている。国有企業が強くなると中国経済が駄目になるこ

とは実証されているわけです。 

政府が市場に介入してきている。去年来の上海株価のめちゃくちゃな変動は市場の失敗ではなく政府の

失敗である。習近平国家主席になってから市場介入してくるから失敗している。さらに経済政策が有効性

能を発揮できていない。私は経済政策の出番ではないと思う。やはり思い切った構造転換をするのがいいと

思う。痛みを伴う話ですが。最後に自信が失われている。一部の外資企業が中国を離れてきている。 

皆さまの業界、アパレルの方が何人も中国の工場をたたんだ。為替が割高になっているし、もう耐えられない。

撤退するのは難しいので会社を休眠状態にして帰ってきたと聞きました。1 社だけでなく何社からも同じような話

を聞きました。このトレンドは続くと思います。 

急激に減少している。今すぐには通貨危機にはならないだろうが、トレンドがみえてきています。 

これが 2015 年の中国経済の総括です。 

これからどうなるのか。35 年間の中国経済の動きのグラフの点線の中の矢印で示しているようにもっともっと

下がるとみていいと思います。 

 

■GDP 伸び率 

このグラフは2015年四半期ごとのGDP伸び

率です。第 1次産業、第 2次産業、第 3次産

業に分けたものをさらに農林水産業 鉱工

業、・・・主要産業のGDP の伸び率を示しました。 

特に第 2 次産業、鉱工業やサービス産業

が非常に頑張ったのかというと、この統計に問

題があるので、この大まかな動きを念頭において

ください。 

中国は毎月毎月の統計を出さないので四

半期ごとの統計を並べたグラフです。徐々に下

がってきています。最初にお話しした結論、忘れ

ないでほしいのは慢性的に停滞しているというこ

とです。 
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中国経済が V 字型の回復、思い切った改

革をしなければむずかしい。そうすると L 字型に

なって行くわけですが、L 字型といっても底辺の

ところが下がっていくような構造になってくるだろう。 

GDP を各々の産業ごとに分解していくと、こ

の中の多くの産業が伸び悩んでいます。一番

大きく伸びたのは金融とその他のサービス業で

す。 金融はなぜ伸びたかのか。実は世界の

金融がものすごく伸びている。伸びた理由は金

融緩和・量的緩和をしているからで、見た目だ

けは大きくなっていても実態は活性化していな

い。当てにならない。その他のサービス業という

のは、ネット産業、 E コマースなどネット通販。

これで見て安心できるかというと、必ず店舗を

構えている商店街が潰れてしまうので喜んでい

られない。 

両者を相殺してみないといけないので、喜ん

ではいられないと言うことになります。 

GDP を牽引する産業がいずれも伸び悩ん

でいる。 

もう一度確認するために過去 5年間のトレン

ドを表にしました。GDP は下がっていています。  

 最大の問題は設備投資などの固定資産

投資が 5 年前 23.6％あったのに 10％になっ

ている。不動産は 25％も下がっている。投資は

下がってきているから成長していないことがわか

る。最大の問題はここではなくて、M2。M2 と言う

のはマネーサプライ。不気味な感じがするの

は、伸び率が下がっていない、横ばいになって

いることが心配です。経済の規模の拡大スピ

ードが遅くなっているにもかかわらず、お金がど

んどん増えているのは資本効率が悪化してい

るから。資本効率が悪化すると不良債権にな

ります。これが中国経済の抱えている一般の

人にはわからない大きなリスクです。統計分析

してみないと見えてこないことです。銀行システ

ムが危機的な状況だと言っていいと思います。  

 

 かつて国際貿易は放っておいても伸びた。

中国の場合は日本などから部品を輸入して

中国で組み立てをして製品にしてから輸出す

る加工貿易の割合が大きい。 

輸入は昨年マイナス 13％、大きく落ち込ん

だ。翌年の輸出がさらに落ち込む。国際貿易は為替との関係もあるし、景気の状況もあるので難しいと思い
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ます。 

外貨準備の毎年末の数字を見てください。ピークの時 4 兆ドル近くあったのですが、去年の年末は 3 兆

3300 億ドルと 6 千億ドル以上減った。減少は今も続いているし今年 1 月は 3 兆 2300 億しかない。 

すぐさま外貨不足と通貨危機になることは想定しにくいが、いかに実体経済が悪くなっているのかがわかる

証拠になると思います。 

 

■中国のマクロ経済統計は信用できるか 

ここで問われるのが、中国のマクロ経済統計は信用できるかということです。大きな声で話すと北京に拘束

される可能性があるので、小さな声でいうがそ

れでは信用できない。どこまで話していいのか

悩んでいますが、一度は聞いてもらった方が

いいと思うので簡単に話します。 

 中国のマクロ経済統計の取り方が歴史

的に見て見ると、1985 年まで旧ソ連の統計

の取り方をしてきた。旧ソ連の統計の取り方は

GDPの考え方がない。国民所得の計算をして

います。この二つは大きく違います。GDP の計

算をする際は各々の産業があって、細かく分

類をします。各々の産業中に一定の関係性

を持つわけです。 

例えば農業の場合、綿花を作ったら糸に

加工して、次に生地にして、生地から仕立屋

さんに洋服にしてもらうとすると、一連のものを完全に足していくと必ず二重計算になっていきます。見た目では

膨らんでいる。 

 

ソ連の計算ではこの二重計算部分、中間部分が一切取り除かれえていない。水増しされているというか、

統計上のゆがみが出てくるわけです。経済規

模が 2倍にもみえる。 

この数字を見て指導者は米国帝国主義

よりすばらしいと勘違いする。 

 先進国の場合、それは駄目だから、中間

材を全て取り除き実態の数字にする産業連

関表をつくる。それぞれの関係性を方程式に

当てはめて二重計算しないように実態に近い

バイアスのかかった方法を取り入れている。

1993年からソ連も完全に廃止した。ソ連が崩

壊したから先進国の統計になったわけです。 

分析するときに 93 年より前の統計と今のも

のを比較する人がいますが、統計の取り方が

異なるので比較は不可能です。  

産業関連表の話をしましたが、オリジナル統計を集計する時にサンプルを採る方法は科学的にもすばらし

いと評価を受けている。中国もサンプリング調査をやったわけです。その時気を付けなければならないのは、例

えば東京を調査するとき、全てお台場だけ、全て六本木だけで取ってしまうと、偏った調査になる。中国の場

合は 日本と違ってものすごく広い国だから、サンプルをどこで取るかが問題になる。都市部に近い農村なら
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ば行きやすい、へんぴな農山村になると車どころか自転車さえ通れない。おそらく国家統計局職員の大半は

怠け者だから、へんぴな農山村には行かない。だい

たい都市部のところでサンプル取ってへんぴなところ

の統計は集計されていないものです。 

GDPの過大評価の問題もあります。官僚たちは自

分自身の成績評価につながる。成績評価されると

出世しやすいわけです。どうするかというと名目 GDP

は産業連関表を作る必要があって、バイアスがかか

るので、ここで大きく改ざんするのはむずかしい。ここで

大きく大型コンピュータ計算するから個別のコンピ

ュータでちょろちょろいじるとエラーが出る。いじるのは

グラフの赤の部分、物価の上昇部分です。物価上

昇分を取り除いて実質 GDP がでるのです。 

計算される名目 GDP が 9％として、物価が 2％

しか上昇していないとすると実質 GDP は７％。物価

が４％上昇すると実質 GDP は 5％になるわけです。

このようなゲームが行われているのです。物価の伸

び率がどう改ざんされるか、国家機密になりそうです

が・・・。 

消費者物価指数がどのように計算されるかとい

うと、食費、教育、住居費・・・などに分けられ、合計

すると 100 にならないといけないのですが、最も物価

が上昇しやすいウエート付けをなるべく小さくする。

各々の家庭が食事にかける費用は可処分所得

の 45％にもかかわらず、34％と低く計算している。

住居費は 18％にもかかわらず、13％で計算されている。交通費・通信費は会社負担なので個人で払う金

額が少ない。しかも競争が激しくて安くなっていて上がらない。にもかかわらず 10％で計算されている。  

我々が議論する中国 GDP が過大評価されていると言うのは正しくて、グラフの赤の部分が改ざんされてし

まうと、グレーの部分が大きく出てしまうのです。 

 

■中国の地下経済 

ここまで理解していただきたい。 

矛盾することをお話しします。実質 GDP の伸び率は過大評価されているが、中国の実力は逆に過小評価さ

れている。GDP の規模は小さく見せられている。意図的にではなくて制約があったからです。 

この言葉をお聞きになったことがありますか？「二カ国経済」。法律には概念のない言葉です。一国の経済

の中で、統計局、日本で言うところの内閣府にとらえられていない経済活動があるということです。日本では

少ないと思います。特に今はマイナンバーも始まっているし、水商売に少しあるかもしれませんが、日本では大

きくないでしょう。 

 オーストラリアは 3％、3-4％は統計上の誤差の範囲です。イタリアは 15％、マフィアの地下経済があるか

ら。 

ロシアは 25％ですごく大きい。おそらく北東のオホーツク海で取れた魚介類を漁船に売っても、彼らは報告

しないし、モスクワは知らない。ロシアの統計上 GDP が 100 とすると実態は 125 と言うことです。ロシアの地下

経済が 25％ならば、いくら何でも我が中国はロシアには負けないだろうから、最低 30-40％はあるでしょう。 

中国の地下経済、アンダーグラウンドと聞いて、全てがドラッグとかマフィアではありません。一例を申し上
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げると、中国は一人っ子政策です。一人の子供にいろいろな教育を受けさせる。例えば、ピアノの先生を連れ

てきて習わせて、先生に謝礼を払う場合、相対で払っているから統計局は知らない。 

北京で国際会議をするとだいたい 3 人の同時通訳を雇います。同時通訳を頼むと相場は、ひとり 20 万

円。これは相対で支払うので、この人達は一切確定申告しない。数年に一度「またマンションを買ったよ」と

教えてくれます。 

 

■中国のマクロ経済統計は信用できるか。 

中国の経済を GDP で判断すると間違ってしまう。伸び率をみてみるとそんなに伸びていない。 

 中国のマクロ経済統計は信用できるか。統計

局長の王保安が 1 月に６．９％と発表した 5 日

後に逮捕された。理由は厳重な機密違反。中国

の場合機密違反と言えばたいていの場合汚職。

アワビとかフカヒレとかをいっぱいもらったのでしょう。

顔もふっくらしているから。相当もらったのでしょう。 

甘利さんがとっても気の毒。我が国ではアノ程

度の金額は清廉潔白です。 

真面目な話にもどります。 

 先ほど、資本効率が悪いという話をしましたが、

中国の金融構造がどうなっているのか。だいたい

どこの国もよく似ているのですが、若干違うところだ

け説明しますと、内閣の国務院があってその下に

人民銀行,いわゆる日銀があって、その下に正規の金融マーケット、間接金融の銀行と直接金融の証券市

場の２つがあって、我々一般家庭はお金があったら銀行に持って行くか株を買うかする。間接金融か直接金

融から企業に融資する。 

 

一般の方がご存じないことをお話しすると、東アジ

アでおもしろいことがあります。 

イギリスの旧植民地の国や地域では直接金

融、証券市場が盛んで重要な役割を果たして

いる。シンガポール、香港などの銀行はたいしたこ

とがないが、株式市場、証券市場が盛んです。 

それに対して儒教の影響の強い国は銀行が

圧倒的に強い。日本、韓国、中国、台湾はそう

ですよね。なぜなのかと詳しく書き始めると立派な

本になります。研究していて気がついたことです。 

中国の場合、間接金融だから銀行が強い。

国有銀行は民営企業にお金を貸さないのです。民営企業が国有銀行からお金を借りようとすると担保を設

定しければいけない。 

皆さんが商売する場合の企業相手はどこでお金を調達するのか。担保を出して借りたり、自己資金で投

資したりするわけです。短期のお金は地下金融で借りたりします。地下というとネガティブなイメージがありますが、

そこには巨大なマーケットがあります。金融庁から頼まれて調査したことがあります。その時知り合った社長さん

に地下金融の金利を聞いたら、去年 8 月、年利 40％。1 週間から 10 日くらいの短期間借りるから、大した

支払いではないが、それにしても 40％は高い。12 月のクリスマス時期に聞いたら年利 60％。富士通で働くよ

りも中国で地下金融をやった方が儲かりそうです。中国市場からすると迷惑な存在です。金融政策は全く対
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応してくれなくて金利は勝手に決められるので、 大きくなるほど迷惑。 だからといって地下金融を潰してしまう

と民有企業は潰れてしまいます。潰せないし、残すと迷惑な存在なのです。ここに金融のゆがみがあるのです。 

 

■中国経済の三つの過剰 

最近よく指摘されるのが、中国経済が抱える 3 つの過剰。過剰設備。主に国有企業の重厚長大。過剰

設備を抱えて重荷になっています。 

過剰債務。地方自治体の債務がかなりある

はずだが、はっきりとはわかっていない。バランスシ

ートがままならないから実態はよくわからない。返

済が滞ると銀行が影響される。金融システムのリ

スクが一気に増える。 

過剰労働力。失業が増えているとのことなの

ですが、本来なら一人っ子政策で人口が減少

しているのに失業者が増えるのは不思議に思う

かもしれませんが、 

問題は人件費が高騰して、人民元が割高に

なっている。アパレルなど企業が中国をはなれると

工場で働く単純労働者が解雇されて失業する。

再就職させなければならないが、職業訓練がさ

れていないからたくさんの失業者であふれている。 

香港に近い広東省ではアパレル工場が多いから、失業者があふれて治安が悪くなっている。 

 

■人口動態の崩れ 

ここまでは３つの過剰についてです。最後の過剰労働力に付け加えさせてもらいます。 

去年ようやく共産党が動いて、一人っ子をやめて二人目まで産んでよいと方針転換したのですが、たぶん

出生率は増えない。今の人生を楽しみたい。

一人ならいいけど、二人目は・・・子供を育てる

のにコストがかるという考えは日本と同じような

現象がみられる。少子高齢化が急激に進ん

でいる。一人っ子政策がもたらす弊害は少子

高齢化以外にも人口の中で産業のバランス

が大きく崩れた 

 

 この写真をみてください。 

持っている物には「私は女の人を探して結婚

したい」と書いてあります。男性が女性より

3300 万人の多いです。今、生まれてくる赤ち

ゃんの性別比は 100：113。女の子 100 に対し

て 113 とゆがんでいる。国民の統計を見て見

ると日本は 100：105 の割合です。 

中国の場合は男の子が生まれると父親の姓を名乗ることがほとんど。名字が残ります。私は娘一人なので

「柯」一族は終わってしまう。私は気にしないが、儒教の考えでは親不孝となる。中国では妊娠すると病院の

超音波検診で性別を調べています。だいぶ前に生まれる前の赤ちゃんの性別を知らせてはならないという法

律をつくったが、法律があっても守らないことが中国のすばらしいところ。一定の割合の人が女の子と聞くと落ち
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込んでしまい、出産をあきらめてしまうこともあるから、男の子はたくさん生まれます。 

尖閣諸島を奪うよりも嫁さんを奪った方がいいのではないかと思う。20才以下の年齢層で3000万人の結

婚適齢期の人が結婚できないことは大問題です。 

浙江省の大学の有名な先生がこのような論文を書いたのです。「男女のバランスが悪くなったのだから、我

が国では一刻も早く一妻多夫制、一人の女性と 3 人の男性が結婚できるようにするべきだ。」 

私には適用されないですが、倫理的には受け入れられない話です。ファミリーを紹介する際に、第一旦那

が国有企業で働いていて、第二旦那がレストランで働いて、第三旦那が・・・おそらく大混乱することになる。よ

うするに社会が不安定。経済の話であれば経済政策を実行すればいいが、人口動態が崩れてしまって、な

にをどうすればいいのか、深刻な問題です。 

 

■外貨準備の推移 

 

 外貨準備の推移もっと下がっていくでしょう。

このトレンドは変わりません。中国経済を知る上

でさけて通れない問題は 4000 万人総人口

の 3％のトップリッチ。  

私は仕事の関係上アメリカなど世界中をか

けずり回るのですが、アメリカの本当の金持ち

はありえない。中国でも何回か本当の金持ち

を見たことがある。日本に来て 28 年本当の金

持ちを見たことがない。富士通総研で働いて

いるが、富士通グループ 16 万 5 千人の会

社の社長の自宅はたいしたことがない。時々

皿洗いさせられているらしい。 

日本に来て社会主義じゃないかと勘違いし

た。そういうことからすると日本は社会主義国か

もしれない。 

 富の分配が非常に不公平です。 

爆買いを心配する必要はない。なぜ所

得分配が不公平になるかというと、いろん

な解説があります。 

経済ですから。 

１年間の GDP 国民総所得の内何％が

可処分所得になっていくかという議論があり

ます。労働分配率。日本の場合は 60％で

す。ある程度高い方が所得分配が平等に

なるけれど、中国は 40％しかない。所得分

配率が非常に低いので底辺がボトムアッ

プされにくい。 

所得分配が不公平なので課税したらな

るべくフラットにできると言われているのです

が、中国の場合は日本と同じ給与所得の

最高税率 45％の累進課税。問題なのは株をやってもうけた人や不動産投資でもうけた人など一律 20％。

真面目に働いて給与をもらった人は 45％。なによりもこうやってもうけた人たちが、子供、孫に相続するときに相
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続税がない。 

 日本の相続税は 50％。私はまだ中国のパスポートを持って

います。法務省の方に「日本に帰化したらどう？」と誘われる

けど、将来中国に帰れば相続税は払わなくていい。そのかわり

今お話ししているようなことを話したらすぐに逮捕されるので、その

時はしゃべらない。言論の自由は失われるけど。今のうちしゃべ

っておけばいい。 

不公平だが、トップリッチ層の爆買いする中国人は減ること

はないでしょう。 

 

■グレーの収入 

 この仕事をしていると、中国の大学の先生とのつきあいが多いです。彼らが住んでいる自宅は平均で 150-

160 平方メートルのメゾネットマンション。 

以前は中国に帰っても優越感を感じたが、

今は劣等感しか感じない。東京で 160 平方メ

ートルのマンションはまず見当たらない。たとえあ

ったとしても手が出せない。そうなると、彼らにどこ

からお金が入ってくるのか、不思議と調べる力

が入るわけです。 

グレーのインカムとしてカウントされる。 

先ほど申し上げた課税のところの収入は正

規のインカム。グレーのインカムと言うのがあるわ

けです。「グレーのインカム」と私が勝手に言っ

ているわけではなくて、北京の研究所が数年に

一度発表していての直近 2011 年ですが、GDP

の 12％。世界二番目の GDP の 12％がグレーのインカム。これが恐ろしいことです。 

 

どういうことか大学の先生を例えてお話しします。日本の大学と似ていて、毎年募集する学生人数は決ま

っている定員性です。名門の北京大学の場合、約 4000 人募集して、合格ラインに達した人はもちろん採用

される。問題なのが合格ラインに達しなかった人はあきらめる必要はないということ。足りない点数 1 点に付、例

えば 50 万支払えば、採用してもらえる。10 点足りなければ 500 万納めてくれれば枠外で採用してあげる。卒

業するときは同じ扱いになる。 

この枠外で採用された学生が大学に納めたお金、売上げはどこに行くのか。会計上便利な言葉があって

オフバランスに入れられる。枠内で採用された学生の授業料はオンバランス、枠外で採用されて学生の授

業料はオフバランスになるのです。そして、枠外の学生の教育に携わった先生の給与は手当として支払われ

る。給与ではなく手当です。給与の場合は 40％の税金がかかるけれども、それ以外の収入、手当の場合は

一律 20％の税金だから、グレーのインカムとしてカウントされる。多くの先生が手当の方が給与よりも多い。 

中国の場合至る所にこのようなことが多い。あらゆる業種にさまざまなオフバランス収入が存在する。中国

経済の潤滑油になっている。日本社会には潤滑油がない。中国社会独特の風習があるということです。 
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■共産党党員になる理由 

 中国がどうなろうとしているのか。答えは簡単な

ようで簡単ではない。今不安定な状況です。

2015 年の数字が出ていないので 2014 年の数

字ですが、約 8600 万人の共産党員がいる。こ

の周りの統計は 2013 年に発表されたものです。

詳細はまだ発表されていないのですが、トータル

は間違ってないと思う。 

このシステムのキーポイントはなぜ共産党員に

なるのか。マルクスレーニンを信じて共産党員な

る人はほとんどいない。習近平国家主席さえも

資本論を読んだことがないと思う。自分の利益を

最大限にするために党員になる人がほとんど。

共産党員になることが出世するための入場券の

ようなもの。 

先ほど、紆余曲折あって来日したと自己紹

介したが、党員になれなかったから中国では

出世できないと思って日本に来た。 

 私が党員になったら物欲も強いので相当

賄賂をもらうと思う。今頃、牢屋に入っている

かもしれない。 

この仕組みについていうと、末端の党員ま

で利益が行き渡る間は何とかなるのだけど、

今はトップの一握りの党幹部が最も潤ってい

て末端党員まで潤っていいない。共産党自

身の求心力も下がっているし不安定化してい

る。 

 

 

■過去の中国社会をみる 

今後の中国を占う上で何をみればいいのか 3 本の軸を見てください。縦軸が政治統制力強化するか、左

下が経済の自由化、右下に行くとナショナリズムの高揚を表しています。  

毛沢東時代はここには書いていませんが、経済の自由化はなし、今の北朝鮮と同じで、政治統制力は最

大化していた。 

 ナショナリズムはその時々に必要に応じて、当時は反米帝国主義、反英帝国主義とかで、日本はあまり

狙い撃ちされてなかった。 

12



ああいうことをやっていると国は崩壊す

るので鄧小平になって変わった。鄧小平

は経済の自由化をどんどん進めた。一

生懸命経済の自由化を進めた。政治

統制力は ナショナリズムが好きじゃな

い。反日運動が一度も起こらなかった。

だから、日本企業が中国にどんどん進

出してきた。 

 

次の江沢民は、鄧小平の路線で行く

と資本主義になってしまうから、経済の

自由化をより戻して政治統制力を高め

て 反日教育を進めた。中国共産党

の立場に立ってみると一番バランスが

取れている正三角形。 

次の胡錦濤は共産党が政権をとってから最も無能な指導者。カリスマ性もなかった。政治統制や経済の

自由化をやりたかっただろうけど力がなかった。最終的にやったのは愛国教育を煽って、頻繁に反日が起こっ

た。本人からしたら不本意でしょうけど力がなかったからしょうがない。 

 

今は習近平の時代。習近平は何を考えているのかというと、毛沢東時代のように政治統制力を強化しよう。

経済の自由化はこれ以上やってはいけないのでより戻しをしている。幸いにもナショナリズムを煽る余力はない。

煽って 1 度でも反日デモが起こったら、日本企業が撤退してしまう。これ以上日本企業に撤退されたら中国

経済はもたないわけです。 

私が思うには、中国経済は減速しているから日本企業のアパレル関係は特殊ですが、半導体や自動車

関係は、今は中国を攻めるチャンスだと思う。なぜなら日本企業は技術の源。中国が一番ほしいのは技術で

す。自前のイノベーションをちゃんとやらないから景気が減速すればするほど日本企業が大事にされる。日中

が大きな転換を迎えることはないと考えます。 

三本の座標軸をもって中国を崇めていけば、そう外れることはないと思います。 
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■質疑応答 

（質問） 

BIS 規制について。中国の銀行の自己資本率が何％なのか。数字を聞いているとどこまで本当なのか。

銀行が BIS 規制にどう対応しているのか見解をきかせていただきたい。 

 

（柯隆氏） 

答えには 2 つあります。一つは建前の議論。一つ

は本音の議論です。 

名目の自己資本比率と実質の自己資本比率

があります。その前に中国の銀行の体質を理解して

いないと難しいと思います。元々BIS 規制を導入をし

た目的は銀行のリスクをなるべく抑えるためです。リス

キーな融資をなるべく抑えて、自己資本を積んでも

らおうと。そもそもの考え方が中国の銀行システムとマ

ッチングしてしない。 

中国では国有銀行だから自己資本は関係ない。問題があった場合、国が面倒を見ればよいわけです。

BIS規制の場合は何だかんだ言いってもクリアしないと国際金融業務を展開させないというのが、全ての銀行

に対して求められているものだから。 

私が知っている限りでは、周恩来時代に国有銀行をなんとかしなければならないという理由で 1998 年、

初めて BIS 規制をした。バランスシートを書けるようにしよう。書いてみると、たくさんの不良債権があった。3 カ月

延滞すると不良債権に分類される。どうすればきれいに見えるか。アセットマネジメントカンパニー国有の資産

管理会社をつくった。そこに、溜まった不良債権の一部を簿価で移した。本来なら正しく評価して時価で移さ

なければならないのに。 

国が補填しなければならないけど余力がなかったので、4 つの資産管理会社をつくって簿価で移したわけ

です。移した後はだいぶバランスシートがきれいにみえる。それ以外にもまだゴミのような資産がいっぱいあったの

です。 

次の問題は預金がたくさん集まるわけですが、国有銀行だから自己資本が増えない。株式会社にして上

場しようと、上場さえすれば自己資本が強化される。下手にやるとテイクオーバーになるだけで、共産党が手

放したくない。全体の資本の 3割だけ取引できるようにして、残りの 7割を国がコントロールすればテイクオーバ

ーにならないだろう。 

4 つを順次上海・香港などで上場させたが、単なるファイナンスのための上場だから、預金がたくさん集まっ

て総資産は膨らんでいって、自己資本が増えないものだから、どうクリアしたらよいのか。   

次に考えたことは、すばらしいことであり、最悪なことです。国有銀行の自己資本を増やすために金利体系

をいじった。周恩来時代、金利体系は変えられなかった。 

すなわち実際の金利は 1 年物 1.75％、貸出金利は 4.75％、利ざやは 3％。明らかにおかしい。預金者

には中国では誰も教えないし知らない。中国の預金者が聞いたら天安門にあつまると思います。他の手数料

とか関係なく、一部をコンスタントにでてくる不良債権の償却に使って、残りを資本の増強にあてている。  

BIS 規制は毎年毎年やっているので、安易にクリアできる。銀行の強化につながるかというとそうではない。

見た目はクリアされる。私の知っている限り中国の銀行の自己資本率は 9-10％といわれている。パーセンテ

ージを知るよりも構造について理解された方が中国の金融の神髄がわかっていただけるのではないかと思いま

す。 
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（質問） 

日本のアパレル産業は、生産に於いてまだまだ中国の依存が高い状態ですが、我々のものづくり環境はこ

れからも悪化し続けるのでしょうか？環境規制、人件費高騰、高付加価値産業へのシフト、労働集約型産

業が、これまで中国を成長させてきたエンジンであったことは間違いなく、「世界の工場」として稼ぐ力が急落

するのは、中国としても避けたいところであり、政策的な変更が必要になってくるのではとも考えます。 

 

（柯隆氏） 

このままでは、日本の繊維産業はおそらく厳しい経営環境に陥ると思われます。中国方面からのチャレンジ

だけでなく、中国の人件費の上昇と為替の切り上げにより、中国以外のアジア諸国からの圧力も厳しいと思

われます。 

結局のところ、日本の繊維産業が生き残るとすれば、ブランド化による差別化の道しかないと思われます。

高品質に加え、優れたファッション性、斬新なデザ インなどなど常識破れの挑戦が求められて 

います。 

中国の繊維企業もこれから東南アジアへの進出を余儀なくされています。中国の繊維企業はアウトソーシ

ングに特化してきたが、自社ブランド化に成功しなければ、生き残りが難しい。最近、パリのファッション専門学

校が中国で相次いで開校しており、デザイナーの卵の育成に努めています。これらの若者こそ日本の繊維

企業にとって脅威となりうる。私の中国のときの同級生の娘はパリのデザイン専門学校で学んでいる。 

結論的には、日本ブランドの確立は唯一の道であると思われます。 

以 上 
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