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　前回は、日本のマスコミが報じる中国と実際の中国が

違っていたことについて、抗日戦勝利 70 周年行事と薄

熙来事件を例に政治について取り上げましたので、今回

は経済について、日本での見方と中国に住んでみて思っ

たことの違いについてお話ししたいと思います。

１．新常態と第 13 次５ヵ年計画

　皆さんもご存知のように現在の中国は社会主義市場経

済と呼ばれる経済体制を採用しています。そもそも、社

会主義では国家が経済を管理し、計画した方が人々の暮

らしは平等で豊かになると考えていましたが、実際にや

ってみると、国家が個々人の欲しがっているものを分か

るハズはありませんし、時代によって欲求も変わってき

ます。人々の欲しい物は生産されないし、要らない物ば

かりが作られるので在庫の山が生まれ、国家管理の経済

では資源の適正な配分ができないことが分かってきまし

た。物のない時代なら兎も角、豊かで複雑な社会になれ

ばなるほどこの計画経済が失敗するのは必然で、結局、

中国も計画経済を諦め、市場経済を採用することにしま

した。この点、社会主義に於いて市場経済を採用するの

は論理矛盾だという人もいますが、そうではありません。

社会主義と言うのは、富が特定の人に集まり公平でなく

なるという資本主義の矛盾を解決するために生まれた考

え方で、国民の生活を平等に豊かにすることを目的にし

ていますので、市場による交換を通して資源の適正な配

分を図ろうとする市場経済は、やり方によっては社会主

義の理想を実現してくれる手段になります。資本主義も

何ら規制（独禁政策）せずに放っておけば独占・寡占状

態になり、市場に於ける資源の適正分配が行われなくな

りますので、資本主義であるから市場原理が働くという

考え方は誤りです。

　この様に、中国は経済では市場主義を採用しましたが、

社会体制は、あくまでも社会主義の国です。国家の進む

べき道はやはり計画（５ヵ年計画）によってキチンと決

められています。そして、今年から 2020 年までの第 13

次５ヵ年計画（十三五、以下、新５ヵ年計画）が、この

3 月に行われた全国人民代表大会で承認されました。   

　今回は、先ず、最初に新５ヵ年計画について簡単に説

明し、この計画に対しマスコミで述べられていた識者の

見解に対し私が違和感を感じた点についてお話しした

この目で見た中国
Ⅱ. 新 5 ヵ年計画と習近平

　　　　  〜雍
ようせいてい

正帝と習近平の世界〜

北京外国語大学北京日本学中心客座教授
す ぎ も と 　  か つ の り

杉本　勝則

連　載



25

後、歴史的に見て習近平が果たさなければならない役割

について述べてみたいと思います。なお、新５ヵ年計画

の詳しい内容や関連する各種政府報告文書については財

務省（日中産学官交流機構）の田中修氏の報告・論文が

ネット上で公開されています。信頼できる内容ですので

これをご覧いただければと思います。

　今、中国は、2021 年の共産党 100 周年と 2049 年の建

国 100 周年の「2 つの 100 年」の目標に向かって奮闘

していますが、2020 年には小康社会（いくらかゆとり

がある社会）の全面的実現を目指しています。そこで、

2016 年から 2020 年までの新 5 ヵ年計画では以下の 6 項

目を重点に計画を推し進めようとしています。

① 2020 年に GDP と国民所得を 2010 年の 2 倍に増やし、

GDP の伸び率を 6.5％以上にする。

②イノベーション（創新）による発展を推進する。

③農民の都市市民化、農業の現代化、都市と農村の協調

のとれた発展を促進する。具体的には、2020 年にお

いて、都市化率が 60％に達し、戸籍人口の都市化率

を 45％にする。また、営業高速鉄道を 3 万 km にし、

8 割以上の大都市をカバーする。3 万 km の高速道路

の新、改築を行い、都市と農村をブロードバンド網で

繋ぐ。

④グリーン生産、生活方式を推し進め、生態環境の改善

を加速する。単位 GDP あたりの水量、エネルギー消

費量、二酸化炭素排出量をそれぞれ、23％、15％、18

％減らし、森林面積を 23.04％にし、大都市の大気汚

染優良率が８割を超えるようにする。

⑤改革開放を深化させ、発展の新体制を構築する。「一

帯一路」を発展させ、新しい国際生産協力体制を築き、

貿易大国から貿易強国になる。

⑥民生福祉を増進し、人民全体が発展の成果を享受でき

るようにする。健全、公平、持続的な社会保障制度

を作り、労働年齢人口の平均教育年数を 10.23 年から

10.8 年に増やす。新規の就業者数を 5000 万人以上増

やす。平均寿命を 1 歳増やす。

こととしています。

　今回、政府がこの様な計画を策定したのは、習近平及

び党・政府首脳が、中国が今、『新常態』にあることを

十分に認識し、その対策を取らなければならないからで

す。

　新常態とは狭い意味では、中国経済はかつてのような

高度成長ではなく減速傾向にあると共に、諸矛盾が発生・

拡大し、豊かで安定した社会を築くためには新しい分野

の産業構造への転換を進め、中程度の経済成長を行うこ

とで安定した社会を築いていこうとするものですが、そ

の意図するところを分かりやすく言いますと、中国は改

革開放政策のお蔭で世界第２位になるまでの経済発展を

果たし豊かになりましたが、その反面、平等であったは

ずの国民の間に社会的、経済的格差が顕著になり、役人

の汚職も蔓延し、環境汚染で人々の生存さえ脅かされる

様になってしまいました。また、豊かになった代償とし

て、賃金を始め生産コストが上昇し労働集約型産業中心

の産業構造、粗放型経済構造では将来の発展が望めなく

なってきました。にも拘らず、国営企業を中心とする産

業界の多くは既得権益に安住し、時代状況の変化に対応

する努力、環境保全に対する努力を怠り、役人は汚職に

塗れることで既得権益者の擁護者となり改革を妨げるば

かりか、汚職規模が余りにも巨大であることから経済的

にも富の偏在を招く事態になってしまいました。つまり、

共産主義の理想を掲

げ、先に豊かになれ

る者から豊かになっ

て、これを全土に広

げていこうと改革開

放政策を進め、国と

しては豊かになりま

したが、そこに出現

したものは、共産主

義の理想とは似ても

似つかない格差社会

の出現と不公正の蔓

延 だ っ た の で す。

この「異常事態」を改革しないまま放置しておけば執政

党である共産党は民意を失い、天命に見捨てられ、これ

までの歴代王朝と同じ滅亡の道を歩むことになってしま

習近平国家主席　
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います。そこで、この異常事態を十分に認識したうえで、

これを時代の変化に対応した産業構造に転換することで

国際競争を勝ち抜ける豊かで平等な安定した社会を築い

ていこうとするのが新常態の意図するところなのです。

そして、①経済成長を減速させてでも、格差の是正と環

境破壊を抑え、②経済構造の不断のレベルアップを図り、

③経済の牽引力を、投資駆動からイノベーション駆動に

転換することで、④中国経済、政治、そして、社会建設

の新常態を作ろうとしています。

　そこには、①中国の消費が模倣型横並びから、個性化、

多様化していること、②相互連携による新技術、新商品、

新産業、新ビジネスの投資機会が増え、③低コストから

ハイレベルが売りとなる業態が中心となり、④生産小型

化、知能化、専業化が進み、⑤低賃金労働に頼る経済成

長から人の能力資源、技術進歩に頼る経済となり、⑥差

別化を主とした競争に変わると共に、⑦エコ、省エネ型

の低炭素循環型の発展方式を推進しなければならないと

いう基本認識の上で、市場メカニズムを通じてこれら未

来型産業の発展方向を探らなければならないとしていま

す。

　多少、教科書的な経済論、産業論の感じがしないでも

ありませんが、党中央、政府ともに世界経済・ビジネス

の最新状況について良く調査・研究したうえで新常態を

提唱しています。もし、新５ヵ年計画が着実に実行され、

スムーズに新常態への移行ができれば、中国は崩壊どこ

ろか益々栄え、共産党中国の最盛期を迎えることが出来

るのではないかと思えてきます。　

　新常態は 2014 年 5 月に習近平が河南省を視察した際

に提唱しましたが、新常態で意味するところの「異常な

状態」は胡錦濤時代にも十分に認識されており、何とか

改革を行おうと努力されてきましたが、江沢民の置き土

産ともいえる不安定な権力構造（多数決で決定される９

人制常務委員会メンバーの過半数は反対派）のまま既得

権益勢力の反対を抑えきれず、矛盾の拡大と汚職を蔓延

させただけで終わってしまいました。国の未来、そこま

で行かなくても共産党の未来を考えているマトモな人間

なら、今、改革を行わなければ共産党にもこの国にも未

来が無いことは分かっていると思います。そして、胡錦

濤時代の停滞を教訓にするなら、当然、改革のためには

強力な指導者が必要と考えると思います。党中央指導部、

官僚たちのこの危機感が予想以上の短期間で習近平への

権力集中を可能にしたと思いますが、この事は、今後、

新５ヵ年計画が実行できるかどうかの重要なポイントに

なると思います。

　また、改革が実行されるかどうかを見る際には、中国

は日本とは違う政治体制が取られていることを理解して

おくことも必要です。日本では、中国にはこれだけの問

題があるのだから改革は無理だというような短絡的な議

論が多いように感じますが、中国は民主集中制の社会主

義国家です。党中央で決定が下されるまでは共産党組織

内でかなり活発な議論が行われますが、一旦、決定が下

されると、政策等は日本などに比べて遥かに下部に周知

徹底され、遵守が求められます。日本でも色々な年次計

画があり、物によっては閣議決定されることで政府の方

針となりますが、この決定についての政府文書は関係す

る方面の役人、研究者、一部ビジネスマン或いは経済オ

タクの人は読んでいるでしょうが、一般国民にはまず縁

遠い存在です。これに対し中国では、国民がキチンと見

聞きしているかどうかは別として、テレビ、新聞では番

組・紙面を取って計画等の公報が行われていますし、上

は最高指導部の中央政治局の集団学習会から、下は地方

政府や職場・企業内の党組織が行う学習会を通じて、少

なくとも幹部党員には政府の方針、計画の周知徹底が図

られています。党の学習会というと何となくマルクス・

レーニン主義のお題目を唱え、共産党万歳と拳を振り上

げているようなイメージがありますが、党中央がどのよ

うに中国社会、経済の現状を把握し、これにどう対応し

ようとしているのかを共産党員（今では、国民の 15 人

に１人は共産党員です）に周知徹底している場と考えれ

ば、中国の置かれた現状とこれに対し国民は何をすべき

かはかなり多くの国民が知ることになり、問題意識は広

く共有されることになります。国民一人当たり 1000 万

円を超える世界一の債務を抱えながら、ギリシャ危機を

どこか遠い国のことの様に思っている我が国の政治家、

国民よりも、余程、問題意識を共有することが出来る体

制だと思います。
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　上に政策あれば下に対策ありの中国社会では、いくら

学習会を開いても利害が一致しないと聞いているフリを

しているだけですが、自分たちの利益にも合致し、しか

も党・政府が強い意志を持って本気でやる気だというこ

とを看て取れば、ここは逆らっては損とばかりに、素直

に従うのが長い被支配の歴史を持つ中国庶民の知恵だと

思います。

２．新常態、新５ヵ年計画の実現性に関する
　　識者のコメント

　この様に、新常態、５ヵ年計画は、これまで長い間に

渡って調査・研究、議論が行われ、党中央が危機感を持

って取り組まなければならない課題として、改革に成功

しなければ中国（共産党）の将来が危うくなってしまう

ものですが、日本のテレビ番組に登場してくる識者の論

評を聞いていますと、日本人が、日本の制度・体制の下で、

日本人としての感覚で中国を見ているのではないかと思

うことが多くあります。例えば、中国現代史が専門のあ

る大学教授は、中国経済が安定的に成長するかどうかは、

構造改革が成功するかにかかっているが、既得権益者の

抵抗を排除できるのかどうか、また中国では役人が出世

のため目標数値の数字合わせが行われているので実態が

伴っていないことも多いことなどから、構造改革の実現、

計画の達成には疑問を呈していました。また、習近平は、

近時、マスコミへの介入を深め、貧しい人達を助けよう

と奮闘している人権派弁護士さえも拘束し、更に大学に

於いて西側価値観の教育を制限しようとするなど我々西

側諸国の価値観からすれば反動的とも思える事を数々行

っていますので、マスコミ論調には、この様な自由のな

い政権に未来はないと感情的に反発する論評もなされて

いました。習近平が毛沢東を見習って権力の集中を進め

た結果、市場の問題を政治で解決できると思い込み金融、

為替問題にまで口を挟み込むようになると中国経済は先

行き不透明になると危惧する声もありました（上海株式

の暴落に際し、習近平が反対派の陰謀だとして口を挟み、

市場に介入してきたとの噂があります）。

　確かに、胡錦濤時代には、改革しなければならないこ

とが山積しているにも拘らず強固な既得権者の反対があ

ると共に権力基盤が安定せず、結局、矛盾の拡大と汚職

の蔓延に終わってしまいました（改革が期待された胡錦

濤ですが、結局、何もできなかった彼の時代を「失われ

た 10 年」と呼ぶ人もいます）。このことから、習近平に

代わっても改革は無理だとするのも分かります。また、

現在指導者となっている人達の多くは、地方で GDP 等

の数字を上げたことが評価され中央入りした人達なの

で、これに続く出世したい人達も数字を上げることに

汲々としていますので、実際の成果には疑わしいものも

あります。最近、王保安国家統計局長が解任されました

が、重大な規律違反とのことですので、成績を上げたい

幹部の統計数字に便宜を図ったのかも知れません。また、

習近平が汚職追放運動を始めてからは、多くの役人が自

身も叩けば埃が出る身であることを心配し、汚職追放期

間中は大人しくしているのが安全とばかり、サボタージ

ュしていることが公に問題になっています。これら中国

役人の姿を見ていると、５カ年計画の達成や構造改革が

本当に実現できるのかどうか、識者ならずとも心配にな

ってきます。しかし、ここで考えておくべきことは、前

述のように、何故、習近平は、これほど短期間で権力の

集中を行うことができたのかです。そこには、紅二代（前

号で説明しましたが、詳しくは、加藤隆則『習近平の政

治思想』（勉誠出版）、『習近平暗殺計画』（文芸春秋）を

ご覧ください）の代表者としての習近平の存在もありま

すが、共産党指導層の中に、政治指導力のある強力な政

治家の出現によって、諸問題の解決、改革を行わなけれ

ば共産党の存在そのものが危うくなるという共通の危機

感があり、胡錦濤時代のような失敗は許されないという

思いがあったのではないかと思います。

　また、役人の数字至上主義やサボタージュは問題です

が、統計については数字をでっち上げることを止めさせ

る改革が進められていますが、これを骨抜きにしようと

した前述の王局長は解任されましたし、サボタージュに

ついては、役人は習性として、やる気のある強い権力者

には従順なので、江沢民、胡錦濤の元側近の周永康、令

計画を追放することで、両者の影響力を排除し、急速に

権力を固めた習近平に対し、何時までも様子見を決め込
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むとは思われません。また、そこの所は習近平も良くお

見通しの様で、汚職追放運動も上がコケたら波及する部

下の多い高級幹部クラスについては一段落させ、下の者

にこれ以上埃を立てないから安心して働けと言い始めて

いるかの様です。

　また、中国には、遠い昔の科挙の時代から連綿と続く

官僚制度があり、どうすれば役人が働くのかの知識とノ

ウハウがあると思います。これまで、数値至上主義だっ

たからと言って、また、サボタージュで保身を図ってい

るからと言って、この態度をずっと取り続けられるハズ

がありません。役人というのは、成績の考課制度次第で

変えていくことができますし、時の権力者達もそこの所

はよく心得ています。例えば、GDP 至上主義がなかな

か改まらず環境項目の達成に不熱心だった役人に対して

は、他の成績が如何に良くても環境目標が達成できない

者は一切出世させないという一票否決制度を採用しまし

たが、役人が働かなければ手を変え品を変え働かせるよ

うにするのが政治家の腕の見せ所です。そして、私が何

より思うのは、中国は社会主義の国です。共産党中央が

固い決意を持って、一丸となって政策を進めていくこと

を示せば、その政策は確実に下部組織に伝えられ、下部

組織は、この場は上に逆らっては損と考えれば政策は急

速に浸透していき、実現されていくと思います。

　次に、習近平が権力を集中することにより経済音痴で

あった（大躍進運動などはこの最たるものですね）毛沢

東の二の舞になるのではないかとの心配ですが、習近平

が提唱した『新常態』の内容は極めて現実的に中国の経

済状況を把握していますし、世界の産業動向をキチンと

勉強したうえで将来の対策を打ち出しています。つまり、

経済論的にも筋の通ったものです。習近平は朱鎔基や李

克強のように数字に強くないかも知れませんが、経済の

理屈を理解する能力は十分にあると思われますし、毛沢

東を目指しているなら、彼の「誤り 3 分」が科学的、経

済的センスの欠如に由来していたことは勉強していると

思いますので政治的天才の部分だけを真似ると思いま

す。これからも個別の経済問題に口出しするかも知れま

せんが、失敗と経験を重ねるうちに政治と経済の垣根を

認識してくると思います。

　少し話がそれますが、毛沢東の原点には「実事求是」

「大衆路線」「独立自主」と言った言葉があります。毛沢

東と言えば革命闘争的な血生臭さを感じ、今でも、生理

的に拒絶反応を示す人もいると思いますが、これらの言

葉も今風に言えば、「実事求是」は現場主義、「大衆路線」

は個人消費の拡大、「独立自主」はイノベーション、新

技術の開発ということになり、新常態や新５ヵ年計画で

言っていることと同じです。この後、清王朝の雍正帝の

ことを紹介しますが、雍正帝のやってきた政治も今風に

言えば同じようなことだったと思います。

　文革時代のイメージが強いので、習近平が毛沢東を真

似ているというと何か時計の針を戻そうとしているよう

なニュアンスで捉えがちですが、毛沢東の言ったことは

雍正帝の時代にも、現代にも通用します。習近平が毛沢

東の「誤り 3 分」ではなく「功績 7 分」を目指し、時代

を置き換えて、現代的な毛沢東を目指すのであれば、そ

う心配することはないと思います。

　習近平についてのもう一つの大きな心配は、思想・言

論の抑圧です。マスコミ規制、人権派弁護士の逮捕、大

学での西側価値の教育規制とこれだけ聞いていると、習

近平はとんでもない反動的政治家に思えてきます。しか

し、私は、その抑圧の実態が、自身に対する如何なる批

判も許さない「恐怖政治」として行われているのか、そ

れとも、社会を安定させ、体制を守るための最小限度の

ものとして行っているものなのかを見極めなくてはなら

ないと思います。思想・言論の弾圧は、権力者の知性に

よって左右されますが、これが次第にエスカレートし恐

怖政治に繋がった歴史があることから、やらないに越し

たことは有りませんし、日本では憲法上最大限の自由が

保障されているのでやれません（空気が読めない、自主

規制という名の抑圧がしばしば行われていますが）。中

国でも憲法で言論の自由は保障されていますが（35 条）、

憲法を超える共産党という存在があると共に、国民は、

憲法と「法律」の義務を履行しなければならないので法

律に規定すれば自由が制限できてしまいます（33 条 4 項、

日本では思想・良心は絶対的自由、言論は公共の福祉に

よる制限があります）。

　そこで考えなければならないのは、改革を進めようと
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ても排除しなければならない人物であったと思います。

権力者の暴走を防ぐためには、権力の集中も言論の抑圧

も思想の統制もないに越したことは有りません。そして、

制度的にはこの様な規制のない日本に生まれたことを本

当に幸運に思います。しかし、世界にあるのは日本の様

な国だけではありません。その国にはその国の事情があ

り、その国の事情を考慮したうえでその国を見ていくし

かありません。日本人としての感覚だけでステレオタイ

プ的に、中国を否定的に結論付けることはいささか皮相

的ではないかと思いますが、如何でしょうか。

　なお、日本には多くの中国人識者がおり、中国経済に

ついても積極的にマスコミで発言しています。ただ、最

近、マスコミによく出てくる中国人識者の話を聞いてい

ると、あれやこれやとマイナス情報を並べ立て、中国経

済は上手く行かないというような論調が多いように思い

ます。彼らに対し私が思っていることを率直に言います

と、彼らは中国人ですが、長い間日本で活躍しているせ

いか、モノの見方・考え方が日本ナイズされていると感

じています。つまり、日本人受けの良いようなことばか

り言っているような気がします。だからこそ、マスコミ

からの出演依頼が来るのでしょうが、以前よく見かけた

中国の実情に詳しい中国人識者の出番が最近は少ないこ

とに、益々、日本人は「見たいと思う事実しか見ようと

しなく」なっているのではないかと危惧しています。

　それともう一つ、最近のマスコミ報道の中で、繊維産

業が中心だった広東省の東
とうかん

莞市や、山西省の産炭地域の

経済状況が悲惨なことのルポルタージュがありました。

事実の報道としてはそれで良いのですが、日本では、こ

れら地域の経済が悲惨な状況であることから中国全体の

経済が相当に悪いというように受け取られかねません。

しかし、前に述べた新常態や新５ヵ年計画に関する政府

文書を読めば分かるように、労働集約型産業が中心だっ

た東莞市や環境対策から石炭の生産を押さえなければな

らない山西省の産炭地域が構造不況の真っただ中にあり

経済的に厳しいのは当たり前のことで、むしろ、政府の

政策が功を奏していると見るべきものです。私は若い頃、

北陸の繊維産業問題や九州、北海道の産炭地域問題を担

当しましたが、日本国民の多くが肌で感じていた高度成

する習近平の周りには社会問題、経済問題を口実に攻撃

の手はないかと手ぐすねを引いて待っている反対勢力が

蠢いているということです。彼らに口実を与えて改革を

台無しにしたくないと権力者なら思うでしょうし、許さ

れるあらゆる手段を使って改革をやり遂げようとすると

思います。

　また、習近平から見れば、現実の資本主義、特に国際

金融資本の一部は、お金のためなら国民のことも、地道

な国造りをしている人達のことも全く考えない、ハゲタ

カのような存在に見えるかもしれません。

　西側の価値観にしても、「アラブの春」が結局は混乱

と殺戮をもたらし、イスラム国を生んでしまった現実を

見ていると、13 億の民を預かる指導者の立場からは、歴

史の浅い西側の価値観を世間知らずの学生が学んで中国

を混乱に陥れる訳にはいかないと思っているかもしれま

せん。

　弁護する訳ではありませんが、私には習近平がどうし

ても反動的人間であるとは思えません。例えば、彼は、

総書記就任後間もなくの中央政治局集団学習会で「法治」

（法律による支配であって、所謂、自然法による法の支

配ではありませんが）に向けた方針を打ち出しましたが、

これは、毛沢東や鄧小平の誤りが人治にあったことを十

分に認識しているからだと思います。また、彼の父親の

習仲勲元副総理は党内の権力闘争の中で何度も打倒され

命の危険にも晒されましたし、胡耀邦の失脚に反対した

ため鄧小平から冷遇され人治の問題点を嫌というほど味

わっていますので、晩年には、反対意見を持つ者を保護

する法の制定に取り組んでいました。また、習近平自身

も文革時に陝
せんせい

西省の片田舎に下放され人治の不条理を身

に沁みて体験しているので、最高指導者の気分次第で国

を治めることの不安定さ、危うさを良く知っていると思

います。中国が近代的な安定した国家となるためには人

治を排し、法治を行うことが必要であると考えているの

は間違いないと思います。この様な人物が果たして反動

的な人物でしょうか。私には、大衆運動を行うことで毛

沢東時代さながらに法を無視してでも権力を得ようとし

た薄熙来や周永康のような人物こそが反動的人物であっ

て、中国が近代的な安定した国家となるためにはどうし

連　載
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長時代の高揚した気分の中で、その恩恵を受けない人達

がいることを日本国民に知らせるという意味で、繊維産

業や石炭産業の苦しい状況が報道されることは意義があ

ったと思います。つまり、今に置き換えてみると中国国

内で東莞市や山西省の実態を報道することは意義のある

事だと思います。しかし、中国全土の経済状況について

知識も、実感もない日本国民に対し、ひたすら一部の構

造不況業種のことを報道することに意義があるのか甚だ

疑問に感じます。中国経済全体が悲惨な状況にあるとの

誤った印象を与え、日本国民の判断を誤らせるだけでは

ないかと思います。この種の報道では、目の前の気の毒

な状況について報道する前提として、この様な状況に至

った背景や、他の景気の良い地域のことも合わせて報道

し、以って、日本国民に正しい判断をしてもらうことが

必要だと思いますし、他国の国内問題をその国に住まな

い日本国民に伝えることの難しさを認識して欲しいと思

います。

3．中国を見る時に他に注意すべきこと

　これまで、中国政治や経済の現状を肯定する様なこと

ばかり書いてきましたし、マスコミや識者の言っている

ことと違うことばかり言ってきましたので、違和感、不

快感を持たれた方もいると思います。そこで、ここでは、

私が何故この様なことを思うようになったかについての

説明をしたいと思います。

　それは、マスコミによく登場してくる識者の中国論に

は何処か中国に対する物の見方に本質的なものが抜け落

ちている気がしてならないからです。

　マスコミの使命は、体制側の行うことを批判的に見る

ことで権力をチェックすることです。これは非常に重要

な使命で、マスコミがこれを忘れては存在意義がありま

せん。問題は、ここに登場する識者までもがマスコミと

同じことばかり言っていることです。マスコミ受けの良

いことを言う識者なのでマスコミに登場させてもらえる

のかもしれませんので、どちらが悪いとも言えませんが、

みんなで同じことばかり言っていては国民が判断を誤っ

てしまいます。我々は日本に住んでいる日本国民なので

すから、中国の国内事情については良く分かりません。

体制に批判的な情報は必要ですが、それ以上に体制側の

情報、実状を伝えることが必要です。と言っても、中国

の体制側の情報はなかなか入ってきませんし、庶民レベ

ルでの付き合いから中国を看ることを心がけている私に

は中国の体制側の情報はあまり入って来ません。そこで、

専ら、中国の官僚とも交流のある元中国大使の宮本雄二

日中関係学会会長や加藤隆則さん達の話を聞くことで情

報を集めていますが、私の場合は、これら情報を基にこ

れを中国の歴史に当てはめた場合、どのように考えるべ

きかと言うアプローチで中国を見る様にしています。こ

のことについては後述しますが、長期的視野で見ますの

で目前のビジネスには向きませんが、時代を見るうえで

は結構当たっています。

　次に思うことは、中国について述べる識者の見解を聞

いていますと、どうも、日本の基準や常識で判断してい

るのではないかと気になることが有ります。先に述べま

した思想・言論の自由についてもそうですが、新 5 ヵ年

計画が全人代で報告された際の識者コメントを聞いてい

ても、国有企業の改革で最大で 600 万人もの失業者が生

まれる可能性があることに対し、この様な大量の失業者

が発生する改革は実現できそうもないとする識者がいま

した。確かに、600 万人というのは膨大な数字です。日

本の就業者数 6300 万人からするとその 9.5％にあたり、

全就業者の 1 割が失業するような改革はその数字を聞か

されただけでパニックが起こり、実現なんて出来そうに

ありません。しかし、この 600 万人という数字も中国に

当てはめてみると、就業者数 77253 万人のうちの 0.78％

に過ぎません。つまり、1％にも満たないのです。人口

1.3 億人の日本人の感覚で 600 万人と言えばものすごい

数で、社会のパニックを連想させますが、13 億の人口の

中国では相対的にそれほど大きい数字ではありません。

朱鎔基の行った国有企業改革では 4000 万人とも言われ

る失業者が発生し、大きな社会問題にはなりましたが、

国を揺るがすような暴動が発生した訳でありませんし、

新たな就業機会が生まれたことで沈静化しました。また、

現在の日本は、国民は高い権利意識を持っていますが、

これを受け容れてくれる優しく親切な政府があります。
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しかし、中国政府はそれほど親切でも優しくもありませ

んし、必要とあればすぐに強権を発動します。王朝時代

の長い強権政治に慣らされていると言っては彼ら中国人

に対し失礼でしょうが、政府のやることに何時までも抵

抗していても無駄（没法子）とばかりに、彼らは現実に

対処しようとします。13 億の民を統治する政府も、親切

に 13 億の民の声を聞いていては収拾がつかなくなると

ばかりに、民の声を聞くポーズはとっても、スキを見て

は強権で対処してきます。この日本と中国の社会、政府

の根本的な違いを押さえておかないと、優しい日本国政

府の基準で中国政府を見ていても、なかなか当を得ない

のではないかと思います。

　いま、朱鎔基のことが出てきましたのでちょっと寄り

道して独り言を言ってみます。

　前述の様に朱鎔基には 4000 万人の失業者を出してで

も改革を実行するという強引さがありましたが、現首相

の李克強にはそのような強さが感じられません。頭脳明

晰で立派な人格のようですが、何処かエリートのひ弱さ

が抜けきれません。これまで述べてきたように、これか

ら中国が行おうとする改革は前途多難で、この改革を断

行するには、強烈なキャラクターが必要です。3 月の全

人代の政府活動報告で李克強総理は異常な汗のかき方を

していました。それが体調不良によるものなのかどうか

は分かりませんが、演説には鬼気迫る迫力がありません

でした。先日、ＮＨＫの某氏に副首相の汪洋はどうして

いるのか聞いたところ、最近は、やけに大人しくしてい

ると言っていました。汪洋は広東省書記として、反対意

見を物ともせず構造改革を断行した人物です。改革の時

代には強烈な個性ある人物が必要になってくるかも知れ

ませんね。この事は、これから述べていく雍正帝のこと

を調べていくうちにも強く思いました。

４．雍正帝と習近平

　中国を見る際、見落としてはならないもう一つの重要

なことが有ります。それは、現在の中国も長い中国の歴

史の中の一コマに過ぎないということです。この点、学

会等での中国研究者の話や、ネット上で活躍している識

者の中には中国の歴史に詳しい人もいますので、彼らの

コメントは安心して聞いていられますが、普段マスコミ

に登場してくる識者の話になると何処か安心して聞いて

いられません。

　そこで、ここでは独断と偏見を承知の上で、現在の中

国と歴史の中の中国との関係についてお話ししてみたい

と思います。

　現在の中華人民共和国は社会主義国家で、これまでの

皇帝を頂点とする王朝とは全く別の体制ですが、国民を

統治する方法についてはよく似ています。このことにつ

いては、今後、連載の中で逐次お話ししたいと思います

が、3000 年にもわたる王朝支配の歴史の重みは、現在の

中国に於いても無縁ではありませんし、国を統治する人

達の意識の中には深い影響を与えていると思います。で

すから、中国の指導者が何を考えているのか、また、こ

れから何をしようとしているのかを見る時にはこれまで

の歴史は参考になると思いますし、歴史を踏まえて現在

の中国を見ることで、より正確な中国像に近づくことが

できると思います。

　私は、子供の頃から中国史が大好きで色んな中国関係

書を読む中で中国に対するイメージを膨らませてきまし

た。役所を定年になるのを待ってましたとばかりに中国

に留学したのも、これまで歴史本からイメージしてきた

中国と、実際の

中国が同じなの

かどうかをこの

目で確かめてみ

たかったからで

す。

　そして、実際

に中国で生活し、

自分も中国人に

なり切ったつも

りで雑踏の中を

歩いていますと、

本を通してイメ

ージしていた唐

王朝の太宗（李 雍正帝　
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世民）の時代や清王朝の康熙、雍正帝の時代もこんな風

だったのかなぁと思ったのです。これは、夜、宿舎で見

ていたテレビで、唐朝（貞観時代）や清朝（康熙、雍正、

乾隆時代）の歴史ドラマがよく放映されていたので多分

にその影響を受けていると思いますし、地方旅行では、

先ず、各地の歴史博物館を覗き回っていたのでその展示

物の影響もあると思いますが、活気溢れる庶民（老百姓）

の暮らす街中を歩いていると、何故か、中国で盛期であ

ったこの二つの時代もこんな風だったのかなぁと思えて

くるのでした。そして、現在の共産党中国も、紆余曲折

を経ながらも繁栄し、再び歴史の中の一つの盛期を迎え

る姿（その頃にも一党独裁かどうかは分かりません）を

想像してみたのです。

　そこで、歴史好きの私としては、浅薄非才だからこそ

できると思い、習近平を歴史上の皇帝に当てはめてみて、

どの皇帝の役回りをするのかを考えてみました。そして、

留学中に興味を持った清朝の雍正帝（在位 1722 ～ 35 年）

に当てはめてみるとこれが、結構、上手く当てはまるの

です。勿論、現在の中国は制度としての王朝ではありま

せんし、時代状況、社会状況から、習近平が雍正帝のよ

うな絶対的独裁権力を持つことは有り得ませんが、習近

平を中国の歴史の中の一指導者として見た場合、色々と

共通するところが有りますし、雍正帝が残した業績を見

ていくことで、習近平がこれから何をやるのかも朧げな

がら見えてきます。

　雍正帝の人となり、人物像については宮崎市定先生の

名著『雍正帝－中国の独裁君主』（中公文庫）に詳しい

のでこれをご覧いただければと思いますが、康熙帝の第

４子として生まれ、生来、せっかちで気が短かったよう

ですが、父帝から受けた「戒急用忍」（せっかちにカー

とならず、我慢強くせよ）の教えを守り、皇子の多くが

熾烈な帝位継承争いに巻き込まれる中で表向きは無欲で

帝位を争わない態度をとりながら孝行に励み、長い部屋

住み生活の後、康熙帝死去に際しダークホース的に父帝

から指名を受け 45 歳で皇帝になった人物です。この点

などは茫洋とした風貌でとても切れ者には思えないよう

に振る舞いながら、長老を大事にして敵を作らず、総書

記の座を射止めた習近平と似ていますが、帝位を巡る争

いが熾烈な中国史の中では良く出てくる話で、特に珍し

いことではありません。

　次に、雍正帝は、即位後に、その地位を脅かしそうな

反対者には激しい弾圧を行っていますが（皇帝に対し臣

下の礼を取ろうとしない兄弟達に対する弾圧は凄まじい

としか言いようがありません）、総書記になる前に起こ

った薄熙来事件の処理を上手く行い薄熙来の息の根を止

めると共に、虎もハエも叩くとして汚職追放作戦を利用

して、江沢民、胡錦濤の側近であった周永康、令計画を

刑務所送りにすることで、両長老の力を削ぎ、更に、「全

面改革指導小組」、「党中央国家安全委員会」を作り自ら

その長となって権力を集中し、李克強総理の地位を政策

担当者に押しとどめることに成功したことと似ていると

言えなくもありません。

　また、康煕帝の晩年には帝自身が行政の停滞を恐れて

汚職を取り締まる事に不熱心だったことから官僚政治の

腐敗が益々酷くなりましたが、雍正帝は即位後すぐに類

稀な行動力と勤勉さを持って、官界の汚職や退廃した風

紀を厳しく取り締まっています。これなども比較的自由

であった（と言うよりも権力が弱かった）胡錦濤時代に

官僚たちの汚職が底なしになったのと似ていますが、習

近平が就任後すぐに汚職追放運動を行っている所と同じ

です。ただ、雍正帝の場合、役人の給料が低いことが汚

職の原因にもなっていたので、役人に養廉銀と言う手当

を支給することで汚職を未然に防止し、官吏の清廉を高

め（養廉）ようとしています。

　現在、習近平の汚職追放運動により、叩けば埃の出る

身に覚えのある役人が、今は、目立たないことが第一と

ばかり、サボタージュしていることは前にも述べました

が、雍正帝は、奏
そうしょう

摺と呼ばれる皇帝と官僚との秘密の私

的文書のやり取りを重ねることで当該官僚を叱咤激励す

ると共に密偵による情報と合わせて、当該人物が清廉で

王朝のために献身的に働く有能な人物かどうかを見極め

ようとしていました。因みに、雍正帝は、庶民を大事に

しましたが、頭でっかちで、民のことも考えずに徒党（朋

党）を組みたがる科挙合格者の官僚は好きではないらし

く、総督三羽ガラスと言われる腹心の地方官はすべて科
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挙合格者ではありませんでした。

　では、こうして権力を掌握した雍正帝ですが、権力を

掌握したことによって、何をしたのでしょうか。

　それは、ズバリ、次の時代に繋がる清朝繁栄の基礎を

築きました。雍正帝は数字に強く、経済に明るかったと

言われていますが、地丁銀制（人頭税を地税に繰り込み

銀納する制度）を全国に普及させることで、産業の発展

に伴う人口増に対応し、政府財源を増やすなどの経済、

社会改革を行うことで国内を安定させ高い評価を得てい

ます。在位期間は 13 年に過ぎませんでしたが、あとの

乾隆帝に続く清朝繁栄の基礎を築いた皇帝といわれてい

ます。

　また、雍正帝は、皇帝の独裁権力は民のために天から

与えられているとの信念の下、中国歴代皇帝の中でも最

も勤勉だったと言われるほどのワーカホリックでした

が、絶えず歴代皇帝を意識し、自らを省みて、夏・殷・

周の聖人君主と肩を並べることは恐れ多いが、漢・唐・宋・

明の君主と比べるならば、彼らには恥じないと述べてい

ます。

　今、習近平は、『新常態』で中国の置かれた状況を説

明し、経済、社会改革を行おうとしています。改革を行

わないと、このままでは中国は中進国の罠に陥り、経済

的にも行き詰まってしまいますが、改革に成功し、産業

構造や社会構造を新しい時代にマッチさせることができ

れば、2020 年には全面的な小康社会を実現でき、更には

『共同富裕』の目標を達成する道筋を確かなものにする

ことができます。習近平は、雍正帝が心血を注いだ改革

が成功し、次の乾隆帝の時代に清朝が最盛期を迎える基

礎を作った名君と言われたように、共産党中国が最盛期

を迎える基礎を築いた名君になりたいと思っているので

はないかと思うのです。

　雍正帝は、満州人と漢人が争うことは民のためになら

ないと反満州運動が広がらないように内政に心を砕くと

共に、必要な言論弾圧を行いましたが、批判者であって

も筋の通った意見には素直に耳を傾けていたようです。

曾静という学者は皇帝批判を行い、首を刎ねられるとこ

ろでしたが、実際に雍正帝が民のために寝る間を惜しん

で仕事しているのを見て君子についての帝の理屈が正し

かったことを知り、帝のファンになっています（ここが

政治家として上手いやり方だと思います）。

　こういう見地から習近平を見てみると、マスコミを規

制し、人権派弁護士を拘束し、大学で西側知識を教える

ことを規制するなど我々から見れば反動的行為と思える

ことも、彼の中ではより良き未来を作るためには必要な

ことだと思っているのかも知れません。

　権力を固めた習近平が今後どのような方向を向いてい

くかまだ即断はできませんが、筆者の友人が、「習近平

は今は庶民の味方だが、外交問題等で成功を収め自信を

つけた後、その牙を庶民に向けてこないか心配している」

と言っていました。この事は、中国庶民の心の中には統

治者が権力を持つことによって次第に抑圧者に変わって

いった苦い記憶がＤＮＡとして刻み込まれていることの

証左かも知れません。習近平には、絶えず名君の統治を

思い浮かべ、文化大革命を発動した毛沢東のように老い

て権力の魔物に憑かれないことを願いたいものです。

　私は、北京の円明園に行った時、この庭園を作った雍

正帝の DVD を購入し、これを見て以来、彼に興味を持

って色々彼に関することを調べましたが、1999 年に中央

電視台（CCTV）のテレビドラマで『雍正王朝』（44 集）

が放映され好評を博したそうです。時の総理の朱鎔基も

このドラマのファンで、役人たちにこのドラマを見てお

けと言ったそうですので、習近平も見ていたかも知れま

せんし、雍正帝について研究していたかも知れません。

もっとも、このドラマ等については、知識人から、公共

放送の CCTV が言論弾圧を行った康熙、雍正、乾隆帝
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を美化することは庶民に言論弾圧が正当であるとの「洗

脳」を行おうとしているとの抗議活動もあったそうです。

流石、中国の知識人は読みが深いと思いましたが、一方

で弾圧を行った皇帝でも善政を行えば今でも人気が高い

所に、中国庶民の政治に対する素直な感覚が分かるよう

な気がします。

　私が敢えて王朝時代の皇帝を引っ張り出して習近平を

論じてみたのは、政治と言うものは理想を追い求めなが

らも現実世界の中でそれを実現するためには一筋縄では

いかないことが多々あり、これは昔も今も変わっていな

いということを言いたかったからです。だからこそ中国

では歴代王朝の歴史が、基本的に前の王朝に取って代わ

った後の王朝によって書かれ、前の王朝が何故に天下を

取り、何故に滅んだかを書くことで、これを教訓に、為

政者が天から見放されないために、民のために良い政治

を行うことを求めているのです。そして、支配層の多く

がこれら古典、歴史書に親しみ、実践を心がけているこ

とで国としての安定と秩序が保たれているのです。中に

は論語読みの論語知らずもいますし、古典に親しみ人格

高潔なはずの科挙合格者が徒党を組み、汚職に励む現実

もありますが、漢字の国であると言われる中国では、古

典や歴史書が今でも人々の心や行動を大きく規定してい

ます。それ故に、中国の政治を見る時には中国の歴史を

見ることが必要だと思いますし、これを考慮すること無

しに西側の価値観だけで中国を見ていると、読みは当た

らないと思います。

　欧米諸国が強力になり、世界を支配するようになった

のは産業革命以降であり高々 250 年前からのことです。

中国 3000 年の王朝の歴史からすれば最近のことに過ぎ

ません。そんな、短い時代しか支配していない価値観で

すべてが首尾よくいくと思っている所に、西側価値観の

底の浅さがあると彼らは思っているかもしれません。

　中国の指導者にとって最も大事な価値とは何だろうか

と考えてみましたが、それは多少不自由はあっても国内

が安定して、豊かで平和に暮らせて行けることではない

かと最近思うようになりました。ただ、今の時代は変化

が激しく、「自由な思考」があってこそ時代についていけ、

更には時代を切り開いていくことができます。新常態、

新 5 ヵ年計画の中でもイノベーション、新思考の重要性

が述べられています。言論・思想の自由と自由な思考と

の兼ね合いをどうするのか、雍正帝の時代には無かった

難しい課題が習近平には課せられていると思います。

※ 25P 写真＝ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%

92%E8%BF%91%E5%B9%B3

※ 31P 写真＝ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%8

D%E6%AD%A3%E5%B8%9D

※ 33P 写真＝新華網、百度百科
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