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１．中国の少子高齢化

（１）2025年ごろから人口が減少

　中国は1979 年以来「一人っ子政策」を続け

た結果，日本を後追いするかのように少子高齢

社会に向かって駆け足で進んでいる。これに

関して中国の年齢別人口構成と政治や社会と

の関係を中心にデータを元に詳しく検討してみ

たい（データは国連人口局の公表するものを利

用。国連の人口推計では，高位，中位，低位

の三つのシナリオをもって示しているが，これ

までの過去のデータと比べてみて，ここでは中

位と低位の中間値で考える）。

　まず中国の将来人口予測である。将来人口

予測では，合計特殊出生率（以下，出生率）

の予測が重要な要素となる（図1）。一般に中

国の出生率の低下は「一人っ子政策」と関係付

けて論じられることが少なくないが，グラフか

らも分かる通り，一人っ子政策が始まった1979

年以前から出生率は減少し始めている。つま

り，仮に一人っ子政策を採用しなかったとして

も，出生率の低下現象は現れていたと思われ

る。さらに，アジアの他の諸国においても出生

率の低下がみられることを考慮すれば，将来

中国が一人っ子政策を変更したとしても，出生

率が大きく増加に転化することはほぼないと思

われる。

　こうした前提に立って，中国の将来人口予測

をみると，2025年ごろに14 億人弱でピークを

迎える可能性が高い。そして早ければ，2025

年ごろから人口減少が始まり，2050 年ごろには

12億人程度になるだろう。また中国の人口は

2030年ごろにインドに抜かれるといわれるだけ

ではなく，その減少速度が速く，その姿は現

在人口減少に悩む日本と瓜二つであろう。
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（２）日本と類似する年齢別人口構成

　次に，日本の人口動態と比較しながら中国社

会の将来を展望してみよう。

　年齢別人口構成は社会の活力を見る上で重

要な情報を与えてくれる。若者の人口が多けれ

ばその社会は活気に溢れるが，高齢者が多け

れば活気を失う。若者が多い社会は活気に溢

れる反面，ユース・バルジ（Youth Bulge＝若

者の膨張）が問題になる社会でもある。

　人口動態と社会の関連について理解しやす

いので，まず日本の年齢別人口構成の変遷を

見てみる（図2）。

　1950 年の人口構成は，直線的な右肩下がり

で，若者が多く高齢者が少ない社会だった（当

時の総人口は8220万人）。このカーブは，まさ

に「高度経済成長」を象徴する活気ある時代

を表している。2010 年は，若者が減少し二つ

のピーク（35-39 歳と60-64 歳）があるが，こ

れらは団塊世代と団塊ジュニア世代であり，高

齢者が増加した（総人口は1億 2650万人）。

　そして2050 年予測値では，団塊世代は既に

死亡してピークは一つになっている。75-80歳

のピークは団塊ジュニア世代である。その結果，

人口の4割が65歳以上の高齢者となる。

図１:中国の合計特殊出生率予測

図 2　日本の年齢別人口分布（人口ピラミッド）

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0
1950-55 70-75 90-95 2010-15 30-35 50-55 70-75 90-95（年）

（出所）国連人口局

国連中位
国連低位

12

10

8

6

4

2

0
0-4 20-24 40-44 60-64 80-84 100歳以上

（注）2050年は低位推計
（出所）国連人口局

1950年
2010年
2050年

（100万人）



世界平和研究　No.204 Winter 2015
29

　1950 年から2050 年までの100 年間の年齢

別人口構成の変化は，日本の社会のあり方に

根本的な変化をもたらす。2050 年の総人口は

9660万人とされ，それは1960 年ごろと同じも

のだが，人口構成面で見ると大きな違いがあり，

質的に大変化を遂げていることがわかる。

　同様の推移について中国の場合を見てみよう

（図3）。

　全体的な印象として，中国の年齢別人口構

成は日本のそれに非常に似ている。実は，中

国にも「団塊の世代」がある。図3の2010 年

の時点で，団塊世代は35-44 歳であった。

　日本の「団塊世代」は世界的に見ると特殊

な人口構造だ。他の国でそのような世代が見ら

れるのは，欧米ではドイツや米国などだが，ド

イツはあまり突出していないし，米国は（クリン

トン大統領もその世代だが）第二次世界大戦

後の1946 年ごろに出生した人たちで，日本ほ

ど目立つものではない。日本の団塊の世代は非

常に突出して目立つ構造をなしている（注：日

本の「団塊の世代」は，1947-49 年に出生した

世代をいい，年間出生数がそれぞれ250万人

を超え，3年間で 800万人を上回る）。近隣諸

国では中国や韓国も同様に団塊の世代がある

が，中国では1965-75 年頃にかけて子どもが

多く生まれており，それは文化大革命の時代と

重なる。

　清朝末期の人口が約 4 億人で，その後の戦

乱期は停滞していたが，中華人民共和国の成

立（1949 年），朝鮮戦争（1950-53 年）を経て

人口が増え始めた。朝鮮戦争では，中国の人

民解放軍が北朝鮮を応援したが，兵器の精度

では米国に負けても（米軍を中心とする）国連

軍を何倍も上回る兵士の数で圧倒するという戦

術を取った（「人海戦術」）。こうした経緯もあっ

て毛沢東は＜人口大国＝強国＞という考えに立

ち，基本的に人口増加政策だった。

　その後，大躍進政策で大失敗した毛沢東は

一時後退し，劉少奇・鄧小平など実務派が主

導する時代を迎えた。しかし毛沢東は再び権

力奪還の動きをしはじめ，約10 年に及ぶ「文

化大革命」時代が訪れた。

　中国では中国共産党が建国前後から地主か

ら奪った土地を小農民に解放する政策を進め

てきたが，文化大革命の期間を通じてそれを

徹底させた。その象徴が「人民公社」「生産

大隊」であった。この時期の農民の心情を想

像してみると，飢えるような貧しい時代を長く

生きてきた農民たちは，共産党によって土地を

分け与えられてそれなりの農業生産ができるよ

図3　中国の年齢別人口分布（人口ピラミッド）
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うになり，貧しいながらも「そこそこに食べてい

ける」程度の水準まで高まったが，それはある

面で満足するものだった。

　そして文化大革命時代の中国は，ソ連・米国・

日本など周辺国との対立関係にあって孤立して

いたこともあり，政府は「多産」を奨励し人口

を増やして強国にするという考えに立っていた。

その結果，1965年以降，人口が急激に増加し，

この世代が中国の「団塊世代」を形成したので

ある。

（３）安定志向の中国の若者（団塊ジュニア）

　日本の団塊世代は戦後直後から始まったが，

中国はその約20 年後に始まった。また日本の

団塊ジュニアは親世代の30 年後くらいに現れ

たが，中国のそのサイクルが少し短くて20 数

年であった。

　日本がバブル経済に酔いしれたのが1980 年

代後半で，当時は団塊世代が 40 代の稼ぎ柱

だった。団塊ジュニアは 20 代で社会が最も活

性化する時代だった。そして現在，団塊ジュニ

アが50 代を迎え働き盛りであるために，日本

もいま何とか持っている。しかしあと数年する

と団塊ジュニアの人たちが退職時期を迎える一

方，彼らの親，つまり団塊世代は後期高齢期

に入るので要介護・病気などに悩むようになる。

　言ってみれば，今の日本は数年後の大変な

姿が見えているので無理に明るく振舞おうとし

ているように思える。厳しい現実を直視せずに，

かえって明るく振舞おうという社会の雰囲気を

感じる。

　中国は，いま団塊世代が40歳前後で稼ぎ柱

としてバブル期を謳歌している。日本もそうだ

ったが，団塊世代は非常に元気がいい。日中

とも団塊世代が生まれ育った時代はどちらも貧

しくはあったが，何とか食べていける時代だっ

た。団塊世代が暴れたのが，全共闘による大

学紛争だった。それを中国に当てはめてみると，

中国の団塊世代が暴れたのが天安門事件だった

（1989 年，団塊世代が20代前半）。

　これがいわゆる「ユース・バルジ」現象である。

この世代が20 代前半を迎えるときに，社会問

題が大きく展開する。日中とも瓜二つの様相を

示した。

　中国問題の評論家の中には，「近い将来（貧

富の格差が非常に拡大して）第二の天安門事

件が起こる」と予測する人がいる。もしそのよ

うな事件を起こすとすれば，団塊ジュニアだ。

ところが中国の団塊ジュニアで一番人口の多い

年代が今25歳になっている。20代も後半に入

り始めると若干大人になるから，無謀なことは

やらない。最近の反日運動でも，「石」ではな

く「卵」を投げているのも象徴的だ。ちなみに

日本の自動車保険は18-21歳が一番高く，25

歳以降掛け金が安くなる。

　日本の団塊ジュニアは元気がないといわれる

が，団塊ジュニアは生まれたときから豊かな時

代に生きていた。日中とも団塊世代は非常に苦

労の時代を生きて，立身出世的な生き方を積

極的にやってきた。しかも同世代人口が非常に

多いので競争も激しかった。しかし団塊ジュニ

アとなると，親の世代とは違って小さいころか

ら豊かさを享受しているために，アグレッシブ

さやパワーを失っている。

　もし中国で第二の天安門事件を起こすとなれ

ば，団塊ジュニアの人たちがやらなければなら

ない。彼らはせいぜい「卵」を投げるくらいで，

火炎瓶を投げるなどの過激な行動にはでない

し，できない。こうしたユース・バルジを考え

ても，中国は安定期に移行していることがわか

る。さらに15歳以下の人口が急速に減っている。

　中国の出生率については正確とは言えない

が，国連に出ている数値で見ると，1.5～1.6

くらいだ。2013年のある報道によれば（この根
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拠もあいまいだが），1.0に近いという。つまり

一人っ子政策そのものを反映した数字だ。従来

言われていたのは，中国の農村部では一人っ子

政策を守らないから（戸籍に入っていない「黒

外子」といわれる子供がいて）実際には1.5く

らいとされてきた。しかし私が農村の現地を何

度も歩いて実際に見聞きする限りでは，そのよ

うな実態はほぼないように思う。

（４）団塊世代が生み出したバブル現象

　すでに述べたように，日本と中国の年齢別

人口構成はよく似ている。65歳以上人口が全

人口に占める割合の推移を見てみる（図4）。日

本の値を25年遅らせると日中のグラフはほぼ

一致することが分かる。つまり今から25年後

の中国は，65歳以上の割合が現在の日本程度

になるということであり，中国も現在の日本同

様に少子高齢化に悩むことになる。

　25 年前の日本は1987年（グラフの現在が

2012年）だが，当時日本はバブル景気に酔い

しれており，その数年後にバブルが崩壊した。

同様に，現在中国はバブル期のピークを迎え

つつあるわけだ。

　年齢別人口構成だけでバブル崩壊を論ずる

ことはできないが，一つの目安として考えられ

る。2010 年の中国の人口構成を見ると，人口

のピークの一つが働き盛りの40-44 歳で，も

う一つが20-25 歳。前者は社会の中堅とし

て活躍するとともに老後に備えて住宅購入を

考えていく。後者は社会人として親元を離

れ独立世代で，農村に住んでいた人は都市

に移ってアパートなどの賃貸住宅を求めるなど，

両方とも住宅に対する需要が強い。これは不

動産バブルを惹き起こす要因になる。これは

25年前の日本にも当てはまる。

　日本の団塊世代は戦後の厳しい環境の中で

成長したために，住宅や車に対する欲求が強

く，高度成長時代という恩恵の中でそれらのも

のを手に入れられるようになった。バブルは貧

しいときに憧れであったものが手に届くように

なったときに生じる現象である。ついつい貪欲

になり，バブルにつながるのである。一方，豊

かな社会に育った団塊ジュニア世代は，そうし

たモノに対する憧れがない。

　中国版団塊世代も文化大革命時代に生まれ

貧しかった幼少期の反動として，豪華なものに

憧れそれを懸命に手に入れようとしている。そ

れが現在のバブルにつながっているように思う。

図4　日本と中国の 65歳以上人口割合の比較
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２．中国は米国を追い抜くか？

　21世紀は人口大国である中国とインドの時代

ともいわれ，世界経済の中で大きな役割を果

たすことは間違いないだろう。そして近年「米

中G2時代」と言われるように，米国の地位の

低下と合わせて中国が米国を追い抜き世界の

覇権を握るのではないかと予測する人も少なく

ない。ちなみに現在の GDP（概数）で比較する

と，日本 500兆円，中国800-1000兆円，米国

1500兆円，インド200兆円となっている。イン

ドと中国は人口で拮抗しているが，GDPでは大

きな差がある。

　しかし私は，中国の年齢別人口構成が25年

前の日本とそっくりな点をはじめとして，いくつ

かの理由から，米国に代わる世界の覇権国家

になることはないと考える。もちろん，世界に

は中国をはじめいくつかのパワーをもつ国が登

場してきており，かつてのように米国が絶対的

なパワーを持つ立場から相対的に低下するのは

明らかだが，米国はいろいろな問題をはらみな

がらも，今後も人口増加が予想される唯一の先

進国だ（2050 年には4億人と予測）。

　30 数年前の日本は，米国の識者から“Japan 

as No.1”と呼ばれ，日本が米国を凌駕する日

も近いと思われた。ところがその後バブルが

崩壊し「失われた20 年」という時代に突入し，

長期にわたる経済停滞期を迎えたのである。

　このような日本を反面教師として見立てると，

年齢別人口構成が日本とそっくりな中国は，日

本のあとを追う可能性が高いと予想されるの

で，日本と同様に沈んでいくと思われる。現在

は，“China as No.1”と呼ばれて飛ぶ鳥を落

とす勢いだが，近い将来に少子高齢化に悩む

ようになる。経済で行き詰まれば，政治的混

乱を惹き起こすことも考えられる。

　ここで参考までに，世界的な地位の低下が

憂慮されている米国について，同じく年齢別人

口構成から将来を展望してみよう。

　すでに述べたように，米国にも日本の団塊世

代に相当する「ベビーブーマー世代」がある。

ただし，ベビーブーマー世代以降も，出生数

がそれほど減少しておらず，2010 年の年齢別

人口構成は，日本や中国のようにヤマがなく，

年齢と共に緩やかに減少する。さらに2050 年

の予測を見ると，この時期になっても若者が多

い右肩下がりのグラフを示していることである。

ここが日中との決定的な違いである。

図5　米国の年齢別人口分布（人口ピラミッド）
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迫り来る中国の少子高齢化と今後の展望

　例えば，中国は団塊ジュニアが多くいるため

に兵士の徴兵が容易だが，将来徴兵にも困る

時代が訪れてくるだろう。そうなると強力な軍

隊を持つことが出来ない。また，「一人っ子政策」

以降の世代は一人っ子であるから，その大切な

一人っ子を軍に送って戦死させることを望む親

はいない。本当に戦争状態となり，息子が危険

な戦場に派遣されることになれば，中国の世

論は戦争反対に傾くだろう。

　一方，米国は将来も若者世代が多い人口構

成となっているが，その多くはメキシコを中心

とする中南米からの移民である。彼らは相対

的に多産なので今後も人口増加の傾向が展望

される。このように人口動態から見ると，米中の

将来展望は明暗が分かれるように思う（図5，6）。

　米国の自由主義的考え方は，いろいろな批

判はあるものの，やはり発展の原動力となって

いるし，それは世界の多くの人々の共感を得て

いるのも事実だ。多民族であっても能力に応じ

て社会に受け入れ取り込んでいく力はたいした

ものだ。もちろん黒人問題など人種問題を抱え

ているが，大局的に見ればダイナミズムという

ベクトルのほうが大きい。その点でいえば日本

はむしろ閉鎖的だ。移民問題でいえば，米国

以外で成功した国はほとんどない。

　中国の中華思想ですべていけると思う感覚

は，普通の国の人にはなかなか理解できない。

だから中国が「覇権」を主張して拡大しようと

すれば誰でも嫌がる。一方，米国に対しても「覇

権国」として批判する人もいるが，中国の覇権

と比べれば話にならないし，むしろ米国の覇権

（パクス・アメリカーナ）の方がいいというだろう。

　

３．「ユース・バルジ」

　ハンチントンが『文明の衝突』の中で既に言

及したように，若者人口が膨らんだとき（ユース・

バルジ），政治は大きくゆすぶられる。ハンチ

ントンはユース・バルジの視点に立って21世紀

初頭のイスラーム諸国の政治不安を予測した

が，そのとおりになった。

　中国も例外ではない。図 3に見るように，

2010 年の時点で中国にはユース・バルジが存

在している。中国版団塊ジュニアである。この

世代は一人っ子，かつ反日教育を受けた世代で

もあり，ネット上に反日的な書き込みをしたり，

愛国無罪といってデモをしたりしている。ただ

し，豊かな時代に育った彼らには，「根性」は

図6　中国の 1990年と 2020年の年齢別人口分布（人口ピラミッド）

0-4 20-24 40-44 60-64 80-84 100歳以上

（出所）国連人口局

（100万人）

1990年
2020年

140

120

100

80

60

40

20

0



34

ない。当局が規制を行うと，デモはすぐ解散。

火炎瓶は投げずに，タマゴや空のペットボトル

だ。

　現在の中国が多くの社会不安と混乱を抱え

て，第二の天安門事件が起こるのではないかと

予測する識者も多い。しかし図6を見てほしい。

　1989 年の天安門事件当時（図6中の1990 年

グラフ），20歳前後のユース・バルジ（中国版

団塊世代）が存在した。彼らは1979 年以前の

生まれであり，一人っ子世代ではなかった。彼

らは貧しい環境に育ったから，ハングリーな世

代であり，彼らが主導して「天安門事件」起こ

した。

　しかし2020 年になると天安門事件を起こし

た世代は，既に45-54 歳になり，分別盛りで

ある。次のバルジ世代である団塊ジュニアも

30-34 歳となる。団塊ジュニアは 20歳前後で

も卵を投げつけるくらいの根性しかなかったの

に，彼らが命を張って第二の天安門事件を起

こすことは考えられない。

　参考までに日本の団塊世代の推移を見ておこ

う。

　団塊世代は1960 年に学園紛争を惹き起こ

し，ゲバ棒を振るって激しく戦った。そのよう

な彼らは警察権力に押さえられて，挫折感を持

ったまま実社会に出た。右肩上がりの高度成

長期にあって，それなりの幸せをつかむことが

出来た。彼らが40 代半ばのころ，バブルが崩

壊したが，既に幸せを掴んでいたので今度は

生活を守ることに必死となり，旧体制維持の側

につくことになった。それが日本が思い切った

改革が出来ずに20 年以上にわたり漂流した一

因でもあった。いまや定年退職の時期を迎え

た団塊世代は，年金制度や老人医療制度を何

が何でも守りたいと考えている。

　ひるがえって，天安門事件を起こした中国の

団塊世代も，日本の団塊世代と同様の軌跡を

たどる可能性が高い。思い切った行動に出るこ

とはないだろう。それは貧しい時代に育ち，中

高年で豊かになった世代の特徴である。貧し

い時代を知っているだけに，現在の生活を壊

したくない。既得権を失いたくないのである。

　日本でも中国でも団塊世代は学園紛争や天

安門事件を起こして一時期ではあったが政治を

大きく揺さぶったものの，政治をひっくり返すと

ころまでは行かなかった。その最大の要因は，

次のジェネレーションが続かなかったことであ

る。若者人口の急増（ユース・バルジ）はほん

の数年の出来事であった。

　本当に怖いユース・バルジは，次々に若者

図7　エジプトの年齢別人口構成（2010年統計）
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迫り来る中国の少子高齢化と今後の展望

が供給されるケースである。それは「多産多死」

社会が「多産少死」社会に転換する過程で生じ

る。数年前に起きた「アラブの春」などはその

表れといえる（図7）。

　日本の「多産多死」社会が「多産少死」社

会に転換する過程が見られたのは，大正から

昭和初期であったが，そのころ日本は満洲事

変から日中戦争，そして太平洋戦争へと突き進

んでいった。ドイツも19 世紀後半から20世

紀初頭にかけて人口が急増し，二つの大戦を

惹き起こした。

４．中国の経済成長分析

（１）土地を媒介にした開発モデル

　これまで開発経済学者は中国の経済発展を

真剣に分析してこなかったと思う。その背景に

は，途上国で経済発展がうまく行った国の研究

はしないという傾向があるようだ。最近の開発

経済学者の研究対象はむしろアフリカだ。

　単純化して言えば，経済発展とは農業国家

が工業国家になることだが，そのプロセスにつ

いては，先進国からのODAなどの援助によって

農業の効率化を進めるとともに，教育による能

力開発や差別解消などの「人間開発」（A.セン）

をも進めるべきだという。

　しかし中国の過去30 年の経済発展はそうし

た図式とは違ったものだった。鄧小平が毛沢東

型の計画経済を否定して市場原理を取り入れた

「改革開放路線」を始めたのが1978年だった。

その約10 年後の1989 年に天安門事件が起き

た。当時，鄧小平は胡耀邦総書記と趙紫陽首

相に任せていたが，二人は将来の政治的自由

化までも視野に入れていた。その結果としての

天安門事件と見た鄧小平は，二人を葬って政

治的自由化はしないという路線を決断した。こ

のときは，中国の改革開放の道において大きな

ヤマ場であったが，結果から見て鄧小平の決

断は（西洋的な価値観からすれば問題かもしれ

ないが中国の経済発展の観点からは）正しか

ったと思う。もしこのときに，政治の自由化を

も含む民主化路線を選択していたら，現在の

インドくらいに留まっていたに違いない。つまり

民主化によって百家争鳴となり路線の集約が難

しくなったと思う。

　その後，鄧小平は江沢民を後継者に据えて

経済発展を進めようとしたが，江沢民ははっき

りしない態度で煮え切らなかった。そこで鄧小

平は南巡講話（1992年）を行い改革開放路線

の選択を明示した。鄧小平は（当時寒村だった）

深圳を訪ねて「今後20 年後に，この地域を香

港のように繁栄させる」と語ったが，側近も信

じられなかったという。

　鄧小平が採用したやり方は，土地を媒介に

する経済発展だった。93年ごろ上海浦東地域

の開発（浦東開発公社）からはじめた。当時

地方政府が所有する土地を耕作していた農民

に彼らの年収の5 倍以上のお金を払って農地

から立ち退かせ，その土地を開発した。そして

ディベロパーがさらに高い価格で土地を買うの

で，地方政府や開発公社は大きな収入を得る

ことになった。その資金でさらに開発を進める

という循環が生まれた。

　このような＜土地を媒介とする開発モデル＞

が成功を収めた。土地開発による資金が時に

は汚職や裏金につながることもあったが，その

多くは公共事業や工業部門に投資し，農民に

は還元されなかった。工業部門は安い労働力

をフルに活用しながら基本的に輸出主導型で

経済発展を進めた。こうしたモデルが奇跡の成

長を導いた種だった。

　中国の経済発展が，インド，アフリカ，ラテ

ンアメリカ諸国のそれと違ったことの一つに，

中国人の考え方が米国人に非常に似ているとこ
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ろがある。その一つは，市場経済型でものごと

をみるという商売人的発想であり，もう一つは

合理的思考である。例えば，最近でこそ中国で

も風水の発想がよく見られるが，20 年前は風

水の発想はほとんどなかった。このように，男

尊女卑の考え方，纏足，めかけ制度など古い考

え方や制度を毛沢東は徹底的に破壊した。そ

の過程で科学的合理思考や男女平等の考え方

が中国人に強烈に植えつけられた。最近では公

衆マナーもだいぶ向上している。

　また米中両国人は，夢に向かって人を押しの

けてでも個人の成功，大きくなりたいといった

考え方や合理的思考が共通していて気が合うよ

うだ。それを象徴する「アメリカン・ドリーム」

や「チャイニーズ・ドリーム」という言葉はある

が，「ジャパニーズ・ドリーム」というものはない。

このような中国とは対照的に，他の途上諸国が

経済発展をなかなか遂げられないのは，因習

的な考え方や生活習慣を変えることができなか

った側面もあるだろう。

（２）中国バブルのゆくえ

　既に見たように，現在の中国は 25-30 年前の

日本と同じくバブルの絶頂期及びその崩壊期に

あると思う。実際に 2013 年頃からバブルは崩

壊していると思うが，崩壊しないように政府が

対応しているためにそれが目立たないだけだ。

　ただし日本と違うのは，国土が広大なために，

まだ未開発の内陸部に投資する余地があるの

でそれによって国全体では7％台の成長を維持

している。ただし内陸部での投資は効率が非

常に悪い。内陸部にインフラなどの投資をして

もほとんど活用されなければ経済発展の生産性

向上にはつながらないが，GDPの換算には組み

込まれるので経済成長をしているように見える。

日本の過去20 年を見る思いでもある。

　ところで日本にはまがりなりにも民主主義，

報道の自由，政治的自由があるので，不正や汚

職などがあれば追及されて社会の自浄機能が作

用する。しかし中国にはこの回路がないので社

会の腐敗が浄化されない。政権の為政者の胸

三寸という人治による政治制度で，伝統的に「法

治」という考え方がない国だ。

　それでは中国のバブルが崩壊しつつあるの

に，経済が何とかなっているのはなぜか。結論

から言えば，中国共産党幹部が日米の金融破

綻の失敗に学び，銀行破綻にならないようにあ

らゆる手を尽くしているからである。

　日米の経済は金融危機を経験する中で，本

来ならばバブル崩壊や金融機関の破綻などを伴

う資本主義の自然循環を経なければならないの

にうまく管理しすぎたために資本過多となった。

その結果，資本主義の循環がうまく行かなくな

り，いくら資本を投下しても利潤が生まれない

という，「資本主義の死」を迎えている。これ

は最近『21世紀の資本主義』で話題になった

フランスの経済学者トマ・ピケティも指摘すると

ころである。

　実は，中国も似たような状況にあり，四大銀

行など一つでも潰れてしまうと大変なことになる

ので，いい加減な経営をやって実質「破綻状態」

にありながらも，政府の保護によって何とか守

られているのである。また中国経済をマクロに

見ると，赤字国債は発行していないから，公的

資金を大量に投入してもハイパーインフレなど

にはならずに一定範囲で対応ができている。

　その結果，大もうけした人や金融機関が守ら

れている。資本主義経済が行き詰まると若者の

就職口もなくなるなど，資本主義の病状がその

まま中国でも現れている上，民主主義・自由が

ない分，社会の自浄作用が働かず，その現れ方

が際立っている。

　そしてモラルハザードを起こし，中国経済は

非常に不安定だ。それに伴って政治も不安定
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化する。そこで庶民の目をそらすためにも汚職

摘発を強力に進めている。汚職摘発の余波を

免れないのではないかという恐れでいま皆疑心

暗鬼になっている。そのため大胆な投資ができ

ない雰囲気がある。このように中国経済は，過

去30 年とは違った局面に入ってきている（習近

平「新思考経済」）。

５．強大な中国とどう向き合うか

　近隣の相手国が非常に強くなってきたときに，

それとどう付き合うか。例えば，第一次世界大

戦後，英国は国力で米国に抜かれたあと，米

国とどうつきあうかという課題を抱えた。英国

は，フランスが強国になればロシアと手を組み，

ドイツが強国になればフランスと手を組むとい

うやり方を取りながら，その中で自国のアイデン

ティティを保つ努力をしてきた。

　巨大な中国を目の前にして，今後の日本の外

交を考える上で手本となる国はスイスだと思う。

スイスというと，国民皆兵，永世中立国といっ

たイメージがあるが，基本的にスイスとドイツ

は同じ文化圏に属する。カルビンとルターという

違いはあるが，同じプロテスタント系の国でス

イス人の9割はドイツ語圏だ。しかしドイツとス

イスはアルプスで隔てられているので行き来は

それほど楽ではない。人口比は10：1。

　このような中にあるスイスは，ドイツとけんか

をするつもりはないが，彼らの言うことも聞きた

くない。そうした関係の中で，永世中立という

国家運営をし，彼らなりに国民皆兵で国防を備

えるが，自分から戦争を仕掛けることはない。

　とくにスイスがやった政策の中で評価すべき

は，ドイツと産業構造において特徴がダブらな

いことだった。ドイツとは文化圏で似ているの

に，平野の多いドイツと山岳地帯のスイスが同

じ産業で競争してみても結果は明らかだ。ドイ

ツが自動車産業に力を入れれば，スイスは時計

など精密工業や金融業に特化してきた。

　日本と中国も似ていて，海を隔てて人口比も

ほぼ10：1。これまで日本はものづくり大国とし

て輸出立国をキャッチフレーズとし産業政策を

進めてきた。中国も同じ特徴を掲げて経済成長

を遂げてキャッチアップしてきた。しかも，人

口は日本の10 倍で，労働賃金の上昇があるとい

っても日本の三分の一程度だ。こういう条件化

で競争しても日本は疲れるだけだ。

　日本はさらに高度な技術力を磨いて生き抜い

ていこうと力を入れてきた。例えば，「下町ロケ

ット」のように小粒でもきらりと光る特殊な技術

力を発揮して競争を生き抜こうとした。確かに

成功した一面はあったと思うが，それだけで今

後も1億 2千万人を支えていくことはできない。

昭和時代によかったトヨタの自動車とソニーのウ

ォークマン・モデルをもってしても，10 倍の人口

と三分の一の賃金で競争しては勝ち目はない。

ここで次の時代のことを考えないといけない。

　そこで日本としては，もっとソフトの面での

特徴を明確化して競争を生き抜いていくことだ。

日本は中国から漢字文化や儒教，仏教などの

宗教を導入したが，精神構造や思考の面で日中

はかなり異質な社会だ。日本人は世界の他の国

のメンタリティとだいぶ違うところがあるからそ

れを見据えて，その中で中国とどう差別化する

かを考える。

　例えば，最近「観光立国」を言い始めたのは

その兆候かもしれない。またアジア型モデルの

中で，最初に超高齢社会を迎える日本は，今後

うまくやれば高齢化に対処する方法・モデルを

世界に示すことができる。それは有効な「資産」

になる。

　日本人は物事を直視するのが嫌いな国民性

だが，何かことが起きてしまったときには，き

わめてすぐにあきらめてそれに対応していく変

迫り来る中国の少子高齢化と今後の展望
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わり身の早い能力を持つ。日本は戦前の姿勢か

ら敗戦によって一瞬にして180 違う態度に豹変

した。このことから考えると，もし長期金利が

2-3％まで上昇するとか，円安が1ドル140円く

らいまで進むなどしたときに，日本人は大きく

激変する可能性がある。しかしそうした「とき」

が来る以前から，あらゆる機会を捉えて，アジ

ア型の新しいシステムを作ることに努力すること

が大切だろう。

（2014 年 9月9日，文責編集部）

 

（図表は，川島博之『データで読み解く中国経

済―やがて中国の失速がはじまる』東洋経済

新報社，2012より引用）


