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本書は好評を得た『一目でわかる中国経済地図』から上海経済圏にズームインしたもので、筆者
はスティーブン・ハーナーとアニー夫妻であり、
御夫婦と 21 世紀中国総研との合作である。私（矢吹）
と事務局長の中村公省が、俗にいう「へんなアメリカ人夫婦」と、
「好朋友」の関係になったのは、
『図説・中国の経済』（蒼蒼社 1992 年刊）を出版した翌年である。ハーナー夫妻は、当時、
「巨龍の
覚醒」に着目し、上海に居宅を移して、躍進する中国経済を分析し、その姿を投資家たちに紹介す
るコンサルタント業務を始めようとしていた。
他人に教えるためには、まず自ら学ばなければならない。スティーブンはここで猛勉強を始めた。
その際に、私の『図説』は、恰好の教材になったとは、本人の証言だ。彼は詳細なノートをとりな
がら、『図説』を読んでくれた。そして読み終えたときには、
『図説』の英訳ができていたというか
ら面白い。ハーナーは蒼蒼社と著者の了解をとり、コロラドのウェストビュー社から英訳を出版し
た。すなわち China's Political Economy;the Giant Awakes, Westview Press, 1994 である。
英訳は Choice 誌によって Outstanding Academic Book for 1995. に選ばれたほか、英語、フランス語、
イタリア語などを含む、少なくとも 9 種の書評で迎えられた。実は、これは当時の国際情勢による
ことが後日、明らかになった。というのは、
1991 年 12 月の旧ソ連崩壊と東欧諸国のドミノ倒し以後、
詩人蘇東坡の名を一文字換えた、
「蘇東波という民主化の波」が世界に衝撃を与えつつあり、次の
民主化の「標的は中国」と見る見方が、とりわけアメリカで大流行していた。経済的に行き詰まっ
た旧ソ連が解体したように、明日は中国経済が破綻して、民主化へ移行するという見方である（今
日、軽率な評論家やマスコミが、
「中東ジャスミン革命は、いつ中国に波及するか」を語る姿と酷
似している）。ところが、ヤブキの本によると、中国経済は、発展しているらしい。それをヤブキは、
ツナミのようにグラフを多用して説明している。というわけで、旧ソ連崩壊に中国が続く、という
間違った判断を是正する本として、歓迎された次第である。
これは、一にハーナーの的確な判断力と、アメリカの知識人を納得させる標準的な英文の力によ
るものであった。
ここでハーナーの経歴を紹介しておきたい。
Stephen Harner は、カリフォルニア出身、Johns Hopkins School of Advanced International Studies で
修士号を得た。国務省に入り、米中国交正常化直前の北京に赴任し、連絡事務所が大使館に格上げ
される前夜の 1977 年春、北京に着任した。
「私の職務は、工場や人民公社（当時）を訪れ、係官か
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ら聴取し、経済において本当に起こっていることは何なのかを、直接的接触と取材のなかから確か
めることであった」
「当時、私を含めてたいていの観察者は、いかなる種類の改革であれ、中国の
官僚主義的社会主義制度に固有の巨大な矛盾を解決できると考えるほどに楽観的ではなかった」と
往時を回想している（
『図説』第 2 版、ハーナーあとがき）
。
その後、金融界に転じて、シティバンク、メルリンチ日本、ドイツ銀行上海事務所首席代表（Chief
Representative of Deutche Bank AG in Shanghai）
、中国系平安銀行副頭取兼主席リスク管理役（Vice
President & Chief Risk Ofﬁcer at Ping An Bank）を経て、現在長江デルタ地区を中心に直接投資関係
コンサルタント業をつとめるかたわら、日本で自由経済シンクタンクの設立にボランティアとして
活躍している。夫人は台湾彰化出身の才媛で、二人は 1974 年に台北で結婚した。
＊

＊

＊

1994 年夏、私はハーナーの誘いを受けて、昆山開発区を訪問し、ハーナーが居候していたマンショ
ンに転がり込み、開発区に進出した台湾企業を視察したり、杭州まで観光した体験をいま懐かしく
想起している。それはまさに、鄧小平の南巡講話（1992 年春節）を契機として、改革開放路線が
勢いよく復活しつつある時機であった。
1995 〜 1998 年にドイツ銀行上海首席代表の時代には、稲垣清が主宰、私が執筆し中村が編集し
ていた『月刊 MRI 中国情報』
（三菱総合研究所発行）にハーナーも毎月、長江デルタの発展につい
ての分析と評価を投稿していたものだ。
本書はグレーター上海経済圏の現状と発展予想図を見事に描ききっているが、とりわけ精彩を放
つのは、昆山開発区が他の開発区と根本的に異なる生い立ちをもつことを活写した部分であろう。
大部分の開発区が当初、成功しなかったのは、非効率な国有企業の粉飾のために利用された合弁形
態のためだ。昆山開発区には、国有企業という厄介者が存在しなかったために、台湾資本は自由な
活動を保証された。まさにその条件こそが昆山開発区の大躍進の秘密であることをハーナーは的確
にとらえている。これは過去の話にとどまるものではない。近年、中国では「国進民退」現象が目
立つ。成功した民営企業を国有企業の傘下に収める逆流のことを指す。中国は由来、官僚主義国家
であり、その一端は 1977 年にハーナーが観察した通りである。昆山開発区がスタートしたころには、
国有企業の市場経済化対応が進展していたが、近年の風潮は、
「国進民退」であり、
「下海」はほと
んど死語に近い。これは中国経済を蝕む要素として警戒しなければならない。これは、中国経済に
対するハーナーのアドバイスであるとともに、自由経済シンクタンクを通じてハーナーが日本のエ
コノミストにも向けたアピールと理解すべきである。

2011 年 3 月 10 日
21 世紀中国総研ディレクター
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