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中国の産業構造を理解するためには︑最低
でも三つの理論が必要である︒

一︑ 中国の産業構造を説明する
三つの理論
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第 108 号
るためには︑開発の初期段階では消費を我慢

第一にフェリトマン理論︒一九五〇年代に
中国は旧ソ連に倣って重工業優先政策を選択
したが︑旧ソ連の政策の背後にあったのがこ
の理論である︒将来の高い経済水準を実現す

して貯蓄率を引き上げ︑ そうして得た貯蓄
を重工業に高い割合で配分しなければなら
ない︑とする理論である︒この理論は︑外国
貿易のほとんどない閉鎖的な経済を前提と
している︒その場合に︑当面の消費は抑え︑
生産財を多く生産できるようにしておけば

に︑中国が今や世界一の鉄鋼生産国になる

将来の消費はより多くなる︑ というのは見
やすい道理である︒ 中国は五〇年代から七
〇年代末まで消費を切りつめて重工業への
投資に回してきた︒ 本書第１章でみるよう
ことができたのは︑ 過去に貧しい生活に耐
えて投資をしてきた蓄積のおかげという側
面がある︒中国の石油化学産業︵第２章︶
︑工
作機械産業︵第４章︶など︑発展途上国にし
ては重厚長大型産業が充実しているのも︑
過去の重工業優先政策の結果である︒ と同
時に︑ その時代に建設された国有企業の多
くが九〇年代には設備の老朽化と余剰人員
の負担に苦しみ︑ 政府から借金を棒引きさ
れてもなかなか再生できない状況にあるの
も事実である︒ 過去の重工業優先政策は大
きな遺産とともに多大な負債も残した︒
第二の理論は︑比較優位論である︒中国は
人口の多さから来る労働力の豊富さに優位

性を持っていることは明らかであるが︑ そ
うした優位性を生かして貿易をして外貨を
稼ごうという発想は一九七〇年代までは余

たことによって︑ それまで眠っていた中国

りなかった︒八〇年代半ば頃から︑中国政府
は人民元を次第に切り下げ︑同時に日本︑香
港︑台湾などからの企業進出に門戸を開い
の比較優位性が大きく花開くこととなり︑
衣服︑玩具︑電子製品などの労働集約的製品

ざまな分野で中国は ﹁世界の工場﹂ となっ

の輸出生産拠点が中国に作られるように
なった︒こうした動きはその後︑生鮮野菜や
加工食品からテレビや白物家電︑ パソコン
やコピー機など様々な産業に展開し︑ さま

論の派生系である︒

た︒中国が日本︑アジアＮＩＥＳ︑ＡＳＥＡ
Ｎの後を追って発展していくという︑ いわ
ゆる﹁雁行形態論﹂
︵注１︶
︵本書序論の図表
９などはまさにその例である︶ も比較優位

て︑その産業の競争力がますます強くなる︑
という現象に着目するのがこの理論である︒

関連産業が成長したり︑人材が集まったり︑
企業間の多様な分業関係が作られるなどし

第三の理論は︑産業集積論である︒特定の
地域に一つの産業が集まることによって︑
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一九八〇年代における中国の輸出生産拠点

経済発展を引っ張っていくのはまさにこうし

ことにあり︑ いまでも重工業優先政策の名

必要がある︒他にも︑浙江省におけるさまざ
まな軽工業や機械産業の発展︑ 北京の中関
村におけるＩＴ産業など産業集積論で説明
すべき現象は数々見られる︒ 今後の中国の

た産業につき︑ 世界の中での中国の実力を

府の産業政策における主たる関心事は︑ そ
うした国際競争力のない重厚長大型産業を
どうやって競争力あるものとするかという

国﹂であり︑比較優位論の中国と産業集積論
の中国は﹁新しい中国﹂で︑いま日本は﹁新
しい中国﹂にだけ注目していればよい︑とい
うような見方もあるが︑ これには賛成でき

そうした行き違いを避けるためにも︑ 中
国の産業の三側面を視野におさめる必要が
ある︒フェリトマン理論の中国は ﹁古い中

の陰謀だとさえ見えてしまうのである︒

﹁世界の工場﹂とは程遠い︒中国の人々から
みれば︑日本のマスコミが﹁中国は世界の工
場﹂だと言いたてて警戒感を煽るのは︑日本
と中国との格差を維持しておきたいがため

い設備︑債務︑余剰人員の塊のような企業を
寄せ集めたところで︑ 競争力のない大企業
ができるにすぎず︑ この政策は成功しない
だろう︒ こうした姿を見ると中国の現状は

企業を作りたいという姿勢をとっている
︵本書第１章︑第２章︑第５章︶
︒そのために
国有企業をグループ化して統合しようとい
う試みが執拗に繰り返されている︒だが︑古

か旧来の国有企業を再編して強力な民族系

た産業集積の力なのではないかと思われる︒

集団公司であり︑鞍山鋼鉄公司である︒両者
は中国の自動車産業と鉄鋼業を代表する企
業だが︑ 日本や韓国の同業種の企業に遥か

に注がれている︒中国の人たちにとって︑中
国を代表する企業といえば︑ 中国第一汽車

工場﹂へ向けて驀進中であるようにみえる︒
一方︑中国の役人や学者の目の主たる関
心は︑いまだに重厚長大型産業の中国の方

製品において世界一の輸出量を誇り ︵本書
序論︶︑さらに産業集積論で言われるような
集積のメリットも加わって︑まさに﹁世界の

いま日本で注目されているのは︑ 主に比
較優位論で捉えられるような中国である︒
こうした側面から見た場合︑ 中国は数々の

二︑中国産業における新旧交代

残をとどめているといえる︒ 中国政府は鉄
鋼業︑石油・石油化学産業︑自動車産業など
は決して外国資本に委ねることなく︑ 何と

なると︑ 資本集約的な材料や部品なども外

は︑材料や部品をほとんど輸入し︑中国では
安い労働力を利用して単純な組立作業だけ
を行って製品を輸出するというものが多
かった︒だが︑輸出向け生産の規模が大きく
国で作って中国に持ってくるより︑ 中国で
作った方が輸送コストや規模の経済性の面
から有利だということになってくる︒ さら
に︑輸出向け工場で技術を身につけた人材
が自分で会社を興したり︑ 現地で生産され
るようになった材料や部品を利用して中国
国内向けの生産を行う企業なども輩出する︒
こうして関連産業の発展と人材の集中はま
すますその地域のメリットを高め︑ 新たな

換機やチップ部品などハイテク産業も立地

外国企業も進出してくる︒ 広東省の珠江デ
ルタ地域の経済発展は︑ 一九八〇年代は比
較優位論だけで説明できたが︑ 今は電話交

ない︒輸出生産拠点や産業集積が拡大する
測るためのデータを提供している︒ 産業の
特性によって若干の例外はあるが︑
︵一︶市
場規模と成長率︑
︵二︶技術力︑
︵三︶輸出競

に見劣りがし︑ 多額の借金の棒引きなど政
府の手厚い保護政策に守られて何とか生き
延びているというのが現状である︒ 中国政

につれ︑ そこから生ずる鉄鋼や石油化学原
料に対する需要が重厚長大型産業を活性化
する︑というように︑
﹁古い中国﹂は﹁新し

し︑単純に比較優位だけでは説明できなく
なっており︑ 産業集積論の観点を導入する

い中国﹂とは無関係ではなく︑
﹁新しい中国﹂
からの刺激によって蘇る可能性もあるから
である︒﹁新しい中国﹂が﹁古い中国﹂を侵

﹃中国の産業力﹄より抜粋

ていたのである︒

﹁異質化﹂を図ろうとする先進国とのせめぎ
合いとして世界経済をとらえており︑﹁雁の
群﹂は絶えず乱れるものとしてとらえられ

で︑﹁雁行形態を乱している﹂という議論が
なされることも多いが︑ 赤松が戦前に書い
た論文では︑先進国に﹁同質化﹂しようとす
る後発国と︑ 技術革新によって後発国との

されているが︑
﹁雁行形態論﹂を最初に提唱
した赤松要の議論はそのようなものではな
かった︒ 最近︑中国のキャッチアップが急

︵注１︶アジア各国が雁の群のように日本を
先頭にして順に発展していく︑ というのが
﹁雁行形態論﹂だと日本でもアジアでも理解

てくるだろう︒

かれている位置がおのずから浮かび上がっ

争力︑︵四︶有力企業の存在︑の四つの項目
について︑ 指標となりうるさまざまなソー
スから集めた︒ これらのデータを眺めるだ
けでも︑ 現在中国の各産業が世界の中で置

ドラマこそ︑ これからの中国の産業発展に

食︑解体︑再利用する過程が今後しばらく続
き︑それが終わる頃には中国の産業力は他
のアジア諸国には例をみない水準に達する
可能性がある︒﹁新しい中国﹂ だけでなく︑
﹁新しい中国﹂と﹁古い中国﹂の新旧交代の
おける注目点である︒
本書で取り上げる九業種のいずれにおい
てもそうした新旧交代のドラマが観察され
る︒本書では各産業の歴史を踏まえつつ︑最
新の動向︑ とりわけ二〇〇一年一二月のＷ
ＴＯ加盟以降の動向を報告することに重点
を置いた︒ 業種によって新旧交代の進度は
さまざまに異なるが︑ いずれの業種におい
ても歴史の厚みと近年の変化の激しさを感
じてもらえるだろう︒
なお︑本書の末尾に﹁資料編﹂を設けた︒
資料編では︑ 本編のなかの各論で取り上げ
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中国的なるものを考える

アジア的生産様式
論争物語断片 その３
秋沢修二について︵続︶
福本勝清
︵明治大学教授︶

前回︑秋沢修二の評価についてとりあげ
てみた︒秋沢は︑戦前︑アジア的生産様式論
的な視角から中国社会の停滞論的性格を主
張した人物としてよく知られている︒ その
際︑かならずといってよいほど︑呂振羽﹃中
国社会史諸問題﹄︵一九四二年︶における秋
沢批判の部分がとりあげられ︑ アジア的停

立場をとっており︑ かならずしもアジア的
生産様式論＝アジア的停滞論ではないこと
に注意しなければならない︒蛇足ながら︑付
け加えれば︑赤松啓介﹃東洋古代民族史﹄
︵一
九三九年︑白揚社︶もまた︑独自の社会構成
としてのアジア的生産様式概念を否定して
いる︒同書は︑古典古代的奴隷制に対する︑
東洋における ﹁家内奴隷制＝国有奴隷制を
基礎とする奴隷所有者的構成﹂ がアジア的
生産様式であり︑ それが中世にはアジア的
封建制となるとしたコヴァレフ的見解の影
響下にある︒ 一九三〇年代後半の主流的見
解とは以上のようなものであった︒
では︑秋沢修二自身は︑先の批判について
どのように言っているのだろうか︒秋沢は︑
戦後︑静岡大学教授︵一九七四年退官︶とな
るが︑政治的には社会主義協会に属してい

続けているが︑ 中国に関してはまとまった
ものは書いていないようである︒
昨年︑インターネットで古本屋を検索し
始めた頃︑﹃秋沢修二論述集︱︱創造的マル
クス主義の道﹄
︵一九八七年︑スクラム社︶を
見つけ︑さっそく購入した︒帯︵こしまき︶
には﹁ロシア革命七〇周年に贈る﹂とあり︑
また﹁戦前の反宗教闘争を担い︑戦後日本の
変革へ思想的営為を重ねてきた著者の主要
論述集﹂と書かれている︒同書の第二章﹁戦
前の思想・運動史を語る﹂に︑早稲田︵哲学
科︶入学以来︑三木哲学にかぶれ︑唯物論研
究会を経て歴史研究を始めるいきさつや︑
その後の一九三〇年代末までの秋沢の学問
の遍歴が︑ やや詳しく述べられている︒
さて︑
﹃支那社会構成﹄について︑秋沢は
次のように言っている︒﹁⁝中国の奴隷制社
会はあんがい長く続いた︒ そしてウクラー

隷制は︑漢代に終ったが︑ウクラードとして
は長く残り︑異民族が侵略してくると︑また
奴隷制が復活したと私は指摘した﹂
︑﹁中国社
会は︑マルクスが﹃経済学批判﹄のなかで述
べたような︑奴隷制︑封建制︑近代資本主義

ド︵経済制度︶としてはずっと長く続いて︑
後代まで残った︒ 社会経済構成としての奴

をみつけてひどく驚いたことがあった︒ 呂
振羽に批判されたはずの秋沢修二がまだ生
きている︒とても︑不思議な気持ちがしたこ
とを覚えている︒ 秋沢は戦後も著作を出し

はないのだが︑ そういう問題に価値判断を

呼びかけの賛同者の名前に秋沢修二の名前

分が︑よく引用される︒ただ︑秋沢自身は︑
一九三〇年代のソ連の論争の影響を受け︑
アジア的生産様式概念については否定的な

論と史的唯物論﹄
︶を混同するなどといった

た︒筆者は︑一九八〇年前後︑ちょうど埼玉
県川口市に住んでいた頃︑ 街頭で受け取っ
たある市民集会の呼びかけのビラに︑ 集会

といった前進的継起的な発展をとげていな

からませて歴史研究をやる︑ 呂振羽氏もそ
ういう一人だと思える︒戦後になって︑呂振
羽氏が﹃秋沢はヨーロッパ帝国主義の侵略

滞から中国を克服するものこそ︑皇軍︵日本
軍︶の中国統治であると秋沢が﹃支那社会構
成﹄︵一九三九年︑白揚社︶序文で述べた部

い︒王朝が倒れるとその倒したものがまた
タイラントになるということを繰り返す︒

論が︵秋沢が否定したはずの︶アジア的生産
様式論的な視角に依拠していたこと︑ それ

例はいくつもころがっているわけである﹂
︒
ここでも論点のすりかえがある︒ 呂振羽
の秋沢批判の主眼は︑ ヨーロッパ帝国主義

停滞してしまった国もあれば︑ ロシアのよ
うな後進国で最初の社会主義国となると
いった例もある︒ 世界史のなかにはそんな

からと言っても︑ ギリシャのようにその後

を弁護するものだ﹄というようなことを
言ってきた︒ そういうことと学問的な研究
とは別である︒ なにも古くから開けていた

ゆえに︑そのような停滞の克服は︑インドや
中国のようなアジア的停滞を特徴とする社
会とは根本的に性格を異にする日本によっ

のアジア侵略︑中国侵略の擁護ではない︒そ
うではなく︑ 日本の中国侵略の擁護に対し
てであった︒また秋沢は︑呂振羽の周代封建
問題があったのである︒
秋沢は︑上記に続いて以下のように述べ
ている︒
﹁ところが戦争が終ると︑中国から
反撃がきた︒ この本の中で呂振羽という中
国の歴史家を批判した︒ 呂振羽氏は周の時

あったということは何も恥ずかしいことで

代に封建制になった中国社会は︑ ヨーロッ
パより︑ より先進的に発展したと言ってい
るので︑ これを批判したわけだ︒ 奴隷制が

秋沢は︑呂振羽の批判に対し﹁中国社会の

るをえない︒

振羽から学問的な批判ではなく︑ イデオロ
ギッシュな批判を浴びたのだと弁解してい
るが︑これも論点をずらしているといわざ

＝奴隷制論を対置したので︑ それに対し呂

制論︵この場合の封建制とは︑生産様式や経
済社会構成としての封建制︶を批判し︑周代

て成就されなければならない︑ といった論
法がとられたところに︑﹃支那社会構成﹄の

済機能や︑︵より根底低には︶家父長制や農
村共同体の長期にわたる残存に帰せられて
いるという点にあった︒つまり︑秋沢の停滞

ことは考えられない︒さらにもう一つ︑問題
となった﹁アジア的停滞﹂とは︑単に繰り返
しタイラントやデスポットが現れるという
ことではなく︑むしろ︑それ︵デスポティズ
ム︶の起源が︑人口灌漑および中央政府の経

ルクス云々は読者には興味がないかもしれ

これを﹃アジア的停滞﹄ と呼んだわけだ﹂
︒
ずいぶん弛緩した文章だなと思う︒ 最初
のパラグラフはいいとしても︑ 後のパラグ
ラフは︑緊張感を欠いているばかりでなく︑
論点のすりかえをやっている︒ いまさらマ
ないが︑行論の関係上︑指摘せざるをえない
のだが︑マルクス﹃経済学批判﹄序言︵
﹃経
済学批判﹄ではない︶で述べられている経済
的社会構成とは︑﹁アジア的︑古代的︑封建
的︑近代ブルジョア的生産様式﹂であり︑秋
沢が言うような︑奴隷制︑封建制︑近代資本
主義︑ではない︒奴隷制︑封建制︑近代資本
主義的という並びから連想させられるのは︑
スターリン﹃弁証法的唯物論と史的唯物論﹄
︵一九三八年︶において︑歴史上存在した生
産関係の基本的な型としてあげられた︑ 原
始共同体的︑奴隷制的︑封建的︑資本主義的︑
社会主義的︑の発展図式である︒どうでもい
いじゃないかと言われそうだが︑ 論争の当
事者や歴史理論に関心をもっている人が︑
両者︵
﹃経済学批判﹄序言と﹃弁証法的唯物
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特性﹂という反論を書いたとある︒この反論
をまだ読んでいないので︱︱というよりど
こに掲載されたのかもわからないので︑ 入
手できないのだが︱︱︑ 最終的な結論を出
すのはまだ早いかもしれないが︑ 本書によ
るかぎり︑ 秋沢の弁解は︑まともな弁解に
なっていないように思う︒自己の著作︵
﹃支
那社会構成﹄︶ばかりか︑関連する他の著作
についても︑ほとんど読みなおさず︑年をへ
るごとに自分に都合のよい記憶だけしか残

ろ︑居直っているように見える︒どうしてで

らなくなった︑ その記憶だけをたよりに書
いたとしかいいようがないものである︒ 秋
沢は︑全然反省していないばかりか︑ むし
あろうか︒
たぶん︑秋沢には皇軍云々の部分︱︱﹁幸
いにして︑今次の日支事変は︑支那社会に一
つの光明を与える結果となった︒すなわち︑
皇軍の武力が︑支那社会の﹃アジア的﹄停滞
性の政治的支柱とも云うべき軍閥支配を︑
支那の広汎主要地域から一掃してしまった
のである﹂︱︱は﹃支那社会構成﹄の本文で
はなく︑ 序文に書いたものであり︑ それゆ

矢吹 晋

え︑序文を理由に批判するのは︑納得できな
いという思いがあったのではないだろうか︒

逆耳順耳

まっとうな社会科学論文だ︑ というわけで

序文ではやむをえず時局に合わせた ﹁奴隷
の言葉﹂を使わざるをえなかったが︑本文は
ある︒それが本当かどうかを知る手立ては︑
いまいる自分のアトリエのなかだけでは十

九年と一九四二年では︑ 状況の重たさがず

分に得ることができない︒そのかわり︑手元
にある秋沢修二﹃労働の理念﹄
︵一九四二年︑
白揚社︶を瞥見してみることにする︒一九三
いぶん異なるので︑単純に比較できないが︑
実は﹃労働の理念﹄においても︑
﹁支那社会
のアジア的性格﹂ について論じられており
︵第四部﹁アジア的性格と日本の全体主義﹂
︶
︑
かつアジア的生産様式概念の批判︑ および
戦前のアジア的生産様式論を代表する
ウィットフォーゲル批判まで繰り広げられ
ている︒そして︑日本精神によって︑﹁一方
ではアジア的停滞を止揚するとともに︑ 他
方においてはヨーロッパ的矛盾を止揚しな
ければならない︒新しい日本文化は︑世界文
化であり︑ その精神は科学的精神と合一し
た日本精神である﹂と︑はっきりと述べてい
る︵もちろん本文で︶︒そして︑この日本精
神は皇道︵東亜の全体主義︶に統一されるの
である︒

分斟酌しなければなるまい︒とはいえ︑正確
な情報を流したメディアもあるから︑ 話は
面白くなる︒ このジャーナリストが教えて
くれたところによると︑﹁常務委員九人の序
列まで当てた米国のインターネット新聞﹂
がある︒ナヌナヌ？ というわけで︑このイ
ンターネット新聞をさかのぼって調べて見
る︒
﹁多維新聞網﹂だ︒十月二六日︑多維網は
﹁呉官正＝中央紀律検査委員会書記﹂説を流
した︒紀律検査委員会書記は重要ポストで
あり︑当然常務委員になる︒十月三〇日︑
﹁賈
慶林＝常務委員昇格﹂説を流した︒十月三一
日︑
﹁呉邦国＝全人代委員長﹂説を流した︒全
人代委員長は当然常務委員でなければなら
ない︒このように︑際立った昇格人事をさみ
だれ式に流して注意を喚起したあと︑ 決定
打を流したのは︑ 党大会の開会前日のこと
だ︒十一月七日︑常務委員九名を特定し︑そ
の序列まで解説した︒驚くなかれ︑その序列
は完璧なものであった︒ 常務委員および政
治局委員を決定する中央委員会が開かれた
のは十一月一五日午前であるから︑ 多維網
は一週間以上前に︑﹁選挙結果﹂を入手して
いたわけだ︒ただし︑ヒラの政治局委員につ
いての下馬評は︑あまり当たっていない︒こ
れは意図的な作為ではないかと思われる︒
肝心な九名を序列まで含めて完璧に当てた
のは︑むろん﹁内部情報﹂を得たものに違い

知識人が全面的に屈服せざるをえなかっ
たこの時期の著作をとりあげるのは︑ いさ
さか安易かもしれない︒ だとしたら︑ 秋沢
は︑自分が後に﹃労働の理念﹄を書かざるを
えなかったという事情を踏まえて︑ 諸家の
﹃支那社会構成﹄批判に答えるべきであった︒
そうすれば︑ 論点のすりかえや弛緩した弁
解とは別のことが書けたかもしれない︑ と
考える︒

美野久志／西 忠雄共著

中国市場開放プログラム
Ａ５判二七二頁 定価二四〇〇円＋税
①二 〇 一 〇 年 ま で ︑ 実 際 に は 二 〇 〇 六 年 ま
でに中国市場は大きく開放される︒
②そ の 開 放 プ ロ グ ラ ム は Ｗ Ｔ Ｏ 加 盟 文 書 と
して世界に公約されている︒
③日 本 の ビ ジ ネ ス マ ン に 開 か れ た 巨 大 市 場
の 可 能 性 を 分 析 ・予測する︒
④一目にしてナットクできる﹇解説︱図版﹈
見開き対照のページ構成︒
⑤巻 末 に は 経 済 産 業 省 作 成 の ﹁ Ｗ Ｔ Ｏ 加 盟
文書﹂ をコンパクトに纏める︒

ない︒それを﹁推測にすぎない﹂と弁明する
便宜のために︑ 重要性の小さい政治局委員
については︑あえて意図的に誤報を流し︑取
材源を秘匿する便宜のためではないか︒ 天
安門事件以後米国に亡命した何頻ら反体制
派と目される知識人のネットニュースが正
確な情報を得たのは︑ 中南海に深い関係網
をもつから︑とみるほかない︒ちなみに多維
網は中国では接続禁止であり︑まさに﹁灯台
下暗し﹂ の 構 図 で あ る ︒

反省か開き直りか
﹃東京新聞﹄十一月二八日付に中国総局鈴
木孝昌支局長の書いた﹁記者の目・中国の変
化慎重に見極め﹂ と題したコラムが掲載さ
れた︒これはなんとも不可解な奇文である︒
過日の党大会で胡錦濤が総書記に選ばれた
ことについてつぎのように書いている︒
﹁一時︑総書記続投を狙っていたが江沢民
氏︵ ︶は党務を退き︑故鄧小平と同様に軍
のトップとして陰の最高実力者にとどまる
道を選んだ﹂﹁私は八月一七日付朝刊で﹃江
総書記続投﹄と報じ︑その後も党大会直前ま
で︑江氏続投の感触を持ち続けた﹂
︒
この記者に限らず︑ 一部の日本特派員は
党大会人事をめぐって﹁大誤報の連打﹂とも
いうべき醜態を演じた︒ その最たるものが
﹁江沢民総書記続投論﹂である︒私自身は二
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誤報の連打
あるジャーナリストから次のようなメー
ルをいただいた︒﹁先生ご指摘の通り︑日本
メディアは誤報の連打で歴史的惨敗でした﹂
﹁例挙しますと︑
︵１︶ 江総書記︑続投へ ︑
︵２︶ 朱首相も留任 ︑
︵３︶ 軍事委主席︑
胡氏以外に委譲 ︑︵４︶ 次期国家主席に
李鵬氏 ︑︵５︶ 温副首相が辞意 ︑
︵６︶
曽慶紅氏︑常務委入りせず ︑︵７︶ 政
治局︑減員へ などと︑いった具合です︒党
大会に絡む人事報道で︑これほど日本メ
ディアが大誤報を連打し︑ 歴史的惨敗に終
わったのは︑珍しい事です﹂
︒
これらの﹁連打誤報﹂のうち︑いくつかは
私も見ており︑ それについて私見を述べた
私のメールへの返信メールである︒ 上記の
ように並べてみると︑なるほどこれは︑たい
へんだ︒ 北京報道はほとんど末期症状では
ないかという気がする ︵むろん誤報を書か
なかった記者がいることも私は知っていま
すよ︶︒
中国共産党の情報公開が不足しているこ
と︑極端な秘密主義を守っており︑自由な取
材を許さないといった客観的制約条件は十

76

したがって江沢民が李鵬を敵に回したこ
とが続投失敗の原因であったとするような
見方は︑ 到底検証にたえない俗説なのだ︒
﹁江氏周辺では大会直前まで総書記続投を
軸とした新指導部リストが存在︑今回︑最高
指導部入りした江氏の腹心までもが︑ 最後
まで続投説を唱えていたという﹂
﹁江氏周辺﹂なるものは︑どのあたりを指
すかがきわめてアイマイである︒ 従来にも
増して人事について厳しい箝口令が敷かれ
た今回の場合︑
﹁続投説を軸とした新指導部
リスト﹂なるものに︑果たしてアプローチし
えたのかどうかきわめて疑わしい︒アプ
ローチできたのは︑ おそらくガセネタの類
であるはず︒ 真実のリストを隠蔽するため
の陽動作戦にまんまと騙されたのだ︒ ここ
で﹁江氏の腹心﹂とは︑おそらく曽慶紅を指
すものと思われるが︑ 曽慶紅が江沢民を持
ち上げる目的は曽慶紅自身を持ち上げるた
めであるのは︑見易い道理である︒
﹁また︑総書記を胡錦濤氏に譲るが︑江氏
はその上の 党主席 に君臨する案まで浮
上した﹂
︒
﹁党主席制復活案﹂は︑確かに一時︑
伝えられたことがある︒ しかし党主席制を
やめて総書記制に改めたのは鄧小平の決断
である以上︑ 鄧小平路線に乗る現行指導部
にとってそのような変更ができないことは
容易に予想されたことだ︒
かくて鈴木記者は ﹁こうしたさまざまな

年前に書いた ﹃中国の権力システム︱︱ポ
スト江沢民のパワーゲーム﹄
︵二〇〇二年十
月刊︑一〇︑一六︑三六ページなど︶で江沢
民が総書記ポストを胡錦濤に譲ることを既
定の事実として書いた︒以後︑一貫してこの
見方を書き︑語ってきた︵最近のものは﹃中
国から日本が見える﹄ウェイツ社︑二〇〇二
年十月︶
︒
﹁江沢民総書記続投説﹂なるものが︑そも
そも一〇〇％あり得ない話であることは︑
チャイナウォッチャーの最も初歩的な常識
であると私は考えてきた︒ したがって鈴木
記者たちがとてつもない憶測を書き続ける
のを無知ほど恐いものはないとただあきれ
ていた︒今回の記事によって︑その確信がい
よいよ深められた︒鈴木記者の場合︑﹁党大
会直前まで︑江氏続投の感触を持ち続けた﹂
由であるから︑その﹁感触﹂センスが相当に
犯されていることは明らかである︒ かくて
﹁反省を踏まえ︑そうした流れを検証する﹂
と称したコラムが書かれることになったが︑
このコラムには﹁反省﹂のかけらもなく︑
﹁流
れを検証する﹂と称して︑この記者が正体不
明の情報屋に一貫してマインドコントロー
ルされた経緯を臆面もなく書いている︒
続投説なるものは︑ そもそも情報屋の世
界にしか存在しない亡霊なのだが︑ それに
たぶらかされた者には︑ あたかもそれが存
在したかに見え︑その幻影は︑バブルがはじ

情報に踏み込み過ぎて︑ 世代交代という大
きな流れを見失った﹂と弁解している︒この
弁解ははなはだ歯切れが悪い︒ 情報屋のガ
セネタに振り回されて︑ 江沢民続投なる当
初からありえないシナリオを信じ込まされ
ただけの話だ︒ 世代交代の流れについてい
えば︑二〇〇二年六月中旬に地方レベルの
党大会で書記 ・省長の平均年齢が六十歳未
満に若返りした時点で︑ 従来からの若返り
路線は再確認されていた︒
﹁国内外の世論が人事の流れに影響を与え
たように思う﹂
﹁新華社通信が江氏らの退任
を英文で速報したことは︑ 海外の視線を十
分に意識していたことを物語っている﹂
鈴木記者はここで︑
﹁内外の世論﹂や﹁海
外の視線﹂を意識して︑江沢民が続投を断念
したかのような書き方をしているが︑ おそ
らくそうではない︒ 政治局の七十歳定年制
はおよそ十年前から固まってきた慣行であ
り︑五年前にこの基準に依拠して喬石が引
退したあたりから明確に慣行化している︒
五年前に喬石をこの基準で引退させた江沢
民が今回この基準でみずからを縛ることに
なる事態は︑五年前から想定されていた︒私
自身はそれを根拠として︑ 一貫して江沢民
引退という観測を公言してきた次第である︒
ただし︑ 私は江沢民は軍事委員会主席をも
含めて完全引退するのがスジであると書い
てきたが︑これは江沢民の居残り作戦に

けたあとも依然として︑ この記者を支配し
ているようだ︒なんとも奇怪な話である︒
﹁十五夜の月は翌十六日に最も輝く﹂とい
う小話が党大会前に流行した︒ これは十五
回党大会で総書記三選を果たした江沢民が
﹁十六回党大会で続投してさらに輝く﹂こと
の暗喩として語られたと記者は︑ 根拠を説
明する︒ この種のコトバ遊びを中国人が好
むことはむろん承知しているが︑ これを十
五回党大会︑ 十六回党大会にひっかけた場
合にどこまであてはまるかは︑ よほど慎重
にその適用範囲を見極めなければならない︒
その眼力こそがジャーナリストの真骨頂な
のだ︒この記者はなぜたあいもない十六夜
説を信ずることになったのか︒
いわく︑
﹁江氏の親族も 引退などまった
く考えていない と︑ 私に 漏らし ていた ﹂︒
おやおやこれはたいへんなニュースソース
ではないか︒﹁江氏の親族﹂とはどんな人物
か︒江沢民とはどのような血縁関係にある
人物か︒ その人物は中国語で語ったのか日
本語で語ったのか︑それがまず問題である︒
そのような重要人物が一介の日本記者に
﹁秘密を漏らす﹂などといったことがそもそ
もありうるだろうか︒ 到底信じられない話
だ︒もしそのような﹁親族﹂が現れ︑
﹁秘密﹂
なるものを語るとしたら︑それは﹁江氏の親
族﹂を名乗るペテン師の仕業に違いないと
判断するのが常識というものだ︒
かつて﹃騙子﹄という題のペテン師の﹁報
告文学﹂
﹁紀実小説﹂が大きな話題になった
ことがある︒ 類似のペテン師の話は枚挙に
いとまがないほどだ︒ 人口が日本の十倍の
中国にはペテン師の数も日本の十倍いてお
かしくはないし︑ 量が質を変えるという法
則に従えば︑中国のペテン師の手管は︑日本
よりもはるかに高度な水準まで成熟してい
ると予想しておくべきであろう︒
さて鈴木記者は続ける︒
﹁江氏の留任作戦
は︑人気の高い朱鎔基首相を抱き込み︑不評
の李鵬・ 全国人民代表大会常務委員長を外
すことだった﹂
﹁秋以降︑江氏の 全面引退
説 を流し︑ 私をやめさせるなら︑あなた
も一緒だ と圧力をかけた﹂
﹁首相を十年も
務めた実力者の李氏を江氏は敵に回してし
まった﹂
︒
これまた安っぽい三文小説のような話だ︒
朱鎔基が母校清華大学でみずからの引退問
題を明確に語った事実をこの記者は知らな
いようである︒ 朱鎔基が当初から引退を当
然の事柄と考えて後継者への引き継ぎに意
を用いてきたことは︑ 言動の一端から容易
に推測できることだ︒ 李鵬の引退も既定の
事実であり︑﹁李鵬の反撃﹂なるものも空想
でしかないだろう︒ 問題は李鵬が引退する
かどうかではなく︑引退後に李鵬の代理人・
羅幹を常務委員会に送り込めるかどうかで
あったはず︒

よって裏切られた︒ 私は江沢民がここで引
き際を誤ったと解釈している︒ この問題に
ついては改めて論じたい︒

﹁北京発大誤報﹂資 料 一 覧
第一号﹃産経新聞﹄・伊藤正特派員発
二〇〇二年二月十日付
国家主席に李鵬氏浮上︑中国次期体制︑
権力の集中排除︑ 軍事委主席 江氏留
任正当化狙う
︻北京九日＝伊藤正︼中国共産党は︑今秋開
く第十六回全国大会後の中央委員会第一回
総会で︑胡錦濤政治局常務委員︵五九︶を新
総書記に選出するが︑胡氏は︑江沢民総書記
︵七五︶が兼任してきた国家主席と中央軍事
委主席には就かない見通しになった︒ 軍事
委主席は江氏が留任︑ 次期国家主席候補に
は李鵬全国人民代表大会︵全人代︶常務委員
長︵七三︶が浮上している︒党内事情に通じ
た中国筋が九日までに明らかにした︒ 中国
筋によると︑ これは中央書記局の党大会準
備作業グループが打ち出した人事 ・組織構
想とされ︑ 既に内部討議が始まっている︒
党︑国家︑軍の権力を総書記に集中︑他の中
枢ポストも政治局常務委員が独占する現体
制をやめ︑ 常務委員でなくとも主要ポスト
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に就くことを可能にする構想で︑
﹁江沢民氏
の軍事委主席留任を正当化する狙い﹂︵同筋︶
という︒中国筋によると︑現在の政治局常務
委員七人のうち︑留任が確実なのは胡錦濤︑
李瑞環全国人民政治協商会議 ︵政協︶主席
︵六七︶の二人︒これに温家宝︵五九︶
︑羅幹
︵六六︶の両政治局員と曽慶紅政治局員候補
︵六二︶らが昇格し︑五︑六人で常務委員会
を構成する︒現常務委員の中で︑朱鎔基首相
︵七三︶と尉健行規律検査委書記︵七一︶は
完全引退するが︑江沢民︑李鵬両氏は軍︑国
家の最高位にとどまり次期指導部を側面か
ら支える︒ 一時留任説のあった李嵐清副首
相︵六九︶も常務委員に再選されず︑政協主
席に回る可能性があるという︒ この新体制
構想は︑ 一九八七年の十三回党大会体制に
近い︒趙紫陽総書記︑ 李鵬首相は常務委員
だったが︑楊尚昆国家主席︑万里全人代委員
長は政治局員︑ 鄧小平軍事委主席と李先念
政協主席は中央委員を引退︑
﹁一党員﹂でし
かなかった︒趙紫陽氏も︑その前任の胡耀邦
氏も︑他のポストのトップには就かなかっ
た︒毛沢東時代の権力集中の弊害を反省す
る間もなく︑ 後継者になった華国鋒氏が党
主席︑軍事委主席︑首相を兼ねたことが改革
開放時代にそぐわないと批判された結果
だった︒江沢民氏が毛沢東・華国鋒時代の一
極集中に戻ったのは︑ 八九年の天安門事件
で党中央が分裂する異常事態下で︑
﹁鄧小平

氏が中央での実績のない江氏に権威を与え
る緊急措置だった﹂と中国筋は言う︒その意
味では新構想は ﹁適材適所で内外の難局を
乗り越える挙党態勢﹂︵同筋︶の半面︑かつ
て弊害の多かった﹁長老政治﹂の復活との批
判も予想される︒中国筋は﹁新構想は人事面
を含め︑ 多くの議論があり︑ 党大会直前ま
で︑もめ続ける可能性もある﹂ と述べてい
る︒

第二号﹃東京新聞﹄・鈴木孝昌発
二〇〇二年四月二五日付
温副首相︑次期首相を辞退か
︻北京二四日鈴木孝昌︼当地の外交筋による
と︑中国の次期首相候補とされる温家宝副
首相が年初の会議で︑ 江沢民国家主席から
事実上︑
﹁名指し﹂で批判されていたことが
分かった︒ 中国は今秋の共産党第十六回党
大会で指導者の交代人事を行うが︑ 批判を
受けた温氏は ﹁次期政府の役職には就かな
い﹂と︑首相就任を辞退する書簡を江主席に
送ったもようだ︒同筋によると︑今年初めに
開かれた内部の会議で江主席は ﹁政府内に
は農業の専門家のような顔をしている人が
いるが︑農業の専門家などいない﹂と強い口
調で語った︒ 会議には農業担当の温副首相
も出席し︑ 明らかに温氏への批判と分かる

言い方だったという︒ 温氏は一九九八年に
副首相に就任し︑ 農業問題を専門に担当し
てきた︒だが︑沿海部に比べて内陸の農村改
革は立ち遅れ︑ 貧富の差拡大による農民の
不満が高まっていることから︑ 温氏への批
判が出始めたものとみられる︒ 温副首相は
当初︑五月の訪日を検討していたが︑最近に
なって﹁秋の党大会前の訪日はなくなった﹂
︵中国筋︶という︒同外交筋は﹁現在︑温氏
の置かれた立場と関係がある﹂とし︑温氏が
政治的に微妙な立場に立たされたことを示
唆した︒中国筋によると︑江主席は︑党大会
後も自身が党や軍のトップとして留任する
意向︒もともと温氏の首相昇格には反対で︑
朱鎔基首相の留任を求めている︒ 温氏への
批判が事実ならば︑ 朱首相続投の可能性が
強まることになる︒ 首相候補としてはこの
ほか︑李嵐清︑呉邦国両副首相や李長春・広
東省党委書記らの名前も取りざたされてい
る︒

第三号﹃読売新聞﹄浜本良一発
︵左ページの切抜き参照︶
第四号﹃東京新聞﹄・鈴木孝昌発
二〇〇二年八月一六日付
中国共産党江総書記︑朱首相が続投︑世
代交代は先送り
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︻北京一五日鈴木孝昌︼中国共産党が五年ぶ
りに行う指導部交代人事を協議していた
﹁北戴河会議﹂が十六日までにほぼ終了し︑
江沢民国家主席が党のトップ ︵共産党総書
記︶と軍のトップ︵軍事委員会主席︶を続投
する見通しとなった︒ 信頼できる複数の中
国筋と西側外交筋が同日︑ 本紙に明らかに
した︒江主席は引退を希望した朱鎔基首相
にも留任を強く要請︑ 朱首相も基本的に受
け入れた︒七六歳の江氏︑七三歳の朱氏が留
任することで︑ 共産党の世代交代は先送り
されることになる︒今回の人事では︑党︑軍︑
国家の三権を握る江沢民氏が権力を移譲し︑
十三年ぶりのトップ交代が実現するかどう
かが焦点︒ 江氏が党総書記にとどまること
で︑最高権力者の地位を維持する︒ただ︑江
氏と朱氏は五年の任期を満了せず途中交代
する可能性が高い︒ 複数の有力筋の一致し
た情報によると︑ ポスト江沢民の最有力候
補とされた胡錦濤国家副主席は︑ 象徴的ポ
ストである国家主席︵国家元首︶だけを譲り
受ける︒また︑次期首相候補とされる温家宝
副首相は︑第一︵常務︶副首相にとどまる︒
江氏︑朱氏の留任意向を受けて︑ 党内ナン
バー２の李鵬・全国人民代表大会︵国会に相
当︶常務委員長も留任に向けた動きを活発
化している︒ 李氏の処遇は結論が出ておら
ず︑調整が続いている︒江主席の側近︑曽慶

紅・党中央組織部長の政治局常務委員︵最高
指導部︶入りは難しい情勢だ︒江主席は今年
初めから朱鎔基首相を巻き込んでの続投姿
勢を強め︑﹁政権移行期の安定確保﹂と﹁次
世代指導者が成熟していない﹂ ことを理由
に︑留任に向けた世論形成を進めていた︒北
戴河会議は︑ 七月末から共産党上層部が河
北省の同地で開催︒人事の骨格を固めた
が︑最終的な結論は持ち越した︒ 今秋に開
かれる第十六回共産党大会後の党中央委員
会全体会議で正式決定される︒ 党大会の日
程は未定だが︑十︱十一月の開催が有力
だ︒

第五号﹃東京新聞﹄
二〇〇二年八月二二日付
︵左ページの切抜き参照︶

胡耀邦の息子と五カ条の誓文
三月のある日︑外務省が招聘した﹁中国共
産党中央統一戦線部副部長胡徳平一行﹂ と
の昼食会に招かれて懇談した︒ 折よく前夜
に友人から﹃中華工商時報﹄
︵三月二一日号︶
に掲載された ﹁誠信問答？ 胡徳平インタ
ビュー﹂を読んでいたので︑早速その話題を
持ち出したところ︑アダム・スミスは﹃国富
論﹄の著者として知られているが︑﹃道徳情
操論﹄も書いている︑と切り出した︒
﹁経済

学は不道徳である﹂とか︑
﹁不道徳の経済学﹂
といった言い方は間違いだなどと︑ 自説を
少し述べて︑ ところで日本の学者の意見を
聞きたいと︑ 相手の顔をのぞきこむ作風は
楊中美︵
﹃胡耀邦﹄の著者︶あたりから聞か
されていた印象と寸分も違わない︒ 実にい
い感じであり︑ 高級幹部のいやらしさは微
塵も無い︒ 私は牛肉や鶏肉の偽装問題が日
本のマスコミを騒がせていることでもあり︑
中 国 に 蔓 延 す る ﹁ 冒 牌 ﹂問 題 は ︑ い ま や 中
国の専売特許というよりは︑ 日本もひどく
汚染されていることを指摘しつつ︑ これこ
そ市場経済の敵である︑ と応じたが︑胡徳
平氏が明治維新の精神として語る内容がい
まひとつつかめない︒それらしいと察しは
ついたのだが︑気になったので調べてみ
た︒
一 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ︒
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フベシ︒
一 官武一途庶民ニ至ル迄 各其志ヲ遂ゲ人
心ヲシテ倦マザラシメン事ヲ要ス︒
一 旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベ シ︒
一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スベ
シ︒
我国未曾有ノ変革ヲ為ントシ︑ 朕躬ヲ以
テ衆ニ先ンジ︑天地神明ニ誓ヒ︑大ニ斯国是
ヲ定メ︑万民保全ノ道ヲ立ントス︒衆亦此旨
趣ニ基キ協心努力セヨ︒
﹁各々その志を遂げ︑人心をして倦まざら
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しめんことを要す﹂︒この中国語訳が市場経
済の精神に合うと解釈しているらしい︒ 計
画経済システムのもとで自由意志を奪われ
るのではなく︑
﹁各々その志を遂げる﹂
︒そう
すれば︑確かに人心が倦むことはなく︑人々
は前向きに生きる意欲をもつであろう︒ そ
の担い手になるのが中国の企業家たちであ
る︒これが胡徳平ミッションの立場であっ
たようだ︒
謝伯陽／五四年二月生まれ︑四八歳︑全国
工 商 業 連 合 会 副 主 席 ︑ 全人代代表︒
金会慶／五六年十一月生まれ四五歳︑ 合
肥の﹁三連職業技術学院院長﹂はハイテクの
民間大学を創立した人物︑ 渋谷に七名の事
務所をもつ︒全人代代表︒
馬建国／六二年十月生まれ四〇歳︑中銀企
業服務公司董事長︒
林智敏女史／五六年四月生まれ四五歳︑中
華海外連誼会副秘書長︒この組織は出版助成
をやり二九二冊出版した︒
許智明／政協委員︑香港に会社をもち︑日
本会社の吸収︑ すなわちＭ＆Ａに意欲を燃
やす︒ ダ イ キ ン と 取 引 あ り ︒
これらやる気十分の企業家たちを引き連
れて胡耀邦の息子は東京︑沖縄︑長崎︑福岡
を旅行した︒ 全国工商業連合会はいわば民
営企業家組織の中核であるから︑
﹁三つの代
表﹂の申し子に近い存在であろうが︑その精
神は﹁利と義﹂に尽きるという︒すなわちば

りばりカネを儲けて︑
﹁義﹂すなわち貧困支
援のために︑どしどし使う︒その溌剌精神は
まさに明治維新当時の企業家もかくありな
んと思われたことであった︒

不可解な小泉シンガポール演説
の訳語
小泉首相はシンガポールで ﹁包括的経済
連携協定﹂を結び︑日本のアジア政策を英語
で演説した由だが︑ それはこう説明されて
いる︒
﹁日本の基本的考え方を概要以下のとお
り披瀝し︑各国首脳の支持を得た︒また︑
一四日には︑シンガポールにおいて︑政策
スピーチとして表明した︒ 福田スピー
チ に基づくＡＳＥＡＮ重視政策を継承
しつつ︑情勢の変化に対し︑ 率直なパー
トナー として 共に歩み共に進む 協
力を推進すること︒﹂
共に歩み共に進む とはなんのことか︒
﹁歩み﹂と﹁進む﹂とは︑ほとんど同義では
ないか？ なぜ繰り返す必要があるのか︒
そこで英文を調べる︒

Speech by Prime Minister of Japan Junichiro
Koizumi Japan and ASEAN in East Asia/A Sincere and Open Partnership -January 14, 2002
Singapore
Singapore is called the "Lion City." Maybe it

has something to do with my hairstyle, but in
Japan I am known as the "Lion Prime Minister." Perhaps that is why I am so delighted to be
here in the Lion City.

このあたりのコマーシャルがどの程度受
けたかはさておき︑ 肝腎の英語は Our goal
should be the creation of a "community that
acts together and advances together."

である︒
それならば︑なぜ﹁共に行動し︑共に進む﹂
と訳さないのであろうか︒ act, action
という
能動的な行為を︑なぜ単に﹁歩む﹂と曖昧に
訳すのか︒その理由がまるで分からない︒外
向けには﹁行動すること﹂を約束し︑国民に
は﹁実はあれは空手形だよ﹂と弁解している
のであろうか︒なんとも不可解である︒

近藤義雄 ︵近藤公認会計士事務所︶著

中国進出企業Ｑ＆Ａ
﹇設立・運営・税務・会計﹈
Ａ５判二五六頁 定価二四〇〇円＋税
会社の設立から運営︑会計と税務の気になる
ポイントを解説︒素朴な一〇〇の疑問に︑Ｑ
＆Ａの形式でやさしく回答︒進出を目指す者
にも︑既に進出した者にも座右にこの一冊︒
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