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中国経済が改革・開放後大きく変貌し、急成

長を成し遂げ、いまや世界的な注目を集めてい

る。

改革開放初期、中国に投資していた多国企業

のほとんどは華僑及び東アジア地域の中小企業

であったが。90年代以後大型の多国籍企業が大

拳して中国へ進出を果たした。資本だけではな

く、最新技術が導入され、多くの外資系企業が

R＆D（研究・開発）部門を次々と設立した。

世界的工場・市場として中国経済の存在が脚

光を浴び、中国独り勝ち論や脅威論まで議論を

展開している中、中国経済成功の背景について、

歴史的産業基盤の形成・蓄積からの分析があま

り見られない。

1949年以後の新中国では、旧中国の経済発展

は政治的安定性に欠け、「植民地主義による略奪」

（半植民地社会の特徴）、「地主による搾取」（半

封建的社会の特徴）によって、低開発国であっ

たというような公式イデオロギーで決め付けら

れ、その上言論規制の厳しい状況下では、当時

の中国を純粋に経済面からの研究を深く掘り下

げる事は困難であった。

しかし、一国の経済、特に中国のような大国

の場合は、工業化の実現（潜在的）、すなわちあ

る程度の資本形成、市場規模、およびそれに対

応した労働力がなければ、その国の経済は成り

立たない。

また、新中国成立後、中国の労働生産現場に

は旧ソ連の技術援助によって、ソ連式フォード

生産方式が持ち込まれたが、その導入・吸収は

不完全であった。その後、中国式「自力更生」

政策で工業化を展開し、改革開放政策前まで続

いたと言う定説があった。

先進国家の経済発展を研究すれば、工業化を

支えている技術は歴史的に蓄積・継承され、ま

た多方面に人材の移転により、技術の波及効果
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が多く見られる。では中国には本当にそれが見

られないのであろうか。

本論文はまず、中国ではWTO加盟にともなう

産業の国際競争力強化のために、労働者・技術

者の質的向上を図ろうとしている現状を明らか

し、歴史的角度から、清末期の兵器工場、その

後の軍事産業主導的重工業化建設状況に関する

記録から考察し、中国最初の外資企業、軍事企

業の全貌、そして、外国資本の導入、技術の受

け入れ状況及び中国沿岸部の産業形成と技能労

働者の誕生を解明する。

なお、資料や時間的制約から、今回は孫文の

革命で国民党支配の中華民国成立までの短い期

間に限らざるを得なかった。当然のことながら、

国民党支配時代とその後の社会主義体制時代に

おける変化がより重要ではあるが、後日に譲る

ことになった。

本論文は本格的研究の前段階である。

Ⅰ　中国経済発展の現状問題

①　中国の経済発展経緯

1978年改革開放政策以後の中国は年率10％近

くの経済成長を遂げた。その様々なの要因と背

景は以下の通りである。

まず、政策の転換である。政治は社会主義体

制を頑として維持するが、経済は大胆な資本主

義市場経済を受け入れた。特に 小平の1992年

南方地区視察をした時発表した「南巡講話」が

今までの政治的イデオロギー的議論を止めて、

生産力を高めるためには、社会主義にも市場が

あって当然な事と認めざるを得ないと言う事で、

「社会主義市場経済」を確立させた。そして、

小平は「先富論」（先に豊かになれる地域や人か

ら豊かになれ）政策を訴え、社会主義の平等主

義を捨て、物質的刺激による経済政策を主張し

た。また、経済の分権化、企業がはじめて独立

した経済単位としてみとめられ、自主権、法人、

株式化など様々な試みが出来るようにしてきた。

最後に、重要であるのは所有制の多重化を認め

た事である。つまり、「社会主義公有制を主とす

る」原則のしたで、実質的に個人所有、私営、

合弁など民営化への道を歩み出した事である。

このような政策の転換に従って、中国は対外

政策を積極的に展開して外資導入政策を打ち出

した。対外債務を増大させないように国内資源

と外国技術を結びつけ、最大効率を発揮できる

方法として、海外からの直接投資を奨励し、国

内経済に大きな影響を与えたばかりではなく、

外国との貿易を促進し、さらに直接投資を呼ぶ
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表1 中国向け直接投資における日米欧のシェア

日本   米国   ＥＵ   

 契約額  実行額 契約額  実行額 契約額  実行額 

1995 ８．３  ８．３ ８．２  ８．２ ８．１  ５．７ 
1996 ７．０  ８．８ ９．４  ８．３ ９．１  ６．６ 
1997 ６．７  ９．６ ９．７  ７．２ ８．１  ８．９ 

1998 ５．３  ７．５ １２．４ ８．６ １１．４ ８．８ 
1999 ６．３  ７．４ １４．６ １０．５ ９．９  １１．１ 
2000 ５．９  ７．２ １２．８ １０．８ １４．２ １１．０ 

2001 ７．８  ９．３ １０．９ ９．５ ７．５  ８．９ 

出所　中国対外貿易経済合作統計により日本経済センター尾崎

春夫氏が算出したもの。



と言う経済の好循環を作り出した。

最近、先進国家からの中国への投資が増える

一方である（図1示す）。「世界の工場」といわれ、

人件費の安さが強調されたが、日本貿易振興会

の理事長畠山 襄氏の分析によれば、人件費構成

の中身を見ると、加工組立製品の場合、人件費

の割合は10％以下で、原価の80％の割合である

部財費がもっと重要な意味を示している。つま

り、珠江や長江流域に最近形成されてきた部品

産業の集積が意味する問題が大きい。彼は中国

の技術進歩の速さは、機械輸出にも反映して、

90年に9％であった機械輸出が、2000年には

34％へ飛躍的に向上した事を指摘した（注 日本

経済新聞2002年4月19日）。

その背景にはもう一つの要因、沿岸部を代表

している中間所得層の出現により、13億の人口

を抱える巨大市場として注目を集め、モノ作り

の「世界工場」からモノ消費の「世界市場」に

なりつつである事も否定できない。

小平の改革開放政策を成功させたそれらの

国際環境以外にも原因がある。社会革命以前の

市場経済発展の遺産は、度重なる政治的不安定

によって破壊されたとはいえ、他の社会主義国

と異なって中国独自な革命は、結論であるが、

人々が潜在的に抱いてきた市場体制下の市場感

覚といった体験が部分的に残っていた事を重視

しなければならないように思われる。これは経

済開発論における文化の問題に関連している、

「中国は商人の国」といわれたように商人文化が

遺伝子のように中国人に組みこまれていたのだ

と言う見方がある（注、日本人＝職人、中国

人＝商人 中兼和津次氏「中国経済発展論」P353、

365）。

歴史を検討すれば、アヘン戦争によって中国

の鎖国時代は終わりを告げ、動乱時代に突入、

侵略の屈辱を味わった近代史であった。しかし、

この時代には西洋資本主義の侵略、外資企業の

誕生によって、早くも19世紀40年代から50年代

にかけて、中国にプロレタリア階級が出現し、

早期のプロレタリア階級は多くなかったが、彼

らは中国の新しい生産力の代表者であった。甲

午中日戦争（日清戦争）以後、清政府は民間に

よる企業経営を許可し、数年のうちに中国に工

業企業の建設ラッシュが出現した。中国民族資

本主義は比較的急速に発展していたので、中国

の民族ブルジョア階級が歴史の舞台に登場した。

中国民族資本の成功はその後、国民党政府の

統制期と毛澤東時代の革命によって潰されたの

は事実であるが、軍事企業内には産業技術が部

分的に受け継がれた面もある（説明は今後の論

文に譲る）。そうでなければ、1949年中華人民共

和国誕生後、旧ソ連の技術援助撤退後、63年10

月16日に自力で初の原子爆弾、1967年6月に水

爆、1969年の人工衛星の打ち上げなどの成功は

説明できない。また、革命前の民族資本が戦争

中台湾・香港へ逃げ、台湾・香港の経済建設に

大いなる力を発揮したのも周知の事実であり、

のちに改革開放後彼らは華僑として中国へ投資

している。

こうして実現できた毛澤東の進めた社会主義

は、スターリンの旧ソ連と大きく異なり、緩い

集権制、制度化されない政治・経済体制であり、

実質的に改革開放後の市場経済体制を発展し易

くさせ、競争の土台が出来やすい環境となって

いた事が、いまになって認識される。

経済発展・生産力向上を実現した原因として

はよく「生産手段」と「管理手法」に重点に置

かれる傾向があり、生産力の最も重要な構成要

素「労働力」、人材の流れについての分析が不十

分である。決してそれは中国だけの問題ではな

く、日本でも充分議論されていないように思わ

れる。

現場労働者は製品の直接生産者であり、最新

の技術、設備が彼らの労働によって生産力へ転

化し、効率的に稼動することができる。 80年代、

日米経済戦争に、日本が成功を収めた重要な原

因は日本人労働者の素質が良く、現場に高い知

的熟練工が存在した事である。人的資源の流れ、
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熟練技能労働者の育成などを考察すれば、ある

程度この国が発展した背景が明確に示される事

になる。

②　中国の人的資源の現状問題

改革開放政策下の中国経済は高度成長期に入

り、社会主義市場経済は急速に発展した。また、

外資系企業が中国市場へ参入する事によって、

市場競争は一層激しくなり、消費者のニーズに

合わせた高品質の製品作りが企業存続の要であ

る事が認識された。

中国労働部の報道（注2002年5月12日中国新

聞「解放日報」）によると、中国経済が成長しつ

つあるにもかかわらず、雇用の現状はかなり厳

しいものがある。日本と同じように高卒、大卒

の求人が年々減る傾向にあり、新卒の就職難は

社会問題になりつつある。その代わりに、中途

採用、有力技術者のヘッドハンティングは増加

の一途である。高級技能の資格所有者（中国語

高級工）の給料は理工系修士、博士課程卒業者

より20％も高く、“即戦力”が非常に高く評価を

されている。

一見くり返し作業の連続に見える量産工場の

現場でも、多くの変化と異常がしばしば起きる。

材料の質が変わってしまったり、新鋭機械が不

具合を起こしたり、といった事である。そうし

た変化と異常への対応のスピードと的確さが生

産現場の効率を大きく左右する。

しかし、企業が求めている人材はすぐに確保

できない状況である。

中国産業技術労働力の文化水準、技術レベル

と素質などの現状は今なお好ましくない、まず、

普遍的文化水準が低い事があげられる。労働部

の統計によると、全国1.2億産業労働者の中に、

中卒以下の人が全体の70％を占めている。35歳

以下の労働者は約8000万人であるが、そのうち

初級工が80％で、中級工は20％に達していない、

高級工はわずかで、1％ぐらいである。毎年全国

の農村から新たな工業労働力が1700万人も参入

してくるが、職業訓練を受けられるのは10％未

満である。

第二、若い人が現場労働者になりたがらない

傾向がある、それは世の中に管理職につく事が

高い社会地位と収入を得られる階段であり、現

場労働者は「二等公民」という偏見が見られる

からである。残された唯一の昇進の道としては

技工になるしかないが、それには15年間の職歴

が必要とされ、なれる割合はわずか3％である。

第三、国営企業の経営不振問題により、職業

訓練資金が不足あるいは削減された企業が多い、

全国114社の国営企業の調査を見ると、職業訓練

資金の全くない所が42.85％も占めている、60％

の企業は教育訓練用の場所すら用意していない。

その反面、外資企業が「今世紀最大かつ無限

な市場」を求め、日欧米先進国の企業が中国市

場に殺到し、熾烈な競争を繰り返している。各

社はあらゆる方法で技術労働者を獲得してきた。

中国に進出した企業の中で、1980年代に設立さ

れたドイツ系上海自動車企業の場合、早期に上

海の歴史ある江南造船廠、中華造船廠など総合

産業の代表である造船工場の技術労働者を受け

入れ、優秀な労働力を確保する事が出来た。そ

の後、社内で徹底的職業訓練・教育をしてきた。

最近、職務給制度がみなおされ、「高級工」の最

高給料が中間管理職よりも高く設定された。し

かし、98年に上海自動車工業とアメリカとの合

弁でもう一社を設立した後、上海市政府の強制

命令によって、自社で教育・訓練を習得した技

術者の半分近くがアメリカ系企業に移されたの

で、早期にヘッドハンティングに成功したこの

ドイツ企業は当惑している。こうした、中国政

府の過激なやり方も知識労働者分散化による現

状問題解決の一つの方策であろう。

Ⅱ　中国に近代外資企業の誕生

嘉慶帝時代（1796－1820）の清朝は、国勢が

衰退し始めていた、その頃、政治の腐敗、財政
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危機などが日に日に明らかになり、清政府は税

の引き上げや官職売買によって収入をふやして

いた。土地を失った農民が全国各地で絶え間な

く反抗運動を引き起こし、清政府は各地の地主

の軍事勢力に頼って鎮圧するほかなかった。

清朝の封建統治が衰退に向かっていたその時

期に、世界の資本主義が急速に発展し、帝国主

義への転換期でもあった。イギリスをはじめと

した欧米資本主義国家は、国外市場を開拓し、

工業製品を輸出販売すると同時に、安価な工業

原料を求めるために、侵略の矛先を中国に向け

た。1873年以後、欧米資本主義諸国が何度も経

済危機に直面し、これらを経験することによっ

て生産の大規模化と独占資本主義化が急速に形

成された。

当時の中国経済は、小農業と家内手工業が主

なもので、男性は耕し、女性は紡ぐ、食べ物も

衣類も総べて自給自足するというほとんど市場

経済に頼らぬものであった。イギリスが中国に

向けて輸出していた毛織物、綿布などは、中国

市場での売れ行きが悪かった。逆に、中国はイ

ギリスに対して茶、絹、磁器などを輸出し、そ

れらの商品の販売は非常に良かった。このよう

に中国の輸出超過で、大量の銀が中国に流入し

ていた。

後に、イギリス商人はアヘン貿易によって暴

利を貪る事を発見した。イギリス東インド会社

は中国へ密輸をはじめ、アメリカ商人もこれに

習い、中国に大量のアヘンを売りつけた。道光

初年になると、中国の対外貿易は輸入超過に転

じ、銀が大量に国外へ流出した（注：アヘン戦

争前の40年間で、イギリスが中国に密売したア

ヘンは40万箱以上であった、中国から3，4億銀

元の暴利を得られた。1800年のアヘンの収入が

銀124万両で、1838年には銀を四倍以上519万両

あまりにまで増加させた。これらの暴利はイギ

リス・インド植民地政府にも莫大な収入源と

なった。）

アヘン戦争以後、イギリス、フランス、アメ

リカの三カ国は中国での既得権益と利益に満足

しなかったため、イギリスがまず戦争を引き起

こし、中国史上第二次アヘン戦争と言われた。

翌年から、イギリスとフランスは連合して出兵

し、広州、天津、北京をつぎつぎと占領して清

政府に迫って不平等条約を締結させた。

イギリス・フランス両国の中国への侵略に対

して、ロシア・アメリカは表面上「停調」の形

をとったが、実質的には支持の態度をとった。

しかも、第二次アヘン戦争前後、ロシア・アメ

リカ両国は混乱に乘じて中国領土を不法に占拠

し略奪を行った。

①　貿易関連の外資企業

欧米各国は通商港から内部へ軍事支配を拡大

し、自国の企業の権益を有利にさせるように清

政府に圧力をかけ、次々と不平等条約を結んだ。

当時、中国に進出した欧米企業は多くの特権と

優遇政策を享受し、新式生産設備と管理技術を

持ち込んで生産をし始めた。それらの実力に圧

倒され、中国地元企業は倒産、廃業まで余儀な

くされる事が各地で起こった。外資系企業はそ

の後、さらに活動重点を広州から上海へ移し、

沿岸部及び内陸部の一部都市に中国歴史上初め

て外資企業を誕生させた。

その時期に外資は主に大量の輸入品として、

アヘン、綿・毛紡績品と工業製品を中国市場で

売りさばくと同時に、大量の原材料、農産品を

外国へ輸出した。『中国対外貿易と工業発展』の

統計によると、1864年の輸入品総額は4621万両

（銀貨）、1880年には7929万両に増加した。さら

に1894年に倍以上の増額で1.62億両までに達し

た。一方、輸出商品の総額も1864年の4865万両

から1880年に7788万両に増額し、1894年には

1.28億両と同じく倍増した。

②　貿易・交通・金融など外資企業の発展

『中国資本主義発展史』の統計によると1865年

外資企業が78社であったが、1893年には580社

－ 79 －



まで増え、1894の外資投資額も1.09億ドルに達

した。外資企業の実態は以下の通りである（表2，

3示す）。

貿易企業

外資企業の中では、直接貿易と関連事業を

行った企業が最も多く、その関連企業と合わせ

て投資額が外国資本総投資の半分近くを占めて

いた。

19世紀の40から60年代には、輸入洋品の販売

不振が続いたが、多くの外資企業はアヘン貿易、

中国労働力の海外への販売、不動産仲介業など

略奪のような方法で巨額の利益を獲得した。当

時有名な怡和洋行（イギリス人W．JadineとJ．

Mathesonの貿易会社であり、当時貿易会社のキ

ングとも言われていた。1861年から1910年の間

に、怡和洋行は中国全土に交通運送、紡績、銀

行、船舶など幅広く投資し、15の会社を設立さ

せた）の一年間のアヘン貿易額は銀貨720万両と

なり、他の貿易業務の営業利益総合はアヘンの

利益の70％にも及ばない。50年代後期、53軒の

アヘン密輸企業は99隻の私有船も所有していた。

第二次アヘン戦争後、外資の対中貿易発展と

共に、50年代に200軒であった貿易会社が70年

代初期に300軒以上にも増え、貿易業務だけでは

なく、運送事業、船舶修理、土産品の加工、金

融業などの経営活動を積極的に広げた。

海運企業

対中貿易と海運利権の獲得を有利にするため

に、外資企業は主に上海周辺で運送会社を設立

した。当時有名な旗昌船舶会社は60年代から70

年代まで長江水上運送を独占した。その後、外

資系の実力ある二社も参入し、外資系企業相互

が競争しながら、政府の船舶招商局と契約を結

び、地元資本を排除し各航路の利益を拡大した。
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表2 国籍別外国企業の数　　1893年

国籍  企業数  国籍  企業数  
イギリス 354 オーストリア  4 

アメリカ 30 イタリア 4 
ドイツ 81 ポルトガル 7 
フランス 33 スペイン  4 

ロシア 12 デンマーク 4 
日本 42 その他  5 

表3 業種別外資企業の数　　　　　　1893年

業種  企業数  業　種  企業数  

銀行・保険 18 代理商・紹介業 86 
海　運  13 店主（タバコ、酒、雑貨、服装、旅館）  89 

工　業 67 自由職（病院、弁護士、会計士、エンジニア、 
事務所） 

66 

貿易商  241 

出所：近代中国工商経済 書編委会『晩清企業記事』

中国文史出版社　P10より作成

出所：同上



工業企業

海運業務の発展をはかるために外資企業は船

舶修理工場を経営した。イギリス船員が広東の

黄浦でドックを作り、船舶の修理をはじめた。

1863年に怡和洋行などが創設した香港黄浦船う

公司が広東水域を独占した。上海では、60年代

にイギリス系の祥生船廠と耶松船廠が独占的に

支配していた。

原料と土産品の輸出を促進するために加工工

場を経営した外資系企業が多い。70年代にロシ

ア商人がお茶加工機械を中国に持ち込み、お茶

産地の加工業を次第に支配した。60から90年代

まで、イギリス、アメリカ、フランスなど外国

商人が上海で多くねじ釘廠と製糸廠を設立した。

当時の宝昌製糸廠は加工機械千台ぐらいを有す

るほどの大工場であった。これらの他に製糖、

皮加工、菓子、樟脳と包装などの加工業を次々

に開業をさせた。

中国での現地生産と販売のために、軽工業も

経営していた。例えば、製粉、マッチ、紙加工、

タバコなど中国の現地の安い労働力を利用し、

外資企業は莫大な利潤を得た。

その他に、上海地域の租界地にはガス、水道

水、電力などの公共事業も上海周辺で建設した。

金融企業

輸出企業を支援するために、外国資本は比較

的早い時期に中国に金融機関を構築した。1845

年にイギリス系企業が広州にまず金融組織を構

え、その翌年に上海に支店を開設した。中国内

政、経済的不安定のため、多くのイギリス系銀

行が倒産にまで追い込まれたが、実力ある四社

だけは生き残った。その他に、フランス系1行、

ドイツ系1行と日本の横浜正金銀行（設立1880年）

1行も50年代に中国に支店を設立した。

60年代に入って、外資系銀行の数が40あまり

も増え、70年代から90年代の間にはまた新たに

45行も設立された。銀行組織が拡大するにとも

なって、中国全国の重要都市に外資系金融ネッ

トワークが構築された。これらは中国金融市場

を支配する役割を担い、さらに外国系銀行は既

存の外国銀行中国代理店を代替して独占的地位

を確立するまで成長した。当時一番手で金融市

場を独占したイギリス系の匯豊銀行が実際、対

中貿易の中で支配的な地位を確立するに到った。

③　外資企業の経営実態と中国社会への影響

経営実態

この時期の外資企業の多くは株式・有限会社

形式を取っていた。具体的な状況はまちまちで

あり、本国政府により株式をコントロールされ

た企業、大家族的経営性格を持っていた企業と

株主会議の議決で総べてを決める企業など経営

の多様性が見られた。

外国資本の出所も様々である。資本の中身を

見ると海外からの直接資本の流入は意外に多く

なく、清政府が支払った対外賠償金が資本の一

部に成っていた。また、多く資金の源泉は外資

系企業が中国での不法貿易による利益の再投資

で成り立っていた。その他に、中国商人の株式

投資も外国資本の重要部分と認識された。

貿易会社の経営方式から見れば、外資系企業

は主にコンプラドール（注 植民地・半植民地に

おいて外国資本家の代理人となって経済活動を

する人をいう・買弁）を雇い、コンプラドール

の力によて、沿岸部から内陸部まで各地に徐々

に販売ネットワークを構築し浸透させ、販売業

務を行った。

加工生産会社の場合、資本家は中国の安い労

働力を利用し、監視による長時間労働を強い、

最大限の多くの利潤を搾取した。上海外国船舶

工場で働いた中国作業員の労働時間は10時間を

超えたという記述がある。

60年代以前、外国銀行は主に為替と少量の貨

幣発行業務を行っていた。しかし、1865年から

1894年まで、外資銀行は主に清政府に巨額の借

款を貸し付け、清政府に迫って外資に有利な経

済特権と巨額の利息の支払いで利益を確保した。
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その他に、海外中国人への為替業務や貿易のた

めの為替業務を積極的に展開することによって、

大量の預金を獲得、貨幣の発行増加と共に、貿

易会社に融資支援を行ってきた。

1880年代後半の外資の経営収益が非常によ

かったとも言われた、本国にある本社より高い

利益を出した企業が多く存在していた。

中国社会への影響

外資企業は資本主義列強が侵略戦争によって

中国へ進入した後、様々な特権を利用し貿易を

主にした経済略奪的な特徴のある経済活動を

行っていた、このような強力な政治的・軍事的

体制の下にあったからこそ外資企業の発展が著

しく絶えず広範囲で広げられた。多くの外資企

業が中国政府を無視し無許可で活動を行い、彼

らの経営活動は、中国社会が半封建半植民地国

家へ没落した重要な要素とも言える。

外資企業の誕生によって、中国封建経済組織

の解体と半植民地半封建経済体系の確立が進ん

だ。第二次アヘン戦争の後、中国の多く地場産

業が強力な外資の進入に圧倒され、倒産・廃業

まで余儀なくされ、中国の地元企業が資本主義

的経営へ脱皮、発展成長する可能性を断絶させ

た。従って、中国が封建社会から資本主義社会

へ移行する歴史過程を切断したという歴史認識

が定着した。

しかし、外資企業は積極的に機械設備と近代

技術を先進国から導入し、経営面の成功は当時

中国での近代企業の模範となり、中国人の創業

意欲をわかせる原動力にもなっていた。実際外

資系企業の代理人コンプラードル達は中国最初

の近代的経営管理知識の取得者で華資近代企業

の成功を導いた。また、外資企業は中国初めて

の産業労働者を育成・誕生させた。外資企業の

労働者は1894年まで3.4万人にも達して全国工場

労働者総数の35％を占めた。彼らはいち早く機

械を使いこなす技術を取得し、技能労働者とし

て産業界にみとめられ、しばしば他社にヘッド

ハンティングされる事が起こった。また、彼ら

は中国で最初の労働組合組織を結成して、資本

階級と戦って労働条件の改善を求めた。

Ⅲ　清朝の国営企業の誕生

第二次アヘン戦争以後、内外ともに苦境に

陥った清朝の支配階級内部で意見が割れ、頑固

派と洋務派が出現した。西太后を代表とする頑

固派は盲目的に外国を排除し、あらゆる外国の

事物を敵視した。洋務派は西洋の先進的生産技

術を利用して、清朝の統治を維持する事を主張

した。洋務派は外国の支持を受けると同時に官

僚軍閥を中心に権力を握っていた。

洋務派の中心人物、中央で活躍していた奕沂

を代表とし、地方では曾国藩、李鴻章、左宗棠、

張之洞が活躍をしていた。彼らは「夷の長技を

師とし似て自強せん」というスローガンを掲げ、

19世紀の60年代から90年代まで洋務運動を繰り

広げた。

洋務運動の前期、洋務派は先進的な生産技術

を導入して、一連の近代軍需産業を設立した。

その後、軍需産業の人材を育成するために、新

式の学校を開設し、翻訳者と技術者の養成に力

を入れた。当時設立された翻訳館には、外国の

科学技術書を翻訳したり、留学生を外国へ派遣

して深い研究をさせた。

①　軍事企業

1861年に曾国藩が創建した安慶内軍機所は、

洋務派によって開設された最初の兵器工場であ

る。この工場で中国初めての洋式銃と洋式砲の

模倣生産が始まった。

1863年に李鴻章（中国安徽省出身。太平天国

鎮圧ののち、1870年に曾国藩の後を受けて直隷

総督－首都北京を含む最高位の地方官兼北洋大

臣となった）が創立した金陵製造局は中国では

じめて外国の職人を雇い、技能を中国人労働者

に教えた。そして、この工場は中国ではじめて
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量産規模を整えた。当時の状況は以下通りであ

る。

「1863年4月、李鴻章が上海松江（上海郊外）

で洋砲局を設立し、元イギリス軍医師 H．

Macartnenを雇い管理を任せていた。すべての

経費は淮軍の軍事費用から出資され、50名の労

働者を雇った。創業当初は機械設備を一切使用

しない、ハンマとやすりを使う手作業で生産し

た。しばらくして、付近の原野で粘土の臨時用

熔鉱炉を建て、主に弾丸を作った。同年12月に

李鴻章は洋砲局を蘇州へ移転させ、蘇州洋砲局

が誕生した。翌年の 1 月にイギリス人 H．

MacartnenはイギリスS．Osborn艦隊の機械設

備を購入、洋砲局に設置して銃弾と砲弾を製造

した。

その後、工場に100元から300元までの高い給

料で5名の外国人職人を雇い、60名の中国人作業

員を加えて（非常に安い7元から30元の給料）、

毎週1500発から2000発までの銃弾と砲弾を製造

していた。

1866年に 浙総督左宗棠が福建の馬尾に創設
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表4 清朝中央と地方政府によって建設された軍事工場（1861～1894年）

創立年 局名 住所 経営者 主要製品  注  

1861 安慶内軍機所 安慶  曾国藩  弾丸、火薬、炸裂砲 
1862 上海洋砲局 上海  李鴻章  弾丸、火薬、 
1863 蘇州 洋砲局 蘇州  李鴻章  弾丸、火薬、 
1865 江南製造局 上海  曾国藩    銃砲弾薬、舟艇、機械、製鉄 

李鴻章  

1865 金陵製造局 南京  李鴻章  銃砲弾薬、 
1866 福州船政局  福州  左宗棠  船舶修造  
1867 天津機械局  天津  崇   厚  銃砲弾薬、製鉄 

1869 西安機械局  西安  左宗棠  弾丸、火薬、 
1870 福州機械局  福州  英   桂  弾丸、火薬、 
1872 蘭州機械局  蘭州  左宗棠  弾丸、火薬、 

1874 広州機械局  広州  端   麟  弾丸、火薬、小型 船修造 
1875 広州火薬局  広州  劉坤一  火薬 
1875 山東機械局  済南  丁宝しん  銃、弾丸、火薬、 

1875 湖南機械局  長沙  王文韶  銃、榴弾、火薬 
1877 四川機械局  成都  丁宝しん  銃、砲、弾丸、火薬、 
1881 吉林機械局  吉林  呉大澄  弾丸、火薬、銃 

1881 金陵火薬局  南京  劉坤一  火薬  
1883 浙江機械局  杭州  劉秉璋  弾丸、火薬、水雷 
1883 神機営機械局 北京  奕   かん  不詳 

1884 雲南機械局 昆明  岑毓英  弾丸、火薬、 
1884 山西機械局 太原  張之洞  洋火薬、弾丸、火薬、砲弾 
1885 広東機械局 広州  張之洞  銃、砲、小型船 

1885 台湾機械局 台北  劉銘伝  弾丸、火薬、 
1890 湖北銃砲廠 漢陽  張之洞  銃、砲、弾丸、火薬、 

出所：近代中国工商経済 書編委会『晩清企業記事』中国文史出版社　P16より作成



した福州船政局は、清政府の最も設備の整った

造船工場であり、南洋海軍のために3隻の巡洋快

速船を製造して提供した。排水量は2200トンで

あり、当時中国が自力で製造した最大の軍艦で

もある。しかし、甲午戦争中に北洋艦隊が敗れ

て破滅的になり、福州船政局も破壊を受けた。

清政府は整備・整頓、拡大など経営改革を命令

したが、鉄板からあらゆる原材料、設備全部を

輸入品に依存していたから、船の製造コストは

同じ型船の購入費の50－60％も高い、自製エン

ジンのコストは輸入品の二倍にもなっていた。

この工場は役所的管理体制に置かれ、すべて

の経費を政府予算に頼って、生産コストを無視

した結果、管理体制曖昧、生産効率の悪さが

ずっと続いていた。1907年に経営資金が底をう

ち、清政府が停業命令を出さざるを得ない状況

であった。

1861年から1894年まで清朝中央と地方政府が

5000万両以上の銀貨を投資して設立させた24の

軍事工場がある。（表 4）

中国社会への影響

洋務派は軍事の重点が海戦にあると認識して

いたから、海軍の増強・建設に力を注いでいた。

軍事工場を設立した十年後、1874年に北洋艦隊、

福建艦隊、南洋艦隊の三つ海軍を置いたが、そ

れぞれ淮軍系、 浙系、湘軍系人脈で占められ、

国家的統一指揮下になかった。そのうえ海軍費

年間400万両は正規に支給されず、西太后の好み

の北京・い和園の建設費2000万両の補填金とし

て費やされた。

1884年の清仏戦争では福建艦隊と南洋艦隊は

壊滅した。李鴻章の北洋艦隊だけは戦争に出動

せず、勢力温存を図って活き残った。やがてイ

ギリス、フランスから大型巡洋艦・戦艦を購入、

旅順の基地を強化した。その後、艦隊の司令官

に丁汝昌を任命し、1891年には日本の長崎に示

威航海を行い、大型艦隊の姿を見せた。そして、

この艦隊は結局その後の日清戦争の主力となっ

たが敗戦によって壊滅した。

経済面では、清政府が設立させた軍事工場は

旧式の政府直轄手工業工場とは違い、非軍事産

業の国営企業とも区別をしなければならない。

その理由としては工場には前近代的生産方式が

主力であったが、ある程度は資本主義的性格も

現れていたからであった。

軍事工場は主に軍隊に新式装備・武器を提供

する目的で建てられた。それ故に製品の使用価

値を求め、製品の市場価値と剰余価値を追究し

ない方針であった。具体的には、第一に工場の

財務面でコスト計算は全く行わない、すべての

経費は清政府の中央あるいは地方が財政支出し

ていた。第二、製造品納入先は政府の指定で配

給され、地方政府と各工場は中央政府の命令通

りに執行するのみであり、選択余地が全くな

かった。第三に、各局は洋務派の軍閥官僚に実

権を握られ、職員の大半も軍人であり、現場労

働者は封建的強制労働を強いられた。工場は軍

隊と同じように労働者に対して処罰が非常に厳

しく適用されていた。

しかし、のちに工場に資本主義企業の特性が

徐々に現れた。まず、大量の外国機械設備と技

術の導入によって、従来の手作業は機械生産に

取って代わっていた、これらの変化は中国近代

工業史の開幕となった。それから、工場は資本

主義的雇用制度を取り、全国各地へ募集を出し

て労働者を受け入れた。また、工場内では中国

初めての貨幣支払いの給与制度を採用し、労働

者の技能熟練度を判断して給料に等級を設けた。

さらに、一部の工場には中国での最初の委託請

け負い加工業務も行った、機器や原料など生産

財を民間に直接売買する業務も試みた。

②　国営企業

19世紀60年代から70年代まで、輸入品の販売

と中国特産品の輸出が増加する事によって、自

然に古い経済構造が解体し、商品販売市場の拡
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大が推進された。中国国内では官僚、商人、コ

ンプラードル達が裕福階層となり、外資、国内

事業に投資を積極的に行っていた。彼らとは対

照的に、清政府が極端な財政難に陥り、特に軍

事工場の運営経費も賄えない状況であった、そ

こで原材料、燃料、交通運送などのコスト高状

況を打破するために、民間企業を巻き込んで外

資企業に対抗して、国営工業、交通関連企業を

次々と創設した。清政府の国営工業、交通関連

企業の形式を上の表にまとめた（表5）。

経営実態

以上は、1873年から1894年まで洋務派が創設

した27企業の実態である。
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表5 清政府が創設した国営企業

開業年  企業名称  経営者  経営形式  従業員数 資本金（銀元） 

 石炭企業     
1875 直隶磁州炭鉱  李鴻章  官営  未開業  278000
1875 湖北広済国炭鉱  沈葆禎  官営  未開業  186480
1876 台湾基隆炭鉱  盛宣懐  官営  1000 195804
1878 直隶開平炭鉱  李鴻章  唐廷枢  官督商営  3500ー 4500 2055944
1887 山東惱川炭鉱  張   曜  官営  300－ 500 不祥 
1891 湖北大冶王三石炭鉱  張之洞  官営  未開業  1843384
1891 湖北江夏馬鞍山炭鉱  張之洞  官営  1500－ 2000 
 金属鉱と製鉄企業     

1877 張家口外科尓沁山鉛鉱  李 鴻章  官営  不詳  6950
1881 熱河承徳府平泉銅鉱  李鴻章  官督商営  不詳  333600
1886 貴州青溪製鉄廠  潘   露  潘    官督商営  300－ 500 417000
1887 山東惱川鉛鉱  張   曜  官営  不詳  不詳 
1887 熱河土糟子、遍山線鉛鉱  李鴻章  官営  300 417000
1887 雲南銅鉱  唐   烱  官督商営  1500－ 2400 不詳 
1889 黒龍江漠河金鉱  李鴻章  栄    官督商営  2800－ 3600 278000
1890 湖北漢陽製鉄廠  張之洞  官営  3000 
1890 湖北大製鉄廠  張之洞  官営  1500－ 1700 5560000
 紡績企業     

1878 蘭州機械毛織物局  左宗棠  官営  不詳  1380000
1879 上海機械布織物局  李鴻章  官督商営  不詳  1418203
1890 湖北織布局  張之洞  官営  2500－ 3000 1342700
1894 湖北製糸局  張之洞  官営  不詳  834000
1894 湖北らし？局  張之洞  官督商営  300 111200
1894 華盛紡績総廠  李鴻章  盛宣懐  官督商営  4000 1118900
 交通運送企業      

1873 船舶招商局  李鴻章  官督商営  不詳  2780000
1880 電報総局  李鴻章  官督商営  不詳  2247352
1885 中国鉄道公司  李鴻章  官督商営   1868855
1890 北洋官鉄道局  李鴻章  官営  3000 417000
1891 台湾鉄道  劉銘伝  官営   1800050
合計    25500－ 

29500 
29637880

出所：近代中国工商経済 書編委会『晩清企業記事』中国文史出版社　P19より作成



湖北漢陽製鉄所は10の分工場があり、2基の銑

鉄高炉、2基の製鋼転炉、1基の平炉およびプレ

スラインなどの設備を擁し、3000人以上の労働

者を雇い、中国初の近代的な鉄鋼工業となった。

両広総督の張之洞は1888年広東に織布局を創

設した。翌年、張之洞は湖広総督に転任したの

で、織布局も湖北省に武昌に移り、「湖北織布局」

と称された。この局の設備はすべてイギリスか

ら購入したものである。3万枚の紡錘、1000台の

織機、2500人の職員を擁し、一日あたり綿糸5ト

ン、木綿布、綾織木綿を生産し、中国中部で良

く売れた。

これらの企業の経営形態は概ね三形式に分け

られる。「官営」、政府が官庁職員に経営実権を

委ねる形式。「官監商営」、政府監督の下で民間

商人に経営を任せる形式である、具体的には、

政府が部分資金だけ出資して株式会社を設立し、

その後、株を社会へ発行し市場から大量な資金

を調達する方法で、会社の経営運営はすべて商

人に委ねる形であった。しかし、政府の監視・

監督はかなり厳しかった。「官商連合」、政府と

商人が契約を結び、株投資額によって利益を分

配し、共同経営とする形である。

これらの企業が外資企業と対立・抗争する一

面がありながら、また一方では外資企業に依

存・妥協する面も見られた。

企業の経営は外資企業を模倣していた。例え

ば、「船舶招商局」内の運送費の売上制度は外資

系企業における代理人・コンプラドールの給料

支払制度をそのまま受け入れていた。企業の設

備及び技術管理を外国人に依頼し、重要な職務

を彼等に任せていた。「船舶招商局」の規定によ

り、船長、三等以上の航海士・機関士など重要

技術職務を一律に外国人に担当させるなど。「台

湾基隆炭鉱」と「直隶開平炭鉱」は始終外国人

の鉱山技術者に依存し生産管理を任せた。また、

多くの企業が多額の社債で維持されていた。「船

舶招商局」、「直隶開平鉱務局」、「中国鉄道公司」、

「湖北布織物局」、「湖北鉄道局」の五社あわせて

外国銀行、外資企業に総額521万両あまりの借款

を借り入れた。それ故に、外資系企業が国営企

業の参入、外資企業との競争に妥協をせざるを

得ない事がしばしばあった。「官営」企業の中に

実質的「官商連合」経営形式を取った企業も多

数存在していた。

「官督商営」は国営交通企業の主な形であった。

企業内部で政府当局と民間商人の間に複雑な関

係が見られる。洋務派は「官督商営」の経営形

式を通して、民間資本を充分利用する事によっ

て経済的実力を拡充し、近代的交通事業を発展

させる事を目的とした。そのために、これらの

企業にトップダウン集権制度を設け、政府当局

から多く人員を派遣して、人事・財務など経営

管理実権を握らせた。株主総会が形式的には存

在するが、実際には何の機能も果たしていな

かった。政府当局の経営方法は株主の不満を募

らせ、双方の対立が激しかった。やがて、一部

の企業がのちに実質的に洋務派官僚個人の私営

会社になっていった。

「官督商営」企業の中で、民間資本が多くを占

めていた企業の資本家は懸命に政府の関与を排

除し、実質的な「商営」を実現しようとし、企

業経営面で一定の成果をもたらした。

中国全土への影響

清政府国営企業の創設は、中国における近代

的資本主義企業誕生の始まりの指標であろう。

これらの企業の資本主義的機械生産と経営方式

は、国営軍事工場より前進した。このような企

業の出現は社会生産力の新たな発展の意味を含

め、中国社会に対して大きな影響を与えた。

「官督商営」企業の建設は、中国近代資本主義

企業成長の新たな道を切り開いた。当時中国社

会全体が極端な貧困問題によって、半植民地・

半封建的社会に落ちぶれた状況に置かれて、ど

のようにして経済を振興し、外国の侵略を阻止

するかという課題に直面していた。「官督商営」
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企業運営方式は当時の経営形態の中で比較的良

い方法であった。一方、洋務派官僚が近代軍事

工場を建設するための資金が不足する状況に陥

り、もう一方では、裕福になったコンプラドー

ル達、商人が近代企業を立ちあげたい願望にあ

わせ、民間資本を有効に利用した国営企業の発

展は中国社会経済発展の需要に相応しい事であ

り、中国史上初めて大規模近代企業建設ラッ

シュの発端となった。そして、人々・企業に対

する概念・考え方に多くの影響を与えた。

国営企業は多くの企業管理者と技術者を訓

練・育成した、これが後の企業建設・発展のた

めの基礎を築き上げたのである。

国営企業の誕生によって、中国社会の階級状

況も変化をもたらした。中国のブルジョアとプ

ロレタリア階級は徐々に成長を遂げた。この二

つ階級は当時の先進的生産力の代表となり、中

国社会を改造する新動力であった。

しかし、国営企業には根本的局限性があり、

洋務派は近代的企業を創設する目的は中国に資

本主義を発展させる事ではなく、資本主義の生

産形式を取り込み、封建主義の独断専行支配を

安定・強化する事にあったから、生産力の発展

には限界があったと考えられる。

Ⅳ　日中軍事産業の軌跡

（1）軍事産業の成立過程

中国で清王朝が成立したころの日本は、徳川

家光によって幕藩体制が確立していた。そして、

第一次アヘン戦争が起こったころの日本は徳川

家斉～家慶の時代にあり外国船の来航が相次い

だ。このころ、東アジア各地に欧米の勢力が波

及し物情騒然とした時代であった。これを反映

して日中両国の封建政府は海防に力を入れ始め

る。

欧米諸国の軍事力の強大さと、彼らの植民地

獲得競争のすさまじさを実証したのが、アヘン

戦争であった。それ以後、両国は軍備増強のた

め欧米先進国の技術を導入にて近代的な軍事産

業の振興に狂奔し始めた。

幕藩体制下の日本では、幕府の命令で各藩が

軍備を始めていたのに対して、中国は日本より

早く中央政府直轄の洋式の軍事工場を持ち始め

ている。

明治維新を経て日本は中央集権的国民国家の

形を整え、政治・経済・社会の西欧化を推進す

るとともに、各藩の前近代的軍事工場を接収、

これを基礎に外国技術を取り入れながら近代的

軍事産業を成立させていった。

表6は両国の軍事産業成立過程を極めた簡単に

まとめたものである。

（2）外国技術の導入と人材育成

日中両国とも外国人技術者の招聘によるほか、

外国に自国民を派遣して技術を取得させるが、

日本では少数の技術者を欧州に派遣、彼等は帰

国後、日本の技術者・労働者を指導したのに比

べ、中国は数十人規模の留学生を欧米に派遣し

ている。

日本では各地の軍事工場内に「諸工伝習所」

あるいは「技能者養成所」を設けて、現場労働

者の技術力を高めるほか、各職場でOJT方式で

の訓練・指導がなされた。

（3）軍事技術の民間への移転

軍事工場で教育・訓練を受けた技術者、技能

者が軍事工場を退職して後、民間の企業に迎え

られて、技術・技能の移転が行われる。

日本では、宮田自転車、ダイキン、セイコー、

日本火薬などがその代表例である。また、

退職者が独立して、町工場の経営者になった

り、町工場に就職した例は多い。

残念ながら中国の事例に関する資料がないの

で、実証はできないが、当然日本と同じような

技術と人材の移転があったことは間違いないで

あろう。

第二次大戦末期、日本の陸軍造兵廠で動員学
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表6 清朝末期の日・中軍事産業略史

西暦年 日本 中国 
1641 徳川家光政権、長崎出島にオランダ商館設置 

1644 清の中国支配はじまる首都北京に 

1800 伊能忠敬北海道の測量開始 清国、大艦を建造して海防に乗り出す 

1808 幕府江戸湾に砲台建設を開始 

1825 幕府外国船打払い令 

1840 第一次アヘン戦争（40～42年） 

1842 南京条約 

1844 黄浦条約 

1844 太平天国の内乱（50～64年） 

1850 佐賀鍋島藩反射炉完成、諸藩建設に動く 

1852 薩摩藩反射炉兼建設 

1853 米ペリー来航 

1854 米・英・露と安政和親条約締結 

1856 アロー事件、第二次アヘン戦争始まる 

1857 下田条約締結、ハリス領事となる 

1878 英仏と天津条約、露と愛琿条約 

1860 英仏連合軍北京入城、北京条約 

1861 洋務運動始まる、中国初の兵器工場ー安慶内軍機所設立 

1862 上海洋砲局設立 

1863 英軍艦鹿児島砲撃 蘇州洋砲局設立 

1864 英・仏等４ヶ国軍艦下関砲撃 

1865
幕府 横浜横須賀に製鉄所建設 

中国初最大近代的軍事工業ー江南製造局（上海）、南京に金 
陵製造局設立 

1866 福州船政局設立、三つ船台所有  2500ドン船の製造・修理 
可  実際3隻の巡洋快速艇製造 

1867 幕府大政奉還・王政復古。明治政府兵器司設置 天津機械局設立 

1869 明治維新、首都を京都から東京へ 

1870 政府 兵部省設置 兵器司は造兵司  大阪城内に工場設立 福州機械局設立 

1871
造兵司、製鋼研究のため英国アームストロング社に原田宗助 
を派遣工部省 東京芝赤羽に佐賀藩献上の諸機械で製鉄 赤羽 
製鉄寮設立 

1872 兵部省を陸・海軍に分離、造兵司は陸軍に工部省所管の横須 
賀造船所と横浜製作所を海軍省に移管 東京石川島の造船所設 
備で海軍省武庫司所管の造兵所とする（翌年に海軍大臣直属 
に） 

1873 徴兵令公布 板橋陸軍火薬製造所設置 

1874 海軍  石川島から造兵所を築地の製造所全般を指揮 広州機械局設立 

1875 陸軍東京砲兵本廠、海軍兵器局設立 広州火薬局、山東機械局、湖南機械局設立 

1877 西南の役（内戦）  原田帰国、築地の製造所全般を指揮 四川機械局設立 

1878 海軍省  製鋼技術研究のため２名をクルップ社に派遣 

1879 陸軍  東京砲兵工場設置、艦載砲をクルップ式に統一 

1880 陸・海軍省、工部省三省共同で製鉄所設立提案、目黒火薬製 
造所・岩鼻火薬製造所設立、横浜正金銀行創立 

1881 築地製造所内に製鋼所･鍛工所起工翌年完成 イリ条約  吉林機械局、金陵火薬局設立 

1882 日本銀行創立・築地製造所内に製鋼所・鍛工所完成るっぼ法 
による洋式製鋼開始 

1883 海軍兵器局芝赤羽に移転、築地は製鋼所に 浙江機械局、神機営機械局設立 

1884 中仏戦争  雲南機械局、山西機械局設立 

1885 横須賀造船所フランスに製鋼技術見習技師派遣 日中条約・中法新約  広東機械局、台湾機械局設立 



徒として強制労働に従事した経験者の証言によ

ると、軍事工場の技術・技能の養成とともに、

現場労働者が「管理者」としての訓練をも受け

ていたことが解る。

当時の工場では、従業員は軍隊組織に準じた

身分制がとられていた。その一例を紹介すると、

次のようである。

まず、「職員」として、技師、技手、技手補、

雇員の区分があり、一般の「工員」より上位に

位置していた。そして、技師は工科系の大學・

高専を卒業して陸軍技術将校に採用された者、

あるいは陸軍委託学生として軍人の身分のまま

工科系大學で技術知識を習得した者。技手、技

手補は工業学校卒業後、軍の工廠に採用、一定

期の経験年数と教育・訓練を受けて上級技師の

審査に合格した者であった。雇員は技手、技手

補に登用される前の者であった。工員の中から

一定の経験年数を積んだ熟練工を、「分業主任」

として現場の工員の管理と指導に当たらせてい

た。分業主任は工員たちから「親方」と呼ばれ、

機械器具の分解・組立、調整・修理の能力を有

するとともに部下の工員を監督・指導する責任

を負っていた。レアーケースであるが、複数の

分業で主任を歴任、多工程持ち熟練工となった

者が雇員に登用されることもあった。また、技

手、技手補は雇員として分業主任を監督・指導

する経験を積んだ多能工型熟練者で事実上の工

場長（現場の総括指揮官）としての機能を果た
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1886 帝国大学創立、赤羽・築地の海軍兵器製造所は大臣直轄に 

1887 海軍兵器製造所初めて国産銑鉄で榴弾製造 

1888 陸海軍工場  釜石銑鉄の使用開始 

1889 帝国憲法発布（立憲君主制）、海軍兵器製造所を海軍造兵廠 
と改称、海軍技術会議、フランスの特別鋼板の採用決定 

1890 横須賀造船所に初めて平炉設置  海軍 呉軍港内に新造兵廠を 
設置 

湖北銃砲廠を設置  湖北漢陽製鉄局設立（銑鉄高炉2基、転炉 
2基、平炉1基、プレスライン有） 

1892 呉造船所に平炉設置（船体機関用鋼鋳造形） 

1894 日清戦争、釜石鉱小高炉でコークス銑鉄生産、この年洋風高 
炉銑鉄の生産が砂鉄銑を上回る 甲午戦争 

1895 北洋艦隊日本に降伏  下関で馬関条約調印 

1896 日清通商航路条約締結 

1897 金本位制実施、八幡製鉄所設置決定、足尾鉱毒事件（公害問 
題の最初） 

1898 維新派ー戊戌政変、独膠州湾、露旅順・大連租借、英九龍半 
島・威海衛租借 中国門戸開放宣言 

1899
治外法権制度撤廃（裁判自主権回復） 

八カ国連合軍の侵華戦争、北京・天津占領、仏広州湾租借 、 
義和団運動ー反帝国主義、 

1901 官営製鉄所（八幡）第１高炉第１平炉ベッセマー転炉完成 義和団事件解決  辛丑条約締結 

1902 日英同盟成立 

1904 日露戦争、呉工廠装甲巡洋艦起工（船体用厚板、装甲板は米 
から輸入） 

1905 ポーツマス条約、海軍火薬製造所平塚に設立 孫文中国革命同盟会結成 

1906 鉄道国有法成立、南満州鉄道会社設立 

1910 日韓併合 

1911 関税自主権回復 辛亥革命起きる 

1912 清帝退位、中華民国成立  孫文大統領となり後袁世凱に代る 

1914 第一次世界大戦 

出所：呉海軍工廠史科編纂委員会編『呉海軍工廠精鋼部史科集成』平成8年8月15日刊行。三宅宏司講演『陸軍工廠につ 
いて』2002年12月20日国立科学博物館・日本科学史学会。『晩清企業記事』中国文史出版社、1997年7月 より作成。　 



していた。

幾つかの（3～5）の分業を統括、分業主任と

その部下の工員を監督・指導する「班長」と呼

ばれる雇員が配置され、さらに技手、技手補が

その工場内の雇員・工員を統括する職員として

「工長」があり、その上に将校が「区隊長」とし

て指揮官になっていて、幾つかの区隊をあわせ

て、「工場長」、さらに「製造所長」、「造兵廠長」

として陸軍技術将校が任命されていた。

造兵廠長は原則として将官（中将、少将、技

術将校の最高位は中将）、製造所長は大佐、工場

長は中佐ないし少佐、区隊長が尉官（大尉、中

尉、少尉、見習仕官）であった。

別の階級制度で見ると、廠長は軍隊組織の

「師団長」、製造所長は「連隊長」、「工場長」

は大隊長、区隊長は中隊長あるいは小隊長、

そして班長は下士官の分隊長に相当する位置付

けで、分業主任は兵長ないし上等兵、それ以下

の工員は一等兵、二等兵の兵卒相当とされていた。

問題は、こうした工廠内の階級が、単に技

術・技能の能力・経験を反映するばかりでなく、

管理者としての経験・能力を養っていたことで

ある。このため、技術将校は退役（退職）後、

民間の製造業企業に迎えられて技師ないし研究

職として企業の指導者となり、技手、技手補、

雇員等は民間企業で技術系の中間管理職あるい

は中小零細企業の経営者になり、分業主任クラ

スの熟練工は企業の現場で工廠時代の経験を生

かしてきた。しばしば、工廠時代の上級職が退

職後、かっての部下を招き入れたり、下級者が

かっての上官を頼って職を得ることもあった。

こうして、軍事技術は広く民間企業に移転し、

生産力の向上・拡大に寄与してきたのである。

中国でも同じような状況があったものと考えら

れる。

（4）日中間の違い

近代的軍事産業の成立はほぼ同じ時期に始

まっていて、むしろ初期には中国の方が若干早

いのであるが、その後の軌跡は大きく違ってい

る。それは主として政治の問題である。

日本は明治維新以後、西南戦争という小さな

反乱が起きすぐに鎮圧された以後は国家として

の統一が乱されたことはなく、中央政府の「富

国強兵・殖産興業」のスローガンの下で近代的

な重工業が形成される。第二次大戦による深刻

な破壊と混乱も、官民一体の努力で復興し、や

がて高度経済成長に発展していった。この過程

でかっての軍事技術者が、新幹線車両、自動車、

航空機などで目覚しく活躍した事例は、NHKの

テレビ番組「プロジェクトX」などで紹介されて、

よく知られているところである。

これに対して中国では、長期間つづいた内乱

や革命で、統一国家としての産業政策が立てら

れなかった。清王朝以来の産業遺産はその後の

政権に引き継がれる。社会主義革命後これらは

殆ど国有企業となったが、国有企業独特の不能

率な経営、合理化の遅れなどから

日本ほどの急発展は見られなかった。

あとがき

本論文は1912年の中華民国成立までを対象と

したので、現在の中国急速な経済成長との結び

つきを十分には明らかに出来なかった。また、

1800年からの100年間の流れを解明することも不

十分に終わり、これらの分析は後の研究に譲る

ことになった。

しかし、その後の近代的中国産業の発展を支

えた技術的・経営的基盤が清朝末期に形成され

てきたことは明らかにできたと考える。また、

部分的ではあるが、ほぼ同じ時代に近代化を開

始した日本との比較を試みた。
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