
―履歴―

「学歴」

1955年 4 月　　千葉県立長狭高等学校入学

1958年 3 月　　同校卒業

1959年 4 月　　東京大学教養学部文科一類入学

1961年 4 月　　同　経済学部進学

1963年 3 月　　同　同学部卒業

1963年 4 月　　東京大学大学院経済学研究科応用経済学専攻修士課程入学

1965年 3 月　　同課程修了（経済学修士）

1965年 4 月　　同博士課程進学

1968年 3 月　　同博士課程単位取得満期退学

「職歴」

1968年 4 月　　農林省農業総合研究所研究員就任

1969年 7 月　　東京大学教養学部非常勤講師（～77年3月）併任

1976年 4 月　　農林水産省農業総合研究所主任研究官に昇任

1977年 7 月　　同　中国研究室長に昇格

1979年 5 月　　東京大学教養学部助教授に配置換え

1980年 4 月　　東京大学大学院経済学研究科応用経済学専攻担当（～2000年3月）

1982年 4 月　　在中国日本大使館特別研究員として在外研究に従事（～83年3月）

1983年 4 月　　東京大学大学院総合文化研究科地域文化専攻担当

1983年 4 月　　独協大学非常勤講師兼任（～93年3月）

1983年10月　　東京大学経済学部非常勤講師併任（～4年3月）

1989年 4 月　　東京大学教養学部教授に昇任

1991年 7 月　　中国赴日留学生予備学校（中国長春、東北師範大学内）にて

専門日本語教育に従事（～91年9月）

1993年 4 月　　法政大学経済学部非常勤講師兼任（～95年3月）

1997年 4 月　　東京大学大学院総合文化研究科教授就任

2000年 3 月　　東京大学大学院教授を定年退官

2000年 4 月　　帝京大学経済学部教授就任

2000年 5 月　　東京大学名誉教授の称を受ける
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2002年 4 月　　明治大学大学院商学研究科非常勤講師（2004年3月まで）

2010年 3 月　　帝京大学を定年退職

―研究業績―

2000年4月～2010年3月

2001年

3月　「中国の社会主義市場経済」『帝京経済学研究』第34巻第2号pp.61～72.

2002年

3月　「西部大開発の戦略的位相」中国研究所『中国西部大開発基礎調査報告書』pp.28～38.

8月　「経済摩擦から共生関系へ」中国研究所編『中国年鑑2002』（創土社）pp.70～73.

2003年

3月　「陳雲の経済理論―もう一つの中国経済発展戦略」『帝京経済学研究』第36巻2号pp.29～40.

8月　「“全面小康社会”の建設をめざして」中国研究所編『中国年鑑2003』（創土社）pp.66～72.

2004年

10月　『中華新経済システムの形成』（創土社）pp.320.

2005年

4月　「中国経済の発展」上山邦雄・日本多国籍企業研究グループ編『巨大化する中国経済と日系ハ

イブリッド工場』（実業之日本社）pp.13～30.

7月　論説「中国脅威論と中国特需の経済学」中国研究所『中国研究月報』Vol.59 No7.2005年7月号。

pp.10～17.

2006年

3月　「中国経済の持続的高成長と産業構造の変動」田辺裕編『産業構造の高度化―経済社会の変化

の実態とその産業構造に与える影響に関する調査研究』（帝京大学経済学部）pp.139～154.

8月　「中国の大国経済戦略」中国研究所『中国年鑑2006』（創土社）pp.72～77.

2007年

1月　論説「先進国経済の入口に立つ中国」日中経済協会『経協ジャーナル』2007年1月号.pp.5～9.

3月　「中国の産業構造の高度化と第三次産業の役割」田辺裕編『産業構造の高度化（その２）－経

済社会の変化とその産業構造に与える影響』（帝京大学経済学部）pp.143～162.所収

6月　「WTO体制の進展と中国貿易構造の変化」安保哲夫編『急成長する中国企業をめぐる外資企業

の競争と協調－日・欧米・アジア企業の戦略的位置取り』―報告論文集pp.31～47,

2008年

3月　「中国の経済発展と観光産業」田辺裕編『産業としての観光とその現状把握―経済社会の変化

とその産業構造に与える影響』（帝京大学経済学部）pp.169～187．

2009年

1月　「農民工―工業化と都市化の間に漂う第三元群体」愛知大学現代中国学会編

『中国　21』Ｖol. 30  2009.1  風響社。41～58頁。

3月　「中国の観光政策の発展とその諸問題―改革開放30周年の軌跡と現状」田辺裕編『観光産業の

現状と問題点―経済社会の変化とその産業構造に与える影響―』（帝京大学経済学部）pp.69～

82.
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10月　「インド型経済発展の形成と展開」（社）国際善隣協会『善隣』No.388 2009年10月.pp.10～18.

2010年

3月　「中国の地域経済発展と観光産業の新動向―チベットと台湾のケースを中心に」田辺裕編『観

光産業と観光地の現場―経済社会の変化とその産業構造に与える影響』帝京大学経済学部　平

成22年3月、pp.99～109.

3月　Globalization of the Chinese Economy under WTO entry regime and the Structural change of the

foreign trade in China , Tetsuo Abo (ed), Competing Chinese and Foreign Firms in Swelling Chinese

Economy, LIT VERLAG, Berlin,2010. pp.9~21.
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1 はじめに―小論の課題

私は2004年10月『中華新経済システムの形成』

を発表し、史的分析を含めた「中国経済論」の

基本構造を明らかにした。しかし、その後中国

経済はWTO加盟体制の進展を通じて、GDPは

2004年から07年まで、10％以上の成長を遂げ、

GDPは世界第3位から2010年には世界第2位へと

躍進しようとしている。その間貿易総額はドイ

ツを抜いて、世界第2位に、輸出は首位になった。

2004年から貿易黒字は急増し、直接投資の拡大

と相まって、外貨保有高は現在2兆4500億ドルに

のぼり、まさに世界の経済大国となった。

このような中国経済の発展の基本構造は前著

で明らかにしているが、いくつかの点で再検討

すべき点があることを痛感している。その第1点

は、中国経済の方法論と具体的な内容の展開と

必ずしも整合的でない点があることである。（1）

つまり、方法論的に不十分であったことである。

そこでは、ウォーラーシュティンやサミール・

アミンなどの新従属学派の「周辺経済体」とし

ての旧中国経済体制が「社会主義発展戦略」に

よる社会主義原蓄期を経て、改革開放政策を通

じて、国内的には巧みな産業政策を運用し、産

業構造の高度化を達成し、国際分業と後発利益

を確保する高成長構造を築き上げたものとされ

ている。

新従属理論、後発資本主義論、社会主義原始

蓄積、NIES型の輸出志向戦略、東アジア雁行型

経済発展の止揚による中国を中心とした東アジ

ア経済圏の形成などの論点にもとづいていると

いってよい。不十分な論点は、「社会主義」から

「社会主義市場経済」への推転の論理であり、中

国経済の発展モデルの特質の位置づけであった

と考えられる。

方法論をより明確にするには「後発発展型」

をより差異化する必要があると考える。それに

重要な示唆を与えるのが、新制度学派のダグラ

ス・C・ノースの制度論である。「土地、労働、

及び資本のインプットを財とサービスのアウト

プットに変換するには資源を必要とする。そし

て、その変換は採用される技術の関数であるだ

けでなく、さらに制度の関数でもある。それゆ

え、制度は生産費用のなかで重要な役割をはた

す」と規定している。（2）

さらに、ノースは「制度　Institution」が内包

する諸要素の老化Agingにより制度変化がもたら

されるとする。この制度は経済の安定や成長さ

せる、政治的、経済的、文化的要素によって構

成され、その内的要素自体が時の経過とともに

老化し、経済効果を低下させ、新たな成長のた

めには制度革新が必要とされるのである。

このような制度と制度変換の理論を中国経済

の発展過程に適用することによって、各発展段

階を統一的に理解しうると同時に、制度の構成

要素の中国的特殊性を分析することによって、

中国経済発展モデルの析出に役立つと思われる。（3）

中国の建国以来の60年の経済発展は大きくは

新経済発展モデルとしての中国モデル小論

橋　　　満
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前30年の「社会主義制度」による原始的蓄積期

と後30年改革開放政策による「高成長制度High

Growth Institution」に分かれる。前期は社会主義

形成期49～57年、大躍進・文革期58～70年、社

会主義末期71～78年に分かれる。いずれにせよ、

封鎖経済体制の下で、国内資源のみの動員によ

る中国的な社会主義戦略によって、「多大の犠牲

とコスト」を払って、成長基盤が形成された。

それは1970年の投資率が33.8％に達し、以後一

貫して高い蓄積率が高成長の一要因になった。

決定的な限界になったのは、冷戦による封鎖経

済体制である。このため、技術革新も制限され、

国外の高度技術の導入も不可能であり、国際市

場の拡大によるイノベーションも制限され、経

済の内包的発展が決定的に制約されたのである。

「高成長開放制度」の30年は2008年のリーマ

ン・ショックが中国の輸出に衝撃を与えること

によって、一つの転機となった。2009年以降は

「高成長開放制度」が一面では継続しているが、

成長要因である「輸出主導経済」が内外環境の

変化により、限界が生じ、「内需拡大」による安

定成長へと制度変化が求められている。

改革開放政策による「高度成長開放制度」は

79年から漸進的に形成され、2000年「社会主義

市場経済」の成立、2006年のWTO協定の実施完

了をもって、完成する。この30年の年平均成長

率は9.6％であるが、図1のように、3つの成長循

環を持ち、それぞれ9年がGDPの底をなす10年

周期の循環をなしている。しかし、循環の底は

89年が最も低く、99年、09年と高くなっている。

この3つの循環期の「高成長制度」の成長促進

要素はそれぞれ構成を異にし、3つの循環期は成

長率としては大きな差はないが、主な成長要素

は時期によって異なっている。

すなわち、1980年代循環では、農村の人民公

社の解体をはじめ、全般的な統制経済が開放さ

れ、「10億総商人化（経商）」といわれ、その中

から大量の郷鎮企業、個人経営、私営企業が生

まれ、それが国営、集団企業の市場拡大を促し、

高成長をリードした。90年代循環は国内大中企

業の改革と92年から始まる外資系企業の直接投

資の激増が国内の産業構造の高度化と成長を

リードする。国際市場へのアクセスも拡大し、

特に繊維製品を中心とした軽工業品輸出が80年

代末から拡大し、貿易黒字が基調となった。さ

らに90年代後半には、外資企業の直接投資に

よって生産された広範な電機製品がもう一つの

輸出の主役となってくる。

2000年代循環に大きな影響を与えたのは、

2001年10月のWTO加盟である。

関税率の半減、農業貿易の開放、直接投資制

限の撤廃、銀行・サービス業の開放などを内容

とし、中国の開放体制を一挙に進めることと

なった。予想に反して、直接投資は600億ドルの

水準に達し、外資系企業の輸出比率は6割近くに

達し、外資系企業の輸出が牽引して、輸出が高

成長の最大要因となった。輸出の拡大、貿易黒

字の累積による国際不均衡は国際経済摩擦を激

化させ、国内的には過度な蓄積のため、国内消

費との不均衡を強め、また社会保障との不均衡

を強め、社会格差の拡大の基となった。つまり

制度変換が必要になったのである。

このように、改革開放期の「中国高度成長制

度」は成長の主要素を変換しつつ、3つの局面を

経て展開されたと見るべきである。この成長の

主要素の発展が中国の高成長の特質を形成した

と考えられる。

第3の契機は、2004年5月ジョシュア・クー

パー・ラモのThe Beijing Consensus:Notes on the

New Physics of Chinese Power（Foreign Policy

Centre,London）の発表をきっかけに、北京コン

センサス（北京共識）をめぐる論争が生まれ、

それが、中国モデル（中国模式）論争を巻き起

こしたことである。（4）

ラモの北京コンセンサス論は、世界的な経済

発展戦略体系と見られる、ワシントン・コンセ

ンサスのスタンダードに対し、中国独自の発展

モデルを提起したものである。（5）こうした論議



をうけて、中国モデルは成立するのか、成立す

るとすれば、いかなる歴史的位置にあるのかと

いう問題意識が浮上する。これまで、世界的な

経済発展モデルは、イギリス・アメリカ型の先

進経済発展モデル（市場経済）、ドイツ・日本・

ロシアの後進経済発展モデル（国家関与型発展）、

NIES型発展モデル（開発独裁型市場化）という

経済発展類型が区別され、経済分析の一つの基

準を与えるものとされてきた。ワシントン・コ

ンセンサスは英米型モデルを基盤とした新古典

派理論を前提とした市場原理主義の開発戦略で

ある。

こうした観点から中国モデル（中国模式）を

考える必要があると思われる。

Ⅰ．世界経済における中国経済の位相

現在世界経済は「100年に一度の危機」（グ

リーンスパン前FRB議長）といわれるように、

1929年世界大恐慌以来の「大不況」の渦中にあ

り、必ずしもその出口が見えているとはいえな

い。アメリカの「サブプライムローン」問題に

端を発した金融大不況が世界に波及し、世界各

国において、欧米の資金還流によって信用収縮

をもたらし、多くの国に金融崩壊が生じた。同

時にアメリカの金融バブルの崩壊は実体経済の

急激な縮小をもたらし、その結果世界貿易も収

縮し、世界経済の成長も大幅に低下し、欧米日

ばかりでなく、新興経済をも巻き込んで負の成

長の連鎖が生じた。

日米欧の先進地域経済は相当長期の景気下降

局面が想定されているが、世界経済の中でBRICs

（中国・インド・ブラジル・ロシア）をはじめと

する「新興経済発展国家群 Emerging Economies」

はすべての国が多かれ少なかれ、世界大不況の

影響を受けてはいるが、多くの新興経済発展国

家の持続的成長力は毀損されていない。むしろ

世界経済全体を底支えする力をもつものとの評
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価もできる。

その代表が中国であり、いまや世界景気の回

復を担う新興経済として世界中から世界経済の

回復の牽引役として期待されている。今後21世

紀の世界経済は中国をはじめとする新興経済国

家群によって大きく支えられる構造になること

が確実に予見されている。

事実G7の先進7カ国による首脳会議サミット

は世界経済の最高調整機関としての機能を十分

はたすことができず、2008年9月15日の「リー

マン・ショック」をうけて、10月第1回金融サ

ミットG20によって国際金融制度や不況対策が打

ち出された。20カ国・地域には、中国、インド、

韓国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、

南アフリカ、ロシア、ブラジル、メキシコ、ア

ルゼンチンの11カ国の「新興経済発展国家」が

参加し、EU、ブレトン・ウッズ機関を含めて、

ほぼ先進国と同数となっている。

つまり、現代世界経済は総生産、貿易、投資、

外貨保有などの主要経済指標からみても、「新興

経済発展国家群」が大きな位置を占めるに到り、

現下の「世界大不況」克服を目指す世界経済の

大調整の主役の一つになっているのである。こ

の新興経済発展国家群はいずれも第2次大戦後な

お発展途上経済にあり、一定の経済発展戦略の

下に経済発展の努力を続けてきた。それが21世

紀にはいるとともに、世界経済の有力な国家群

として台頭してきた。この新興経済国家群は

「世界大不況」に遭遇し、一時その影響を受けた

が、多くの新興経済国家はいち早く回復し、い

まやはっきりと世界経済上の大きな地位を得、

世界経済の構造変動を促す存在となっているの

である。その中で、中国が規模からいっても、

持続的な成長率から言っても、世界経済に占め

る地位から言っても、群を抜いた存在であるこ

とはいうまでもあるまい。

本論の課題の一つは、このような新興経済発

展国家群の発展過程とその発展様式を統合的に

把握することであり、その代表的な典型として

中国の「高成長制度」を第2次大戦後の新経済発

展モデル（中国モデル・中国模式）として定立

することである。

また中国経済の世界史的位置づけは中国経済

の発展過程と「高成長制度」について、これま

での認識に深刻な反省を迫るものであると考え

られる。

Ⅱ．新興経済発展国家群はどうして生ま

れてきたのか

新興経済国家群Emerging Economies とは、お

よそ次のような国家経済を含んでいると考えら

れる。BRICs4カ国（ブラジル、ロシア、インド、

中国）、VISTA5カ国（ヴェトナム、インドネシア、

南アフリカ、トルコ、アルゼンチン）、After 11

（イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トル

コ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデー

シュ、フィリピン、ヴェトナム、メキシコ）で

ある。BRICsとAfter11はいずれもゴールドマ

ン・サックスによって選定されたものであるが、

VISTAは日本のエコノミストによるものであるた

め、重複があり、それを差し引くと、ざっと17

カ国となる。

こうした諸国は第2次大戦後アジア・アフリカ

地域で、多くが植民地から解放され、独立主権

国家となったが、経済体制は旧来の「植民地経

済Colonial Economy」を引き継いでいた。他方、

ラテンアメリカ諸国はすでに19世紀の30年代に

ヨーロッパから独立していたが、経済はアメリ

カ、ヨーロッパに支配され、「低開発経済

Underdeveloped Economy」にあり、実質的には

「植民地経済」と変わらなかったが、植民地では

なかったので、「従属経済Dependent Economy」

と規定される。したがって、アジア・アフリ

カ・ラテンアメリカの経済は「植民地・従属経

済Colonial・Dependent Economy」というべきで

あるが、両者に共通した経済体制として「周辺

経済Periphery Economy」ないし「周辺資本主義
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Periphery Capitalism」（サミール・アミン）と規

定される。

つまり、第2次大戦以前、欧米日の先進国資本

主義の支配の下で形成された「周辺経済」を克

服し、経済自立を達成することが広く「第3世界

（発展途上世界）」の課題となったのである。こ

の周辺経済という把握は「新従属学派」のA・

G・フランク、サミール・アミンや I・ウォー

ラーシュティン等に由来するが、中国の「半植

民地・半封建制」論、インドの「植民地的生産

様式論」「富の流失論」などをも勘案したもので

ある。（6）

すなわち、この周辺経済はインド、中国、ラ

テンアメリカなどの旧社会体制を抽象化した経

済体である。第3世界諸国は1950年代からこの

「周辺経済体制」を克服し、近代的自立経済を確

立すべく、冷戦体制、グローバル化の世界経済

のなかで、それぞれ特徴的な発展戦略をとって、

21世紀には相当数の国家群が新興経済として台

頭しているのである。

Ⅲ．戦後第3世界の3つの経済発展戦略

資本主義経済発展の理論は、第2次世界大戦以

前欧米と日本における経済発展様式がいわゆる

類型モデルとして定立されてきた。イギリス・

アメリカの先進国型アングロサクソン資本主義、

ドイツ・ロシア・日本の多かれ少なかれ国家に

よる経済育成政策を伴った後進国型資本主義が

それである。第2次大戦後の新しい経済発展モデ

ルは、この欧米日の列強に支配された第3世界の

「周辺経済」の中から生まれてくる。それが戦後

60年を経た現在、そのうちの相当の国や地域が

成長し、自立的な近代経済を達成し、「新興経済

発展国家群」となっているのである。

戦後の第三世界の独立国家は国家形成に続い

て、自立的近代経済をめざし、それぞれ独自の

経済発展戦略を採用した。この発展戦略には大

きく3種の戦略があった。第1の戦略は東アジア

の開発独裁下の「輸出志向型発展戦略Export-as-

Engine Economic Development Strategy」であり、

第2は中国、ヴェトナム、インドや「社会主義圏」

諸国の「社会主義戦略Socialist Strategy」であり、

第3はラテンアメリカ諸国の「従属的発展戦略

Dependent Development」である。（7）

第1の東アジア諸国は、アジアNIESを代表と

して、開発独裁政府による輸出を成長の動力と

する開発戦略 を採り、1960年代から90年代の30

年間にわたって高成長を実現し、「東アジアの経

済的奇跡」といわれた。世界史上第4の新しい経

済発展モデルを達成したとされている。第2次大

戦後の世界経済において、周辺経済を克服し、

自立的近代経済の形成にいち早く成功したとい

える。（8）

第2は、多く社会主義圏をなした国々で採られ

た「社会主義経済発展戦略」で、これはロシア

革命後スターリンによって形成されたソ連型社

会主義経済発展戦略の影響下に採用された。ソ

連自体あるいはソ連邦内のロシア・ベラルー

シ・ウクライナや中央アジア・コーカサス諸国、

中国、北朝鮮、ヴェトナム（1976年以降）、イン

ド（特にインディラ・ガンディー政権以降）な

どがこれに当たる。この社会主義発展戦略は東

西冷戦構造に制約され、著しく「1国社会主義建

設」という形をとったが、1991年のソ連崩壊を

最後に「グロバリゼーションの時代」に入って、

いずれの国も市場経済化から「資本主義体制」

に移行した。その中で中国はヴェトナム戦争終

結によるアジアの冷戦の崩壊により、いち早く

「社会主義経済発展制度 Socialist Economic

Development Institution」から「改革開放政策」

を通じて「中国的高成長制度 Rapid growth

institution」を形成し、「権威主義的資本主義」に

移行した。こうした移行で成功した代表が中国

であり、インド、ヴェトナムなどである。しか

し「社会主義戦略」は成功したとはいえず、冷

戦体制が崩壊し、グローバル化が進むとともに、

国内外の市場化体制に転化した。中国社会主義
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は「半成功」にとどまる。

第3はラテンアメリカやアフリカなどに見られ

る「従属的発展戦略Dependent Development

Strategies」を採った国々である。ブラジル、メ

キシコ、アルゼンチンなどが代表的である。従

属的発展戦略はもちろん従属経済の発展をめざ

すものではなく、ラテンアメリカの従属経済を

自立経済化するための戦略を意味する。従属的

発展戦略というのはラウル・プレビッシュの主

張する「従属理論（中心・周辺理論）」に基づい

て、その従属性の克服戦略が構想され、国際的

に実践されてきたからである。

プレビッシュは1949年国連ラテンアメリカ委

員会ECLAの報告や国連貿易開発会議事務局長と

して「周辺国は1次産品の国際交易条件の悪化か

ら中心国との間に所得格差が生じ、さらに技術

進歩はその傾向を一層強める」と主張した。こ

れを改善するために、国連貿易開発会議を通じ

て、1次産品の交易条件の改善を目的とした「国

際1次産品協定」と不利化した場合の所得補償制

度の設立を主張した。しかし、周辺国の出路は

やはり工業化にあり、周辺国は自らの幼稚産業

を関税などで保護する一方、工業製品に対する

工業国側の一方的な一般特恵関税制度を必要と

した。10年間の国際商品協定も特恵関税制度も

成立した。ラテンアメリカ諸国、特にブラジル、

メキシコ、アルゼンチンなどは国営企業を中心

とした輸入代替工業化を戦略の中心とした。60

年代は1次産品国際価格も順調であり、投資の拡

大で、経済は成長し、「ブラジルの奇跡」を実現

した。しかし70年代からは構造改革を抜きにし

た成長政策の限界が顕在化した。1次産品の国際

価格の暴落などによる経常収支赤字、国内国営

企業の不振による赤字は海外の資金の大量導入

をもたらし、輸入代替工業化を促進するために

開放した直接投資外資企業は輸出よりも必要と

する生産財・資本財の輸入が拡大し、一層貿易

赤字を拡大したのである。財政赤字や海外資金

の流入はインフレを激化させた。先進工業国の

GNPの1％を援助で補填しようとし、外資や多国

籍企業の直接投資をいわば野放し状態で受入れ

ることになった。そのため多くのラテンアメリ

カ諸国は国際債務累積を悪化させ、多国籍企業

の一層の進出を招き、中心国に対する従属状況

を深化させてしまったのである。1979年OECD

が発表した「NICs 10」にはメキシコとブラジル

が入っていたが、80年代には多く超インフレ社

会に転落し、90年にはブラジルの対外債務1200

億ドル、メキシコ1000億ドルの世界最大の債務

国に転落するのである。そのため、アメリカ政

府や IMF、世銀などはラテンアメリカのハイ

パー・インフレと対外債務の累積問題に対処す

べく、後にワシントン・コンセンサスといわれ

る「新自由主義」戦略をすすめたが、ラテンア

メリカの「失われた10年」を回復することはで

きなかった。つまり、ラテンアメリカの「従属

的発展戦略」は文字通り従属経済の深化をもた

らし、失敗モデルとなり、それが「ラテンアメ

リカ化」といわれるようになる。（9）

Ⅳ．中国における「高度成長制度High

Growth Institution」への展開

中国の経済発展は、前30年は中国的「社会主

義計画経済発展戦略」が採られ、1970年末まで

続き、その間のGDP成長率は6.6％であった。こ

の時期のNIESの成長率は8～9％、日本の高度成

長15年は9.1％、典型的な途上国水準のインドは

3 .5％であった。つまり、中国は中位的水準に

あったのであり、社会主義戦略はインドやラテ

ンアメリカの失敗ほどではなかったのである。

そして70年代末に「改革開放政策」の採用を

通じて、NIES型の「輸出志向型発展戦略」を採

用し、特に一国閉鎖経済から国際市場への開放

を徐々に進め、「封鎖経済の技術制約」から脱し

て、国際分業や後発利益を獲得できる「開放経

済体制」に移った。この開放体制はそれまでの

経営資源の制約を開放するものであった。それ
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が後30年GDP年平均成長率9.8％をもたらしたの

である。1980年の開放政策はNIESの「輸出志向

型発展戦略」を導入するものであり、それは

1988年の王建の「国際大循環論」に基づく「沿

海地区経済発展戦略」の採択によって一層発展

するが、90年代中ごろには、対外経済政策が

「技術・市場交換政策」に発展した。この段階で

はNIESモデルの導入を超えて、高度外国技術と

資本の一体的導入政策に発展している。1990年

代以降の外国企業、特に多国籍企業の直接投資

の大量受け入れは日本モデルやNIESモデルには

なかったものであり、ラテンアメリカの「従属

的発展戦略」の失敗の一つの要因である「外資

自由化」の失敗を教訓とした、多様な外資規制

の産業政策の展開は注目されるところであろう。

つまり、中国の経済発展制度は社会主義計画

制度から「改革開放政策」を通じて、NIES型モ

デルを吸収し、ラテンアメリカ型戦略の失敗を

も超えて、中国特有の「高度成長制度」の下に

発展してきたといえよう。

中国モデルは戦後世界において展開されてき

た、3つの経済発展戦略の実践と経験を吸収して

形成されたものであるという点で、世界性を

持った新しい経済発展モデルであると位置付け

ることができるのである。しかし、中国モデル

が世界性を持つからといって、このモデルが他

の国の経済発展に直接有効であることを意味し

ない。それでも中国モデルは多くの革新と多元

的な革新構造を含んでいるのである。

開放体制の国際連関の変化についてここで付

言しておこう。これは「中国高成長制度」の国

際的要素の変化を意味するからである。

1990年代半ばまでの中国の貿易構造は東アジ

ア雁行発展の一翼を担う関係にあった。すなわ

ち、東アジアの経済発展はまずNIES4が先行し、

それにASEAN4、中国、ヴェトナムが続き、その

様は雁が編隊を組んで、飛行するのに似ている

として、東アジアの雁行型経済発展といわれる

が、その貿易構造はNIES4を先頭に、例えば日

本→（生産財・資本財）→韓国（加工）→アメ

リカ（市場）の半三角貿易の行列の集合体をな

していた。そこでは韓国、台湾、あるいはシン

ガポールと韓国といった相互の貿易関係は極め

て希薄であった。これが「東アジアの奇跡」時

代の貿易構造であった。

ところが、天安門事件後の90年にはまず香港、

台湾、韓国などの企業が中国に工場進出し、原

材料を持ち込んで加工し、アメリカなどの市場

に輸出する新しい貿易・投資関係が発生した。

92年からは欧米日本の企業の直接投資も急増し、

図 2のような貿易構造に変化したのであり、

WTO加盟後もますますこの貿易構造が強化され

た。

Ⅴ．社会主義とはどういう制度か

中国は改革以後の社会経済体制を「社会主義

市場経済体制」と呼び、社会主義体制が基本だ

としている。しかし「国民経済における資源配

分は基礎的に市場メカニズムを通じて行う体制」

であると規定され、一部が国家や社会による配

分となっているといってよい。それは「マクロ

コントロール制度」や「社会保障制度」による

資源配分・再配分を意味している。こうした制

度はまた「公有制を基本とし、多種の所有形態」

とされているが、公有制それ自身は社会主義を

保障するものではない。中国経済は「国家所有

の割合が比較的高く」、党・政府の権限の強い資

本主義」、「権威主義的資本主義」であるといえ

る。

そうすると、中国の経済体制は「社会主義経

済」から「資本主義経済」に移行したことにな

る。これまでソ連経済をはじめ、中国などの社

会主義経済は初級社会主義段階から高級社会主

義段階に発展するとされ、社会主義は資本主義

よりも高次の社会体制と見なされてきた。しか

し、歴史の現実は1991年のソ連の崩壊に象徴さ

れるように、第2次大戦後の社会主義は一斉に資
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本主義に転化したのである。現在から振り返っ

てみれば、戦後社会主義は資本主義に発展的に

移行する「過渡期社会体制」であったというこ

とになる。

この種の社会主義はロシア革命後すでに「社

会主義的原始蓄積」の方式としてプレオブラ

ジェンスキーやブハーリンによって、発想され、

スターリンによって重工業優先発展戦略のもと

で「国営企業」の集中と農業集団化を梃子とし

て、国家に資本・資源を集中して強蓄積が強行

されたことによって生まれたのである。

中国においても事態は同様である。「一窮ニ白

（フローもストックも低位な状態）」といわれた

初期の経済状態の下で、冷戦体制の国際緊張と

封鎖体制を背景に工業化を促進するには、国家

に資源を集中し、それを緊急度に応じて国家が

配分する体制が必然であったのである。中国の

様な「低開発経済」では、例えば日本の発展モ

デルのように、政府の各種産業政策によって国

民経済の発展を図ることは不可能であり、まさ

に国家権力を総動員して資本を国家に集中し、

基幹部門に配分する体制が必要であったのであ

る。こうした中国の社会主義計画体制は経済資

源の分散状態から極めて粗野な制度でしかな

かった。また生産資源のうち最大の部分が6億の

労働力であった。このため労働力を各社会部門

にいかに配分するかが大問題であった。大躍進

政策は第1の生産要素である労働力配置の決定的

失敗であり、まさに基礎的生産要素配分の誤り

であったために、社会生産に激甚な影響を及ぼ

し、3000万人ともいう犠牲者を出した。この点

文化大革命は政治闘争、権力闘争であり、社会

生産の基底まで影響を及ぼしたとはいえない。

犠牲者の5～6万といわれている。

中国の社会主義原始蓄積過程は、ソ連と同様

まさに「全身から血と汚物を噴出しつつ」、成長

経済の雛形が生まれてきたのである。これは近

代資本主義の誕生をマルクスが「いわゆる本源

的蓄積」で詳細に述べているのと本質的に変わ

らない。

また同時期NIESの発展も「開発独裁」下で、

多くの犠牲が払われて、持続的な成長経済が実

現したのである。

こうして中国の社会主義は公的なイデオロ

ギーと異なって、幾多の犠牲を払いつつ、後30

年の資本主義的発展の基礎を作り出したのであ

る。前に述べたように、社会主義期のGDP成長

率は6.6％で、世界的には中位水準であったが、

それは主に蓄積率の高度化によって達成された

ものである。つまり中国の蓄積率は1970年に

33 .8％に達し、30％を大きく超えた。蓄積率

30％超は経済の高成長への要件であるといわれ

る。それを中国経済は1970年以降今日まで維持

しているのである。しかし70年代のGDP成長率

は6.5％程度である。それはこの時期の成長が既

存の資本設備の増投と労働者数の単純増による

外延的拡大であり、総要素生産性がゼロである

ような成長パターンであった。これは重工業を

中心に50年代ソ連から導入された150項目の工場

のいわばコピーの数を増やすという方式での発

展であった。封鎖経済の中で、国内資源にのみ

に頼らざるを得ない、必然的な帰結であった。

特に通常後発国が活用できる外国高度技術の導

入がほとんどなく、国際市場へのアクセスも大

いに制約されていたのである。

高蓄積率は文革時期にあって、成長部分がほ

とんど賃金として配分されず、賃金率の改定も

なかった。物価も多少の調整はあったが、ほと

んど変わらなかった。そのため経済余剰は蓄積

にまわされ、蓄積率が大きく向上したのである。

もう一つの成長の芽が形成されていた。それ

は社隊企業の激増と従業員が78年には2800万人

に達するほど成長していたことである。これが

80年代以降の高成長を主導した郷鎮企業などの

非国有企業の発展の基礎となったことである。

こうした意味で中国の「社会主義」は資本主

義的高成長の基盤を形成する上で大きな役割を

果たしたのである。
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中国の経済発展のための社会主義制度は他面

では、大躍進政策、文革に見られるように社会

生産の資源配分制度において制度的欠陥をもつ

ものであり、試行錯誤の壮大な実験過程であり、

それがヨーロッパ近代の原蓄と同様中国の社会

主義的原蓄を多大の血塗られた犠牲を伴うもの

としたのである。なおこの20世紀社会主義の位

置づけについて、ウォーラーシュティンの「社

会主義は資本主義を超えるものではない」とい

う言説からも重要な示唆を受けている。つまり、

第2次大戦後の「社会主義」は「周辺経済」を超

え、「成長経済」を導くための「開発社会主義」

であり、それ自体安定的な経済運行メカニズム

ではなく、過渡的な「制度」というべきである。

Ⅵ．改革開放政策の制度学

中国の経済発展戦略としての「社会主義制度」

はそれ自身不完全なものであったが、1970年代

末には、成長を導く制度として「制度老化

Institutional Aging」に陥り、新しい「制度変化

Institutional Change」が必要とされたのである。

それが「改革開放政策」による新しい「中国高

成長制度China’s High Growth Institution」の構築

であった。この成長制度は明らかにシンガポー

ルの経験を参考にして「東アジア高成長制度

East Asian High Growth Institution」を基準に改

革開放政策が進められたといってよい。「東アジ

ア成長制度」は成長のための「国家の成長促進

装置と産業政策」と国際市場への「輸出志向型

発展戦略」を主な内容としている。国家による

産業政策は元来東アジア諸国が日本の戦前・戦

後の産業政策を参考に、各国の特殊性を加味し

て形成されたものであり、中国が導入した国家

による経済発展政策はむしろ直接日本の産業政

策を中国の実情に合わせて具体化したものとい

うことができる。それは80年代の国内産業育成

政策としての産業政策（外国技術導入政策、外

資規制政策、為替政策、関税政策などを一体化

したもの）、90年代の財政・金融制度改革におけ

る日本の制度・政策の導入などにみられる。中

国の改革は決して単純に「市場経済化」を進め

たわけではない。国家的な規制や制度を新たに

創出しつつ、市場化体制が構築されたのである。

中国ではこの国家的規制や制度を「社会主義」

といっているのである。こうした「高成長制度」

あるいは発展戦略を含めて、中国の特有の資本

主義制度を開発戦略としてのいわば世界標準で

あるワシントン・コンセンサスないしポスト・

ワシントン・コンセンサスに対して、「北京コン

センサス」体制（或いは「中国模式」）と呼ぶよ

うになっている。

このような改革開放政策による「高成長制度」

は80年代の農村改革を中心に、市場規制の撤廃、

市場の広域化を通じて非国有経済の拡大を梃子

に高成長を実現した。90年代は党国家主導の

「社会主義市場経済」の創出過程で、巨額の外資

直接投資を受け入れ、同時に外国高度技術を導

入し、国内産業構造の高度化と輸出の拡大に

よって高成長を実現した。2000年代は2001年の

WTO加盟を機に、開放経済体制が確立し、一層

の国際経済化が進展し、輸出が急拡大し、輸出

が高成長を支える構造になった。貿易黒字は05

年以降1000億ドルを超え、外貨準備も巨額に達

し、2008年には2兆ドル近くにもなった。これは

外資の直接投資を優遇し、その製品の対外輸出

を奨励する制度要因によるところも大きい。

しかし、この外資導入、それによる輸出の拡

大を通ずる高成長は国際的、国内的な不均衡を

激化させた。この矛盾の爆発がアメリカ発の

「世界大不況」なのである。

こうして今や中国の改革開放政策の「高成長

制度」は硬直化、老化し、新しい「制度変化」

が求められているのであり、「内需拡大の構造転

換」を図っているのである。
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おわりに―新興経済発展国家の制度論

本小論の課題は中国を典型とする現代の新興

経済発展国家群の発展様式を世界史的な経済近

代化（資本主義化）として位置づけることであ

る。とりわけ社会主義制度を採った中国などの

社会主義制度は今日の資本主義への発展への原

蓄過程の役割を果たすものであったといえる。

この社会主義は資本主義への基礎をつくる役割

を果たす種類の社会主義だったのである。そし

て戦前の周辺経済体制（植民地・従属経済）を

自立的経済（資本主義）に変換するために採ら

れた戦略の一つが社会主義発展戦略であった。

この意味で中国の経済発展モデル（北京コンセ

ンサス体制）は戦後新しく生まれた経済発展モ

デルであり、NIESモデル（1997年まで）の成功

と従属発展モデルの失敗を吸収して、現代の新

興経済発展国家の代表モデルとなっているとい

えよう。

なお、東アジアモデルにしろ、中国モデルに

しろ、それを特徴付ける「制度」として、ダグ

ラス・C・ノースの「制度変化の経済理論」から

示唆を受けている。これは経済発展の類型様式

の領域では、単に資本蓄積様式の差異によって

規定すべきではなく、経済発展を導く「国家的、

社会的、文化的」要因を総合的に統合した「制

度」の特徴によって、規定すべきであると考え

るからである。こうすることによって、宇野・

大内三段階論の限界を超え、新しい地平を切り

開くことができる。もちろん、これには原理論、

段階論、現状分析論の全面的な再検討が必要な

ことは言うまでもない。（10）（了）

註：

（1）この点を最初に気づかせてくれたのは、葉

剛氏の拙著に対する書評であった（葉剛

「新中国経済構造の形成過程を活写する」

『東方　306号』2006年8月8日、36頁。

（2）ダグラス・C・ノース、竹内公規訳『制度

制度変化　経済成果』（晃洋書房1994年12月）

83頁。

（3）もちろん、一つの制度論が独立して導入さ

れるわけではなく、「後発類型」の個別具体

的制度として導入される。宇野・大内三段

階論に則して言えば、段階論の一翼を担う

後進異本主義類型のさらに後発の類型をな

し、「現状分析論」次元の世界経済論の一類

型をなすと考えられる。

（4） Joshua Cooper Ramo はJ・L・ソーントン

事務所の共同代表で、ゴールドマン・サッ

クスの上級顧問、精華大学教授である。か

つてタイムス誌の副編集長を務めたことも

ある。専門は政治、経済、企業経営にわた

り、中国を主なフィールドとしている。ラ

モの北京コンセンサス論の要諦はワシント

ン・コンセンサスのように単一の市場原理

主義に立つのではなく、制度革新、漸進性、

実験という手法による政治的、経済的、文

化的、国家権力的次元を統合した発展戦略

と捉えていることである（J・C・Ramo,

The Beijing Consensus, The Foreign Policy

Center, London, 2004年5月）、1～2頁。

（5）ワシントン・コンセンサスとは、ワシント

ンDCにある IMF、世銀、アメリカ財務省、

国際経済研究所などの機関が、1980年代の

ラテンアメリカを中心とした債務累積問題

の取り組みの中から、「新自由主義」と呼ば

れる「途上国経済発展戦略」を総括したも

のである。1989年上記国際経済研究所の研

究員で、国際経済学者のジョン・ウィリア

ムソンが「10項目の政策」要綱としてまと

めたものであり、新古典派経済理論を基盤

とし、市場原理を重視する点に特徴がある。

財政緊縮、金利自由化、競争力のある為替

レート、貿易・資本の自由化、国営企業の

民営化、規制緩和などがその主要内容であ

る。しかし、特に1997年のアジア通貨金融

危機後、その有効性が問われ、ダグラス・
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ノースの新制度派やアマルチャ・センの新

貧困論、ジョセフ・シュティッグリッツの

「市場の非対称性論」などの影響で、市場重

視主義が見なおされ、「人間開発Human

Development」を重視する「ポスト・ワシン

トン・コンセンサス」となっている。

（6）「従属理論」は旧構造派理論ともいわれ、

R・プレビッシュやC・フルタードなどがそ

の代表であるが、「中心・周辺理論」を核に、

中心・周辺間の交易条件の悪化を是正し、

周辺の従属性を克服することを目指し、「国

連貿易開発会議」を創設し、「従属的国際経

済秩序」の改革を主張した。

「新従属理論」は1967年のG・フランク

のCapitalism and Underdevelopment in Latin

America（Monthly Review Press, New York）

の「コア・サテライト論」に始まり、サ

ミール・アミンの「世界蓄積論」、「周辺資

本主義論」で一つの頂点に達する。新従属

理論は世界資本主義の周辺に対する支配力

を強調し、その改革には非経済的戦略を対

置するのみで、周辺経済の発展戦略を欠い

ていた。また1970年代以降「新従属理論」

をより精緻化した I・ウォーシュティンの

「近代世界システム論」が登場し、世界経済

の「中心・半周辺・周辺」の関係とその歴

史的把握に新しい方法的革新を示したが、

解釈学的方法に留まっている。

アジアでは、中国の「半植民地・半封建

制社会論（毛沢東、「中国革命と中国共産党」

1938）、インドでは古くはダダバイ・ナオロ

ジーの「富の流失理論Drain Theory」（Un-

British Rule in British India ,1901）、1970年

代に行われた「植民地的生産様式」論争が

ある。

（7）戦後世界の途上国世界の経済発展戦略につ

いて、各種の発展戦略を検討し、主要なも

のとして3つの発展戦略として、まとめたの

が、Xiaoming Huang, The Rise and Fall of the

East Asian Growth System, 1951 -2000,

Institutional competitiveness and rapid

economic growth, RoutledgeCurzon, 2005 であ

る。ただし、この3つの戦略の見方について

は筆者とは異なる。

（8）東アジアの経済発展を第4世代モデルとして

定式化したのが、金泳鎬『東アジア工業化

と世界資本主義―第4世代工業化論』（東洋

経済新報社、1988年4月）である。

現在から見れば、東アジアモデルが第4世

代工業化パターンといえるかどうか問題で

あろう。より包括的には、戦後世界の発展

パターンは中国モデルであると考えたほう

が妥当であろう。

（9）佐野　誠『「もうひとつの失われた10年」を

超えて　原点としてのラテン・アメリカ』

（新評論、2009年2月）、石黒　馨編『ラテン

アメリカ経済学　ネオ・リベラリズムを超

えて』（世界思想社、2003年4月）参照。

（10）本稿では、中国の「社会主義戦略の制度」

と「高度成長制度」の各局面での「制度」

を構成する諸要素について十分な内容の展

開と吟味ができなかった。特に「制度硬化」

については、具体的な分析と叙述が不十分

であることを痛感する。

また「北京コンセンサス」や「中国模式」

に関して十分な議論ができなかった。

さらに、「経済発展制度」のもつ経済学上

のインプリケーションについては、残念な

がら展開する余裕がなかった。

ただし、中国の60年にわたる経済発展の

過程とそこかれ生まれてきた構造を統一的

に把握する基本的な方法について、アウト

ラインを描くことはできたと思う。（了）
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