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国際交流セミナのお知らせ 

 

 「日本の経験と中国の発展：日中新たな協力関係に向けて」 
 

この度、中国国家発展改革委員会傘下にある国家信息中心（国家情報センター）代表団の一行は、日本に

おける企業イノベーション政策、都市化政策及び所得再分配政策などについて理解を深めるために 3月 17

日から日本を訪問することになりました。この機会を利用して、以下のような国際交流セミナを企画しまし

た。京大の関係者から日本の経験について、また、中国代表団から中国の第 12 次五カ年計画及び最新の経済

動向についてお話をしていただき、参加者の皆さんと議論していただきたいと考えています。大勢の方のご

参加を心待ちにしています。 
 

記 

 

   時 間： ２０１１年３月１８日 午後１３：３０～１８：００ 

   場 所： 京都大学吉田校舎総合研究 2号館 3階（南東角） 

経営管理大学院ケーススタディー演習室 

    

    報 告： 

      ①武石彰（京都大学経済学研究科教授） 

  「技術経営からみた日本企業の課題」 

      ②文世一（京都大学経済学研究科教授） 

   「日本の都市化戦略と都市問題(仮）」 

      ③大森經德(京大東アジアセンター協力会副会長、元住友銀行取締役)  

   「日本の所得分配政策と格差是正の推移」 

      ④蒲宇飛（中国国家情報センター総合部副主任）  

 「第１２次五カ年計画と中国経済の展望」 

  

    ＊セミナ終了後、懇親会が予定されています。（参加費無料） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

中国ニュース ２.２８－３.６ 
ヘッドライン 
■ 統計：中国国家統計局、２０１０年統計公報を発表 
■ 工業：２０１０年の工業増加値、前年より１２．１％上昇 
■ エネルギー：２０１０年のエネルギー消費、前年より５．９％増加 
■ 生産：工業製品の生産量、２２０種類が世界１位 
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■ Ｍ＆Ａ：２０１０年中国関連のＭ＆Ａ、世界全体の１０％を占める 
■ 医療：２０１０年１人あたりの医療費用、１４００元 
■ 国債：中国のアメリカ国債保有量、上方修正へ 
■ 通信：携帯迷惑メール、ショートメールの２１．１％を占める 
■ 香港：現金給付、１８歳以上の香港永久住民に 
■ 事故：湖南省嘉禾県、炭鉱ガス爆発で６人死亡 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ニュース詳細 
■ 統計：中国国家統計局、２０１０年統計公報を発表 
【２月２８日 中新社】中国国家統計局は２８日、『２０１０年国民経済と社会発展統計公報』を発表した。

２０１０年のＧＤＰは３９兆７９８３億元に達し、前年より１０．３％上昇した。ＣＰＩ（消費者価格指数）

は３．３％上昇した。２０１０年末時点の外貨準備高は２兆８４７３億ドルで、前年同期より４４８１億ド

ル増加。財政収入は８兆２０８０億元、前年より１兆４５６２億元増加した。２０１０年の食糧作物収穫高

は５億４６４１万トン、前年より１５５９万トン増加し、７年連続の増産となった。マネーサプライのＭ２

残高は７２．６兆元、前年より１９．７％増加し、Ｍ１残高は２６．７兆元で、２１．２％増加した。 

■ 工業：２０１０年の工業増加値、前年より１２．１％上昇 

【２月２８日 中国経済網】中国国家統計局が２８日に発表した『２０１０年国民経済と社会発展統計公報』

によると、２０１０年の工業増加値（工業企業の生産活動の成果を表す指標のひとつ。「工業増加値」＝当期

総生産高－中間投入コスト＋当期増値税額）は１６兆３０億元で、前年に比べ１２．１％上昇した。規模以

上工業増加値は１５．７％上昇し、そのうち、国有および国有持株会社（控股企業）１３．７％、集体企業

９．４％、株式会社（股份制企業）１６．８％、外商、香港・マカオ・台湾商人の投資企業１４．５％、私

営企業２０％とそれぞれ上昇した。 
■ エネルギー：２０１０年のエネルギー消費、前年より５．９％増加 

【２月２８日 新華網】中国国家統計局が２８日に発表したデータによると、２０１０年のエネルギー消費

量は３２．５億石炭トンで、前年より５．９％増加した。そのうち、石炭消費量５．３％、石油消費量１２．

９％、天然ガス消費量１８．２％、電力消費量１３．１％とそれぞれ増加した。ＧＰＤ１万元あたりのエネ

ルギー消費量は４．０１％減少した。原材料の消費量について、国家発展と改革委員会がこのほど発表した

データによると、中国の石炭・鉄鋼・鉄鉱石・アルミナ・銅・セメントの消費量が、世界１位となっている。 
■ 生産：工業製品の生産量、２２０種類が世界１位 
【３月４日 新華網】中国国家統計局が４日に発表したデータによると、第１１次五カ年計画期間を通じて、

中国工業経済が著しい成長を遂げ、生産量が世界１位となった工業製品は２２０種類となっている。そのう

ち、粗鋼・石炭・セメントの生産量は長年連続で世界１位を占めている。２００９年のセメント生産量は世

界総生産の６０％を占めており、２０１０年の粗鋼・石炭生産量はそれぞれ世界総生産の４４．３％と４５％

を占めている。２００９年、中国製造業の世界製造業に占める割合は１５．６％で、アメリカに次ぐ世界２

位の工業製造国となっているという。 
■ Ｍ＆Ａ：２０１０年中国関連のＭ＆Ａ、世界全体の１０％を占める 
【３月１日 第一財経日報】中国市場におけるＭ＆Ａが逐年活発になっており、国の産業振興規画のほか、

国有と民営部門の企業もＭ＆Ａを通じて産業資源の整合を図っている。Ｄｉａｌｏｇｉｃの統計によると、

２０１０年世界全体のＭ＆Ａ取引高の回復が著しく、年末の時点までに、中国に関わるＭ＆Ａ取引高が２３

６０億元に達しており、アメリカに次ぐ２位で、世界全体の１０％を占めている。また、取引高が１０億ド

ルを超える取引が過去数年間逐年増加してきたが、そのうち、中国関連の取引件数の増加が著しく、２００

３年の２件から２０１０年の３６件に増加したという。 
■ 医療：２０１０年１人あたりの医療費用、１４００元 
【３月４日 法制晩報】中国の人民政治協商会議（政協、中国の政策助言機関）委員・衛生部副部長黄潔夫

は４日の政協会議のグループ討議で、２０１０年中国１人あたりの医療費用は１４００元であることを明ら

かにした。国家統計局の『２０１０年国民経済と社会発展統計公報』によると、２０１０年中国のＧＤＰは

約４０兆元に達し、医療費用がその５．２％を占めており、約２兆元であった。全国人口総数の１３．４億

人で計算すると、１人あたりの医療費用は１４００元となる。 
■ 国債：中国のアメリカ国債保有量、上方修正へ 
【３月２日 北京日報】アメリカ財務省の２８日の発表によると、２０１０年１２月末時点の、中国のアメ

リカ国債保有量は１兆１６０１億ドルで、同省が２月１５日に発表した８９１６億ドルより増えた結果とな

った。海外で購入されたアメリカ国債が投資者の国籍に基づいて計上されるようになったため、このような

保有量の上方修正が生じた。現在、中国はアメリカの最大の債権国であり、日本が中国に次ぐ２位で、２０

１０年末の時点で８８２３億ドルのアメリカ国債を保有している。 
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■ 通信：携帯迷惑メール、ショートメールの２１．１％を占める 
【３月２日 中国広播網】中国インターネット協会、１２３２１インターネット不良と迷惑メッセージ通報

受付センターが１日に共同で『２０１０年下半期中国携帯ショートメッセージ状況調査報告』を発表した。

同報告書によると、２０１０年下半期において、中国の携帯ユーザーが１週間に受け取った迷惑メールの平

均件数が１１．４件で、ショートメール全体に占める迷惑メールの割合が２１．１％だったという。迷惑メ

ールのうち、宝くじ当選詐欺と銀行振り込み詐欺の内容が上位２位を占めている。 

■ 香港：現金給付、１８歳以上の香港永久住民に 
【３月２日 人民網】香港の曽俊華財政司長は２日、強制積立年金制度（ＭＰＦ）への資金提供は取りやめ、

１８歳以上の永住権を持つ香港住民すべてに現金６０００香港ドルを給付することを発表した。同氏は一部

の立法会議員と面談した後、住民達が自分自身の需要と意思で現金を受け取ることができると述べ、さらに

同措置が公務員・家庭主婦・退職者など香港住民のほとんどをカバーしたと強調した。その上、同氏は昨年

度と同じように、６０００香港ドルを上限に個人所得税を最大７５％還付すべきだと提言している。 
■ 事故：湖南省嘉禾県、炭鉱ガス爆発で６人死亡 
【３月５日 新京報】３月３日１１時２０分頃、湖南省郴州市嘉禾県肖家鎮の水花嶺炭鉱でガス爆発の事故

が起き、その場で２人が死亡し、４人が行方不明となった。４日の発表によると、同日午前、行方不明とな

っていた４人が遺体で発見され、事故による死亡人数が６人となった。事故発生後、嘉禾県が会議を開き、

肖家鎮の党委副書記などの事故責任者４人が免職され、現在、事故の善後策が講じられているという。 
************************************************************************************************ 

 上海の毛沢東 ｖｓ 北京の孔子   

２8．FEB．１１ 

中小企業家同友会上海倶楽部代表 

東アジアセンター外部研究員(協力会理事) 

                                                             小島正憲 

 

《 目次 ： １．上海の毛沢東  ２．北京の孔子  ３．船山学ｖｓ孝経  ４．超高齢化社会に必要な革新思想 》 

 

１．上海の毛沢東 

１月１６日の日本経済新聞に、「モーレツ中国 気分はレトロ」と題した面白い記事が載った。上海市内に６０～７０年

代の国有企業の工場を再現したテーマレストランがあり、結構繁盛しているという内容の記事だ。「９車間 川香坊」と

いう店名だったのでネットで探してみると、その店は意外に近く、徐家匯区の８万人体育場の中にあり、すでに２年前

に開店し営業をしているという。休日には行列ができるほどだというので、予約をしようと電話をしたところ、平日ならば

予約なしで結構ですという返事だったので、私はさっそく行ってみた。 

そのレストランは総合運動場の観客席の下を利

用したもので、天井が鉄骨で高く組み上げられ、窓

も５０センチ四方の鉄枠でしつらえ、工場らしく見せ

てあった。入るとすぐに毛沢東像が出迎えてくれ、

サービス員たちが工員風のつなぎの服を着て、席

に案内してくれた。彼女たちは皮肉にも、工員風だ

けあって愛想が悪かった。壁際には、古い工場のい

ろいろな機械が設置され、工具がたくさん展示され

ていた。個室には、財務科、工程科などの名称が付けられており、特等室は総経理室であり、支払いカウンターには

伝達室という名札がかかっていた。テーブルの上には、古い琺瑯の食器が並んでいた。ところどころ琺瑯が剥げてい

たが、よく見てみると新しいものに細工がされ、古くさそうに見せかけたものだった。 

。 

私がテーブルに着くと、さっそく工員風の服務員がメニューを持って、注文を聞き

に来た。この店は四川料理がメーンであり、メニューには辛くて美味しそうな料理の

写真が並んでいたが、残念ながらそこには文化大革命時代のレトロな食事は載って

いなかった。私はせっかくこれだけの大食堂を造ったのだから、食事も当時のもの

があるのではないかと思い、服務員に聞いてみたが、「そんなものはない」と素っ気

ない返事だったので、仕方がなく普通の四川料理を頼んだ。それでも出てきた料理

は、そこそこ美味しかった

中央には小さな舞台がしつらえてあったので、紅衛兵の踊りでもあるのかと思って

聞いてみたが、これまた「カラオケです」と、ぶっきらぼうな答えが返ってきた。ただしその「大食堂」に流れていたバッ

クミュージックは、勇ましい革命歌ばかりだった。値段はそんなに高くなかったが、物珍しさに釣られて行く人はあって
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も、２度も３度もそこに足を運ぶお客はないのではないかと思った。日経新聞には繁盛していると書いてあったが、上

海の通常のレストランならば満席になる午後７時になっても、お客はまばらであり、すでにこの店の繁盛期は過ぎ去っ

たのかもしれないと思いながら、私は店を出た。 

 

２．北京の孔子                       

北京の天安門広場の東にある国家博物館の北側に、長安街に面して大きな孔

子像がお目見えした。青銅製で高さは９．５ｍ、１月１２日に落成式が行われた。胡

錦濤政権が「和諧社会」を唱え、社会の安定化を図っており、そのために孔子が

引っ張り出されたものと思われる。目下、政府幹部の発言にも論語が多く引用され、

伝統文化までも動員して、国内の安定に神経を使っているということを、この像が

象徴している。                                            《天安門広場東の孔子像》  

文革末期には「批林批孔運動」が展開され、中国全土で孔子批判が行われた。毛沢東存命中には、秩序維持思

想を根幹にする孔子の儒教は否定されていた。明らかに毛沢東の思想つまり秩序破壊を旨とする思想とは相容れな

かったからである。それが３０数年を経て、かつての激しい運動を忘れたかのように、孔子の思想が復活したのであ

る。 

すでに中国政府は国策として、２００４年１１月、ソウルに「孔子学院」を設立したのを皮切りに、世界各地に「孔子学

院」を設置している。現在時点でそれは８８か国、２８２校に及び、当初の経費は５０００万元ほどであったが、２００９年

度には２８億元に至っている。「孔子学院」という名前を冠しているが、実際には儒教の思想を伝播するのが本旨では

なく、現代中国語の学習を通して、中国の友好国を増やそうとするものであると言われてい

る。世界各地の「孔子学院」には、北京の総部から運営費として２０～３０％の補助があり、

教師などの派遣が行われている。 

 日本では立命館大学をはじめとして、桜美林大学、早稲田大学など、１０数校に設置され

ている。 

この「孔子学院」を、中国の文化侵略の先兵であるとか、世界各地における中国の諜報

活動拠点であるなどと評するチャイナ・ウォッチャーもいる。しかし私は、この「孔子学院」が

それほどの力を発揮しているとは思わない。数年前、私は日本のある大学の「孔子学院」か

ら授業での講演を依頼されたので、事前の準備をしっかり行い、それに臨んだ。ところが実

際に行ってみると受講生は数人で、しかも遅刻する学生が多く拍子抜けしたことがある。 

中国のネット上でも、イギリスの大学の「孔子学院」での、私の経験と似たような実情が報告

されている。私は世界各地の「孔子学院」の実態を調べて見ると、そこから中国の実相がわ

かり、結構、面白いのではないかと思っている。                            《北京の孔子学院総部》 

先日私は、北京の「孔子学院総部」に行ってみた。そこでは毎年３０００人の大卒を受け入れ、語学を中心に１年間

教育して、世界各地に送り込むという。孔子や儒教に関する素養を身につけるような授業は少なく、総部の１階の展

示室にも、各国語の語学教科書はあっても、孔子や儒教の書物はほとんどなかった。それでも毎年、多くの学卒がこ

こに殺到し、コネがないとなかなか入れないようであった。私はそれらの説明を聞きながら、日本でこれと同様の役割

を果たしているのは、青年海外協力隊ではないかと考えた。日本の若者は内向きになっており、なかなか海外に目を

向けなくなったと言われているが、中国の若者たちが競って「孔子学院」に入り、海外へ雄飛しようとしていると聞き羨

ましく思った。 

 

３．船山学ｖｓ孝経 

①毛沢東と王船山 

加々美光行氏はその著作「裸の共和国」の中で、毛沢東にもっとも大きな思想的影響を与えたのは王船山であると

書いている。王船山とは湖南省出身の明末の歴史哲学者で、若年にして異民族の侵略に

抵抗して戦い、破れてのち、少数民族の地に隠遁し、再起を図りつつ、多くの歴史哲学書を

残した人物である。彼は怨念の歴史哲学者とも呼ばれている。以下、加々美氏の前掲著作

に準拠して王船山と毛沢東の関係を書いておく。 

辛亥革命後の１９１４年、この王船山に傾倒していた湖南開明派の劉人煕が船山学の普

及のため、湖南省長沙の地に「船山学社」を創設した。１９１９年に劉人煕が死去したあと、閉

鎖状態になっていたものを、１９２１年、湖南第一師範学校を卒業した毛沢東がマルクス主義

の教育と宣伝のために「湖南自修大学」として再開した。もっぱら自学自習に重点が置かれ

ており、 盛期には２００人ほどの学生が学んでいたという。１９２３年、危険思想を教えている

という理由で、軍閥政府によって強制的に閉鎖された。 

「人の心は本心を探り当てると、百万人といえどもわれ行かんというか、あらゆる反対を越

えてでも自己の信念を貫いてゆく、その信念を貫いてゆく行動性というもの、その行動の   《長沙の船山学社前で》 



 
 

 5 
 

強さというものは、天に通ずるものだと。天に通じるものと考えるのですね。それが陽明学にせよ、船山学にせよ、天人

合一思想といわれる。天と人というものは一体のもので、人は本心にもとずく行動をおこすとき、本当に自分の心という

ものを探り当てたときに現れてくるもの、それは宇宙の摂理（天命）に通じていると、これが天人合一思想ですが、陽明

学、船山学、共通してそういう主意主義の思想があるわけです」、「ただ問題は人間は自分の本心をどうやって探り当

てるのかという問題があって、自分の本心はそんなに簡単にはわからないものなのです」、「したがって本心を探り当

てる過程が重要になってくるのです」、「王船山は社会的実践を通じて、社会的実践の中で常に、あらわれた結果が

自分の本心にかなっているかどうか、試行錯誤を繰り返す、そういう反復をくりかえすことで、 後に本心を探り当てる。

船山の場合は、社会的実践を本心を探り当てるプロセスと考えている。この実践を船山は“造命”と名付ける。“造命”

とは“天命”に単に従うというのではなく、むしろ“天命”を造り変えるという実践過程を指す。ここに毛沢東の“主観能

動性”、私たちの用語法でいえば“主体性”と合致する思想があったわけです」、「毛沢東の思想の核心には、船山学

の影響がきわめて大きいのです。それが主意主義、精神の爆発的な力、といったようなものを信じる考え方です」。 

このように加々美氏は、「天命を造り変える実践過程、つまり主観能動性に基づく革命実践を継続し、思考錯誤を

繰り返す中で、理想の社会に近づいていこうとする毛沢東思想が生まれた」と説いている。このように毛沢東思想を説

明されると、人民公社運動や文化大革命の思想的背景がよく理解でき、腑に落ちる。 

②和諧社会と「孝経」 

中島一氏はその著作「中国人とはいかに思考し、どう動く人たちか。」の中で、儒教について、「儒教は宗教思想で

はなく、現実の世界に焦点を置いて、皇帝から臣民にいたる各階層の人々の処世秩序のあり方や理想的な生き方を

明らかにしようとした学問です」、「キリスト教では、地上で人間に尽くすだけでは、天にもどれない。神への罪の償いと

して、信仰心をしめさなければなりませんが、儒教では人間世界での人間に対する忠義と礼儀を尽くせば、天にもど

ることが自ずとできるのです」、「この世での死は、この世の過渡的な出来事であり、天がまた受け入れてくれるのです。

中国人の楽天的な強さは、このような天人合一の思想から生まれてきていると考えます」と解説している。このように天

人合一思想を説かれると、浅学な私には王船山が説く思想と混乱し、「どちらが真理により近いのか」を判断すること

はできない。この点については、読者諸賢に解析をお願いしたい。しかしいずれにせよ中島氏は儒教とは、「皇帝か

ら臣民にいたる各階層の人々の処世秩序のあり方や理想的な生き方を明らかにしようとした学問」であり、儒教を信じ

「人間世界での人間に対する忠義と礼儀を尽くせば、天にもどることが自ずとできる」と説明しており、つまり儒教は社

会安定のために大きな役割を果たすと言っている。 

孔子と儒教一般について、私の学力では、それについて見解を述べることは到底不可能である。そこで儒教の中

でも、「孝経」のみに絞って考えてみる。なぜなら儒教の中でも、「孝経」が体制維持のための根幹思想になっていると

考えるからである。加地伸行氏はその著書「儒教とは何か」で、「孝経」について下記のような見解を述べている。「孝

経は原始儒家たちが整理していた孝、すなわち、祖先を祭祀し、親を愛し、子供産むという三者を合わせて孝とする

《生命論としての孝》だけを説くものではない。中央集権国家においては、卿・大夫・士などの中間幹部が敬意をもっ

て君主に仕え、忠（まごころ）をつくして君主に事（つか）えると、その爵位と俸禄を保つことができ、祖先の祭祀を絶や

さないことになると説いている。また庶人の孝については、まず父母を養うという孝の基本を説き、そのことにより、生活

が安定し、祖先の祭祀や子孫を増やすことができると言っている」。つまり孔子の儒教は「孝経」を通じて、親への孝を

主君への忠に結びつけるという思想的変化を遂げていったと説明しているのである。 

胡錦濤政権は安定した和諧社会の建設を 重要課題としており、その意味では孔子＝儒教＝孝経の果たす役割

はきわめて大きい。胡錦濤政権は孔子を持ち出すことによって、人民の親への孝行心に便乗し、共産党政権への忠

誠心を醸成するという古くさい手法で、社会の安定を図ろうとしているのである。 

しかし目前に迫った超高齢化社会においては、この「孝経」が社会の桎梏となる。次章ではそれを述べる。 

 

４．超高齢化社会に必要な革新思想  

日本はすでに高齢化社会に突入し、年金・介護・医療など、様々な解決不能な問題を前にして、人民も政府もとも

に立ちすくんでいる。いわゆる団塊の世代は、数年後にほぼ全員が年金生活に突入する。高齢者がますます多くなり、

日本社会の未来を暗くして行く。この高齢化問題は中国にもすぐに到来する。中国では人為的に「一人っ子政策」が

取られ続けた結果、日本よりも早い速度で、しかも短期間に膨大な数の高齢者が増加する。さらに中国では、まだ１０

年ほど前まで、国有企業の女性の定年は４５歳近辺であった。さすがに 近ではそのようなことはなくなったようだが、

それでも日本のように、６５歳近辺まで働き続けるという習慣はない。おそらく女性では５５歳、男性では６０歳ぐらいで

現役を終えようと考えている人が多いのではないか。 

医学の進歩とともに、日本にも中国にもやがて超高齢化社会が訪れる。この超高齢化社会は人類にとっての未体

験ゾーンである。数十年前まで、だいたい高齢者は７０～８０歳代で静かにこの世を去って行ったものである。ところが

今や、９０歳代の存命者はザラで、今後は１００歳を越える高齢者が珍しくない時代になるであろう。 

私事ながら、私の母は現在９３歳で健在であり、１００歳を越えようかという元気さである。私の父は３０年ほど前に亡

くなったが、若い頃は放蕩親父であったため、母がたいへん苦労し、いつも泣いていたことを、私は覚えている。それ

でも母は必死に私たち兄弟３人を育ててくれた。私はこの母が時には強く、時には優しく育ててくれたことに、深い感
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謝の念を抱いている。また学歴のない母であったが、向学心が旺盛で、同時に何事にも前向きにチャレンジしていく

明るい性格であった。余計な話だが、私の腰が落ち着かない性格は父の放蕩児的なものの上に、この母のチャレン

ジ精神が覆い被さった結果だとも思っている。なお母は一流の縫製技術者であったため、８０歳になっても、私の海外

縫製工場の技術指導に駆けつけてくれていた。こんな素晴らしい母親を持った私は、今度生まれてくるときも、この母

から産まれてきたいと思っている。 

しかしながらこの母もさすがに９０歳を越えたあたりから、脳梗塞による痴呆がはじまり、昨日までできたことが今日

はできなくなり、今日できたことが明日できなくなるという状態になってしまった。車椅子に頼らなければならない生活

になり、字も判読できなくなった。 近、ときどき本を持ってきて、読んでくれとせがむ。子供の頃、いろいろな本を毎

晩読んで聞かせてもらったこの母に、まさか私が読ませて聞かせるようになるとは、さすがの私も思わなかった。この母

が二言目には、「私が長生きしているので、あなたたちに迷惑をかけるね」と言う。私の妻は明るく献身的に看ており、

できるだけそんなことを感じさせないようにしてくれているが、やはり母の中には「申し訳ない」という気持ちが充満して

いるのだと思う。 

長々と私事を書いたのは、私はこの母の老化していく経緯を見ていて、団塊の世代の高齢者の生き方に一定の結

論を得たからである。当初はやがて私も同じ道を辿って行くわけだから、どのような高齢者にならなければならないか

を真剣に考えた。しかしあるとき、頭の中に、「生き方ではなくて、死に方だ」という考えが閃いた。団塊の世代の高齢

者は、７０～８０歳代で死んでいくべきである。なぜなら痴呆が進まないうちに、あるいはおむつのお世話にならなくて

もよいうちに、老醜をさらけ出す前に死ぬことが、一番美しいと思うからである。それ以来、私は「いかに格好良く死ぬ

か」ということを考え続けている。その行き着いた先の一つが、老人決死隊である。これはアイロニーではなく、思考の

必然的帰結である。 

また私は、未体験ゾーンに入った人類が作り出さなければならない新思想は、「親不幸のすすめ」であり、「早死に

のすすめ」であると考えている。さらに「姥捨て思想」の復活ではないかと考えている。このことについては、現在思考

錯誤中である。結論を発表してしまうと、まさに上を向いてつばを吐くようなもので、私自身が７０歳代になっても格好

良く死んでいなければ、まさに恥さらしとなるわけであり、すでにそれまであと１０年を切っており、発表するには相当

の覚悟が必要だからである。また現在７０歳代で活躍中の高齢者に申し訳ないとも思うからである。いずれにせよ、超

高齢化社会を迎えた日本や中国社会に必要な思想は、毛沢東ばりの革新思想であり、孔子の親孝行思想ではない。

いささか強弁すぎるかもしれないが、上海のレストランの毛沢東像と北京の天安門の孔子像を見て、上記のように考え

た次第である。 

もし団塊の世代の高齢者が美しく早死にしていけば、日本の年金・介護・医療の問題は氷解する。また私は早死に

を前提にした場合、現在の年金制度をやめ、それに変わる新制度を作り出すことも可能であると考えている。現在、こ

の方面に強い先生に、新システムの試算をしてもらっている。これまでになんども書いてきたことだが、私たち団塊の

世代は、戦争にも巻き込まれなかったし、飢え死にもしなかった。本当に幸せな人生を送ってきた世代である。しかし

それは国家に借金をさせ続けてきた結果であり、それを払わずに死んで行くことは許されない。若い人たちに「食い

逃げ世代」と陰口をたたかれて、死んで行くほど、格好悪い死に方はない。私たち団塊の世代に卑怯者は少ない。こ

れが日本人の国家に尽くす思想であり、愛国心である。これまたアイロニーではなく、私の本心である。私がこのアイ

ロニーと言う字句にこだわるのは、先日発信した「国家を捨てる中国人、国家に尽くす日本人」という小論に、ある著名

な方から「強烈なアイロニーである」というご批判をいただいたからである。再びここで断っておくが、私は本心しか書

かない。 

中国は和諧社会を守るために、孔子を持ち出した。この孔子＝儒教＝孝経では超高齢化社会を乗り切れない。し

かし孔子を捨てれば和諧社会が崩壊する。中国は今、思想的にきわめて難しい時点に立っている。 

                                                                以上 

************************************************************************************************ 
読後雑感 ： ２０１１年 第６回 

 

０３．MAR．１１ 

中小企業家同友会上海倶楽部代表 

東アジアセンター外部研究員(協力会理事) 

                                                             小島正憲 

 
１．「中国を知る 第２版」  ２．「中国人とはいかに思考し、どう動く人たちか。」  ３．「知りたくなくても知っておかなきゃならない 中国人のルール」  

４．「中国エネルギー事情」  ５．「中国進出 強のプロフェッショナル５０人」   

１．「中国を知る 第２版」  遊川和郎著  日本経済新聞社  １月２５日 

副題 ： 「巨大経済の読み解き方」  帯の言葉 : 「仕事に役立つ隣国の本音と素顔、 新情報まで詳しくカ

バー」 

遊川氏のこの本は、常識として「中国を知る」には、手頃である。しかし過去に遊川氏は、「強欲社会主義」などの意
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欲作を世に問うており、それから比べると、この本は物足りない。たとえば遊川氏は「次の１０年で起きる変化」という項

で、中国の今後を予測し次のように書いているが、いかにも歯切れが悪く、こんなことなら誰にでも書けるような文言で

ある。「イデオロギーで統治しようとしても不可能な彼らが社会の主流となった時、中国社会はこれまでとは異なる価値

観や力学で動くのではないでしょうか。もっと余裕のある統治手法に自然と変わるかもしれませんし、試行錯誤が続き、

その過程で様々な摩擦が生じるかもしれません」。 

すべからくチャイナウォッチャーは大胆な仮説を立て、思い切った主張を繰り出すべきである。政治家や経営者は、

それを読み、それに基づいて戦略・戦術を立て行動を起こしていくのである。毒にも薬にもならないような未来予測は

不要である。もちろんそれが当たらないこともあるだろう。しかし政治家や経営者がどのチャイナウォッチャーの仮説を

採用するかは、彼らの自己責任である。彼らは世の中のすべてが、ハイリスク・ハイリターンであることを熟知している。

だから仮説の主張者に責任を取れなどとは言わない。彼らにとっては、むしろ仮説が一色に染まってしまい、多様性

がなく、選択肢が少ないことの方が危険である。その意味で、現在、チャイナウォッチャーたちの中国認識が、「中国

は超大国」あるいは「中国は強国」という論調で一致してしまっていることは、残念なことである。遊川氏も本文中で、

中国を「世界経済の主役に躍り出た中国」と捉え、「中国超大国」論に与し、その論を展開している。ぜひ遊川氏には、

次回作で、「早くも主役の座から滑り落ちた中国」というような論を書いてもらいたいものである。 

私は２００３年に「中国は人手不足である」、２００５年に「中国は世界の市場」、２００７年に「中国では不動産バブル

は起きていない」などの小論を発表してきた。当初、それらは多くのチャイナウォッチャーなどから、笑われたものだっ

た。しかし今日、それらの予測は見事に当たった。もちろん「チャイナ＋１は不要」という小論を書いたが、これは見事

に外れた。現在、私は「中国は超大国」論に対抗し、「中国は砂上の楼閣」論を展開している。 

 

２．「中国人とはいかに思考し、どう動く人たちか。」  中島一著  夢の設計社  ２月５日 

副題 ： 「彼らが振り回す“独特な常識”を知りなさい！」 

帯の言葉 ： 「この“難儀な隣人”とつき合わざるを得ない時代の日本人、必読の考察本！」 

本文中で中島氏は、中国人を“難儀な隣人”などとは書いてはおらず、むしろ肯定的に評価している。題名や副題

そして帯の言葉から受ける印象と、実際の中身とはかなり違う。ことに第６章は中国の通史を、第７章は儒教を、第８章

は客家思想を書いており、細部には異論もあるがそれぞれに面白くまとめている。私ならばこの本の題名を、「歴史が

醸成した現代中国人の思想」と付ける。ただし中島氏は、儒教を持ち上げ、客家にこだわるあまり、孔子嫌いの毛沢

東を否定的に捉え、客家の鄧小平を賛美している。これは少し行き過ぎではないかと思う。やはり毛沢東が中国革命

において果たした役割はきわめて大きく、他の人物でそれを代替することはできないと、私は考える。 

中島氏は儒教について、「儒教は宗教思想ではなく、現実の世界に焦点を置いて、皇帝から臣民にいたる各階層

の人々の処世秩序のあり方や理想的な生き方を明らかにしようとした学問です」、「キリスト教では、地上で人間に尽く

すだけでは、天にもどれない。神への罪の償いとして、信仰心をしめさなければなりませんが、儒教では人間世界で

の人間に対する忠義と礼儀を尽くせば、天にもどることが自ずとできるのです」、「この世での死は、この世の過渡的な

出来事であり、天がまた受け入れてくれるのです。中国人の楽天的な強さは、このような天人合一の思想から生まれ

てきていると考えます」と解説している。 

中島氏は客家について、「異民族による侵略と殺傷略奪、生活のための刻苦耐労の連続は、儒教精神を心に持ち

ながらも、自由を熱望し、圧迫に反攻し、敵の攻撃を退けるための強靱な個人と、強固な組織集団の構築を促したの

です。同時に、礼や義にくわえて、現実的に勝ち抜ける力の養成が必要なことを認識しました。教養を越えて、実利を

獲得できる学問、教育、学習の必要性を強く認識し、いかなる苦労があっても、子孫の勉学の機会の 大化を 優先

し、学舎を儲けて、客家の一族なら誰でも無料で学校に行ける機会を設けたのです」と書いている。 

中島氏は、「中国人は、ほとんど愛国精神を持たない。国のために命をかけるなどとは、思いもしない人が大多数

である」と人民を切って捨て、同時に「適切な統制が可能な一党独裁制が賢明な判断をすれば、人類史上まだなかっ

た新しい仕組みがつくりやすいかもしれません」、「この難題を解く方程式を、近く政権を握る習近平に、世界の人は

期待しているのです」と書き、中国政府に淡い期待をかけている。 

３．「知りたくなくても知っておかなきゃならない 中国人のルール」  水野真澄著  明日香出版社  ２月１３日 

帯の言葉 ： 「好き嫌いは言っていられない隣人・中国」 

水野氏のこの本は、中国ビジネスへのハウツーものとしては、そつなく出来上がっており、大きな誤りはない。ただし

人間一般の本性の深みまで見通した上で書かれた本ではない。それは４８歳の若さの水野氏が書いた本だけに、無

い物ねだりと言うべきかもしれない。やはりこの年代の人たちは、マルクス主義を学ぶ機会がなく、したがって「金儲け

が悪であり、資本家は労働者を搾取する悪人」であるという認識がない。ましてや中国へ企業進出するということは、

「他国の労働者にまで手を出して収奪する」ことに他ならない。水野氏には、「自分が悪人である」という自己認識がな

い。もちろん私は水野氏を悪人であると批判するつもりではない。人間一般は、資本家であろうと労働者であろうと、

日本人であろうと中国人であろうと、性悪な部分と性善な部分を併せ持つ二重人格者であるという認識を持たねばな

らぬと言っているのである。その観点から、日本人の自分は悪人であるという認識の上で、中国人論を展開しなけれ

ば、中国人の深層心理に迫ることはできない。 
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たとえば水野氏は、「通訳を上手に使おう」、「通訳だけを特別扱いしない」という文章を書いている。この内容には

間違いはない。しかしながら水野氏は「上手に使う」という表現の中に、すでに通訳を見下したような思想が混入して

いることに気が付いていない。私ならば、「通訳は自分の分身である」、「通訳の人生の 後まで面倒をみる覚悟が必

要」と書く。私は中国だけでなく、世界の１０か国以上で経営者としてビジネスを展開してきた。そのすべての国で、私

を助けてくれたのは通訳であり、それらの国から撤退した現在でも、私は通訳たちのその後の人生に目配りをしてい

る。 

そんな私だが、上には上があるもので、高田拓氏が「今、あなたが中国行きを命じられたら」（ビーケーシー刊 ２０１

０年８月２日発行）の中の文章に出会ったときは、脳天を殴られたようなショックを受けた。昨年の読後雑感第１９回で

紹介しておいたが、あえてそれを下記に再録しておく。水野氏のものと読み比べてもらいたい。 

さらに高田氏は、「（通訳には）さらに宴会となると別の苦難が待っている。私が話し、彼が通訳し、相手が話し、彼

が通訳する。要するに彼はほとんど食事をする時間がない。まして、飲酒を禁じられている。腹は減るし夜は遅いし肉

体的にもたいへんなのだ。宴席が終わったあと、私はいつも通訳を誘って夕食をもう一度した。“ご苦労様”、このよう

な気配りのできない日本人は通訳者を使いこなせないし、仕事も満足にできないのである」と書いている。私は通訳

者に一度もこのような配慮をしたことがなく、このくだりを読んでいて、大いに反省させられた。 

また水野氏は「中国のことだから中国人に聞くべきだ、という思い込みは持たず、冷静に聞き出した情報を吟味す

べきだ」と書いているが、私は一歩進めて、「中国のことは中国人自身でもわからない。それは日本人が日本のことを

わからないのと同様である」と言いたい。私は２００３年から「中国は人手不足である」と言い続けてきたが、 近になる

まで当の中国人たちも信じなかった。やっと人手不足現象が全中国で深刻になり、テレビなどでも取り上げられ、論争

が繰り広げられるようになってきたが、いずれもその真因を突き止めてはいない。いまだに社会科学院は失業者が問

題であるというようなばかげた統計値を発表している。現代社会を生き抜くには、自ら鋭い嗅覚を研ぎ澄まし、常識を

疑い、独自の判断を下し、そのもとで行動するような異端の思想が必要なのである。 

 

４．「中国エネルギー事情」  郭四志著  岩波新書  １月２０日 

帯の言葉：「驚異的な成長をいつまで支えられるか？ 深刻化する石油不足、石炭依存による環境汚染と、政府の戦

略」 

郭四志氏のこの本は、中国のエネルギー事情を詳細に検討しており、この面での中国政府の苦悩がはっきり読み

取れる好著である。資料的な部分が多く、他の中国関連本のように、さらっとは読めないが、ぜひ多くの人の目に触

れて欲しい１冊である。 

郭四志氏は、「中国が莫大な資本力・外貨準備高を盾に内外開発の投資や貿易・直接投資・M＆A を通じて、必

要なエネルギーを一時的に入手したとしても、グローバルな視点から見て、世界人類に必要なエネルギー、化石燃料

が次第に減少し、世界のエネルギー資源の希少価値が上昇するなか、その需給の逼迫は加速する。長期的に見て、

伝統的な手段による供給確保では、根本的に地球エネルギー資源の希少・逼迫問題を解決することにつながらない。

また、化石エネルギーの消費は、温室効果ガスを拡大し、地球規模の環境問題の深刻化をもたらす。むしろ、エネル

ギー消費諸国、とくに中国のような消費大国は、省エネ・新エネ（非化石燃料の開発・導入）への取り組みを含めて、

これまで高度成長を支えたエネルギー・資源多消費・重厚長大の産業・工業構造や、経済成長方式を調整・転換す

ることを目指すべきである」と主張している。私はまさに至言であると思う。 

ただし郭四志氏は、中国政府が①上記のような政策がやがて失敗することや、②政策の大転換ができない理由、

あるいは③このままのエネルギー政策を続けた場合の危険性については言及していないので、下記に私の見解を述

べておく。 

①郭四志氏は本文中でなんども、論証無しに「中国が莫大な資本力・外貨準備高を盾に」という文言を繰り返し使

っているが、その認識は根本的に誤っている。中国は一皮剥けば、現状ですでに借金大国であり、資本力もないし外

貨準備はもともと他人の金を盗用しているだけである。「中国が莫大な資本力・外貨準備高を盾に」を前提にした議論

は無意味である。数年以内に訪れる住宅バブル崩壊と同時に、その化けの皮は見事にはがれるし、その結果、豊富

な資金にものを言わせた中国の結果は、雲散霧消する。 

②郭四志氏は、「これまで高度成長を支えたエネルギー・資源多消費・重厚長大の産業・工業構造や、経済成長

方式を調整・転換することを目指すべきである」と主張しているが、中国政府はこのことを強力に中国人民に呼びかけ

ていない。日本はオイルショックのとき、日本全土からネオンサインが消え、政治家も袖を切った背広を着て、いわば

国家一丸となって省エネ・省人・省力化に取り組んだ。この臥薪嘗胆の結果が産業構造を重厚長大型から軽薄短小

型に転身させたのである。つまり日本政府は日本国民に、その窮地を乗り切るために窮乏生活を強いたのである。そ

して日本国民はその政府の指揮に従い、見事にそれをやりとげたのである。またそれが日本を世界に冠たる技術立

国に導いたのである。もちろん日本政府も中東などに石油購入行脚に積極的出かけたことを否定しないが、主たる側

面は、日本国民への耐乏生活へのよびかけである。現在の中国政府は、中国人民に耐乏生活をよびかけてはいな

い。むしろ金にものを言わせて他国の資源漁りをやっている。これではとうてい産業構造の転換は不可能である。 

③郭四志氏は、「中国は発電量の電源構成からみると、火力発電量が圧倒的に大きく、全体の７割以上を占めて



 
 

 9 
 

いる。また火力発電において石炭火力は９０％のシェアを占めている」、「中国政府は、エネルギー安全保障と環境保

全の視点から、石炭に依存する度合いを軽減し、とりわけ原発に力をいれようとしており、 近、その活発な原発建設

の動きが注目を集めている」と書き、中国政府の原発建設への積極性に言及している。郭氏は原発建設には、まだ

未解決の問題が多く含まれており、その危険性を指摘しているし、同時に中国にはウラン燃料が少ないことを懸念し

ている。私は、原発が多く建設されることは、少数民族問題など多くの紛争のタネを抱え、テロが根絶できない中国に

とって、自爆の原因を作っているようなものだと思っている。 

 

５．「中国進出 強のプロフェッショナル５０人」  週刊 SPA！中国取材班監修  扶桑社  ２月１０日 

副題 ： 「チャイナビジネスはこの人達に聞け！」 

帯の言葉 ： 「資金、コネ、実績がなくても、中国ビジネスは“今から”成功できる！」 

週刊 SPA！中国取材班の皆さんには申し訳ないが、私は、「資金、コネ、実績がなくても、中国ビジネスは“今から”

成功できる！」ほど、甘くはないと思う。このような特集を目にすると、私はいつも、「記者や編集者たちは本当にこの

人たちの懐具合や儲け度合いを調べてから書いているのだろうか」という疑問を抱く。数年前、この種の本で、中国ビ

ジネスの大成功者とデカデカと書かれ、「チャイナビジネスはこの人に聞け！」と題するような単行本まで出した女傑

は、希代の詐欺師で、想像を絶する借金を抱え見事に破産したあげく、現在、日本で係争中である。この事実につい

て、彼女のことを英雄のように持ち上げた記者も編集者も頬被りしたままであり、ついぞ謝罪記事を目にしたことがな

い。できうれば週刊 SPA！中国取材班の皆さんには、５年後ぐらいに、このメンバーに再取材していただき、どれだけ

の人が生き残っているかを書いてもらいたいものである。それは良心ある記者や編集者ならば、当然行うべき仕事で

あると考える。 

もちろんこの本は、５０人のプロたちの宣伝も兼ねているので、その５０人がそれぞれ５０冊ほどを買い込み、営業用

に使うであろう。それだけでこの本は２５００冊ほど売れる勘定となり、これで出版社は出版費用をペイできる。１００冊

ほど割り当てれば、かなり儲かることになる。これは米国のゴールドラッシュ時に金を掘る当人よりも、ツルハシ屋と弁

当屋が儲かったという典型例である。 

この本で取り上げられた５０人のプロの中で、私が面識のあるのは「村尾龍雄弁護士」のみである。彼は非常に中国

に精通した素晴らしい弁護士である。他のプロについては、面識もなく業界も違うので、私が評価することはできない。

ただ上掲の女傑のようなプロが混じっていないことを祈るのみである。なぜならそのような人物が混ざり込むと、この本

に登場したすべての人が同様ではないかと疑われ、被害者になる可能性があるからである。 

                                                                    以上 

************************************************************************************************ 
【中国経済最新統計】 

 ① 
実 質

GDP
増加率 
(%) 

② 
工業付

加価値

増加率

(%) 

③ 
消費財 
小売総 
額増加

率(%) 

④ 
消費者 
物価指 
数上昇

率(%) 

⑤ 
都市固

定資産

投資増

加 率

(%) 

⑥ 
貿易収

支 
(億㌦) 

⑦ 
輸 出

増加率

(%) 

⑧ 
輸 入

増加率

(%) 

⑨ 
外国直

接投資

件数の

増加率

(%) 

⑩ 
外国直

接投資

金額増

加率 
(%) 

⑪ 
貨幣供

給量増

加 率

M2(%) 

⑫ 
人民元

貸出残

高増加

率(%) 

2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 

1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
4 月  7.3 14.8 ▲1.5 30.5 131 ▲22.6 ▲23.0 ▲33.6 ▲20.0 25.9 27.1 
5 月  8.9 15.2 ▲1.4 (32.9) 134 ▲22.4 ▲25.2 ▲32.0 ▲17.8 25.7 28.0 
6 月 7.9 10.7 15.0 ▲1.7 35.3 83 ▲21.4 ▲13.2 ▲3.8 ▲6.8 28.5 31.9 
7 月  10.8 15.2 ▲1.8 (32.9) 106 ▲23.0 ▲14.9 ▲21.4 ▲35.7 28.4 38.6 
8 月  12.3 15.4 ▲1.2 (33.0) 157 ▲23.4 ▲17.0 ▲2.05 7.0 28.5 31.6 
9 月 8.9 13.9 15.5 ▲0.8 (33.4) 129 ▲15.2 ▲3.5 10.6 18.9 29.3 31.7 
10 月  16.1 16.2 ▲0.5 (33.1) 240 ▲13.8 ▲6.4 ▲6.2 5.7 29.5 31.7 
11 月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 

2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4 月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5 月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
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6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7 月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8 月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9 月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10 月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11 月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12 月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 

2011 年             
1 月    4.9  65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.6 16.9 

 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 

2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 

されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 

  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応

している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ

る。⑨と⑩は実施ベースである。 

出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 


