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はじめに
2012 年、中国はモノの貿易総額が 3 兆 8667 億 6000 万ドルとなり、米国を抜き世界一とな
った（1）。そして経済規模の巨大さからも、中国はその政策意図に関しさまざまな憶測の対象
となっている。本稿は、習近平政権の対外経済戦略の総体を改めて捉え直し、その実像に迫
ろうとする試みである。中国の対外経済戦略は、既存のグローバル経済ガバナンスに対する
挑戦なのであろうか？ それともリベラルな経済秩序の忠実な擁護者であろうとしているの
であろうか？
1 構造改革への志向
トランプ米政権の評価は言うまでもなく前者である。現政権の国家通商会議（NTC: National
Trade Council）のトップに就任した P・ナバロは、大統領選挙時の 2016 年 9月に発表された

「トランプ氏の経済政策の評価」
（通称「ナバロペーパー」
）で、
「世界貿易はペテン師にやり込
められている。中国は最大のペテン師であり、米国にとって最大の貿易赤字国でもある」と
中国を非難し、米国の貿易赤字の構造問題に関し、強く中国を意識しながら、
（1）相手国の
為替操作、
（2）相手国の重商主義と不正貿易、
（3）米国の貧相な貿易交渉、が年5000億ドルも
の貿易赤字を生んでいるとした（2）。
米中経済摩擦は、なにもトランプ政権に始まったわけでない。遠くは1980年代中国による
対米繊維輸出の割り当て問題によって開始され、1990年代半ばにはウィンドウズ95海賊版流
布による知的所有権侵害問題が有名であった。そして中国の世界貿易機関（WTO）加盟交渉
はまさに国際貿易規範への中国の適応に関する交渉であったと言っても差し支えない（3）。オ
バマ政権時においても、対中貿易赤字削減のため、米国は中国に対し内需の拡大や人民元の
切り上げを何度も要求したし、米国の政治家たちは中国が雇用を奪っていると非難し対中貿
易赤字を政治利用した（4）。
関税引き上げの報復合戦による米中貿易戦争時の 2018 年 10 月 4 日、M ・ペンス副大統領
は、ハドソン研究所での演説を通じて、
「かつての米政権は、やがて中国が政治的自由や人権
を尊重するようになると期待し WTO に招き入れた。ところがその夢は未達成のまま終わっ
た」
「北京は『改革開放』を継続するとリップサービスを続けるが、

小平のこの有名な政

策も（今は）むなしく響くだけである」
「中国共産党は、関税、為替操作、技術の強制移転、
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知的所有権の盗用、飴玉のように配る産業補助金等々、自由で公正な貿易に反する政策を多
用してきた」と断じた。ペンスの演説は、経済政策にとどまらず、新疆での人権問題、台湾
問題、宗教的自由の抑圧等々、総合的な中国評価を展開したものであったが、おしなべて手
厳しい評価の連続であった（5）。
ナバロやペンスの政治的に脚色された表現を待つまでもなく、中国経済は大量の投資によ
り、その製造業は過剰なまでの供給能力をもつようになり、2010 年以降、石炭・鉄鋼・建
材・軽工業・繊維などの過剰生産能力の問題が繰り返し提起され、世界市場に溢れんばかり
に流出した中国製品は深刻な貿易摩擦を引き起こすようになったのである（6）。これは、加工
貿易に関し、原材料や資本財の輸入関税をゼロに近づけ、最終財の輸入に関しては厳しい障
壁を課すという二重構造を採ったこと、外国企業による直接投資を呼び込み輸出の半分以上
を外資系企業が占めるようになったことなど、輸出主導型の対外経済政策が引き起こしたも
のであった。その結果、産業全体に占める輸出型製造業の割合が異常に高い産業構造になっ
たのであった（7）。
こうしたことから中国は構造改革に取り組むようになった。国内投資・輸出主導型からモ
ノとサービスの消費を拡大する内需主導型への転換である。対外経済政策的には、輸入を拡
大し、貿易相手国の多角化を図り、貿易摩擦に伴うリスクを軽減させるよう試みるようにな
ったのである。輸入を拡大するために、引き続き関税を下げるとともに、2018年には税関手
続きの円滑化を図り、輸入・輸出ともに所要時間が半分程度に短縮されたと中国当局は報告
している。2019年10月時点の中国商務部のウェブサイトでは、対外貿易に関し、その安定的
拡大、輸出品目の高度化、そして成長エンジンの変更の 3 点が強調されている。貿易の安定
的拡大に関しては、貿易保険の拡充、資金アクセスの向上、貿易手続きの円滑化などが挙げ
られている。貿易相手に関しては、従来からの市場を強固にするとともに、新たな市場の開
拓を目指すとし、とりわけ「一帯一路」構想への参加国との協力関係を強化するとしている。
輸出品目の高度化に関しては、製品の質、技術レベル、ブランド力、マーケティングを向上
させ、ハイテク、高品質、付加価値の高い製品中心の輸出構造に改めていくとしている。さ
らに輸入の拡大に関しては、ことに生活用品、農産品、資源の輸入に焦点を合わせていくと
も述べている。貿易拡大のエンジンの変更に関しては、国境をまたぐ e コマースの発達を促
す35試験地区、政府調達市場への輸出を図る14の試験的計画を発表する予定である（8）。以上
の商務部方針は基本的に、2019 年 3 月の全国人民代表大会（全人代）で発表された「2019 年
度国民経済・社会発展計画案」で、国際収支の基本的バランスを保つこと、輸出入は安定を
保ちつつ質を向上させること、を目標に定めたことを踏まえたものである（9）。
2 対外経済関係の現状
こうした点を踏まえ、2018年時点での中国の対外経済関係の現状について、日本貿易振興
（以下、
「中国年次報
機構（JETRO）による『世界貿易投資報告 2019 年版』のうちの「中国」
告」
）を参考に振り返ってみよう。2018年の貿易総額は前年比12.6%増の4兆6230億ドルで過

去最高となった。うち、輸出は 9.9% 増の 2 兆 4874 億ドル、輸入は 15.8% 増の 2 兆 1356 億ドル
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で、貿易収支は 3518億ドルの黒字となった。国・地域別に貿易総額をみると、上位 5 ヵ国・
地域は、①欧州連合（EU）6822 億ドル（前年比 10.6% 増）、②米国 6335 憶ドル（8.5% 増）、③
東南アジア諸国連合（ASEAN）5879億ドル（14.1%増）、④日本3277憶ドル（8.1%増）、⑤韓国
3134億ドル（11.8%増）となっている。しかしながら2019年第1四半期をみると、貿易総額は
米国が− 15.4% の大幅減少となったほか、日本− 2.1%、韓国− 6.9% と共に減少に転じた。
ASEAN、EU は前年比プラスを維持したが、伸び率は通年より縮小した（10）。このように米中
貿易戦争は明らかに負の影響をもたらしつつある。
一方、商務部によると、2018 年の対中直接投資は実行ベースで 3.0% 増の 1349 億ドル余り
に上った。国・地域別では香港が 1 位を維持しその構成比は 71.1% であった。その後にはシ
ンガポール、台湾と中華圏経済が続き、4 位は韓国、5 位は英国である。上位 5 位までで対内
直接投資の 85.2% を占めた。ちなみに日本は前年よりひとつ順位を下げ 6 位であった。対外
直接投資は 2017 年までの数値しか公表されていないが、総額（フロー）は、前年比 19.3% 減
の1583億ドルで、米国、日本に次いで世界第3位となった。国・地域別では1位が香港で912
億ドル（構成比 57.6%）、その後は、②英領バージン諸島、③スイス、④米国、⑤シンガポー
ルと続き、上位 5 ヵ国・地域で全体の 82.6% を占めた（11）。
3 自由貿易協定の展望
中国が、米中貿易戦争の影響を低く抑えるためにも、すでに述べたように新たな貿易相手
国の開拓と現行パートナーとの貿易拡大が重要となるが、そのカギとなるのが自由貿易協定
（FTA）の締結である。現在中国が締結に近づいているFTAのなかでも最大の規模となるのが

東アジア地域包括的経済連携（RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership）である。RCEP
交渉の参加国は、ASEAN の 10 ヵ国に加え、中国・日本・韓国・オーストラリア・ニュージ
ーランド・インドの6ヵ国で合計16ヵ国である。16ヵ国の総人口は約35億人で、総国内総生
産（GDP）は21兆ドルに上る。16ヵ国間の貿易が世界貿易に占める割合は30%あまりとなり、
締結されれば世界最大の地域自由貿易協定となる（12）。中国の貿易相手国という観点からみる
と、③ ASEAN、④日本、⑤韓国を RCEP は含み、中国にとって RCEP が極めて重要な交渉で
あることは言うまでもない。
2013 年 5 月にブルネイで RCEP 第 1 回交渉会合が開催される以前、中国は ASEAN ＋ 6 では
なく、オーストラリア・ニュージーランド・インドを除くASEAN＋3でFTAを開始すること
を望んでいた。同時期、中国を除くかたちで交渉が先行していた環太平洋経済連携（TPP:
Trans-Pacific Partnership）に対抗するため、まずは米国を除き、さらに米国に近いオーストラ

リア・ニュージーランド、および中国と対抗関係にあるインドをメンバーに加えないかたち
で、交渉を進めたいと考えたからである。それに対して日本はまったく逆の理由でASEAN＋
6 を望んだ。中国に対抗するためのインド太平洋構想の萌芽がそこにみられた。恐らく
ASEAN は不要な権力闘争に巻き込まれることを嫌い、どの国も排除しない ASEAN ＋ 6 を選
んだ可能性が高い。もとより経済合理性という観点からみても、中国に次ぐ人口を擁し潜在
的巨大市場であるインドを加えることは理にかなっている。結局、中国もやがてASEAN＋6
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に同意するにようになったのである。交渉を早期に開始させるという実を中国がとった可能
性があった。中国と日本の主導権争いは交渉分野に関しても存在した。RCEP の交渉分野は
関税、電子商取引、知的財産など20分野に及んだ（13）。そのなかでも日本は政府調達の対外開
放や知的財産などにおいて、貿易自由化を高い水準で進めることを主張したが、中国は各国
の規制を残してでも早期妥結を訴えた（14）。例えば2014年の時点で政府調達、電子商取引を含
むサービス分野に関し、日本やニュージーランドが ASEAN に対してそれぞれ 164 業種と 116
業種の開放を約束しているのに対し、中国は慎重で 33 業種を開放しているだけであった（15）。
そして王毅外相をはじめ中国政府高官はできるだけ速やかなRCEP 合意が望ましいと繰り返
した。この傾向に、トランプ大統領がTPP 交渉からの離脱を表明して以来、そして米中貿易
摩擦が激化して以来、拍車がかかったという観測が一般的である（16）。
協定内容に強く影響を受けると考えられる業界からの政治的圧力を回避する意味もあり、
貿易交渉の具体的内容は通常交渉中には極秘であることが常である。RCEP もその例外では
なく、締結直前の今に至っても詳細は公表されていないが、交渉開始から 6 年を過ぎた 2019
年の夏の終わりまでには日中間におおむね妥協が成立した可能性が高かった。
ところが RCEP 交渉は最終局面で思わぬ展開をみせた。2019 年 11 月 4 日、バンコクでの首
脳会談の後に、インド外務省の交渉官が記者会見で「今回の合意に参加しないと各国に伝え
た」と交渉離脱を言明したのである（17）。2017年のインドの貿易総額は7494億ドルに上り、こ
のうちRCEP 交渉国が約 3 割を占める。同交渉国グループはインドの貿易赤字の 65%を占め、
特に中国に対する赤字が 4 割近くと大きい。そして交渉の内容次第では中国の電気製品やオ
ーストラリアなどの農産品が一段と流入し、赤字が膨らみかねなかった。国内政治的には、
インドのモディ首相の率いる与党が景気減速により2019年10月末の州議会選挙で大きく議席
を減らし、看板政策とする国内製造業の振興策「メイド・イン・インディア」もふるわず、
貧困問題や雇用に目配りせざるをえない状況にあったのである（18）。インドが抜ければ RCEP
の規模は、人口の約37%、貿易額は約7%、それぞれ小さくなる（19）。インドの潜在的な市場規
模を考えれば、中国にとっても日本にとってもその影響は小さくない。結局は日本などが描
くインド太平洋構想という政治戦略も、貿易交渉をめぐるインドの国内政治の前ではかたち
を成さなかったと言えそうであるし、それに対抗的な中国も経済合理的にはインドとの経済
関係の発展を考えることが理にかなっているのである。
インド参加の可否にかかわらず、RCEP 成立に目鼻がつけば、中国にとって日中韓 FTA の
実現やアジア太平洋自由貿易圏（FTAAP: Free Trade Area of the Asia-Pacific）に向けての前進が
いよいよ視野に入ってくる（20）。そして長年にわたり中国の最大の貿易パートナーであるEUと
の交渉もより明確な目標となっていくことが予想される。中国は早くも2014年4月2日、
『対
EU に関する中国の政策文書―相互利益とウィンウィン協力のための中欧包括戦略パート
（“China’s Policy Paper on the EU: Deepen the China-EU Comprehensive Strategic Partnership for
ナーシップ』
Mutual Benefit and Win-win Cooperation”）と題した政策文書を発表し、FTA の実現可能性に関す

る調査開始の意思表明を行なっていたのである。同文書は、中国・ EU 関係を発展させるこ
とは、主要国との長期的、安定的、着実かつ健全な関係構築の重要な一部分であり、外交政
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策上の優先課題であると述べたのちに、中国は EU とともに、東西両主要文明を接近させる
ために努力する用意があると、習近平時代らしい壮大な言辞で締めくくっている（21）。もとよ
り中国・EU間に貿易摩擦が存在しないわけではなく、EU側は、中国の必要な構造改革が停
滞気味であること、EU企業にとって中国でのビジネス環境がむしろ悪化していること、通商
政策に関する透明性が不十分であること、中国におけるさまざまな基準が国際基準と一致し
ていないこと、などを挙げた（22）。一方中国側は、EU側のハイテク分野における輸出規制に注
文を付けている（23）。その他ダンピング、繊維、知的所有権などが問題となってきた。
4 一帯一路の可能性
中国の対外経済政策で何といっても最も注目を集めているのが、
「一帯一路」計画である。
一帯一路構想は習近平国家主席による 2 つの演説によって初めて提唱された。ひとつめは
2013 年 9 月 7 日カザフスタンのナザルバエフ大学での演説で、中国と欧州を陸路で結びつけ
るシルクロード経済ベルト計画が発表された（24）。今ひとつの演説は約 1 ヵ月後の 10 月 2 日に
インドネシア議会で行なったもので、21世紀版海のシルクロード構想で海路を通じて中国と
欧州を結び付け、その実現過程で中国と ASEAN の接合性や協力が格段に深まると主張した
のである（25）。一帯一路は陸路（一帯）では鉄道網、高速道路、海路は港湾などのインフラ整
備を進め、中国から欧州までの幅広い地域をカバーする一大経済圏の建設を目指すものであ
る。沿線諸国は64ヵ国に及び、アジア全域から中東・アフリカの一部と中東欧諸国が含まれ
る。陸のシルクロードで中国が重視するのは、長い国境を接し、天然資源が豊富なカザフスタ
ンなど中央アジア諸国である。またパキスタンも戦略的に重要である。海のシルクロード（一
路）では東南アジア諸国との経済関係が重視される。中東からの石油を中国に運ぶルートで

あるマラッカ海峡があり、中国のエネルギー安全保障戦略も強く意識されているのである（26）。
一帯一路に関する第 1 回国際会議が 2017 年 5 月 14 ― 15 日北京で開催されたが、130 余りの国
と 70 以上の国際機関から計 1500 人が参加し、イタリア、スペイン、チリなど 29 ヵ国の首脳
も出席した（27）。
習近平国家主席が一帯一路を強力に推し進める理由はさまざま挙げられるが、それは彼が
描く中国のこれからの国家像と強く結び付いている。習近平が2018年3月20日、全人代閉幕
式で行なった演説は、老子、孔子に始まり製紙法や火薬の発明、万里の長城の建設など中国
の歴史上の功績に触れ、アヘン戦争から 170 年余り奮闘を続けてきたが、今日、中国人民は
歴史のどの時期よりも「中華民族の偉大な復興」に近づいていると謳い上げた。これまでの
指導者と比べ、習近平の際立つ特徴は中国の歴史に対する強い関心であり、社会主義者であ
ること以上に、彼は間違いなく強烈なナショナリストである。さらに習は、社会主義だけが
中国を救うことができ、
「中国の特色ある社会主義」だけが中華民族の偉大な復興を実現でき
ると訴え、
「社会主義現代化強国」を建設するとした（28）。彼が、中国が歴史的に偉大な国家
であったことを強く意識していることに疑いはなく、今まさにその復興を意味する新たな
「現代化強国」建設に邁進しているのである。その実現につながる一大プロジェクトが一帯一
路構想なのである。
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アジア開発銀行（ADB）によると2030年までにアジアで必要となるインフラ建設は、年間
1.7 兆ドルで、合計で 26 兆ドルに上る（29）。このことに中国が目を付けたのである。習指導部
は明らかにしていないが、中国による総投資額は約 10 年間で 1.5 兆ドルに及ぶという試算も
ある（30）。そればかりか国内経済的には、一帯一路は非効率に悩む中国国有企業にインフラ建
設の機会を提供し、その過程で過剰生産にあえぐ鉄鋼、セメントなどの企業に新たな市場を
提供することが期待される（31）。もとよりそれは貿易相手国の多角化に資することも想定され
た。
さらには、沿岸部との所得格差が問題となっている内陸部（西部）開発にもつながり、少
数民族が多いこの地域での治安や社会的安定に寄与することになると考えられている（32）。
また海のシルクロード構想の中心プロジェクトである南アジアや東南アジアにおける港湾
建設や、そこからパイプラインを通じて原油を中国に輸送する計画は、現在中東からの原油
輸送船のほとんどが通過しているマラッカ海峡に対する過剰な依存を緩和し、中国のエネル
ギー安全保障に資することが期待されている。
2019 年 10 月 20 日から浙江省烏鎮でインターネット世界大会が開催され、習指導部はネッ
ト統制で作り上げた独自のネット空間を、一帯一路域内の国々に広げる動きを加速させた。
中国国内での統制は、国民の身分証、顔認証、携帯電話番号、銀行口座を一体で管理する仕
組みである。これを一帯一路参加国に広めるのが「デジタルシルクロード」構想である。参
加国側にもメリットがある。一般に中国は参加国の国内政治について注文をつけることはな
く、
「中国流の世論統制を導入して統治の安定を図りたい政権もある」からだ。そのうえ、フ
ァーウェイのように欧米勢より価格競争力がある企業も多く、インフラ整備の費用負担が軽
くなる（33）。デジタルシルクロード構想により、国境をまたぐ e コマースを増加させ、人民元
の国際化を促進しようという考えもある（34）。人民元のデジタル化の動きもその観点から理解
することができるのである。
もとより中国は、一帯一路各国のインフラ整備を支援することにより、近しい国々を増や
し、そうした国々に対する影響力を獲得することを意図している（35）。中国のこうした政策は、
たとえ積極的に権威主義的な政権の増加を目指そうとはしていないにしても、結果的にそう
いう性格の政権を支えることにつながることが予想できる。加えて一帯一路は米国の包囲網
に対する対抗戦略の側面を有していることも否定できない。
それでは一帯一路構想にどのくらい経済合理性があるのであろうか？ 前述の JETRO の
「中国年次報告」では 2017 年度の貿易総額に関し、一帯一路沿線国をみるとインド（16.5%
、マレーシア（10.8%増）、パキスタン（5.9% 増）などが増加したと述べられている（36）。ま
増）
ずは一帯一路沿線国にインドを加えるべきかどうかが議論されなければならないが、そのイ
ンドを加えたとしても中国の総貿易額に占める各国のシェアは、インド 2.1%、マレーシア
2.3%、シンガポール 1.9%、タイ 2.0%、パキスタン 0.5%、サウジアラビア 1.2%、ロシア 2.0%
となっており、一国あたりで捉えると決して大きくはない（37）。EU、米、ASEAN、日、韓の
トップ5のシェア合計55.9%と比べれば違いは歴然である（38）。しかも上記沿線国は一帯一路参
加国のなかでも比較的経済規模の大きな国々である。今ひとつ特徴的なことは、このなかで
国際問題 No. 689（2020 年 3 月）● 33

習近平政権の対外経済戦略―危機感と野心のはざまで

一帯圏に属するのはロシアだけである。その他の一帯圏の代表国である中央アジア 5 ヵ国の
カザフスタン（人口 1840 万人、GDP1705 億ドル）、ウズベキスタン（3266 万人、同 412 億ドル）、
トルクメニスタン（541 万人、同 441 億ドル）、キルギス（639 万人、同 80 億ドル）、タジキスタ
ン（893 万人、同 75億ドル）の人口規模は、ウズベキスタンを除くといずれも決して大きいと
はいえない。また経済もウズベキスタンを含め豊かとはいえない（39）。これにモンゴル（323万
人、同122億ドル）を加えても景色は変わらない（40）。これらの国々にどの程度中国によるイン

フラ投資を吸収する力があるのであろうか？ 米国のシンクタンクである世界開発センター
は2018年3月の報告書で過剰債務に陥る可能性がある国として、キルギス、モルディブ、ラオ
ス、ジブチ、モンゴル、モンテネグロ、タジキスタン、パキスタンの8ヵ国を挙げている（41）。
しばしば指摘されるところは小国側が「債務の罠」に陥るのではないかという警告であるが、
中国側からみれば、想定どおりに一帯構想が進まないばかりか、不良債権を積み上げるとい
う結果をもたらしかねないということになる。そのほか、一帯構想の柱である鉄道輸送に関
しては軌道（線路の幅）の違いによる数次に及ぶ積み替えの問題（42）、振動による精密機器に
対する障害など、一帯圏の経済成長に関して決して無視できない問題が存在する。
一路構想のほうは中国第3の貿易パートナーであるASEAN諸国を含むだけに必ずしも展望
は暗くない。陸に比べ海は古代から比較的容易な輸送路であり続けてきた。それでも小規模
経済にとって大型インフラ投資の負担は重い。スリランカは中国資本を中心に13億ドルをか
けてハンバントタ港を整備したが、高い金利の返済負担が重く、99年の長期間にわたる運営
権を中国に譲渡した。また、中国の支援で建設されたミャンマーやパキスタンの港湾から原
油を中国に輸送するパイプラインも、ミャンマールートで中国の消費量の約6%、パキスタン
の場合もそれほど大きく変わらないと考えられることから、マラッカ海峡の代替にはならず、
中国のエネルギー安全保障に対する貢献は限られている。そして何よりもパイプラインは、
例えばミャンマー雲南ルートは 800 キロもあり、破壊行為に対して極めて脆弱である。加え
てスリランカ同様、返済負担からパキスタンもグワダル港の43年間の利用権を中国に譲渡す
るところとなった（43）。
中国にとっても一帯一路関連の投資は盛り上がらないという声もある。収益率が低いわり
にリスクは高く民間企業は二の足を踏むというのだ。そのため大半が国有企業による投資と
みられている。開発金融機関のある幹部は「途上国のインフラ投資で融資対象になりうる案
件は少ない」と語っている（44）。それにもかかわらず、定年制を廃止し任期を延長した習近平
の権力は絶大で個人崇拝の色彩さえ帯び始めている。習国家主席肝いりの事業に後退の文字
はなく、
「一帯一路といえばどんな計画にも予算が付く」と、中国政府内部でさえ財政負担の
増大を懸念する声が上がる（45）。一帯一路プロジェクトに参加する国有企業には潤沢な補助金
がついているのだ。
一帯一路構想には、デジタルシルクロード計画や高速鉄道建設などハイテクを活用する案
件も多い。それを支えるのが「中国製造2025」だ。これは2015年に習指導部が打ち出した産
業政策で、次世代情報技術や新エネルギー車など10の重点分野と23の品目を設定し、製造業
の高度化を目指す構想である。関連産業に対する金融支援や、基盤技術の向上のための補助
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金など施策を相次いで打ち出している（46）。
米国が中国での補助金を問題としているのは、WTOが輸出を促進するための企業への補助
金を原則禁止しているためである。WTO はそれ以外の補助金についての報告も求めている
が、中国はそれに関する報告をほとんどしていないといわれている（47）。以上みてきたように、
補助金は中国の「国家資本主義」の根幹とさえ言える。加えて地方各省は補助金を梃子に産
業を誘致し、税収や雇用を競い合う仕組みで中国の高成長を支えてきた。以上のことから習
政権にとって影響の大きい補助金の撤廃は受け入れがたい。そのため米国政府に、実際に補
助金を出しているのは地方政府だとして、全容の把握や取り締まりが難しいと応答している
のである（48）。
さらに、外国企業から苦情が多いのが、中国企業との合弁が進出の条件であったり、技術
の移転を強要されたりすることだ。こうした「特定措置の履行要求」は、WTOのルールに違
反するため、これを米国政府は批判しているのである（49）。このように中国が高度技術の移転
や開発を極めて重視していることは明らかである。
米国との貿易摩擦のもう 1 点の問題は知的所有権の侵害である。これは中国政府というよ
りも中国の企業によるものであるが、サプライチェーンが複雑となり、その連携が緊密とな
ったため、いっそう知的所有権の侵害が増加しているという分析もある。さらには中国企業
間でも盗用が頻発しているとの指摘もみられる。いずれにせよ補助金、技術移転の強要、知
的所有権侵害問題は、技術覇権をめぐる米中間の熾烈を極める争いであるだけに根は深い。
おわりに
本稿の冒頭で、グローバルな経済ガバナンスとの関係で中国をどう評価すべきか問うた。
（50）
で中国などを
I・ブレマーはその著書『自由市場の終焉―国家資本主義とどう闘うか』

国家資本主義と断じ、それを「政府が主に政治上の利益を追求するために市場を主導する仕
組みである」と定義している。彼の考えは、基本的にはトランプ政権を中心とするワシント
ンで支配的な中国観と軌を一にする、ある種の異質論である。しかしながら中国が、政治目
的を優先するのであれば、すなわち経済合理性を二の次に考えるのであれば、なぜ中国がこ
れだけの成長を果たしてきたのか、あるいはこれからも深刻な脅威となるほど成長していく
のか、という問いにブレマーは答えていない。
『米中戦争前夜―新旧大国を衝突させる歴
史の法則と回避のシナリオ』を著し、クリントン政権で国防次官補も務めたハーバード大学
教授のG・アリソンは、
「中国政府の『政党指導の資本主義』が、貧困の激減など経済発展の
面で大きな成功を収めてきたのは明白だ。40年前から、政党指導の市場経済は他の経済シス
テムよりも高度で持続的な発展を成し遂げてきた」
「
『経済発展には個人の自由が不可欠だ』
と長年言われてきたが、中国は必ずしもそうではないことを証明している」と語っている（51）。
「ビッグデータとAI
電子商取引のアリババ集団の創業者、馬雲（ジャック・マー）に至っては、
を組み合わせれば、国が資源配分を差配する計画経済が機能する」とまで言い切っている（52）。
デジタル国家資本主義成功の予見である。
習近平政権の対外政策に関するわれわれの検討も国家の指導性が強いことを確認した。し
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かしながら、その将来展望に関しては検討結果が異なっている。そもそもこれまでの輸出主
導の経済成長を牽引してきたのは、外資であり民間企業である。しかしながら過剰な輸出は
貿易摩擦を引き起こし、中国は内需拡大ならびに対外経済関係の多角化という構造転換を図
る努力を重ねてきたのである。しかし、内需拡大はままならず、RCEP はいまだ締結に至ら
ず、EUとの投資協定交渉も緒に就いたばかりである。一帯一路という国家主導の壮大なビジ
ョンも先行きは確かではない。中国製造 2025 もトランプ政権のやり玉に挙がってしまった。
そもそもシルクロードは瀟洒品を運んだエリートのための回廊であったのであり、経済の
大動脈であったわけではない。果たして習近平の歴史的ロマンティシズムにどれだけの現実
性があるのであろうか。時が証明することになる。
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