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李克強首相が「中国経済のアップグレード」に再三言及、上海で自由貿易区のテストか李克強首相が「中国経済のアップグレード」に再三言及、上海で自由貿易区のテストか李克強首相が「中国経済のアップグレード」に再三言及、上海で自由貿易区のテストか李克強首相が「中国経済のアップグレード」に再三言及、上海で自由貿易区のテストか    

3 月 27 日から 29 日まで、李克強首相は、江蘇省、上海市を視察し、「われわれは開放を

持って改革を促していく勇気と智慧で、中国経済のアップグレードを実現していこう」と

語った。 

それに先立つ 3 月 17 日の首相記者会見の席上で、李首相は初めて「中国経済のアップグ

レード」という概念を打ち出し、注目を集めた。3 月 25 日に、中国発展ハイレベル•フォ

ーラムの外国からの参加者との面談の際、李首相は再度その概念に言及した。 

中国の政府関係の学者の説明では、経済のアップグレードとは、伝統的な経済発展モデ

ルから、投資による発展の段階を経由して、これからは創新（イノベーション）の段階に

入り、人口配当や土地配当にあまりにも依存した様式から、改革によって制度的な配当を

創りだしていくものであるという。 

江蘇省、上海市でも視察期間中に、李首相は、「開放をもって改革を促す」と言い続け、

さらに注目を集めた。 

1978 年以降、中国の政治的な言葉の中では、「改革」と「開放」は始終並列していた。

1990 年代の終わりごろ、WTO に加盟しようとするときに、中国では初めて「開放をもっ

て改革を促す」という言い方が登場したが、当時では主に WTO に加盟することによって、

国際的なルールで国内市場や制度を作っていくと考えられていた。2001 年に WTO が正式

に中国の加盟を認め、その後はこの概念も言われることがなくなった。反対に、「外資系企

業の超国民的な待遇を解除すべきだ」という声が徐々に高まってきた。現在このような言

い方を掘り起こし、李首相は何を考えているのだろうか。 

中国のメディアの報道を読む限り、李首相のこの言い方は、上海での総合保税区をベー

スにして自由貿易区をテスト的に創りだし、さらに開放型経済の体制メカニズムを模索し



ていこうというものだ。 

上海市にはすでに総面積 28 平方キロメートルの総合保税区があり、そこには洋山保税港

区、外高橋保税区（外高橋保税物流パークも含む）および浦東空港総合保税区がある。 

つい最近、上海は国の関連部門に上海総合保税区の自由貿易区への転換申請を提出した。

そして、今、李首相の態度表明があったことで、その申請はまもなく許可される見通しで

ある。 

上海の総合保税区は、税関の特殊管理区域である。中国の税関特殊管理区域と世界自由

貿易区の違いは、主に三つある。まずは、政府の管理の理念が違う。それは、これまでの

貨物に対する管理を企業に対する監督に変え、これまでのあまりにも細かい管理を停止す

る。また第二に、貿易の開放度である。現在の貿易障壁、国による枠の制限などは、さら

に緩和されていく。第三に、政策の開放度である。おもに外貨政策、税収政策の面で、自

由貿易区では外貨政策の開放が行われ、税収政策にも国際的な競争力を持たせるようにす

る。 

中国、アジア太平洋市場の成熟にともない、多国籍企業は保税区での保税、免税政策を

利用してその他の業務を展開している。これによって上海外高橋保税区は、国際貿易技術

サービス産業の育成を目指している。これまでの高橋保税区では、企業がその他のグルー

プ企業の機械類の保守点検程度の業務しかできなかった。 

上海だけでなく、中国その他の都市でも税関の特殊管理区域を作り、積極的に自由貿易

区を作ろうとしている。たとえば、蘇州工業パークはその中のひとつであろう。 

長年の模索によって、上海総合保税区は、自由貿易区の機能を持とうとしている。中に

は外貨管理の緩和、区と港の一体化作業、輸出入基地としての利便性、融資リース、先物

保税受け渡し、保税倉庫の貨物を担保にして融資を受けるなどの業務を少しずつ展開して

きた。この保税区の貿易の利便性は絶えず高まっている。 

メディアの報道をまとめてみると、自由貿易区のテスト的な運行によって、上海総合保

税区だけではなく、上海を「制度創新の池」にして、一連の市場メカニズムを活性化させ

ていく模索もここで展開されていくとされている。たとえば、外貨管理については、区内

では一定の条件に符合する企業が「有限的な本船渡し（離岸）の地位」を与え、本船渡し

貿易、航空貿易と金融業務を発展させる。そのようなハイレベルのサービスによって、外

国の同業者と競合する際、有利な立場を持たせることができるものである。 

 

 

住建部、スマートシティを構築するためのマンデートを住建部、スマートシティを構築するためのマンデートを住建部、スマートシティを構築するためのマンデートを住建部、スマートシティを構築するためのマンデートを    

新華社ネットの報道によると、住宅・都市農村建設部建築省エネ・科学技術局が主催し

た「スマートシティを構築するためのマンデート作成研修会」が 4 月 10 日、北京で開催さ

れた。研修会によると、国家開発銀行からの 800 億元超の融資に続いて、他二行も国家開

発銀行と同等かそれ以上の融資枠を提供することを確約した。更に 4 月初めにその他投資



機関と 2000 億元の投資枠について合意がなされ、おおまかな計算で、スマートシティの関

連投資額が 4400 億元を超える見込である。 

研修会には、各省の住宅と都市農村建設庁担当部署の責任者や、最初に国家スマートシ

ティ試行対象地に指定された 90 の市、県や区、鎮、スマートシティを申請した 30 余都市

の代表、金融機構や企業の代表らが参加した。 

住建部建築省エネ・科学技術局の郭理橋副局長は研修会で挨拶し、これからは住建部が

スマートシティを構築するためのマンデートを試行都市と調印する段階に移り、4 月末まで

に専門家による試行都市（区、鎮）のマンデート評価・審査を行い、合格した推奨契約都

市のリストと書類を住建部に提出することを発表した。また、5 月初めに、住建部が承認を

得た上で、各省の住宅と都市農村建設庁担当部署がスマートシティを構築するためのマン

デートを試行都市（区、鎮）と調印する段取りを進めていくと指摘した。 

関係筋によると、スマートシティの試行都市に指定された地方政府は、意欲は高いもの

の、事業内容や技術標準などの知識が乏しく、資金が最大の関心事であるという。研修会

に参加した政府幹部は、住建部と国家開発銀行の話として、各試行都市が国家開発銀行の

融資だけに頼らず、資金調達に早期に動き出し、様々な調達ルートを試みてほしいと指摘

した。 

 

 

「中所得国の罠」回避にはサービス業の改革は必須「中所得国の罠」回避にはサービス業の改革は必須「中所得国の罠」回避にはサービス業の改革は必須「中所得国の罠」回避にはサービス業の改革は必須    

今年第一四半期の経済減速への懸念が高まり、「中所得国の罠」論は再び脚光を浴びてい

る。 

「中所得国の罠」とは、国の一人あたりの所得が一定水準に達すると、経済成長が鈍化

する現象を言う。かつて中国政府の誇りだった「世界の工場」という言葉自体、今の世界

市場から見ると大げさに聞こえる。2009 年以降の国内総生産（GDP）比の純輸出に占める

割合は、著しくマイナスに逆転した。この逆転は現状をよく物語っている。 

困難に陥った製造業で、中国は新たな成長ポイントを探し始めた。サービス業に目を向

けるな、と言いたい。 

中国は独特な産業構造を持っている。国際通貨基金 (IMF)によると、中国が実際に利用

している生産力の潜在生産力に占める割合は 2008年前の 80%から 2012年の 60%に下落し

たものの、サービス業への投入不足のため、資金と労働力の二重不足に陥っている。独占

や政府管理の不備により、金融、教育、医療サービス業では供給不足と価格の高止まりが

起きている。それは更に以下のような構造的問題を誘発している。 

まず、中国のサービス業従事者数の労働力総数に占める割合が僅か 34%で、同 81%のア

メリカはもちろん、60%のマレーシアにも及ばない。今の中国のような発展レベルであれば、

50%が普通である。医療、金融、教育業の従事者の不足が特に目立つ。 

第二に、個人消費の GDP に占める割合が 2000 年の 60%超から 2010 年の 50%弱にまで



下落した。サービスの供給不足に消費が抑えられたのである。医療、教育、金融サービス

は利用しにくく、価格が高い。中国人の間でも頻繁に話題に上っている。 

第三に、不完全なサービス業は貿易にも影響を及ぼす。サービス業は製造業のような高

い「トレーダビリティ」と資本集約度を有しない。製造業が支配的地位を占めると、対外

貿易の変動を激化させ、国内資本と労働力配置のバランスを崩す。更に、ハイリターンに

より投資を持つ少数の人への富の集中が不可避で、不公平を深刻化させる恐れがある。 

一方、発展したサービス業が中国経済の強力な後押しになることは想像に難くない。で

は、どうするのか。 

理論的には、答えは至って簡単である。高額の固定資産投資（即ち不動産など長期資産

に回るお金）をサービス業にシフトすれば良い。事実、長期にわたる供給不足のため、金

融、教育、医療を始めとするサービス業は、製造業以上のハイリターンを持つ可能性が高

い。投資の規制を撤廃すれば、政府が動員しなくても、大量の民間資本が流入するだろう。

投資がサービス業に向けられることで、大学卒業生の構造的失業の問題が緩和され、賃金

も上がり、所得配分もより公平になり、クリエイティブサービスの消費も促され、投資や

外需への依存も軽減する。中国政府が頭を抱える一連の厄介な問題が一気に解決すること

になる。 

しかし、これはあくまで理論的な話である。実際、国有企業が独占・主導し、政府が高

度に規制する金融、教育、医療サービス業では、強力な既得権益者が現状の不完全な状況

を維持しようと、民間資本（外国資本含む）の参入に強く抵抗している。既得権益者に乗

っ取られた形のこの局面を打破できるかどうか、十八回党大会で選ばれた新しい指導グル

ープの改革の決意と能力が問われる。 

 

 

上海、エネルギー消費拡大を規制、排出権取引を近く開始上海、エネルギー消費拡大を規制、排出権取引を近く開始上海、エネルギー消費拡大を規制、排出権取引を近く開始上海、エネルギー消費拡大を規制、排出権取引を近く開始    

ロイター4 月 10 日の報道によると、上海市は中央政府が定めた二酸化炭素排出とエネル

ギー消費目標を達成しようと、エネルギー消費を初めて規制し、年内にも二酸化炭素排出

権取引を開始する見通しである。 

市長弁公室主催の省エネ会議における上海市政府の報告では、今年のエネルギー消費量

を標準石炭換算で 1.184 億トン以内に抑える目標が打ち出された。 

これは、上海の今年のエネルギー消費増加率を 4.18%以下に抑えなければならないこと

を意味するが、過去 2 年間の増加率はそれぞれ 3.83%と 0.93%だった。 

上海市政府は、製造業、輸送業、建築業に対する排出削減策が、エネルギー消費の削減

と地元の大気汚染源である一酸化二窒素や二酸化硫黄の排出抑制につながることを期待し

ている。 

上海市政府は、同計画によって単位国内総生産(GDP)の二酸化炭素排出量を前年より

3.5%削減できるとしている。 



中国は 2020 年までに、経済活動における二酸化炭素排出量を 40-45%削減することをコ

ミットしており、各地政府にブレイクダウンする形で二酸化炭素排出とエネルギー消費の

数値目標を定めた。 

中央政府の計画では、上海は 2015 年までに、2010 年と比べて、単位 GDP の二酸化炭素

排出量を 19%、エネルギー消費量を 18%削減することを義務付けられている。 

上海市は中国が今年から試行する二酸化炭素排出権取引 7 都市の一つである。 

火曜日に公表された報告によると、上海市は上半期に排出権取引を開始しようとしてい

るが、ある具体的なスケジュールによると、二酸化炭素排出枠に関するルールづくりが 2013

年末にずれ込む模様である。 

 

 

中国では住宅価格のうち、中国では住宅価格のうち、中国では住宅価格のうち、中国では住宅価格のうち、61616161％は政府の取り分か％は政府の取り分か％は政府の取り分か％は政府の取り分か    

4 月 1 日の夜 6 時半ごろ、大手ポータルサイトの新浪（SINA）と搜狐（SOHU）は、ト

ップページに「全国工商連合会の統計によると、住宅価格のうち、61％は政府に持ってい

かれている」という記事を掲載した。その記事はあまりにも多くの注目を集め、数多くの

書き込みが殺到した。しかし、3 時間後に、双方のそのページからは同記事がこつ然と消え

た。 

記事のタイトルは過激だったが、内容を読んでみると、「中央人民放送局」の番組の中で、

取材を受けた人物、「中央テレビ局証券財テクチャンネル」の鈕文新編集長が不動産関連の

コメントとして、「全国工商連合会は、非常に重要な統計を持っています。その統計が明ら

かにしているのは、住宅価格のうち、61％は政府に持っていかれたというものです」と発

言したものだった。ただし、工商連の調査データの原文はどこにあり、調査内容はまたど

のようなものであったのかについては編集長は言及しなかった。 

現在、全国工商連が実際にそのような調査をしたのかどうかはわからない。しかし、こ

れはとりわけ人をびっくりさせるような情報ではない。「不動産価格」は中国でもっとも注

目される言葉であり、なぜ住宅の価格がこんなに高くなっているのかについては、さまざ

まな説がある。現在、大衆の怒りはディベロッパーに向いているが、それは経済学的に物

事を見ているわけではなく、ディベロッパーにもさまざまな問題があるためであろう。 

中国の不動産価格は、何によって高くなっているのか。商品の価格は供給と需要によっ

て決まるが、不動産も同じである。需要については、ここ数年に貨幣の流通量が多すぎ、

流動性が速すぎて、大量の資金が不動産に流入し、投資と投機によって不動産価格が引き

上げられた。供給の面から言うと、不動産のうち、最大のものが土地であるが、土地は政

府によって制御されている。相対的に見て、ディベロッパーは数が多く、互いに競合して

おり、土地を獲得するためには高い価格を出して買うしかない。その結果、住宅の定価も

高くなる。さらに、政府が徴収する多くの税金なども住宅価格を高めていく。 

土地の収入と税金の収入を合せて、政府の収益が住宅のなかで占める比率について、10



年ほど前からメディアでは議論されてきた。しかし、正確な統計はない。ディベロッパー

などによる推計、または専門家の推計はあるが、低くても 3 割、高い場合は 5 割と言って

いる。今回、61％説が出たが、これが高いかといえば、そうでもないようだ。JP モルガン

での勤務経験のある経済評論家の謝国忠氏は、ある演説で 70％と見積もっていた。「フォー

ブス中国語ネット」の周建工編集長は、「国家統計局と財政部のデータから推計すると、政

府と銀行はあわせて住宅収入の 75％を得ている」と言う。 

土地の譲渡は、地方自治体の主な収入源であり、税金はさらに削減できないものである。

自治体は収入を得たいが、同時に住宅価格を低く抑えていく役割も果たさなければならな

い。 

このふたつは相反するものである。そんな中で政府は、住宅価格の構成内容についての

調査は一向にしたがらない。調査しても、そのデータは公表しない。これは理解できるも

のである。上記の記事は 3 時間後に消されたが、おそらく全国工商連が関連の調査を実際

にしていたとしても、絶対に公表されないものと思われる。 

 

 

中国の地方債務はほんとうに制御不能か中国の地方債務はほんとうに制御不能か中国の地方債務はほんとうに制御不能か中国の地方債務はほんとうに制御不能か    

4 月中旬、国際通貨基金（IMF）やゴールドマン・サックスなど権威ある国際組織が中国

政府の債務に懸念を示し、格付け会社フィッチやムーディーズも中国国債の格付けを引き

下げた。だが、大方の見方は、当面の中国経済は諸指標から見て制御可能な範囲にあり、

安定した経済成長を維持可能で、大きな浮き沈みは偶発的なものだとしている。しかし、4

月 17 日午前 11 時近くに、中国の権威ある雑誌「財経」は自社サイトで「公認会計士協会

副会長、中国の地方債務は制御不能」と題した記事を掲載した。その刺激的な見出しとと

もに、わずか 1 時間の間に大数の中国語サイトに転載された。 

同記事によると、中国国内最大の会計事務所の一つ、信永中和会計事務所の張克社長が

英ファイナンシャル・タイムズ紙の取材に応じた際、同社が「地方債務のリスクを懸念し

て、地方債発行の会計検査業務を全面的に停止した」と述べた。同氏は中国公認会計士協

会の副会長も兼任する。 

同氏は「一部地方政府の債券発行を会計検査したところ、大変危険な状況にあることに

気づき、身を引いた」とした上で、「その多くは返済能力が弱く、大変深刻な事態にまで発

展する恐れがある」と指摘した。 

また「すでに制御不能な状態になっている。危機を引き起こしかねない。ただし、債務

は先延ばしされたため、長期債務と化しており、いつ危機になるかは言い切れない」とも

述べた。 

中国の地方債務は（2007 年の）米国の住宅市場の崩壊を上回る金融危機にまで発展する

恐れがあると同氏は見ている。 

張氏が兼任する中国公認会計士協会は政府組織であり、本人は「体制派」と見られる。「そ



のような人物がここまで厳しい発言をすることはまれだ」とメディア関係者は言う。 

地方政府は、公共施設や道路整備など社会インフラのプロジェクトに投資する場合が多

く、債券を新規発行して旧債務を返済することしかできない。 

そのため、「新規発行で返済することしかできない。しかし、このやり方ではいずれ破綻

する」と指摘された。 

政府所有の投資会社が発行する債券は、ほとんどの場合、国内の格付け会社から最高の

レーティングをもらう。省や市政府の保証が付くと思われがちだからである。だが、張氏

は政府の保証をあまり信用していない。同社の場合、確実に債務を返済できる相手からの

み債券発行の検査業務を受注する。 

「いざという時、責任を取るのは政府ではなく、会計事務所と銀行だ」と同氏は言う。 

前出記事は財経ネットが報じて注目を集めたが、中国語版初の発表は「ウォール街見聞」

というサイトだった。筆者の調べでは、同サイトは海外の中国系金融関係者（ベンチャー

キャピタルが支援する可能性も）が開設した独立系ブログである。同サイトによると、掲

載記事は世界各地の金融センターに勤めるフルタイムまたはパートタイムの編集者の投稿。

前出記事に関しては、張氏の発言は英ファイナンシャル・タイムズのインタビューで述べ

たもので、ファイナンシャル・タイムズ（FT）紙は自社の英文サイトに掲載した(見出し：

China local authority debt ‘out of control’)が、現在中国で広範な影響力を持つ FT 紙の

中国語サイトにその中国語版も掲載している。 

1 ヶ月前の「必読」の記事で中国の債務リスクに注意を喚起したが、そのリスクが近く噴

出し、最終的に危機にまで発展する可能性は低いと思われる。張氏の「大変深刻」という

判断は、本人の経験を根拠にしているようで、個別の経験に基づく判断は統計学的には過

大評価するには値しない。 

かといって、危機を予言し、それが的中する人は往々にして少数派である。その意味で

は、張氏の発言を大げさだと言って耳をふさぐわけにはいかない。中国のインフラ整備に

深く関わる日系企業にとって、中国の政府債務リスクを慎重な目で見極めることは決して

無駄ではない。 

 

 

二二二二    中日関係中日関係中日関係中日関係    

 

軽蔑されると同時に人気を呼ぶ中国の「抗日神劇」軽蔑されると同時に人気を呼ぶ中国の「抗日神劇」軽蔑されると同時に人気を呼ぶ中国の「抗日神劇」軽蔑されると同時に人気を呼ぶ中国の「抗日神劇」    

 中国のテレビ画面に氾濫している抗日ドラマは、別名「抗日神劇」と言われている。「神

劇」の「神」は、「神話」の「神」及び中国語では気が狂っているということを指す「精神

病」の「神」という両方から来ている。4 月 10 日、中央テレビ局の番組が、その神劇を厳

しく批判した。 

 「手榴弾で日本軍の爆撃機を撃ち落とし、剣で日本軍の大砲を切断してしまう。革ジャ



ンパーを着て、アメリカ製のサングラスを掛け、さらにハーレー・ダビットソンに跨り、

日本軍と戦う。これは抗日ドラマなのか、それとも抗日 SF なのだろうか。侵略軍を足で蹴

ったら、百メートル先まで飛んでいってしまう。あまりにもひどく、粗製濫造で、残酷な

シーンも笑いにしている。一部の抗日ドラマは、視聴者にとってもはや耐えるに耐えられ

ないものとなっている」 

 番組の司会者は、「横店影視城（浙江省東陽市にある映画撮影所）の統計に、2013 年 1

月 30 日から 3 月 2 日の間に、ここで少なくとも 17 日間で 10,846 人の日本侵略軍を殲滅し

たという記録がある。こんなに簡単に侵略軍を殲滅できるのであったら、われわれの苦難

の 8 年間はいったい何だったのだろう。向こうの国からそのような質問をされたら、我々

はどう答えようか」とも疑問を呈した。 

 中央テレビの番組は、その批判を 1 つのピークに引き上げた。「抗日神劇」に対する嘲笑、

批判は、今年の年頭からネットや市場メディアから徐々に広がり、中共中央の機関紙であ

る『人民日報』も、3 月 29 日、「理性を失った“抗日神劇”」という記事を掲載し、政府メ

ディアとして批判の声を上げた。 

記事で使われた言葉は非常に厳しいものであった。このような作品は「暴力を喧伝し、

昔の義和団運動の、“神功が体を護り、刀や槍は当たらない”と叫びながら、惨めな結局を

もたらしたことと同じで、頑迷、愚かであるとしか言いようがない。これまでの奇想天外

な発想は、テレビ映画の技術を使って、義和団の夢を具現化している。これはもはや目に

余るものである」と批判した。 

『人民日報』のその批判記事が出ると、即座に各ポータルサイトのトップページに転載

された。 

中央テレビの番組では、「2012 年の一年間に、横店影視城では 150 組の撮影が行われ、

そのうち、48 組が抗日の内容のもので、全体の約三割を占めた。2012 年に中国の主なチャ

ンネルでは、200 本以上のテレビ・ドラマ、70 本以上の抗日映画、抗日関連のスパイ映画

が放映されている。ゴールデンタイムでその番組を流すなど、テレビ画面のいたるところ

に日本侵略軍との戦いがあふれていた。2013 年も、その現象は続くと思われる。1 月から

3 月までにすでに撮影の始まった抗日ドラマは 30 本を超えた、と関連の統計が出ている」

との現状を報告した。 

どうしてこんなにたくさんのデタラメ「神劇」が出まわるのだろうか。 

これは中国の映画審査制度に起因している。ドラマか映画に投資する人は、当然作った

作品は最終的に国の許可を得て公開したいと考えている。中国では、どんな映画、ドラマ

も封切り前に、政府の関連部門の審査を受け、認可を得なければならない。審査の制限は

非常に多く、わずかでも審査にひっかかれば、投資はすべて水の泡になる。しかし、抗日

の内容であれば、まず政治的な間違いを犯すことはなく、通常審査で何か言われることは

ない。 

商業的な理由もある。中央テレビ局の報道では、抗日を題材とするテレビ・ドラマを作



る場合、だいたい投資の倍以上のリターンが得られる。しかも、視聴率が高い。だからこ

のようなドラマは、投資者に重宝され、テレビ局も喜んで流すのだという。 

ここに、1 つの矛盾がある。一方では「抗日神劇」に対して、中国国内でも厳しい批判が

あり、軽蔑もされる。その一方で、市場で大変な人気を呼んでいる。この矛盾は、理解し

にくいものであろう。 

しかし、その内情は、実はそう複雑なものではない。中国のある新聞は、「抗日神劇」の

視聴者について、3 月に調査を行った。この調査によって、まず、視聴者のほとんどが高卒

以下の学歴の人で、さらに収入が低く、月給が 3500 元以下であることが明らかなった。遠

慮のない言い方をすれば、その視聴者は百年前の義和団と同様、社会の最底辺におり、貧

困と愚昧の人々である。昨年 9 月に吹き荒れた反日の嵐の中、日本ブランドの車を襲い、

日系スーパーで略奪行為をした人もまた、このような人々であった。 

4 月 11 日、フェニックス・サイトが、「抗日戦争の時、日本兵はどれほどの戦力を持って

いたか」という特集を組んだ。「われわれが“神劇”のスクリーンで矮小化された日本兵を

見て、その一撃にさえ耐えられないシーンを楽しむとき、中国人はその背後にある深い劣

等感、一度は勝利したいという気持ちがどれほど隠れているかということに、気づいてい

ないのだろう。劣等感を抱いているがゆえに、相手を醜悪化する。勝利したいがゆえに、

相手を軽く見る。現実離れした夢は、一般大衆の記憶にある苦難に満ちた抗日戦争をすり

替え、浅はかな憎しみや安っぽい復讐と殺人から快感を得ようとしている。それはちょう

ど低俗な“憤青（怒れる若者）”のニーズに合わせたものである。それはまた、好戦的な気

持ち、戦争を子供のゲームと見なし、暴力で問題を解決していく傾向を示している。昨年 9

月 15 日のデモでは、すでにその結果が実証された。これは、われわれが深く反省すべき問

題ではないか」 

非常に透徹した論説で、知識と教養のある、中国社会では中流ぐらいの人の考え方を反

映していると思う。ただし、このような考え方が中国ではまだ大多数とは言えないことを、

嘆くばかりである。 

 

 

ある「タカ派将軍」がサイトで遭遇した意外な反応ある「タカ派将軍」がサイトで遭遇した意外な反応ある「タカ派将軍」がサイトで遭遇した意外な反応ある「タカ派将軍」がサイトで遭遇した意外な反応    

常に主戦論を声高に主張している解放軍「タカ派」の代表人物であり、軍事科学院世界

軍事研究部副部長の羅援少将は、さる２月 22 日に「微博（ミニブログ）」のアカウントを

開設した。彼のこの「微博」は、たちまちインターネット上で炎上した。数えきれないほ

どの網民から熱い支持が得られるだろうと思っていた自信満々の羅将軍にとって、袋叩き

されるのは思いもよらなかったことで、周章狼狽した。 

羅援氏は、微博で初のつぶやきとして、「（軍人として微博を始める）許可が下りた」と

記した。「ここは非常に重要な輿論の陣地であり、自分は声を出さなければ他の人が騒ぎ、

しかも他人の声になりすまして騒ぐ」と付け加えた。羅氏は、今後国防の安全、軍隊建設



などの分野でインターネット読者と交流したいとし、軍人として微博にアカウントを持つ

こと自体は、「中国軍隊のさらなる開放、さらなる自信を示している」と自賛した。 

しかし、羅氏の一連の話は、解放軍のプラスのイメージを作ることにはならなかった。

羅氏の初つぶやきに対して、半数以上の書き込みには悪意がこめられていた。「あなたたち

は中国共産党の軍隊であり、国の軍隊ではない。なのに、なぜ納税者の血税を使うのか」

という詰問も殺到した。 

羅氏が、微博で「解放軍は、外に対して国の権利を争い、内に対しては国賊を懲罰する」

と発言したことも、激しい論争を引き起こした。著名な学者である呉祚来氏は、さっそく

「羅将軍に説明してもらいたい。国賊とはなにか。あなたのような将軍こそ国賊と見なさ

れると言う人もいるが、あなたはそれを認めるか。認めないのなら、その理由は何か。国

賊はレッテルであり、だれにそのレッテルを貼ることも可能だ。あなたに貼ってもいいで

はないか。中国の軍隊は平和を守る力であり、あなたのような戦争マニアは、国賊である

だけでなく、人類の公敵だ」と糾弾した。 

羅氏は、「国賊」について説明をした。「分裂主義者であり、国の利益を売る犯罪者」と

定義した。すぐにそれに対して、羅氏がそのような政治的な話をするのは明らかに「軍人

が政治を干渉すること」であると批判され、また「国内市民に対して戦争をしたいのか」

と問いただす声もあった。 

その後の数日間に、羅援氏の微博には数十万のフォロワーが付いたが、羅氏を攻撃する

声も波紋が広がってゆくように拡大していった。羅氏は高級幹部の子弟（その父親は中共

の元老である羅青長氏）であり、羅氏の弟はアメリカに会社を持ち、羅氏本人は 1979 年の

対ベトナム戦争の際、危険を逃れて戦場に行かなかったと言われ、また一日たりとも兵隊

を指揮したことはないのに将軍になった、などとさまざまな疑惑が大波となって打ち寄せ

た。 

羅氏を支援する声もまったくないわけではなかったが、あまり目立つものではなかった。

大波となって打ち寄せた批判、質疑、嘲笑の中、数日後には羅氏は、微博上の他人の発言

に対してなんら回答しなくなった。 

この事は、中国の多くのメディアを驚かせた。正直に言えば、われわれも意外に感じて

いる。普通の人の印象としては、中国インターネットの民意には、暴力、偏見が溢れてい

ると思われ、ほんの少しの見方の違いでも、すぐに罵詈の言葉を浴びる。アメリカ、日本

に対しては、常に罵っている。そのため、羅氏のような「タカ派」の代表的な人物、現役

の軍人は、インターネットの民意には支持されるはずだと思われたが、現実はまったく違

っていた。 

このような輿論に対して、すぐに分析の結論は出せないだろう。ただし、おそらく「民

族主義」（または「愛国主義」）は、中国ではそれほどしっかりした民意の基礎があるわけ

ではなく、特にその「主義」が雲の上の存在となったり、あるいは特権を持っている政府

要員によって代弁されるようになったりすると、かえって民衆から嫌がられる。あるイン



ターネットの読者は、「私は愛国者です。しかし、羅援のような人からの愛国の呼びかけを

聞くと、吐き気がします」という。 

 

 


