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1 はじめに 

 ある経済を「類型化」するにあたっては，何ら

かの比較対象が必要である.現在の中国を「非先

進国経済」の一つとして類型化を行うにあたって，

本報告では「非先進国（発展途上国）」の経済発

展モデルとしてもっとも先駆的かつ代表的なもの

といってよい，「開発主義」あるいは「開発体制

国家」モデルをベンチマークとして，それとの異

同を論じる，という手法を採用したい． 

 アジア政治が専門の岩崎育夫によれば，「開発

体制」とは，独裁的，あるいは権威主義的な政権

がその体制の維持を目的とし，そのために国家主

導の経済発展を目指すことによって成立した政治

経済上の体制のことを指す（岩崎，2010）．また，

東南アジア経済を専門とする末廣（2000）は，

「開発体制」のイデオロギー的側面である，「開発

主義」を支える要件として，（1）後発国が先進国

にキャッチアップすることを目的とし，上からの

工業化を推進するために，政府が積極的に経済に

介入すること，（2）国内外の政治危機，とりわけ

冷戦体制以後の政治危機に対処するために，国家

が危機管理体制をとること，の二点をあげている． 

 末廣のあげている第 2 の点を具体的にイメージ

するには，「民主化運動に対する弾圧」の局面を

考えればわかりやすいだろう．たとえば，冷戦期

の「開発体制」の下では，政府が経済的なアクタ

ーとして積極的な役割を果たし，またその目的を

実現するにあたって，政府への反対勢力がしばし

ば厳しく弾圧されることも，比較的ありふれた現

象であった．例えば，スハルト時代のインドネシ

アにおけるゴルカル党の一党支配や，民主化運動

が生じる以前の韓国やフィリピンの例を直ちに思

い浮かべることが可能だろう．このように，経済

成長優先の国家運営，国内の民主化運動への強権

的な弾圧，といった点に着目するならば，そうい

った「開発体制」国家のリストに，共産党政権下

の中国をつけ加えても，それほど違和感はないは

ずである． 

 しかし，岩崎も指摘するように，冷戦体制にお

いて，基本的に米国の強力なバックアップの下，

ある意味で「横並び」的に開発体制を選び取った

他の東アジア諸国（先発国）と比べると，その強

い影響下にありながらも，東アジアの先発国が開

発体制を終わらせた後に本格的な経済開発戦略を

採用するようになった中国との差異は，存外に大

きい．たとえば，他の東アジア先発国においては，

政治体制が実際には独裁的であり，時に軍が大き

な影響力を及ぼしていたとしても，少なくとも表

面上は議会民主制に代表される近代欧米的な政治

制度を採用する，というケースが一般的であった

のに対し，中国はそういった「西側」の政治体制
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を採用することをかたくなに拒み続けている．ま

た，東アジアにおける開発体制の先発国は，少な

くとも表面的には冷戦下の国際秩序の主要なアク

ターであった米国，および地域におけるナンバー 

2 であった日本に対して，政治的に対立するよう

な姿勢を示すことはなかったのに対し，中国はこ

れらの国々に対し時に強硬な姿勢で臨むことを辞

さない． 

 さらに，市場経済原則の下で高成長を遂げる中

国経済は，従来の「開発体制国家」モデルとは，

その産業構造や技術進歩のパターン，さらには国

家と経済活動との関係など，重要な点で大きな違

いを見せている．ここでは，そのような中国経済

の類型を，ひとまず「分散型の開発体制」と名付

け，主にその経済的な面における特徴について検

討していきたい． 

 以下の節の内容について簡単に述べておく．第 

2 節では，中国という国家の社会統合のありかた

について，その国内における非均一性，および国

家と社会の間の乖離の大きさ，という，いわば

「非－国民国家」的性質に着目し，従来の「開発

体制国家」との異同について整理を行う． 

 第 3 節では，経済開発を通じた国民国家の統合

を前提とする，「開発主義」の経済政策は，経済

理論面からはどのように位置づけられるのか，生

産面での費用逓減局面に関する理論経済学の研究

成果を参照しながら議論する． 

 第 4 節では，近代における工業化と経済発展の

経路の多様性に焦点を当てた，いわゆるグローバ

ル・ヒストリー研究の知見を利用しながら，東ア

ジア地域における内発的な生産性向上のメカニズ

ムについて検討する． 

 第 5 節では，「零細な商工業者による，絶えざ

る利潤獲得競争」という現代中国における製造業

の状況に着目しながら，中国独自の「スミス＝マ

ーシャル的成長」のパターンについて検討し，第

2 節で検討した社会統合の「非－国民国家」的性

質との整合性について改めて考察する． 

2 社会統合の非－国民国家的性質について 

 末廣（2000）は，前述のように，イデオロギー

としての「開発主義」を支えた重要な要件として，

冷戦体制以後の政治危機に対処するための，国家

による危機管理体制の実施をあげている．これは，

「開発主義」がもっぱら冷戦下の自由主義陣営に

属する国家（開発体制国家）によって採用された，

という事実を前提としていた以上，ある意味当然

のことであろう．その意味では，冷戦中に社会主

義陣営に属していた中国は，末廣のあげた「開発

主義」の要件を満たしていない．しかしながら，

国際情勢の変化の中で一種の成長至上主義的なス

ローガンを国家として掲げ，同時に強い国家によ

る危機管理体制の実施を行っているという意味で

は，一種の擬似的な開発主義路線を採用している

といってもよいであろう． 

 ただ，それがあくまでも「擬似的な」ものにと

どまるのは，末廣も指摘するように，冷戦期にお

ける開発体制国家が国民国家体制を前提としたナ

ショナリズムを背景に，国民動員と国家による経

済介入を不可欠な要素としていたのに対し，現在

の中国はそのような要件を必ずしも満たしていな

いからである．もちろん，2005年の反日デモや

2008年のチベット騒乱の際，あるいは1999年の 

NATO 軍によるベオグラードの中国大使館誤爆事

件の際に見られたように，イデオロギーとしての

ナショナリズムが強固であることは現在の中国も

冷戦期の開発体制国家に決して劣ってはいない．

問題は，中国の場合，そのような国民国家イデオ

ロギーが，現実の経済・社会面における統合のあ

りかたと必ずしもぴったりと重なり合うわけでは

ない，という点である．このような現象を理解す

る上では，中国の伝統的な社会統合のあり方，特

にその「国民国家」的な統合パターンに必ずしも

収まりきれない，すなわち「非－国民国家」的な

側面に注目する必要があるように思われる． 

 中国の社会経済的な統合の特質を考える上で，

まず注目する必要があるのは，中国が「人口大

国」であり，国家の中に統合されない部分を多く

かかえながら高度の成長を遂げている，という点

である．これは具体的には，中国が国内に多くの

分断性－都市と農村，沿海部と内陸部，あるいは

漢民族と少数民族，といった－を抱え，高度経済

成長によってもかならずしもそれが解消されず，

かなり長期間にわたって所得や社会厚生面での深

刻な格差が温存されている，という事態を意味し

ている．コーヘン（Cohen，2009）は，家計・市
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場・国家という経済を構成する三つの「場」の相

互関係を通じて，さまざまな国家の経済システム

の類型化を試みている．同書によれば，中国のよ

うな「人口大国」において，通常であれば国民国

家としての統合の障害となるような経済格差が持

続してきた 大の要因として，国内要素市場にお

ける分断性の解消が容易ではないという点を強調

している 1)．農村部に大量の人口を抱え，発展・

近代化の過程においても経済の二重構造，すなわ

ちある種の不均衡を抱え込まなければならない

「人口大国」においては，自ら典型的な国民国家

とは異なる社会統合のあり方が形成される，と考

えるのは自然なことであろう． 

 中国における社会統合の特徴を考える上でもう

一つ重要なのは，歴史的・伝統的な「国家」に集

約される統治の原理と，「国民」が営む経済活動

などによって形成される「社会」の原理との間に

大きな乖離が存在するという点である．中国史

（明清期）の専門家である岡本隆司は，このよう

な伝統中国における「国家と社会の乖離（遊離構

造）」について，日本の前近代社会との対比を行

いながら，以下のように述べている（岡本，

2011）． 

 古来より「鼓腹撃壌」が治者の理想とされた伝

統中国では，同じ前近代の社会といっても，日本

に比べて国家と社会の乖離が著しかった．また，

伝統的に中国の「国家権力」が庶民の生活に介入

するのは「刑罰」と「徴税」の二つの局面に限ら

れていた．江戸時代の幕府のように，為政者が民

衆の生業・生活に関知したり，民生に関知したり

することもなかったし，統治に関する被治者との

協同関係もなかったのである．この事情は伝統王

朝のほころびが目立ち始めた清末においても変わ

らなかった．中国人が「バラバラの砂である」と

嘆いた孫文は，社会の基層における経済活動と，

国民国家の統合に必要な「政治」との乖離に警鐘

を鳴らしたのであった． 

 このような状態を指して岡本は，「『治者と被治

者とが』『一つの法的・政治的共同体』をなさな

いのが，『帝政中国』少なくとも清代の特徴なの

であって，それはすなわち遊離構造のいたすとこ

ろだった」と述べている． 

 また，伝統的中国社会における統治形態を「専

制国家」的統治として体系的に記述した足立

（1998）は，同様のことを以下のように表現して

いる．「自律的能力を持たぬが故に権力の介入を

待望する非団体的な社会の上に，それを統一的に

行政編成する権力がそびえていた（足立，1998，

p.80）」．「（伝統中国では）封建社会と比べて人間

の営みの極めて僅かな部分しか，公共的には処理

されていなかったことがわかる．その限られた公

共空間のうちで，社会編成の中軸となる部分を国

家が占めていた．公共空間の残りの部分は，多く

は目的別任意団体によって占められていた（足立，

1998，p.69）」．すなわち，「国家」と「社会」と

の間が乖離した伝統中国において，両者の間を埋

め，一種の「自生的秩序」を形成する上で重要な

役割を果たしたのが，地域に根ざした有力者を中

心とする，様々な目的別任意団体による活動であ

った，というわけである． 

 もちろん，現在の中国（中華人民共和国）の下

では，このような「国家と社会の乖離」は，強固

な基盤を持つ共産党政権のもとで表面上は解消さ

れているはずである．しかし，中国の現政権は現

在においても，いわゆる民主化運動のような形で，

個人の活動によって構成される「社会」の原理が

「国家」の統治原理に浸食してくることに対して

は極度の警戒観を示している． 

 また，現代中国において問題とされているよう

な中央政府－地方政府間の綱引き関係も，上述の

ような国家と社会との乖離が顕在化したものとと

らえることができるのではないだろうか．たとえ

ば，足立が強調したような伝統中国における地域

に根ざした任意団体による活動の重要性は，現代

中国，特に改革開放期における経済成長に果たし

た農村末端レベルの行政機関（郷もしくは鎮）の

役割を思い起こさせよう．さらに，2008年の世界

金融危機後に発動された 4 兆元の景気回復策が実

行に移された時のように，表面上は「国家」がす

べての経済政策の主導権を握っているようにみえ

る状況の下でも，実際は財源の獲得からプロジェ

クトの決定，さらにはその実施方法まで，かなり

の程度地方政府の裁量にゆだねられている，とい

うのが現状である．これは，他の東アジアの「開

発体制国家」のように，「国家」が中央集権的に

市場に介入して経済成長をはかり，そのことを通
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じて政権基盤の維持をはかる，というケースとの

大きな相違点である． 

 以下の節では，このような「非－国民国家」的

な社会統合のあり方によって特徴づけられる中国

の「開発政策」が，経済開発を通じた国民国家統

合を前提とした「開発体制国家」のそれとどのよ

うな点で重なり，どのような点で異なっているの

か，経済理論および経済史における研究成果を参

照しつつ検討していく． 

3 村上泰亮による「開発主義」論とその限界 

 本節では，戦後における日本，および NIES 諸

国といった東アジアの経済発展のメカニズムを理

論面・歴史面から位置づけて，学術界だけではな

く論壇レベルでも大きな影響力を持った，村上泰

亮の「開発主義」論について，やや詳しく検討し

たい．というのも，村上こそ，「費用逓減の経済

学」を理論基盤として，新古典派的なレッセ・フ

ェールとは異なる政府介入的な「開発主義」の有

効性・普遍性を主張した代表的な論者に他ならな

いからである． 

 村上泰亮は，主著『反古典の政治経済学』で，

産業化のキャッチアップ局面にある経済では，十

分な資本調達能力を持つ企業が 新技術を導入し

つつ生産規模を拡大することにより，費用逓減

（収穫逓増）を実現することが一般的である，と

論じた（村上，1992）．そして，そのような状況

では，市場は常に需要制約に直面しているために，

企業間で価格切り下げによるシェア拡大競争が生

じ，その結果勝ち残った企業による独占が生じる

か，あるいは「過当競争」による破滅的な企業淘

汰が生じるという，「競争の不安定性」にさらさ

れていることを強調した． 

 村上は，このように企業間競争が不安定な局面

では，政府による価格安定政策をベースとした

「仕切られた競争」が必要であるとして，政府に

よる重点産業の育成や，価格競争の規制などを柱

とする産業政策を正当化した．さらには農業など

特定部門をターゲットとした，反新古典派的な分

配政策の実施に理論的根拠を与えるとともに，そ

のような一連の政府の市場介入に整合的な政治体

制のあり方を「開発主義」として一つの政治経済

学的な体系にまとめあげたのである 2)． 

 さて，産業における費用逓減局面の重要性に注

目した経済学者として，言うまでもなく，アルフ

レッド・マーシャルの名をあげなければならない．

彼の議論には，産業規模の拡大によって平均費用

が低減する「外部的な規模の経済（ external 

economies of scale）」（以下，「外部経済」）と，む

しろ個々の企業の内部において費用逓減が働く局

面である「内部的な規模の経済（ internal 

economies of scale）」（以下「内部経済」）の双方

が含まれていたこともよく知られている（マーシ

ャル，1966）． 

 このうち前者の「外部経済」は，産業全体の産

出量拡大によって，技術や知識のスピルオーバー，

補助産業の成長による分業の進展，熟練労働市場

の形成などを通じた生産性の向上が見られること

を指す．そして後者は，固定費用の存在や，大量

生産に応じた効率的な生産設備の利用や経営組織

の改善などの要因によって，個々の企業が生産規

模の拡大と共に平均費用を逓減させていく過程を

指している（菊池，2001）． 

 理論経済学の 新分野である「新しい貿易理

論」あるいは「空間経済学」では，生産局面にお

ける費用逓減を前提とした理論モデルを組み立て

るのが特徴であるが，その際，この内部経済と外

部経済を区別することが重要になってくる．以下，

菊池（2001）による枠組みを用いて整理しておこ

う．菊池は，生産における費用逓減の存在が一国

の貿易パターンに与える影響を分析する理論枠組

みとして，以下の 4 つのケースを考察している

（表 1 参照）． 

 現代経済学の 先端の

分野である新貿易理論並

びに空間経済学の研究の

主流は，お互いに差別化

された財を生産する企業

表1 規模の経済と貿易に関する理論モデルの分類 

 外部経済 コンテスタブル市場 クールノー寡占 独占的競争

規模の経済 外部的 内部的 内部的 内部的 

競争形態 完全競争 ベルトラン クールノー ベルトラン

参入 自由 自由 なし 自由 

製品差別化 なし なし なし あり 

出所：菊池（2001）． 
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が，限られた需要の獲得

を巡って競争しようとす

るスティグリッツ＝ディ

キシットのモデルに代表

される，独占的競争理論

を精緻化する方向に向か

っている（佐藤・田渕・

山本，2011）．このような

空間経済学の理論的成果

は，あくまでも自由な競

争をベースにしながら，

ヘクシャー＝オリーンモ

デルに代表されるような

比較優位理論では説明で

きないような貿易のパタ

ーンや産業集積の形成を説明できる点に特徴があ

る．しかし，後述するように，製造業，なかんず

く中間財の企業間の「同質化」を伴う激しい競争

によって特徴付けられる中国の経済発展が，財の

「差別化」を前提とする独占的競争のモデルでど

の程度現実が説明できるかどうかには，疑問の余

地も大きい． 

 一方，途上国における開発戦略を巡ってしばし

ば議論の対象とされてきた「幼稚産業保護論」は，

上述の整理に従えば，特定産業において「外部経

済」が働くケースとして理解できよう．日本の産

業政策に理論的な根拠を与えた伊藤他（1988）に

よると，これから工業化を行おうとする発展途上

国のケースでは，インフラの未整備や生産技術の

未成熟などに起因する初期のセットアップコスト

の存在のため，多くの産業において限界（平均）

費用が国際価格を上回った状況にある．このこと

は，市場競争に任せていたのでは，それらの国内

企業が海外製品との競争に敗れてしまい，発展し

ない可能性が高いことを示している．このため，

それらの産業が成長して限界（平均）費用が国際

価格を下回るようになるまで，政府による補助金

の付与や参入規制，あるいは海外からの輸入に対

する保護関税や輸入規制などの「幼稚産業保護政

策」が正当化されることになる． 

 伊藤らによる前掲書は，発展途上国における幼

稚産業保護政策の根拠となる長期的な費用逓減の

存在を，産業間の連関に注目することで説明しよ 

 

うと試みている．以下，彼らのモデルを簡単に紹

介しよう．中間財 Y と 終財 X からなる産業に

ついて考えることにする．中間財Yにはセットア

ップコストが存在しており，その市場はクールノ

ー型の寡占状態にあって右下がりの供給曲線に直

面しているのに対し， 終財 X の市場は完全競

争的であると仮定する．図1は 終財 X の短期お

よび長期における均衡の状態を示したものである．

もし，X への需要拡大により生産規模が拡大（企

業数mの増大）したとすると，Y の生産規模拡大

（新規企業参入）による価格低下を通じて，新し

い均衡点（E’）では，以前の均衡点（E）に比べ，

より低い価格が実現しているはずである．このよ

うなプロセスを通じて，完全競争的な 終財 X 

についても，その長期供給曲線は右下がりになる，

すなわち費用逓減が実現する，というわけである．

以上のモデルは，中間財部門における企業参入が

産業全体で規模の経済が実現する上で重要である

ことを示すものであるといえよう． 

 さて，村上の展開した「費用逓減の経済学」は，

一見すると上述のような「外部経済」の存在によ

る幼稚産業保護政策論のロジックに非常に近いよ

うな印象を受ける．しかし，村上の議論は，市場

競争の効率性に関して，遙かにペシミスティック

な姿勢を示すものであった．というのも，彼は途

上国のキャッチアップ局面において，個々の企業

が負担する巨額の固定費用の存在に起因する「内

部経済」の効果を非常に重視していたからだと考

図1 産業間の連関と規模の経済性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：伊藤他（1998）． 
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えられる． 

 このような企業内部における規模の経済が存在

する場合，プライス・テイカーの仮定と非負利潤

の存在とが整合的ではなくなるため，完全競争市

場均衡は成立しない（菊池，2001）．企業は限ら

れた需要の中でシェアを拡大することによって一

層コストを削減し，他企業に対して優位な状況に

立つことができるからである．このような状況の

下ではシェア拡大のために企業利潤を度外視した

価格切り下げ競争（過当競争 3））の果てに，独占

化が生じることになる．村上は，そういった状況

に陥ることを防ぐために，政府が主体となり，製

品価格が個々の企業の平均費用を下回らないよう

企業間の利害調整を行う，「仕切られた競争」を

実現するための産業政策を正当化した．ただし，

そのような産業政策の実施は部門間における労働

生産性の格差を拡大させ，国内の統合に支障を来

すような経済格差をもたらしてしまう．そのため，

農業部門に対する保護政策や，地域間の再配分政

策に代表されるような，価格や生産量に関連づけ

つつ行われる，いわゆる反新古典派的な分配政策

が要請されることになる． 

 しかし，後述する現代中国における製造業のケ

ースのように，政府による企業間競争の「仕切

り」が有効に行われているとは考え難い場合でも，

村上が想定したような過当競争の果ての独占化は

必ずしも生じていない．このことはどう考えれば

よいだろうか． 

 まず，村上の過当競争の理論的背景となってい

る，企業内部における規模の経済の重視には，大

きな時代的な制約があったことを指摘せねばなら

ないだろう．彼が主に想定していたのは，現在よ

りも間接金融への依存度がはるかに高く，金融資

本と結びついた大企業による独占・寡占化が問題

とされていた，第二次大戦後における自由主義陣

営の経済，なかんずく高度成長期の日本経済だっ

たからである．また，彼の議論の特徴の一つは，

産業全体の生産性の上昇において先進国における

「技術革新」の効果に非常に大きな意味付けを行

っていることである．確かに，先進国における先

端的な技術蓄積と多額の研究開発費によって支え

られた技術革新が生産性を規定する要因であれば，

それは途上国が先進国にキャッチアップするにあ

たっての大きな障壁となり得るし，また途上国に

おいて希少な資金を，政府の介入によって海外の

技術の導入に用いる，という開発政策の一つの根

拠にもなろう． 

 しかし，現在では村上が想定していたころと比

べ，世界の製造業における生産構造および生産技

術をめぐる状況は大きく変わっている．例えば，

タイラー・コーエンが指摘しているように，20世

紀後半以降新規のイノベーションの件数は趨勢的

に低下していく傾向にある（Cowen，2011）．こ

のことを考えれば，今や，先進国で開発される生

産技術の導入が，新興国における工業の生産性を

規定する，という状況には必ずしもなっていない

といっていいだろう．総じて言えば，サプライチ

ェーンのグローバルな展開や中間財部門の互換化

（＝モジュール化）が進むことによって，中間財

部門における分業化と新規参入の活性化を促進し，

製造業全体の生産コストを劇的に低下させる，と

いう現在の世界経済をめぐる状況を，村上の内部

経済重視の議論の枠組みでは十分にとらえられな

いように思われる． 

4 「スミス的成長」と東アジア諸国の経済発展 

 前節で検討した村上泰亮による「開発主義」的

政策を裏付ける議論は，「経済発展」のキャッチ

アップ的側面，すなわち先進国における産業技術

をいかに導入するか，という問題に重点が置かれ

ており，東アジア地域に内在する生産性向上の要

因については十分に目を向けていなかったように

思われる．そこで以下では，東アジア地域に内在

する生産性向上の要因についてより深く検討する

ために，近代における工業化と経済発展の経路の

多様性に焦点を当てた，いわゆるグローバル・ヒ

ストリー研究の知見を借りて議論を整理すること

にしたい． 

 グローバル・ヒストリー研究において重要な概

念の一つが「スミス的成長」である．「スミス的

成長」とは，斎藤修の整理に従えば，産業の分業

と職業の分化の進展，特に中間財部門）の成長が

他部門に波及効果を及ぼし，成長を促していく過

程のことである，と理解される（斎藤，2008）．

また，このような「スミス的成長」の理解は，マ

ーシャルによる「外部経済」の議論と強い親和性
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を持つと考えられる． 

 こういった「スミス的成長」とマーシャルの

「外部経済」が結び付いた形での「経済成長」の

イメージは，資本主義の発展経路の多様性の理解

＝タイポロジーにとっても，重要な意味を持って

いると考えられる．それは，市場均衡理論として

体系化される主流派経済学の理論的な核となるマ

ルサス＝リカード的な市場経済への理解が，「経

済成長」を単線的な過程として捉えがちなのと，

好対照をなしているからである． 

 たとえば，経済成長の要素として「制度」の要

素を重視するものの，その基本的な枠組みが新古

典派経済学の中にある議論として，「新制度学

派」の経済学があげられる．その代表的な成果で

あるノースとトマスの『西洋世界の勃興』（ノー

ス・トマス，1980）は，「スミス的成長」の実現

には，生産要素が市場で取引されていること，国

内外の政治によって取引費用が低く抑えられてい

ることが必要だ，と主張している．このような生

産要素の流動化を通じた「スミス的成長」の実現

は，特にイングランドにおいて，いわゆるエンク

ロージャーの進展，すなわち農民が地主と土地な

し農業労働者とに分化し，後者における資本主義

型農業経営が可能になる，という経路をたどりな

がら進展していく． 

 これに対し，前近代のアジア（徳川日本，中国

江南地域，北インド）における「スミス的成長」

の存在を強調する議論が，日本の研究者を中心に

提起されてきた．先駆的な議論は，速水融による

徳川日本における「勤勉革命（ industrious 

revolution）」という概念の提起である．また中村

哲による，アジアにおける小農社会の成立と農村

工業化とを強調する議論（中村，2000）もその流

れに位置づけることができるだろう．彼らの議論

の共通点として、労働／資本の初期賦存状況の違

いが，西洋と日本の異なる経済成長の経路をもた

らすとしている点があげられる．すなわち，土地

資源が希少な小農社会では，労働集約的な農業生

産で土地生産性を向上させる必要があった（＝勤

勉革命）．これが熟練労働の形成を通じて，廉価

な労働力による農業工業生産につながり，さらに

は，絹織物など農村における需要の増大に対応し

た．このように徳川日本においては，小農社会の

もとで多様な手工業や農産物加工業などが農業の

副業として発達し，その結果資本蓄積や技術進歩

を伴わなくても農村は人口圧力から開放され，持

続的な経済発展が可能になった，というわけであ

る．また，このような農村経済の発展は農民の階

層分化を伴わなかったため，イングランドのよう

な階層間における顕著な所得格差の拡大は見られ

なかったとされる． 

 たとえばグレゴリー・クラークによれば，1300

年から1750年の時期に，マルサスな人口の制約は，

中国や日本よりもむしろイングランドにおいて顕

著であった（クラーク，2009）．この時期の中国

および日本は耕地の拡大と農業生産性の向上によ

って人口が持続的に増加していたからである．こ

のような人口の持続的な増加という事実こそが，

西洋とは異なったパターンの「スミス的成長」が

東アジアに存在していたことの強力な根拠となっ

ている． 

 そして，このような立場からは，産業革命以降

の近代的な工業化も，単なる機械化・資本蓄積・

技術進歩というキーワードによってではなく，分

業化による中間財部門の発展を通じた費用逓減の

過程という，工業化以前より存在した「スミス的

成長」との連続性を持つ，より多様な過程として

とらえられることになる．すなわち，同じ工業化

による生産性の上昇，という現象一つとっても，

資本集約的かつスキル集約的なヨーロッパ型，資

本集約的だがスキル節約的なアメリカ型，資本節

約的でスキル集約的な日本（東アジア）型，など

の分岐を，その初期段階における農村経済の発展

をめぐる状況を通じて把握することが可能になる

のである（斎藤，2008）． 

 一方で，世界的な工業化が，圧倒的な西洋優位

の下で生じたのは紛れもない事実である．その点

に関し，18世紀における薪炭などの土地起源的な

燃料の石炭による代替，ならびに海外植民地から

の資源輸入を通じた土地制約からの解放こそがイ

ングランドをはじめとする西ヨーロッパにおける

工業化と労働賃金の上昇に寄与し，「マルサスの

罠」からの脱却を支えたとするのがケネス＝ポメ

ランツの「大いなる分岐点（Great Divergence）」

の議論である（Pomerantz，2000）． 

 世界経済が「大いなる分岐点」を迎え，すなわ
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ち一人当たり実質所得の面での西洋社会とアジア

における決定的な格差が生じたことは，一方で後

者に西洋とは異なる工業化のダイナミズムをもた

らすことになった．この点に注目し，アジア経済

史の分野で議論をリードしているのが，東アジア

における「労働集約的工業化」に注目した杉原薫

である．彼は東アジアの工業化を以下のように特

徴づけている（Sugihara，2007）． 

 19世紀後半になると，産業技術の東アジアへの

伝播が始まる．ここで重要なのは，まず非西洋世

界に伝播した産業技術は文化的に中立性が強いに

も関わらず，「工業化」およびそれを支える組

織・制度の多様性をもたらした，ということであ

る．もう一つ注意すべきなのは，その過程で西洋

社会との賃金ギャップが拡大したために，西洋社

会の資本集約的産業の成長を補完する形で東アジ

アの労働集約的産業への特化が生じたことである．

後者は，イギリスなど西欧諸国優位の「自由貿易

帝国主義」のもとで，原材料産出地域，労働集約

的工業生産地域（日本・中国），資本集約的工業

生産地域（西欧，米国）の相互の分業体制が成立

したことを指している． 

 杉原が，アジアの他の非西欧諸国との際立った

違いとして強調しているのは，域内の国際分業ネ

ットワークの存在である．たとえば，新興工業国

としての地位を確立した戦間期以降の日本経済は，

台湾，朝鮮から土地集約的な一次産品を輸入し，

さらには中国への工業技術を移転する，という動

きを通じて東アジアにおける経済圏の形成に大き

な影響力を発揮していくが，この状況は世界恐慌

後の金本位制の解体，およびポンド・スターリン

グ圏の広がりまで続いていく． 

 杉原によれば，このような東アジアの貿易圏の

形成は戦後の冷戦期にも基本的に引き継がれてい

く．ここでも，決定的な役割を果たしたのは，

1950－60年代の日本の高度成長であった．この時

期以降，アメリカの資本・資源集約的な工業の成

長にとって，東アジアの労働集約的な経済発展が

補完的な役割を果たす－衣料品や雑貨などの供給

地として、あるいは航空機などの輸出先として－

という構図が定着していくからである．さらに，

このような東アジア経済圏のダイナミズムは，

1980年代に入り冷戦構造が終焉したあとも，改革

開放政策を採用した中国の経済発展によって引き

継がれていく．これにより，東アジアにおける利

用可能な労働資源，および工業製品の市場が爆発

的に増大していくからである． 

 さて，前節における経済理論面での整理では，

マーシャルのいう「外部経済」が産業全体で働い

ている場合，政府の介入によって生産量を拡大す

ることを通じて，生産性を上昇させる可能性があ

る（幼稚産業保護論）ことを指摘した．それに対

し，本節で見たような徳川日本や中国江南地域に

おける，東アジア的な「スミス的成長」のパター

ンは，政府の市場競争への介入が存在しなくても，

一種の外部経済的なメカニズムが働いて，産業全

体の生産性が向上するようなケースとして位置づ

けられるだろう． 

 また，すでに高度な産業化を遂げた先進国への

キャッチアップを目指す新興国において，そのよ

うな自生的な「外部経済」のメカニズムが働いた

ケースとして，近年の中国製造業の成功をあげる

ことができるだろう．次節でみるような，中国製

造業における競争的秩序形成のパターンこそ，村

上の想定したような内部経済が優勢な「開発主

義」のパターンとも，また独立的競争のパターン

とも，そして幼稚産業保護論で想定されたような

ケースとも違う，独自の「タイプ」として考えら

れるからである． 

5 中国製造業における競争と技術進歩 

 本節では，前節までの議論を踏まえながら，

「零細な商工業者による，一見すると無秩序にみ

える，絶えざる利潤獲得競争」という，現代中国

における製造業を特徴づけると考えられる現象に

注目することで，日本のケースともまた異なった，

中国独自の「スミス＝マーシャル的成長」のパタ

ーンを類型化することにしたい． 

 まず，20世紀初頭（清末から民国初期）の中国

企業および市場競争のあり方に関して，村松祐次

や柏祐賢といった戦前から活躍していた中国研究

者，および中国の伝統的な統治のあり方を「専制

的国家論」の形で整理した足立啓二らによるイメ

ージに依拠しながら，簡単にスケッチしておこう

（村松，1949; 足立，1998）． 

 20世紀初頭の中国で発展してきた市場経済は，
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政府による参入規制もギルド・業界団体による新

規参入者の排除も実質的に存在しない，極めて自

由開放的かつ競争的な性格を持っていた．その反

面，法による支配に代表されるフォーマルな制度

によって市場の運行が支えられているわけではな

いため，商取引の実行にあたっては絶えず組織化

されない二者間関係（＝コネ）に多くを頼らざる

を得なかった．その典型が，明代にその起源を持

つ客商―牙人（行）の関係である．広域的な商取

引に従事する商人＝客商は，原産地からの商品の

買い付けあるいは消費地における商品の販売に当

たっては，必ず現地の事情に精通した仲買人（牙

行）に業務を委託せざるをえなかった．このよう

な仲買人は，いわば地域間の情報の非対称性の大

きさを裁定し，「情報レント（＝利鞘）」を獲得す

る存在であった． 

 このように，商品の流通に当たって数多くの仲

介業者を介さなければならないので，その流通コ

ストは非常に高いものとなった．一方で，すでに

述べたように市場経済自体は開放的で参入規制が

低かったため，絶えず一種の過当競争状態にあり，

特に設備投資などのリスクは非常に高いものとな

った．このため，20世紀初頭には軽工業を中心と

した工業化に伴う市場取引が極めて活発に行われ

たにもかかわらず，企業の資本蓄積を通じた大規

模化，生産性の上昇は一向に進まなかった．彼ら

はこのような，非常に活発な市場取引が行われて

いながら，一方で長期的で大規模な投資のリスク

が大きく資本市場の形成と工業企業の資本蓄積が

なかなか進まない，という一見矛盾するような現

象にこそ，中国の市場経済の独自性が存在すると

考えたのである 4)．また，このような，取引関係

が組織化されず，絶えざる分業と新規参入が行わ

れている状況の下で，経済取引に一種の社会的規

範を与えたのが，柏祐賢の強調した，「包の倫

理」に他ならない 5)． 

 村松らによって，「過当競争による資本蓄積の

遅れ」として否定的に捉えられたこの時期の中国

の製造業は，むしろ本稿で検討したような中間財

部門における分業の拡大による外部経済の実現，

という「スミス＝マーシャル的成長」の枠組みで

理解できるように思える．そして，こうした20世

紀初頭の中国製造業における市場秩序の特徴は，

グローバル経済への統合の中で急成長を遂げつつ

ある現在中国の製造業の状況にも，ある程度当て

はまるといってよいだろう． 

 たとえば，丸川（2007）によれば，現代中国の

製造業のダイナミズムは，中間財部門が細かく分

化し，そこに多数の企業が参入してくる過程－丸

川の用語を用いれば「垂直分裂」－を繰り返すこ

とによって，中間財の調達コストが劇的に低下し，

それによって産業全体で費用を劇的に下げる，と

いうプロセスにこそ求められる．丸川（2011）は，

多数のメーカーが激しい競争を繰り広げる広東省

の携帯電話産業を，そのような細かい企業間分業

がみられる 先端の例として紹介している．彼に

よると，日本の中では 1 社の中に統合されている

製品の企画・設計，組み立て，回路設計・ソフト

開発，基板製造，部品調達の仕事がそれぞれ独立

の企業によって担われている．このような分業の

おかげで，参入障壁は極めて低くなり，競争によ

って中間財部門の生産コストが非常に低くなって

いることは言うまでもない 6)． 

 そこでは，一見すると，あまりに部品企業間の

価格競争と商品の「同質化」が激しいので，「過

当競争」すなわち破滅的な企業淘汰，が生じつつ

あるかのようにみえる．実際，後述する産業集積

地における企業の例のように，そういった中間財

を生産する零細な企業の生産性や利潤率はきわめ

て低い，といってよい．しかし，それがいわゆる

「過当競争」にならない理由として，中国経済の

高成長により携帯電話など 終生産財の需要が絶

えず拡大していること，中間財部門の費用低下に

より 終財の需要がさらに拡大するという好循環

が存在すること，産業全体では正の利潤を確保で

きる企業が絶えず存在していること，などがあげ

られるだろう． 

 このような「垂直分裂」のケースを，第 2 節の

議論に照らして整理してみると，個別の企業につ

いては完全競争に近い状態にあるが，産業全体で

は費用逓減が生じているという「外部経済」のケ

ースに近いように思われる．ただし，同節で紹介

した伊藤他（1988）における外部経済の理論モデ

ルで想定されていたのは，一つの産業における企

業が同質的であるか，あるいは中間財において寡

占が存在しており，中間財に対する 終財の需要
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が増加することによって，費用逓減を実現する，

というケースであった．それに対し，中国製造業

における「垂直分裂」のケースで働いていたのは，

むしろ中間財において完全競争的な状況が出現し

ている一方，「分業」のプロセスが繰り返される

ことにより費用逓減を実現する，というメカニズ

ムだと考えられる．このように，いわば自生的に

生じる中間財の費用逓減によって 終財の需要も

増大するため，それがまた中間財の「垂直分裂」

による費用逓減を促す，という好循環が自律的に

生じる点が，現代中国の製造業がもつ 大の特徴

であるように思われる． 

 以上のような，中国の製造業における競争の特

質をみる上で参考になるのが， 近研究が進んで

きた産業集積に関する議論である．たとえば，園

部・大塚（2004）は蘇南地域におけるフィールド

ワークによって収集した企業データを用いて，こ

の地域における産業集積が，量的拡大期から質的

拡大期に入ったことを主張している．このような

中国の産業集積地において，各企業はどのような

競争を繰り広げているのだろうか． 

 伊藤（2011）は，中国本土の上場企業と未上場

企業をあわせた約40万社の過去5年分の財務情報

を提供しているビューロー・ヴァン・ダイク社の 

Qin データベースを用いて，2007年の通信・自動

車・繊維・雑貨・アパレルの 5 産業について，産

業集積地とそれ以外の地域における企業の収益性

および生産性を様々な方法によって比較した．そ

の結果，ほとんどの産業において集積地に立地し

ている企業群の方が，それ以外の企業群に比べて

明らかに収益性が低いだけでなく（表 2），多く

の産業においては生産性も低いことを示した．こ

のような結果が得られた要因として伊藤は，集積

地内では企業間の分業が深化しているが故に，新

規参入が容易になっている一方，個々の企業の資

本装備や技術水準が低く，模倣が容易だという，

企業間の「同質化」が進んでいることを指摘して

いる．このことは，中国の製造業において生じて

いる生産性の上昇が，必ずしも一般的に集積の効

果として理解されている，技術のスピルオーバー

や情報の共有などで生じているわけではなく，む

しろ上述のような，中間財部門における激しい競

争による価格低下によって生じている可能性を示

唆するものである．ただし，この分野における実

証研究は端緒についたばかりであり，結論的なこ

とを述べるには今後の研究の進展を待つ必要があ

るだろう． 

 さて，繰り返しておくと，中国での製造業が産

地の形成とともに激しい企業間競争を伴いながら

発展してきたことは，以下の二つの点で村上が想

定していた「開発主義」のケースとは異なってい

る．一つは，生産する財の同質性に起因する激し

い価格競争が生じていながら，必ずしも「共倒

れ」もしくは独占化という状況が起こっていない

ことがあげられる．そしてもう一つは，生産性の

上昇が外国からの技術の導入と言うよりも，際限

がないとも言うべき中間財部門の分業化のプロセ

スという，恐らく他に類を見ないの「技術革新」

によってもたらされている点である 7)． 

 もちろんその一方で，ブレマー（2011）のよう

に，現在の中国の経済発展一種の「国家資本主

義」としてとらえる見方が根強く存在するのも事

実である．実際，WTO 加盟後の中国では有力な

国有企業が技術や資金力で民間企業を圧倒し，国

際的な競争力をつけていくといういわゆる「国進

民退」現象がみられることが内外で指摘されてい

表2 産業集積と企業収益性（％） 

 県級 市級 省級 

 非集積地 集積地 非集積地 集積地 非集積地 集積地 

アパレル 15.93 7.88 16.22 7.59 16.56 6.43 

日用雑貨 17.48 8.07 17.85 7.59 17.2 7.88 

紡績 15.47 9.08 16.67 7.73 13.86 10.68 

自動車 13.51 7.84 13.93 7.63 10.58 11.07 

通信機材 8.78 6.31 9.11 5.98 8.83 6.3 

注1）表の数字は，Qin データベースを用いた推計結果に基づく． 

2）表の「集積地」は，当該産業の企業の立地数が多い地域（県・市・省）から順番に並べて，50％以上

の企業が集中している地域を指す． 

出所：伊藤（2011）． 
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る．ただし，このような「国進民退」現象は，こ

れまでみてきたような製造業において参入障壁が

低く，比較的小規模で同質的な企業が激しい競争

を繰り広げる，という中国の産業のダイナミズム

と決して矛盾するものではない．「国進民退」と

は，そもそも中央・省政府に近い企業の独占・寡

占化，政府と結びついたレント獲得による高収益

な企業と，同質化の下で激しい競争状態にさらさ

れている低収益な民間企業（特に中間財部門）の

共存状態，を指したものとして理解すべきものと

考えられるからである．既にみたように，中間財

における激しい企業間競争は，個々の企業の収益

性を引き下げるが，産業全体の生産性はむしろ引

き上げる働きを持つ．その恩恵を政府と結びつく

ことで得ているのが，「国進」と形容される一部

の優良な国有企業だと考えられるのである． 

 後に，このような中国における企業競争のあ

り方が，第 1 節で述べたような「非－国民国家

的」な社会統合のありかた，特に地方政府が経済

の運営において大きな役割を果たす，という点と

整合的であることを指摘しておきたい．それは，

以下の二つの点にまとめられるように思われる． 

 第一に，中央政府が競争を「仕切る」ことによ

り価格競争を回避しつつ生産増大をはかる，とい

う，村上が想定したような産業政策が有効に機能

せず，むしろ地方政府による市場競争への介入が

形を変えて続いてきたことがあげられる 8)．この

点については，中国の産業政策による市場の統合

の試みが，企業や地方政府の抵抗によって失敗に

終わっていたことをあげることができるだろう．

例えば自動車に関しては政府が完成車メーカーの

グループ化と統合を掲げた産業政策を早い段階か

ら示したにもかかわらず，完成車メーカーの数は

いっこうに減らず，現状でも130社以上と同規模

の生産台数の日本を大きく上回っている． 

 中央の産業政策が有効に機能しないことの大き

な要因は，地方政府による独自の産業政策の実施

であったと考えられる．（丸川，2008）によれば，

中央政府が発表する5カ年計画に合わせて各省政

府も独自の 5 カ年計画を発表しており，例えばそ

の内容の中に「自動車産業を発展させる」という

文言が見られた地方では，実際に全国平均よりも

高い自動車生産台数の拡大が見られたという 9）．

このことからは，地方政府の産業への介入が，各

地方政府が独自に重点産業を指定し，意図してい

たかどうかはともかく，そのことによって当該

終需要を拡大させ，中間財部門における費用逓減

が起こりやする，というものであったと考えられ

る．ただし，国内にそのような産業政策を採用す

る主体が複数存在することは，一国レベルでみた

ときにはむしろ競争促進的に働くと考えられるた

め，国内の限られた資源を特定産業・企業に集中

させ，競争を抑制することを目的とした「開発主

義」的な産業政策とは，本質的に相容れないもの

だ，といってよい． 

 中国の社会統合の分散的なあり方と，その経済

秩序との関係を考える上でもう一つ重要なのは，

政府の市場介入を通じたレント獲得行為をめぐる

問題である．冷戦期の開発体制国家であれば，基

本的に政府が市場に介入することを通じて生じた

レントを，農民層を含む広い国民層に分配するこ

とが政権獲得の基盤となってきた．それに対し現

代中国では，中央政府だけではなく，地方政府に

よるレント獲得のための行動，特に要素市場への

介入を通じたそれが，非常に重要な意味を持って

いたと考えられる（梶谷，2011）． 

 たとえば1980年代の中国においては，金利水準

が全体的に低く抑えられる中で，地方政府が地元

金融機関への信用供与の働きかけを通じて地元企

業の成長を後押しする，というパターンが多くみ

られた．それに対し，1990年代半ば以降には，中

央政府による制度的なコントロールが強まった結

果，地方政府が金融部門への介入を通じて開発資

金およびレントを獲得する余地がなくなり，代わ

って土地収用や不動産市場への介入を通じてレン

トを獲得するケースが多くみられるようになって

いる． 

 このような競争環境への介入，あるいはそれを

通じたレントの回収と分配がもっぱら地方政府に

よって行われたということは，同じような競争の

介入が強固なナショナリズムに支えられた，国民

動員の体制として行われた，冷戦期における開発

体制国家との大きな相違点であるといってよいで

あろう． 
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6 おわりに 

 本稿では，中国を大きく製造業において先進国

へのキャッチアップをはかる先進国として捉えた

上で，その類型化を試みてきた．その際類型化の

ベンチマークとしたのが，東南アジアの権威主義

国家を一つの累計とする「開発体制国家」ならび

に，そこで採用されたと考えられる開発主義政策

であった． 

 これらの開発体制国家では，費用逓減局面にあ

る産業において，先進国の技術にキャッチアップ

を図るために，国家による産業育成政策を主とす

る介入政策が行われ，同時に産業化による成果を

秘録国民に分配する政策がとられ，それによって

支配の正当性がはかられてきた．そこでは，末廣

（2000）が指摘するように，民間企業と同時に海

外企業並びに規模の大きな公有企業が技術進歩の

上で大きな役割を果たしていた． 

 それに対し，中国のケースでは，産業における

生産性の向上が，海外からの技術導入とともに，

中間財部門における「垂直分業」およびそれに伴

う，自由な参入による激しい企業間競争によって

もたらされた．また，積極的な市場介入によるレ

ントの分配者となったのは中央政府よりもむしろ

各地方政府の方であった． 

 また，このような中国の製造業の特徴は，特に

中国が WTO に加盟した，21世紀の世界経済の中

で優位性を発揮してきたと考えられる．この時期

には，まず製造業の分野でサプライチェーンのグ

ローバルな展開や中間財部門の互換化（＝モジュ

ール化）が進んでいった．さらに，いわゆるグロ

ーバル・インバランスといわれる米国と中国を初

めとした新興国との国際収支の不均衡が顕著化し，

世界的な過剰流動性が高まるという現象が生じた．

このような状況の下で，新興国にとっては，冷戦

期のように先進国の技術を希少な資本（外貨）に

よって購入することの必要性が相対的に下がり，

むしろ「垂直分裂」という言葉で形容される，分

業体制におけるイノベーションによって生産性を

向上させることの重要性が増したのである．もち

ろん，グローバル・インバランスによって，中国

の国内製造業の米国への輸出が拡大を続けたこと

も，「垂直分裂」による費用逓減局面を持続する

のに有利に働いたことは間違いがない．21世紀に

おいてなお，非－国民国家的な社会統合のありか

たを残しながら，「分散型の開発体制」ともいう

べき，独自の市場と政府の関係に支えられてきた

中国経済は，このような世界経済における「追い

風」を利用して，これまで高成長を遂げてきたと

考えられるのである． 

（神戸大学大学院経済学研究科） 

 

 
注 

1）コーヘンは，インドネシアとパキスタンにおけ

るインフォーマル／フォーマル部門の企業についての

サンプル調査を利用し，利潤率の格差が存在するにも

かかわらず，双方の部門が共存していることに注目し，

その背景として，これらの人口大国において資本，労

働といった要素市場が十分に統合されていないことを

あげている． 

2）末廣（2000）は，村上とは異なった立場から，

制度化された開発政策の構成要素として以下の 4 点を

あげている．すなわち，①経済開発に関わる国家機関

の整備，②国家による通貨・為替制度の管理，③労使

関係に対する国家の直接・間接の介入，④開発政策の

成果を国民に目に見える形で還元するための再分配政

策をふくむ社会政策の実施，である． 

3）ここでいう「過当競争」とは，具体的には個々

の企業が抱える固定費用が大きいために平均費用が限

界費用＝価格を上回っており，生産を続けることによ

って損失を生み出してしまうような状況のことを指し

ている． 

4）足立（1998）は，中国の流通制度に多数の仲介

業者が存在し，しかもその地位が不安定だったことを

指し，こう述べている．「そこでは本質的に分業は展開

しない．ある時点を取ると，生産や流通のある部分を，

特定の人あるいは人々が担っているという意味では，

分業は存在する．しかしその「分業」は，固定化され

て維持されることが困難である．なぜなら，いつでも

参入と退出が可能であるという条件の下では，特定の

経営が特定の営業分野に固定されるということがない

からである（足立，1998，p.196）」．「安定した分業が

形成されない場合，経済の各部門ごとの技術的あるい

は経営技術的蓄積を形成することは困難である（同）」． 

5）柏が注目した「包の倫理」とは，不確実性に満

ちた中国の経済社会において，「人と人との間の取引的

営みの不確実性を，第三の人をその間に入れて請け負

わしめ，確定化しようとする」ものである（加藤・久

保，2010，p.33）． 

6）丸川は，このような状況を誰でも起業家になれ

るという意味で「大衆資本主義」と名付けている． 

7）このように「垂直分裂」を起こす企業がイノベ

ーションの中心になるというのは，特に21世紀以降の
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世界経済がいわゆる「カネ余り」の状況になったこと

と関係があるように思われる．規格化された中間財の

開放的な競争激化が外部性をもたらすような状況では，

低金利による優遇措置によって高度な海外技術の導入

を図る必要性は低くなるはずである．そのような優遇が

なくても川下の企業は外部性を享受できるからである． 

8）これはもちろん，中国において中央政府が産業

政策の実施を目指してこなかった，ということを意味

しない．丸川（2008）は，中国の産業政府が2006年の

第11次 5 カ年計画を境にして，「20世紀型の産業政策」

から「21世紀型の産業政策」への移行を遂げたという．

前者は，政府が定めた重点産業の規模拡大を目指すも

のであるのに対して，後者は国内の生産増大よりも自

国ブランドの育成を重視し，また企業間協力や産学協

力など，経済主体間の協力関係を自国に有利なように

コーディネートする点に特徴がある． 

9）丸川（2008）は，地方政府が保有している産業

政策実施の手段として，①工業誘致活動，②地元にす

でにある産業集積を支援する活動，③地方政府自体に

よる特定産業への融資，④政府調達の中で地元の重点

産業の製品を優遇する，という 4 点をあげている． 
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