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北海道大学　2016 . 3

「中国経済移行期における経済倫理の経路依存」の
概要と中国における経済倫理の変遷に関する考察

曹　希 1），橋本　努

　近年，中国の総合力が急速
に上昇し，アジア地域経済，
世界経済への影響が高まって
いる。経済移行期における中
国経済の特徴と将来の方向性
が，世界の注目を浴びる中，
とりわけ，中国における経

済発展の思想的な基礎となっている経済倫理の変
遷，およびその経路依存についての分析が重要な
課題となっている。以下では，武漢大学経済与管
理学院教授 喬洪武氏の講演 2）を要約し，筆者の
視点から考察を加えたい。

　喬洪武教授は，武漢大学における国家一級重点
学科「理論経済学」と二級重点学科「西方経済思
想史」の責任者とアカデミックリーダーであり，
武漢大学経済与管理学院において，西洋経済学
史，とくに西洋経済倫理思想を専門としている。
中国教育部哲学社会科学研究重大課題プロジェク
ト「西方経済倫理思想研究」のリーダーでもある。
喬洪武氏の講演は，中国経済倫理の変遷を研究す
る重要性と経路依存の理論的基礎，計画経済にお
ける経済倫理の特徴，経済移行における経済倫理
変遷の経路依存，経路依存のジレンマを破る経路
からなるものであった。

１．中国の経済倫理の変遷を研究する重要性と経
路依存の理論的基礎

　経済の移行のかたちは，「体制移行」と「構造

転換」に分けられる。「体制移行」とは，高度集
中的な計画経済体制から市場経済体制への移行で
あり，これに対して「構造転換」とは，農業的・
農村的・閉鎖的な伝統社会から，工業的・都市的・
開放的な現代社会への転換をさしている。喬洪武
氏は，経済体制の移行が，ある国家・地域の経済
構造と経済制度における根本的な変化にかかわる
ものであり，経済構造の転換に深く影響を与える
こと，それゆえ中国大陸においては，体制を改革
してからもう 30 年余り経ったものの，経済体制
の移行がすべて完成したとは言いがたいと指摘し
た。それゆえ，中国の経済倫理に関する研究は，
計画経済体制から市場経済体制へ，という経済体
制の移行に関わる経済倫理の変遷に重点を置いて
いるのだという。
　経済の移行を分析する際，四つのキーポイント
がある。すなわち，目標モデル，初期条件，移行
方式，究極条件である。以上の四つのポイントの
なかで，初期条件から究極条件への転換は，きわ
めて重要であり，経済の初期条件が異なれば異
なる経路依存を導き，また異なる結果をもたら
す。それだけでなく，経済の初期条件の違いは，
目標モデルにも深く影響を与える。1993 年の
ノーベル経済賞の受賞者であるダグラス・ノース

（Douglass North）は，こうした経路依存の考え
方を制度移行の分析に導入し，経路依存の理論を
構築した。「経路依存性 (path-dependence)」とは，
人間社会において技術の発展や制度の変遷が持っ
ている「慣性」という物理的な特性をさす。すな
わち，ある経路（善かれ悪しかれ）に入ると，依
存性が生じる可能性があり，それは新しい選択を
制約する。別言すれば，過去の選択は，新しい選
択に制約と影響を与える。喬洪武氏は，ノースの

　＜セミナー＞

1）中国華中師範大学馬克思主義学院博士後研究員，北海
道大学大学院経済学研究科客員研究員。
2）詳しくは，乔洪武「经济转型中经济伦理变迀的路径依赖」

『江汉论坛』，2014 年，第 3 期，100-105 頁を参照されたい。
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経路依存性理論に依拠して，中国における計画経
済から市場経済への移行における難局を解析して
いる。

２．計画経済における経済倫理の特徴

　ノースの理論によると，中国経済の移行期にお
ける経済倫理の変遷およびその難局を理解するに
は，経済倫理の経路依存の初期条件のなかで最も
重要な要素の一つ，すなわち「計画経済における
経済倫理」を明らかにしなければならない。喬洪
武氏は，現代社会において，集産主義ないし計画
経済の経済倫理の特質，および，それが導く結
果をはじめて明らかにしたのは，1974 年にノー
ベル経済学賞を受賞したフリードリヒ・ハイエク

（Friedrich Hayek）であると指摘し，ハイエクの
理論に基づいて，中国計画経済倫理の特徴を分析
している。
　ハイエクの理論によると，計画経済の「計画」
とは，一般的な意味における「計画」とは異なる。
一般的な意味の「計画」とは，人々が自分の能力
に基づいて予想し，できるかぎり合理的に問題を
解決することである。この意味においては，誰で
も計画者になることができる。しかし計画経済に
おける「計画」とは，計画者がある単一の計画に
従ってあらゆる経済活動を中央集権化していくこ
とを要求する。それはすなわち，社会の諸資源を
ある特定の目的に役立つために，ある定まったや
り方で意識的に統制しなければならないというこ
とである 3）。喬洪武氏によれば，肝心なことは，
意識的に設計された「青写真」に基づいて，人々
のあらゆる活動が中央集権的に統制・組織される
ということである。氏は計画経済の特徴を以下の
ように述べている。

２．１．「全体の利益」である国家の政策や計画へ
の絶対服従

　社会計画の目標とは，単一の目標体系である。
それゆえ，社会において人々がこの目標を目指し

て努力するための最も効率的な方法は，その目標
を人々の信仰にさせ，普遍的に受け入れる信条に
させ，そして個人が自発的に計画者の要求の通り
に行動するように仕向けることである。それを達
成するためには，社会全体で，人々がその単一の
目標体系を自覚的に受け取り，それを特別な道徳
規範体系へと転化する必要がある。その場合の道
徳規範体系の「特別性」とは，個人の良心が，道
徳の限界ではなく，「全体の利益」である国家の
政策と計画を唯一の標準にするということであ
る。この道徳規範体系の核心は，個人の良心がそ
れ自体の法則によって自由に発動することを許し
ておらず，また，状況のいかんにかかわらず，個
人が遵守できる一般的な法則もない，という点で
ある 4）。首尾一貫した集産主義者にとっては，し
てはならない行為は何もない。というのも「全体
の利益」こそが，何がなされるべきかの唯一の判
断基準だからである。集産主義の倫理が最も明白
に表現されている概念に，「国家政策」がある 5）。
計画経済体制のもとで，経済倫理が社会のメン
バーに求める要求の一つは，「全体の利益」であ
る国家の政策と計画が，良かれ悪しかれ，個人の
良心に合うかどうかを問わずに，社会のメンバー
全体に絶対的な服従を求めるということである。

２．２．人治あるいは徳治に対する盲信
　計画経済体制のもとでは，国家は国内のすべて
の資源を所有し，ある計画目標の生産に従って資
源配分を行うがゆえに，行政当局は，個人が自由
に資源を使って個人の目的を追求する努力を妨害
し圧制するように，固定的な規則に縛られずにそ
の処分権を拡大するようになるのは当然である。
経済生活が完全に統制される国家においては，個
人の権利，あるいは少数派に対する平等の権利は，
形式的に承認しても意味がないだろう 6）。
　それゆえ，計画経済体制の経済倫理が社会のメ
ンバーに要求するもう一つの倫理は，「人治」あ
るいは「徳治」を盲信し，現代的な「法治」を見

3）F.A. ハイエク著，西山千明訳『隷属への道』春秋社，
1992 年，40-41 頁。

4）Ibid，189 頁。
5）Ibid，190 頁。
6）Ibid，110 頁。
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捨てることである。かくして政府および政府機関
の各リーダーは，現代法治国家の基本的な概念に
対する認識だけでなく，至上の個人権への畏敬も
持たなくなる。政府はもはや，人々の個性を発揮
させる機構ではなくなり，「道徳的」な機構とな
る。しかもここでいう「道徳的」とは，「非道徳
的」の反対語ではなく，道徳的であるかどうかに
かかわらず，あらゆる道徳問題の観点を，政府が
社会のメンバーたちに押し付けるという意味にな
る 7）。喬洪武氏によれば，根本的にみると，いわ
ゆる「徳治」は，「全体の利益」である国家の政
策と計画に合致するかどうかを唯一の標準とする
統治になるという。

２．３．「官本位特権」の強化
　あらゆる経済活動を指揮する計画管理者は，人
民にとって，何がニーズであるか，何が副次的な
ニーズであるか，どの価値が高く評価され，どの
価値が低く評価されるべきか，階級・集団がもら
う報酬及び報酬の形式はどのようなものであるべ
きか，について決める権力を持っている。さらに，
あらゆる人民の目標を達成するための，限られた
手段の分配を制御する権力を持っているので，あ
るニーズを満たすかどうかを決める権力も持って
いる。計画経済体制のもとで，計画管理者という
身分は，意識的または無意識のうちに「官本位特
権」を強化することになった。すなわち，リーダー
である人だけが，他の人たちの利益分配における
地位を決め，人々の生活を支配する権力をもつこ
とになった。計画経済体制における行政管理主体
のこのような「官本位特権」の意識は，リーダー
の意志に絶対服従する倫理を一般の人たちに植え
付けるだけでなく，リーダー自身にもその役割に
相応しい倫理を要請した。行政管理の主体がその
役割をはたすにはこのような意識が必要であり，
強い特権意識をもっている人だけがリーダー階層
になれるようになった。一方，このような意識は，
計画経済体制の運営を維持する際の倫理的な基礎
である。計画経済を成功させるためには，政府が
新しい理論あるいは新しい世界観を提供し，さら

にその理論と世界観が計画体制の支持者たちに
よって承認されることで，リーダーたちの特権が
正しいことが証明されなければならない。

２．４．計画経済体制の下での経済倫理が人民思
想を形作るもの

　計画経済が成功するためには，そのリーダーた
ちが人々を単一の目標のために強制して，自身
を犠牲にさせる，というだけではまったく不十
分である。よりよい方法は，人々が計画を疑い批
判する独立した思考能力を持たせなくすることで
あり，ただ要求通りに考え，リーダーの計画を普
遍的に受け入れる信仰を持つようにすることであ
る。そのような事情から，計画経済体制のもとで
の経済倫理は，人民思想を形作る役を担うように
と求められた。つまり，計画経済体制において，
経済倫理は，計画を宣伝する手段でなければなら
なかった。ハイエクが指摘したように，すべての
宣伝計画は，特定の単一目標の達成へと向けられ，
すべての宣伝手段は，あらゆる個人を同一の方向
へと向けて操作できるように，また，すべての人々
の心に全体主義特有の「統制」を課すことができ
るように，相互に調整されることになった 8）。し
かも，一般的な意味での思想の形成者とは違い，
計画経済体制の下での思想の形成者は，人々の思
想を形作るのであり，しかもその思想と人々を一
体化するときは，科学という真理を基礎とするの
ではなく，リーダーたちの個人的な好き嫌いを基
準としたのであった。

２．５．計画経済の経済倫理が導く厳しい結果
　ハイエクが指摘したように，計画経済体制は，
人類の理性を至高のものとみなして出発したにも
かかわらず，理性そのものを破壊させてしまっ
た 9）。喬洪武氏は，こうした結果を引き起こした
原因が，次のような経済倫理にあるとした。すな
わち，人々が理性を持っているということは，個
人が単独で「自覚的に」自己計画を立て，自分を
コントロールすることができるということであ

7）Ibid，98 頁。
8）Ibid，201 頁
9）Ibid，219 頁
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り，したがってまた，政府が個人の思想をある統
一的な計画とコントロールに「自覚的に」服従さ
せることができるということである。すると計画
経済のリーダーたちは，「ある特定の人の思想が
一切を支配する」と考えるようになる。しかし，
このような判断は理性そのものの成長を無視して
いる。理性とは，知識や見解を異にする人たちが
自由に探求し，また自由に相互作用する過程であ
る。それはどこまで成長していくのか，どの意見
がその成長に役に立つのか，あるいはその意見が
成長を妨害するのかどうかについては，答えがな
い。ところが計画経済の倫理は，「ある人の思想
が一切を支配する」ことを保障する道具として，
人民の思想の成長に「計画」を立て，「人民全体
の思想を一体化」させようとする。その結果とし
て，理性の成長を抹殺し，その壊滅から「最終段
階の狂気」にいたる。中国で三十年間実施された
計画経済，および，この経済に対応するための全
体主義的な経済倫理によって引き起こされた深刻
な帰結は，この問題に対する最も適切な説明であ
ろう。

３．経済移行における経済倫理変遷の経路依存

　中国経済の移行に伴い，経済倫理は，最終的に
激しい変容を余儀なくされるであろう。その変化
は，必ずしも順調に進むわけではない。言い換え
れば，今まで実行してきた計画経済体制のなかで
固着した経済倫理は，新しい体制の下でも引き続
き生き延びる「慣性」を持っており，計画経済を
けん引した人たちも，この「慣性」の影響から離
れることがむずかしい。喬洪武氏は，この計画経
済の倫理がもつ慣性が，市場経済の倫理を制約す
る原因となっており，ノースのいわゆる「経路依
存」が経済倫理の変遷のなかで表現されること，
また，市場経済の倫理の成長を阻害する要素とな
ることと指摘し，次のように分析している。
　まず，計画経済倫理の「道徳的基準」は，現
在，中国において商業倫理が非道徳的なままであ
ることの根本的な原因である。近年，中国では，
企業が商業倫理を破ったり，商業道徳を守らない

という不祥事が次々と生じている。このような現
象を引き起こす原因とは，何であろうか。さまざ
まな研究がなされているが，喬洪武氏は，現在中
国大陸の企業のなかに広く存在する商業道徳の軽
視が，非道徳化の傾向と深くかかわっていると考
える。つまり企業は，何かをする際に，自分の良
心に従わず，まず利益をえられるかどうかという
判断に従っている。なぜそうなのかといえば，そ
の根本的な原因を探ると，計画経済体制の「偽道
徳」が遺産として残ったことが挙げられる。計画
経済倫理の「道徳的な基準」とは，各人の良心に
基づいてルールに従うことではなく，リーダー個
人の意思こそが道徳を判断する際の基準になり，
個人の良心と道徳はリーダーの意思への絶対的な
服従を求められるからである。このような「偽道
徳」は，例えば人の命を尊重したり，あるいは弱
者や普遍的な個人を尊重する際の，一切の道徳の
基盤を崩してしまった。計画経済のもとで人々は，
良心による判断に制約されずに，個人の尊厳や権
利や生命を踏みにじるという悪習を身につけてし
まった。その悪習は，未発達な市場経済体制のな
かで膨張し，人々は利益に目がくらんで正義を忘
れ，自分の利益のことしか念頭にない行為を助長
してしまった。
　次に，計画経済体制における経済倫理が社会の
メンバーに要求するもう一つの倫理は，すでに述
べたように，「人治」あるいは「徳治」を盲信し，
現代的な「法治」を見捨てることである。政府は，

「徳治」という名のもとに，それが道徳的である
かどうかにかかわらず，一切の道徳の問題を社会
のメンバーに押し付けてくる。現在，経済の移行
期において，いわゆる「徳治」の伝統は，法治国
家の建設に役に立たないだけでなく，法治国家を
建設する際の大きな障害になっている。通常の市
場経済社会においては，政府は，どのような資源
が使えるかを決めるだけであり，それをどのよう
な目的に使うのかについては，個人次第とされる。
現代社会における法治の伝統は，政府が個人の努
力を阻害する行動を防ぐものであり，強制的権力
をもった機構の行動的自由を最小限に減らす。こ
れに対して，集産主義の経済計画は，必然的に「法
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治」と背理してしまう。当局による決定を，一般
的なルールによって制約するができない。たとえ
大量の法律を立てたとしても，政府の目的はある
特定の影響を与えるため，依怙贔屓（えこひいき）
をしやすい。法律を制定するときに，ある特定の
影響が予想されると，法律はすでに，人々が使え
るただの道具ではなく，立法者が自分の目的を実
現するために，人々に影響を与える道具となる。
現在，経済の移行過程において，政府は自由裁量
権を放棄する気がないだけでなく，きれいごとの
理由でもって集権体制に戻そうとしている。これ
は改革の深化を妨害する難題となっている。さら
に一般の民衆も，上の者がすることをまねし，法
律の威厳を無視し，法律を守らなくなっている。
彼らは，法律を守るさいの道徳上のボトムライン
に対しても，政府と同じような立場をとる。
　第三に，旧体制における経済倫理である「官本
位特権」の意識は，現代の市場経済の科学的探究
を阻害し，理性的な倫理精神の成長や健全な秩序
をもつ市場経済の建設に対しても，強固な障害と
なっている。「官本位」という言葉は，1980 年代
にはじめて現れ，「金本位」の対義語として中国
で広く使われてきた。「官本位」とは，官僚であ
るかどうか，そしてまた官僚の地位の高さがど
の程度であるかということを，社会の中で個人の
地位と価値を評価する際の価値尺度とするもので
ある。「官本位」の意識が含意するのは，｢官」の
意思に基づく利益の特権，「上の言いなりになる」
制度のアレンジ，｢官」を本位にする価値指向，
官であるかどうか，また，官職によって社会的地
位を評価する基準にする，ということである。こ
れは，市場社会に内在する平等性や契約性や規則
性などの基本的価値観念と，まったく相容れない
ものである。
　喬洪武氏は，中国における「官本位」意識の根
本的な社会的原因を指摘する。第一に，儒学とい
う中国の伝統文化には，濃厚な「官本位」の価値
志向がある。たとえば，「ただ読書のみが崇く，
それ以外はすべて卑しい」とか，「学びて優なれ
ばすなわち仕う」などの言い回しがある。これら
は，民衆が官僚を尊敬するように仕向ける言葉で

あり，自分も官僚になろうと教えるだけでなく，
官僚に対しては民衆を従順にさせる方法を教える
ものである。第二に，秦の始皇帝から清朝にいた
るまで，中国では古くから，州，郡，県，および
中央からなる国家を，「九品官人法」（明朝が典型
的である）という官僚構造で統治し，科挙制度で
官僚を選抜していた。このピラミッド型の官僚制
度は，「官本位」を極致まで推し進めたものである。
第三に，1949 年から 1978 年にかけて，中国政
府は計画経済を実行するとともに，政治上の中央
集権と垂直的な任命制を実行した。その際，国を
治める指針は，人治を尊び，法治を軽視するもの
であった。大多数の人は法律によって治めるので
はなく，習慣を培うはずであり，われわれは民法
や刑法によって秩序を維持するのではない，と毛
沢東は言った 10）。その結果として，理性を破壊
する「文化大革命」の悲劇を導いたが，長い期間
にわたって，このような指針のもとで形成された
統治の強い「慣性」は，変わりにくいものであり，

「官本位」の意識は，経済と社会の移行のなかで，
歴史の舞台から退くことはなく，根強く残った。
　こうした三つの原因を指摘した上で，喬洪武氏
は，「官本位」思想の弊害を分析している。第一に，

「官本位」の核心とは，行政権力が多くの資源を
独占しつつ，しかもその資源の使用を制御できて
いない点にある。21 世紀に入ってから，中国政
府は，経済の成長要因が変化するという問題に直
面している。このような背景の下で，中国政府に
よる社会生活や経済生活への介入は，弱まるどこ
ろか逆に強化されつつある。官本位は，市場経済
と市民社会の成長を制約し，市場化した社会に内
在する平等性や契約性や規則性など基礎的な価値
観念が人々の行為や社会的な風習に対してもつ指
導力を弱体化している。第二に，「官本位」の本
質は，官僚が強く，民衆が弱いことを意味してい
る。官僚を本位にした結果，民衆，あるいは民衆
と公共の利益は，末端に位置づけられ，結局のと
ころ，民衆と社会の利益を損ねてしまっている。

10）Roderick MacFarquhar and John King Fairbank, 
The Cambridge History of China , Vol.15, Cambridge 
University Press, 1991, p.51.
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「官本位」が回復するにつれて，行政コストは高
くなり，独占的な国有企業の利益をめぐる利益集
団は拡張し，公務員が享受する福祉がほかの産業
より際立った優位を占めている。不公平な利益分
配はますます官僚と政商へと傾いている。このよ
うな権力の腐敗は，「官」と「民」のあいだの矛
盾を先鋭化し，「官」と「民」のあいだの衝突を次々
と引き起こしている。「官本位」の重荷は，もう
現代の中国には耐えきれない。第三に，「官本位」
を承認することは，人々の依頼心理を助長すると
いう短期的弊害をもたらすだけでなく，長期的に
みても社会の改革を阻害する。政府の機能が増え
るとともに，民衆たちは政府の依存者になる傾向
が強くなる。しかも政府機能の拡大は，より多く
のエリートを政府機関に招くことを意味する。政
府という官僚機構に入り，出世することだけに熱
心になる人が，ますます増える。中国での「公務
員ブーム」，あるいは「死んでも公務員体制の中
にいる」という言い回しは，その例証である。結
果として，このような官僚機構を評価したり制約
したりできる人は少なくなり，この官僚機構の利
益に反する改革は実施できなくなる。

４．経路依存のジレンマを破る経路

　ノースによれば，「経路依存とは，歴史的事実
であり，…… 根本的に経路を換えることが難し
いのは明らかである」。経路依存の難局を乗り切
るには，「能力のある独裁者が意図的に必要な経
済ルールを作って実施するか，あるいは NGO や
効率的な海外援助によって実現できるような，よ
り長く細い発展の過程にするか …… のいずれか
である。実効的な合意型の政体になるためには，
政治的な人的資本を蓄積していくことが必要であ
る 11）。」喬洪武氏は，ノースが指摘した「近道」
をより分かりやすい言い方でまとめている。すな
わち，体制移行の経路依存がもつ束縛を脱するに
は，権威や能力をもつ政府が，誠心誠意に改革を
推進する一方，民衆の力と対外開放を頼りにする

ことが必要である。中国では，30 年余りの改革
開放を経て，民衆が一層改革を深化させ，改革を
拡大させることを強く要求するようになってい
る。ゆえに，経済の移行それ自体から，また，経
済体制に適合した経済倫理の変遷の経路依存がも
たらす苦境から脱するカギとなるのは，政府であ
る。中央政府は，現在の改革において，上層部に
よるグランド・デザイン（中国語で「頂層設計」）
を重視しなければならない。具体的には，以下の
二つの点が重要である。
　まず，政府は市場改革を加速させて，社会経済
制度と政治制度に根ざした経済倫理を完成させる
ことができる。よい制度のアレンジと革新を企て
ることで，経済倫理を発展させることができる。
経済制度と政治制度の本質とは，利益の配分とそ
のアレンジである。人々が獲得する経済的な利
益の大きさとその方式に応じて，それに適合した
経済倫理の規範と原則が生まれる。このような経
済倫理のなかに含まれる道徳原則は，そのまま経
済的利益の要求を反映し，人々の経済的利益の実
現に影響を与えるものであって，自然法や宗教的
な道徳理論といったものではない。それは，個人
の経済的利益の実現や，社会経済のなかで生き残
るために必要な社会契約の要求に応じて形成され
た倫理と道徳原則である。経済倫理は，人々が経
済社会で生きることに直接かかわるものであるか
ら，生存に不利な道徳原則を捨てて，生存に有利
な道徳原則を掲げることがふさわしい。加えて，
利益は道徳の基礎であり，あらゆる道徳は人と人
とのあいだの利益関係を規範化し調節する社会の
基本的な構造と制度と深くかかわっている。不道
徳な社会や不正義な社会の基本構造と制度のもと
での利害関係と利益を得る方式は，人間社会を狼
の社会におけるサバイバル・ゲームに変容させ，
結果として社会の倫理環境，さらには経済環境を
悪化させてしまう。それゆえ，公平かつ正義にも
とづいた社会制度は，社会経済が順調に発展する
ための重要な条件であるだけでなく，経済体制の
移行の成功をにぎるカギである。ビンモアの言う
ように，人は自分と他人を説得して，人生という
ゲームに適合しないような様々なルールに従うこ

11）Douglass C. North, Understanding the Process of 
Economic Change , Princeton University Press, 2010, 
p.77.
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とができる。たとえば人々は，自分たちでコミッ
トメントできる道徳ゲームのためにルールを作る
ことができる。しかしそのゲームによって私たち
は，理想と願望に伴う負担を背負い込むことにな
る。ところが人生というゲームのルールは，どの
ような行為パターンが存続しうるかを規定するの
であり，ある社会契約が実効的であるための前提
は，人生というゲームにおける均衡でなければな
らない 12）。それゆえ，経済の移行，および，そ
れに伴う経済倫理の変容における経路依存のジレ
ンマを破るには，まず，非科学的で不合理的な社
会制度と経済制度を改革し，市場経済の発展を推
進することが必要である。
　次に，政府は自覚的に，市場経済への移行の要
求にしたがって，政治体制の改革と統治者倫理
観念の革新を加速させ，よい政治倫理をもって
経済倫理の革新を推進することができる。経済倫
理は，倫理道徳を含む社会イデオロギーや歴史伝
統文化に対して，一定の影響力をもった客観的な
存在であり，人の主観的な意志によって変わるこ
とはない。市場経済が計画経済に取って代わる際
に，最も重要かつ根本的な事柄は，その国の統治
倫理と行政倫理を，計画経済の下での「人治」倫
理とは異なるものとして，これと徹底的に決裂さ
せることである。そうするだけで，経済の移行と
いう目標を達成しうると保障できる。30 年余り
の改革開放を経て，中国民衆の経済倫理観はすで
に変化しているが，統治者がまだ伝統的な「人治」
倫理に執着し，民衆を碁のように操ることは，社
会における政治倫理と経済倫理を矛盾させるのみ
である。大多数の人が受け入れるような，統一的
な倫理道徳原則は形成されないであろう。既得権
をもった集団は，生産方式の変革に応じて，その
不公平で不合理な権利と利益の配分を是正しなけ
れば，道徳上の混乱や社会秩序の乱れを避けるこ
とはできない。それゆえ，現代の政府の統治倫理
観念は，「人治」倫理から人の本位に，すなわち，
現代「法治」を本位にして，実質的な意味での「民
為貴，社稷次之，君為軽（民を貴しとし，社稷こ

れにつぎ，君を軽しとなす）13）」という政治倫理
意識を立て，人民の意見を聞かなければ，体制移
行の時間を短縮し，体制移行の「陣痛」を治める
ことはできない。

５．考察

　喬洪武氏の講演から，移行期における中国の経
済倫理の変遷に関して次のことが言えよう。まず，
旧計画経済の経済倫理は，市場経済の倫理を窮地
に陥らせた。経路依存性によって，旧計画経済倫
理の「道徳規準」は，現在，中国ビジネスにおけ
る倫理が「非道徳化」する根本的な原因となって
いる。そして，旧計画経済体制の下でのいわゆる

「徳治」の伝統は，真の法治を無視し，法治国家
を建設する大きな障害となった。しかも，旧計画
経済倫理の「官本位特権」の意識は，現代の市場
経済の理性的な倫理を培ったり健全な市場経済秩
序を建設したりすることの妨げとなっている。
　喬洪武氏の論を借りれば，上述のような経済倫
理の変遷がもつジレンマを破るには，まず政府か
ら改革しなければならない。経済倫理の基盤とな
る経済制度と政治制度を完成させるとともに，統
治倫理観も経済移行に応じて変革し，経済倫理の
変革を推進しなければならない。しかしながら，
今まで積み重ねてきた経済倫理の観念，とくに「官
本位特権」の意識は，官僚だけではなく，一般の
人々の意識にも深く潜んでいるから，政府の改革
は双方からの拒否を受けざるをえない。今後，政
府にとって最も切実な問題は，具体的にどのよう
な改革の措置をとれば，民衆が納得できるのかで
あるといえよう。こうした問題提起をして，本稿
を締めくくることとする。

12）Ken Binmore, Playing Fair : Game Theory and the 
Social Contract , Vol.1, MIT Press, 1994, p.42.

13）「国民が最も重要で，国家はその次，君主は最後」と
いう意味。




