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している。習近平政権は十分な緊張感をもって経済運
営をしているようには見えない。これまでの5年間、
中国経済は10％以上の成長から7％を切る水準にまで
減速しているが、このままいけば、一段と減速する可
能性が高い。

2016年の中国経済の不確実性は、まさに方向感が
失われた経済運営によるものである。ある程度の景気
減速を許容する習近平指導部の柔軟姿勢は一定程度評
価されようが、経済運営について市場に対し明確な
メッセージが送られていない。投資家が自信を失いつ
つある状況下では、安心して投資を拡大することがで
きない。同様に、一般家計もこの先どうなるか分から
ないため、消費を控えるようになる。中国経済をどの
ようにしてリバランスするかは大きな課題となってい
る。

波乱の幕開け

中国にとって2016年は波乱の幕開けとなった。と
いうのは、新年最初の営業日（1月4日）に上海株式
市場で株価が急落し、新規導入されたサーキットブ
レーカー（CSI300株価指数が制限幅に達した場合、
取引が自動的に停止される措置）が発動された。その
2日後にはまた株価が急落し、同措置が再び発動され
た。中国が導入したサーキットブレーカーでは、株価

2016年の中国経済をどのように展望すればいいの
だろうか。一言でいえば、不確実性の一年になるとみ
られる。37年間の「改革・開放」政策によって中国
経済は奇跡的な成長を成し遂げたが、今後の方向性に
ついては見えなくなっている。これまでの「改革・開
放」政策の特徴は「比較優位戦略」だった。すなわ
ち、安い人件費を生かして廉価な製品や商品を作り、
それを輸出して外貨を獲得する。国内の技術力不足を
補うために、中国政府は減免税などの優遇政策を実施
し外資を誘致した。この比較優位戦略は見事に奏功
し、経済のキャッチアップに寄与した。

しかし、ここに来て、30年以上にわたり経済成長
をけん引してきた比較優位戦略は機能しなくなった。
なぜならば、比較優位戦略の前提条件となっている安
い人件費が大きく上昇するようになった。同時に、割
安の人民元も10年前から大きく切り上がったから
だ。要するに、「安かろうよかろう」の中国製品は価
格競争力を失いつつある。ここで問われるのは、中国
がどのような新戦略で経済成長を持続していくかであ
る。

習近平指導部は減速している目下の経済成長を、「新
常態」と定義している。しかし、経済の減速が「新常
態」だとすれば、減速はどこまで許容されるのだろう
か。中国国内の一部のエコノミストは、中国経済がす
でにデフレの入り口に差し掛かっていると警鐘を鳴ら
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が増えないかぎり、売り圧力は軽減しない。では、投
資家による株式の保有需要はどのようにすれば増える
のだろうか。

まずはマクロ景気を好転させ、企業業績を改善させ
なければならない。今の中国では、製造業を中心に業
績の悪化が続いている。比較的業績がよいのはネット
関連のEC（Eコマース）、すなわち、ネットショッピ
ングおよびそれに関連する宅配事業である。しかし、
こうしたIT関連のニュービジネスが台頭する反面、
伝統的な商店街で倒産が目立っている。総じていえ
ば、プラスは思ったほど大きくない。それに加えて、
投資家が安心して株式に投資できるように、上場企業
は検証可能な形で経営情報を開示しなければならな
い。さらに、政府は恣意的に株式市場に介入せず、レ
フェリーの役割を果たすべきである。

こうしてみれば、2016年の中国の株式市場は波乱
含みの展開になると思われる。

さらに、もう一つ気になる動きがみられる。2015
年12月に、中国人民銀行（中央銀行）保有の外貨準
備は、わずか1か月で1,080億ドル以上も減少した。
2014年のピーク時に4兆ドル近い規模であった中国
の外貨準備は、2015年12月現在、3兆3,300億ドル程
度にまで減少した。外貨準備が激減する背景には、投
資家による資本逃避が加速していることがあると推察
される。

以上のさまざまな現象を通して現在の中国経済を考
察すれば、景気減速は依然続いており、経済運営は困
難な状況に直面していることが分かる。

具体的に、一つは需要不足である。中国政府は財政
を出動して需要を喚起しようとするが、政府ができる
ことは投資を増額することである。しかし、投資増額
の効果は一過性のものであり、しかも、供給サイドに
おいては巨額の過剰設備が存在する。企業は新規の設
備投資を増やす余力をそれほど持っていない。公共投
資を増やすケインジアン政策は、需要不足の状況下で
は持続的な効果を発揮できない。したがって、中国が

指数の変動幅が5％に達した場合、15分間取引停止と
なり、変動幅が7％に達すると、その時点で取引は完
全に停止し、同日中に取引は再開されない。サーキッ
トブレーカーを導入した目的は投資家のパニック売り
を防ぐためであろうが、実際は逆効果であったようだ。

わずか数日間に2回もサーキットブレーカーが発動
されたことについて、中国では、投資家と研究者から
批判が集中している。なぜならば、株価指数が制限幅
に近い水準まで下落した場合、投資家は、早く売らな
いと売れなくなるのではないかという心理が働くた
め、一段の株価下落を誘発してしまう恐れがあるから
だ。とくにサーキットブレーカーの制限幅として設定
された7％のデッドラインは低すぎるとの指摘があ
る。1月7日、中国証券監督管理委員会（CSRC）は、
導入されたばかりのサーキットブレーカーがメリット
よりもデメリットのほうが大きいことを認め、当面、
同措置を停止することを発表した。自らの過ちを認
め、同措置を停止させたことは評価されよう。

もともと中国では、株価の過度な変動を防ぐため
に、個別銘柄については10％の値幅制限規制が導入
されていた。当局は、個別銘柄の値幅制限だけでは市
場は安定しないとみているようだ。株価は景気のバロ
メーターといわれている。年明けの株式市場の波乱
は、2016年も「チャイナショック」が続くことを予
兆しているのかもしれない。

ではなぜ、中国の株価は安定しないのだろうか。原
因は至って簡単である。2015年に株価指数は5000ポ
イント超から3000ポイント超まで急落したが、上場
企業の業績とマクロ景気から見れば、株価は依然割高
である。そこで政府が恣意的に株式市場に介入するた
め、株式市場のボラティリティ（変動率）が拡大して
いる。結論的にいえば、株価が下げ切れば、おのずと
安定するはずである。

中国政府は株価対策として、株式を売ろうとする供
給を抑えようと、大口投資家による株式売却を厳しく
制限している。しかし、株式を購入しようとする需要

化策である。具体的には、既存の100社あまりの国有
企業を40社ほどに吸収合併する考えのようだ。要す
るに、国有財閥を作り上げようとしているである。

そもそも国有企業体制のどこが問題なのだろうか。
企業の市場競争力は、競争のなかで生まれるもので

ある。国有企業は市場を独占支配しているため、市場
競争を妨げている。そのうえ、国有企業は政府によっ
て保護されているため経営効率が上がらない。しかも、
国有企業は政府の要請を受けて設備投資を実施するた
め、投資効率が悪く、過剰設備（over capacity）が
生じやすい。近年政府は、企業の過剰設備問題の解決
を繰り返し呼びかけているが、過剰設備の削減は進ん
でいない。

次ページの図1に示すのは、国有企業を中心とする
過剰設備が生まれるメカニズムである。

本来、民営企業の場合、常に市場競争にさらされる
ため、過剰設備を抱えることはしない。だからこそ
ジャスト・イン・タイムの「かんばん方式」が生まれ
る。ところが国有企業は市場競争にさらされることは
なく、むしろ、政府の要請に応じて設備投資を増やす
ことが多い。国有企業がどんなに過剰設備を抱えて
も、政府によって保護されるため、潰れることはほと
んどない。これこそが中国経済の構造問題である。結
論的にいえば、企業の過剰設備を削減するのは政府で
はなく、市場メカニズムに則って企業自らが行うもの
なのである。

ここで問われるのは、中国がどのような開発モデル
を目指しているのかである。研究者の間では、中国は
国家資本主義であるとの指摘がある。今の中国の社会
体制を考察し、中国が社会主義でないことにおそらく
異存はないはずである。そもそもマルクスとレーニン
が定義した社会主義体制については、少なくとも2つ
のエレメントがある。1つは公有制であり、もう1つ
は平等の原則である。1990年代初期に中国憲法が改
正されたとき私有財産が盛り込まれたため、公有制が
崩壊した。そして、中国国家統計局が発表した2014

経済成長を持続していくには、需要を刺激すると同時
に、供給サイドも改革しなければならない。

統制経済へ逆戻りする可能性

振り返れば、2001年、中国は世界貿易機関（WTO）
に加盟した。しかし先進国のほとんどは、中国が市場
経済であることをいまだに承認していない。市場経済
でなければ、アンチダンピングなどによりWTOに提
訴された場合、中国は非常に不利な状況になることが
ある。2015年末、中国はEU諸国に市場経済の承認
を求めている。ドイツなど一部の国は承認の意向を示
したが、全会一致には至っていない。では、中国はほ
んとうに市場経済であるのだろうか。

おそらく、国有企業による市場の独占的支配、およ
び政府による不透明な市場介入や恣意的な規制からす
れば、市場経済であるとは言い難い側面が多々存在す
る。「改革・開放」政策から37年が経過した現状にお
いては、市場機構がほぼ構築され、関連の法律も整備
されている。すなわち、市場経済の形がすでにできて
いるのだが、問題は、市場の運営に透明性を欠いてお
り、市場に対して政府が恣意的に介入することにあ
る。

2015年6月から8月にかけて上海株式市場の株価は
急落した。景気が減速し輸出も落ち込んでいることか
ら、本来ならば、上場企業の業績は悪くなると思わ
れ、株価の下落はごく自然な動きといえる。しかし、
政府は株価の下落を心配して上場銘柄の半分を取引停
止にし、悪意のある空売りを仕掛けた犯人を捜すた
め、公安警察が動員された。この強引な市場介入こそ
株式市場の信用秩序を乱してしまった。

むろん、政府が恣意的に介入しているのは株式市場
に限るものではない。石油、電力、交通・運輸、建
設、鉄鋼、石炭などほぼすべての重要な産業に対し
て、政府は国有企業を通じて影響を及ぼしている。習
近平政権で採択された国有企業改革案は国有企業の強
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化しようとしている。習近平政権による国有企業の強
化政策は、まさに国家資本主義を目指そうとしている
のではないかと思われる。

市場経済における政府の本来の役割は、レフェリー
として市場での取引が公正に行われているかどうかを
監督することである。しかし、中国では、政府は市場
をコントロールしようとしている。当然のことながら
市場はコントロールされるのを拒もうとする。これ
が、市場の不安定化の背景になっている。現時点にお
いていえるのは、中国政府は完全に自由な市場経済を
構築しようとは考えていないはずだということであ
る。政府によってコントロールされるなかで、中国経
済はどこまで成長するのだろうか。

政策よりも改革

中国経済の減速に対処するには、何をすればいいの
だろうか。

一つの考え方は、景気刺激策として金融を緩和し、
財政出動を拡大することである。このような古典的な

年のジニ係数1は0.469だった。経験則に基づいてい
えば、ジニ係数が0.4を超えると、社会不安を引き起
こすほど所得格差が拡大していることを意味する。し
たがって、今の中国社会は社会主義とは言い難い。

だが、中国は資本主義でもない。すなわち、中国は
完全に自由な市場経済ではない。中国共産党が定義す
るところによれば、中国は「中国の特色ある社会主義
市場経済」といわれている。実に分かりにくい定義で
ある。社会主義と市場経済は水と油の関係にある。そ
れをどのように融合させるのだろうか。そして、「中
国の特色ある」という修飾語は何を意味するのだろう
か。

中国社会の現実を見れば、「中国の特色ある」とい
う言葉は共産党の指導体制を堅持することを意味する
ものと思われる。否、習近平政権になってから、共産
党の指導体制を堅持するだけでなく、それを大幅に強

景気対策は需要を喚起するための政策である。供給不
足の時代なら、需要を喚起すれば経済は成長軌道に戻
る可能性が大きい。しかし、今の中国経済は供給過剰
であり、需要喚起だけでは経済のバランスはとれな
い。

習近平国家主席も李克強首相も、「中国主要産業の
過剰設備を削減しなければならない」と明言している。
しかし、企業は過剰設備の削減に積極的に取り組んで
いない。ある意味では、企業は政府が実施するであろ
う景気対策に期待して、過剰設備の削減を先送りして
いる。現に中国国内では、北京大学の林毅夫教授2が

「過剰設備の問題を心配する必要はない」と強調して
いる。林教授は世界銀行のチーフエコノミストを務め
たことがあり、中国のポリシーメーキングに大きな影
響を与える人物である。

林教授は近年、「中国経済は、向こう10年は8％程
度の成長を維持できる」と、一貫して主張している。
そのなかで、過剰設備の問題を心配しなくてもいい理
由として、「7〜8％の経済成長率が維持できれば、た
とえ50％の過剰設備であっても5年程度で過剰でなく
なるから」としている。確かに、新規の設備投資を行
わず、7〜8％の経済成長率が維持できれば、過剰設
備の問題は克服されよう。しかし、この議論には大き
な問題が含まれている。

まず、新規の設備投資を行わずにどのようにして経
済成長を実現するのだろうか。需要を喚起できれば苦
労はしないが、需要喚起だけでは、7〜8％の経済成
長は難しい。そして、過剰設備は時間が経つにつれて
老朽化していく。技術の革新が日進月歩の今日におい
て3年や5年も経てば、設備の価値は大きく減損する
はずである。要するに、過剰設備を早期に削減しなけ
れば、それは当該企業に融資した銀行の不良債権とな
る。

中国の経済運営についての最大の争点は、足元の経
済成長率を押し上げるために思い切った景気対策を実
施すべきなのか、それとも、目下の経済成長率を押し

上げることよりも、構造転換を図る改革を加速すべき
なのかである。習近平指導部は減速している中国経済
を「新常態」と定義していることからも、中成長を肯
定的に受け入れる姿勢を示している。そのなかで、李
克強首相は、拙速な金融緩和政策は実施しないとして
いる。それに対して、2015年末に開かれた共産党中
央経済工作会議で採択された文献を見るかぎり、「一
定水準の経済成長を維持する」とされている。という
のは、習近平国家主席は2020年までに貧困問題を撲
滅するために、GDP規模を2015年の倍にすると公約
しているからである。この目標を実現するには、
2020年までに、年平均6.5％以上の経済成長率を維持
する必要がある。経済成長率がこれ以上落ち込むと、
習近平国家主席が掲げる政策目標を実現できなくな
る。

2016年の新年早々、李克強首相は石炭の産地であ
る山西省を視察し、現地で開かれた経済会議において

「無理に景気刺激を行わない。2016年の仕事の重点は
『去産能』である」と強調した。「去産能」とは過剰設
備を削減することである。山西省は上述のように石炭
の産地であり、近年の景気減速の影響を受け、炭鉱が
閉鎖される事案が増えているといわれている。李克強
首相が指示した「去産能」戦略は、 ①新規投資をコン
トロールし、 ②ストックの設備を減らし、 ③既存設備
を改善する──という3点セットである。

ここで問われるのは、誰が過剰設備を削減する主役
になるかである。本来ならば企業は、過剰設備を抱え
ると経営業績が悪化するため、市場競争のなかでは常
にストックの設備を調整するはずである。たとえば、
好景気においては、企業は市場競争に勝ち抜くため
に、設備投資を増やそうとする。逆に、景気後退局面
においては、企業は過剰設備と在庫を減らそうとす
る。したがって、企業の設備を調整するのは政府では

2 林氏は、1979年兵役中に、中国大陸沿岸の金門島から泳いで大
陸に亡命した。

図1　中国における過剰設備発生のメカニズム

資料：筆者作成

融資の増額

政　府

国有企業

設備投資

景気減速

民営企業民営企業

国有銀行 証券市場

融資の拡大を要請

投資の拡大を要請

国有企業のIPO

株高対策

投資の拡大

景気低迷により設備過剰

1 ジニ係数は所得格差を表す指標であり、その値が0に近いほど
所得格差が小さいことを意味し、逆に1に近いほど格差が大き
いことを意味する。
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としていることである。

中国のグローバル戦略にはさまざまな不確実性があ
る。とくに、南シナ海をめぐってフィリピンやベトナ
ムなどの東南アジア諸国との対立が深刻化している。
同時に、日本との間では東シナ海の問題が解決され
ず、先鋭化している。東アジアにおける中国の立ち位
置は微妙になっている。中国の海洋進出はアジアにお
けるアメリカの利益と真正面からぶつかっている。中
国としては、アメリカとの衝突を回避しながらEUと
の関係改善を急ぎたい。また、先進諸国はロシアに対
して経済制裁を実施しているが、これは、中国にとり
ロシアとの関係を強化するうえでビッグチャンスであ
る。

中国の国力強化を念頭に置けば、これから海洋進出
をやめるとは考えにくい。むろん中国としては、フィ
リピンやベトナムなどの東南アジア諸国との衝突を望
んではいないが、海洋権益を確固たるものにするた
め、無人島の造成は今後も続けるであろう。

経済外交については、AIIBをはじめとする3つの
国際金融機関を足場に、東アジアや中東・アフリカに
加え、中南米との連携を強化しようとするであろう。
中国にとってのメリットは、第一に資源を確保し、第
二に市場を開拓することである。

むろん、中国のグローバル戦略には誤算もあった。
それは北朝鮮の核実験である。中国にとって最大の悩
みは東アジア情勢である。中国から見れば、日本の右
傾化トレンドはもはや止められない。中国としては韓
国との緊密な関係を保っていきたい。しかし、北朝鮮
の核実験により、韓国との関係は微妙になるだけでな
く、安倍政権が進める安保法制は一気に正当化されて
しまう。これは中国のアジア外交において最悪のシナ
リオとなる。

しかし、だからといって北朝鮮に対する厳しい経済
制裁に軽々に加担するわけにはいかない。北朝鮮のレ
ジームチェンジは中国がもっとも見たくない結末であ
る。できることならば、現状維持がベストのシナリオ

なく、市場の見えざる手である。
中国では、政府が恣意的に市場に介入するため、市

場メカニズムは十分に機能していない。企業にとって
市場の需給を予測するうえで、政府がどのタイミング
で市場に介入するかは重要なポイントになっている。
企業は政府の要請を受けて過剰設備を削減するが、ど
の業種にどれくらいの過剰設備を削減してもらうか
を、中央政府は地方政府とのパワーバランスで裁量す
るため、恣意性を排除できない。

結論的にいえば、2016年に中国政府が従来のよう
な財政出動で景気を浮揚させる可能性は、実質的に低
い。国務院発展研究センターの李偉主任は、中国国内
で開かれた会議で、「2020年までの間、年平均6.5％
以上の経済成長を実現するのは難しい」と指摘してい
る。その理由として次の3点をあげている。まず、外
生環境の悪化により国際貿易がこれ以上拡大するのは
難しい。そして、人口動態の変化により人件費が上昇
し、労働力不足は経済成長を妨げる可能性が高い。さ
らに、資源と環境問題は中国経済の制約要因になりつ
つある、ということである。近年、都市開発にとも
なって農地が減少し、食料の安全保障問題が浮上して
いる。また、環境負荷が高まり、経済成長を妨げるよ
うになっている。この分析は事実に基づいたものであ
るといえる。したがって、単純に景気刺激政策を実施
しても、景気は上向かない。重要なのは、思い切った
改革を断行することである。

新たなグローバル戦略

2015年、習近平政権がもっとも成果を上げたのは
グローバル戦略であろう。AIIB（アジアインフラ投
資銀行）をはじめとする3つの国際金融機関を設立
し、インドネシアへの高速鉄道の輸出およびイギリス
への原発の輸出に成功した。習近平政権の戦略の一つ
は、内需不足を補うために外需を開拓し、プラントエ
ンジニアリング産業の過剰設備を海外へ振り向けよう

である。中国は北朝鮮への人道的経済支援を続けざる
を得ない。だからこそ中国の弱みを握る北朝鮮は、や
りたい放題になっている。

中国にとってもう一つのノイズは香港の不穏な情勢
である。2014年、香港で大規模な民主化要求運動が
起きた。この運動によって香港の「一国二制度」の真
価が試されている。そのなかで2015年下期、習近平
国家主席のプライバシーに関する暴露本を出版する書
店の従業員および経営者が相次いで中国当局に連行さ
れた。本来、中国の公安当局が香港で法を執行する権
限はないので、この一連の事件は「一国二制度」を踏
みにじる行為とみられている。

この事件の影響の重大さは香港にとどまらず、台湾
の総統選挙にも大きな影響を及ぼしている。なぜなら
ば、大陸との関係改善に積極的に取り組む国民党は、
ただでさえ苦戦している。香港の事件は、台湾の独立
を主張する民進党にとって有力な援軍である。

こうしてみれば、習近平政権のグローバル戦略は必

ずしも完全なグランドデザインに基づいて行われては
いない。統率の利いていない分野は存在する。これも
2016年の不確実性といえる。

2016年の中国経済の展望

2015年から、中国では個人によるドル買いが急増
している。これについて新華社通信は、「個人による
ドル買いには合理性がない」との論説を公表し、市民
に冷静になるよう呼びかけている。中国の個人がドル
を買い増しする背景には、ドルに対して人民元が切り
下がり、しかも元安期待は依然根強いものがあるから
だ。

本来ならば、国際貿易が落ち込むなかでの元安は、
輸出製造業の価格競争力を強化することになる。しか
し、一般家計は元建て資産の目減りを防ぐために、元
建て資産をドルにシフトさせている。中国の「外貨管
理法」では、一般の個人もドルを手数料なしで直接銀

図2　中国のGDPと消費者物価指数（CPI）の推移

注：2015年のGDPは推計値、CPIは速報値。
資料：中国国家統計局
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大胆な改革を実行するとともに、それにともなう痛み
を和らげる政策手当てが必要である。結論的にいえ
ば、2016年の中国経済の注目点は、6.5％の経済成長
が実現するかどうかというよりも、どのような構造転
換と制度改革が行われるかにある。

かつて、最高実力者だった鄧小平が進めた「改革・
開放」政策は、石橋を叩いて渡るようなものだった。
中国共産党第18回大会で習近平国家主席は、「頂層設
計」（グランドデザイン）の重要性を強調した。すな
わち、帰納法のような改革ではなく、演繹法の改革を
進めるということである。問題は、いつ改革のグラン
ドデザインが示されるかである。
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行に預金できる。ドル預金の金利はアメリカのドル金
利と連動している。

1年ほど前、中国の外貨準備は4兆ドル近くに達し
たが、2015年末現在、3兆3,300億ドルに減少した。
外貨準備は対外支払いリスクを管理するためのもので
ある。中国の輸入は、2014年の実績でいえば1兆
9,590億ドルだった。2015年は1兆7,300億ドル程度
だったとみられる。経験的に、外貨準備は1年間の輸
入の半分が適正な規模といわれている。したがって、
中国は対外支払いリスクにさらされているとはいえな
い。

しかし、だからといって外貨準備の減少を見て見ぬ
ふりをしてはならない。外貨準備の減少は外為リスク
を意味するものではなく、海外への資本逃避（capital 
flight）は一段の景気減速をもたらす可能性があるか
らだ。

2016年、中国経済は国内外の種々のリスクに直面
しながら6.5％前後の経済成長を実現しなければなら
ない。前ページの図2に示したのは、中国のGDPと
消費者物価指数（CPI）の推移である。今のところ、
景気が上向く兆しは現れていない。一つの期待として
は、3月5日から開かれる全国人民代表大会で新たな
景気対策と新しい制度改革が採択されれば、年央を過
ぎたころから景気は少し持ち直す可能性もある。

最近、『人民日報』は「ゾンビ企業を温存してはな
らない」という評論を発表した。「ゾンビ企業」とは
競争力を失った瀕死状態にある企業のことである。す
なわち、習近平政権は競争力を失った企業の閉鎖に取
り組もうとしているようだ。これは正しい改革だが、
大規模な企業閉鎖を実施すれば、雇用がひっ迫する可
能性がある。すなわち、2016年の中国の経済政策は、

別表　中国経済主要指標（2009～2015年）

単位 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

実質GDP成長率 前年比、％ 8.7 10.3 9.2 7.8 7.7 7.4 6.9

第1次産業 〃 4.2 4.3 4.3 4.5 3.8 4.0 3.9

第2次産業 〃 9.5 12.2 10.3 8.1 7.9 7.3 6.0

第3次産業 〃 8.9 9.5 9.4 8.1 8.3 8.1 8.3

固定資本形成 〃 30.1 23.8 23.6 20.6 19.6 15.7 10.1

不動産投資 〃 19.9 33.2 27.9 16.2 19.8 10.5 2.8

小売総額 〃 15.5 18.4 17.1 14.3 13.1 12.0 10.6

輸出入総額 〃 －13.9 34.7 22.5 6.2 7.5 3.4 －7.0

輸出 〃 －16.0 31.3 20.3 7.9 7.9 6.1 －1.8

輸入 〃 －11.2 38.7 24.9 4.3 7.3 0.4 －13.2

貿易収支 億ドル 1,961 1,831 1,549 2,311 2,590 3,831 5,945

直接投資実行金額 前年比、％ －2.6 17.4 9.7 －3.7 －2.9 1.7 7.9

外貨準備 10億ドル 2,399 2,648 3,181 3,310 3,821 3,843 3,330

消費者物価上昇率 前年比、％ －0.7 3.3 5.4 2.6 2.6 2.0 1.4

マネーサプライM2 〃 27.7 19.7 13.6 13.8 13.6 12.1 13.3

実質収入：農村住民 前年比、％ 8.5 10.9 17.9 10.7 12.2 9.2 8.2

都市住民 〃 9.8 7.8 14.1 9.6 7.0 6.8 7.5

都市部失業率 ％ 4.3 4.3 4.1 4.1 5.0 5.1 5.1

（注）  ①都市部住民の実質収入は1人当たり可処分所得、農村住民の収入は1人当たり純収入である。
        ②都市部失業率は、2012年までは、登録失業率であるのに対して、13年以降は調査ベースの失業率である。
        ③2015年は中国国家統計局の速報値。
（資料）中国国家統計局、中国商務部、中国人民銀行、中国人力資源社会保障部



中国通セミナー
中国の政治、社会と経済はめまぐるしく変化しています。その真実を的確に捉えるため

に、定期的に中国通セミナーを開催し、皆様への情報提供に努めていきます。
弊社の研究員による研究発表に加え、外部の専門家をお招きし、講演ならびに対談などを

予定しています。
詳しくは当社サイトにてお知らせします。

中国通サイト
富士通総研「中国通」サイトにて、中国経済に関連する情報を発信しています。
China Focusのバックナンバーは同サイトでダウンロード・閲覧できます。

China Focus  No.4
発 行 日  2016年3月2日（不定期発行、非売品）

発　　行 株式会社富士通総研
 105−0022　東京都港区海岸1丁目16番1号  ニューピア竹芝サウスタワー
 TEL　03−5401−8391（代表）

編　　集 柯隆、香田隆、福竹直子、荒井敏江、相原真理子（富士通総研）

デザイン・制作 山田英春（表紙デザイン）、東洋経済新報社（基本デザイン・制作）

※「China Focus」 は、中国経済の動向を緻密な調査・研究にもとづき、より広く発信するために作成されたものです。
ここに掲載された記事の内容や意見は、執筆者個人の見解であり、当社の見解を示すものではありません。

※本誌のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は、著作権法上での例外である私的利用を除き禁じられています。




