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義された。すなわち、今までのように、景気の減速に

ついてなりふり構わない対策は講じず、それを受け入

れる姿勢になったのである。

ここで、中国経済はなぜ減速したのかという問いに

答える前に、中国経済はなぜ高成長を実現したのかに

ついて述べる必要がある。もっといえば、「改革・開

放」政策の前に、すなわち、毛沢東の時代、中国経済

はなぜ発展しなかったのかについても、考察しておか

なければならない。

振り返れば、中国共産党は1949年に建国してから、

79年までの30年間、経済はほとんど発展しなかっ

た。それよりも、英米に追いつき追い越すという経済

の大躍進（1950年代後半）は失敗し、共産党内の権

中国経済は、1980年代は離陸期であり、90年代と

2000年代は高度成長期だった。2010年代に入ってか

ら、中国経済は明らかに下降傾向をたどっている

（表1参照）。中国政府・共産党は経済が高成長を続け

ることを至上命題にしているが、中国経済はなぜ急減

速するようになったのだろうか。2009年、中国政府

はリーマンショックの影響による景気の減速を食い止

めようと、4兆人民元（当時の為替レートでは、約56

兆円）の財政出動を実行し、必死に頑張ったが、効果

は一過性のものだった。習近平政権になってからも景

気の減速を食い止めようと努力こそしているが、効果

が上がらないため、政府部内で諦めムードが漂い、景

気減速の常態化は「新常態」（ニューノーマル）と定
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表1　中国経済の減速

（単位：％） 2011 2012 2013 2014 2015

実質GDP伸び率 9.2 7.8 7.7 7.4 6.9

固定資産投資伸び率 23.6 20.6 19.6 15.7 10.1

不動産投資伸び率 27.9 16.2 19.8 10.5 2.8

小売上高伸び率 17.1 14.3 13.1 12.0 10.6

輸出伸び率 20.3 7.9 7.9 6.1 ▲1.8

輸入伸び率 24.9 4.3 7.3 0.4 ▲13.2

資料：中国国家統計局
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毛沢東時代の中国経済

毛沢東時代の中国社会は、社会主義と定義されてい

た。その時代の経済運営は厳格な計画経済だった。計

画経済という側面からみれば、当時の中国はいくらか

社会主義に近かったといえる。中国共産党はソ連の経

済運営に倣って、5年おきに経済運営の長期計画を策

定し、それに基づいて資源と財源を配分し経済発展を

計画する。このやり方は今も続いている。ちなみに、

2016年から始まったのは第13次5か年計画である。

計画経済が失敗した原因の一つは、政府が策定した長

期計画の達成について、チェック機能が十分ではな

かったため計画の達成度が低いことがあげられる。

毛沢東は中華人民共和国を建国したが、しかし、そ

の後の政治運営と経済運営をみるかぎり、毛沢東の生

涯の関心事は、経済を発展させることよりも、自らの

権力を握り続けることだった。権力を維持するため

に、毛沢東は革命時のほぼすべての同志を打倒し、そ

の一部を殺害した。

同時に、毛沢東は国民の支持を得るために、政治運

動を繰り返し引き起こした。とくに1950年代の反右

派闘争において数百万人の知識人が右派と認定され、

本人だけでなく、家族も追放された。そして、その後

の経済大躍進が失敗し、1960年代の初め、3年間にわ

たり大飢饉が起きた。もっとも少なく見積もっても、

2000万以上の人が餓死したといわれている。

さらに、1966年から76年まで文化大革命が起き

た。中学生と高校生は毛沢東を守る紅衛兵となり、学

校の教師をはじめとする数百万人の知識人が迫害さ

れ、その一部は殺害された。毛沢東時代に犠牲になっ

た中国人は、少なくとも3000万人ないし4000万人に

上り、この推計からすれば、毛沢東は史上最悪の暴君

といえる。

力闘争を激化させ、10年間にわたる文化大革命につ

ながった。中国にとってもっとも重要な転換点だった

のは、毛沢東の死去（1976年）だった。毛沢東が死

去して1か月後、毛沢東夫人の江青女史をはじめとす

る「四人組」がクーデターで拘束され、それと同時に

鄧小平が復権し、最高実力者となった。これをきっか

けに、「改革・開放」が始まったのである。

「改革・開放」以降、中国経済は徐々に離陸した。

その背景の一つは、共産党が政策の中心を、イデオロ

ギーに関する論争から経済建設に移したことだった。

こうしてみれば、毛沢東時代の共産党は、経済建設に

真剣に取り組まなかったといえるかもしれない。

一般的に鄧小平は、歴史家によってリアリストとし

て評価され、経済発展に最大限に注力したといわれて

いる。しかし、実際の鄧小平は、共産党員として権力

を維持するために経済発展に注力した。1989年に起

きた天安門事件を考察すればわかるように、共産党の

権力が脅かされていると判断したとき、鄧小平は容赦

なく、人民解放軍に発砲を命じた。平時において鄧小

平は良心的な独裁者だった。権力を維持するために経

済を発展させたのである。したがって、「改革・開放」

以降の30余年、共産党内の権力闘争は絶えず起きて

いたが、それは国民全体を巻き込むほどの規模ではな

かった。逆にいえば、国民の大半は政治運動疲れにな

り、民間の経済発展志向は高揚し、共産党内の権力闘

争は権力の中枢に存在するのみで、その影響は限定的

であった。

問題は、なぜ今になって経済発展が減速したのかで

ある。これについては、歴史学的な考察、政治学的な

考察、経済学的な考察など、さまざまな視点からとら

えることができる。今回は中国経済の発展を多面的に

考察することにする。

東は自らに対する崇拝を絶対的にするために、人々に

自由をまったく与えなかったという点である。もとも

と自由と人権は、人々が生まれつき所有する権利であ

る。しかし、スターリン時代のソ連と毛沢東時代の中

国は人々にとって恐怖の政治になり、経済活動はまっ

たく最適化されなかった。計画経済と市場経済の最大

の違いは、社会の構成員に自由が付与されるかどうか

にある。

市場経済が失敗しないわけではないが、市場がオー

バーシュートしたとき、市場メカニズムによって徐々

に自己修正される。しかし、計画経済では、社会の構

成員に自由が付与されないため、経済運営の失敗は計

画立案者の交代を待って初めて修正される可能性が出

てくる。こうした文脈からすれば、毛沢東時代の中国

経済がまったく発展しなかったのは必然といえる。

鄧小平時代の中国経済

鄧小平は毛沢東の時代、少なくとも3回、打倒され

追放された。したがって、鄧小平自身は毛沢東体制の

被害者であり、その弊害を誰よりもよく知っていたは

ずである。しかし、鄧小平はソ連のフルシチョフと

違って、権力を握ってからも毛沢東批判を最大限に控

えた。1978年に採決された中国共産党の文献では、

毛沢東は文化大革命のときに深刻な過ちを犯したと総

括されたが、中華人民共和国を建国させたという功績

があり、「過ちは3割であり、功績は7割である」と

された。

上で述べたように、毛沢東が中国にもたらした弊害

は、その功績と比べても、決して3：7ではないはず

だ。しかし、鄧小平は毛沢東を打倒できなかった。仮

に鄧小平が毛沢東を打倒していたならば、おそらく中

国はソ連よりも早く社会主義の看板を下ろしたに違い

毛沢東時代の経済運営を支えたのはマルクス経済学

だった。マルクス経済学の神髄は、「経済を発展させ

る生産力は、それに付随する生産関係といった制度の

在り方を決定する」ということにある。すなわち、生

産力のレベルによって生産関係（制度）の在り方が決

まってくるというのである。今から振り返れば、この

理論は明らかに間違っている。経済発展は、正しい制

度の選択が行われて初めて実現するものである。要す

るに、生産力に秘められているポテンシャルがその本

来の力を発揮できるかどうかは、正しい制度（生産関

係）を選択することが前提である。毛沢東時代の制度

の選択、すなわち計画経済の諸制度は、経済発展を妨

げたのである。

計画経済の問題は、政府以外の社会のあらゆる構成

員に自由がまったく付与されないことである。社会を

構成する企業や個人は、まるで巨大な機械の部品のよ

うなものだった。計画経済の前提は、政府が策定する

長期計画は資源配分についても需給バランスの調整に

ついても最適である、ということである。おそらく、

マルクスが考案した社会主義・共産主義体制は、こう

した最適化モデルのなかでは人々の働きが最適とな

り、富の分配もすべては平等に行われるということで

ある。しかし、マルクス理論の最大の欠陥は、制度の

なかで人々の利己心が考慮されていなかったことであ

る。とりわけ、権力を手に入れた政府の役人に対し

て、誰がガバナンスを行うかの制度設計が盛り込まれ

ていなかった。政府の役人も普通の人間であり、手に

入れた権力の大きさによってその利己心はおのずと増

殖してしまう。そして、社会の構成員は経済計画の策

定・立案に参画できず、ただ単に計画に従うだけであ

る。すなわち、社会主義では、人々の頭脳のほとんど

が無駄にされたということである。

こうしたなかでとくに指摘しておきたいのは、毛沢
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中国では、日本の明治維新のときのような積極的な

啓蒙活動が小範囲でしか行われていないが、ネット利

用者の急増と海外旅行者の増加により独立志向のでき

る中国人は徐々に増えるものと思われる。

鄧小平は死ぬまで政治改革を認めなかった。今の中

国社会の不安定化は、鄧小平のその負の遺産といえる。

同時に、鄧小平が推し進めた「改革・開放」は中国社

会に地殻変動を起こしている。今、毎日のように起き

ている小規模な社会不安事件は、本震を予兆するいわ

ば前震のようなものといえる。鄧小平の後継者たちは

そのほとんど（江沢民、朱鎔基、胡錦濤、温家宝）が

「技術官僚」（テクノクラート）であるゆえ、鄧小平路

線を忠実に継承することしかできない。しかし、リア

リズムの鄧小平路線はいわば過渡的なもので、中国社

会の安定と経済の持続的な発展を実現するには、新し

い指導者が独創的かつ大胆な改革に取り組む必要があ

る。とくに、政治改革はもはや避けて通れない。

中国経済の 
失われるアドバンテージ

では、これまでの30年あまり、中国経済はなぜ発

展したのだろうか。この設問に対する経済学的な総括

として、資源配分が合理化し、生産効率が向上したこ

とが直接寄与したといわれている。

中国の経済史を振り返れば、毛沢東時代は、工業と

サービス業のいずれも、国有企業または集団所有制企

業によって担われていた。集団所有制企業とは、内部

管理上のカテゴリーに基づく分類であり、オーナー

シップ（所有制）からみれば、国有企業と何ら違いは

ない。一方、農村では、人民公社を軸に農家は厳格に

管理されていた。このような中央集権的な統制経済

は、中国経済を破綻状態に追い込んだ。

鄧小平の時代に入り、「改革・開放」の大義名分に

ない。中国建国以降の27年間、毛沢東は中国に君臨

し、一政治指導者というよりも、まるで神様のような

存在だった。したがって、毛沢東が死去したからと

いって、いくら鄧小平といえども、彼を神座から追放

するという、そこまでの政治力は持っていなかった。

毛沢東時代の27年間の政治と経済運営は完全に誤っ

ていたと総括すれば、共産党は間違いなく下野するこ

とになる。しかし、現実的に考えれば、当時の中国に

は、共産党にとって代わる政治勢力は存在しなかった。

鄧小平はロマンチストではなく、リアリストであ

る。リアリストの鄧小平は現実的な路線を選択し、毛

沢東時代の政治を清算せずに「改革・開放」を進め

て、経済発展を図ることにした。換言すれば、鄧小平

は自らにとりなんの脅威にもなりえなくなった毛沢東

を巧みに利用することで、自らの権力基盤を固めたの

である。歴史家と政治学者の一部は鄧小平を改革者と

称賛するが、鄧小平は良心的な独裁者にすぎない。む

ろん、鄧小平のリアリズムの路線は中国経済のキャッ

チアップに大きく寄与した。この30年あまりの間、

中国経済が奇跡的な発展を成し遂げたのは、いうまで

もなく「改革・開放」の結果といえる。

しかし、「改革・開放」の最大の成果は、実は経済

発展ではなかった。この30年あまりの経済発展のプ

ロセスにおいて、約3億人の中国人は自分の頭で物事

を判断できるようになった。彼らの多くは大学、専門

学校および高等学校を卒業し、海外の情報に積極的に

接し、独立志向力を身につけたのである。今、中国に

は約6億5000万人のネットユーザーが存在する。彼

らは娯楽や買い物にインターネットを利用するととも

に、ネットから多様な情報を入手している。そして、

毎年1億2000万人の中国人は海外旅行に出かけてい

る。百聞は一見に如かず、彼らは海外でさまざまな情

報に接し、考え方も変わる。

おいて、一定程度の自由が人々に与えられた。まず、

人民公社が解体され、農家の生産は、生産請負責任制

の導入によりかなり自由化された。農家は毎年、政府

に農地のレントとして一定割合の農産物を納めさえす

れば、具体的にどの農産物をどれぐらい作るかについ

て、政府は直接関与しない。たくさん収穫できても政

府に追加のレントを納める必要がなくなったため、農

家の積極性が喚起された。

他方、工業とサービス業についても自由化が進めら

れた。むろん、国有企業改革は最初からはっきりした

路線を歩んだわけではない。共産党は国有企業の自由

化について慎重な姿勢を、一貫して崩していない。た

だし、「改革・開放」の早い段階から、共産党は個人経

営の小規模軽工業とサービス業を認めた。とくに、都

市周辺の農村では、「郷鎮企業」と呼ばれる小規模製

造業や軽工業企業が多数設立され、これらの企業は大

型国有企業からビジネスを受注することで飛躍的に成

長した。郷鎮企業は、オーナーシップ的には農村の集

団所有の形だったが、集団所有は名義だけで、実際は

ほとんどが民営企業だった。1990年代に入り、これ

らの郷鎮企業の多くは、家族経営の民営企業となった。

郷鎮企業の伸長は、いうまでもなく国有企業をクラ

ウディングアウトする役割を果たした。1980年代の

国有企業改革は、その内部管理方式の変革に終始し、

目立った成果が得られなかった。1990年代に入ると

中小国有企業は市場競争力を失い、経営の存続は危う

くなった。これを受けて、朱鎔基元総理は国有企業の

所有制改革に着手し、「企業統治」（コーポレートガバ

ナンス）の強化に乗り出した。朱鎔基改革の目玉は、

中小国有企業を民営企業に払い下げることだった。た

だし大型国有企業は、株式会社に転換したが民営化は

されなかった（表2参照）。

国有企業改革は不完全なものではあったが、中小国

有企業の払い下げと民営企業の伸長により、中国経済

は奇跡的な成長を成し遂げることができた。具体的に

いえば、民営企業を中心に、中付加価値と低付加価値

の輸出製造業は、安い人件費を生かして強い国際競争

力を誇示することができた。輸出を振興するため、政

府が長期にわたって人民元の為替レートを割安の水準

に固定していたことも、強いコスト競争力となって、

輸出製造業を伸長させ、中国を世界の工場に育て上げ

た。この比較優位戦略は戦後の日本と、1990年代の

韓国が歩んだ道と同じものだった。

中国は長い間農業経済だったため、農業から工業と

表2　国有企業の歩み

1980年代前半 生産請負責任制の導入と経営の独立性の確立

1980年代後半 「政企分離」（経営機能と行政機能の分離）

1990年代前半 企業統治の強化

1990年代半ば 所有制改革、国有企業の株式会社への転換、近代的企業制度の構築

1990年代後半 「掴大放小」（大型国有企業の国有化と中小国有企業の払い下げ）

2009年 「国進民退」（国有企業による民営企業の買収）

2014年 国有企業管理の強化、100社ほど存在する大型国有企業を40社ほどに吸収・合併（M&A）
　例：鉄道車両メーカーの南車と北車の合併、海運のコスコとチャイナシッピングの合併

2015年 存続ができなくなった「ゾンビ企業」の閉鎖（製鉄所と炭鉱）

資料：筆者作成
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習近平時代の中国経済

習近平政権が誕生して3年が経過した。この3年間

の経済運営を総括すれば、大まかな方向性は正しいも

のの、目立った成果は得られていない。習近平政権が

誕生した当初、その経済政策運営は「リコノミクス」

（李克強首相の経済政策）と表現されていたが、今

や、中国のマスコミでリコノミクスは死語のように

なっている。それに代わって、「新常態」という新し

い造語が作られた。新常態とは景気減速が常態化する

という意味である。

中国共産党は、経済成長が自らの正当性を立証する

最重要な証左と位置付けてきた。だからこそ景気が減

速する局面においては、必ずといっていいほど財政出

動を実行し、景気対策を行ってきた。もっとも有名な

のは、2009年と10年の2年間に実行した4兆元（当

時の為替レートでは、約56兆円）の財政出動だった。

2009年の世界経済は、前年のリーマンショックによ

り金融危機が深刻化するおそれがあった。中国共産党

が実施した大規模な財政出動によって、アメリカ経済

の落ち込みによる影響がかなりの部分においてカバー

された。

その後、この4兆元の財政出動について中国国内で

も厳しい批判がわき起こった。事実、4兆元の財政出

動は拙速だったため、その流動性の大半は国有企業に

流れた。国有企業は政府からフリーランチのような巨

額の財政資金を受け入れ、そのかなりの部分を不動産

市場に投資した。これをきっかけに不動産バブルはさ

らに膨らんだ。不動産バブルが膨張すれば、鉄鋼、ア

ルミ、板ガラス、セメントなどの建材産業は好景気を

迎え、経済の高成長も実現する。4兆元の財政出動

は、表面的には所期の成果を収めることができた。

しかし、4兆元の財政出動のうち、中央政府が支出

サービス業へ人的資源をシフトするだけで付加価値の

高い経済になることができた。今でも、２億7700万

人の農民が都市部に出稼ぎしているといわれている。

中国にとってもっとも欠如しているのは、優れた技術

などの資本財である。鄧小平時代の独創性のある戦略

は、市場を外資に限定的に開放する代わりに、外資か

ら技術移転を受けることだった。中国の白物家電メー

カーのほとんどは日本企業から技術移転を受けて育っ

たものである。たとえば、冷蔵庫やエアコンメーカー

として有名なハイアールの技術は、パナソニックと三

洋電機から移転を受けたものである。中国最大のエア

コンメーカーである格力電器のインバーター技術は、

ダイキン工業から受け継いだものといわれている。

総括すれば、中国経済は低コストという比較優位を

生かしながらキャッチアップに成功した。同時に、弱

い技術力を補うために、免税や減税といった優遇政策

をもって外資誘致に取り組んだ。そのなかで、中国共

産党は国有企業という社会主義の最後の牙城を温存す

る姿勢を崩していない。問題は、経済が発展すれば、

輸出製造業のコストは必ずや上昇してしまうことであ

る。その結果、過去10年間で、中国経済はほぼすべ

てのアドバンテージ（比較優位）を失ってしまった。

振り返れば、これまでの10年間、中国の主要都市

では最低賃金が毎年10％ずつ引き上げられた。同時

に、中国人民銀行（中央銀行）は2005年から人民元

の対ドルレートを切り上げ始め、15年までに累計で

約40％切り上がった。さらにこの10年間、主要都市

では不動産市場がバブル化し、オフィスや住宅などの

賃料は数倍に跳ね上がり、北京や上海のオフィス賃料

はニューヨークを凌駕するようになったといわれてい

る。この結果、外国企業が中国にとどまる魅力は次第

に失われ、低付加価値と中付加価値の輸出製造企業

は、率先して中国を離れたのである。

する真水以外の部分については、地方政府が工面しな

ければならず、その多くは国有銀行から高い金利で借

り入れた債務だった。今となって、地方債務は中国経

済にとり予期せぬ重荷になっている。中国の地方債務

が一体いくらぐらいに膨らんでいるのか、正確な金額

は誰もわからない。欧米の主要シンクタンクの推計に

よれば、中国債務のGDP比は2倍以上に上るといわ

れている。

地方債務は、国有銀行が地方政府によって設立され

た国有企業に貸し出すため、その回収は民営企業への

貸し出しに比較して難しい。政府と国有銀行、国有企

業は運命共同体のようなものであり、債務チェーンの

拡張もモラルハザードによるものである。2005年、

中国政府は4大国有銀行の傘下に4社の国有資産管理

会社（AMC）を設立した。4大国有銀行からこの

AMC4社に、合計1兆3000億元ほどの不良債権を移

管した。そのうち、約数千億元の不良債権はデットエ

クイティスワップ（DES）により処理された。DES

とは、貸し手企業への債権を株式（エクイティ）に転

換して、契約期間が満期になった時点で企業にそのエ

クイティを買い取ってもらうやり方である。このやり

方のメリットは、借り手企業にとり金利負担が軽減さ

れ、経営再建がしやすいことである。貸し手の銀行は

株主として企業経営に直接参画することでコーポレー

トガバナンスを強化し、借り手企業の経営改善を促し

ていくことができる。

むろん、借り手企業が倒産した場合、債券は株式に

転換してあるため、貸し手の金融機関はまったく回収

できなくなるおそれがある。人民銀行の発表によれ

ば、中国の商業銀行（ほとんどは国有銀行）は、これ

からDESの手法で4兆元の不良債権を処理するとい

われている。商業銀行になぜこれほど巨額の不良債権

が現れたのかについての詳しい発表はないが、中国経

済の流れを振り返れば、不動産バブルの崩壊と4兆元

の財政出動はその主な銀行であると推察される。それ

に加え、政府が主導している設備投資は外需の萎縮に

より供給過剰となり、銀行の設備投資ローンのかなり

の部分は回収不能になったと思われる。すでに明らか

になっているとおり、自動車、鉄鋼、石炭、板ガラ

ス、セメントなど、中国経済をけん引してきた主要産

業は軒並み40～50％の不良債権を抱えている。習近

平政権は経済成長を持続させていく必要があるが、ほ

ぼすべてのエンジンは逆回転している。

なぜ中国経済は減速したのか

では、なぜ中国経済は減速したのだろうか。これま

で中国経済は高成長するのが当たり前のように思われ

ていた。しかも、経済成長は共産党の指導体制の正当

性を実証するものだった。2010年以降、景気が急減

速しているが、専門家の間でも、これは景気循環によ

る一時的なものか、それとも構造的な原因によるもの

か、見方が分かれている。しかし、政府共産党が現状

を新常態と定義していることから、目下の景気減速

は、景気循環による短期的な動きではないことを物

語っている。

オーソドックスな経済学をもって分析すれば、今ま

で経済成長をけん引してきたのは輸出と投資だった

が、投資について、主要産業は軒並み40％以上の過

剰設備を抱えているため、これ以上の投資拡大はでき

ない。そして輸出も、人件費の上昇や人民元の為替

レートの割高、不動産バブルによるオフィス賃料の高

騰などにより比較優位を失いつつある。消費も社会保

障制度が十分に整備されていないことから伸び悩んで

いる。

一方、最近の政策運営を考察すれば、懸念されるの
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ている。これこそ中国経済が減速する根本的な原因で

ある。要するに、ありとあらゆることは政府に従わな

いといけないということになっている。これでは経済

の活力が発揮されない。

共産党幹部の腐敗ぶりをみるだけでもわかるよう

に、専制政治はすでに限界に来ている。人民による監

督とガバナンスを認めなければ、共産党の統治は終わ

りに近くなる。結論からいえば、一時的な景気減速は

それほど深刻な問題とはなりえない。問題なのは構造

的な原因による成長の減速である。目下の減速が新常

態であるかどうかはともかく、その構造的な原因を取

り除くことが急がれよう。

では、どのような問題が構造的な原因を構成してい

るのだろうか。それは国有経済が急速に肥大化してい

ることである。市場経済を構築するならば、国有経済

を次第にダウンサイズしていく必要がある。ところが

2010年以降、国有企業と国有銀行は次第に規模を拡

大させている。李克強首相が意気込んだゾンビ企業の

閉鎖もそのほとんどが国有企業であるため、大幅に

トーンダウンしている。中国経済は正念場に差し掛

かっているといえるかもしれない。
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は政府による経済への「管理」が強化され、「改革・

開放」が統制経済に逆戻りしているようにみえること

だ。民営企業がさらなる発展を成し遂げるためには、

一段の自由な市場環境の実現が求められているが、習

近平政権になってから、政府による市場への関与がさ

らに強化され、国有企業による市場の独占も強まって

いる。とくに、習近平政権は国有企業の管理を強化す

るという大義名分により大型国有企業の吸収・合併を

推し進め、国有企業の支配権が一段と強化されてい

る。たとえば、鉄道車両メーカーの南車と北車が合併

され、完全に市場を独占している。そして、海運のコ

スコとチャイナシッピングが合併し、巨大な海運会社

が誕生した。このような大型国有企業の合併は、短期

的にはその国際競争力の強化に寄与すると期待されて

いるが、長期的にみれば、企業の独占体制は必ずや経

営効率を悪化させることになる。中国経済は慢性的な

停滞に入りつつある。

中国経済が直面している難題は自由を基本とする市

場経済と専制政治との対立である。中国共産党が専制

政治に終止符を打たないかぎり、真の市場経済を実現

することはできない。中国経済は歴史的な分水嶺に差

し掛かっているといえる。

一説によれば、中国はシンガポールモデルを踏襲し

ようとしているといわれている。シンガポールは法治

的な専制国家である。ただし中国がシンガポールの真

似をするのは不可能である。なぜならば、シンガポー

ルは都市国家であり、人口も少ない。中国は14億人

を有する巨大国家である。中国でシンガポールモデル

は通用しない。

政府共産党は今の中国を社会主義市場経済と定義し

ているが、実際は国家資本主義に近い制度になってい

る。かつて鄧小平が企業と個人に自由をいくらか与え

たとすれば、今の中国は、その自由度が急速に縮小し

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
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