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中国経済がさらに下振れする恐れがあることを意味す

るといえる。

中国における政策決定は、長年、ケインズ経済学が

主流になっている。この点は日本でもまったく同じで

ある。要するに、ケインズ経済学では、景気が減速す

るのは有効需要が弱いからと考える。景気を押し上げ

るには、財政出動で需要、すなわち消費を刺激するの

が一番といわれる。これに対して、マネタリストたち

は金融政策の実施を提唱する。金融政策とは、利下げ

と量的緩和からなるポリシーミックスである。しか

し、今の世界経済を鳥瞰しても分かるように、ヨー

ロッパの一部の国と日本では、マイナス金利が導入さ

れているが、景気が改善する兆しはない。一方、量的

緩和を長期化すれば、バブル経済が再燃する恐れがあ

ることは明々白々である。中国についていえば、市中

銀行の貸出と預金の基準金利は主要経済指標において

高いレベルにあり、利下げの余地がある。量的緩和が

すでに実施されているため、これ以上、金融市場に流

動性を注ぎ込んでも効果は期待できない。

では、中国人民銀行（中央銀行）はなぜ利下げを実

施しないのだろうか。簡単な質問だが、答えは簡単で

中国において2016年は、第13次5カ年計画の始動

の年だった。第13次5カ年計画（2016〜2020年）

は、経済の量的な拡大から質の向上という構造転換が

柱である。中国政府の指導部は無理に高成長を目指す

よりも、構造転換を優先にすると公約している。この

文脈からすれば、今の景気減速は想定内の結果といえ

る。マスコミには、目下の景気減速に焦点を当てる動

きがあるが、問題は景気が減速しているかどうかでは

なく、構造転換が進んでいるかどうかである。

中国社会科学院の余永定研究員は、「中国経済はす

でにデフレに突入している可能性があり、目下の景気

減速から脱却しなければ、デフレがさらに深刻化す

る」と警鐘を鳴らす。日本経済にも詳しい余研究員

は、今こそ政府が財政出動すべきと中国政府に提案す

る。今の中国経済がデフレ状態にあるとの判断の根拠

は明らかにされていないが、中国政府の公式統計によ

れば、消費者物価指数（CPI）は3％以上の水準で推

移している。しかし、2009年に実施された4兆元（当

時の為替レートで約56兆円相当）の財政出動は中国

経済の不均衡をさらに拡大させ、悪名高い。そのなか

で余研究員があえてこのような政策提言を行うのは、

岐路に立つ中国経済の行方
習近平政権の二期目の経済政策の展望

主席研究員
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第13次5カ年計画と財政政策

中国の政策運営において毛沢東時代から継承されて

いるやり方の一つは、「5カ年計画」と呼ばれる長期

計画を5年おきに策定し、政府部内に周知させ、経済

建設の指針としている。ほんとうのことをいえば、5

カ年計画を策定するというやり方は市場経済のもので

はなく、計画経済の名残である。実体経済がすでに市

場経済化している中国で5カ年計画を作り続けること

は、明らかに時代遅れのやり方といわざるを得ない。

中国の政策当局もこのような長期計画の策定に違和感

を感じているはずである。だからこそ、第12次5カ

年計画（2011〜2015年）から「計画」が「規画」（中

国語では、「計画」より弱い表現。どちらかといえば、

「展望」に近い）に改められた。

しかし、計画だろうが、規画だろうが、政府はこう

した長期プランを作成することで実体経済に影響を与

えたいという点について変わりはない。ここで問われ

るのは、こうした計画に実効性（feasibility）がある

かどうかということである。今までの5カ年計画を振

り返れば、実は、正しい政策と正しい目標がたくさん

盛り込まれていることが分かる。たとえば、第11次5

カ年計画（2006〜2010年）では、汚染物質の総量を

期間中に10％減らす目標があった。そして、第12次

5カ年計画では、地域協調型発展と資源節約型成長を

目標にしていた。しかし、これらの立派な目標のほと

んどは絵に描いた餅になっている。政府は長期計画を

策定し公表するが、それが達成されているかどうかの

検証はきちんとなされていないため、計画のみで終

わっている。

なぜ中国では長期計画が有効性を発揮しないのだろ

うか。それはあまりにもマクロすぎる計画になってい

るため、そもそも検証不可能であるからだ。たとえ

はない。そもそも金利は、金融機関が金融仲介を行う

合理化と効率化を促すプライスメカニズムの役割を果

たすものである。こうした観点からいえば、金利を自

由化（中国語では、「市場化」という）して、商業銀

行が自ら金利水準を決定できるようにすることが重要

である。具体的には、業績の良い企業への融資はリス

クが低いため、より低い金利を適用し、反面、業績の

悪い企業への融資はリスクが高いので、より高い金利

を適用する。こうした金融機関のリスクマネジメント

は、結果的に産業構造の合理化と効率化に寄与するも

のと思われる。

中国人民銀行の周小川行長（総裁）は金利の自由化

を推進すると繰り返し強調しているが、ほとんど進ん

でいない。正しく表現すれば、金利の自由化の制度面

での用意はすでにできているが、運用面においてオペ

レーションが遅れている。とくに、今年（2016年）

に入ってから、人民銀行は市中銀行に対する窓口指導

を強化している。こうした現象からみれば、人民銀行

は市中銀行が過度な価格（金利）競争に走るのを恐れ

ているようにみえる。すなわち、中央銀行として人民

銀行は、市中銀行による「秩序ある競争」を望んでい

るということである。その秩序を定めるのは中国人民

銀行である。

結果的に金融政策の出番はないということになるた

め、かつて人民銀行で貨幣政策委員会の委員を務めた

ことのある余研究員は、大胆な金融政策を提言するの

ではなく、大胆な財政出動を提言している。しかし、

景気減速を懸念する問題意識は中国のポリシーメー

カーにおいて共有されているが、財政政策の有効性が

論証されていないため、大胆な財政出動が提案されて

も、実施に移される可能性は高くない。

今回の報告書は、二期目に入る習近平政権の経済政

策の在り方を検証する。
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であり、経済発展の目標でもある。

したがって、政策当局が目標にすべきは経済成長率

ではなく、安定した成長を実現するマクロ経済の均衡

的発展である。政策当局がある成長率を目標にする

と、地方政府と国有企業はどんな手段を使ってでもそ

の目標を達成しようとする。否、そもそも中国の地方

政府の幹部は、地元の経済成長が自らの業績を証明す

る重要な指標として、目標を上回る水準を追求しよう

とする傾向が強い。なによりも悪質なのは、実際の成

長が目標に達していなくても統計を水増しして改ざん

する行為が日常茶飯事になっていることである。李克

強首相は就任する前から、「中国のマクロ経済統計は

信用できない」と明言している。

こうしたなかで、第13次5カ年計画では、今まで

よりも低い6.5％成長が目標として掲げられている。

これは政策当局からすると、6.5％成長は無理のない

水準なのか、それとも、今の中国経済がそれ以上の成

長は達成できないから、仕方がなく6.5％に下げたの

か、その内実は明らかではない。しかし、2016年に

入ってから、中国経済は上向く兆しをみせていない。

だからこそ中国社会科学院の余研究員は大規模な財政

出動を提案したのかもしれない。

しかし、構造転換がなければ、大規模な財政出動が

行われても、その効果は一過性のものになる。否、そ

の副作用として政府は巨額の債務を抱えることにな

る。このことは「失われた20年」を喫した日本の経

験からも観察できる。一方、金融緩和政策も同様に副

作用が大きい。金融市場に必要以上の流動性を注ぎ込

んでも、そもそも投資家のマインドが低下しているな

かでは、景気浮揚の効果が期待できないだけでなく、

金融の投機を助長する恐れがある。

ケインズ経済学はなぜ機能しなくなったのだろう

か。ケインズの時代と比較して、今の世界経済はかつ

ば、過去60年間、毎年発表されている植林の面積を

足し合わせると、中国の国土面積の数倍に相当する規

模になる。すなわち、これらの統計が正しく、しかも

植林された木々が全部育っていれば、中国人の住む家

はなく、森林面積は国土の100％に達することになる。

今となってみれば、こうした長期計画を策定する当

局者と企業および国民は、その中身についてほとんど

真剣に考えていないのが実情であろう。中国の長期計

画を真剣に分析しているのは海外の中国ウォッチャー

だけである。むろん、5カ年計画のような長期計画に

は政策トレンドを示すメッセージが含まれており、そ

のメッセージを読み取ることは政策トレンドを理解す

るうえで依然として重要である。

第13次5カ年計画のなかに込められている重要な

メッセージは、「成長」と「転換」のバランスである。

次ページの表1に示したのは第13次5カ年計画の主な

内容である。中国政府は、一貫して経済成長の維持を

社会主義体制の正当性を立証する証左と位置付けてい

る。今までは毎年、8％または7％成長が目標として

掲げられてきた。7〜8％成長を目標に掲げる根拠と

して、成長率がそれを下回ると雇用が難しくなるから

であろうといわれている。しかし、中国のマクロ経済

統計のなかでもっともずさんな統計は雇用統計であ

る。なぜならば、景気がどんなに変動しても、失業率

は一貫して4〜5％のレンジで推移し、統計上悪化し

たことがないからだ。

そもそも中国では、労働集約型製造業が柱になって

いる。4〜5％の失業率をキープするのに、なぜ7〜8％

の経済成長が必要なのだろうか。しかし、中国経済を

展望すれば、経済発展とともに労働集約度は徐々に低

下していると予想され、単純労働を中心とする労働集

約型産業は人件費の上昇により後退していくと思われ

る。中国における産業構造の高度化は必然なトレンド
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表1　第13次5カ年計画の主な内容

2015年 2020年
増加率目標

目標性質
単年 5年通算

経済発展 1 GDP （兆元）  67.7 92.7以上 6.5%以上 預期性
2 労働生産性（万元／人） 8.7 12.0以上 6.6%以上 預期性
3 都市化率
　居住人口都市化率（%） 56.1% 60.0% 3.9% 預期性
　戸籍人口都市化率（%） 39.9% 45.0% 5.1% 預期性

4 サービス産業付加価値割合 50.5% 56.0% 5.5% 預期性
イノベーション 5 対GDP比R&D投資額 2.1% 2.5% 0.4% 預期性

6  特許取得件数（1,000万人当たり）  6.3  12.0  5.7 預期性
7 コブ=ダグラス生産関数における技術進歩率 55.3% 60.0% 4.7% 預期性
8 インターネット普及率
　固定ブロードバンド家庭普及率 40% 70% 30% 預期性
　携帯電話ブロードバンド普及率 57% 85% 28% 預期性

民生福祉 9 国民可処分所得増加率 6.5%以上
10 労働年齢人口平均累積教育年数 10.23 10.8 0.57 約束性
11 都市部新規就業人口（万人） 5,000以上 預期性
12 農村部脱貧困人口（万人）  5,575 預期性
13 基本養老保険加入率 82% 90% 8% 預期性
14 都市部バラック住居改築軒数（万軒） 2,000 約束性
15 平均余命伸長年数 1 預期性

資源環境 16 耕地面積（億畝） 18.65 18.65 約束性
17 新規建設用地面積（万畝） 3,256以下 約束性
18 GDP1万元当たりの水消費量削減率 23% 約束性
19 GDP当たりのエネルギー消費量削減率 15% 約束性
20 一次エネルギー消費量に占める非化石燃料の割合 12% 15% 3% 約束性
21 GDP当たりの二酸化炭素排出量削減率 18% 約束性
22 森林発展

　森林率 21.66% 23.04% 1.38% 約束性
　森林蓄積量（億m3） 151 165 14% 約束性

23 大気の質
　地級市以上の空気清涼天候日数率 76.7% 80%以上 約束性
　地級市以上でPM2.5目標未達都市の濃度削減率 18% 約束性

24 地表水の質
　Ⅲ類以上の水体積割合 66% 70%以上 約束性
　劣V類水体積割合 9.7% 5.0%以下 約束性

25 主要汚染物質排出量
　化学的酸素要求量（COD） 削減率 10% 約束性
　アンモニア態窒素削減量 10% 約束性
　二酸化硫黄削減量 15% 約束性
　窒素酸化物削減量 15% 約束性

（注）目標性質の欄で、「預期性」はターゲット数値が将来変更する可能性のある目標、「約束性」は必達目標。
（出所）新華社ネットをもとにニューラル作成
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て経験したことのない過剰供給に直面している。オー

ソドックスな需要喚起では、需要と供給がバランスし

にくいのは実情であろう。とくに、世界の工場といわ

れる中国のような国では、いくら需要を喚起し、消費

を刺激しても、供給とのバランスが取れない。

サプライサイド経済の有効性と課題

このような状況に鑑みて、中国では、一部の研究者

はサプライサイド（供給側）の改革を提言している。

すなわち、供給過剰になっている設備を削減し、需給

が均衡するようにするというロジックである。

図1に示したのは、サプライサイドにおける過剰設

備の削減などの調整策の効果を検証したものである。

図中、Dは需要曲線、Sは供給曲線をそれぞれ表して

いる。その交点のE*で均衡点を表している。サプラ

イサイドで過剰設備を削減することで、供給曲線Sは

左上にシフトされると考えられる。それによって、新

たな均衡状態（E’）に達すると考えられる。総需要

（Y）の減少分（Y*-Y’）は過剰設備の削減による効

果を意味する。

中国はこれまでの37年間、「改革・開放」政策を推

進してきた。その神髄は外資を誘致し、廉価な労働力

で作った安い製品を大量に輸出するという比較優位モ

デルだった。この発展モデルはあまりにも大成功を収

めたため、中国政府には経済成長のモデルチェンジに

取り組むインセンティブが強く働かない。おそらく一

部の専門家は経済成長のモデルチェンジの必要性を理

解しているが、許認可権を握っている役人はこれまで

どおりの成長を続けようとする。

経済担当の汪洋副総理はかつて広東省党書記の時

代、「騰籠喚鳥」（鳥籠の中の鳥を取り換える）を提唱

したことがある。このたとえ話において「鳥籠」は経

済のことを意味し、「鳥」は企業である。広東省は市

場開放のゲートウェーだった。37年前に、最高実力

者だった鄧小平は香港に近い広東省の利点に目をつ

け、その一部の中小都市を経済特区に指定した。経済

特区にはほかの地域で認められていない優遇政策を付

与し、華僑を中心とする外資を誘致できるようにし

た。この経済特区構想こそ「改革・開放」の起爆剤

だった。

30年余りのこの「改革・開放」の経済発展は、もっ

ぱら外需に依存するものだった。共産党指導部におい

て最初に内需振興を提唱したのは朱鎔基元総理だっ

た。1997年のアジア通貨危機は、「東アジアの奇跡」

と称されたアジア諸国に警鐘を鳴らした。すなわち、

アジア諸国はもっぱら輸出、とりわけアメリカへの輸

出に依存していては、経済成長を持続していけないと

いうことである。しかし、指導者に先見の明があって

も、社会全体でそれがコンセンサスにならなければ、

経済成長のモデルチェンジは実現しない。

汪洋副総理の提唱は、中国経済がこのままでは成長

を持続していけないことを明確に認識したものであろ

図1　過剰設備の削減による需給調整

注：Pは価格、Yは総需要、Dは需要曲線、Sは供給曲線
資料：筆者作成

P
S

S’

E*

D

Y’ Y*

E’
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業は相次いで海外に展開し、経営が行き詰っている企

業は政府による救済・保護を求めている。政府がこう

したゾンビ企業を救済しなければ、失業者が役所に押

しかけ、デモや抗議活動を展開する。政府がゾンビ企

業の虜になっているため、ゾンビ企業の閉鎖に乗り出

すことができない。結論からいえば、サプライサイド

の改革は必要だが、痛みを恐れている政府は踏ん切り

がつかないのである。

中国共産党の新たな挑戦

今の中国では、とくに指導部において政治改革の議

論はほとんどタブーになっている。最近、共産党中央

は共産党員に対して社会主義への信念を強めるよう求

めている。いかなる社会でも、その政治体制はほかの

諸制度を決める前提である。王様の社会では、すべて

のことは王様が最終権限を有するため、すべての社会

構成員は王様のために存在する。それに対して資本主

義社会においては、個人の私有財産は絶対に不可侵の

ものであり、人々は自由、民主、人権と平等を信奉す

るとともに、それ相応の責任と義務を負う。人々の行

動を拘束できるのは公の法律のみである。

市場経済は自由な民主主義を前提にする制度であ

る。だからこそ1980年代の中国では、市場経済はタ

ブーだった。当時、公の場においては市場経済といわ

ず、「商品経済」と言い換えられていた。おそらく中

身は市場経済だったはずである。実は、今でも中国は

自らの経済を市場経済と認めておらず、「社会主義市

場経済」と定義している。社会主義の市場経済は、資

本主義の市場経済と比べてどこが違うのだろうか。お

そらく、資本主義市場経済の主役は市場であるのに対

して、社会主義市場経済の主役は政府という違いであ

る。中国経済の内実を考察すれば一目瞭然のとおり、

う。朱鎔基元総理は需要の喚起を提唱したが、実現し

なかった。サプライサイドの改革も進んでいない。広

東省に進出した一部の労働集約型製造業は工場をミャ

ンマーなどの東南アジア諸国に移転したが、代わりの

「新しい鳥（企業）」は入ってきていない。中国の製造

業の高付加価値化は遅々として進んでいない。

サプライサイドの改革はなぜ進まないのだろうか。

それは痛みが伴うからであり、地方政府は同地の社

会の安定を優先にせざるを得ない事情がある。たとえ

ば、過剰設備を削減したら、間違いなく雇用は悪化

し、社会が不安定化する。現に広東省の場合、一部の

工場が海外に移転した結果、治安は急速に悪化してい

る。

ここでもう一つの疑問は、なぜ高付加価値の製造業

が中国に進出してこないかである。

この答えはそれほど簡単なものではない。そもそも

多国籍企業は自社のグローバル戦略を策定するとき、

期待収益とコストに加え、リスクを考慮に入れる。今

の中国は工場としての魅力が後退している。市場とし

ての潜在的な魅力は認められるが、現実問題としてカ

ントリーリスクが大きい。投資家がもっとも嫌うリス

クはその国の政策運営の不透明性である。

そもそも市場経済においては、政策当局はどのよう

な政策を取るかについて常に市場と対話しながら政策

を実行していく。しかし、選挙が行われていない中国

では、指導者が市場にメッセージを送ることはほとん

どない。たとえば、全国人民代表大会において報告さ

れる政府活動報告はほとんど無味乾燥のスローガンで

ある。経済運営についてどんなに行き詰っていても、

当局は「いかなる困難も解決する自信がある」と誓う

のみである。

この3年余りで、中国経済については新たなトレン

ドが現れている。利益が上がって経営が順調な中国企
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市場取引は政府の管理下で行われている。政府主導の

経済運営を主張する論者のロジックは、市場は万全で

はないので、政府による管理が欠かせないということ

である。

この議論は、「国家の役割」と「市場の役割」とい

う古典的な命題にぶつかる。古典派経済学者は市場の

役割を信奉し、市場の取引のなかで均衡が達成され、

資源配分が合理化ならびに効率化すると主張する。こ

の古典派的考えに異議を唱えたのは開発経済学者たち

だった。市場における情報が対称的ではないため、取

引を完全に市場に任せると、市場がオーバーシュート

し市場は失敗を喫する。問題は、1997年に起きたア

ジア通貨危機について、あれは国家の失敗なのか、市

場の失敗なのか、いまだに結論が出ていないことであ

る。アジア通貨危機がヘッジファンドの投機によって

引き起こされたものと総括されれば、確かに市場の失

敗といえる。しかし、そもそもアジア諸国が性急に金

融市場を開放した結果、投機にさらされたとも指摘さ

れている。そしてなによりも、ポール・クルーグマン

が指摘するように、アジア諸国の「奇跡的な」成長は

投資によってけん引されたもので、生産性の改善が

伴っていなかったから、成長はまぼろしだったといわ

れている。

新古典派経済学と開発経済学の論争を整理すること

がこの報告書の目的ではない。国家と市場の関係も永

遠の命題になろう。問題は、これまでの3年余り、中

国の経済運営は鄧小平が定めた既定路線に明らかに逆

行していると思われることである。なぜならば、政治

が毛沢東時代に逆戻りしているからである。毛沢東時

代の政治は、ヒトラーの国家社会主義とスターリンの

恐怖共産主義に相通ずる面が多い。人々に自由を与え

ず、恐怖を与える。一神教ときわめてよく似た恐怖政

治に、当時、人々は恐怖を覚え、互いに信用しなく

なった。政府にとって、恐怖に怯える人々は一番管理

しやすい。しかし、毛沢東時代の政治は根本的にいえ

ば、反市場経済の制度だった。国有企業と人民公社は

毛沢東時代の社会主義経済を支える２本の柱だった。

今、中国の経済発展を一番邪魔しているのは国有企

業の存在である。考えてみれば、民営企業であれば、

過剰設備を温存しようとは思わないはずである。過剰

設備を温存すれば、民営企業にとって命取りになる。

しかし、国有企業であれば、そのような心配はほとん

どない。政府と国有企業は所属関係にあり、人事権や

財源などはすべて政府にある。政府にとって、国有企

業は第二の国家財政であり、雇用の受け皿であり、役

人の天下り先である。したがって、国有企業がどんな

に過剰設備を抱えても、政府はその破たん処理を認め

るインセンティブが働かない。したがって、究極的に

いえば、中国の景気減速は需給の不均衡や過剰設備や

過剰債務の問題ではなく、問題は、政府と国有企業と

の関係が経済効率を押し下げ、経済発展を邪魔してい

るという点にある。

中国共産党は専制政治を維持しながら、市場経済を

成功させようとしている。本来ならば、専制政治と市

場経済は水と油の関係のように真っ向から対立する二

つの制度である。専制政治がいかに市場経済と融合す

るというのだろうか。これこそが中国共産党の新たな

挑戦である。中国共産党はいかなることがあっても絶

対に下野しない。今まで、経済発展は共産党の正当性

を立証する証左だった。鄧小平の言葉を援用すれば、

「発展こそこの上ない理屈である」ということであ

る。すなわち、経済を発展させるためならば、政府に

よる統制を少しずつ撤廃していくことが覚悟されてい

た。鄧小平の改革は漸進主義のものと表現されてい

る。しかし、規制緩和や自由化は制度化されなければ

実現しない。
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ている。しかし、政府が種々の権限によって国有企業

を大きく強くするならば、市場はいっそう国有企業に

独占され、民営企業がますます排除される恐れがあ

る。かつて、胡錦濤政権のもとで、4兆元の景気対策

が実施され、財政資金のほとんどが国有企業に流れ、

「国進民退」と批判された。しかし、今は、政府が自

ら「国進民退」を推進しようとしている。民営企業は

もっとも多くの雇用を創出しているだけでなく、産業

のすそ野でもある。民業が圧迫されれば、中国経済は

さらに活力を失ってしまうと思われる。中国経済はま

さに岐路に立っている。
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2012年に採決された中国共産党第18回党大会の文

献では、「資源の配置は市場メカニズムによって行わ

れる」と明記された。しかし、それから4年が経過

し、政府による投資はいっそう強化されている。

2016年3月に開かれた全国人民代表大会では、李克

強首相が政府活動報告のなかで、採算の取れないゾン

ビ企業の閉鎖を繰り返し強調した。李首相が提唱した

「去産能」（過剰設備の削減）こそサプライサイドの改

革の柱である。しかし、それから半年以上経過した

が、ゾンビ企業のほとんどはそのまま温存されている。

反面、景気の減速も続いている。ここで、中国の実

際の経済成長率が何パーセントかについて議論するの

はほとんど意味がない。なぜならば、オリジナルの統

計が公表されていないからで、せいぜいマクロ経済統

計の項目間の関連性を検証し、既存の統計との矛盾を

指摘できるのみである。国際貿易が減速しているのは

明々白々である。それを補うために、投資の増額が提

案されている。しかし、投資による景気浮揚の効果は

一過性のものである。このまま議論をしていくと、需

給バランスを均衡させるという出発点に戻ってしま

う。要するに、目下の景気を押し上げる政策をいくら

実施しても効果は限定的である。それよりも、制度を

抜本的に改革する必要があるが、そこでは経済改革が

政治制度という壁にぶつかってしまう。中国政府は公

式文献において国有企業を大きく強くすることを定め
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別表　中国経済主要指標（2010～2016年1－6月）

単位 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.1－6

実質GDP成長率 前年比、％ 10.3 9.2 7.8 7.7 7.4 6.9 6.7

第1次産業 〃 4.3 4.3 4.5 3.8 4.0 3.9 3.1

第2次産業 〃 12.2 10.3 8.1 7.9 7.3 6.0 6.1

第3次産業 〃 9.5 9.4 8.1 8.3 8.1 8.3 7.5

固定資本形成 〃 23.8 23.6 20.6 19.6 15.7 10.1 11.1

不動産投資 〃 33.2 27.9 16.2 19.8 10.5 2.8 6.1

小売総額 〃 18.4 17.1 14.3 13.1 12.0 10.6 10.3

輸出入総額 〃 34.7 22.5 6.2 7.5 3.4 －7.0 －3.3

輸出 〃 31.3 20.3 7.9 7.9 6.1 －1.8 －2.1

輸入 〃 38.7 24.9 4.3 7.3 0.4 －13.2 －4.7

貿易収支 億ドル 1,831 1,549 2,311 2,590 3,831 5,945 2,305

直接投資実行金額 前年比、％ 17.4 9.7 －3.7 －2.9 1.7 7.9 13.5

外貨準備 10億ドル 2,648 3,181 3,310 3,821 3,843 3,330 3,210

消費者物価上昇率 前年比、％ 3.3 5.4 2.6 2.6 2.0 1.4 2.1

マネーサプライM2 〃 19.7 13.6 13.8 13.6 12.1 13.3 13.4

実質収入：農村住民 前年比、％ 10.9 17.9 10.7 12.2 9.2 8.2 6.7

都市住民 〃 7.8 14.1 9.6 7.0 6.8 7.5 5.8

都市部失業率 ％ 4.3 4.1 4.1 5.0 5.1 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。
        ③2016年1－6月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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