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本経済は、米国の連邦準備制度理事会が利上げを実施
しているのに、日本銀行が金利をマイナスに引き下げ
る合理性が説明されない。残念ながら、日本銀行では
スピード感のある政策決定がなされていない。目下の
政策トレンドは明らかに間違っている。

一方、中国の周小川行長にとっても眠れない日々が
続いているはずである。2016年12月30日、中国人民
銀行は突如として外貨管理を強化する規定を発表し
た。中国の外貨管理条例では、居住者1人当たりにつ
き、1年間、5万ドルの外貨を購入できることになっ
ている。その使途に関する制限はとくに規定されてい
なかった。しかし、新しい規定では、5万ドルの外貨
購入枠こそ縮小されていないが、それを持って海外で
不動産投資や保険等の金融商品を購入することなどが
禁止された。これまで、個人は外貨を購入するとき
に、5万ドルの枠内であれば、銀行の窓口でとくにそ
の使途について聞かれることはなかったが、2017年
に入ってから、銀行の窓口で外貨を購入する際、その
資金の使途を報告する申請書の記入が義務付けられて
いる。仮に申請書に記入された使途と異なる使い方を
した場合、向こう2年間、外貨購入資格が停止されて
しまうといわれている。

世界主要国の中央銀行総裁のなかでもっとも政策決
定に苦労しているのは、おそらく日本銀行の黒田東彦
総裁と中国人民銀行（中央銀行）の周小川行長であろ
う。

そもそも中央銀行の金融政策の役割は、経済成長を
促進することよりも、貨幣価値の安定を保つことが優
先される。日本では、経済成長を促進するのは内閣と
財務省の仕事のはずである。しかし、現在の日本銀行
はアベノミクスを成功させるべく、異次元の金融緩和
策を実施すると同時に、金利をマイナスにまで引き下
げている。マイナス金利の本来の狙いは、金融機関に
溜まっている流動性を市中に流すためであるが、日本
経済の実態をみればわかるように、マイナス金利政策
は需要を喚起するどころか、むしろ逆効果のほうが強
い。

なによりも、マイナス金利は金融機関の収益力を弱
め、それによって企業セクター、とりわけ中小企業に
も影響が及んでいる。本来なら、日本銀行にとり、
2016年以来、アメリカのトランプ政権の誕生を機
に、ドル高が進み、株価も上昇に転じていることか
ら、マイナス金利を速やかに解除する好機に恵まれて
いるはずである。なによりも、米国経済に連動する日
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か1年あまりで1兆ドル近い外貨準備が減少した。こ
のスピードでいけば、あと1、2年で外貨準備は1兆
ドル程度になる可能性すらある。そもそも一国の外貨
準備とは、対外支払いリスクを防ぐためのものであ
る。今、人民銀行のバランスシート上、中国にはとり
あえず3兆ドル程度の外貨準備が存在するが、政府の
外債と企業セクターの対外債務で相殺すれば、実質的
な外貨準備は2兆ドル程度になる。そして、中国政府
が保有する米国債は1兆1000億ドル前後とみられる
ことから、対外支払いリスクが生じた場合、中国政府
は米国債を取り崩す可能性がある。

近年、中国政府が進める「一帯一路」プロジェクト
やAIIB（アジアインフラ投資銀行）への出資などに
加え、中南米諸国、ギリシャ国債の保有、およびアフ
リカへの経済援助など、いわゆる経済外交に1兆ドル
程度の外貨がすでに使われている。したがって、人民
銀行には、実際に機動的に動員できる外貨準備はそれ
ほどないはずである。

むろん、中国の外貨準備はすでに枯渇しているわけ
ではない。問題は、市場の期待値が元安に傾いてお
り、それによって投資家と個人は外貨建て資産を海外
にシフトしようとしていることである。2016年、李
克強首相と人民銀行スポークスマンは何回も「人民元
は大幅安の状況にない」と強調したが、市場の期待を
変えることができなかった。

こうした経済状況を踏まえて考えれば、外貨管理の
強化はやむを得ない一面があるが、パニックを引き起
こす恐れがある。市場参加者は中央銀行の発表から、
中国の外貨事情が困窮しているのではないかと容易に
連想する。ちなみに、人民銀行の外貨管理強化規定は
2017年7月1日から施行されることになっている。こ
のことから、市場参加者はこれからの半年間できるだ
け人民元建て資産を減らし、ドルなど外貨建て金融資
産を増やそうと、ポートフォリオを調整しようと考え
るだろう。

ここで、人民銀行、あるいは中国にとって、元の為

実は、外貨管理が強化されているのはそれだけでは
ない。これまで、20万元（約332万円、1元＝16.6円
で換算）以上の外貨取引があった場合、市中銀行は中
央銀行に報告する義務があったが、新しい規定では、
規制の上限額は20万元から5万元（約83万円）に引
き下げられた。すなわち、5万元以上の外貨取引が行
われた場合、その取引について、人民銀行は調査する
可能性があるということである。

実は、現場から聞こえてくる声には、この規定以上
にもっと厳しいものがある。中国の個人は市中銀行に
外貨預金を行うことができる。日本で一般的にいわれ
ている外貨預金は、実質的に外貨建ての円預金であ
る。それに対して、中国では、個人が市中銀行に外貨
預金を行う場合、正真正銘の外貨預金である。預金す
るときと引き出すときのいずれも、両替手数料は必要
ない。問題は、最近、個人の外貨預金を引き出せない
ことが起きているといわれている点である。結論から
いえば、今回の外貨管理の強化は、かつて日本で起き
た預金封鎖を彷彿とさせるところがある。

なぜ外貨管理が強化されたのか

中国の国際貿易と人民元の為替政策の大きなトレン
ドをみれば、貿易収支が黒字であり、巨額の外貨準備
が積み上がっていることから、外貨管理を強化するこ
とについて違和感を感じざるを得ない。本来は、資本
取引の自由化を推進すべきである。2年前から中国の
外貨準備は減っているとはいえ、現在でも世界最大規
模を誇っている（図1参照）。そして、国際貿易をみ
ても、輸出こそ減少しているが、貿易収支は依然中国
にとり大きな黒字である。しかも、景気が減速してい
るとはいえ、統計上、今も6％以上の成長が続いてい
る（別表参照）。

このタイミングで中国人民銀行が外貨管理の強化を
発表することは、中国の外貨事情が統計以上に悪化し
ていることを示唆していると推察される。まず、わず
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為替レートは国際貿易の交易条件を定義するもので、
市場メカニズムの役割を果たさなければならない。

周小川人民銀行行長は、「目下の中国経済を考察す
れば、為替相場の安定を維持するよりも、外貨準備を
守るべき」と明言している。現状を非常時とみなせ
ば、一定期間、資本移動を厳しく管理することはやむ

替レートの安定を維持するのか、それとも、外貨準備
の減少を防ぐのか、という究極の選択が迫られてい
る。人民銀行の外貨管理強化規定をみると、人民銀行
は外貨管理を強化したうえで、人民元の大幅安を容認
しようとしているのではないかと推察される。

そもそも国際金融においては、次の3つの目標が同
時には達成できないという有名なトリレンマがある

（図2参照）。3つとは、すなわち、①自由な資本移
動、②為替相場の安定、③金融政策の独立性という
目標である。中国についていえば、金融政策の独立性
を放棄することは考えられない。これを前提にする
と、為替相場の安定を実現しようとすれば、資本規制
を実施せざるを得ない。これは、人民銀行が外貨管理
を強化する理論的背景といえる。

しかし、中国経済の現状を踏まえれば、人民元の為
替相場の安定を維持しようとする選択はもはやないは
ずである。なぜならば、国際貿易と対内直接投資がす
でに開放されているなかでは、長期にわたって資本移
動を規制することは不可能だからである。外貨管理を
強化することは市場の歪みを拡大させることになる。

図2　国際金融のトリレンマ

注：国際金融においては、「自由な資本移動」「為替相場の安定」「金
融政策の独立性」という3つの目標を同時に達成することはでき
ないとされている。どれか1つを放棄する必要がある。

為替相場の安定

自由な資本移動

金融政策の独立性

A B

C

図1　中国の外貨準備の推移（2005年7月～2016年12月、末残）

資料：中国人民銀行

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

（
十
億
ド
ル
）

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

月
年



4 富士通総研　FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

を得ないかもしれないが、このような状況をもたらし
たのは、金融為替制度改革が遅れたからである。

経済成長を妨げる構造転換の遅れ

習近平政権になって、経済の構造転換が唱えられて
からすでに4年以上経過した。否、その前から経済構
造転換が提起されていた。胡錦濤政権（2003〜2012
年）において、「科学的発展観」が提起された。科学
的発展観は、2003年に胡錦濤前国家主席によって提
唱されたもので、具体的には、人を基本とする「人本
主義」に加え、社会全体で協調し、持続的な経済成長
を目指すというものである。胡錦濤政権になってから
は、環境破壊が深刻化し、資源の利用効率も明らかに
低かった。要するに、当時の指導部は、経済こそ高成
長を続けているが、経済構造と産業構造は科学的でな
いため、持続不可能と認識していた。

しかし、問題が正しく認識されていても、必ずしも
それらの問題が解決されるとは限らない。胡錦濤政権
の10年間、経済が成長したのは、主に北京オリン
ピック・パラリンピック（2008年）と上海国際博覧
会（上海万博、2010年）に関連する鉄道や道路、空
港ターミナルなどのインフラ整備によるものだった。
当時の中国経済は「イベント・エコノミー」の性格が
強かった。政権が2期目に入ってから、2008年にリー
マン・ショックによる金融危機が起きた。金融危機の
影響を最小限に食い止めるために、翌2009年に、胡
錦濤政権は突如として4兆人民元（当時の為替レート
では、約56兆円相当）の財政出動を行った。その結
果、形のうえでは金融危機の影響を食い止めることが
できたが、国有企業に注ぎ込まれた4兆元もの巨額の
財政資金の一部が不動産市場に流れ、不動産バブルの
原因になった。否、弊害はそれだけでなく、産業構
造・経済構造の合理化がさらに遅れたのである。

では、中国の産業構造・経済構造のどこが不合理な
のだろうか。

まず、輸出依存の経済成長は不安定であり、持続不
可能と考えられる。胡錦濤政権の前の江沢民政権にお
いて、朱鎔基元総理は内需依存の経済成長を実現する
と繰り返し豪語した。しかし、内需依存の経済成長を
実現するには消費を刺激しなければならないが、格差
の大きい社会では、消費は拡大しない。そのうえ、中
国では社会保障制度が整備されていないため、一般家
計は安心して消費を増やすことができない。結局のと
ころ、消費依存の経済成長は絵に描いた餅になってい
る。

そして、労働集約型の輸出製造業は人件費の上昇に
伴い、価格競争力を徐々に失っている。このことは最
初から予測できたはずである。中国が輸出を続けるに
は、労働集約型の輸出製造業から技術集約型の輸出製
造業へのシフトが求められている。この目標を実現す
るには、輸出企業自らがイノベーションに取り組まな
ければならない。しかし、多くの中国企業は「研究・
開発」にはそれほど積極的ではない。なぜならば、知
的財産権が法的に十分に保護されていないからであ
る。そのうえ、国有企業の場合、市場を独占している
ことで利益を享受しているため、研究・開発に取り組
む意欲が弱い。中国企業の研究・開発活動を考察すれ
ばわかるように、そのほとんどは他社の既存の技術を
読み解く応用研究に取り組む。したがって中国企業
は、キャッチアップする力はそれなりに強いが、一流
技術を開発して世界をリードしていく力がまだ出てこ
ない。結局のところ、政府主導の研究・開発につい
て、たとえば、スーパーコンピューターや宇宙開発と
いった国家プロジェクトは、国中の資源が動員される
ためそれなりに成功を収めることができるが、企業レ
ベルの技術力のボトムアップは不十分である。

さらに、国有企業を中心に、鉄鋼、アルミニウム、
セメント、板ガラス、石炭などの重厚長大産業は軒並
み40％あるいはそれ以上の過剰設備を抱えている。
中国政府は繰り返し過剰設備の削減を号令している
が、過剰設備の削減はいわば外科手術のようなもの
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その受け皿を用意しなければ、深刻な社会不安が引き
起こされる。中央政府が過剰設備の削減を号令して
も、地方政府と国有企業はそれに呼応しない。結局の
ところ、多くの国有企業は過剰設備を抱えたままなの
である。

これらの構造問題に加え、エネルギー効率が改善さ
れていないことが環境破壊につながり、これもチャイ
ナリスクの1つとしてカウントされている。専門家の
間では、PM2.5（微小粒子状物質）による大気汚染は
日数的に減少していることから、環境対策はそれなり
に効果が出ているとの指摘がある。しかし、こうした
結論は必ずしも事実を踏まえていない。産業のエネル
ギー効率が改善されておらず、汚染源の管理も進んで
いない。2016年の年末から17年の年始にかけて、西
部から東部沿海部にかけてPM2.5の濃度は危険な状
態が続き、中国国土の5分の3が重度の大気汚染に覆
われた。

無力なケインジアン経済政策

トランプ大統領は今までのアメリカの歴史において
きわめて異質な大統領のようである。これまでも、ア
メリカの議会などで「アメリカの雇用機会が中国に奪
われている」との指摘が専門家の間であったが、中国
に対して実効性のある是正策が実施されたことはな
かった。トランプ大統領の異質性は別として、その見
方と切り口の鋭さは否定できない。トランプ大統領が
やりたいことはアメリカが失った雇用機会を取り戻し
たいということのようだ。アメリカに資本と雇用を取
り戻すことができれば、「Great USA（偉大なるアメ
リカ）」が再来すると、トランプ大統領だけでなく、
大統領選でトランプ氏に投票した選挙民の多くが考え
ているはずである。

トランプ大統領が選挙のときに約束したアメリカ
ン・ドリームが実現できるかどうかのカギは、ほかで

もなく中国である。中国は、アメリカの最大の貿易相
手国であり、日本に次ぎ2番目に多くの米国債を保有
している（2016年10月末時点）。アメリカ人、とり
わけ所得の低い世帯の生活を支えているのは、中国で
作られている安い商品である。そのため、資本と雇用
を呼び戻すというトランプ大統領の戦略を疑う声があ
る。すなわち、アメリカが今までと違って、中国から
の輸入品に対して高関税を課した場合、中国にとって
ペナルティとなるが、同時に、アメリカでインフレー
ションが起きる可能性があり、それはアメリカの所得
の低い世帯の生活に大きなダメージを与えることにな
る。アメリカは経常収支の赤字を抑制するならば、家
計の過剰消費を抑制する必要がある。アメリカ人は従
来のライフスタイルを改めないかぎり、経常収支の赤
字を抑制できないと思われる。

一方、中国は、トランプ新政権とどのように付き
合っていけばいいのかが、まだわかっていない。1つ
だけはっきりしているのは、輸出はこれ以上右肩上が
りで増えていかないということだ。2017年1月5日、
アメリカのNational Committee on U.S.-China Re-
lations（米中全国委員会）でForecast of China’s 
Economy for 2017というセミナーが開かれた。キー
ノートスピーカーの北京大学の林毅夫教授（経済学）
はトランプ政権に対して、中国と協力するよう提言し
ている。ちなみに、台湾出身の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、その経済政
策に関する持論はケインジアン型のインフラ投資によ
る景気浮揚策である。要するに、林教授が言いたいの
は、中国は対米輸出に依存して経済成長を続けるので
はなく、独自でインフラ投資を行って景気を押し上げ
ようということである。中国のインフラ整備は、中国
に投資しているアメリカ企業にとっても大きなビジネ
スチャンスとなる。だから米中は喧嘩するよりも、協
力すべきということである。

林教授の提案がビジネスマン出身のトランプ大統領
の耳に入ったかどうかはわからないが、トランプ大統
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いて直接金融の割合は全体的に小さいからである。中
国の金融仲介は基本的に間接金融に依存している。し
たがって、中国で金融危機が起きるならば、国有銀行
を中心とする間接金融に問題が起きたときである。

近年、IMF（国際通貨基金）は中国に対して繰り
返し不良債権処理を急ぐよう警鐘を鳴らしている。中
国が抱えている潜在リスクの1つは国有銀行の不良債
権問題である。中国は老後の社会保障が十分に担保さ
れていないため、一般家計は目下の消費を抑制し、で
きるだけ貯蓄するようにしている。しかし、中国で
は、安全な運用市場が限られているため、個人の多く
は銀行預金を行っている。

中国の間接金融をみると、国有4大銀行（中国銀
行、中国工商銀行、中国建設銀行と中国農業銀行）が
ほぼ金融市場を寡占している状況にある。家計は国有
銀行に預金し、国有銀行はその資金の大半を国有企業
に融資する。これは、中国の金融仲介の基本構図であ
る。国有企業に対する国有銀行の融資がなぜ不良債権
になるのだろうか。根本的な問題は、国有企業経営に
対するコーポレート・ガバナンスが確立していないか
らである。過去30年間、中国政府は国有企業を改革
するなかで、国有企業経営の自己責任を明確にしよう
としてきた。しかし、政府部門、とりわけ地方政府に
よる国有企業経営への関与はその経営業績の悪化をも
たらす一番の原因である。経営が悪化してしまった国
有企業を救済するために、政府は国有銀行に追加融資
を強要する。その結果、こうした追加融資は不良債権
になってしまう。この基本構図はほとんど変わってい
ないが、景気が拡大するなかでは、不良債権の問題も
国有企業の業績悪化の問題も顕在化しにくい。しか
し、今は、景気が減速しているので、火の車のような
国有企業は少なくない。

中国では、2006年「企業破産法」が全国人民代表
大会で採択され、2007年6月1日から施行されてい
る。しかし、実際の企業破産、とりわけ国有企業の破
産件数はきわめて少ない。日本では、高度成長期、毎

領が中国との貿易戦争に突入しようと考えているとは
思わない。ただし、資本と雇用機会をアメリカに取り
戻すために、今までになかった厳しい姿勢で中国に挑
んでくる可能性は高い。

一方、中国はほんとうに、林教授が提案しているよ
うに大規模なインフラ投資を行っていくのだろうか。
一般的にインフラ投資という場合、空港ターミナルや
高速道路といったハードウェアの整備と、ITS

（Intelligent Transport Systems）といったソフト
ウェアの整備が含まれている。中国の現状を踏まえて
いえば、ハードウェアのインフラ整備がさらに拡大す
る可能性はそれほどないと思われる。したがって、こ
れから中国が取り組むインフラ整備は主にソフトウェ
アの整備であろう。たとえば、5G（第5世代移動通
信システム）の整備はその目玉の1つになろう。ただ
し、ソフトウェアのインフラ整備は雇用の創出と他の
産業への波及係数が低い。

しかも、インフラ整備による経済成長のけん引力
は、短期的には景気減速を補うことができたとして
も、持続不可能である。上で述べたように、2009年、
胡錦濤政権のとき、4兆元の財政出動を行ったが、今
の中国政府にはさらに大規模な財政出動を行う財力は
もはやないと思われる。景気が徐々に減速していくこ
とについて中国政府は「新常態」（ニューノーマル）
と定義している。言い換えれば、これから中国が目指
すべきことは無理のない経済成長である。今まで、無
理をして高成長を目指したため、経済構造と産業構造
が歪み、環境も犠牲になった。

待ったなしの金融制度改革

本稿でフォーカスしたいもう1つの問題は、国有金
融機関の不良債権問題である。振り返れば、2015年、
上海株式市場の株価は幾度も急落し、金融危機に突入
する様相を呈した。実際には、株価暴落による金融危
機は起きなかった。なぜならば、中国の金融市場にお
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月1000件前後の企業倒産があったといわれている
が、今、中国では、毎月200件前後しか報告されてい
ない。しかも、そのほとんどが民営企業である。ただ
し、実際には零細の民営企業を中心に毎月5万社以上
が廃業に追い込まれている。

裁判所が企業の倒産を積極的に認めようとしない理
由はいくつか指摘されている。1つは、企業倒産が増
えれば失業者が急増し、社会不安が増幅するため、倒
産を認めるよりも、できるだけM&Aによる救済が
進められる点である。もう1つは、企業倒産が増えれ
ば、銀行は融資を回収できず、金融システムの安定性
が脅かされる点である。なによりも、債務逃れのため
の企業倒産が警戒されている。さらに、企業倒産が増
えれば経済成長率が鈍化し、政府・共産党の責任が問
われる可能性がある。とくに、地方政府の幹部にと
り、経済成長は自らの業績の代名詞のようなものであ
るため、裁判所が企業倒産を認める前に、まず、地方
の首長の了承を得ることが必要である。

結果的に、中国の都市部の経済は、「メタボ」のよ
うに肥大化しているこうした国有企業が「支えてい
る」が、中身が極端に弱まっている企業は少なくな
い。金融機関の金融仲介機能が正常であれば、再生の
見込みのない国有企業、いわゆる「ゾンビ企業」が倒
産し、その代わりに、貴重な経営資源と資金は成長力
のある企業に集約され、中国経済はさらなる成長軌道
に乗ることが期待される。

以上のような論点整理でわかるように、政府、とり
わけ地方政府が国有銀行と国有企業の経営に関与して
いるため、産業構造・経済構造の歪みがさらに拡大し
ているということである。

2017 年の中国経済

2017年の中国経済は、かつてないほど難しい状況
に直面している。「改革・開放」初期、資金不足と技
術力不足が経済成長を妨げていたが、国民全体は改革

を期待し、社会も活況に満ちていた。それに対して、
今の中国社会を考察すると、景気は下降局面にあり、
改革も進みそうにない。なによりも、2017年の中国
経済にとり最重要であるアメリカ市場は、トランプ政
権の誕生により中国からの輸出がこれまでにないほど
難しくなると予想される。それにより貿易収支が赤字
に転落すれば、キャピタルフライトが加わり、外貨準
備は激減する可能性がある。そうなれば、国内の債務
問題も重なり通貨危機が起きるリスクが高まる。

ここで、これまでの議論を踏まえて、2017年の中
国経済の行方を展望する。

まず、経済成長をけん引する3つのエンジンのう
ち、第1の輸出は交易条件の悪化によりいっそう難し
くなると予想される。人民元安は、短期的には輸出製
造業のコスト競争力の強化に寄与するが、人件費の上
昇はそれ以上に急ピッチで進んでいるため、輸出の拡
大は期待できない。こうしたなかで見逃せない動きと
して、外資の中国離れが加速していることである。こ
の動きに拍車をかける形で、トランプ政権は雇用と資
本を取り戻そうとして、多国籍企業にアメリカへの投
資の増額を求めている。中国が世界の工場でなくなる
日は近いかもしれない。

そして、2つ目のエンジンである国内消費について
は、家計の消費は緩やかに伸びているが、企業セク
ターと政府部門の消費は反腐敗運動の嵐のなかで大き
く落ち込んでいる。企業による共産党幹部への接待や
プレゼントなどが厳しく禁止されていることから、「会
所」という高級レストランの倒産が全国で相次いでい
る。同時に、政府部門の公用車の使用が禁止されてい
るため、すでにある公用車も売却され、高級車の売れ
行きはかつてないほど厳しくなっている。

さらに、3つ目のエンジンである投資に対する期待
は寄せられているが、上で述べたように、ハードウェ
アへのインフラ投資は大きく伸びないと思われ、これ
からはソフトウェアの整備が主流になる。中国には、
6億人以上のネットユーザーがいるといわれている。



8 富士通総研　FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

China Focus

TOPICS
うなるのかは、依然明らかではない。ニューヨーク市
場の株高はあくまでも市場の期待に基づくものであ
る。それを支える実効性のあるトランプ戦略が実施さ
れなければ、市場の反動は予想以上に大きいはずであ
る。日本経済はアメリカ経済との連動が避けられない
が、トランプ政権の不安定性を考えると、日本経済は
自力成長に軸足を移すべきであろう。

そして、中国の景気低迷による影響も気がかりであ
る。日本企業のグローバル戦略は、日本で研究・開発
をし、中国で商品化し、その商品を世界へ向けて輸出
するというものだった。近年、中国の人件費の上昇に
より多くの日本企業は対中投資戦略を見直している。
むろん、日本企業にとり、生産体制の見直しは短期間
にできるものではない。現状において中国は、世界の
工場としての魅力を完全に失ったわけではない。日本
企業は、どの生産ラインを中国に残し、どの生産ライ
ンを第三国にシフトするかの取捨選択が迫られている。

最後に、日本企業には、ここで中国から完全に離れ
る選択肢はないと思われる。なぜならば、目下の中国
の景気減速は確かなものだが、中国経済はこれで成長
しなくなるわけではない。また、世界の市場としての
中国の存在も重要性を増すものと予想される。日本企
業は、米中という2つの大国をそれぞれどのように取
り扱うべきかについてより戦略的に考えなければなら
ないと思われる。
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5Gの整備はこれからの公共投資の柱になる。むろ
ん、これによって景気の落ち込みを補うほどのパワー
があるかどうかは明らかではない。

ただし、ここで強調しておきたいのは、中国経済は
完全に原動力を失ったわけではないということであ
る。中国でもっとも発展している産業セクターは国有
企業が独占していない民間部門である。その典型は
ネット通販や宅配といったサプライチェーンビジネス
である。ネット通販の発展は景気を押し上げる効果が
大きいが、同時に、既存の店舗が閉鎖に追い込まれる
などのクラウディング効果もみられる。

中国が新たな経済発展を実現するには、手っ取り早
い政策として国有企業を優遇する従来の政策を取りや
め、民営企業の支援に軸足を移すべきである。中国経
済を取り巻く環境を考察すれば、中国経済は重要な分
水嶺に差し掛かっているといえる。それは国有企業を
民営化し市場経済へ突進するしかないということであ
る。さもなければ、中国経済はほんとうに長期停滞の
局面に陥ってしまう恐れがある。

中国の景気減速による 
日本経済への影響

日本のアベノミクスは脱デフレを目標に掲げ、日銀
は異次元の金融緩和策を実施してきた。それによる円
安効果は株価を押し上げ、日本社会の雰囲気は民主党
政権のときに比べ、いくらか明るさが増している。し
かし、アベノミクスの肝心な成長戦略は奏功していな
い。トランプ氏が大統領選に当選してから、市場は、
トランプ大統領が実施するであろう減税政策効果など
に期待して株価が大きく押し上げられている。ニュー
ヨーク市場の株高につられて、東京市場の株価も上昇
に転じている。しかし、それで実体経済が変わったわ
けではない。
2017年の日本経済は依然として試練続きになるだ

ろう。
まず、トランプ政権下のアメリカ経済がいったいど
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別表　中国経済主要指標（2010～2016年）

単位 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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 3.3

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 7.8

固定資本形成 〃 23.8 23.6 20.6 19.6 15.7 10.1 8.1

不動産投資 〃 33.2 27.9 16.2 19.8 10.5 2.8 6.9

小売総額 〃 18.4 17.1 14.3 13.1 12.0 10.6 10.9

輸出入総額 〃 34.7 22.5 6.2 7.5 3.4 －7.0 －6.6

輸出 〃 31.3 20.3 7.9 7.9 6.1 －1.8 －7.7

輸入 〃 38.7 24.9 4.3 7.3 0.4 －13.2 －5.5

貿易収支 億ドル 1,831 1,549 2,311 2,590 3,831 5,945 4,888

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 3,010

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 6.2

都市住民 〃 7.8 14.1 9.6 7.0 6.8 7.5 5.6

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。
（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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