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政策を実施しても、景気を押し上げることができない
でいる。8月には、突如として中国人民銀行（中央銀
行）は人民元の切り下げに踏み切った。人民元切り下
げの背景について中国人民銀行は、切り下げが目的で
はなく、為替レジーム改革の一環として実施したと説
明している。しかしこのタイミングでの人民元の切り
下げは、輸出ドライブをかけたいのが明々白々である。
中国経済は歴史的な転換点に差しかかっている。か
つて、最高実力者だった鄧小平は経済の自由化を進
め、奇跡的な高成長を実現した。これ以上経済の自由
化を進めようとすれば、国有企業の民営化を含む完全
な自由化路線を歩むことになる。しかし、習近平政権
は自由化よりも、経済に対する統制を強化しようとし
ている。中国経済はこの先、「左折するか（統制強化）」
「右折するか（自由化）」の、まさにその分水嶺に差し
かかっている。
目下の景気減速について中国国内の一部の専門家
は、景気循環によるものであり一時的なものと指摘し
ている（元貨幣政策委員会委員樊剛氏）。それよりも
もっと楽観的な論者がいる。北京大学の林毅夫1（経

世界経済のけん引役として期待される中国経済が急
減速している。2010年まで、年平均10％も成長して
いた中国経済は、今や7％程度で、専門家の間では、
もっと落ち込むのではないかとみられている。景気減
速の原因は、いうまでもないことだが、それをけん引
するエンジンが弱まっているからである。中国政府は
20年前から内需振興を目標に掲げてきたが、今のと
ころ、消費の拡大が遅れ、輸出ドライブも弱まり、そ
の結果、実質GDP伸び率は急減速することとなった。
中国政府は、2015年の経済成長について7％成長を
目標として掲げているが、国家統計局によれば、第1
四半期の成長率は7％、第2四半期も7％であった。
これらは果たして、まったくの偶然であろうか。2年
前、李克強首相は、構造転換を中心とする施策である
「リコノミクス」を打ち出したが、今の中国でリコノ
ミクスは死語のようになっている。中国政府は7％程
度の経済成長を「新常態（ニューノーマル）」と定義
しているが、実際の成長率は7％を大きく下回ってい
るとみられる。これからは「新常態」をいかに維持す
るかが問われている。
ただし、中国の指導者の本心は「新常態」ではな
く、少しでも高い経済成長を実現しようとすることに
あるはずだ。そのため2015年に入って、利下げや預
金準備率の引き下げと、金融の量的緩和を相次いで実
施した。しかし、こうしたオーソドックスな金融緩和
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中国経済が10年間も高成長を続けたのは、朱鎔基改
革のおかげといえる。胡錦濤政権（2003年3月〜13
年3月）の10年間は、中国にとり失われた10年だっ
た。温家宝首相は改革らしい改革を進めなかった。失
われた10年の負の遺産を引き継いだ習近平政権に
は、経済発展を妨げる難問が山積している。
具体的には、所得格差が拡大し、産業効率が低く、
世界第2位の経済にまで成長しているが「メイドイン
チャイナ」のブランドは確立していない。一方、共産
党幹部の腐敗は看過できないほど蔓延している。それ
でも経済成長が続いているのは奇跡といえる。
中国経済の成長はいったい何によって支えられてい
るのだろうか。
オーソドックスな経済学でみた場合、中国経済をけ
ん引する原動力は、輸出と政府主導のインフラ投資お
よび不動産関連投資だった。表1に示したのは、2010
年から2015年6月までの中国経済の主要指標であ
る。固定資本形成と不動産投資の伸び率はいずれも低
下している。とくに輸出の鈍化ぶりは顕著である。
中国の輸出製造業は、1980年代のアパレルや玩具
などの低付加価値製造業にはじまり、半導体や精密機
械およびコンピューターソフトウェアなど高付加価値
の産業にまでレベルアップしている。ただし、これら
の高付加価値製造業のアーキテクチャー（技術設計）
は中国ではなく、依然として海外企業に依存してい
る。中国企業はその下請けにすぎない。
インフラ投資は新興国経済特有の動きである。中国
のような大国の場合、交通運輸システム、エネル
ギー、公共施設などさまざまなインフラ施設を建設す
る必要がある。そのなかで、地方政府は経済の高成長
を実現するために、必要以上に巨大な庁舎などを建設
する傾向が強い。
不動産投資は経済発展の副産物であり、経済成長を
けん引する原動力でもある。温家宝首相の時代、地方
政府の不動産開発を進めるために、不動産開発用地を
払い下げた売り上げは地方政府の歳入に組み入れられ

済学）教授は、中国経済は向こう20年間、8％成長を
続けることができると述べている。しかし残念なが
ら、その根拠は示されていない。そうしたなかで、習
近平国家主席の側近で中央財経指導小組弁公室主任の
劉鶴氏も、「中国経済は問題ない。株式市場も問題な
い」と断言している。

中国経済の原動力

これからの中国経済を展望するには、中国経済の原
動力を明らかにしておく必要がある。「改革・開放」
前の中国では、毛沢東路線が徹底され、経済は政府・
共産党によって完全に統制され、活力はまったく発揮
できなかった。鄧小平が復権したあと、経済の自由化
が進められ、政府・共産党による国有企業に対するコ
ントロールが緩められ、民営企業も雨後の筍のように
たくさん誕生した。
中国共産党は現行の社会体制について、「中国の特
色ある社会主義市場経済」と定義しているが、鄧小平
の時代は、社会主義よりも市場経済の構築に重点が置
かれた。1993年早春、鄧小平は天安門事件（1989
年）後の経済発展の停滞を脱却するために、香港に
もっとも近い深圳を視察し、「経済発展こそこの上な
い理屈だ」との談話を発表。統制経済に逆戻りしつつ
あった中国経済を再び改革と発展の軌道に押し戻し
た。これは鄧小平の「最後の闘争」ともいうべき叫び
であった。
その後、江沢民の時代になるが、江沢民は改革派と
いうよりも、自らの権力維持を最優先にする政治家
だった。江沢民政権において幸いだったのは、当時の
朱鎔基首相が辣腕の改革派だったことである。仮に、
今の中国経済に市場経済の要素が少しでもあるとすれ
ば、その多くが朱鎔基改革の成果だといえる。財政改
革、金融制度改革、外国為替改革、国有企業改革など
は、いずれも朱鎔基元首相の功績といわざるを得ない。
江沢民政権が退いたあと、すなわち胡錦濤政権下で
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る」と述べた。まったく正しい認識といえる。

政策のプライオリティ

習近平政権が誕生して2年半が経過した。その間、
もっとも力を入れたのは汚職撲滅だった。「虎も蠅も
ともに叩く」と比喩される今回の汚職撲滅は、地方政
府の幹部はもとより、共産党中央レベルについても、
薄煕来（元中央委員）、周永康（元常務委員）、徐才厚
（元中央軍事委員会副主席）、令計画（元中央書記処書
記）、郭伯雄（元中央軍事委員会第一副主席）が相次
いで汚職によって追放された。専門家の間では、今回
の汚職撲滅は権力闘争の一環との指摘がある。
汚職撲滅に最優先で取り組んだ結果、経済制度改革
や構造転換は大幅に遅れてしまった。2年半前、李克
強首相は、構造転換、脱レバレッジ（過剰債務）と拙速
な金融緩和実施の回避を掲げ、マスコミは「リコノミ
クス」と揶揄した。しかし今、リコノミクスは中国国
内で死語のようになり、構造転換が遅れ、レバレッジ
はさらに拡大し、大規模な金融緩和が実施されている。
景気減速を食い止めるための金融緩和は株価の急上

た。この「決定」の狙いは、おそらく地方政府の都市
再開発にインセンティヴを付与するためだったのであ
ろうが、それを受けて地方政府は一斉に地上げに走
り、不動産バブルが急速に膨張してしまった。不動産
投資が膨らんだきっかけは、まさに温家宝前首相が進
めた財源改革だった。
これらの要因のほかに中国経済を押し上げる原動力
として、際限なく供給される労働力が挙げられる。こ
れは「人口ボーナス」と呼ばれるものである。しか
し、中国の人口ボーナスは無尽蔵ではなく、40年前
に実施された一人っ子政策により人口ボーナスを減ら
している。とくに、経済発展とともに人民元が切り上
がり、人件費も上昇している。国有企業による市場の
独占と、野放しにされている知的財産権の侵害は、企
業のイノベーションに取り組む意欲を減退させてい
る。技術の進歩がなければ、中国は中所得国のわなに
陥ってしまう恐れがある。
中国国内の一部の研究者は、中国が中所得国のわな
に陥る可能性を否定しているが、財政部長（大臣）楼
継偉氏は2015年、北京の清華大学での講演で、「中国
はこのままいくと、中所得国のわなに陥る可能性があ

表1　中国経済主要指標（2010～2015年1－6月）

単位 2010 2011 2012 2013 2014 2015.1－6

実質GDP成長率 前年比、％ 10.3 9.2 7.8 7.7 7.4 7.0

固定資本形成 〃 23.8 23.6 20.6 19.6 15.7 11.4

不動産投資 〃 33.2 27.9 16.2 19.8 10.5 5.7

小売総額 〃 18.4 17.1 14.3 13.1 12.0 10.5

輸出 〃 31.3 20.3 7.9 7.9 6.1 0.9

輸入 〃 38.7 24.9 4.3 7.3 0.4 －15.5

消費者物価上昇率 〃 3.3 5.4 2.6 2.6 2.0 1.3

都市部失業率 ％ 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。
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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化は、「改革・開放」前の時代への逆戻りを意味する
といわざるを得ない。2012年11月に開かれた中国共
産党第18回全国代表大会で議決された「市場メカニ
ズムをさらに機能させる」「決定」は正しい認識だっ
た。しかし、自由な市場環境でなければ市場メカニズ
ムは正常に機能しない。

中国経済のファンダメンタルズ

ここで、中国経済のファンダメンタルズを検証する
ことにしよう。従来から中国のマクロ経済統計の信憑
性は疑問視されている。国家統計局が発表する実質
GDP伸び率は明らかに過大評価されている。李克強
首相も公式の経済統計は信用していないようである。
李首相は、銀行融資残高、電力消費量、および鉄道貨
物輸送量からなる「李克強指数」と呼ばれる指標を作
成している。それによれば、2015年1〜6月の李克強
指数は2.8％に下がっている（図1参照）。詳しくみる
と、銀行融資残高が12％前後伸びているのに対し
て、電力消費量は1.3％近辺で推移し、鉄道貨物輸送
量は約マイナス10％と大きく落ち込んでいる。
中国経済が大きく落ち込む原因は実体経済の弱体化
にある。主要産業の過剰設備問題は決して景気循環に
よるものではなく、李克強首相が進めようとする構造
転換が遅れたことに起因する。中国経済に問題がない
のではなく、いかに構造転換を実現するかという深刻
な問題を中国は抱えている。
銀行融資残高が大きく伸びたのは、まさに行き過ぎ
た量的緩和によるものである。しかし、こうした流動
性は企業の競争力の強化に寄与しておらず、不動産バ
ブルと株式バブルをもたらしている。要するに、金融
市場には流動性がたっぷりあるが、企業はイノベー
ションに取り組む意欲が弱く、設備投資もそれほど増
えていない。中国企業のイノベーションに対する意欲
が弱いのは、国有企業が市場を独占し、知的財産権が
きちんと保護されていないからである。

昇をもたらした。それに拍車をかけたのが個人に信用
取引を認めたことである。その結果、上海株式市場の
株価総合指数はわずか1年で2000ポイント程度から
5100ポイントと、2.5倍も上昇した。しかし2015年6
月、暴落してしまった。この株価の暴落は政策当局に
対する警鐘と受け止めるべきである。
そもそもマクロ経済が減速し、上場企業の業績がほ
とんど改善されないなかでは、行き過ぎた金融緩和に
よって株価を一時的に上昇させることはできても、持
続は不可能である。習近平政権の汚職撲滅は国民の間
で広く支持を集めているが、株価の暴落とさらなる景
気減速は社会不安リスクに発展する恐れがある。で
は、景気減速を食い止めるには何をすべきであろうか。
そもそも金融緩和は景気を下支えするための政策だ
が、外需も内需も弱いなかで、企業が調達した資金で
設備投資を行うと、在庫の増加と過剰設備の問題を抱
えてしまう。実は、1年ほど前に不動産投資が減速し
てからは、セメント、鉄鋼、板ガラス、アルミなどの
建材産業において過剰設備の問題が顕在化している。
また、内需不足と過剰投資により自動車産業の過剰設
備比率は50％に達しているといわれている。
中国経済の最大の問題は、国有銀行や国有企業など
国有セクターの非効率性である。朱鎔基元首相の時代
に「掴大放小（大型国有企業の国有制の維持と小型国
有企業の払い下げ）」が進められた。それ以降、温家
宝前首相の時代に「国進民退（国有企業が前進し、民
営企業が後退する）」が進み、国有企業による市場の
独占はいっそう顕著になった。最近では、習近平国家
主席が、「党による国有企業への指導を強化する」と
の談話を発表した。
中国にとって国有企業の改革を断行しなければ、経
済の持続的発展は実現できない。国有企業改革とは、
具体的にはかつて日本が国鉄をJRに改革したのと同
様、国有企業を民営化し、それによってコーポレー
ト・ガバナンスを強化することである。ところが、中
国政府や党による国有企業に対するコントロールの強
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中国経済の足元がふらつくなかで、中国政府は壮大
な経済計画を公表している。1つは「一帯一路」と呼
ばれる現代版シルクロードプランである。これは主と
して道路、鉄道、海運からなるインフラ整備プロジェ
クトである。中国は自らが主導してアジアインフラ投
資銀行（AIIB）を設立し、そのリーダーシップを発
揮しようとしている。
そしてもう1つは、「中国製造2025」というブラン
ド化戦略である。中国経済は世界第2位でありながら
ブランド力が確立していない。しかし、政府主導でブ
ランド力を強化する戦略が果たして成功するのだろう
か。さらに、2016年から始まる第13次5か年計画が
政府において作成されている。その主な内容は、中国
共産党第18回全国代表大会で議決された改革を遂行
し、構造転換と企業のイノベーションを推進していく
ことである。
中国経済は歴史的な分水嶺に差しかかっている。1
つの道は、市場経済にまい進し、大胆な経済改革を推
進することである。そのためには段階的に政治改革を

行う必要がある。いうまでもないことだが、共産党に
とり政治改革の推進はリスクを伴う作業である。そし
てもう1つの道は、「改革・開放」前の統制経済に逆
戻りすることである。しかし、統制経済への逆戻りは
国民に支持されない。いずれの道も共産党にとり茨の
道となろう。
長い間、専門家によってチャイナリスクが指摘され
警鐘が鳴らされているが、本格的な危機は起きていな
い。それは共産党一党支配の政治体制により、リスク
を力によって封じ込め、責任が曖昧なまま、そのコス
トを国民の同意を得ずに支払っているからである。民
主主義は危機への対処について責任を追及するなど非
生産的な一面があるのに対して、専制政治は合議制で
はなく、資源を動員する力は民主主義よりはるかに強
い。むろん、それで問題が解決されるわけではなく、
難問はさらに蓄積されていく。中国にとり統制経済に
逆戻りするという選択肢はなく、これまで蓄積されて
きた難問を一つずつ解決しなければ、この難局を脱却
するのは難しいかもしれない。

（
％
）

図1　実質GDP伸び率と「李克強指数」の推移

注： ①李克強指数＝（鉄道貨物輸送量伸び率×25％）＋（電力消費量伸び率×40％）＋（銀行融資残高伸び率×35％）
 ②李克強指数は実質化されていないため、単純に実質GDP伸び率と比較できない点に留意されたい。
資料：CEIC
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一方、不動産開発は、国有企業が得意とするワンス
トップのビジネスではなく、何重もの下請け構造と
なっているため、臨機応変にビジネスを展開する民営
企業が得意としている。極論すれば、不動産ビジネス
は官民癒着の「結晶」といえる。中国では、都市部の
土地は国有であり、国（政府）から使用権（商業地で
50年、宅地で70年）が払い下げられ、不動産開発が
行われる。払い下げた土地使用権の売り上げは、温家
宝首相の時代、地方政府に帰属するようになった。し
かし、地方政府に土地使用権が払い下げられるプロセ
スは必ずしも透明なものではない。習近平政権になっ
てから都市開発に絡む腐敗幹部が多数検挙されている。
以上のような論点整理を踏まえてあらためて中国経
済の問題点を指摘しておきたい。国有銀行は非効率な
国有企業に融資を行うが、政府にとって国有セクター
は第2の国家財政のようなものだから、それを民営化
したくない。2015年6月、習近平国家主席は国内で
の談話で「党による指導体制を強化する」と述べた。
習近平指導部の基本的な考え方は、国有企業に対する
管理を強化することでその収益性を改善したいことに
あるようだ。しかし、この考え方は根本的に間違って
いる。政府が厳しく管理することで国有企業の業績が
改善できるものならば、35年前に「改革・開放」政
策や経済の自由化などを進める必要はほとんどなかっ
たはずである。一方、習近平国家主席と李克強首相
は、「市場メカニズムが正常に機能するように市場環
境を整備しなければならない」とも述べている。おそ
らく習近平指導部の本心は、国有企業の日常的な経営
活動については市場メカニズムに則って行わせていい
が、投資や所得分配については党の指導を強化するこ
とにあろう。
民主主義の市場体制では、コーポレート・ガバナン
スを強化するために、社外取締役による監督が強化さ
れているが、それに対して、中国では政府による監督
が強化されようとしている。どちらが有効なのだろう
か。

リスクが危機に発展しない 
カラクリ

中国経済の行方を占ううえでもっとも重要なポイン
トは、政府・共産党が国有セクター（国有銀行と国有
企業）をどのように取り扱うかということにある。国
有セクターの問題とは、国有セクターが政府によって
保護され、主要産業のほとんどを支配しているために
経済の非効率性をもたらしている点にある。それゆ
え、国有セクターは独占的に利益を享受できるため、
企業にはイノベーションに取り組むインセンティヴが
働かない。世界第2位の経済に成長していながら「中
国品牌」（中国ブランド）が確立していないのはこの
ためである。
中国経済の「バリューチェーン」をみると、国有銀
行は家計から預金を集め、その資金を国有企業に貸し
出し、国有企業は政府の意図を受けてインフラや設備
などに投資を行い、その結果、経済が成長するという
チェーンになっている。政府はさらなる経済成長を促
すため、外資誘致に取り組む。中国にとり外資は、優
れた技術と経営ノウハウを国内に持ち込む重要な存在
である。国有企業と外資とのコラボレーションで、外
資から技術と経営ノウハウを学ぶことができるのであ
る。
では、中国で民営企業はどのような存在になってい
るのだろうか。民営企業は数こそ多いが、大企業が少
なく、中小企業がほとんどである。そもそも、民営企
業の起業は参入障壁に阻まれ、基幹産業に参入できな
い。民営企業はアパレルや玩具といった労働集約型製
造業に集中しているほかに、ネットビジネスや不動産
開発で成功している企業が少なくない。その典型例が
アリババや「騰訊（テンセント）」などである。民営
企業がネットビジネスで成功できる背景としては、基
幹産業を支配する国有企業とバッティングしないこと
に加え、参入障壁が低く、ネット人口が急増している
ことがある。
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この議論には大きな問題が含まれている。すなわ
ち、国有企業の非効率性は明々白々であるため、国有
銀行による国有企業への融資は、すべてではないにし
ても、一定の割合の融資はコンスタントに不良債権に
なると考えられる。なぜ、国有銀行の不良債権問題は
金融危機を引き起こさないのだろうか。
それは現行の金利体系に問題が隠されている。中国
では金利の市場化（自由化）が進められているが、中
央銀行が定める基準金利をみると、貸出金利は
4.75％、預金金利（いずれも一年物）は２％になって
いるため、市中銀行の利ザヤは2.75パーセントポイ
ントになっている（図2参照）。普通の金融市場でこ
れほどの利ザヤはあり得ない。

中国経済の長期展望と 
日本企業への影響

中国経済のファンダメンタルズ、すなわち、産業基
盤、家計の貯蓄、産業競争力から、今後、10％の高
成長は無理であっても、6〜7％の成長を続けること
はできるとみられている。ただし、目下の景気減速は
景気循環によるもので、構造問題によるものではない

という一部の中国国内の専門家の指摘は明らかに間
違っている。
確かに、中国の景気変動についてはかねてから

「放・乱・収・死」と表現されるように、金融緩和を
すればたちまち過熱してしまうが、引き締めればすぐ
さま景気が落ち込んでしまう。その結果、過去30年
間、中国経済は大きな変動を繰り返してきた。しかし
目下の景気減速は、金融緩和が実施されているにもか
かわらず一向に上向かない。要するに、これはもはや
流動性の問題ではなく、上で述べたように、イノベー
ションが起きないなど構造上の問題によるといえる。
中国のリベラルな研究者たちは、「改革・開放」政
策について「絆創膏のようなもの」と揶揄している。
すなわち、経済運営において問題が生じた場合、絆創
膏を貼るように緊急的な手当てしかしてこなかった、
ということである。また、経済改革も、実現しやすい
改革を優先的に行い、難問の解決は先送りされてい
る。経済の効率化を優先するよりも、何よりも共産党
の専制体制の維持を優先させているため、国有セク
ターの改革はなされていない。
2015年の中国経済を展望すれば、政府は7％成長を
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図2　中国における預金金利と貸出金利（いずれも一年物）の推移

資料：CEIC
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目標に掲げているが、大規模で緊急的な財政出動を実
施しなければ、7％成長の目標は実現できない可能性
が高くなる。習近平指導部は外国の要人と会見する
際、「中国経済は全般的にみれば、良好に運営されて
いる」と述べているが、マクロ的にもミクロ的にも良
好に運営されているとは認められない。上海株式市場
の株価総合指数の暴落は政策当局に対する警鐘と受け
止めるべきである。危機感を強めた政策当局は人民元
の切り下げに踏み切った。ファンダメンタルズが弱く
なるなかで通貨の為替レートを切り下げるのはやむを
得ないと思われる。問題なのは、人民元の切り下げは
政府が直接市場に介入し、それを実施したことである。
中国政府はこれまでの高成長との対比で目下の中成
長（中国語では、「中高成長」）を「新常態」と定義し
ている。中成長そのものは問題ではなく、問題はその
トレンドにある。すなわち、多くの企業は8％以上の
成長を前提にして投資計画を立て資金調達を実施して
いる。しかし、景気が急減速して7％を下回れば、投
資プロジェクトの資金回収が難しくなり、債務返済が
困難になる可能性がある。事実、国有銀行を中心に不
良債権が増えているといわれている。この難局から脱
却するには、小手先の景気対策では問題を解決できな
い。重要なのは国有企業の民営化を含む抜本的な市場
経済の制度改革である。
最後に、中国の景気減速による日本経済と日本企業
への影響を検討してみたい。
すでに一部の日本企業は中国から離れたか、離れる
検討に入っている。しかし、これらの企業の多くはア
パレルなど安い人件費を利用することが目的の労働集
約型産業である。一方、半導体や精密機器など高付加
価値産業の多くの企業にとって中国を離れる選択肢は
ない。中国経済には種々のリスクが内包されている
が、中国が有望な市場であることに変わりはない。日
本企業にとり中国市場の魅力はその大きさにある。
企業において、近代化した経営の基本は規模の経済
性である。中国市場は、企業が規模の経済性を実現す

るために不可欠な存在である。むろん、中国市場は簡
単に攻略できるものではない。アメリカ市場は明確な
ルールが周知され、すべてのマーケットプレーヤーは
そのルールに則って市場競争に参加する。したがっ
て、アメリカ市場の魅力はその公平かつ明確なルール
にある。それに対して、中国市場での競争は暗黙知に
依存している。外国人にとり中国人の行動規範はもっ
ともわかりにくいものである。これが中国市場の複雑
性を形成している。
中国市場を攻略する前提として、日本企業は現地法
人のみならず、カウンターパートを含めてそれに対す
るコーポレート・ガバナンスを強化する必要がある。
コーポレート・ガバナンスは取締役会を単に開催し、
そこで意見を述べるだけではない。それよりも、中国
の市場環境に関する情報収集と情報分析を強化し、現
地法人とカウンターパートに対する抜き打ち検査（ラ
ンダムチェック）を強化することである。いかなる景
気後退の局面においても、成長する産業が必ず現れて
くる。現在、中国で急成長しているのは民営企業が主
導するネットビジネスとそれに関連する物流・流通ビ
ジネスである。人件費の上昇と人民元の切り上げによ
り労働集約型産業は徐々に退出させられていく。代わ
りに、中付加価値産業と高付加価値産業が主役として
登場してくる。このような産業構造の高度化をビジネ
スチャンスとしてとらえられる企業は生き残ると思わ
れる。
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別表　中国経済主要指標（2009～2015年1－3月）

単位 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.1－3

実質GDP成長率 前年比、％ 8.7 10.3 9.2 7.8 7.7 7.4 7.0

第1次産業 〃 4.2 4.3 4.3 4.5 3.8 4.0 3.2

第2次産業 〃 9.5 12.2 10.3 8.1 7.9 7.3 6.4

第3次産業 〃 8.9 9.5 9.4 8.1 8.3 8.1 8.0

固定資本形成 〃 30.1 23.8 23.6 20.6 19.6 15.7 13.5

不動産投資 〃 19.9 33.2 27.9 16.2 19.8 10.5 8.5

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 －6.3

輸出 〃 －16.0 31.3 20.3 7.9 7.9 6.1 4.7

輸入 〃 －11.2 38.7 24.9 4.3 7.3 0.4 －17.6

貿易収支 億ドル 1,961 1,831 1,549 2,311 2,590 3,831 1,237

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

外貨準備 10億ドル 2,399 2,648 3,181 3,310 3,821 3,843 3,730

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 11.6

実質収入：農村住民 前年比、％ 8.5 10.9 17.9 10.7 12.2 n.a. n.a.

都市住民 〃 9.8 7.8 14.1 9.6 7.0 6.8 7.0

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。
（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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