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とを明言し、自らが「李克強指数」を編成したこと
だった。ただし、李克強は首相に就任してから一度
も、マクロ経済統計の信ぴょう性について言及したこ
とはない。おそらく立場上、それができないからだろ
う。

最近、中国国家統計局長は記者会見において、記者
に経済統計の信ぴょう性について質問されたとき、「現
在の経済統計は十分に信用に値する」と強調した。し
かし、投資家の多くは現在の経済統計を鵜呑みにはし
ていないようだ。中国政府が掲げる2015年の経済成
長目標は7％であるが、第１四半期の経済成長率は
7％であり、第２四半期も7％だった。経済成長率が
こんなにぴったりと一致する偶然は果たしてあり得る
のだろうか。統計の分野でこんな偶然はめったにな
い。世界の中国ウォッチャーから中国のマクロ経済統
計が信用できないと指摘されるなか、国家統計局のス

今こそ中国の経済統計の信用が問題視されている
が、その発端は、アメリカのピッツバーグ大学のトー
マス・ロースキー教授が執筆した論文「What is 
happening to China's GDP statistics?」（2001年）
だった。同教授が、1998年から2001年までの中国の

「実質GDP」「エネルギーの消費」「都市部雇用者数伸
び率」「消費者物価指数」を検証した結果、関連の統
計の整合性が取れなかった（表1参照）。一般的に、
エネルギーの消費は経済成長とともに増え、雇用者数
も同じ動きを示し、消費者物価もそれに連動して上昇
する。しかし、同じ期間において中国の関連の公式統
計は真逆の動きとなっていた。この検証の結果は中国
の公式統計が人為的に改ざんされているのではないか
ということを示唆していた。

この仮説を傍証してくれたのは、李克強が首相に就
任する前に、中国のマクロ経済統計が信用できないこ
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表1　トーマス・ロースキー教授による中国マクロ経済統計の検証

（単位：％） 1998 1999 2000 2001 1998～2001

公式統計の実質GDP 7.8 7.1 8.0 7.9 34.5

実際の可能性 －2.0～2.0 －2.5～2.0 2.0～3.0 3.0～4.0 0.4～11.4

　エネルギー消費 －6.4 －7.8 1.1 1.1 －5.5

　都市部雇用者数の増加 2.3 1.6 1.2 1.2 0.8

　消費者物価指数 －0.8 －1.4 0.4 －0.5 －2.3

資料：T. G. Rawski (2001)，'What is happening to China's GDP statistics?' China Economic Review, Vol.12, No.4.



2 富士通総研　FUJITSU RESEARCH INSTITUTE

勘定」と呼ばれるこの統計システム（MPS）には国
内総生産（GDP）の考えはなく、すべての経済活動
によって作り上げられた付加価値の合計は「国民所
得」と定義されている。その統計の集計は各経済ユ
ニットが統計申告書に記入し、それを統計局が集計す
ることによってマクロ経済統計が作成される。

国民所得勘定の経済統計の集計は、中央集権型の計
画経済に適するもので、国有企業や人民公社はその経
済活動を定期的に報告する。同時に問題もある。すべ
ての経済ユニットが経済活動を正しく申告するとはか
ぎらない。人間の心理として朗報は喜んで報告する
が、経済運営がうまくいかない場合、それを如実には
報告したがらない。

毛沢東時代、大躍進運動が展開された。それは短期
間でイギリスとアメリカに追いつけ、追い越せという
運動だった。毛沢東の号令に迎合するために、国有企
業と人民公社は鉄鋼と食糧の生産量を実際の生産高よ
り数十倍も多く報告した。その報告を受けた毛沢東
は、心より喜んだ。たとえば農業では、全国民が食べ
きれないほどの食糧を生産していると思った。また、
鉄鋼生産量もアメリカとイギリスにたちまち追いつく
とみられていた。真実は真逆だった。大躍進運動の失
敗により農業は不作に見舞われ、1959年から1962年
の3年間、少なくとも3000万人が餓死したといわれ
ている。

旧ソ連の統計システムは1985年まで使われたが、
それ以降、経済の自由化の進展にともなって、中国に
は非国有経済が現れた。国有企業ならば、政府に統計
申告書の記入を求められればそれに応えなければなら
ない。しかし、民営企業や外資系企業の場合、政府に
協力して会社情報を忠実に開示する義務はない。多く
の企業にとり、自社の経営実績は企業秘密であり、政
府にその実態を報告したくない。

1985年以降、中国政府は経済統計の取り方の改革
と統計システムの再構築に乗り出した。国民所得の計
算こそ継続されたが、統計の集め方は中央および地方

ポークスマンは、中国の経済統計は十分に信用できる
と豪語する。

問題は、中国のマクロ経済統計が信用できないと指
摘する研究者および評論家たちがその証拠を示すこと
ができないことである。なぜならば、中国のオリジナ
ルデータを誰も検証できないからである。多くの専門
家は中国のマクロ経済統計が信用できない証拠として
李克強指数を挙げている。李克強指数は、首相に就任
する前に既存のGDP統計は信用できないとして、「鉄
道貨物輸送量」「電力消費量」「銀行貸出」からなる指
数を作成し、それをもって中国経済のトレンドを捉え
ようとした。

しかし、李克強指数は実質GDPとの比較はできな
い。なぜならば、実質GDPはGDPデフレータで実質
化されているが、李克強指数は名目値だからである。
しかも、李克強指数の構成の合理性は説明されていな
い。たとえば、鉄道貨物輸送の大半は石炭であり、消
費財の輸送が含まれていない。一方、銀行貸出は政府
の影響を強く受けるため、客観的なデータとはいえな
い。李克強指数は中国経済のトレンドを捉えるための
参考にはなるが、GDPに取って代わるものではない。
本稿は、中国の経済統計が整備されてきた歴史的変遷
を振り返りながら、それに含まれるさまざまな問題を
明らかにする。そのうえで中国の実際の経済力の規模
を模索してみる。

経済統計の取り方

一部の評論家は、中国は一党独裁の政治体制だから
そのマクロ経済統計は信用できないと指摘している。
この指摘に論理性はまったくないが、マスコミに受け
るのは事実である。ここでは、中国の経済統計システ
ムの変遷と現在の経済統計の問題点を歴史的な点から
明らかにする。

中国の経済統計はもともと、計画経済の時代に旧ソ
連のシステムを学んで作ったものである。「国民所得



3China Focus  No.3

China Focus

TOPICS
現行の経済統計のどこが問題なのか。それを明らかに
しなければならない。

通常、名目GDPは、各々の産業部門から集計され
た統計をもとに計算される。名目GDPとは物価の変
動が考慮されていないGDPの規模と伸び率である。
それを他の年度のGDPと比較するためには、GDPデ
フレータまたは消費者物価指数で割り引いて実質化す
る操作が必要である。たとえば、名目GDPが9％伸
びたとし、消費者物価指数は2％上昇したとすれば、
名目GDPの伸び率の2ポイントは物価上昇分であ
り、それを取り除かなければならない。したがって、
この場合の実質GDPは「9％−2％＝7％」になる。

統計局にとり、もっとも操作しやすい統計は消費者
物価指数である。すなわち、消費者物価指数を実際の
数字より低く抑制すれば実質GDPは高くなる。たと
えば、実際は3％の消費者物価指数を2％にするだけ
で、GDPは1ポイント高くなる。では、具体的にど
のような操作が行われているのだろうか。

中国の消費者物価指数は消費者の実感よりも低いと
昔からいわれている。消費者物価を計算するには、食
品、通信費、交通費、住居費などいくつかの消費財と
サービスに分類し、その価格の上昇率を計算する。消
費者物価指数を算出する段階では、各々の消費財と
サービスのウェイトを決めなければならないが、その
ウェイトこそ恣意的になりがちである。次ページの図
1に示したのは、国家統計局が2011年に調整した消
費者物価指数の構成ウェイトである。調整前と比べる
と、調整後は食品支出のウェイトが明らかに抑えられ
ている。

中国の場合、食品価格と住居費はもっとも上昇率が
高いが、それが低く抑えられているため、消費者物価
指数は低くなる傾向が強い。たとえば、食品のウェイ
トは31.8％と決められているが、その根拠は明らかに
されていない。中国のエンゲル係数（家計の所得に占
める食品支出の割合）は38％とされている。実は、
中国のエンゲル係数は実態からかなりかい離してお

に設立された統計局によって集計されるようになっ
た。ただし、中国経済の開放が進むにつれ、国際機関
や先進国との経済交流が盛んになるが、中国の経済統
計と国際機関および先進国の経済統計とは比較が不可
能だった。中国が世界銀行およびIMFのメンバーで
ある以上、経済統計の近代化が必要不可欠である。

1993年、冷戦が終結した直後、中国はとうとう重
い腰を上げて、経済統計の抜本的な改革に乗り出した。
具体的には、世界銀行の資金援助を受け入れて改革を
行った。まず、旧ソ連の統計システムが全面的に廃止
された。その代わりに、国民経済勘定体系（SNA）
の統計が採り入れられた。そして、各経済ユニットに
よる統計申告書の記入に代わり、サンプリング調査が
採り入れられた。このときから中国では、国内総生産

（GDP）の概念が広く使われるようになった。
GDPを算出するには、各々の産業部門を分類し、

産業連関表を編成しなければならない。1990年代の
中国の産業は８分類ときわめて粗いものだった。地方
政府レベルで設立された統計局がこれらの産業の統計
を集計するが、その客観性は担保されていない。すな
わち、サンプルの企業と個人から集めた統計の信ぴょ
う性が担保されていないのである。ただし、これらの
生データがいったんコンピューターに入力されてしま
うと、中央レベルの国家統計局がそれを改ざんするの
はきわめて難しい。それぞれの統計が強い関連性を
もって定義されているため、一つの統計を改ざんする
と、コンピューター上にはエラーが出てくる。

ここで、オリジナルの生データを検証することはで
きないため、これ以上、それに関する議論を進める意
味はない。重要なのは、GDPを算出する段階でどの
ような技術的な操作がなされ得るかである。

マクロ経済統計の操作

では、もしマクロ経済統計が操作されているとすれ
ば、どのように行われているのだろうか。要するに、
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れば、イタリアの未観測経済のGDP比は15％、ロシ
アの場合は25％に上るといわれている。中国は
OECDのメンバー国ではないが、未観測経済のウェ
イトがロシアを下回るとは考えにくい。保守的に見積
もっても、中国の未観測経済のウェイトは最低でも
20％はあると思われる。そこで、GDP伸び率が過大
評価されている分と相殺しても、実際のGDP規模は
統計より大きいはずである。

未観測経済というと、一般的にはマフィアやマネー
ロンダリングといった地下経済のことを思い浮かべる
だろうが、中国の未観測経済は必ずしもそうした「黒
社会」の経済ではない。たとえば、弁護士、家庭教
師・ピアノなどの習い事の先生、および工事現場の日
雇い労働者の給料などはほとんど相対の支払いである
ため、統計局はもとより税務署も捕捉できておらず、
未観測経済に属する。

また、中国人の実質購買力はどんなに調べても謎の
ままである。共産党幹部の収賄や横領などの腐敗は深
刻な問題だが、絶対的な人数は限られている。実は、
中国人の実質購買力を高めているのは収賄や横領だけ
ではなく、それにもっとも寄与しているのはまさに

「灰色収入」である。本来ならば、給与や株式投資の
キャピタルゲインは合法的な所得で白色収入と呼ば
れ、ドラッグやマネーロンダリングなど違法な所得は
黒色収入になる。中国にはそれ以外に「灰色収入」が
ある。どのようなものなのだろうか。

り、都市と農村の平均的な家計のエンゲル係数は
40％を上回っているとみられている。

また、近年は不動産バブルが大きく膨張しており、
住居費支出も拡大している。しかし、消費者物価指数
に占める住居費支出は17.2％と低く見積もられてい
る。したがって、消費者物価指数は統計局が公表して
いるものよりも高いはずである。

結論的に整理すれば、各々の産業から集められてい
る生データには客観性が担保されていない問題がある
のと同時に、名目GDPを実質化する段階では消費者
物価指数が低く抑えられているため、実質GDP伸び
率が高くなっている。図2に示したのは、中国の実質
GDP伸び率、名目GDP伸び率、消費者物価指数

（CPI）の推移である。2000年以降、CPIが低く抑え
られているのが同図から確認できる。

GDP が過小評価される可能性

上の議論と矛盾するようだが、中国の実質GDP伸
び率は実態を水増ししている恐れがある一方で、現在
のGDP統計が示している経済規模は、実際の経済力
を過小評価している可能性も高い。なぜならば、現行
の経済統計に反映されていない経済活動がたくさんあ
るからである。OECDの研究では、正規の経済統計
で捕捉されていない経済活動は「未観測経済」（Non-
Observed Economy）と定義されている。それによ

図1　2011年、中国国家統計局による消費者物価指数（CPI）構成ウェイトの調整

資料：中国国家統計局
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灰色収入に関する明確な定義はないが、中国国内の
多くの研究者の記述を総合すれば、ビジネス仲介手数
料、講演料、イベントの司会謝礼、本の印税などを指
す。本来は白色収入のはずだが、きちんと納税してい
ないため、灰色収入と呼ばれる。中国では、複数の収
入源がある者に対する総合課税はしていないため、個
人の自主納税に委ねられている。一般的に中国人の納
税意識は低く、確定申告をしない個人も多い。

北京市政府の管轄下にある中国国民経済研究所の推
計によれば、全国の灰色収入はGDPの12％に上ると
いわれている（2011年）。2014年、中国の名目GDP
は約10兆ドルだった（推計値）。これをもとに計算す
ると、灰色収入は最低でも1兆ドル以上あると思わ
れ、すなわち、日本円で120兆円以上の規模になる。

ここで具体的に、灰色収入を分類して考察しよう。
まず、会社勤めのいわゆるサラリーマンや政府機関

の公務員は、給与以外にさまざまな手当が支給され、
また、勤務先の福利厚生の一環として食品や日用品な
どが現物支給されることも多い。給与所得以外のこれ
らの手当や現物支給は給与でないため、きちんと納税
されていない。もっとも極端な例を挙げれば、中国の

国家主席の月給は約1万元（約16万円）といわれて
いる（『人民日報』）。これには家賃や生活費などが
いっさい含まれていない。中国では、現役世代の名目
給与所得と実質所得は大きくかい離している。

たとえば、国有企業の技術者が民営企業の技術顧問
を兼務する場合は、顧問料が支給される。また、有名
大学の教授が二流・三流の大学の客員教授を兼務する
場合も謝礼が支払われる。何よりも、政府幹部などは
その豊富な人脈を生かして民営企業の社外取締役を兼
務することが多く、そのようなケースでも多額の報酬
を手に入れることができる。こうした所得は「勤務先
外所得」と分類され、本給と総合課税されないことが
多い。

最後に、限りなく黒色収入に近い、その正統性を説
明できない収入がある。たとえば、政府幹部は不動産
開発業者に便宜を供与して、その業者から時価5000
万円の物件を2000万円で購入する。しばらくしてそ
の物件を5000万円で売却して3000万円の儲けを手に
入れる。この種の不正行為の手口は日々巧妙になって
いる。

中国国民経済研究所の調べによれば、高所得層ほど

図2　中国の名目GDP伸び率、実質GDP伸び率、および消費者物価指数（CPI）の推移

注：2000年以降、消費者物価指数の値は低く抑えられている。
資料：中国国家統計局
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より多くの灰色収入を得ているといわれている（図
3）。中国の高所得層といえば、許認可権を握る共産党
幹部と、国有企業の経営資源を支配する経営者および
幹部、そして民営企業のオーナーとその幹部である。
しかし、歴史学者によれば、中国の灰色収入は今に始
まったものではない。記録をみるかぎり、明王朝と清
王朝の時代にも灰色収入はすでに横行していたとい
う。言い換えれば、灰色収入は中国の「文化」である
かもしれない。しかし、灰色収入は政権が滅びる原因
でもある。すなわち、灰色収入が横行し、それがある
臨界点を超えると格差が拡大し、社会は極端に不安定
化する。今の中国社会はまさに危険な状態にあると
いっても過言ではない。

最後に、結論を総括すれば、現行の中国のマクロ経
済統計は確かに水増しされている可能性が高いが、実

灰色収入は何も共産党幹部にかぎらない。ここで
は、大学教授などの事例を挙げて説明する。中国の大
学は日本の大学と同じように定員制になっている。一
学年にどれぐらいの学生を入学させるかは、教育部
（省）が定めた定員枠に則らなければならない。その
際、入学試験で合格ラインに達した学生については支
障なく入学できるが、問題なのは、合格ラインまで5
点、10点足りない学生がたくさんいることで、これ
らの学生は、定員の枠外で合格となることが多い。こ
のとき、合格ラインまで足りない点数に応じて、たと
えば「1点につき2万元（約38万円）」という相場と
して、仮に10点足りなければ、380万円を支払えば
無事に入学できる。枠外で入学したこれらの学生の学
費およびその他の雑費は、すべて大学のオフバランス
の売り上げとなる。すなわち、こうした学生の教育に
携わる大学教授および学校事務の職員の副収入にな
る。教授や職員からすれば、これらは自らの労働の代
価であり黒色収入ではない。かといって、正々堂々と

した合法的な報酬でもない。結果的に灰色の収入にな
る。
もう1つ大学の事例を挙げることにしよう。中国で

は、近年、EMBAのコースを開設し、日本でいう社
会人大学院生を募集する大学が増えている。ただし、
日本の社会人大学院と違って、中国のEMBAのほと
んどの学生は民営企業の経営者である。これらの経営
者は、MBAの学位はほしいがまじめに勉強したくな
い。そこで大学はこうした経営者を募集して、世界中
を豪遊する。ところどころで形式的な授業はするが、
まじめな勉強はほとんどしない。世界中を豪遊するた
め「授業料」は信じられないほど高い。なかには、2
年間で数十万ドルのコースもある。豪遊が終われば、
大学から学位記が交付される。問題はこのようなコー
スの授業料は大学の正規の会計帳簿にいっさい反映さ
れず、オフバランスになる点である。こうしてみれ
ば、中国の実体経済の未観測の部分の大きさについて
少しはうかがい知ることができるであろう。

大学教授が得る「灰色収入」の事例

図3　中国の「灰色収入」の所得層構成（2011年）

資料：中国国民経済研究所
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態は明らかではない。1つの可能性は地方レベルで集
計される生データの客観性が欠如しているということ
である。もう1つは、名目GDPを実質化する段階で
消費者物価指数が人為的に低く抑えられている可能性
である。その結果、実質GDPが過大評価されてい
る。とはいえ、中国経済の実力を示すGDP規模は未
観測経済の大きさから過小評価されている可能性も高
い。繰り返しになるが、GDP伸び率が誇張されてい
る可能性が高い反面、実際のGDP規模も正しく集計
されていない。中国経済の内実をきちんと把握するの
は決して簡単な作業ではない。

統計法の制定と 
マクロ経済統計の改善

市場経済において、マクロ経済統計は政策担当者に
とって一番頼りになるものである。正確なマクロ経済
統計は正しい経済政策を実施するうえでの担保とな
る。したがって、マクロ経済統計を算定する段階にお
いてもっとも重要なのは、統計を集計するときの独立
性である。中国政府は中国が法治国家であると標榜す
る。少なくとも統計の分野についての法整備は早い段
階から進められてきた。1983年12月に最初の「統計
法」が全国人民代表大会で採決された。その後1996
年、そして2009年と2回ほど改正され、2010年、最
新の統計法が施行された。

統計法が制定される段階において繰り返し強調され
ているのは、統計局が統計を算定する際の独立性と、
統計を改ざんした場合の責任追及に関する法的根拠の
提供である。要するに、いかなる政府部門も統計局の
統計算定に干渉してはならない。同時に、統計局およ
びその関係者は統計を改ざんしてはならないうえ、そ
うした場合、法的責任が問われるということが統計法
で確認された。

社会主義国の問題は、法が制定されていないのでは
なく、おそらく、法がそのとおりに施行されていない
ことにある。中国の統計法は限りなく立派な法律だ

が、そのとおりに施行されていないことから、現在の
統計には多くの問題が存在する。ここで、日ごろの研
究を踏まえ、中国のマクロ経済統計の問題を整理し指
摘しておきたい。

中国政府がもっとも恐れているのは失業者の急増と
それによる社会不安の増幅である。中国の失業統計は
農村部が集計されておらず、都市部の失業率は「登録
失業率」と定義されている。すなわち、役所で失業登
録を済ませた人だけが失業者としてカウントされる。
この規定により多くの失業者は失業率に算入されてい
ない。むろん、いったん失業者として登録されれば、
仮に日雇いの仕事が見つかっても、役所で登録を抹消
しないかぎりずっと失業者とカウントされる場合もあ
る。したがって、中国の失業率の統計は極端に恣意的
なものである。長年、中国の失業率は一貫して4.1〜
4.2％前後で推移してきた。習近平政権になってか
ら、李克強首相の主導で集計方法を「登録失業率」か
ら「調査失業率」に改めた。それによって、失業率は
1ポイントほど上昇し、5％程度になった。しかし、
実際の失業率は決して5％程度ではない。

たとえば、高校や大学を卒業してすぐに仕事が見つ
からない場合も、失業率に算入されないことが多い。
失業率が正しく集計されていないため、政府の経済政
策も的外れになりがちである。失業率が高止まりして
いれば、普通ならば経済政策の重点は雇用対策に軸足
を置くべきである。そのためには、もっとも雇用機会
を創出する産業、たとえば、サービス業の発展を促進
する経済政策と産業政策を実施する必要がある。しか
し、中国は雇用がどんなに悪化しても、失業率が低く
みせられているため、政策当局は雇用創出の寄与度が
低い製造業の設備投資を促す。世界第2位の経済規模
を誇る中国経済だが、サービス業のGDP比はようや
く製造業を少し上回る程度である。しかも、民間消費
は依然として40％を下回ったままである。

もう１つ、経済の実態を反映していない経済統計は
消費者物価である。従来から中国の政策当局は経済政
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策を「野菜を入れるバスケット（かご）プロジェク
ト」と喩えている。要するに、経済政策の目的は物
価、とりわけ食品価格の安定にあるということであ
る。しかし、農業改革と食料流通システムの改革が遅
れたため、食品価格は政府の意図どおりには安定しな
い。そこで統計局は前述のとおり、消費者物価指数を
算出する際、食品価格のウェイトを下げ、食品価格の
変動が消費者物価指数に与える影響を小さくみせるこ
とにした。一般的に物価が上昇する局面において、政
策当局は金融引き締め政策を実施する必要があるが、
そうすると国有企業は経営難に陥る。

専門家の多くは昔から、中国の経済政策と景気循環
を「放−乱−収−死」と揶揄している。すなわち、金
融緩和政策を実施すれば、景気はたちまち過熱する。
逆に金融を引き締めれば、景気は大きく落ち込んでし
まう。実は、このような激しい景気変動をもたらして
いるのはマクロ経済統計が経済の実態を反映していな
いことと関係する。正確な統計が集計されれば、経済
政策当局が急ブレーキをかけたり急発進したりする必
要はなく、景気は滑らかに推移するものと思われる。

最後にもう1つ大きな問題は、中国のPolicy-
Making（政策決定）において統計局は経済成長率の
押し上げに過度に気を取られがちだという点である。
よく指摘されるところだが、中国の地方政府は、経済
成長率の達成が自らの業績を示すものとして、少しで
も高い経済成長を実現したようにみせるといわれてい
る。温家宝前首相の時代、経済成長率は幹部を考課す
る唯一の指標ではないとして、地方の幹部に対してバ
ランスの取れた成長を求めた。しかし、こうしたリク
エストは無理な注文だったのかもしれない。なぜなら
ば、歴代首相は毎年の政府活動報告のなかで、いつも
経済成長率が目標どおりに達成できたと豪語する。統
計局にとり経済成長率はいわば呪縛のようなものであ
る。もしも政府の成長率目標を下回る統計を公表して
しまうと、その責任が問われかねない。とはいえ、マ
クロ経済統計はもはやイデオロギーではなく、

Science（科学）である。マクロ経済統計を部分的
に、あるいは結果（GDP）だけ過大評価して発表す
れば、必ずその欠陥が露呈してしまう。政府部門のな
かで、おそらく統計局ほどストレスのたまる部門はな
いのかもしれない。統計局は自らのために統計を水増
しするのではなく、そうせざるを得ない事情がある。
また、統計を正しく集計しようと思っても、地方政府
は恣意的に干渉してくる。統計法は、「統計局の独立
性は担保される」と唱えているが、それが高らかに唱
えられているということは、逆に統計局の独立性が担
保されていない証左ともいえる。

中国政府は今の経済成長を「新常態」と定義してい
る。すなわち、かつてのような高成長を目指す必要は
なく、7％程度の成長で十分であるという姿勢を示し
ている。ただし、新常態になったから経済統計を水増
ししなくてもいいということにはならない。なぜなら
ば、実体経済はそれ以上に落ち込んでいるからであ
る。ここで統計の正確性を担保するには、まずマクロ
経済統計の集計と編成を政府の政策目標から切り離さ
なければならない。この基本認識が政府部内で共有さ
れないかぎり、マクロ経済統計の信ぴょう性は確立さ
れないと思われる。
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別表　中国経済主要指標（2009～2015年1－9月）

単位 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.1－9

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 3.8

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 8.4

固定資本形成 〃 30.1 23.8 23.6 20.6 19.6 15.7 10.3

不動産投資 〃 19.9 33.2 27.9 16.2 19.8 10.5 4.2

小売総額 〃 15.5 18.4 17.1 14.3 13.1 12.0 10.5

輸出入総額 〃 －13.9 34.7 22.5 6.2 7.5 3.4 －7.9

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 －15.1

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 3,829

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 13.1

実質収入：農村住民 前年比、％ 8.5 10.9 17.9 10.7 12.2 9.2 8.1

都市住民 〃 9.8 7.8 14.1 9.6 7.0 6.8 6.8

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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