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■ 研究会開催報告 ■ 

 「2019 年中国経済の課題」 
 

日 時：2019 年 1 月 11 日（金）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
【講演概要】 

 2018 年の中国経済は、投資の減速、消費の伸び悩みにより内需が停滞し、成長率が低下傾向となった。くわえ

て、年央から激化した米中経済摩擦は、未だ先行きを見通せない状況にある。他方で、2 018 年 12 月に中国は

改革・開放 40 周年を迎え、習近平指導部は 2035 年までに現代化された経済システムを完成させるため、経済

の安定を保ちつつ、新たな改革・開放の青写真を示さなければならない。本講演では、課題が山積する中国経済

について、現状と今後の習近平指導部の政策の方向性について、解説する。 

 

【講師紹介】      田中 修（たなか おさむ）氏：   
奈良県立大学特任教授 
ジェトロ・アジア経済研究所 上席主任調査研究員 

略歴 

1958 年東京に生まれる。1982 年東京大学法学部卒業、大蔵省入省。1996 年から 2000 年まで

在中国日本国大使館経済部に 1等書記官・参事官として勤務。帰国後、財務省主計局主計

官、信 州大学経済学部教授、内閣府参事官、財務総合政策研究所副所長、税務大学校長を歴

任。現在、財務総合政策研究所特別研究官（中国研究交流顧問）。2009 年 10 月～東京大学

EMP 講師。2 018 年 4 月～奈良県立大学特任教授。2018 年 12 月～ジェトロ・アジア経済研究

所上席主任調査研究員。学術博士（東京大学） 

 

主な著書 

o 「日本人と資本主義の精神」（ちくま新書） 

o 「スミス、ケインズからピケティまで 世界を読み解く経済思想の授業」（日本実業出版社） 

o 「2011～2015 年の中国経済―第 12 次 5 ヵ年計画を読む―」（蒼蒼社） 

o 「検証 現代中国の経済政策決定－近づく改革開放路線の臨界点－」 

o （日本経済新聞出版社、2008 年アジア・太平洋賞特別賞受賞） 
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講演録 

【開会】 

これより JST 中国総合研究・さくらサイエンスセン

ター第 124 回の研究会を開催する。本日は奈良県立大

学特任教授、ジェトロ・アジア経済研究所 上席主任調

査研究員の田中修先生をお招きし、『2019 年中国経済の

課題』と題し、ご講演いただく。先生のご経歴の詳細は

割愛させていただく。それでは田中先生、どうぞよろし

くお願いいたします。  

 

【講演】 

ご紹介いただきました田中です。私は、パワーポイン

トは使用しないので、お手元にある資料を参考に進め

ていきたいと思います。 

 

Ⅰ.主要経済指標 

 

 主要な経済指標について、現在 GDP（国内総生産）の

成長率は 9 月までしか出ていないが実質 6.7％の成長

である。この成長率を四半期ごとに分解すると、1－3

月期が、6.8％、4－6月期が 6.7％、7－9月期が 6.5％

である。かなり長い間 6.8％が続いていたが、今年に入

ってから急激に成長率が鈍化している。 

 中国の四半期の経済成長率は、通常、日本の内閣府等

の四半期ごとの経済成長率の計算方法と違う方法で行

っていることを説明しておく。例えば、7－9 月期の成

長率が 6.5％まで落ちたという時に、どこから 6.5％成

長したのかという出発点の問題がある。日本や欧米で

は 6.5％成長したという時に、直近と比較しているので、

2018 年の 4－6 期と比べ 7－9 期が 6.5％成長したとい

うことになる。これは 3 か月分で計算するので、そん

なに高い成長率は出てこない。このため、これを 4 倍

して年率換算成長率として発表している。 

しかし、中国は 7－9 月期の 6.5％を比較する際には、

１年前の 7－9月期を見る。これは前年同期比の成長率

となる。先進国はこの計算方法はどこも採用していな

い。中国だけが採用している。なぜ先進国はこの計算方

式を採用しないのかというと、これは前年と同じ四半

期が良かったか悪かったかはわかるが、今、足元で、前

の 3か月と比較してどうなっているかがわからない。1

年前の比較なので、仮に経済が横ばいだとし、前の１年

間は経済がジグザグに動いていたという時に、非常に

前の年が悪かった場合には、今年が平坦であっても前

の年に大きくへこんでいると成長率は高く出てくる。 

逆に昨年の成長率が良かった場合、一時的に過熱気味

であった時には、底が上がっているので、今年は過熱し

ていなければ急に成長率が縮んだように見える。そう

すると、前の 3 か月に比べて、いいのか悪いのかが判

断できなくなる。現状の経済が横ばいなのか、下がって

いるのか、上がっているのかがよくわからない。これで

は、判断材料として良くないので欧米でも日本にして

も採用していない。 

 しかし中国はなぜこれを採用しているかというと、

統計技術的にこれしかできないということがある。3か

月ごとに判断すると季節であるとか、大型休暇である

とか特殊要因が入ってくる。そのような特殊要因を外

して 3 か月ごとに計算するのは、統計的に面倒な作業

となる。よく季節調整という言葉でいわれるが、それな

りの統計作成のノウハウがないときちんとした計算が

できない。中国はやはりそこにまだ自信がない。出すこ

とは出来るが、確たる自信がない。今でも参考値として

は発表している。前期比というのは 3 か月前と比較し

た場合、1－3月期 1.5％、4－6 月期 1.7％、7－9 月期

1.6％、これを 4倍すると年率換算になり、1.6％×4で

6.4％。中国が発表しているのが 6.5％だが、先進国の

計算方式だと 6.4％となる。1.6％というのも四捨五入

した数字なので 1.55％～1.64％と幅がある。それを 4

倍するので非常に誤差は大きくなり不安定なものだが、

これを見ることによって前の月とのトレンドがわかる

ので重要な参考資料にはなる。 

2017 年の前期比は、1－3 月期は 1.5％、4－6 月期

1.8％、7－9月期 1.8％、10－12 月期 1.5％である。一

般的に 1－3 月期から 4－6 月期を見ると、1－3 月期は

非常に成長が悪い。4－6 月期は持ち直す。これは、景

気の善し悪しではなく、中国の予算制度が絡んでいる。

日本の予算は 4 月に始まり 3月に終わるので、12 月に

予算編成が終わり、1月から 3月の間に衆議院と参議院

で審議をし、上手くいけば 4 月から執行されるし、衆
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議院が長引き、参議院で十分な時間の審議が出来なか

った場合は、暫定予算という形で配られる。 

中国の場合は、1 月から 12 月が予算年度である。そ

れに対して、予算の国会審議は 3 月に行われる。そう

すると国会の承認がないまま2カ月が執行されていく。

中国では国会の審議を待たずに予算を使い始めるので

暫定予算はない。とはいえ、中国の全人代は表の機関で

は最高機関である。そこで何も審議もせずに予算を執

行していいのかという問題はある。そこで全人代を尊

重するという趣旨で「全人代が承認前に新規の予算は

執行してはならず」となっている。そうすると新規案件

が出来ないので、投資が下がり経済的にも下がる。3月

中旬になって予算が承認されると、新規プロジェクト

が着工され、経済効果が現れてくるのが次の四半期く

らいになる。4－6 月期、7－9月期は経済が上がる、と

なる。10－12 月期になると新規案件が立ち上がった後

になり、中弛みするというのが中国の 3 か月ごとの前

期比成長率となる。今回の場合、4－6月期、7－9月期

でも前期比より落ちているので、やはり経済として具

合があまりよくないということがわかる。 

もう一つ、第一次産業、第二次産業、第三次産業がある

が、今の中国は第三次産業が引っ張る経済である。そう

はいっても付加価値に占める第三次産業のウエイトは

53.1％なので、先進国と比較するとウエイトはまだ低

い。なので、重工業からサービス産業に移行する途中過

程である。他の先進国の経済構造に移りつつあるが完

全に移り切ってはいない。 

重要項目別の成長率への寄与率をみると、6.7％の成

長に対して最終消費が 78.0％。成長は消費でほとんど

稼いでいる。資本形成、これは投資だが、6.7％の成長

に対して 31.8％しか稼いでいない。つまり投資は経済

成長率の主要な担い手ではなく消費が成長を維持して

いるということだ。中国は投資の規模は大きいが、成長

率は規模ではなく 1 年間で投資の規模がどれだけ伸び

たかということなので、投資の伸びは鈍化している。い

くら投資が大きくても伸び率が下がっているので全体

の経済の成長に寄与していないという形になる。 

純輸出というのは輸出マイナス輸入だが、これは大

幅なマイナスに寄与している。成長率への純輸出の寄

与率は 1－3月期もマイナス、4－6月期もマイナス、ず

っとマイナスになっている。中国は昨年の輸出はもの

すごく伸びている。経済がやや過熱気味という状況も

あり、そのため中国の加工貿易のための輸入原材料が

あるので、輸入が急激に増えており、輸出の伸びよりも

輸入の伸びの方がはるかに大きくなっている。そうす

ると輸出は GDP にプラスだが、輸入はマイナスになる

ので、結局マイナスの効果になってしまう。ということ

で、米中摩擦というより、そういうことによって外需が

成長に対してマイナスになっているという状態だ。大

事なことは、中国の経済成長は工業や投資が担ってい

たものから、サービス産業あるいは消費が担う経済に

変わってきているということである。 

（１）物価 

①消費者物価 

 物価について見ると、過去、月ごとのトレンドが出て

いる。月の動きを見ると足元は落ちついている。元々中

国では、物価は 3％以内に抑えるというのが大きな目標

になっているが、足元でみると、2.5％→2.2％に落ちて

いるので、3％には届かない水準になっている。中国の

消費者物価というのは、非常に食品価格に左右される。

全体のバスケットの中で、食品価格のウエイトは 3 割

以上ある。その食品価格の中でも、生鮮野菜と豚肉の値

段が変動する。そうすると消費者物価が非常にブレる

傾向にある。生鮮野菜は寒さが厳しい時期に一気に上

がるが、今は、ものすごい状態になってはいない。豚肉

は価格下落がだいたい底を打ったので、上がるのでは

ないか？ あるいはアメリカ産の大豆を中国は一時輸

入制限していた。そうすると飼料代が上がって、豚の価

格が上がるのではないか？という話もあったが、豚コ

レラが拡大する前に慌てて養豚業者が豚肉を出荷して

しまったので、豚肉の価格が瞬間的に供給過剰になり

下落した。そういうこともあり、消費者物価は今のとこ

ろ安定している。 

 ②工業生産者出荷価格 

 川下物価が消費者物価に対して、工業生産は川上物

価といわれる。月別の動きを見ると、少しずつ下落して

いることがわかる。6月に 4.7％だったのがジリジリと

下がり 11 月には 2.7％まで下落した。工業生産者出荷
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価格には一つの大きな要因として言われるのが原油価

格である。中国は原油依存度が高いので、国際的な原料

相場が高騰すると底が上がる。下落すると全体の部分

が下がる。今は原油の価格が低迷しているのでこれが

要因ではないかといわれている。 

 ③住宅価格 

 問題は住宅価格だが、全国 70 大中都市で 63 都市が

上昇している。中国は住宅バブルだといわれるが、まだ

住宅は過熱気味である。しかし勢いは弱まってきてい

る。中国では住宅価格の問題が 2009 年には出ていた。

2009 年はちょうどリーマンショックの頃で、中国はも

のすごい金融緩和を行った。金融緩和を行うとお金が

住宅市場に流れて住宅価格が高騰する。これにより、住

宅価格が上昇した。住宅を投機として見ているのが住

宅市場である。その中の傾向が違ってきているのが、

2016 年に 2回目の高騰が始まった時、中心は北京、上

海、広州、深圳だった。その中でマンションの買い替え

需要が多かった。子供が大きくなり、生活空間が手狭に

なり、住宅ローンの返済も終わり、より良い場所に住む

というような住み替えについては、金利を優遇すると

か、頭金を多く設定しないなどの対策を中央銀行が行

った。超大都市で住み替え需要が爆発したのが 2016 年

の前半である。 

 そうすると今度は住宅購入の資格を厳しくするなど

購入制限をした。しかし、金融緩和はそうおさまらなら

なかったので、余ったお金が巨大都市から地方都市へ

と流れていく。その結果、その前に超特大都市の住宅価

格が高騰していたのが、全国に住宅価格の高騰が広が

った。そうなると小都市の方も先のリーマンショック

対策で作りすぎたアパートの住宅在庫がはけてしまう

という状態になった。地方都市にも住宅価格の高騰が

波及していき、その部分が完全に収まっていない。一番

トップの部分は抑制してきたので、少し収まってきて

いて、裾野が高騰している。そうするとどのような弊害

が起きるか。地方都市に生活する人は所得が低い人が

多く、その人たちの購入できる住宅の価格は限られて

くる。その中で、住宅価格の高騰がおきると住宅ローン

の返済負担が重くなってしまう。家計の収入レベルを

超えるような負担になってくる。 

 最近の統計をみると、中国は債務リスクが大きい、借

金が多いといわれていたのは、これまで地方政府と国

有企業だったが、去年くらいから家計の債務が増えて

きた。これは何かというと住宅ローンであると中央銀

行は見ている。中国の消費が落ち始めている原因の一

つがこれではないかとみている。住宅ローンの問題は、

中国の経済成長を引っ張っている消費がどれだけ伸び

ていくかということと非常に密接に関わっている。同

時に住宅の価格が高騰したり下がったりすると不動産

開発投資にも影響する。統計的には住宅価格が高騰し

始めると半年のタイムラグを経て、不動産開発投資が

上がる。住宅価格が急落すると、半年経つと不動産開発

投資が急に落ちてくるといわれている。 

 

（２）工業 

 工業の方も 5％代に落ちてきている。その中でも特に

パッとしないのが自動車である。11 月の自動車はマイ

ナス 16.7％、前年と比べて減っている。乗用車、SUV（ス

ポーツタイプ多目的車）も減っていて、新エネルギー車

だけは伸びている。ここは色々な助成があるので、この

部分に人気がシフトしている。それ以外の自動車は軒

並み調子が悪い。なぜ自動車の調子が悪いかというと、

消費が落ちているからである。よく言われているのが、

排気量の小さい自動車の優遇税制が終わってしまった。

優遇税制とは消費の先食いであるので先食い効果が終

わると反動減になるわけだ。その分が大きいのではな

いか。高級車については株が下がったことにより、高級

車の使用が減っている。2019 年のどこから回復するの

か、この状況が続くのかというのが工業に影響を及ぼ

すことになると思う。 

 

（３）消費 

2017 年は 10％代で安定していたが、2017 年 12 月に

初めて 10％を割った。そのあと、2018 年 3 月だけ一瞬

取り戻すが、すぐに落ちて今は 8％台となり、消費の減

退は明らかである。やはり自動車はマイナス 10％だ。

先ほど生産の話をしたが、自動車の需要が悪い。中国は

E コマースがすごい。インターネットが盛んであるが、

全国インターネット商品・サービス小売上は 24.1％と
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高い伸びがある。特に 11月の統計なので、アリババが

11 月 11 日に「独身の日」として若者向けの Eコマース

で優遇政策を打ち出している。若い人を中心に 11月 11

日は朝 0 時から 24時まで、ずっとパソコンに向かって

物を買い続けるのだが、前年は 30％くらい伸びていた

ので、やはり今年は 24.1％と鈍化してきて消費全体が

落ちていく流れを完全に食い止めることはできなかっ

た。 

 

（４）投資 

① 都市固定資産投資 

 投資の統計は累計である。2017 年は 7.2％。1－11 月

期でいうと 5.9％。もっと下がっていたのが、1－8 月

期で 5.3％まで落ちて、5.4％→5.7％→5.9％と少しず

つ伸びてきている。1－9月期までの GDP が出てきた時

に、かなりここまで下がったのはまずいという感じも

あり、もう少し投資をテコ入れし、投資の下支えをする

ことにより少しずつ上がってきた。その代表的な投資

がインフラ投資である。公共事業だが、以前は、中央政

府は無駄な投資を借金で行ったので、地方政府が借金

まみれになり、これが債務リスクになった。17 年秋か

ら債務の比率を引き下げる新しい政策が行われ、無駄

な投資をしないように締めていたが、そのためインフ

ラ投資がどんどん下がり、経済の減速が進んだので、抑

えるのを少しやめて横ばいに戻した。インフラ投資を

派手にやっているわけではないが、若干下支えを行う

ことになっている。 

② 不動産開発投資 

 非常に大きな投資というと、不動産開発投資になる。

2017 年は 7.0％だが、2018 年は一時 10％の伸びを示し

た。ただし、ピークは過ぎつつある。分譲建物販売面積

はどのくらいで変動しているのか。1.4％しか伸びてい

ない。1－10 月期が 2.2％だったので、わずか１か月で

相当鈍化している。 

 分譲建物販売額は額が大きいが、12.1％。1－10 月期

は 12.5％なので、わずか１か月で前期よりも落ちてい

る。販売面積と販売額が急速に鈍化している。面積は戻

りつつあるので、住宅価格の高騰の問題はそろそろピ

ークアウトしつつあるのではないかと見える。そうす

ると 6 か月のタイムラグを経て、不動産開発投資のブ

ームが落ちていく可能性がある。今は 9.7％だが、今年

の 6月以降は数字が落ちてくる可能性がある。 

③ 民間固定資産投資 

 民間はわりと順調だ。8％台を維持している。この民

間固定資産投資が良くなかったときがあった。2016 年

に 2％くらい落ちた時があったが、そこから李克強総理

が慌てて調査団を派遣して、なぜ民間投資が落ちたの

か相当な調査をした。その時に、民間企業の投資に関し

て差別や制限などの参入規制などがあり、それが民間

投資を抑えていることがわかり、2016 年の後半にはか

なり民間投資に対するテコ入れ策を打ち出し 8％代後

半に落ち着いている。 

投資は全体として調子が悪い、不動産も住宅価格が

今後落ち着いてくれば下がる。頼みは民間投資である。

インフラ投資は中央政府が行うことだが、あまり景気

対策としてインフラ投資を行うと、国債の乱発など政

府の債務が増えていくので、債務リスクとなる。インフ

ラ投資は必要なものはやるが、ばらまかない。これは債

務リスクと投資のバランスを考えながら選択的に行う

ということである。 

 

（５）対外経済 

①輸出入 

 対外経済は外需だが、輸出入でみると、2017 年に輸

出は 7.9％、輸入は 15.9％である。2017 年から 18年の

途中までは輸入が伸びていることがわかる。18 年の月

ごとの動きをみても輸入の方が激しく伸びているので、

先ほどのように外需がマイナスになってしまう。ただ

異常値が出ている。9－10 月頃の輸出入が異常に増えて

いる。11 月になるとストンと落ちている。これは高課

税の米中の戦いというより、そういうものが始まるの

ではという前倒しの駆け込み輸出・輸入の数字がここ

に出てしまった。将来の高課税交渉を見越した売買が 9

－10 月に集中した。その反動で 11月は下落した。これ

から本当の高課税の影響が出てくる。4 月に実施予定で

あった高課税の適用が先送りになったので、今後、米中

の交渉がどうなるかにかかっている。本格的に米中の

経済争いの影響が出るのは今年になってからとなる。 
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②外資利用 

 外資は非常に悪くなっている。アメリカとの交渉も

あるが、他国も直接投資戦略を見直すなど、外資の伸び

は非常に鈍化している。 

③外貨準備 

 心配しているのは外貨準備だ。11 月末は 10月末に比

べて増加しているので、以前より安定はしている。最近

は人民元のレートが安定しており、人民元の買い支え

をしていないことが多い。 

④米国債保有 

 外資が安定すれば米国債保有も安定する。 

 

（６）金融 

 金融は M2（国内銀行の現金通貨、預金通貨、準通貨、

譲渡性預金の残高のこと）の動きを見ることが多いが、

やはり非常に低い。これは中央銀行として、去年は金融

を緩和から景気中立的に抑え込んだと相当強調してい

た。経済は鈍化していたが中央銀行はなかなか金融緩

和を言わなかった。ちょっと緩めれば、資金が住宅市場

に流れてしまうかもしれない。ようやくピークアウト

しそうになっている住宅市場がまた過熱してしまう恐

れがあった。また、去年は新しい金融監督の仕組みがで

きた。銀行監督管理委員会と保険監督管理委員会が合

併、新たに中国銀行保険監督管理委員会が設立され、債

務リスク削減という点を努力した。理財商品の制限な

どを厳しくしたので、そういうことがマネーサプライ

の鈍化につながっている。しかし、そのように債務リス

クを抑えることによって一番弱い部分である小型零細

企業、民営企業の資金調達難が、去年の 6－7 月、8 月

くらいから顕在化した。これからは債務リスクを増大

させないように、必要なところにどのように資金をま

わしていくか、非常に難しいオペレーションとなる。 

 

（７）財政 

 財政収入はかなり下がっている。一つは経済成長の

影響である。成長率が落ちると税収も落ちる。さらに

18 年は減税も行っている。中国は今、無駄な投資もあ

まりできない。投資も抑制的に行い、減税も頑張ってき

た。18 年前半は企業向けの減税である。研究開発投資

など中小零細企業の投資に優遇をするなど、企業投資

減税を行った。後半は個人向け取得税減税を重点的に

行った。10 月に課税最低限を大幅にアップし、低い税

率の対象となる所得層を大幅に増やした。実質にかな

りの減税になり、消費を刺激しようとした。投資減税で

投資を刺激し、個人取得税減税で消費を刺激する。税に

よって景気を下支えするということで、税収が減って

いる。 

 

（８）雇用 

 雇用は去年から統計が変わった。これまでは都市登

録失業率を使用していたが、李克強総理は全面的に失

業統計を変えてしまった。前の都市登録失業率は何が

問題であったかというと、前の雇用統計には出稼ぎ労

働者が入っていない。農村戸籍の労働者が入っていな

かった。中国で景気が悪くなった場合、リーマンショッ

ク直後もそうだったが、真っ先にクビになるのは出稼

ぎ労働者である。しかし、労働統計の中には都市戸籍し

か入っておらず、ハローワークにも都市戸籍しか登録

されていない。出稼ぎ労働者がクビを切られ路頭に迷

っていても、失業統計はビクともしないという状況で

あったので、実態を表わしていないということで李克

強総理が数年がかりで全面的に失業率統計を変えて、

今年から都市戸籍、農村戸籍を全部いれてサンプル調

査を行うことになった。そうすると失業率が 1 ポイン

トくらい上がる。ただ、1月からの動きを見ると、全体

としては悪くなっていない。 
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 それから新規の就業者増は 1,293 万人で予想をはる

かに上回って増えている。なので、雇用統計はまだ悪化

していない。なぜ中国で大規模な経済対策が行われな

いのか。これだけ成長率が明らかに下がっているのに、

雇用が動いていないからである。これは李克強総理の

昔からの持論で、「区画コントロール」ということをい

う。中国の経済を合理的に区間の中に安定させる。合理

的な区間をどう設定するのか。一つは経済の下限と上

限を決める。経済の下限というのは、例えば失業率とか

成長率で判断する。上限はインフレ率で判断する。3％

に近づいてきたら過熱しているということになるので、

締める。失業率が予定より下回った時は景気が悪い。有

効求人倍率が 1 より悪化したら対策を打つ。しかし、

上限・下限を両方ともコントロールできていれば、瞬間

的に成長率が悪くなっても、慌てて対策は打たない。あ

くまでも雇用指標の動向をみて、対策を打つか打たな

いかを考えるというのが区画コントロールである。 

 最近の統計は出てきていないが、米中経済摩擦が厳

しくなってきて、企業の雇用が若干慎重になってきて、

新規採用が減っているという報道も流れている。そう

すると、今後対策を打つ可能性があるかもしれないの

で、雇用統計は重視していく必要がある。 

 

（９）社会電力使用量 

＊資料参照 

 

（１０）輸送 

＊資料参照 

 

（１１）所得 

 可処分所得の伸びと成長率の関係は大事だ。都市は

5.7％で経済成長率より低い。農民は 6.8％で、こちら

は成長率より上回っている。つまり経済成長率と所得

の伸びの関係は労働分配率を表すので、成長率よりも

所得の伸び率が低ければ労働分配率は下がっていく。

逆に所得がはるかに成長率を上回っていれば、所得分

配率が上がる。もともと中国の消費が弱いのは、労働分

配率が下がっているのが問題であったので、分配率を

上げることによって消費牽引型経済に持っていくため

に最低賃金を上げた。2010 年からずっと上げていき、

出来るだけ労働分配率を増やす目的があった。 

 ところが習近平政権になって、そのような政策にス

トップがかかった。今、サプライサイド構造改革の中で

繰り返し企業のコストを下げろと言っている。税コス

トもあれば、社会保険料コストもあるし、政府は色々な

形で課す費用もあるが、コストのうちの一つに人件費

がある。やみくもに賃金を上げるなというのが習近平

政権から始まり、2016 年頃から、最低賃金の伸びは鈍

化している。最低賃金の伸びが鈍化すると、全体の賃金

の伸びも鈍化するので、消費が悪くなる。都市と農村の

消費支出を見てみると、都市住民が4.3％、農民が9.8％

である。家計を調査した一人当たりの伸び率だと、小売

統計よりもっと鈍化している。やはり都市部の所得の

伸びの鈍化は消費に影響を与えているとみられる。 

 ここまで見てみて、あまり良い要素がなく、消費が停

滞気味、所得も伸びが低く、自動車も伸びがない。民間

投資はまあまあ良いが、インフラ投資はある程度支え

ている。不動産投資は好調だが、今後住宅市場の動向次

第ということになる。 

 かなり今年は成長率が全体として下がる可能性があ

る。6.5％という数字は相当厳しいかもしれない。ただ

中国は 6.5％の成長率を維持する必然性はない。なぜ、

6.5％にこだわっているかというと、2020 年の GDP を

2010 年の倍にするということを昔掲げたので、それを

達成するための数字である。10 年で 7.2％だが、前半

の 5 年でかなり成長したので後半は 6.5％で大丈夫で

ある。しかも後半の 5 年のうち、最初の 3 年くらいは

6.5％以上成長しているので、残りは 6.2～6.3％という

ところまで来ている。ただ単に倍増するのであれは、

6.2～6.3％で十分である。成長率を 6.5％にこだわる必

要はないが、成長率がどの辺までくると、雇用が急激な

悪化をするか。そこを注意する必要がある。 

 

 

Ⅱ．中国経済のキーワード 

 

１．経済の新常態 
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 「経済の新状態」は習近平総書記が 2014 年に初めて

言い出したものである。これはニューノーマルという

英語を中国語版に訳したものだ。基本は「4 つの転換」

である。 

①成長速度は、高速から中高速へ転換。 

②発展方式は、規模・速度型から、質・効率型に転換。 

③経済構造調整は、フロー・能力拡大から、主としてス

トック調整・フロー最適化の併存へと転換。 

④発展動力は、主として資源・低コスト労働力等の要素

投入への依存から、イノベーション駆動に転換。 

 つまり高成長から中成長に移ったということである。

高度成長が終わったということでもある。規模や成長

率を追求するのではなく、今後は質や効率を重視し、生

産とか設備を拡大するのではなく、今後は構造調整が

必要。資源の大量購入も不要なので、生産性を考える。

中国は重大転換期にあるということを2014年の段階で

あらわした。そうすると潜在成長率が落ちてくるので、

今後何で発展していくのかを示さなければいけなくな

る。 

 

２．5大発展理念 

 2015 年に党 5中全会で、習近平総書記が新たに提起

したものである。 

（１）イノベーション 

イノベーションは発展をリードする第一の動力であ

る。 

（２）協調 

バランスと協調は、持続的で健全な発展の内在的欲

求である。都市と農村のバランス、東部、中部、西部、

東北のバランスなど、中国の特色ある社会主義事業の

相対的配置をしっかり把握し、発展における重大な関

係を正確に処理し、発展の全面性を不断に増強する。 

（３）グリーン 

グリーン・環境は永続期に発展する必要条件と、人民

が追及する素晴らしい生活のために重要である。環境

への貢献を行わないと、環境そのものが成長を制約し

てしまう。 

（４）開放 

 開放は、国家反映・発展のために必ず通るべき道であ

る。 

（５）共に享受 

共に享受することは、中国の特色ある社会主義の本

質的要求である。発展成果は一部の上級階級だけでは

なく、末端にまで及ばなければいけない。 

 

 

Ⅲ．習近平経済思想 

2017 年 10 月の第 19 回党大会で、習近平「新時代の

中国の特色ある社会主義」思想が採択されたのはご存

知だと思うが、その直後 2017 年 12 月の中央経済工作

会議で「新時代の中国の特色ある社会主義」経済思想

（習近平経済思想）が提起された。 

 

１．時代認識 

今度は「新常態」から「新時代」に変えようとしてい

る。党大会以降「新時代」が用いられることが、非常に

多くなった。「新常態」と「新時代」で何が違うか。「高

成長→中成長」が「新常態」だと言ったが、習近平総書

記が党大会で言っているのは、「高成長」が質の高い発

展」に置き換えられている。成長率ではなく発展の中身

が大事であり、「高成長」から「質の高い発展」を目指

すということだ。 

 

２．習近平経済思想の内容 

（１）主要な内容 

 「質の高い発展」というのは重要なキーワードであ

る。上述の 5 大発展理念が中心であることも明らかに

されている。国民の高度化・多様化したニーズにどう対

応できるような経済システムを作っていくかというの

が思想の中心である。 

 

（２）その他の重要な内容 

 次の項目が、習近平経済思想の主要な内容だが、特に

大事なのは①である。 

①経済政策に対する党中央の集中的・統一的な指導を

強化する。 

②人民を中心とする発展思想を堅持し、「五位一体」（経

済建設・政治建設・文化建設・社会建設・生態文明建設
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を一体的に進めること）の総体的手配を統一的に企画

推進し、「四つの全面」（小康社会の全面的実現、改革の

全面的深化、法に基づく国家統治の全面的推進、全面的

な厳しい党内統治）の戦略的手配を協調して推進する。 

③資源配分において市場の決定的役割を発揮させ、政

府の役割を更に好く発揮する。 

④わが国の経済発展の主要矛盾が、人民の日増しに増

大する素晴らしい生活への需要とアンバランス・不十

分な発展の間の矛盾へと変化していることに適応して、

マクロ・コントロールを整備し、サプライサイド構造改

革の推進を経済政策の主線とする。 

⑤問題志向により経済発展の新戦略を手配する。 

⑥正確な政策の策定・方法を堅持し、安定の中で前進を

求め、戦略の底力を維持し、最低ラインを守るという考

え方を堅持する。 

⑦経済発展の新常態に適応し、これを把握・リードする

ことを堅持する。 

 

 

３．習近平経済思想の目標 

（１）戦略目標 

 2020 年までの課題と 2035 年までの課題を、中国共産

党は設定した。2020 年までの課題というのは、小康社

会の全面的実現である。日本でいう「小康」とは、危篤

患者が息を吹き返したという感じだが、そうではなく

「いくらかゆとりのある」状態になることである。小康

社会の全面的豊かさの実現とは、2020 年にみんながそ

のような状態になるというのが目標である。なぜ、そこ

にこだわったかというと、2021 年には中国共産党創立

100 年がある。従って、そこまで中国共産党が中国を引

っ張って素晴らしい社会を創ったということにしなけ

ればいけない。 

 

そして、2035 年までの課題は、現代化した経済シス

テムを建設することである。 

最終的には最先端の先進国までにはいかなくても、

中進国レベルをめざす。これまでは、それが 21 世紀中

葉までの課題とされていたが、それが 19回党大会で大

幅に目標が前倒しされた。経済の現代化は 2035 年には

完成させなければいけないこととなった。全ての制度

建設・制度改革は 2035 年に終了しなければならない。

その中で、現代化した経済システムとは何かというと、

習近平総書記は 2018 年 1 月 30 日の党中央政治局集団

学習会の演説の中で、7 つのシステムが一つになった有

機的な総合体だといった。 

① イノベーションがリードし、共同発展する産業シス

テム 

② 統一・開放され、競争が秩序立った市場システム 

③ 効率を体現し、公平を促進する所得分配システム 

④ 優位性が顕著で、協調して連動する都市・農村と地

域の発展システム 

⑤ 資源が節約され、環境に友好的なグリーン発展シス

テム 

⑥ 多元化しバランスが取れ、安全で効率が高い全面的

な開放システム 

⑦ 市場の役割が十分発揮され、政府の役割がより好く

発揮された経済体制 

これだけでは抽象的でわからない点もあるが、今後、少

しずつ内容を深めていくと思う。 

 

（２）当面の重点目標 

 2035 年までに現代化した経済システムを確立するた

めに、当面の重点目標として 3 大堅塁攻略戦に勝利し

なければならない。 

①重大リスク防止・解消 

②精確な脱貧困 

 農村 5,500 万人の最貧困をゼロにする。これが小康
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社会の全体的な実現だという論法がある。 

③汚染対策 

 大気汚染に重点を置く、青空防衛戦である。  

 要するに、習近平経済思想とは、5大新発展理念を軸

とした質の高い発展にとって、人民の日増しに増大す

る素晴らしい生活への多様化・高度化した要求を十分

満足させられる経済システムを、当の集中・統一的な指

導により 2035 年までに実現し、21世紀中葉への強国化

に備えようとするものといえよう。 

 

 

Ⅳ．2019 年の経済政策 

１．経済情勢の認識 

（１）概括 

 党中央の堅固な指導の下、全党全国は 19 回党大会が

行った戦略的手配を実施し、安定の中で前進を求める

という政策の総基調を堅持し、外部環境の深刻な変化

に有功に適応し、困難に立ち向かい、着実に政策を実施

した。米中経済貿易摩擦に穏当に対応し、人民の生活は

引き続き改善され、小康社会の全面的実現という目標

に向かって新たな歩みを踏み出した。この成績は容易

なものではなかった。 

 

（２）規律性の認識 

 実践の中で新情勢下の経済政策に対する規律性の認

識を深めた。 

①党中央の集中・統一的思想を堅持し、航行の舵取りの

役割を発揮しなければならない。 

②長期の大勢から当面の情勢を認識し、わが国が長期

に好い方向へと発展する将来見通しをはっきり認識し

なければならない。 

③マクロ・コントロールの程度を正確に把握し、主導的

に事前調整・微調整を行い、政策の協同を強化しなけれ

ばならない。 

④社会の関心に遅滞なく対応し、市場の予想を的確・主

動的に誘導しなければならない。 

⑤各方面の積極性を十分に動員し、全局の政策の強大

な合成力を形成しなければならない。 

 2018 年の経済減速の中で、構造的レバレッジ政策と

成長安定政策の協調・バランスの必要性などが、改めて

認識された。 

 

（３）試練・困難への対応 

 経済運営に安定の中で変化があり、変化の中に憂い

があり、外部環境は複雑・峻厳であり、経済下振れ圧力

に直面している。はっきりと下振れであることを認め

ている。これは色々な問題が絡みあっている。世界は百

年来の大きな局面の変化に直面しており、変局の中で

危機とチャンスが共生・併存している。危機をチャンス

に変え、危機を安全に転じていくことにより、プレッシ

ャーを経済の質の高い発展の推進を加速する動力に転

換していく。 

 今は大変な局面で下振れだが、今後、中国が経済発展

する可能性はある。経済構造調整と経済構造改革をし

っかりとやらなければ危機をチャンスに変えられない

ということである。ここまで方針を改革加速の方向に

固めるまでには、紆余曲折があったのではないかと思

う。 

最終的には改革を加速、深化させる方向でまとまって

きていて、中央経済工作会議という形で世に出たとい

うことである。 

 

２．2019 年の経済対策の基本方針 

 習近平総書記の「新時代中国の特色ある社会主義」思

想を導きとし、①安定の中で前進を求めるという政策

の総基調を堅持し、②新発展理念を堅持し、③質の高い

発展の推進を堅持し、④サプライサイド構造改革を主

線とすることを堅持し、⑤市場化改革の深化・ハイレベ

ルの開放拡大を堅持。これを「5 つの堅持」という。こ

れは、今は重要なスローガンになっているが、12 月の

議論を見ていると、途中までは 4 つの堅持だったこと

がわかっている。12月 11 日に習近平総書記が共産党以

外の人たちを集めて党外人座談会で議論をした。その

後、党中央政治局会議で⑤が追加された。これも改革・

解放派の発言力が増していることである。もう一つ、5

つの堅持と並んでいるのが「6つの安定」である。それ

は雇用・金融・対外貿易・外資・投資・予想の安定であ

る。今年は中華人民共和国建国 70周年なので非常に政
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治的なイベントがあると思う。中国はよく発展と改革

と安定の関係を正しく処理するというが、これは江沢

民時代によく使われていた言い回しである。改革を進

めると、一時的に成長率が落ちる可能性がある。発展に

こだわっているとインフレが発生し、安定性を失って

しまう可能性がある。改革を厳しくやると失業が増え、

安定が損なわれる可能性がある。このように、改革と発

展と安定の関係は非常に難しい。特に政治的イベント

がある年には安定にウエイトがかかってしまう。建国

70 周年のイベントは非常に大きなものであるので、今

年は安定一筋である。雇用を安定させ、社会の大局的な

安定を維持するのが第一で、そこに他の政策が集中し

てくる形になる。 

 

３．基本政策 

（１）マクロ政策 

 個別の政策はどうかというと、景気変動と逆方向へ

の調節を強化し、総需要を安定させる。要するに中国は

景気後退局面に来ているので、それをどう緩和するか

にマクロ政策の重点がある。 

① 積極的財政政策 

「力を加え、効率を高め、より大規模な減税と費用引

き下げを実施し、地方政府の特別債券の規模を大幅に

増やさなければならないと、去年と同じように減税を

やっていく方向にある。地方政府の特別債券というの

は、収益性のある事業を対象とした特別地方債である。

ほかに、収益性のないインフラ建設のための一般地方

債、過去の借金の借り換えのための借換地方債がある。

現在、物凄く銀行からの借金がたまっているので、金利

の低い債券を発行し銀行に買わせ、金利の全体負担を

下げているのが、借換地方債である。 

地方債と地方債務の関係では、何も収益が上がらな

いインフラ投資に発行する一般地方債は全部政府の債

務である。当該事業収益で償還が可能な事業のために

発行する特別地方債は、政府の債務と見なされないの

で、そちらの特別地方債増発で対応する形となってい

る。 

②穏健な金融政策 

ここで重要なことは「中立性」が削除されたことであ

る。中立でなくなったわけではないが、流動性について

「合理的な伸び」から「合理的な充足」となり、もう少

しマネーサプライ・貸出を豊かにしなさいと言ってい

る。ただそれは、去年から問題となっている民営企業、

小型・零細企業の資金調達難、資金調達コスト高の問題

を解決することが最大の目的となっている。 

③構造政策 

国有企業、財政・金融、土地、市場参入、社会管理等

の分野の改革を深化させ、競争政策の基礎的地位を強

化し、公平な競争の制度環境を創造し、中小企業の急速

な成長を奨励しなければならないと言っている。 

④社会政策 

 最低ラインをきちんと守り、雇用を最優先するとい

うのが基本的な政策だ。 

 

（２）サプライサイド構造改革 

 これも習近平総書記が2016年くらいから強調してい

るものだが、毎年少しずつウエイトが変わってきてい

る。2019 年は以下のとおりである。（2016 年から①だ

けは変わっていない） 

①「過剰生産能力の削減、過剰住宅在庫の削減、脱レバ

レッジ、企業コストの引き下げ、脆弱部分の補強」の成

果を強固にしなければならない。 

 その中でも過剰住宅在庫はどんどん減少してきてい

るので、あまり強調されていない。むしろ過剰生産能力

の削減を早くやれと言っている。また、企業負担を下げ

る。インフラについては、これまでは道路とか鉄道など

を中心に行ったが、今後は弱い部分をも強化するとい

うことである。 

②ミクロ主体の活力を増強しなければならない 

 ミクロ主体というのは、民間企業、小型・零細企業で

ある。そういうところの活力を強め、公平・解放・透明

な市場ルールと法治化されたビジネス環境を確立して

いく。企業についても、より多くの質の優れた企業を発

展させる。昔は「企業」といえば、国有企業を必ず指す

のだが、そうではなく、国有企業であっても民間企業で

あっても変わらず、質の優れた企業を育てる。 

③産業チェーンの水準を向上させなければならない 

 サプライサイド構造改革の中に産業政策の概念が導
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入された。米中経済貿易摩擦が激化する中で、産業チェ

ーンの断裂を防ぐことが重要となってきた。 

④国民経済の循環を円滑にしなければならない 

 強い国民経済をどう作っていくのか。そのためには

循環が必要である。新たに「国民経済の良性の循環」と

いう概念が導入された。対外環境が厳しさを増す中で、

内需主導による効率・質の高い成長が重視されている。 

 

（３）3大堅塁攻略戦 

①重大リスクの防止・解消 

 債務リスクを下げることにあるが、金融市場の異常

な変動と共振を防止し、地方政府債務リスクを穏当に

処理する。つまり、あまり厳しくし過ぎると、株価が急

落するなど市場が混乱するので、コントロールし、秩序

立てて、適度に行う。 

②脱貧困 

 国連と中国では貧困基準が大きく違うが、中国の農

村最貧困人口は 2015 年末で 5,500 万人とされており、

これを 5ヵ年で 1,000 万人強ずつ減らし、2020 年に解

消する。 

貧困が深刻な地域と特殊貧困層の脱貧困を強化し、

貧困へ逆戻りを減少・防止する。 

③環境対策 

 青空対策を行っているが、地方政府による環境対策

は、国有企業に比べ、民間企業に厳しく、それが民営企

業の発展を阻害しているとも指摘されている。 

 

４．2019 年の重点政策任務 

7 つの任務が揚げられている。 

（１）製造業の質の高い発展の推進 

 アメリカは嫌がるが、中国は「製造強国」の建設を目

指している。その中で、「ゾンビ企業」は処理していく。

また中小企業のイノベーションを強化する。今までは

国家のプロジェクトとしてのイノベーションだったが、

李克強総理は下からのイノベーションが大事だと言っ

ている。知的財産権保護も盛り込まれた。これがなけれ

ばイノベーションはうまくいかない。 

 

（２）強大な国内市場の形成促進 

①消費 

 製品の質を向上させ、教育、保育、養老、医療、文化、

観光等のサービス業の新しい分野を育てる。個人所得

税の特別付加控除政策。課税最低限引上げと低税率の

対象所得層の拡大を昨年 10 月に行っている。中国では

今まで控除制度がなかったが、増大する教育費負担な

どを軽減するために控除政策を入れていかないといけ

なくなっている。その制度は今年からスタートする。 

②投資 

 5G（第 5世代移動通信システム）の実用化を加速し、

AI（人工知能）、工業インターネット、IoT（モノのイン

ターネット）等の新しいタイプのインフラ建設を加速

する。 

 

（３）農村振興戦略の着実な推進 

 貧困政策の一つでもある、農村の住環境を改善する

など容貌向上に重点的に取り組む。中でも「トイレ革

命」は去年から習近平総書記が強調していたものであ

る。 

 

（４）地域の協調発展を促進 

①西部大開発、東北全面振興、中部地域興隆、東部率先

発展を統一的に企画推進しなければならないと言って

いたが、言い方が少し変わってきている。東北は昔、旧

工業基地の振興と言っていた。重工業が最も発展した

地域であったが、それが大きく産業構造が変わり東北

が一番遅れがちになってしまっていたが、今年から全

面振興となった。中部地域は新興都市がたくさん勃興

し、以前に比べるとかなり発展の勢いが増している。発

展の中心としては、北京・天津・華北、広東・香港・マ

カオ大湾区（大ベイエリア）、長江デルタ等を 3大中心

地としてやっている。 

②中心都市の放射動力を増強し、質の高い発展の重要

な推進助力を形成しなければならない。 

③長江経済ベルトの発展を推進し、長江の生態環境の

系統的な保護・修復を実施し、質の高い発展の推進につ

とめなければならない。 

④ 習近平総書記は 2020 年までに 1 億人都市戸籍取得

目標の実施を指示している。 
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（５）経済体制改革の加速 

 ミクロ主体の活力増強を重点とし、中小企業、零細企

業を元気にさせることが重要である。 

①国有資本と国有企業改革を加速しなければならない 

 政府と企業の分離、政府と資本の分離、および公平競

争の原則を堅持し、国有資本を強大で優れたものとし、

企業管理から資本管理への転換を加速し、混合所有制

改革を積極的に推進する。以前は「国有企業」だったの

が、「国有資本」となり、企業管理から資本管理へ転換

するという。19 回党大会の方針が、継続し推進される

ことになった。 

 鉄道総公司改革について新たに言及された。これは

高速鉄道の建設について、採算性を度外視した鉄道網

がたくさんできたためではないか。国有企業の新たな

負債問題になってしまうので、急速な拡張については

債務リスクの増大が懸念されている。 

②民営企業の発展を支援しなければならない 

 2018 年 11 月 1 日に習近平総書記が「民営企業座談

会」で、民営企業の発展支援を強化するよう要求した。

具体的には、法治化した制度環境をつくり上げ、民営企

業家の人身の安全と財産の安全を保護しなければなら

ない。 

③金融システム構造の調整・最適化を重点として金融

体制改革を深化させなければならない 

 銀行は中小企業対策を強化するように言われている。

それと監督管理を強化する。また証券市場が混乱した

ので、証券市場を強化していくということが言われて

いる。 

④財政・税制改革を推進しなければならない 

 地方税が非常に弱いので、借金が多くなってしまう。

地方税をしっかりと整備し、政府の起債による資金調

達メカニズムを規範化しなければならないと言われて

いる。 

⑤政府機能を確実に転換しなければならない 

 市場が自主的に調節できるものは市場により調節さ

せ、およそ企業ができることは企業にやらせなければ

ならない。2013 年に資源配分で市場の決定的役割を発

揮すると言ったわけだが、その中身を再確認している。

あえて市場化改革の方向を強調している。 

 

（６）全方位対外開放の推進 

①発想の転換と考えていただきたい。製品と生産要素

の流動型開放から、ルール等の制度型開放への転換で

ある。モノとかサービスではなく、制度そのものを開放

していくという転換である。 

②中国における外資の合法的権益と知的財産権の保護。 

③輸出入貿易の拡大。 

④「一帯一路」に関しては、企業の主体的役割を発揮さ

せ、各種リスクを有効に管理・コントロールしなければ

ならない。 

⑤人類運命共同体の構想。 

⑥米中経済貿易交渉の推進となっている。全般に今回

は、アメリカを刺激するものは避け、気を遣った表現に

なっている。 

 

（７）民生の保障・改善の強化 

①民生の最低ラインをしっかり守り、各種民生政策を

しっかり実施する。 

②雇用の安定を際立てて位置づける。特に大学等卒業

生、出稼ぎ農民、退役軍人等の集団の雇用を重点的に行

う。 

③教育 

④老人介護 

⑤食品・薬品の安全、生産・交通の安全 

⑥社会保障制度改革は、年金保険の全国統一が一番課

題になっている。 

⑦財源確保として、一部の国有資本を切り分けて、社会

保障基金の財源に振り分ける。 

⑧不動産市場の健全な発展の長期メカニズムを構築す

る。 

 

５．総括 

 総括は今年 3 月に発表される政府活動報告の骨子の

部分であり、繰り返しが多いので省略する。 

 

６．むすび 

 党中央の集中・統一的な指導を強化していくには、幹
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部が責任を担って実行することを奨励し、最後は習近

平総書記を中心に党中央の幹部が団結し、頑張ってい

く。 

というわけで、中国は今年は安定を重視している。経

済成長は鈍化しているものの、ハードランディングに

陥るとは思えないが、まずは雇用を確保して、生活の安

定を確保していく。そして、リスクの軽減と成長のバラ

ンスを取る。改革開放については、アメリカと経済交渉

をしながら、外圧をバネにしてしっかりと前に進める。

安定重視の観点から、アメリカとは和解する方向で今

は動いている。 

今後、米中経済交渉の行方、あるいは 3 月の政府活

動報告のポイントについては、機会があればまたお話

したいと思う。ちょうど時間になったのでこれで終わ

りにしたいと思う。 

 

 

【質疑・応答】 

（司会） 

先生ありがとうございました。会場から質問を受け付

けます。 

 

（フロア 1） 

体系的な話をありがとうございました。経済政策に

対する党中央の集中的・統一的な指導を強化するとい

う姿勢があちらこちらに出ていると思うが、資源配分

において市場の決定的役割を発揮させる。市場経済を

発揮させるということと党が主導するということを、

どう両立させるのか。私の感じだと統制経済と市場経

済は違うと思うのだが、習近平政権ではどのように整

理しているのか。 

 

（田中先生） 

 中国の体制は社会主義市場経済体制である。自由主義

のアメリカ的な市場経済とは若干違う。市場というの

はすべての問題を解決できる場ではない。例えば、市場

は環境問題について解決できない。政府が環境対策を

打たず市場に任せていたら、すべてが遅れて環境は悪

化してしまう。また貧富の問題も市場では解決できな

い。機会の平等までは保障できるが、結果の平等までは

市場は調整できない。貧困の増大、大富豪の誕生が防げ

ない。これにより社会・政治が不安定になると、調整メ

カニズムが必要となる。それが一般的な政府の役割と

なって、政府と市場とのバランスをどうとっていくか

というのが重要となる。市場が暴走しそうになったり、

失敗した際に政府は一定の調整の役割を果たさなけれ

ばならない。この政府の調整部分を中国は「社会主義」

という言葉に置き換えて、市場のできない部分、失敗し

た部分などを政府が責任をもって対応する旨を示して

いる。また、まさしく中国の体制の根幹である共産党の

絶対的な指導力というのは外せないので、党中央の集

中的・統一的な指導となる。そこに市場メカニズムがな

いかというと、それは政府や企業に対する党の指導の

内容による。政府は党と市場に対してどのようにバラ

ンスをとっていくのかが重要となる。党が絶対的に指

導する政府の失敗は党の責任となる。 

 つまり集中統一的な指導というのは、最後は党が責

任を取るということ、全ての失敗は習近平総書記が取

るということになりかねないので、ある意味リスクが

高い面もある。これから中国経済は厳しい面に入って

いくが、少しずつリスク分散化を図る可能性が高くな

るのではないかと思う。 

 

（フロア２） 

中国がかなりアメリカに配慮しているような姿勢が

にじみ出ている、ということがよくわかったが、今後、

中国側の方から関税を下げていく可能性はあるのでし

ょうか。 

 

（田中先生） 

米中については議論の再開を言い始めているし、た

とえばアメリカの自動車への関税率は相当高くなって

いるので、交渉が順調にいけばそれを引き下げるのは

中国の基本的スタンスだと思う。部分的に緩和してい

きながら、3月までになんとか結果を出さないといけな

いので、できることはある程度、妥協しながらやってい

くということは考えられるのではないか。全面的な対

決になってしまうと相当きついことになるので、そう

ならないように最大の努力はするであろう。一部では
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「中国製造 2025」を見直すという話もあるが、中国は

プライドが高いので、たぶんそれは、中国製造 2025 の

グレードアップ版を出すと言って見直すとか、色々な

やり方はあると思うが、リスク回避をしようと色々な

対策はとると思う。 

 

（フロア３） 

この 10 年間、農業支援という意味で農業請負権を担

保にして銀行が農民に融資をする。それにより、農業合

作であるとか、色々なことができるようにして農村を

豊かにするという政策をとっているようだ。しかし農

業請負権というのは市場もないので、売買できないの

では？売買できないものを担保にして融資をするとい

うのはすごくおかしいし、農民が返済できない時には

どうするのか。銀行は請負権を販売して現金化できる

わけではないので、金融システム上リスクが大きいの

ではないかと思うが、経済学者はどのように認識され

ているのか？ 

 

（田中先生） 

 私は農業を専門に見てはおりませんが、専門家の話

では、最近は担保で融資をするというよりも、権利を出

資するという形態が現れているようである。中国農業

は、零細な農家の集まりなので、規模の経済と合致しな

い。大きな資本の会社が農業の大規模経営をやったほ

うがよいが、権利を取られてしまうと困るので、権利を

残すという意味で、権利を出資し配当をもらうという

形にして、効率的な経営をやってもらう。それで比較的

成功している農村が出てきていると聞いている。多分、

先ほどの例でいうと、担保融資には確かに発展性はな

いので、中国では、いかに規模を集約化するかという方

向に切り替えつつあるのではないかとみている。 

 

（フロア４） 

今、経済政策を決めているメカニズムだが、若手のア

メリカから帰ってきた経済官僚と呼ばれる人たちの影

響が、先生の今日の話では、少なからず強くなっている

と感じた。 

 習近平総書記がやろうとしている経済構造の改革、

それに対してサポートしている官僚。経済がダメにな

ってもいいから改革をすべきだという方向にあまり動

いていない政府の立場はどういう解釈をしたらよいか。 

 

 

（田中先生） 

習近平総書記の経済のブレーンはどういう人たちかと

いうのは、なかなか全体像が分からない。財経領導小組

弁公室のメンバーで見ると、劉鶴が中心であった。劉鶴

という人は、国務院発展センターの吴敬琏という非常

に改革にラジカルな学者とも、とても親しい。私自身は

たまたま、劉鶴が弁公室副主任の時に日本の財務省に

来訪され、1時間半くらい意見交換をする機会があった。

非常に理知的な人で、改革への志も強いという印象を

受けた。決して保守的な政策をやる人ではない。劉鶴主

任の下に副主任が何人かいた。そのうちの 1 人と昔、

副主任就任前にセミナーで一緒に話をしたことがある

が、相当な改革志向であった。その時に金融担当の副主

任だった人も改革派。農業担当の副主任も改革派であ

り、改革派の集まりのようであった。そういう意味で、

習近平総書記が党で経済を主導する際に、その事務局

は改革を志向しているのではないかと感じる。こうい

う人たちが今度は国務院に移っている。劉鶴は副総理

になっているので、習近平のまわりにいる人は比較的

改革派が多い。 

 ただ総書記というのは政治・軍事・経済、色々なもの

のバランスを取らなければならないので、そうそう党

総書記がはっきりとした方向性を断定的に言うことは
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難しい面がある。しかい、11 月 1 日の民営企業座談会

の習近平重要講話の全文を読むと、国有企業改革と民

営企業の発展支援については腹をくくりつつあるのか

なと感じがするし、期待をしたいと思う。 

 

（フロア５） 

中国の経済のみならず、中国の国内の社会状況が非

常によくわかる。人口問題で一人っ子政策を外して、人

口はまだ増えるのか。人民日報を見ると、2029 年まで

に最終的には 14.4 億人までになっている。予測ではあ

るが、あまり外れることもないのかと思う。 

 税制や財政など、我々東京にいるものが、中国の省や

地方の財政を調べることができるのか、方法があるの

か。 

 

（田中先生） 

私は地方財政の専門ではないが、研究している人の

話を聞くと、省レベルまで開示が進んでいる。その下に

なるとわからない。実際に中心都市に党・政府中央の偉

い人がヒアリング行くと、出してくれる。出てくるとい

うことは、地方でも中で作ってはいると思う。我々外国

人が行っても、公開するか、どの程度出すかというとそ

れはわからない。地方についても隠れ借金が相当ある

と言われているが、隠れ借金のレベルになると、中国の

中央政府の人が行っても嘘をつく、会計検査に行って

も嘘をつく、というところがあるので、重要ではある

が、実態はなかなかわからない。 

 

（フロア６） 

最近の新聞を見ると、中国の通信機器メーカー、ファ

ーウェイの話題がたくさん出ている。ファーウェイの

通信機器を使用すると情報が抜けるという報道がある。

日本のソフトバンクなどもファーウェイを使用してい

たが、やめようかということを言っている。ところが、

ファーウェイは新聞広告などで、そんなことはしてい

ないと言っている。私は両方の情報を見て判断がつか

ないが、先生はどうお考えか。 

 

（田中先生） 

これも専門家の話だが、ファーウェイの製品を使用

していた組織が、使用している際に内部に変なものを

見つけたという例があるようだ。それが情報を盗むた

めのものではないかという疑念のきっかけになってい

ると聞く。その後にその部分は取り除かれたとは聞い

ている。しかし、果てしなく検証を続けない限りは、今

後も入っていないという保証はない。可能性としては、

ファーウェイがそういうことをやっていたということ

は、十分にあり得ることである。ただそこは中国製品だ

けではなく、人のものを使っていれば必ずそういうリ

スクはある。断定はできないが可能性は常にある。 

 

（フロア７） 

米中摩擦が中国に与えたインパクトは現時点でどれ

くらいあるのか。今の話であると、自動車が売れていな

いのは、税制優遇の反動減。雇用はそこまで悪化してい

ない。輸出入に関しては追加関税を見越して前倒しの

動きということで、そこまでの動きが出ていないのか

と思うが、すでに先行的に影響が出ている現場がある

のか。 

 

（田中先生） 

関税の直接影響は追加関税が発動されなければ低い

と思うが、今後の雇用に影響が出る可能性もある。今後

摩擦が厳しくなるのであれば、対中直接投資について

も過去の投資契約の実施分はそんなに影響ないが、新

規契約は違う動きが出てくる可能性がある。 

 

 

(司会) 

田中先生どうもありがとうございました。 

 

 

(次ページより、添付資料)
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第 124 回 CRCC 研究会 

2019 年中国経済の課題 

奈良県立大学特任教授 
ジェトロ・アジア経済研究所 上席主任調査研究員 

田中  修 
 
Ⅰ．主要経済指標 

1－9月期のGDPは 65兆 899億元であり、実質 6.7％の成長となった 1。1－3月期 6.8％、

4－6 月期 6.7％、7－9 月期 6.5％、2017 年は 1－3 月期 6.9％、4－6 月期 6.9％、7－9 月

期 6.8％、10－12 月期 6.8％である。第 1 次産業は 4 兆 2173 億元、3.4％増、第 2 次産業

は 26 兆 2953 億元、5.8％増、第 3 次産業は 34 兆 5773 億元、7.7％増である。付加価値に

占める 3 次産業のウエイトは 53.1％、2 次産業は 40.4％、1 次産業は 6.5％である 2。 
前期比では、1－3 月期 1.5％、4－6 月期 1.7％、7－9 月 1.6％である。2017 年は 1－3

月期 1.5％、4－6 月期 1.8％、7－9 月期 1.8％、10－12 月期 1.5％の成長である。 
これを需要項目別の成長率への寄与率でみると、最終消費は 78.0％、資本形成は 31.8％、

純輸出は－9.8％であった 3。 
（１）物価 

①消費者物価 
 11 月の消費者物価は前年同月比 2.2％上昇し、上昇率は 10 月より 0.3 ポイント鈍化した

4。都市は 2.2％、農村は 2.2％の上昇である。食品価格は 2.5％上昇し（10 月は 3.3％）、非

食品価格は 2.1％上昇（10 月は 2.4％）している。衣類は 1.4％上昇、居住価格は 2.4％上昇

した 5 。 
（参考）（2017 年 1.6％）1 月 1.5％→2 月 2.9％（1－2 月 2.2％）→3 月 2.1％→４月 1.8％

→5月 1.8％→6月 1.9％→7月 2.1％→8月 2.3％→9月 2.5％→10 月 2.5％→11月 2.2％ 
 1－11 月期は、前年同期比で 2.1％上昇した。 
前月比では、10 月より 0.3％下落（10 月は 0.2％）した。食品価格は 1.2％下落（10 月は

                                                   
1  2010 年 10.6％、2011 年 9.5％、2012 年 7.9％、2013 年 7.8％、2014 年 7.3％、2015
年 6.9％、2016 年 6.7％、2017 年 6.9％である。 
2  2017 年のウエイトは 3 次産業 51.6％、2 次産業 40.5％、1 次産業 7.9％である。 
3  2017 年の成長率への寄与率（速報ベース）は、最終消費 58.8％、資本形成 32.1％、

純輸出 9.1％である。 
4  直近のピークは 2011 年 11 月の 6.5％である。 
5  国家統計局によれば、2011 年のウエイト付け改定で、居住価格のウエイトは 20％前

後になったとしている。 
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－0.3％）した。食品・タバコ・酒価格は 0.8％上昇し、物価への影響は約 0.23 ポイント。

うち生鮮野菜は 12.3％下落（10 月は－3.5％）し、物価への影響は約－0.33 ポイント、鶏肉

類価格は 0.5％上昇し、物価への影響は約 0.01 ポイント、畜肉類価格は 0.2％上昇し、物価

への影響は約 0.01 ポイント（豚肉価格は 0.6％下落、物価への影響は約－0.01 ポイント）

であった。果物価格は 3.7％上昇し、物価への影響は約 0.06 ポイントであった。非食品価格

は 0.1％下落（10 月は 0.3％）し、衣類は 0.5％上昇（10 月は 0.8％）、居住価格は 0.0％（10
月は 0.2％）であった。 

食品・エネルギーを除いた消費者物価（コア消費者物価）は、11 月が前年同月比 1.8％の

上昇（10 月は 1.8％）、前月比では 0.0％（10 月は 0.2％）、1－11 月期は 1.9％の上昇であ

る 6 。 
 なお、国家統計局は、11 月の前年同月比上昇率 2.2％のうち食品・タバコ・酒価格は 2.5％
上昇し、物価への影響は約 0.72 ポイントとなり、このうち畜肉類価格は 0.8％上昇、物価へ

の影響は約 0.04 ポイント（豚肉価格は 1.1％下落、物価への影響は約－0.03 ポイント）、鶏

肉価格は 4.5％上昇、物価への影響は約 0.05ポイントである。このほか生鮮野菜価格が 1.5％
上昇、物価への影響は約 0.03 ポイント、卵価格が 5.2％上昇、物価への影響は約 0.03 ポイ

ント、果物価格は 13.3％上昇、物価への影響は約 0.21 ポイント、水産品価格は 2.0％上昇、

物価への影響は約 0.04 ポイント、食糧価格は 0.6％上昇し、物価への影響は約 0.01 ポイン

トであった。 
 また 11 月の 2.2％上昇のうち、前年の価格上昇の本年への影響は約 0.3 ポイント、新た

なインフレ要因は約 1.9 ポイントである。 
なお、国家統計局都市司の縄国慶高級統計師は、前月比の上昇率が 10 月の上昇から下落

に転じた背景として、１）野菜市場の供給が充足し、生鮮野菜価格が下落し、２）豚コレラ

の影響を受け、一部の産地が疫病を避けるため早めに出荷し、豚肉価格が下落し、牛肉・羊

肉は上昇し、CPI を約 0.02 ポイント押し上げ、３）果物価格が上昇し、４）ガソリン価格

が 4.9％、ディーゼル油価格が 5.2％下落し、CPI を約 0.12 ポイント押し下げ、５）航空券

が 5.0％、観光が 3.3％、旅館価格が 2.3％下落し、CPI を約 0.07 ポイント押し下げた、６）

衣料価格が上昇し、CPI を約 0.04 ポイント押し上げた、点を挙げている。 
また、11 月の前年同月比消費者物価上昇幅が、10 月より 0.3 ポイント縮小した特徴とし

て、１）果物・鶏卵・生鮮野菜価格が上昇し、CPI を約 0.27 ポイント押し上げた、２）牛

肉・羊肉・鶏肉・水産品価格が上昇し、CPI を約 0.15 ポイント押し上げた、３）豚肉価格

の下落幅が連続 6 ヵ月縮小した、４）居住価格の上昇が CPI を約 0.52 ポイント押し上げ、

５）教育・文化・娯楽価格が 2.5％、医療保健価格が 2.6％上昇し、CPI を約 0.50 ポイント

押し上げ、６）ガソリン価格が 12.8％、ディーゼル油価格が 14.2％上昇し、CPI を約 0.25
ポイント押し上げた、としている。 

                                                   
6  コア消費者物価は 2013 年から公表が開始された。 
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②工業生産者出荷価格 
 11 月の工業生産者出荷価格は前年同月比 2.7％上昇した 7。前月比では 10 月より 0.2％下

落（10 月は 0.4％）した。1－11 月期は、前年同期比 3.8％上昇した。 
（参考）（2017 年 6.3％）1 月 4.3％→2 月 3.7％→3 月 3.1％→４月 3.4％→5 月 4.1％→6 月

4.7％→7 月 4.6％→8 月 4.1％→9 月 3.6％→10 月 3.3％→11 月 2.7％ 
 1－11 月期は、前年同期比 3.8％上昇した。 
 11 月の工業生産者購入価格は、前年同月比 3.3％上昇（10 月は 4.0％）した。前月比では

10 月と同水準（10 月は 0.7％）であった。1－11 月期は、前年同期比 4.4％上昇した。 
 また 11 月の 2.7％上昇のうち、前年の価格上昇の本年への影響は約 0.8 ポイント、新た

なインフレ要因は約 1.9 ポイントである。 
なお、国家統計局都市司の縄国慶高級統計師は、前月比では、11 月の上昇から下落に転

じたが、その特徴は、１）石油・天然ガス採掘業、石油・石炭その他燃料加工業、化学原料・

化学製品製造業価格が上昇から下落に転じ、この 3 つで PPI を約 0.30 ポイント押し下げ、

２）鉄金属精錬・圧延加工業が横ばいから下落に転じ、３）非金属鉱物製品業、石炭採掘・

洗浄業価格の上昇幅が拡大した、とする。 
また、前年同月比では、上昇幅が 10 月より 0.6 ポイント縮小したが、その特徴は、１）

石油・天然ガス採掘業、石油・石炭その他燃料加工業、化学原料・化学製品製造業、鉄金属

精錬・圧延加工業、の上昇幅が縮小し、この 4 つで PPI 上昇幅を約 0.74 ポイント縮小し、

２）石炭採掘・洗浄業、農産副食品加工業、非金属鉱物製品業、の上昇幅が拡大した、とす

る。 
③住宅価格 
 11 月の全国 70 大中都市の新築分譲住宅販売価格は前月比 5 都市が低下（10 月は 4）し、

同水準は 2（10 月は 1）であった。上昇は 63 である（10 月は 65）。 
前年同月比では、価格が下落したのは 2 都市（10 月は 3）であった。同水準は 0（10 月

は 0）、上昇は 68（10 月は 67）である。 
国家統計局都市司の劉建偉高級統計師は、「11 月は、各地方が、引き続き都市に応じた施

策を行い、精確に施策を行うことを堅持して、地方のコントロールの主体的責任を強化し、

不動産市場は全体として安定を維持している。 
前月比では、70 大中都市のうち、4 の一線都市の新築分譲住宅価格は 0.3％上昇（10 月

は同水準）した。うち北京は 0.6％、上海は 0.5％上昇し、広州は横ばい、深圳は 0.2％下落

した。31 の二線都市の新築価格は 1.0％上昇し、上昇幅は 10 月と同水準であった。35 の三

線都市の新築価格は 0.9％上昇し、上昇幅は 10 月より 0.2 ポイント縮小した。 
前年同月比では、70 大中都市のうち、一線都市の新築価格は 1.5％上昇し、上昇幅は前年

同月比 0.8 ポイント拡大した。二線都市の新築価格は 11.1％上昇し、上昇幅は前年同月比

6.4 ポイント拡大した。三線都市の新築価格は 10.5％上昇し、上昇幅は前年同月比 3.6 ポイ

                                                   
7  直近のピークは 2017 年 2 月の 7.8％である。 



 4 

ント拡大した。 
15 のホットスポットの都市の新築価格は、前月比で見ると、3 都市の新築価格が下落し

ており、10 月より 1 増えた。最大の下落幅は 0.5％である。横ばいは 1 都市で、10 月より

1 増えた。上昇は 11 都市で、10 月より 2 減った。最高上昇幅は 2.0％である。前年同月比

で見ると、2 都市の新築価格が下落しており、10 月より 1 減った。最大下落幅は 0.4％であ

る。13 都市が上昇し、10 月より 1 増えた。最高上昇幅は 15.4％である」と指摘している。 
（２）工業 

11 月の工業生産は前年同月比実質 5.4％増となった。前月比では、0.36％増となった 8。

主要製品別では、発電量 3.6％増（10 月は 4.8％）、鋼材 11.3％増（10 月は 11.5％）、セメ

ント 1.6％増（10 月は 13.1％）、自動車－16.7％（うち乗用車－18.0％、SUV 車－20.1％、

新エネルギー車 24.6％増）となっている。10 月の自動車－9.2％（うち乗用車－7.1％、SUV
車－9.7％、新エネルギー車 49.5％増）に比べ、自動車・乗用車は減速幅が拡大した。地域

別では、東部 4.3％増、中部 6.5％増、西部 5.6％増、東北 4.0％増である。 
（参考）（2017 年 6.6％）1－2 月 7.2％→3 月 6.0％→４月 7.0％→5 月 6.8％→6 月 6.0％→

7 月 6.0％→8 月 6.1％→9 月 5.8％→10 月 5.9％→11 月 5.4％ 
1－11 月期の工業生産は前年同月比実質 6.3％増となった。主要製品別では、発電量 6.9％

増、鋼材 8.3％増、セメント 2.3％贈、自動車－2.3％増（うち乗用車－0.3％、SUV 車－4.1％、

新エネルギー車 46.4％増）となっている。 
 1－11 月期の一定規模以上の工業企業利潤総額は 6 兆 1168.8 億元、前年同期比 11.8％増

（1－10 月 13.6％）であった。うち国有株支配企業の利潤総額は 1 兆 8087 億元、同 16.1％
増、私営企業の利潤総額は 1 兆 5815.5 億元、同 10％増である。11 月の一定規模以上の工

業企業利潤総額は 5947.5 億元、同－1.8％であった。 
1－11 月期の一定規模以上の工業企業の本業営業収入 100 元当たりのコストは 84.19 元

（1－10 月 84.27 元、前年同期比 0.21 元減）である。11 月末の資産負債率は 56.8％（10
月末 56.7％、前年同期比 0.4 ポイント減）であった。 

なお、国家統計局工業司の何平博士は、11 月の利潤の伸びがマイナスになった理由とし

て、主として工業生産販売の伸びの鈍化、工業品出荷価格の上昇幅の縮小、コスト費用の上

昇等の影響を受けた、としている。 
（３）消費 
 11 月の社会消費品小売総額は 3 兆 5260 億元、前年同月比 8.1％増（実質 5.8％増）であ

る。前月比では、11 月は 0.51％増である 9。都市は 7.9％増、農村は 9.3％増である。一定

                                                   
8 1 月は 0.57％増、2 月は 0.57％増、3 月は 0.37％増、4 月は 0.62％増、5 月は 0.52％
増、6 月は 0.38％増、7 月は 0.45％増、8 月は 0.50%増、9 月は 0.47％増、10 月は 4.7％
増である。 
9 1 月は 0.63％増、2 月は 0.59％増、3 月は 0.99％増、4 月は 0.75％増、5 月は 0.43％
増、6 月は 0.73％増、7 月は 0.78％増、8 月は 0.62％増、9 月は 0.54％増、10 月は

0.63％増である。 
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額以上の企業（単位）消費品小売額は 1 兆 3679 億元、同 2.1％増であり、うち穀類・食用

油・食品 10.6％増、アパレル・靴・帽子類 5.5％増、建築・内装 9.8％増、家具 8.0％増、自

動車－10.0％、家電・音響機器類 12.5％増となっている。自動車の伸びは、10 月の－6.4％
からマイナス幅が拡大した。 
（参考）（2017 年 10.2％）1－2 月 9.7％→3 月 10.1％→４月 9.4％→5 月 8.5％→6 月 9.0％
→7 月 8.8％→8 月 9.0％→9 月 9.2％→10 月 8.6％→11 月 8.1％ 

 1－11 月期の社会消費品小売総額は 34 兆 5093 億元、前年同期比 9.1％増である。都市は

8.9％増、農村は 10.2％増である。一定額以上の企業（単位）消費品小売額は 13 兆 830 億

元、同 6.1％増であり、うち穀類・食用油・食品 10.1％増、アパレル・靴・帽子類 8.1％増、

建築・内装 8.1％増、家具 9.8％増、自動車－1.6％、家電・音響機器類 8.3％増となってい

る。 
 一定額以上のレストランの収入は 6.5％増であった。全国インターネット商品・サービス

小売額は 8 兆 689 億元で、前年比 24.1％増となった。うち実物商品は 6 兆 2710 億元で、

社会消費品小売総額の 18.2％を占めている。 
（４）投資 
①都市固定資産投資 

1－11 月期の都市固定資産投資は 60 兆 9267 億元で、前年同期比 5.9％増であった。前月

比では 0.46％増である 10。地域別では、東部 5.8％増、中部 10％増、西部 3.9％増、東北

0.7％増となっている。内資企業は 6.3％増で、1－10 月期より 0.2 ポイント増、外資企業は

6.1％増、同水準である。 
インフラ投資（電力・熱・天然ガス・水生産供給以外）は前年同期比 3.7％増（1－10 月

は 3.7％）である。うち、鉄道運輸は－4.5％（1－10 月は－7％）、道路輸送は 8.5％増（1－
10 月は 10.1％）、水利－4.4％（1－10 月は－4.1％）、公共施設 1.4％増（1－10 月は 1.3％）、

生態環境保護・環境対策 42.0％増であった。 
（参考）（2017 年 7.2％）1－2 月期 7.9％→1－3 月期 7.5％→1－4 月期 7.0％→1－5 月期

6.1％→1－6 月期 6.0％→1－7 月期 5.5％→1－8 月期 5.3％→1－9 月期 5.4％→1－10
月期 5.7％→1－11 月期 5.9％ 

②不動産開発投資 
1－11 月期の不動産開発投資は 11 兆 83 億元で前年同期比 9.7%増である。うち住宅は 7

兆 8027 億元、13.6％増で、不動産開発投資に占める比重は 70.9％である。オフィスビルは

5423 億元、同－12.0％である。地域別では、東部 11.3％増、中部 5.9％増、西部 8.2％増、

東北 16.2％増となっている。 
（参考）（2017 年 7.0％）1－2 月期 9.9％→1－3 月期 10.4％→1－4 月期 10.3％→1－5 月

                                                   
10 1 月は 0.44％増、2 月は 0.45％増、3 月は 0.43％増、4 月は 0.43％増、5 月は 0.42％
増、6 月は 0.40％増、7 月は 0.40％増、8 月は 0.42％増、9 月は 0.43％増、10 月は

0.45％増である。 
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期 10.2％→1－6 月期 9.7％→1－7 月期 10.2％→1－8 月期 10.1％→1－9 月期 9.9％
→1－10 月期 9.7％→1－11 月期 9.7％ 

 1－11 月期の分譲建物販売面積は 14 億 8604 万㎡で、前年同期比 1.4％増（1－10 月は

2.2％）であった。うち、分譲住宅販売面積は 2.1％増（1－10 月は 2.8％）、オフィスビルは

－11.1％（1－10 月は－10.5％）である。地域別では、東部－5.1％、中部 7.9％増、西部 6.6％
増、東北－4.4％である。 

1－11月期の分譲建物販売額は 12兆 9508億元、前年同期比 12.1％増（1－10月は 12.5％）

であった。うち、分譲住宅販売額は 14.8％増（1－10 月は 15.0％）、オフィスビルは－6.4％
（1－10 月は－6.5％）である。地域別では、東部 5.6％増、中部 20.6％増、西部 23.5％増、

東北 7.3％増である。 
11 月末の分譲建物在庫面積は 5 億 2627 万㎡、前月比 162 万㎡減、前年同期比－11.7％

で、うち分譲住宅在庫面積は 204 万㎡減であった。 
1－11 月期のディベロッパーの資金源は 15 兆 77 億元であり、前年比 7.6％増（1－10 月

は 7.7％）であった。うち、国内貸出が 2 兆 1807 億元、－3.7％、外資が 102 億元、－30.4％、

自己資金が 5 兆 619 億元、10.0%増、手付金・前受金 4 兆 9551 億元、15.7％増、個人住宅

ローン 2 兆 1420 億元、－0.9％である。 
③民間固定資産投資 
 1－11 月期の全国民間固定資産投資は 37 兆 8432 億元であり、前年同期比 8.7％増である

11。 
（参考）（2017 年 6.0％）1－2 月期 8.1％→1－3 月期 8.9％→1－4 月期 8.4％→1－5 月期

8.1％→1－6 月期 8.4％→1－7 期 8.8％→1－8 月期 8.7％→1－9 月期 8.7％→1－10 月

期 8.8％→1－11 月期 8.7％ 
（５）対外経済 
①輸出入 

11 月の輸出は 2274.2 億ドル、前年同月比 5.4％増、輸入は 1826.7 億ドル、同 3.0％増と

なった 12。貿易黒字は 447.5 億ドルであった。 
（参考）輸出：（2017 年 7.9％）1 月 10.6％→2 月 43.5％（1－2 月 23.7％）→3 月－3.0％

→4 月 11.9％→5 月 11.9％→6 月 10.7％→7 月 11.6％→8 月 9.5％→9 月 14.4％→10 月

15.5％→11 月 5.4％ 
輸入：（2017 年 15.9％）1 月 37.6％→2 月 6.6％（1－2 月 22.2％）→3 月 14.8％→4

月 22.2％→5 月 26.1％→6 月 13.8％→7 月 27.0％→8 月 20.7％→9 月 14.5％→10 月

20.8％→11 月 3.0％ 
1－11 月期の輸出は 2 兆 2720.4 億ドル、前年同月比 11.8％増、輸入は 1 兆 9724.4 億ド

                                                   
11  この統計は 2012 年から公表が開始された。 
12  前月比では、輸出 4.8％増、輸入 0.2％増である。11 月の季節調整後前年同月比は、

輸出 5.7％増、輸入 2.7％増、前月比は輸出－0.1％、輸入－15.7％である。 
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ル、同 18.4％増となった。貿易黒字は 2995.9 億ドルであった。 
1－11 月期の輸出入総額が 4 兆 2444.8 億ドル、前年同期比 14.8％増であったのに対し、

対 EU12.2％増、対米 10.9％増（10 月は 12.0％）、対英 2.6％増、対日 9.7％増 13（10 月は

10.6％）、対アセアン 16.6％増である。 
1－11 月期輸出の労働集約型製品のうち、アパレル類前年同月比 0.9％増、紡績 9.3％増、

靴－2.1％、家具 8.9％増、プラスチック製品 14.1％増、鞄 3.1％増、玩具 6.1％増である。

電器・機械は同 12.8％増、ハイテク製品は 14.8％増である。 
②外資利用 

1－11 月期の外資利用実行額は 7932.7 億元（1212.6 億ドル）、前年同期比－1.3％（ドル

換算 1.1％増）であった 14。11 月は 921.1 億元（136 億ドル）、同－26.3％（ドル換算－27.6％
増）である。 
（参考）（2017 年 7.9％）1 月 0.3％→1－2 月 0.5％→1－3 月 0.5％→1－4 月 0.1%→1－5

月 1.3％→1－6月 1.1％→1－7月 2.3％→1－8月 2.3％→1－9月 2.9％→1－10月 3.3％
→1－11 月－1.3％15 

1－11 月期の製造業は 2410.2 億元、前年同期比 16％増、ハイテク製造業 16は 781.3 億

元、同 30.2％増であった。 
1－11 月、国内地域別では、中部 566.4 億元、前年同期比 8.7％増、西部 544.5 億元、前

年同期比 17.4％増である。11 の自由貿易試験区は同 10.4％増、全体の 12.7％を占める。 
1－11 月期、国・地域別では、シンガポール 7.4％、韓国 38.7％増、英国 198.9％増、日

本 20.1％増（1－10 月は 24％）、米国 3.7％増、ドイツ 30.2％増、アセアン 15.7％増、

EU16.1％増である 17。  
③外貨準備 
 11 月末、外貨準備は 3 兆 616 億ドルであった。10 月末に比べ 86 億ドルの増加（10 月は

339 億ドル減）である。増加は 4 ヵ月ぶりである。 
④米国債保有 
 10 月末の米国債保有高は、前月比 125 億ドル減の 1 兆 1389 億ドルで、17 ヵ月連続 1 位

となった。日本は 2 位のままで、95 億ドル減の 1 兆 185 億ドルである。 

                                                   
13  1－11 月期の輸出は 1344.1 億ドル、8.1％増、輸入は 1664.1 億ドル、11.0％増であ

る。11 月の輸出は 139.8 億ドル、4.8％増（10 月は 14.3％）、輸入は 152.9 億ドル、－

1.3％（10 月は 3.1％）である。 
14  伸びは人民元ベースである。 
15  ドルベースでは、2017 年 4％→1 月 0.6％→1－2 月 1.7％→1－3 月 2.1％→1－4 月

2％→1－5 月 3.6％→1－6 月 4.1％→1－7 月 5.5％→1－8 月 6.1％→1－9 月 6.4％→1－10
月 6.5％→1－11 月 1.1％である。 
16  コンピューター、航空・宇宙関連機器、医薬などが含まれる。 
17  1－11 月、ドルベースでは、シンガポール 48.8 億ドル、韓国 44.3 億ドル、英国 38.2
億ドル、日本 36.6 億ドル、米国 31.7 億ドル、ドイツ 28.3 億ドル、オランダ 11.2 億ド

ル、である。 
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（６）金融 
11 月末の M2 の残高は 181.32 兆元、伸びは前年同期比 8％増と、10 月末と同水準、前

年同期より 1.1 ポイント減速した。M1 は 1.5％増で、10 月末より 1.2 ポイント減速、前年

同期より 11.2 ポイント減速した。11 月の現金純放出は 457 億元であった。 
人民元貸出残高は 135.21兆元で前年同期比 13.1％増であり、伸び率は 10月末と同水準、

前年同期とより 0.2 ポイント減速した。11 月の人民元貸出増は 1.25 兆元（10 月は 6970 億

元）で、前年同期より伸びが 1267 億元増加している。うち住宅ローンは 6560 億元増、企

業等への中長期貸出は 3295 億元増であった。 
人民元預金残高は 177.43 兆元で、前年同期比 7.6％増であった。11 月の人民元預金は

9507 億元増（10 月は 3535 億元増）で、前年同期より伸びが 6148 億元減少している。う

ち個人預金は 7406 億元増、企業預金は 7335 億元増であった。 
（参考）M2 ： 1 月 8.6％→2 月 8.8％→3 月 8.2％→４月 8.3％→5 月 8.3％→6 月 8％→7

月 8.5％→8 月 8.2％→9 月 8.3％→10 月 8％→11 月 8％ 
 11 月末の社会資金調達規模残高は 199.3 兆元であり、前年同期比 9.9％増となった。う

ち、実体経済への人民元貸出残高 18は 133.76 兆元、12.9％増、委託貸付残高は 12.58 兆元、

－9.6％、信託貸付残高は 7.9 兆元、－4.9％、企業債券残高は 19.79 兆元、7.6％増、地方政

府特別債券残高 7.23 兆元、34％増、株式残高は 7 兆元、6.5％増である。 
 構成比では、実体経済への人民元貸出残高は 67.1％（前年同期比 1.8 ポイント増）、委託

貸付残高は 6.3％（同－1.4 ポイント）、信託貸付残高は 4％（同－0.6 ポイント）、企業債券

残高は 9.9％（同－0.2 ポイント）、地方政府特別債券残高は 3.6％（同 0.6 ポイント増）、株

式残高は 3.5％（同－0.1 ポイント）である。 
 11 月の社会資金調達規模（フロー）は 1.52 兆元であり、前年同期比 3948 億元減となっ

た。うち、実体経済への人民元貸出は 1.23 兆元増（伸びは前年同期比 874 億元増）、委託貸

付は 1310 億元減（同 1590 億元減）、信託貸付は 467 億元減（同 1901 億元減）、企業債券

純資金調達 3163 億元（同 2310 億元増）、地方政府特別債券純資金調達－332 億元（同 2614
億元減）、株式による資金調達は 200 億元（同 1124 億元減）である。 
（７）財政 

11 月の全国財政収入は 1 兆 775 億元で、前年同期比－5.4％となった。税収は 8051 億

元、同－8.3％、税外収入は 2724 億元、同 4.5％増であった。 
1－11 月期の全国財政収入は 17 兆 2333 億元で、前年同期比 6.5％増となった 19。中央財

                                                   
18  一定期間内に実体経済（非金融企業と世帯）が金融システムから得た人民元貸出であ

り、銀行からノンバンクへの資金移し替えは含まない。 
19  主な収入の内訳は、国内増値税 5 兆 6672 億元、前年同期比 9.4％増、国内消費税 1
兆 377 億元、4.5％増、企業所得税 3 兆 4906 億元、9.3％増、個人所得税 1 兆 2987 億

元、17％増、輸入貨物増値税・消費税 1 兆 6094 億元、10.6％増、関税 2696 億元、－

1.5％である。輸出に係る増値税・消費税の還付は 1 兆 3514 億元であり、9.3％増であ

る。都市維持建設税は 4452 億元、11.6％増、車両購入税は 3211 億元、7.3％増、印紙税
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政収入は 8 兆 2167 億元、同 6.2％増、地方レベルの収入は 9 兆 166 億元、同 6.9％増であ

る。税収は 14 兆 9001 億元、同 9.5％増、税外収入は 2 兆 3332 億元、同－9.1％であった。 
（参考）財政収入：（2017 年 7.4％）1－2 月 15.8％→1－3 月 13.6％→1－4 月 12.9％→1－

5 月 12.2％→1－6 月 10.6％→1－7 月 10％→1－8 月 9.4％→1－9 月 8.7％→1－10 月

期 7.4％→1－11 月 6.5％ 
11 月の全国財政支出は 1 兆 6431 億元、前年同期比－0.8％であった。中央レベルの支出

は 2804 億元、同 12.7％増、地方財政支出は 1 兆 3627 億元、同－3.2％である。 
1－11 月期の全国財政支出は 19 兆 1751 億元、前年同期比 6.8％増、予算の 91.4％であ

った 20。中央レベルの支出は 2 兆 8104 億元、同 9.5％増、地方財政支出は 16 兆 3647 億

元、同 6.3％増である。 
なお、1－11 月期の地方政府基金収入は 5 兆 8518 億元、前年同期比 27.6％増であり、う

ち国有地土地使用権譲渡収入は 5 兆 3362 億元、同 28.9％増（1－10 月期は 32.1％増）で

あった。 
11 月末の地方政府債務残高は 18 兆 2903 億元（全人代批准限度額は 20 兆 9974.30 億

元）。うち、一般債務は 10 兆 8616 億元（同 12 兆 3789.22 億元）、特別債務は 7 兆 4287 億

元（同 8 兆 6185.08 億元）である。なお、1－11 月に新たに増発した一般債券は 8025 億元

（限度額 8300 億元の 97％）、特別債券は 1 兆 3207 億元（限度額 1 兆 3500 億元の 98％）

である。 
（８）雇用 

11 月の全国都市調査失業率は 4.8％で、前年同期比 0.1 ポイント下降した。31 大都市調

査失業率は 4.7％で、前年同期比 0.2 ポイント低下した（年間目標は、いずれも 5.5％以内）。

なお、25－59 歳の調査失業率は 4.4％で、10 月と同水準である。 
（参考）全国都市調査失業率：1 月 5.0％→2 月 5.0％→3 月 5.1％→４月 4.9％→5 月 4.8％

→6 月 4.8％→7 月 5.1％→8 月 5.0％→9 月 4.9％→10 月 4.9％→11 月 4.8％ 
    31 大都市調査失業率：1 月 4.9％→2 月 4.8％→3 月 4.9％→4 月 4.7％→5 月 4.7 
     ％→6 月 4.7％→7 月 5.0％→8 月 4.9％→9 月 4.7％→10 月 4.7％→11 月 4.7％ 

 1－11 月期の新規就業者増は 1293 万人（年間目標 1100 万人以上）21、前年同期比 13 万

人増である。 

                                                   
は 2066 億元、－1.1％（うち証券取引印紙税は 952 億元、－10.4％）、資源税は 1529 億

元、22.5％増、環境保護税は 150 億元である。地方税では、契約税 5263 億元、前年同期

比 18.9％増、土地増値税 5216 億元、13.9％増、不動産税 2625 億元、8％増、都市土地使

用税 2204 億元、0.1％増、耕地占用税 1159 億元、－25.6％であった。 
20  主な支出は、教育 2 兆 7748 億元、前年比 4.2％増、科学技術 6730 億元、15.3％増、

文化・スポーツ・メディア 2737 億元、4％増、社会保障・雇用 2 兆 4374 億元、7.1％増、

医療衛生・計画出産 1 兆 4104 億元、5.8％増、省エネ・環境保護 4876 億元、8.2％、都

市・農村コミュニティ 2 兆 904 億元、3％増、農林・水産 1 兆 6842 億元、10.7％増、交

通・運輸 9770 億元、6.5％増、債務利払い 6908 億元、20.6％増である。 
21  2017 年は 1351 万人である。 
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（９）社会電力使用量 
11 月は前年同期比 6.3％増である。うち、第 1 次産業は 11.6％増、第 2 次産業は 6.0％

増、第 3 次産業は 9.2％増、都市・農村住民生活用は 4.6％増であった。 
1－11 月期は前年同期比 8.5％増である。うち、第 1 次産業は 10.0％増、第 2 次産業は

7.1％増、第 3 次産業は 12.8％増、都市・農村住民生活用は 10.5％増であった。 
（参考）（2017 年 6.6％）1－2 月 13.3％→2 月 2％→3 月 3.6％→４月 7.8％→5 月 11.4％→

6 月 8.0％→7 月 6.8％→8 月 8.8％→9 月 8％→10 月 6.7％→11 月 6.3％ 
（10）輸送 
 1－11 月期の鉄道貨物輸送量は 36.79 億トン、前年同期比 8.7％増であった。11 月の鉄道

貨物輸送量は 3.51 億トン、前年同月比 14％増であった。 
1－11 月期の道路貨物輸送量は 359.92 億トン、同 7.5％増であった。11 月の道路貨物輸

送量は 37.2 億トン、同 5.7％増であった。 
1－11 月期の全社会貨物輸送量は 460.87 億トン、同 7.2％増であった。11 月の全社会貨

物輸送量は 47.23 億トン、同 6.5％増であった。 
（参考）鉄道貨物：（2017 年 10.7％）1 月 9.4％→1－2 月期 8.8％→1－3 月期 7.7％→1－4

月期 6.1％→1－5 月期 7.2％→1－6 月期 7.7％→1－7 月期 7.9％→1－8 月期 7.7％
→1－9 月期 7.9％→1－10 月期 8.2％→1－11 月期 8.7％ 

    道路貨物：（2017 年 10.1％）1 月 17.3％→1－2 月期 7.4％→1－3 月期 7.4％→1－
4月期7.8％→1－5月期8％→1－6月期7.7％→1－7月期7.5％→1－8月期7.4％
→1－9 月期 7.5％→1－10 月期 7.7％→1－11 月期 7.5％ 

    全社会貨物：（2017 年 9.3％）1 月 13.9％→1－2 月期 6.3％→1－3 月期 6.3％→1
－4 月期 6.6％→1－5 月期 7％→1－6 月期 6.9％→1－7 月期 6.8％→1－8 月期

6.9％→1－9 月期 7％→1－10 月期 7.3％→1－11 月期 7.2％ 
（11）所得 
 1－9 月期の都市住民 1 人当たり平均可処分所得は 2 万 9599 元であり、前年比実質 5.7％
（名目 7.9％）増加した 22。 
 農民 1 人当たり可処分所得は 1 万 645 元であり、同実質 6.8%（名目 8.9％）増加した 23。

農民の収入の伸びが都市住民の収入の伸びを上回った。出稼ぎ農民（1 億 8135 万人）の月

平均収入は 3710 元、名目 7.3％増であった。 
 都市・農村 1 人当たりの可処分所得格差は、2.78：1 である（前年同期より 0.03 ポイン

ト縮小）24。 
 全国住民 1 人当りの可処分所得は 2 万 1035 元であり、実質 6.6％増（名目 8.8％増）で

                                                   
22  2017 年は実質 6.5％増。2018 年 1－6 月期は 5.8％増。 
23  2017 年は実質 7.3％増。 
24  2017 年は 2.71：1 である。 
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あった 25。うち、賃金所得は 1 万 1984 元、名目 8.8％増、経営純所得は 3437 元、名目 7.0％
増、財産純所得は 1735 元、名目 10.6％増、移転純所得は 3879 元、名目 9.5％増である。

全国住民 1 人当たり可処分所得の中位数は 1 万 8236 元であり、名目 8.7％増である。 
 1－9 月期の住民 1 人当たり消費支出は 1 万 4281 元、実質 6.3％（名目 8.5％）増加し、

都市住民 1 人当たり消費支出は 1 万 9014 元、実質 4.3％（名目 6.5％）増 26、農民 1 人当

たり消費支出は 8538 元、実質 9.8％（名目 12.0％）増であった。 
 
 
Ⅱ．中国経済のキーワード 
１．経済の新常態 

経済の新常態の下では、「4 つの転換」が進むこととなる。 
①成長速度は、高速から中高速へ転換。 
②発展方式は規模・速度型から、質・効率型に転換。 
③経済構造調整はフロー・能力拡大から、主としてストック調整・フロー最適化の併存へと

転換。 
④発展動力は主として資源・低コスト労働力等の要素投入への依存から、イノベーション駆

動に転換。 
 
２．5 大発展理念 
 第 13 次 5 ヵ年計画は、経済が新常態に入って最初の 5 ヵ年計画であるため、5 つの新し

い発展理念を提起した。 
これは、2015 年の党 5 中全会で、習近平総書記が新たに提起したものである。計画要綱

は、「発展目標を実現し、発展の難題を解決し、発展の優位性を深く根付かせるには、イノ

ベーション・協調・グリーン・開放・共に享受という新発展理念を牢胡に樹立し、貫徹実施

しなければならない」とする。各発展理念の解説は以下のとおりである。 
（１）イノベーション 
 イノベーションは、発展をリードする第一の動力である。イノベーションを国家発展の全

局の核心に位置づけ、理論・制度・科学技術・文化の刷新等各方面のイノベーションを不断

に推進し、イノベーションを党・国家の一切の活動に貫徹させ、イノベーションを全社会の

盛んな風潮としなければならない。 
 
（２）協調 
 協調は、持続的で健全な発展の内在的欲求である。中国の特色ある社会主義事業の総体的

配置をしっかり把握し、発展における重大な関係を正確に処理し、都市・農村と地域の協調

                                                   
25  2017 年は実質 6.5％増、2018 年 1－6 月期は 6.6％増である。 
26  2018 年 1－6 月期は 4.7％増。 
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発展を重点的に促進し、経済社会の協調発展を促進し、新しいタイプの工業化・都市化・農

業現代化の同歩調による進展を促進し、国家のハードな実力を増強すると同時に国家のソ

フトな実力の向上を重視して、発展の全面性を不断に増強しなければならない。 
 
（３）グリーン 
 グリーンは、永続的に発展する必要条件と、人民が追求する素晴らしい生活の重要な体現

である。資源節約と環境保護という基本的国策を堅持し、持続可能な発展を堅持し、生産が

発展し、生活が豊かになり、生態が良好な文明発展の値を断固として歩み、資源節約型・環

境友好型社会の建設を加速し、人と自然の調和のとれた発展・現代化建設の新たな構造を形

成し、美しい中国の建設を推進し、地球生態の安全のために新たに貢献しなければならない。 
 
（４）開放 
 開放は、国家繁栄・発展のために必ず通るべき道である。わが国経済が世界経済に深く融

け入っている傾向に順応し、互恵・ウインウインの開放戦略を励行し、内需・外需の協調、

輸出入のバランス、導入と海外進出の双方重視、資金と技術・知識の導入の併用を堅持し、

更にハイレベルの開放型経済を発展させ、グローバル経済のガバナンスと公共財供給に積

極的に参加し、グローバル経済のガバナンスにおけるわが国の制度上の発言権を高め、広範

な利益共同体を構築しなければならない。 
 
（５）共に享受 
 共に享受することは、中国の特色ある社会主義の本質的要求である。「発展は人民のため、

発展は人民に依拠し、発展の成果は人民が共に享受する」ことを堅持し、より有効な制度手

配を行い、全人民が共に建設し、発展の中でより多くの獲得感を共に享受させるようにし、

発展の動力を増強し、人民の団結を増進し、共同富裕の方向に向けて着実に前進しなければ

ならない。 
 
 要綱は、「新発展理念は、内在的に連係した集合体であり、第 13 次 5 ヵ年計画さらには、

より長期にわたるわが国発展の考え方・発展の方向・発展の注力点の集中的な体現であり、

第 13 次 5 ヵ年計画期間の経済社会発展の各分野・各部分に貫徹させなければならない」と

しており、5 大発展理念が長期の指導思想であることを強調している。 
 
 
Ⅲ．習近平経済思想 
 2017 年 10 月の第 19 回党大会で、習近平「新時代の中国の特色ある社会主義」思想が

採択されたが、その後 12 月の中央経済工作会議と人民日報社説 2017 年 12 月 21 日（以

下「社説」）において、習近平「新時代の中国の特色ある社会主義」経済思想（以下「習
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近平経済思想」）が提起された。本年 3 月 5 日に李克強総理が全人代に対して行った「政

府活動報告」においても、これを真剣に貫徹しなければならない、とされている。 
 では、習近平経済思想とはどういう思想なのか。これまでの一連の議論を踏まえると、

以下のようにまとめることができる。 
 
１．時代認識 
中央経済工作会議では、まず「中国の特色ある社会主義は新時代に入り、わが国経済の発

展も新時代に入り、わが国経済は既に高速成長段階から質の高い発展の段階に転換してい

る」という時代認識が示された。 
従来の「新常態」は、「中国経済が高速成長から中高速成長に転換している」という認識

を示していた。「中高速成長」が「質の高い発展」に置き換えられたことにより、「新常態」

は「新時代」に置き換えられたのである。今後、「新常態」の使用頻度は次第に減少するで

あろう。 
 
２．習近平経済思想の内容 
（１）主要な内容 

中央経済工作会議は、習近平経済思想の主要な内容は、2015 年の党 5 中全会で習近平総

書記が提起した、5 大新発展理念であり、これを体現したものが「質の高い発展」であると

する。 
 「社説」は、「質の高い発展とは、人民の日増しに増大する素晴らしい生活への需要を好

く満足できる発展であり、新発展理念を体現した発展であり、イノベーションを第 1 の動

力とし、協調を内生的な特徴とし、グリーンを普遍的な形態とし、開放を通るべき必然の道

とし、共に享受することを根本目的とする発展である」とまとめている。 
 
（２）その他の重要な内容 
 「社説」によれば、5 大新発展理念以外には、次の項目が、習近平経済思想の主要な内容

となる。 
①経済政策に対する党中央の集中的・統一的な指導を強化する。 
②人民を中心とする発展思想を堅持し、「五位一体」（経済建設・政治建設・文化建設・社会

建設・生態文明建設を一体的に進めること）の総体的手配を統一的に企画推進し、「四つ

の全面」（小康社会の全面的実現、改革の全面的深化、法に基づく国家統治の全面的推進、

全面的な厳しい党内統治）の戦略的手配を協調して推進する。 
③資源配分において市場の決定的役割を発揮させ、政府の役割を更に好く発揮する。 
④わが国の経済発展の主要矛盾が、人民の日増しに増大する素晴らしい生活への需要とア

ンバランス・不十分な発展の間の矛盾へと変化していることに適応して、マクロ・コント

ロールを整備し、サプライサイド構造改革の推進を経済政策の主線とする。 
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⑤問題志向により経済発展の新戦略を手配する。 
⑥正確な政策の策定・方法を堅持し、安定の中で前進を求め、戦略の底力を維持し、最低ラ

インを守るという考え方を堅持する。 
⑦経済発展の新常態に適応し、これを把握・リードすることを堅持する。 
 
３．習近平経済思想の目標  
（１）戦略目標 
習近平経済思想の戦略目標は、2035 年までに現代化した経済システムを建設することで

ある。 
「社説」は、「質の高い発展を推進するには、現代化した経済システムを建設しなければ

ならず、これはわが国発展の戦略目標である」とする。物質・文化・生活のみならず、民主・

法治・公平・正義・安全・環境にまで多様化・高度化した人民の需要を満足できるのが、現

代化した経済システムなのである。 
習近平総書記は、2018 年 1 月 30 日の党中央政治局集団学習会で「現代化した経済シス

テムの建設」を取り上げ、「国家が強くなるには、経済システムが強くなければならない」

と強調した。 
 彼によれば、「現代化した経済システム」は、次の 7 つのシステムが 1 つとなった有機的

総合体である。 
①イノベーションがリードし、協同発展する産業システム 
 実体経済、科学技術イノベーション、現代金融、人材資源の協同発展を実現しなければな

らない。 
②統一・開放され、競争が秩序立った市場システム 
 市場への参入がスムーズで、市場の開放が秩序立ち、市場の競争が十分で、市場の秩序が

規範化されていることを実現しなければならない。 
③効率を体現し、公平を促進する所得分配システム 
 所得分配が合理的で、社会が公平で正義があり、全人民が共同富裕であることを実現しな

ければならない。 
④優位性が顕著で、協調して連動する都市・農村と地域の発展システム 

 地域の良性の相互作用、都市・農村の融合した発展、陸・海の統一された全体としての最

適化を実現しなければならない。 
⑤資源が節約され、環境に友好的なグリーン発展システム 
 グリーン・循環・低炭素の発展、人と自然の調和のとれた共生を実現しなければならない。 
⑥多元化しバランスが取れ、安全で効率が高い全面的な開放システム 
よりハイレベルの開放型経済を発展させ、構造の最適化・深い展開・効率向上への方向転

換に向けて開放を推進しなければならない。 
⑦市場の役割（注）が十分発揮され、政府の役割がより好く発揮された経済体制 
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 市場メカニズムが有効で、ミクロ主体に活力があり、マクロ・コントロールが適度である

ことを実現しなければならない。 
（注）2013 年党 3 中全会で用いられた「市場の決定的役割」という表現が用いられていないこ

とに注意。 

 
（２）当面の重点目標  
 2020 年までの 3 つの堅塁攻略戦に勝利しなければならないとされた。 
①重大リスク防止・解消 

 重点は金融リスクの防止・コントロールである。「マクロのレバレッジ率を有効にコント

ロールし、実体経済への金融のサービス能力を顕著に増強し、システミックなリスクを有効

に防止・コントロールしなければならない」とする。 

②精確な脱貧困 

 「特定の貧困層への精確な貧困支援に狙いを定め、貧困が深刻な地域に集中的に力を発揮し、

脱貧困の質を高めなければならない」とされる。 

③汚染対策 

 重点は、青空防衛戦に打ち勝つことである。「汚染対策を強化することにより、主要汚染

物質排出総量を大幅に減少させ、生態環境の質を総体として改善しなければならない」とさ

れる。 

 

まとめ 
 要するに、習近平経済思想とは、5 大新発展理念（イノベーション・協調・グリーン・開

放・成果を共に享受）を軸とした質の高い発展によって、人民の日増しに増大する素晴らし

い生活への多様化・高度化した要求を十分満足させられる現代化した経済システムを、党の

集中・統一的な指導により 2035 年までに実現し、21 世紀中葉への強国化に備えようとす

るものといえよう。 
 
 
Ⅳ．2019 年の経済政策 
 2018 年 12 月 19－21 日に、党中央・国務院により、19 年の経済政策の方針を決める中

央経済工作会議が開催された。その概要は以下のとおりである 27。 
 
１．経済情勢の認識 
（１）概括 
 「2018 年は、19 回党大会精神のスタートの年であった。習近平同志を核心とする党中央

の堅固な指導の下、全党全国は 19 回党大会が行った戦略的手配を実施し、安定の中で前進

                                                   
27  なお、特殊専門用語は、「中国通信」訳を適宜参考にしている。 
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を求めるという政策の総基調を堅持し、質の高い発展の要求に基づき、外部環境の深刻な

変化に有効に適応し、困難に立ち向かい、着実に政策を実施した。マクロ・コントロール目

標はかなり好く達成され、3 大堅塁攻略戦のスタートは良好であり、サプライサイド構造改

革は深く推進され、改革・開放の程度は増大した。米中経済貿易摩擦に穏当に対応し、人民

の生活は引き続き改善され、経済の持続的で健全な発展と社会の大局的安定を維持し、小

康社会の全面的実現という目標に向かって新たな歩みを踏み出した。この成績は容易なも

のではなかった」。 
 
 非常に困難な外部環境の中で、成績を上げたことを強調している。これは、米中経済摩

擦の激化を反映したものであろう 28。 
 
（２）規律性の認識 
 「1 年間、我々は実践の中で新情勢下の経済政策に対する規律性の認識を深めた。 
①党中央の集中・統一的思想を堅持し、航行の舵取りの役割を発揮しなければならない。 
②長期の大勢から当面の情勢を認識し、わが国が長期に好い方向へと発展する将来見通し

をはっきり認識しなければならない。 
③マクロ・コントロールの程度を精確に把握し、主動的に事前調整・微調整を行い、政策の

協同を強化しなければならない。 
④社会の関心に遅滞なく対応し、市場の予想を的確・主動的に誘導しなければならない。 
⑤各方面の積極性を十分に動員し、全局の政策の強大な合成力を形成しなければならない」。 
 
 この「規律性の認識」は、新しい表現である。2018 年の経済減速の中で、構造的脱レバ

レッジ政策と成長安定政策の協調・バランスの必要性などが、改めて認識されたのである。 
 
（３）試練・困難への対応 
 「成績を十分肯定すると同時に、経済運営に安定の中で変化があり、変化の中に憂いが

あり、外部環境は複雑・峻厳であり、経済下振れ圧力に直面していることを見て取らなけ

ればならない。 
 これらの問題は、前進中の問題であり、短期もあれば長期もあり、周期性のものもあれ

ば構造的なものもある。憂患意識を増強し、主要な矛盾をしっかり把握し、これを的確に

解決しなければならない。 
 わが国の発展はなお、長期に重要な戦略的チャンスの時期にある。世界は百年来の大き

な局面の変化に直面しており、変局の中で危機とチャンスが共生・併存している。これは、

中華民族の偉大な復興に重大なチャンスをもたらすものである。 

                                                   
28  本部のうち「」部分は、本文の引用、その他はコメントである。下線部は 2018 年の

特徴的部分である。 
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 うまく危機をチャンスに変え、危機を安全に転じ、重要な戦略的チャンスの時期の新た

な内容をしっかり把握し、経済構造の最適化・グレードアップを加速し、科学技術イノベ

ーション能力を高め、改革・開放を深化させ、グリーン発展を加速し、世界経済のガバナン

スシステムの変革に参加し、プレッシャーを経済の質の高い発展の推進を加速する動力に

変えなければならない」。 
 
 経済運営に変化・憂いがあり、下振れ圧力があることを認めながらも、世界は百年来の

大きな局面の変化に直面しているとし、危機をチャンス・安全に変え、プレッシャーを経

済の質の高い発展の推進動力に変えることができれば、なお重要な戦略的チャンスの時期

にあるという認識を崩していない。ただそのためには、経済構造調整と改革・開放の深化

が必要であることを明記している。これは改革・開放派の巻き返しの結果であろう。 
 
２．2019 年の経済政策の基本方針 
 「来年は、新中国成立 70 周年であり、小康社会の全面的実現のカギとなる年であり、経

済政策をしっかり行うことは極めて重要である。 
 習近平『新時代中国の特色ある社会主義』思想を導きとし、19 回党大会と 19 期 2 中全

会・3 中全会精神を全面的に貫徹し、『五位一体』29の総体手配を統一的に企画・推進し、

『四つの全面』30の戦略的手配を協調的に推進しなければならない。 
①安定の中で前進を求めるという政策の総基調を堅持し、②新発展理念を堅持し、③質

の高い発展の推進を堅持し、④サプライサイド構造改革を主線とすることを堅持し、⑤市

場化改革の深化・ハイレベルの開放拡大を堅持しなければならない。 
現代化した経済システムの建設を加速し、3 大堅塁攻略戦を引き続きしっかり戦い、マク

ロ・コントロールを刷新・整備し、安定成長・改革促進・構造調整・民生優遇・リスク防止

の政策を統一的に企画・推進し、経済運営を合理的な区間に維持しなければならない。 
雇用・金融・対外貿易・外資・投資・予想を一層安定させ、市場のコンフィデンスを奮い

立たせ、人民大衆の獲得感・幸福感・安全感を増強し、経済の持続的で健全な発展と社会の

大局的安定を維持し、小康社会の全面的実現のために決定的基礎を打ち立て、卓越した成

績で中華人民共和国成立 70 周年を慶祝しなければならない」。 
 
ここに記された「5 つの堅持」「6 つの安定」が、2019 年のキーワードである。なお、「5

つの堅持」は、2018 年 12 月 11 日の党外人士座談会の時点では 4 つであったが、12 月 13
日の党中央政治局会議で、「市場改革の深化・ハイレベルの開放拡大堅持」が追加された。

これも改革・開放派の発言力が増している証左であろう。 

                                                   
29  経済建設、政治建設、文化建設、社会建設、生態文明建設を一体的に進める。 
30  小康社会の全面的に実現、改革の全面深化、法に基づく国家統治の全面推進、全面的

な厳しい党内統治。 
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なお、2017 年決定では、「習近平経済思想」が強調されていたが、2018 年に「習近平〇

〇思想」が乱立したこともあり、今回は習近平「新時代の中国の特色ある社会主義」思想に

戻っている。 
 
３．基本政策 
（１）マクロ政策 
 「マクロ政策は、景気変動と逆方向への（カウンターシクリカルな）調節を強化し、適時

事前調整と微調整を行い、総需要を安定させなければならない」。 
①積極的財政政策 
「力を加え、効率を高め、より大規模な減税と費用引下げを実施し、地方政府の特別債券

の規模をかなり大幅に増やさなければならない」。 
 減税と費用引下げを中心としつつ、収益性のある地方インフラ投資を増やすことにより、

投資の下支えを図っている。 
②穏健な金融政策 
 「緩和と引締めを適度にし、流動性の合理的充足を維持し、金融政策の伝達メカニズムを

改善し、直接金融のウエイトを高め、民営企業、小型・零細企業の資金調達難と資金調達コ

スト高の問題をしっかり解決しなければならない」。 
 2017 年決定の金融政策から「中立性」が削除され、流動性については 17 年決定の「合理

的な伸び」から「合理的な充足」と、より表現が緩和方向に修正されている。ただそれは、

全面的緩和ではなく、流動性は主として民営企業、小型・零細企業に向けられている。 
③構造政策 
 「体制メカニズムの建設を強化し、改革に向けた原動力を堅持し、国有企業、財政・金融、

土地、市場参入、社会管理等の分野の改革を深化させ、競争政策の基礎的地位を強化し、公

平な競争の制度環境を創造し、中小企業の急速な成長を奨励しなければならない」。 
 2017 年決定では消費と民間投資の伸びが重視されていたが、今回はその前提となる改革

の深化が強調されている。 
④社会政策 
 「最低ラインを保障する機能を強化し、雇用を優先する政策を実施し、大衆の基本生活の

最低ラインを確保し、サービスの中に管理を根付かせなければならない」。 
 会議では、2019 年を「新中国成立 70 周年であり、小康社会の全面的実現のカギとなる

年」と位置付けており、そのためには社会の大局的安定の維持が重視されているのである。 
 
（２）サプライサイド構造改革 
 「わが国経済運営の主要な矛盾は、依然としてサプライサイドの構造によるものであり、

サプライサイド構造改革を主線とすることを動揺させてはならず、より多く改革の方法を

採用し、より多く市場化・法治化の手段を運用して、『強固・増強・向上・円滑』の面で努
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力しなければならない」。具体的には、 
①「過剰生産能力の削減、過剰住宅在庫の削減、脱レバレッジ、企業コストの引下げ、脆弱

部分の補強」の成果を強固にしなければならない 
 「より多くの生産能力過剰業種の清算処理を加速し、全社会の各種ビジネスコストを引き

下げ、インフラ等の分野の脆弱部分補強を強化しなければならない」。 
 5 大任務の中で、住宅在庫は減少を続けているため、明記されていない。 
②ミクロ主体の活力を増強しなければならない 
 「企業・企業家の主観的能動性を発揮させ、公平・開放・透明な市場ルールと法治化され

たビジネス環境を確立し、プラスの奨励と優勝劣敗を促進し、より多くの質の優れた企業を

発展させなければならない」。 
 ミクロ主体の主役は民営企業である。このため、従来は国有企業の強大化・優良化が強調

されがちであったが、今回は「企業」とし、所有制の差を設けていない。 
③産業チェーンの水準を向上させなければならない 
 「技術革新と規模の効果が形成する新たな競争優位性の利用を重視し、新たな産業集積群

を育成・発展させなければならない」。 
 サプライサイド構造改革の中に産業政策の概念が導入された。米中経済摩擦が激化する

中で、産業チェーンの断裂を防ぐことが重要となってきたのであろう。 
④国民経済の循環を円滑にしなければならない 
 「統一的に開放され、競争が秩序立った現代市場システムの建設を加速し、金融システム

が実体経済にサービスする能力を高め、国内市場と生産主体、経済成長と雇用拡大、金融と

実体経済の良性の循環を形成しなければならない」。 
 新たに「国民経済の良性の循環」という概念が導入された。対外環境が厳しさを増す中で、

内需主導による効率・質の高い成長が重視されている。 
 
（３）3 大堅塁攻略戦 
 「2019 年は、際立った問題に対し、重点戦役をしっかり戦わなければならない」。具体的

には、 
①重大リスクの防止・解消 
 「構造的脱レバレッジの基本的考え方を堅持し、金融市場の異常な変動と共振を防止し、

地方政府債務リスクを穏当に処理し、『断固として、コントロール可能に、秩序立てて、適

度に』行う」。 
 構造的脱レバレッジを維持しつつも、2018 年の金融市場の動揺を踏まえ、「適度」なもの

にやや緩和されている。 
②脱貧困 
 「一気呵成に、『2 つに憂いなく、3 つを保障する』31の実現で直面している際立った問題

                                                   
31  衣食の心配をせず、義務教育・基礎医療・住宅の安全を保障する。 
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を重点的にしっかり解決し、『3 区 3 州』32など貧困が深刻な地域と特殊貧困層の脱貧困を

強化し、貧困人口の貧困への逆戻りを減少・防止し、所得水準がカード登録対象の貧困家庭

よりやや高い場合に、政策支援が受けられない等の新たな問題を検討・解決しなければなら

ない」。 
 最貧困層のみにターゲットを絞っても、それに続く貧困層への対策が疎かになれば、いっ

たん最貧困層を解消しても、再び最貧困層に転落してしまう者がいることを認めている。 
③環境対策 
 「青空防衛戦をしっかり戦う等の政策に焦点を絞り、政策と投入を強化しなければならな

い。同時に、統一的に企画し各方面を併せ考慮して、処置・措置が単純・粗暴となることを

回避しなければならない。サービス意識を増強し、企業が環境対策解決方案を制定すること

を援助しなければならない」。 
 地方政府による環境対策が、国有企業に比べ、民営企業の方に厳しく、それが民営企業の

発展を阻害しているとも指摘されており、その是正が意識されている。 
 
４．2019 年の重点政策任務 
 7 つの任務が掲げられている。要点は以下のとおりである。 
（１）製造業の質の高い発展の推進 
①先進製造業と現代サービス業の深い融合を推進し、断固として製造強国を建設しなけれ

ばならない。 
②企業の優勝劣敗を着実に推進し、「ゾンビ企業」の処理を加速し、退出実施弁法を制定し、

新技術・新組織形式・新産業集積群の形成・発展を促進しなければならない。 
③製造業の技術革新能力を増強し、開放され、協同し、効率の高い共生技術の研究開発プラ

ットホームを構築し、需要に導かれ、企業を主体とした産・学・研究機関が一体化した健

全なイノベーションメカニズムを整備し、国家実験室を早急に配置し、国家重点実験室体

系を再編し、中小企業のイノベーションへの支援を強化し、知的財産権の保護・運用を強

化し、有効なイノベーション奨励メカニズムを形成しなければならない。 
 
 米中経済摩擦の中で「中国製造 2025」が攻撃の対象となっているが、「製造強国」路線は

放棄されていない。ただ、サプライサイド構造改革に続き、ここでも新産業集積群の形成が

記載されており、その中身が再検討されている可能性もある。 
 「ゾンビ企業」の処理は、サプライサイド構造改革ではなく、製造強国建設の文脈で記載

されている。 
 また、イノベーションについては、国家主導による上からのイノベーションのみならず、

                                                   
32  「3 区」は、①チベット自治区、②新疆南部の 4 地区・州、③青海・甘粛・四川・雲

南省のチベット族集住地域。「3 州」は、甘粛の臨夏回族自治州、支援の涼山イ族自治州、

雲南の怒江リースー族自治州。 
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中小企業による下からのイノベーションも重視されている。さらに、米中経済摩擦を意識し

て、知的財産権保護も盛り込まれたが、これはイノベーション推進の文脈で語られている。 
 
（２）強大な国内市場の形成促進 
①消費 
 「最終需要を満足させるよう努力し、製品の質を向上させ、教育、保育、養老、医療、文

化、観光等のサービス業の発展を加速し、消費環境を改善し、個人所得税の特別付加控除政

策をしっかり実施し、消費能力を増強して、庶民が安心して食べ、気に入った衣服を着て、

気持ちよく使用できるようにしなければならない」。 
 個人所得税については、2018 年 10 月に課税最低限の引上げと低税率の所得層の拡大が

前倒し施行されたが、19 年は特別控除の拡大により可処分所得を増やすとともに、製品の

質の向上、多様化と安心・安全の確保により、消費の刺激を図っている。 
 
②投資 
 「わが国発展の現段階の投資需要の潜在力は依然巨大であり、投資のカギとなる役割を発

揮させ、製造業の技術改造と設備更新を増やし、5G（第 5 世代移動通信システム）の実用

化を加速し、AI(人工知能)、工業インターネット、IoT(モノのインターネット)等の新しいタ

イプのインフラ建設を加速し、大都市間交通、物流及び地方公共インフラ等への投資を強化

し、農村インフラと公共サービスインフラの脆弱部分を補強し、自然災害対策能力を強化し

なければならない」。 
 
 投資は 2018 年よりも強化される可能性があるが、その対象は第 4 次産業革命を強く意識

したものとなっている。 
 
（３）農村振興戦略の着実な推進 
①農業・農村の優先発展を堅持し、農業とりわけ食糧生産に確実に取り組み、農地と技術の

向上で食糧生産を増やす取組みを推進し、「食糧・経済作物・飼料」の構成を合理的に調

整し、質の優れたグリーン農産物の供給増加に力を入れなければならない。 
②家庭農場、農民合作社等の新しいタイプの経営主体の育成を重視し、小農家の生産経営が

直面する困難の解決を重視し、彼らを現代農業発展の大構造に引き入れなければならな

い。 
③農村の居住環境を改善し、ゴミ・汚水処理、トイレ革命、村の容貌向上に重点的に取り組

まなければならない。 
④農村土地制度改革の 3 項目テスト 33の経験をしっかり総括し、改革の成果を強固にして、

農村土地制度改革を引き続き深化させなければならない。 
                                                   
33  農村土地収用、農村集団経営建設用地の市場取引、農村宅地制度の改善。 
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 「トイレ革命」は、2018 年に習近平総書記が強調していたものである。また、農村土地

制度の改革は、かねてよりの懸案事項である。 
 
（４）地域の協調発展を促進 
①西部大開発、東北全面振興、中部地域興隆、東部率先発展を統一的に企画推進しなければ

ならない。 
 現在、北京・天津・華北、広東・香港・マカオ大湾区（大ベイエリア）、長江デルタ等の

地域発展には、多くの新たな特徴が現れており、規模の経済効果が現れ始め、インフラの密

度とネットワーク化が全面的に向上し、イノベーション要素が急速に集結し、新しいリード

産業が急速に発展しており、これらの地域を質の高い発展をリードする重要な動力源とし

なければならない。 
②中心都市の放射動力を増強し、質の高い発展の重要な推進助力を形成しなければならな

い。 
③長江経済ベルトの発展を推進し、長江の生態環境の系統的な保護・修復を実施し、質の高

い発展の推進に努めなければならない。 
④都市化の進展を推進し、既に都市で就業している、農業からの移転人口の都市戸籍取得政

策にしっかり取り組み、2020 年の 1 億人都市戸籍取得目標の実施を督促し、大都市の精

緻化した管理水準を高めなければならない。 
 
 東北地方については、これまでの「旧工業基地の振興」から「全面振興」に改められた。

2017 年会議に記載された「雄安新区」「一帯一路」の記述は、今回は削除されている。 
 
（５）経済体制改革の加速 
 「骨組み部分の改革を深化させ、ミクロ主体の活力増強を重点とし、関連改革を深く実際

に進めなければならない」。各項目については、 
①国有資本と国有企業改革を加速しなければならない 

 「政府と企業の分離、政府と資本の分離、及び公平競争の原則を堅持し、国有資本を強大

で優れたものとし、企業管理から資本管理への転換を加速し、混合所有制改革を積極的に推

進し、鉄道総公司の株式制改造を早急に推進しなければならない」。 
海外から批判の強い、政府と企業の癒着については、分離の方針を維持することとされた。

また、強大化の対象は「国有企業」ではなく「国有資本」であり、国有企業管理から国有資

本管理へ転換するという 19 回党大会の方針は、2019 年も推進されることになった。 
鉄道総公司改革について新たに言及されたが、鉄道網の急速な拡張については、新たな債

務リスクの増大も懸念されている。 
②民営企業の発展を支援しなければならない 
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 「法治化した制度環境を作り上げ、民営企業家の人身の安全と財産の安全を保護しなけれ

ばならない」。 
2018 年 11 月 1 日の「民営企業座談会」の内容が盛り込まれた。 

③金融システム構造の調整・最適化を重点として金融体制改革を深化させなければならな 

 い 

「１）民営銀行とコミュニティ銀行を発展させ、都市商業銀行、農村商業銀行、農村信用社

の業務を徐々に原点回帰させなければならない。 
２）金融インフラを整備し、監督管理とサービス能力を強化しなければならない。 
３）改革深化を通じて、規範化され、透明で、開放され、活力があり、強靭性を有する資

本市場を作り上げ、上場会社の質を高め、取引制度を整備し、より多くの中長期資金の参入

を誘導し、上海証券取引所において科学技術ベンチャーボード開設と登録制試行の早急な

実施を推進しなければならない」。 
民営企業、小型・零細企業と「三農」への融資業務強化の方向を明確にしている。また、

2018 年は株式市場が動揺したことから、資本市場の強化を図っている。 
④財政・税制改革を推進しなければならない 

 「健全な地方税体系を整備し、政府の起債による資金調達メカニズムを規範化しなければ

ならない」。 
依然地方政府の債務管理が重要な課題であることを示している。 

⑤政府機能を確実に転換しなければならない 

 「資源に対する政府の直接配分を大幅に減らし、実施中と事後の監督管理を強化し、およ

そ市場が自主的に調節できるものは市場により調節させ、およそ企業ができる事は企業に

やらせなければならない」。 

 

「資源配分における市場の決定的役割発揮」という表現は用いられていないものの、市場

化改革の方向を改めて強調している。ここでいう「企業」には、当然民営企業も含まれる。 
 
（６）全方位対外開放の推進 
①新情勢に適応し、新たな特徴を把握して、製品と生産要素の流動型開放から、ルール等の

制度型開放への転換を推進しなければならない。 
②市場参入を緩和し、参入前の国民待遇にネガティブリスト管理制度を加えた制度を全面

的に実施し、中国における外資の合法的権益とりわけ知的財産権を保護し、より多くの分

野での独資経営実行を認めなければならない。 
③輸出入貿易を拡大し、輸出市場の多元化を推進し、輸入段階での制度的コストを削減しな

ければならない。 
④「一帯一路」共同建設推進に際しては、企業の主体的役割を発揮させ、各種リスクを有効

に管理・コントロールしなければならない。第 2 回「一帯一路」国際協力サミットを入念
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に準備・開催しなければならない。 
⑤人類運命共同体の構築を推進し、WTO 改革に積極的に参加し、貿易・投資の自由化・円

滑化を促進しなければならない。 

⑥アルゼンチン米中首脳会談におけるコンセンサスを実施し、米中経済貿易交渉を推進し

なければならない 
 
 対外開放については、これまでの製品と生産要素の流動型開放から、ルール等の制度型開

放に転換する方針を明らかにした。具体的な開放内容は、これまで様々な場で公表されてき

たものが掲げられている。さらなる追加内容は、米中経済貿易交渉の結果次第ということで

あろう。 
また、米国に配慮し、改めて知的財産権保護を盛り込んだ。米国の「『一帯一路』は国家

主導による借金づけ政策」という批判に対しては、企業を主体とし、各種リスクへの有効な

管理・コントロールを強調し、相手国の債務事情にも配慮する姿勢を示している。米中経済

摩擦については、2018 年は「米中経済貿易摩擦に穏当に対応した」とし、19 年は米中首脳

合意を履行するとともに米中経済貿易交渉を推進すると、抑えたトーンとなっている。 
このように、今回の決定には米国にかなり配慮した記述がみられる。 

 
（７）民生の保障・改善の強化 
①制度を整備し、最低ラインをしっかり守り、各種民生政策を心をこめてしっかり実施しな

ければならない。 
②雇用の安定を際立てて位置づけ、大学等卒業生、出稼ぎ農民、退役軍人等の集団の雇用を

重点的にしっかり解決しなければならない。 
③就学前教育、農村貧困地域の児童の早期発展、職業教育等への投入を増やさなければなら

ない。 
④老人介護システムを整備し、大都市の介護難問題の解決に努力しなければならない。 
⑤食品・薬品の安全、安全生産・交通安全に、より力を入れてしっかり取り組まなければな

らない。 
⑥社会保障制度改革を深化させ、省レベルでの統一的企画を加速する基礎の上に、年金保険

の全国統一を推進し、より多くの救命・救急の良い薬品を医療保険に組み入れなければな

らない。 
⑦一部の国有資本を引き続き切り分けて、社会保障基金の充実に振り向けなければならな

い。 
⑧不動産市場の健全な発展の長期メカニズムを構築し、「住宅は住むためのもので、投機の

ためのものではない」という位置づけを堅持し、都市の事情に応じて施策を行い、分類し

て指導し、都市政府の主体的責任を打ち固め、住宅市場システムと住宅保障システムを整

備しなければならない。 
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 2019 年は建国 70 周年であるため、雇用の安定・社会の大局的安定が重視されている。雇

用の中で、これまでの大学卒業生・出稼ぎ農民に加え、退役軍人が明記された。最近退役軍

人の抗議活動が活発化し、社会の不安定要因となっているからであろう。 
住宅市場については、投機を防ぐと同時に、価格の急落を懸念し、都市政府によるきめ細

かい実情に応じた対策を要求している。 
 
５．総括 
 「わが国の発展は十分な強靭性・巨大な潜在力を有しており、経済が長期に好い方向に向

かうという態勢に変化はない。 
①マクロ政策・構造政策・社会政策の方向を全面的に正確に把握し、経済運営を合理的区間

に確保しなければならない。 
②積極的財政政策と穏健な金融政策をしっかり実施し、雇用を優先する政策を実施し、より

大規模な減税を推進し、より明白に費用を引き下げ、企業の資金調達難・資金調達コスト

高の問題を有効に緩和しなければならない。 
③ビジネス環境の最適化に力を入れ、『行政の簡素化・権限の委譲、開放と管理の結合、サ

ービスの最適化』改革を深く推進し、新たな動力エネルギーの急速・壮大な発展を促進し

なければならない。 
④イノベーション駆動による発展戦略を実施し、イノベーションの能力・効率を全面的に高

め、大衆による起業・万人によるイノベーションの水準を高めなければならない。 
⑤小康社会の全面的実現の絶対任務に焦点を絞り、脱貧困堅塁攻略と農村振興を推進しな

ければならない。 

⑥内需の潜在力を引き続き発揮させ、地域の協調発展を推進しなければならない。 

⑦財政・税制・金融、国有資本・国有企業等の重点分野の改革を深化させ、民営企業の発展

の障碍を断固として打破し、内生的動力を増強・発展させなければならない。 

⑧よりハイレベルの対外開放を推進し、対外貿易の安定・外資の安定に力を入れなければな

らない。 

⑨経済発展と環境保護を協同推進し、汚染対策と生態建設を強化しなければならない。 

⑩基本を維持し、最低ラインに責任をもつことを際立たせ、民生をさらに好く保障・改善し

なければならない」。 

 

この部分は、李克強総理の総括講話の概要であり、2019 年政府活動報告の骨子を構成す

るものと考えられる。 
 

６．むすび 
「経済政策をしっかり行うには、党中央の集中・統一的な指導を強化し、①経済政策への党
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の指導能力・水準を高め、党の基本理論・基本路線・基本方略を動揺させないことを堅持し、

②発展を党の執政・興国の第一重要任務とすることを堅持し、③経済建設を中心とすること

を堅持しなければならない。幹部が責任を担い実行することを奨励し、創造的に貫徹実施す

ることを奨励しなければならない。学習と調査研究を強化し、学習と実践の中で考えを探り、

方法を考え、良好な輿論の環境を作り上げなければならない。 
 全党・全国は、習近平同志を核心とする党中央の周囲に緊密に団結し、上下心を一つにし、

困難に立ち向かい、経済社会発展の卓越した成績をもって、中華人民共和国成立 70 周年を

迎えなければならない」。 
 
 ここでも、「党中央の集中・統一的な指導強化」が強調されている。ただし、そのために

経済政策への党の指導能力・水準が向上しなければならないのである。 
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