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報告Ⅰ　中国経済の現状と課題
（日中産学官交流機構特別研究員）田中　修

Ⅰ．はじめに

それでは私の方からはお手元の資料に沿いまし

て，ご説明をしたいと思います。資料の構成です

けれども，まずは足元の中国経済がどうなってい

るかといった点からご説明いたしまして，次に中

国経済を考えるときのキーワード，特に最近習近

平総書記が色々なキーワードを打ち出しています

ので，そのキーワードについてご説明をします。

その次は経済の現状を指導部はどう見ているかと

いういくつかの資料をご紹介しまして，それから

あとは経済政策ですけれども，短期的なここ 1 年

くらいを視野に入れた政策と，向こう 5 年くらい

を視野に入れた政策のポイントをご説明申し上げ

たいと思います。

Ⅱ．9 月及び 1－9 月期の主要経済指標

まず足元の経済ですけれども，成長率は 1 月か

ら 9 月までの段階で6.7％の成長ということで，3 

か月ごとのものも出ておりますが，下の 1 - 3 月

期，4 - 6 月期，7 - 9 月期いずれも6.7％の成長と

いうことで，成長で言いますと，横ばいという格

好になっています。普通ですと，先進国の四半期

ごとの成長率を見るとけっこうジグザグになりま

すが，それに比べて綺麗に6.7％で判を押したよ

うに三つ並んでいるということから，一部ではま

た中国は統計をごまかしているんじゃないかとい

うような声も上がっているわけですけれども，そ

れは，中国の統計の仕方が，欧米なり日本なりと

まったく違う計算方法をしているところからくる

部分が大きいと思っています。というのは 7 - 9 

月期6.7％というとき，日本の 7 - 9 月期がどの時

点から成長しているのかというスタート時点が，

全然違うわけですね。日本や欧米ですと，7 - 9 

月期いくらといった場合には直前の 3 か月と比べ

てどれくらい伸びているか，あるいは下がってい

るか， 3 か月前と比較しております。これは四半

期ごとに言いますと 1 期前ですので，前期比成長

率ということになります。そうしますと，それは 

3 か月分の成長でしかありませんから，大変低い

数字が出てきますので，これでは年間の成長率が

わからなくなってしまうので，4 倍しているわけ

ですね。4 倍して年率換算というかたちで，内閣

府は発表しております。ところが中国の場合，7

- 9 月期の6.7％というのは，直前の 4 - 6月期か

らの数字ではありませんで，1 年前の 7 - 9 月期

と比べてどうなっているかという，前年同期比の

成長率として計算をしています。ですから日本や

欧米の成長率と中国の成長率を四半期で比較する

こと自体がナンセンスです。全然計算方法が違い

ますので，比較対象にならない。先進国は中国の

ような前年同期比の成長率は採用していません。

なぜ採用してないのかといいますと，これだと，

足元の経済が上向いているのか，横ばいなのか，

下に向いているのか，よくわからないんですね。

1 年前と比べてどうだということしかわかりませ

んので，たとえば 1 年前がたまたま経済がものす

ごく過熱していて，その前の 3 か月は割りとそう

でもなかった，今の経済は本当は横ばいだとする

と，去年の経済はぐんと上がっていますので，底

は大変高くなるわけですね。そうすると，成長率

をそこから計算すると，今ほんとうは経済は横ば

いなのに，経済がものすごく落ち込んだような数

字が出てきます。逆に去年の同じ時期にものすご
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済はジグザグの動きをしてるんですね。それをあ

まり皆注目していないのです。前期比というのは

先ほど申し上げたように試算値なので，3 か月ご

とに遡ってころころと変えています。たとえば，

2015年の 1 - 3 期は1.6％になっていますけれど

も，1.3％だったときもありますし，1.4％だった

ときもあり，毎四半期ごとに改定されて今は1.6

％に落ち着いています。そういうふうに 3 か月ご

とに0.1ポイント程度動いてしまいます。それを 4 

倍するわけですから，誤差はもっと大きくなるわ

けです。例えば 7 - 9 月期は前期比1.8％となって

ますけど，3 か月たったら1.7％になる可能性もあ

りますし，1.9％になるかもしれない。それから1.8

％という数字も四捨五入なので，この数字自体が

1.75 - 1.84％のどこかなんですね。それを 4 倍す

るとさらに誤差は広がります。しかも 3 か月ごと

に数値が動くとなると，誤差は非常に大きな幅に

なってしまいます。中国の四半期の成長率という

のは，非常にアバウトな中で動いているというこ

とですから，あんまり絶対的な数値にとらわれな

いほうがいいと思います。ただ前期比で見れば前

の月との動きがわかりますから，良くなっている

のか，悪くなっているのか，横ばいなのか，ある

程度の見当はつくのですから，前期比の数字その

ものはプラプラ動くにしても，トレンドとして前

期比のここ何期かの流れがどうなっているかとい

うのは，たいへん中国の経済の動向を見る場合，

参考になります。

その場合にまたご注意いただきたいのは，中国
の 1 年間の四半期の傾向なんですけど，1 - 3 月
期の傾向が悪くなって，4 - 6 月期，7 - 9 月期で
ぐっと盛り返して，10 - 12月期が少したるんでき
て，1 - 3 月期がまた悪いという傾向が趨勢的に
見られます。これはなぜかといいますと，中国の
予算制度に関係します。日本では 4 月から 3 月が
予算年度になっていて，2 月，3 月に衆参で予算
の審議を行って，3 月末までに参議院が予算を通

く経済が停滞していたとなれば，底は下がってい

ますので，今は本当は横ばいなのに，大変な成長

率が出てくることもありえる。つまり，今経済が

良くなっているのか，悪くなっているのか関係な

しに，1 年前の経済が良かったか，悪かったか，

ということで成長率が決まってきますので，今の

状況がよくわからないわけですね。そこで先進国

は使ってないわけですけれども，ただ前期比でき

ちっと成長率を計算するとなると，統計技術的に

は非常に難しく，中国はまだ自信のある数字が出

せないということで，割りと計算しやすい前年同

期比のほうを採用しているわけです。さすがに先

進国からはこういう変な統計をやめろということ

を言われていますので，参考値，試算として，先

進国並みに計算したらどうなるのかという数字も

同時に発表しております。ただ，これはほとんど

日本で報道されていません。ちゃんとよく見れば，

中国の中国語の発表文の中には注のところに小さ

い字で書いてあるんですが，現地の記者はほとん

どそこは無視して，公式で発表した数字だけを報

道しますので，いつも同じような数字になってし

まう。じゃあ，前期比はどうなるかということな

んですけれども，そこの第 2 パラグラフのところ

に 7 - 9 月期の前期比は，1.8％の成長です。これ

を2016年の四半期で見れば，たとえば2016年の 1

- 3 月期，1.2％ですから，これを年率換算する場

合には 4 倍しなければいけませんから，4 倍する

と，1 - 3 月期というのは，4.8％程度だったと。

中国が発表したのは6.7％なんですけれども，そ

れを先進国のように仮に計算してみると，4.8％

しか成長しておらず，5％も実は達成していなかっ

たということになります。そのあと 4 - 6 月期，

7 - 9 月期は割りと伸びてるんですね，4 倍する

と 7％を超える成長になっています。1 年前を見

ても同じようなもので，1 年前の 1 - 3 月期も1.6

％ですから 4 倍したら6.4％くらいですね。そう

いう意味では，前期比で見た場合では，中国の経
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トも全人代がOKを出さない前に勝手に動き出す
わけにはいかず，特に16年のプロジェクトの停滞
は激しかったわけですので，成長が落ち込むこと
は仕方がないことでもあります。ですから，1 - 3 
月期は新規ものをやらないということで，経済は
いまひとつになり，4 - 6 月期，7 - 9 月期はプロ
ジェクトが立ち上がるので，新規着工の経済効果
が比較的強く表れ，10 - 12月期には新規着工は終
わってますので，やや中だるみになってきて，1
- 3 月期は何もやらないから再び落ちると，こう
いうことの繰り返しが 1 年の中で起こっている，
ということは念頭に置かれたほうがよろしいかと
思います。
あとこの中で注目していただきたいのは，1 次

産業，2 次産業，3 次産業のウエイトなんですけ

れども，3 次産業のウエイトがすでに52.8％に及

んでいます。つまり中国というのは，とかく第 2 

次産業だけで生きている経済だという印象がある

んですけれども，さすがに最近は 3 次産業が勃興

してきていて，3 次産業が占めるウエイトはすで

に 5 割を超えています。ただ先進国になりますと，

これは 7 割を超えているわけですので，そういう

意味では先進国のような産業構造にはまだほど遠

いということではありますが，そうはいっても工

業だけに依存していた従来型の経済からは変わり

つつある。中間点にあるということです。もうひ

とつ，このパラグラフのいちばん最後のところの 

2 行に，成長率を何で稼いでいるのか，消費なの

か投資なのか貿易黒字なのかを内訳で見たものが

ありますが，その消費の貢献が71.0％に及んでい

て，投資は36.8％でしかない，純輸出は「輸出マ

イナス輸入」で，いわゆる外需ですけど，外需は

マイナスに効いています。今輸出が伸びてないわ

けですので，どうしても外需はマイナスになって

しまうわけです。こうして見ると，今の中国とい

うのは，やはり消費で持っていると，つまりこれ

までのイメージは投資ばかりどんどんやって，投

せば 4 月から執行します。もし国会が揉めたり,

突然衆議院が解散してしまって，審議が間に合わ
ないときは，4 月に暫定予算というものを組むわ
けですね。暫定予算が執行された後，本予算を議
会がきちんと承認すると，そこから普通に予算が
執行されるという制度になっていますが，中国は
そうではないんですね。中国の場合は，予算の年
度は 1 月から12月です。全人代の予算審議という
のは，3 月の頭から始まって，中旬くらいのとこ
ろで終わるわけですね。そうすると，会計年度は 

1 月から始まってるのに，予算の審議は 3 月から
行うわけですから，最初の 2 か月は全然国会の承
認なしに予算がどんどん執行されているわけで
す。これは日本だったら，国会軽視ということに
なってしまうわけですが，中国ではそういう制度
が認められている。それではあまりにも全人代を
軽視していることになりますので，全人代が予算
を承認するまでは新規物の大きな予算やプロジェ
クトは執行しない，前年度の予算を踏襲するとい
うのが慣例になっています。3 月のだいたい中旬
に全人代は予算を通しますので，そこから大きな
プロジェクトの認可手続きが始まることになりま
す。4 月になると国家発展・改革委員会が重大プ
ロジェクトの認可を始めて，財政部が予算の配分
をやりはじめる。それが地方までいくのは，中国
の中では時間がかかりますから，本格的に大きな
プロジェクトが立ち上がってくるのは，4 - 6 月
期になるわけですね。当然，そういうことが起こ
れば，経済が上向くわけです。そういうプロジェ
クトの立ち上がり効果は 4 - 6 月期から 7 - 9 月期
まで続きますので，概してそのときは経済がいい。
1 - 3 月期は立ち上がらないので経済が悪いんで
すね。特に16年は，第13次 5 ヵ年計画の最初の年
でしたので，そうすると 5ヵ年計画の政府の要綱
も全人代の承認を得ないといけないわけです。そ
うすると，5ヵ年計画の目玉プロジェクトという
のがあるわけですけれども，その目玉プロジェク
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ども，やはり台風や寒波・風雪の被害にあってし

まえば，生鮮野菜の価格は上がってしまうわけで

す。中国は16年はずいぶん台風が来ました。日本

にも来ましたけれども，よく台風の進路を見ると，

けっこう中国のほうにも行っていましたので，か

なり野菜がやられているわけですね，その分の反

映があります。それから豚肉も数年おきに，暴騰

と暴落を繰り返しています。これは供給構造が安

定していないために，過剰生産と過少生産が繰り

返されるものですから，数年ごとに暴騰と暴落が

起きるんですけれども，足元を見ると豚肉は少し

ずつ前月比で下がってきていますので，これもこ

れからどんどんどんどん上がって，インフレにな

るということではありませんし，生鮮野菜も秋の

収穫期にいよいよ入りますので，そうすると供給

も増えてきますから，おそらくこれも落ち着いて

くるであろうということで，これから猛烈な寒さ

でも来ない限りは，生鮮野菜は落ち着いてくるだ

ろうと，そうすると物価自体もまあまあのところ

で，落ち着く可能性があるということです。です

から少なくとも食品価格の面では，インフレの心

配はありません。

（2）工業生産者出荷価格
それに対して，2 頁を見ていただくと，工業生

産者出荷価格（PPI）というのが出てきます。工
業製品の販売価格なのですが，ここに大きな変化
が現れています。（参考）のところを見ていただ
くと，2015年は大幅なマイナスだったわけですね。
このマイナスの理由としてはふたつ考えられてい
て，ひとつは原油価格の値下がり。原材料価格が
下がれば，製品価格も下がってしまいます。15年
はものすごく原油が値下がりしましたから，それ
がかなり効いている。ただ，15年は原油が下がる
以上にマイナス幅がどんどん拡大していました。
これは何かというと，工業の調子が悪いんじゃな
いのかと。工業製品を作っても売れないから，値

資でもって生きているというイメージが強かった

わけですが，今はそうでもないわけですね。たし

かに投資は規模は大きいけれども，成長率に寄与

するのは，規模ではなくて，それがどれくらい伸

びたか，なので，いま投資は非常に低迷していて

伸びていないわけですから，伸びていないものは，

成長率に寄与しないわけですね。それに対して消

費のほうは，順調に伸びていますので，結局投資・

外需が調子悪い中で消費だけは頑張っているの

で，消費のウエイトが圧倒的になっている。つま

り今の中国というのは，従来のイメージであった

工業・投資中心の成長構造から，サービス産業・

消費中心の経済構造への移行過程にある。アメリ

カのように，圧倒的に 3 次産業と消費が強いとい

う状態ではありませんけれども，その途中にある

ということです。あまり昔のイメージで投資や工

業だけ見て，中国経済の全体像をそのままイメー

ジしてしまうと，誤解が生じる可能性があります。

1．物価
（1）消費者物価
次に個別の指標をざっと見ていただきたいと思

うのですが，それぞれ（参考）ということころを

見ていただくと，月別のトレンドを載せてありま

す。2015年の全体の数字と，1 月からの動きがこ

れでわかるんです。消費者物価はこのペーパーの

提出期限のときには間に合わなかったのですけれ

ども，そのあと10月の消費者物価も出まして，2.1

％の上昇ということで，9 月の1.9％から少し上

がっています。ただこれがインフレになっている

かというとそういうことではありませんで，中国

の消費者物価というのは食品価格が 3 割以上のウ

エイトを占めていますので，食品価格が動揺する

と，すぐに消費者物価が動いてしまいます。とり

わけ食品価格の中でも消費者物価に影響を与える

のは，生鮮野菜の価格とそれから豚肉なんですね。

日本でも野菜がたいへん高騰していていますけれ
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上がっていたので，北京・広州など先ほどの四つ
の都市については購入制限をかけるようになって
いたので，最初に上がった都市は，16年の前半に
前月比では頭打ちになりつつありました。むしろ
第一線級の都市ではなくて，二線，三線級の都市
が今年になってから前月比で上昇を始めたという
傾向だったわけです。このまま第一線都市が落ち
着いて来れば，二線の過熱した都市も段々落ち着
いてきて，住宅市場は大丈夫かなと，いうように
見られたわけですけれども，8 月にまた急に価格
が上がり始めて，これでちょっと騒ぎになったん
ですね。これは，金融がやや緩和されて，緩和さ
れたお金が住宅市場に流れ込んだからではないか
と言われています。ただ中国は，毎年 9 月と10月
に不動産取引が集中しますので，そのときは価格
が上がりやすいわけですね。8 月から価格が上が
り始めていると，9 月，10 月にものすごく過熱す
る可能性があるということで，当局も非常に心配
し，20を超える都市で，再び住宅購入の制限策が
打ち出されたわけです。その結果として，住宅価
格の前月比で見ていただくと，上昇都市が 8 月は
64だったのが，9 月は63に落ちています。どんど
ん数が増えていったのが，またちょっと頭打ちに
なって来てますので，10月はまだ統計が出てない
わけですが，少なくとも上旬は取引が激減してい
たと言われていますので，うまく 9 月・10月で住
宅バブルの再燃を抑え込んでいれば，住宅市場は
一段落するであろうと思われます。10月の統計を
見て，最終的に判断することとなります。ただ住
宅価格が上がったことの反映として，不動産投資
がだんだん復活しているのと，一線都市の住宅の
在庫が急速に減少しているんですね。あとで申し
上げますけれども，サプライサイド構造改革のな
かに住宅在庫の解消があり，結果的にはこれが進
んでいるということで，皮肉なことも起こってい
ます。

下げした結果として下がっている部分と，原油価
格の下がった部分が相乗効果になって，大きなマ
イナスになっているのではないかと懸念されてい
たわけです。ですから単にPPIというのは，原材
料価格の動向だけではなく，工業の調子がいいか
悪いかを計る指標としても使用されておりまし
た。ただ16年に入って見ていただくと，マイナス
幅が急速に縮小していっていることがわかるわけ
です。そして 9 月になりますと，ついにマイナス
からプラスに転じるということになりました。
延々とマイナスが続いておりましたので，これは
本当に54か月ぶりのマイナスからプラスへの転換
だったんですね。10月は1.2％と，さらにプラス
が拡大しております。これは，原油の下げ止まり
も背景にあるんですけれど，原油がいま急に上
がったわけではないですから，原油の下げ止まり
以外に何かもう一つ原因があるんだろうと。つま
り工業が，15年ほどひどくはないということを暗
示しているように見られるわけです。

（3）住宅価格
それから住宅価格ですが，3 頁になりますけれ

ども，1 月から 6 月くらいまでは，ちょっと頭打
ち感があったんですね。もともと住宅価格につい
ては，2009年から猛烈に上がり始めて，ときの総
理の温家宝が厳しい住宅価格の抑制策を打ち出
し，次の李克強総理も購入制限を厳しくやったの
で，一時期住宅価格がものすごく下がり始めて，
住宅バブルの崩壊かと，大騒ぎになったことがあ
ります。2014年の前半くらいまでは，相当悪かっ
たんですね，ところが2014年の後半になりますと，
住宅価格が北京とか上海，広州，深圳あたりを中
心に，また上がり始めます。その傾向が2015年も
続いていましたが，ただ前月比で上がっていくの
で，前年同期比で見るとまだまだだったんですが，
それが16年に入って，前年同月比でもプラスの都
市がどんどん増えました。ただ，あまり毎月毎月
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ので，毎月毎月ではありません。15年は10％となっ

ていて，ピークのときには30％を超えていました

ので，これ自体相当落ち込んでいたわけですが，

今年に入って後，途中から累計で 1 桁に落ち込ん

でしまったわけですね。今も 1 桁ですけども，ど

んどん落ちているかというと，1 - 8 月期8.1％増，

1 - 9 月期8.2％増ですので，若干下げ止まってい

るように見えます。その中で支えているのは，（参

考）のちょっと上のパラグラフ，インフラ投資，

いわゆる公共事業が19.4％増になっています。こ

れまでは中国の投資といえば，不動産投資が中心

だったわけですけれど，それが調子悪くなった分，

政府が一所懸命公共事業をやって支えていた。そ

の結果，投資が下げ止まっていた部分があるわけ

です。

（2）不動産開発投資
それから不動産開発投資を見ていただくと，15

年は 1％増だったわけですね，ピークは 3 割超え

ていましたので，大変な落ち込みになっていたわ

けですが，見ていただくと，いったん盛り返して，

それからまたちょっと下がって，また盛り返して

いると。どんどん悪くなっているわけじゃないん

ですね。これは先ほど申し上げたように，住宅価

格は，二線，三線都市で上がっているわけですの

で，そういう部分は不動産投資を持ち上げている

わけです。ただ，いちばん上の第一線都市が頭打

ちになっていますので，猛烈な勢いで上がってい

るというわけではないんですけれども，ただどん

どん下がり続けるという状況には一応歯止めがか

かっている。その典型的な例が 4 頁いちばん最後

の行で，販売面積が26.9％も伸びている。それか

ら 5 頁の 3 行目で販売額も41.3％も伸びているわ

けですね。明らかに住宅市場が去年よりも活性化

しているということですので，これが不動産の開

発投資にも及んでいるわけです。ただ先ほども申

し上げたように，9 月・10月にある程度住宅価格

2．工業
工業ですけれども，工業は（参考）にあります

ように 1 月から 9 月まで，だいたい 6％ちょっと

ぐらいのところを行ったり来たりしているジグザ

グ状態ですが，ただ，自動車を見ていただくと，

31.5％増，うち乗用車が29.9％増，SUVが51.5％増，

新エネルギー車66.7％増というふうに自動車は好

調なんですね。8 月と比べても，9 月は好調になっ

ています。これは去年の10月から，自動車購入に

ついて税制優遇策を打ち出していて，それが，比

較的排出量の低い自動車に対する需要に効いてい

る。あとは，この税制優遇がもうすぐ切れますの

で，それを延長するのか，やめるのか，それによっ

て自動車需要が変化していくことになります。今

検討中と聞いています。

3．消費
それから消費ですけれども，消費は 4 頁をご覧

いただくと，ほぼ10％強ということで安定してお

ります。ほとんど動いておりません。自動車の伸

びが13.1％ということですが，もうひとつ注目し

ていただきたいのは，投資の上のところにある 2 

行目，全国インターネット商品・サービス小売額，

いわゆるEコマースといわれていますが，これが

26.1％増とかなり伸びています。これは比較的若

い世代が使っているわけですけれども，これが非

常に順調・底堅く，消費を支えていると言われて

います。11月11日は「独身の日」なわけですね。

中国ではそのときに独身の若者がインターネット

でモノを買うと優遇があるようで，去年も若者は

朝から晩までインターネットで買い続けていまし

た。若者の中に，そういう結構底堅い消費需要が

あるので，これがある程度消費を支えています。

4．投資
（1）年固定資産投資
投資ですけれども，投資は都市の投資の累計な
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入のマイナスがだんだん縮小する傾向がありま

す。内需の回復とか，原油価格が下げ止まってい

るとか，いろんな原因があると思いますけれども，

輸入の方のマイナス幅は縮小して，あいかわらず

輸出は大きなマイナスですので，そうすると貿易

黒字が減ってしまうわけですから，外需が成長率

に対して非常にマイナスに効いてくる可能性があ

ります。内需はそこそこいっているんですけれど

も，外需の弱さというのが，中国の成長率をあま

り上げない要因の一つということになるわけで

す。

（2）外資利用
6 頁を見ていただきますと，外資利用，1 - 9 月

期で見ていただきますと，4.2％増，去年は6.4％

増ですから，やはり若干外資が伸び悩んでいると

いうことが分かります。日本の対中投資も一時期

は相当悪かったんですが，マイナス幅が少しずつ

縮小しているというふうに言われています。

（3）外貨準備
それから外貨準備ですけれども，外貨準備も

10月は 3 兆1206.55億ドル，9 月に比べると457.27

億ドルの減少ということで，少しずつ減ってきて

います。ただ，15年は大幅に減って大変だという

ことでしたが，16年は増えるときもあれば，減る

ときもある。ここのところちょっと減っているん

ですけれども，これは元安が加速しているので，

今あんまり元を安くすると，トランプ新政権が激

怒して，どんなアメリカの報復が待っているかわ

からないということですから，急速な元安を避け

なければならない。そのためには外貨準備のドル

を売って，元が下がり過ぎないように買って調整

しないといけないので，どうしても外貨準備は少

し減ってしまう。それからやっぱりアメリカ経済

が調子いいですから，ほっとくとドル高傾向にな

る。今度トランプが勝利したのでどうなるかわか

が頭打ちになってくれば，これは不動産投資に今

後影響してきますけれども，少し時間差がありま

すので，16年いっぱいは不動産投資の持ち直し傾

向が続くのではないかと見られています。

（3）民間固定資産投資
いちばん懸念されたのは民間固定投資です。民

間設備投資が非常に悪い。15年は10％増。全体が

悪い中で，民間が支えてたわけですけれども，今

年に入ってぐんぐん落ちて行って，2.1％までき

ていたわけです。このため，李克強総理もしょっ

ちゅう会議を開いて，なぜこんなに民間投資が伸

びないのか，調査団を各地に派遣していたわけで

すけれども，1 - 9 月期は2.5％増ということで少

し持ち直しました。先ほどの工業が多少上向いた

のと連動したものかもしれません。もうすぐ 1 -

10月期が出てきますので，そこでだいたい下げ

止まり感が出てくれば，全体の投資の落ち込みと

いうのもそろそろ終息する可能性がある。そんな

にいま投資熱はありませんので，ぐっと上がるこ

とはありませんが，下げ止まるという意味で，経

済全体の足を引っ張ることがなくなってくる可能

性があるということです。

5．対外経済
（1）輸出入
それから対外経済，外需です。輸出はずっとマ

イナスが続いているわけですが，これも10月の数

字が出まして，輸出はマイナス 3％でした。輸入

の方は，10月はマイナス1.4％。輸出は依然マイ

ナスなんですね。15年は，輸出がマイナス2.8％，

輸入がマイナス14.1％というふうに，輸出もダメ

だけれども輸入はもっとダメだったわけですね。

ただ輸出の減りよりも輸入の減りが激しければ貿

易黒字が出てしまいますから，そんなに成長率の

足を引っ張らなかったわけですが，16年は輸出の

ほうのマイナスは続いているんですけれども，輸
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残高に影響してまいります。中央銀行が現在残高
管理をやっていますので，残高ベースの伸びは今
のところ沈静化しています。

7．財政
財政は，8 頁を見ていただくと，収入の伸びが 

1 桁，しかも 1 桁といっても，1.7％と非常に小

さくなっています。これは成長が減速していると

いうこともあるんですけれど，6 月からの落ち込

みが激しいということがわかります。これは何か

というと，5 月にサービス産業に対して，これま

でかかっていた営業税を廃止して，増値税に転換

したわけです。そのときに，かなり税率を緩和し

ていますので，そこでだいたい5000億元の減税が

行われました。その減税効果がかなり効いていて，

6 月以降の財政収入がたいへん落ち込んでいる。

ですから，すべて景気が悪いからということでは

なくて，サービス産業に対する景気刺激策の影響

があるということです。それから（8）の上の 2 

行ですけれども，地方政府基金収入というものが

ありますが，この基金というのは，日本でいえば

特別会計のことです，これが11.9％と割りと伸び

ている。そのなかの大半が国有地の使用権の譲渡

収入なんですね。これが14％とかなり高い伸びを

示しています。これが15年はマイナスだったんで

すね。不動産投資が悪いときは，国有地使用権を

譲渡しても売れませんし，売ってもものすごく値

引きされてしまいますので，収入にならないわけ

です。ところが16年は，先ほど申し上げたように，

全体的に不動産市場が回復していますので，収入

が急増しています。これが増えることは地方政府

にとってみれば，借金を返す財源が増えるという

ことです。15年に比べると，土地使用権の譲渡収

入が伸びましたのと，さらには地方債の発行が認

められていますから，地方債を発行して低利で借

り換えることも可能になっていますので，地方政

府の債務圧力が緩和されていると見られます。

りませんが，少なくともそれまではドル高傾向で

した。外貨準備は，ドルだけではありません。円

もあれば，ポンドもユーロもありますが，ドルレ

ートが他の通貨に比べて調子がいいということに

なると，外貨準備はドルで計算しますので，他の

準備通貨のドル価格は目減りするわけですね。そ

の目減り分と介入分があわさって，外貨準備が

ちょっと減り気味になっています。

6．金融
それからあとは金融ですけれども，7 頁を見て

いただくと， M2がマネーサプライの基本的な数
字ですけれども，7 月から 8 月にかけてちょっと
上がっています。これが，不動産市場を刺激した
のではないかというふうに言われているわけで
す。今ちょっと金融政策を調整しているわけです
が，それが今後どうなるのか。それから（参考）
の下のところに社会資金調達規模残高があるんで
すけれども，これは何かというと，お金をどんな
ルートで調達したかというものの内訳です。この
構成比というところを見ていただくと，実体経済
への人民元貸出残高，これは銀行を経由した資金
調達のことです。その下に委託貸付と信託貸付が
ありますけれども，これが中央銀行に言わせると，
シャドーバンキングの構成要素ではないかとされ
ています。そうすると，この人民元貸出残高，銀
行ルートのウエイトがどんどん減っていって，委
託貸付と信託貸付がどんどん増えていくというこ
とになると，シャドーバンキングが急拡大してい
るということになりますし，そこのウエイトが安
定しているとシャドーバンキングが沈静化してい
るということになります。そういう意味では銀行
ルートの方はそんなに目減りしていませんので，
いま中国でシャドーバンキングが急拡大するとい
う局面ではない。フローのほうを見ていただくと，
若干銀行は減って，それに比べて委託貸付，信託
貸付が増えていますけれども，この傾向が続けば，
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作っている途中ですので，正式な統計として採用

されておりませんが，ただそれがこれまで 5％強

だったのが，5％を切ったと言われています。農

村戸籍を入れても雇用情勢は改善されている。有

効求人倍率も1.10ということですので，雇用はか

なり良いわけです。ですからたしかに重厚長大産

業の調子が悪いということもあるわけですけれど

も，先ほど申し上げたように，3 次産業がかなり

伸びてきております。3 次産業は，労働集約的な

産業が多いですから，2 次産業の不振の部分を 3 

次産業が雇用面で相当カバーしているのではない

かと考えられるわけです。逆に言えば，日本があ

れだけ，中国が減速，崩壊と大騒ぎしていますの

に，当の中国はさっぱり大きな景気対策を打たな

いわけですけれども，なぜ打たないかというと，

雇用が安定しているから打つ必要がないというの

が，今の指導部の判断だからです。逆に雇用が悪

化してしまったら，大騒ぎになって，大型景気対

策ということになるかと思いますが，雇用指標が

悪化していませんので，日本のように大型補正を

組むというような景気対策を打っていないという

ことです。

10．所得
所得につきましては，都市の方は，5.7％増，

農民の方は6.5％増ということで，平均的に見る

と農民の方が上回っています。その結果として 9 

頁の下から 4 行目を見ていただくと，都市・農村

格差は2.82対 1 となっています。これが江沢民時

代は3.33対 1 までになっていましたので，だいぶ

差が縮まってきている。これは胡錦濤時代に，農

民に減税とか，補助金の増額とか，農産物の買い

入れ価格の引き上げとか，農民工の賃金の引き上

げとか，いろんな手を使って，相当都市・農村格

差の問題にテコ入れし，農民の所得を増やしまし

た。それが効いていて，都市・農村格差が若干で

はありますが，改善されている。ただ，これは平

8．社会電力使用量
社会電力使用量ですが，これも 1 - 9 月で見て

いただくと，全部の産業でプラスになっていて，

最近は，3 次産業とか庶民一般用も伸びがすごく

高いんですね。たとえば 9 月は一般用は24.9％も

伸びています。今電力というのは，必ずしも産業

だけではなくて，クーラーの使用とかもあります

から，夏が猛烈に暑ければ，クーラーの使用量も

増えて，電力使用量も増えてしまうわけです。日

本では，全部ごちゃまぜにした電力使用量で報道

されていますけれど，1 次，2 次，3 次と一般用

と分けて考えないと，経済を見る時に，たまたま

暑くなったからクーラー使用が増えたのを，経済

が良くなったと勘違いしてしまうことになりま

す。やはり 2 次産業はどうだったか，3 次産業は

どうだったかというのをよく見ておく必要があり

ます。2 次産業は15年はマイナスだったんですけ

れど，16年は少ないながらもプラスになっていま

すので，工業が若干持ち直しているのではないか

と見られるわけです。

9．雇用
雇用ですが，雇用指標は，李克強が最も重視し

ている指標です。16年の目標は，年間1000万人新

しい雇用を増やすということでしたが，9 月で

1067万人ということで前倒しで達成してしまっ

た。それから失業率が4.5％以内に抑えるという

ことだけれども，4.04％でおさまっている。ただ

中国の失業率というのは都市戸籍の人口だけで計

算していますので，出稼ぎ農民いわゆる農民工は

統計に入っていません。ですから景気が悪くなっ

て出稼ぎ農民がクビになっても，失業率が全く動

かないわけです。これは雇用の実態を反映してな

いんじゃないかということで，下の方に調査失業

率というのがありますけれど，都市戸籍と農村戸

籍両方合わせた失業率計算もしています。これは
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まっていて，消費は堅調である。外需がちょっと
まずい，所得は伸び悩んでいるということで，プ
ラス材料，マイナス材料がこもごもとなっていま
す。中国経済は，アルファベットでいうとL字型
だとよく言われているわけですね。ずっと下がっ
ていて，下げ止まったんだけど，上がらずに横に
だらだらと続いているという状態，L字型と言っ
ているわけです。これまでは，中国経済というの
はちょっと刺激するとぐっと上がるという，V字，
U字型回復が多かったわけですけれど，そもそも
景気対策をやってませんし，しかも構造改革とか
構造調整をやればこれは絶対成長にはマイナスに
なりますので，経済が急激に上向くってことはあ
り得ないわけですね。しかし，どんどん下がって
いる状態かといえば，今見てもわかるように下げ
止まりの要素もあって，崩落していくのでもない。
L字型でだらだらと同じような成長が続いていっ
て，ただ潜在成長率が下がればはもう少し下がっ
ていくという微減くらいな程度で動いているとい
うのが中国経済の現状です。

Ⅱ．経済の新常態

そのなかで指導部は経済についてどういうキー

ワードを打ち出しているかというのが10頁からで

すが，ひとつは「新常態」ですね。これは習近平

総書記が2014年の 5 月から言い始めて，それが同

年の12月には党の正式な見解ということになって

います。「新常態」というのは「ニューノーマル」

という英語の中国語訳なんですけれども，アメリ

カで言われているニューノーマルとは全然意味が

違って，中国では独特な使い方をしています。そ

の具体的中身は四つの転換です。一つが高速成長

から中高速成長，日本語で言えば，高成長から中

成長ということです。2 番目が，これまではとに

かく経済の規模を大きくする。成長率の高さを自

慢するということだったわけですけれども，そう

ではなくて，質，効率，中身が大事だと。3 番目が，

均的農民と平均的都市住民でありますから，都市

の立派なマンションに住んで，外車を何台も買っ

ている人と，貧困農民とでは，けた違いの差とい

うことになるわけです。そういう意味では，依然

問題が解消されているとは言い難いところがあり

ますけれども，平均的な格差は縮まっています。

もうひとつ気になるのは，9 頁の上から 4 行目
なんですけれども，都市と農村を全部ならした国
民 1 人当たりの所得が6.3％増となっていますが，
経済の成長率は6.7％増ですから，成長率より低
いわけですね。15年までは平均的な所得の伸びは，
成長率よりも高かったわけですが，16年は成長を
割り込んでいる。しかも成長率との格差が0.4ポ
イントですが，前はもうちょっと小さかったんで
すね。四半期ごとに差が開いてきていて，これは
要注意だと思っています。つまりこのまま差が開
いていくということは，労働分配率が下がってき
ている可能性があります。もともと中国は消費が
ダメで投資ばかりに頼っていましたが，消費が伸
びないというのは，高度成長期に労働分配率が下
がってしまって，成長の果実を国民ひとりひとり
が受け取っていないから消費が伸びないんだ，と
言われていたわけです。そこで去年までは，でき
るだけ所得の伸びが成長率を上回るように，努力
していました。その結果最低賃金が猛烈に引き上
げられていたのですけれども，16年その政策が見
直されているんですね。賃金を野放図に上げると
いう政策に対して，ブレーキがかかってきていま
す。この背景はあとで説明いたしますが，16年は
所得の伸びが15年ほど速くない。しかしあまりに
乖離が拡大していくと，労働分配率が下がってき
ますので，そうすると消費にやがてボディーブロ
ーのように効いてくるということになりますか
ら，格差があまり開いていることは望ましくない
と思っています。省エネはまあまあ進んでいます。
これが足元の状況で，見ていただくと，一進一

退です。民間投資や不動産投資はまあまあ下げ止
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PM2.5に始まり，水質汚染，土壌汚染がすさまじ
いわけですので，これをほっとけばいずれ成長は
止まってしまいます。したがって，グリーンな発
展というのが 3 番目。4 番目ですが，開放による
発展。これまでは開放といいますと外資をどんど
ん入れていくというタイプのものでしたが，それ
だけでなくて，中国企業も出ていく。あるいは国
際的な経済の枠組みの中に中国も参加して，発言
権を強めていくという意味の開放も含まれていま
す。5 番目が共に享受。これは鄧小平流に言うと
共同富裕ということで，これまでは先富論で先に
豊かになっていたり，先に発展する地域があって
も結構ということだったんですけど，それだけ
じゃなくて，取り残された部分をどうするのか。
全国民，全地域がそこそこ発展の成果を享受しな
いとダメじゃないか。社会主義なのに，アメリカ
よりも格差が拡大してしまってはならないわけ
で，やはりそこは社会主義の本来の理念に基づか
なければいけない。以上が 5 大発展理念です。習
近平総書記は，なにか新しい指導思想を今つくっ
ている最中で，5 大発展理念はそのおそらく有力
な材料であろう。これまでも一指導者一指導思想
があって，毛沢東だと毛沢東思想，鄧小平だと鄧
小平理論，江沢民だと「三つの代表」重要思想，
胡錦濤だと科学的発展観と，どんどんつなげて
いったわけです。そうすると，そろそろ習近平総
書記もⅠ期が終わるわけで，無事に再選されたと
すれば，党規約に自分の指導思想を入れないとい
けないというわけですので，そろそろそういうも
のを作り始めている。たぶんこれは生成過程だと
思います。胡錦濤前総書記の科学的発展観も「五
つの統一的企画」という，五つのメニューが出て，
それが精緻化して科学的発展観になっていったの
で，この 5 大発展理念も重要な材料だと思います
が，まだ完成しているわけではない。再選されて
からより精緻化していくことになるかと思いま
す。

これまでは生産拡大，設備をどんどん増やすとい

うことをやっていたわけですけれども，これから

は生産は減少する，設備は廃棄するという構造調

整が必要になってくる。4 番目が，これまでは安

い労働力を大量投入して，安い製品を大量に作っ

て売るということでしたが，賃金が上がってし

まっていますので，それは無理と。そうすると，

生産性を上げていかないと，国際競争力を失って

しまうことになりますから，これから生産性の向

上が大変大きな課題となっています。そういう四

つの転換が進行しているし，こういう方向にもっ

ていかなければいけないというのが経済の新常態

ということになります。つまり昔とは違うんだ，

高成長は終わったんだということを，みんなとに

かく認識せよと，習近平総書記は繰り返し党の演

説で訴えているわけです。そいうふうに経済が中

成長となり，高成長は復活しないという話になる

と，発展の考え方も変えないといけない。これま

では行け行けどんどんで行っていたわけですが，

もはやそれではダメなわけですから。

Ⅲ．5 大発展理念

そこで習近平は去年の秋に，5 大発展理念とい
うのを打ち出したわけです。ひとつがイノベーシ
ョンによる発展。賃金が上がっているわけですか
ら，イノベーションで生産性を上げていって，高
品質のものを売り出していかなければ，国際的に
敗退してしまいますので，イノベーションが第一
である。2 番目が協調ということで，胡錦濤前総
書記も言っていたことですが，バランスのとれた
発展，都市と農村のバランスのとれた発展，ある
いは経済と社会のバランスのとれた発展，地域で
いいますと，昔は東部，中部，西部でしたけれど
も，最近東北が非常に悪いので，東北を含めた四
つの地域のバランスをどうとっていくのか，こう
いうバランスのとれた協調ある発展ということが 

2 番目です。3 番目がグリーン，環境問題。 
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弱部分の補強。これにはいろんなものが入ってい

ます。貧困・教育・都市のインフラ不足とか，色々

な弱い部分を補強する。5 番目が金融のリスク解

消です。これまでは地方政府の債務が大変な問題

でしたけれども，先ほど申し上げたように，借換

地方債の発行や土地使用権譲渡の収入がある程度

入って，債務が償還できるようになりましたので，

それよりも企業の債務なんですね。先ほどの「ゾ

ンビ企業」と呼ばれているような，過剰設備を抱

えている企業の財務状況が苦しくなっており，こ

れをどうするかというのが大きな課題になってい

ます。

以上が，今の中国の三つのキーワード，「新常態」

と「5 大発展理念」と「サプライサイド構造改革」，

この組み合わせで，中国の指導部が経済政策を動

かしていくことになるのです。

Ⅴ．2016年政府活動報告のポイント

1．2015年の回顧

では，短期政策はどうなっているかというと，

14頁を見ていただくと，まずマクロについては，

区間コントロール，方向を定めたコントロール，

タイミングを見計らったコントロール，というも

のがあります。「区間コントロール」は，李克強

総理がずいぶん強調しているのですけれども，雇

用を何より重視する。雇用指標を下げないように

して，他方でインフレを起こさないようにする。

この二つの指標がちゃんとクリアされていれば，

多少成長率が下がっても気にしないという考え方

です。雇用さえ安定しているんだったら，むしろ

成長率を高くするよりも，構造改革・構造調整を

全力でやる。それから「方向を定めたコントロー

ル」というのは，バラマキをしないことですね。

これまでは何でもかんでもバラマキだったわけで

すが，そうではなくて対象をしぼって，例えば弱

い部分，農業，農村，農民とか，中小・零細企業

とか，都市インフラとか，そういうこところに資

Ⅳ．サプライサイド構造改革

あとは，サプライサイド構造改革，これもおそ

らく指導理念の構成要素でしょう。先ほどのは発

展理念ですけど，じゃあ改革はどうなっているの

か，構造改革・構造調整の話は全然出てこない

じゃないかと。普通は「改革開放による発展」と

か言うはずですけれども，この 5 大発展理念には

改革はないですから，改革はやらないのか，とい

うことになりますので，習近平総書記は2015年の

11月に，サプライサイド構造改革というのを補

完的に言い始めたわけですね。10月は 5 大発展理

念といったんですけれども，それを補う形で，サ

プライサイド構造改革を推進しますよ，というこ

とを言いました。これもまた精緻化されて，最初

は 4 項目でしたけれども，それが12月には 5 項目

になっています。この 5 項目のひとつが，まずは

過剰生産能力の解消ということで，特に鉄鋼とか

石炭を中心に，ゾンビ企業を淘汰して，生産能力・

設備を整理していく。それから12頁ですけれど，

企業のコスト引下げ。この中にいろんなものがあ

るわけですね，制度的な費用徴収とか，税金それ

から資金調達のコストとか，エネルギー使用コス

トなどがありますが，コストの中には人件費も

入っているわけですね。企業があまりコスト負担

が重いと，余裕資金がなくなるので，研究開発経

費を投入できない。そうするとイノベーションが

進まない。ですから，やはり企業が設備を更新し

て，研究開発に経費を投ずるためにはコストを下

げないといけない。その中に人件費も入ってきて

いるわけです。こうなると，これまでのように最

低賃金の引上げを20％もやることはできにくく，

労働生産性とのバランスをとらないといけなくな

ります。3 番目が住宅在庫を解消していくこと。

都市にはまともな住宅に住んでない人も多いの

で，こういう人に住宅在庫を提供していくという

かたちで解消を考えています。13頁の 4 番目が脆
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財政赤字の対GDP比率は，2.4％でしたけれども，
2016年度は3.0％に拡大する。財政で下支えをし
ていくということです。その主たるものは，先ほ
どのサービス業の減税です。減税をすれば，税収
は減ってしまいますので，その穴埋めとして，赤
字国債を発行するというかたちで埋めていく。バ
ラマキではないということです。それから17頁に
金融政策がありますが，金融政策は穏健というこ
とで，あまり緩めると住宅バブルが再燃してしま
いますし，きつめにすると株価が下落してしまい
ますから，やはり金融はできるだけ穏当にやや緩
めくらいのところで保っていくということです。

Ⅵ．Ｂ20における習近平演説

それから19頁以降はですね，最近の指導部の演

説を二つ，ピックアップしておきました。これは

読んでいただければ，というふうに思うんですけ

れども，この19頁のB20というのは，杭州のG20

の直前に開かれたもので，企業・ビジネス関係者

向けに，習近平が国家主席として中国経済を語っ

たものです。習近平国家主席が細かく経済を語る

ことは珍しいことで，彼は理念は語るのですが，

あまり細かい政策は語らないんですけれども，こ

こでは中国が今，歴史的な新起点にあるというこ

とで，かなり長い演説をしているわけですね。こ

れは注目すべきだと私は思っています，特にゴシ

ックのところですけれども，改革の全面深化，

20頁に行くとイノベーション，それからグリー

ン発展， 21頁に行くと，ともに成果を享受してい

く，対外開放とかですね，ずっとこう長々と重要

政策を説明していて，22頁の最後のほうのゴシッ

クで，中国は世界の秩序に挑戦しているわけでは

ない，ウインウインで行くんだ，としきりに強調

しているわけです。こういうことを習近平国家主

席自身が長々と語るというのは，珍しいことです

が，意外と日本の報道では，B20の演説はまった

く注目されませんでした。本資料に再掲いたしま

金をまわす。3 番目の「タイミングを見計らった

コントロール」というのは，2015年はずいぶん株

式市場とか国際金融市場が動揺しましたけれど

も，そういうときは対応が遅れると混乱が拡大し

ますので，素早くタイミングよく調整する。この

三つのコントロールは，李克強総理のオリジナル

で，彼が繰り返し言っているものです。

2 番目の（2）のところは，彼が全人代で中国

の経済社会がこんなに問題があるんだと述べた部

分で，これを見ていただくと，ゴシックの部分が

彼が実際に発言した部分です。やはり輸出が悪い。

それから 2 番目が投資が良くない。設備過剰で

あって，企業経営が苦しい。3 番目が15頁ですけ

れども，財政が苦しくなっていて，株式市場がう

まくいってない，金融のリスクがある。4 番目が，

医療，教育，養老，食品・薬品の安全，所得分配，

都市，環境の方面で非常に大きな問題がある。5 

番目が，大事故が頻発している。6 番目が役人が

さぼるか腐敗しているということで，これはもう

総理自身が中国がこんな状態なのだと言っている

わけです。この問題を解決できなければ，中国は

「中所得国の罠」に陥って，中成長どころか，ゼロ・

マイナス成長に陥ってしまうおそれがあるという

ことを彼は非常に懸念していて，この問題の解決

を訴えているわけです。

2．2016年の総体的手配
今年の目標としては，成長率は15頁にあります

が，6.5％から 7％の間。幅をもたせて，あまり固
定しない。成長率目標を一つの数字に固定してし
まうと，四半期の成長率が少しでも割り込んだり
すると大騒ぎになってしまいますので，ある程度
幅を持たせる。16頁ですが，インフレは 3％以内。
雇用は先ほど申し上げたように1000万人以上，失
業率4.5％以内。これを見ながら経済を運営して
いるわけです。そういうなかで財政政策は，割り
と強めに運営し，財政赤字を増やす。2015年度の
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倍増できないんですね。党の方針で決まっている

ものですから，平均6.5％を稼がないといけない。

そこで6.5％が，最低ラインということになって

いるわけです。それから27頁もやっぱりイノベー

ションなんですね，今度こそはR＆Dの比率を上

げないとダメだと。3 番目が新しい都市化。これ

は「三つの 1 億人」と言われていて，ひとつは都

市にいる農業戸籍の人でちゃんとした仕事・住居

をもつ 1 億人を都市戸籍に転換する。そして，ちゃ

んとした社会保障や住宅保障を与える。もうひと

つの 1 億人というのは，都市とかの劣悪なバラッ

クに住んでいる 1 億人にまともな住宅を与える。

三つ目の 1 億人は，農村にまだ余っている 1 億人

を近場の都市に移す。これが三つの 1 億人政策で，

これが都市政策の柱になっています。28頁，グリ

ーン・環境問題。5 番目が改革開放，6 番目が国

民の福祉の引き上げですね。

新しく入ってきた目標としては，例えば（2）

の労働生産性目標というのは昔なかったんです

ね。これが新しく入りました。それから（12）で

すけど，農村の貧困人口5575万人をゼロにする，

これはひとつの目玉になっています。いちばん底

辺の階層がなくなるということで，最大の目標に

しているんですね。29頁（3）の都市化率でも，

住んでいる人の割合を増やすだけでなく，農村戸

籍から都市戸籍に転換して，都市戸籍人口を増や

すということで，都市戸籍の人口についても新し

く目標を入れました。これが戸籍転換目標になる

わけです。それから30頁ですけれども，資源・環

境については，全部拘束性となっています。拘束

性というのは絶対やらないといけない。失敗する

とペナルティがあり，出世もおぼつかなくなると

いう厳しい目標ですが，それが資源・環境のとこ

ろにずらっと並んでいるので，グリーンな発展と

いうのを中国はかなり深刻に考えている。

今回の 5ヵ年計画というのは，中国の構造転換，

構造調整の 5ヵ年，2020年に向けた大きな 5ヵ年

したので，ご興味があれば，あとで読んでいただ

ければと思います。

Ⅶ．「中国−ポルトガル語圏国家経済貿易協
力フォーラム」での李克強演説

もうひとつ，23頁にポルトガル語圏国家と会議

をやった時に李克強総理が第 3 四半期の経済につ

いてかなり詳しくしゃべったんですけれども，こ

れもほとんど報道されませんでした。ここで，9

月になって，いろいろと少しずつ経済に改善の兆

しが出ていることと，やはりレバレッジ率でいち

ばん大変なのは，地方政府ではなく，非金融企業

なのだということを彼は言っているわけですね。

そして24頁のゴシックですけれども，それは徐々

に解消するしかない。急に下げることはできない。

それはなぜかというと，ゾンビ企業を淘汰するわ

けですから，レバレッジ率をぐっと下げるという

こととは矛盾するわけです。厳しい構造調整をす

れば，レバレッジ率は上がってきます。ですから

そういう意味で，徐々にやっていくしかないとい

うことを言っているわけです。

Ⅷ．第13次5ヵ年計画要綱のポイント

最後に 5ヵ年計画ですが，これは表のところを

見ていただくと，まず成果のほうで，25頁の表に，

ひとつだけ達成し損なっているものがあるんです

ね。これは何かというと，6 番目のR＆Dのとこ

ろです。そこだけ達成できてない。つまりそれだ

け中国ではイノベーションが難しいということな

んですね。イノベーション，イノベーションと指

導者が何で言っているかというと，なかなか達成

できないから言っているわけです。そして26頁，

27頁，李克強総理が 5ヵ年計画のつぼだと全人代

で説明している項目でいうと，まずひとつは経済

は中成長を維持しながら，産業を高度化していく

こと。成長率はなんとか6.5％をキープしたい。6.5

％をキープしないと，2020年のGDPを2010年から
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ですので，これがうまくいって，目標をきちんと

達成できて，サプライサイド構造改革ができるの

かどうかというところが，今後の中国が「中所得

国の罠」に陥らずに，安定した中成長ができるか

どうかの大きな要となります。そういう意味で，

この 5 年間の動きというのはきわめて注目すべき 

5 年間だと思っています。だいたい時間になりま

したので，私からのお話は以上とさせていただき

ます。どうもありがとうございました。（拍手）
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大学生・大学院生 300円 20円
留学生 無料 20円

●利用方法：
書庫は閉架式をとっています。館内備付けの
カード目録またはCiNii Books（http://ci.nii.
ac.jp/books/）にて請求記号をお調べください。
係員が書庫より資料をお持ちします。なお，
館外への貸出しは行っていません。
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中国研究所

丸ノ内線新大塚駅下車   徒歩7分　  有楽町線東池袋駅下車   徒歩10分

中国研究所図書館利用案内


