政策的余裕のある中国経済
――中国経済の現状分析と将来展望――
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中国経済について、
「中国

内外需に不安定要因」「中国経済はトリレンマ（インフレ、

成長失速、不良債務急増）をしのげるか」「物価高、輸出減に苦慮」
「中国 薄氷経済運営
今年は安全重視 減速なら社会不安も」
「中国 8.9%成長に鈍化 世界経済『エンジン』失
速」
「中国高成長にかげり」など暗いイメージがマスメディアに映される。それに対し、コ
マツ会長坂根正弘氏は「安定成長 2020 年まで続く」と楽観論を示す。（日経 10 月 16 日）
東洋証券株式会社情報本部長細井靖氏は、中国経済は「ソフトランディングに成功した」
とみる。本論文は多くの資料を基にして、坂根氏や細井氏の論断が真実に近いことを立証
したい。
一 2011 年中国経済の主要経済指標分析
一年半の引き締め政策によって、消費者物価上昇率の上昇及び不動産価格の高騰が収束
し、経済成長率も持続可能な 7－8％代にダウンした。これは当局が目指していたもので、
中国経済は基本的にソフトランディングに成功したと言える。
（1） 国内総生産
2011 年の国内総生産は 47 兆 1564 億元、前年に比べて実質 9.2%増であった。四半期ご
との伸び率を見ると、第 1 四半期が 9.7%、第 2 四半期が 9.5%、第 3 四半期が 9.1%、第 4
四半期が 8.9%と次第に低下している。しかし、減速は経済政策の成果であって、決して憂
うべきことではない。むしろ第４四半期の数字は大方の専門家の予想を上回るもので、中
国経済の力強さを示したと言える。
（2）食糧生産高
2011 年の食糧（米、麦、トウモロコシ）生産量は 5 億 7121 万トンで、前年比 4.5%増、
8 年連続の増産を達成した。食生活の改善で需要量は増えているが、生産が伸びているため、
食糧の自給率はずっと 95%以上で、ここ数年は 100%に近い。レスター・ブラウン氏は 1995
年に「誰が中国を養うのか」という本を著し、中国の目まぐるしい経済発展により将来の
食糧危機を危惧し、次のように書いた。
「1990 年中国は 3 億 2,900 万トンの食糧を生産し、
3 億 3,500 万トンの食糧を消費した。600 万トンを輸入し、その不足を補った。中国の食糧
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に対する需要は現在の趨勢でいくと 2030 年には 4 億 7,900 万トンに達するがその間の食糧
生産はおそらく 5 分の１減り２億 6,300 万トンに下がる。その足りない分は 2 億 600 万ト
ンにのぼり 1993 年全世界の食糧輸出量の 2 億トンを上回る。
」ブラウン氏の予測は完全に
外れた。
（3）粗鋼生産量
2011 年の粗鋼生産量は 6.8%増の 6 億 9550 万トンで、世界の 45.5%を占める。生産量 2
位は日本で、1.8%減の 1 億 0760 万トン、中国の生産量は日本の 6.5 倍である。人口が日本
の 10 倍、中国の高度成長を反映するもので、決して異常とは言えない。ただ、質の向上と
高度成長終息期（10－15 年後）の対応を今から考えておくべきだ。
（4）投資伸び率と消費伸び率
全国固定資産投資は実質 16.1%増、そのうち全国不動産開発投資は実質 20.0%増で、伸
び率は前年に比べ 5.3 ポイント低下した。全国社会消費財小売総額は 18 兆 1226 億元で、
実質 11.6%増と堅調な伸びを示した。2009 年に取られた自動車や家電の購入補助金政策の
期間が終了したため、消費が伸び悩むと見られていたが、その影響はあまり大きくなかっ
た。
（5）国家財政
2011 年の財政収入は前年比 24.8%増の 10 兆 3740 億元、内訳は中央財政が 20.8%増の 5
兆 1306 億元、地方財政が 29.1%増の 5 兆 2434 億元である。財政収入のうち税収が 22.6%
増の 8 兆 9720 億元である。
財政支出は 21.2%増の 10 兆 8930 億元で、
赤字額は 5190 億元、
対 GDP 比率は僅かに 1.1%である。財政が如何に健全であるかが分かる。
（6）物価上昇率
全国の消費者物価は 5.4%上昇し、前年の 3.3%より 2.1 ポイント上回り、年初目標の４％
を 1.4%ポイント上回った。商品分類でみると、食品が 11.8%、居住費が 5.3%上昇し、その
他は何れも平均を下回るものであった。新住宅価格は、2011 年 10 月時点で、70 の大中都
市のうち 34 都市で価格が下がり、20 都市でゼロ、17 都市で僅かな上昇（0.2%を超えない）
があった。土地価格の上昇率も大幅に低下し、不動産価格高騰は基本的に収束に向かった。
（7）輸出入貿易
貿易総額は 22.5%増の 3 兆 6420 億ドルで、輸出は 20.3%増の 1 兆 8986 億ドル、輸入は
24.9%増の 1 兆 7435 億ドルであった。貿易均衡を図るために、輸入拡大政策を推進したた
め、前年に続いて輸入の伸び率が輸出の伸び率を上回り、貿易黒字は 263.7 億ドル減の
1551.4 億ドルに縮小した。貿易伸び率は 08 年、09 年は大幅にダウンし、09 年はマイナス
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となったが、10 年には 30%以上にまで回復し、11 年は若干ダウンしたが、対米欧日先進国
の輸出は 15－18%の安定した伸び率を維持し、ASEAN 及びロシア、ブラジル、南アフリ
カなど新興国市場向け貿易は拡大した。
（8）外資導入額と対外投資額
2011 年の外商直接投資導入額は新規認可の件数は 2 万 7712 件、（前年比 1.12%増）、外
資実行額は 1160 億ドル（同 9.72%増）で過去最大となった。そのうち、農林水産牧畜業は
1.73%、製造業 44.91%、サービス業 47.61%で、はじめてサービス業が製造業を上回った。
この変化は中国の対外経済政策の効果を表している。対外直接投資は前年比 1.8%の微増で
600 億 7000 万ドルであった。地域別には対欧州の 57.3%増と対アフリカの 58.9%増が突出
している。
（9）外貨準備高と人民元レート
12 月末の外貨準備高は 3 兆 1811 億ドルで、10 月末の 3 兆 2738 億ドルより 927 億ドル
も減少している。
また人民元レートは年末に 1 ドル＝6.2940 元となり、年間の上昇率は 4.7%
と、前年の 3.6%から拡大した。10 月以降は欧州の債務危機の影響で新興国から資金を引き
揚げる動きが強まり、元も 0.5%の値幅制限いっぱいまで連日売られる局面も出現した。こ
れも中国の外貨準備を減少させる一要因であった。
二 中国経済の正しい実態認識
過去 30 年間、中国経済は何時も「危機的状況」や「崩壊論」が日本のマスメディアを
飾っていたといっても過言ではない。ここでは、前節の基本データを基にして、中国経済
の現状を認識する上で重要な七点を指摘したい。
１、持続的高度経済成長への移行
2008 年秋、世界は世界金融経済危機に見舞われ、中国の 08 年第４四半期 GDP は急速に
落ち込み始めた。そこで年末に 4 兆元の投資計画を含む一連の内需拡大政策をとった。そ
の結果、09 年第 1 四半期 GDP 伸び率 6.1%で底をつき、第 2 四半期には 8.3%にまで高ま
り、V 字型回復を成し遂げた。09 年の年伸び率は 9.2%、10 年は 10.4%、中国の超大型景
気刺激策は成功したと言える。それは中国経済の急降下を防いだばかりでなく、世界経済
危機の深化防止への支えにもなった。例えば、09 年の世界の GDP 増加量の 50%以上が中
国で達成された。
しかし、このようなカンフル剤注射は、危機克服の有効治療法であっても、多くの副作
用を伴うものであった。まず、財政投資による公共投資が FS 調査不十分の下で行われる場
合があり、経済効率が悪い。次に、地方政府がその傘下の投資会社を通じて多額の融資を
受けて事業投資を行ったため、インフレを引き起こす一大要因となった。第三に、産業構
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造の高度化と経済発展方式の転換を図る上でマイナスとなる状況が生まれた。例えば、エ
ネルギー多消費型産業が発展し、省エネ政策の効果を弱めた。そこで政府は 2010 年から引
き締め政策をとり、経済成長率が 7－8%台の持続可能なレベルに低下するよう誘導してき
た。
２、内需主導型発展への転換
中国は 10 年前に WTO に加盟し、米欧日先進国との貿易が飛躍的に拡大した。2011 年度
の輸出入貿易額は 1 兆 8986 億ドルと、10 年前の 7 倍に拡大した。その結果、外需主導型
の高度成長が続き、対外経済関係での矛盾を招いた。巨額の貿易黒字と外貨準備高はその
表れである。また国内的にも環境破壊や格差拡大などの要因となった。そこで、2008 年の
国際金融経済危機を契機として、内需主導型経済発展への転換が図られるようになった。
経済成長の推進力が輸出・投資主導であったのを、消費・投資主導に持って行こうとい
うのが政策目標で、低所得者の収入増加を図る一連の政策がとられた。その結果、08 年以
降、GDP 寄与率に占める投資のウエイトと消費のウエイトが着実に高まっている。10 年と
11 年の輸出（外需）寄与率はそれぞれ 0.8 ポイントとマイナス 0.5 ポイントであるのに対
し、投資寄与率は 3.9%ポイントと 4.7 ポイント、消費寄与率は 5.6 ポイントと 5.0 ポイン
トであった。
３、好調且つ健全な財政状況
前述した如く、中国の財政収支は殆ど均衡しており、累積債務残高の対 GDP 比率は約
25%と言われている。2010 年末の全国地方政府的債務（地方政府投資会社の抱える債務）
残高は 10.7 兆元で、その 4 割は土地譲渡収入を担保としている。そのため、土地の価格が
下がると地方政府投資会社の債務返済リスクが高まることになる。（「人民日報」11 年 12
月 20 日）それを加えても、対 GDP 比率は 50%以下であり、中国の健全財政を脅かすもの
とはなり得ない。なお、地方政府、国有企業、国有金融機関の抱える不良債権を加えると、
中国債務残高の対 GDP 比率は政府発表の 3－4 倍というようなことが伝わっているが、高
度成長の中で、企業および銀行の不良債権率は大きな改善を見ており、軽信するべきでは
ない。
改革開放後、中国政府は国債を発行するようになったが、地方政府の地方債発行は許さ
れてこなかった。09 年に発生した地方政府投資会社債務を教訓に、地方政府の資金需要を
満たすために、地方債の発行を許可する方向に舵を切った。11 年 11 月 16 日、上海が 71
億元の地方債を発行することが実験的に試行され、経済力のある広東省、浙江省，深圳も
それぞれ 69 億元、67 億元、22 億元の発行がそれに続いた。当局は、不透明な地方政府投
資会社などを通さず、地方政府が直接、地方債を発行して、資金調達ができる道を切り開
くことを目指している。これは債券市場の育成にもつながり、一歩前進と評価できよう。
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４、効果顕著なインフレ対策
2008 年 2 月、消費者物価上昇率（CPI）が 8.7%と高くなり、引き締め政策をとってきた。
その結果、CPI は下がっていったが、秋の世界金融経済危機の到来で景気が急速に悪化し、
09 年半ばには CPI が－2%を記録した。政府は財政金融面で大規模な景気刺激策をとった。
それが功を奏して、経済は急速に回復したが、またもやインフレ気味となった。そこで 10
年末に金融緩和の終了を宣言し、インフレ抑制に軸足を移した。2010 年秋から基準金利を
5 回、預金準備率を 9 回引き上げ、通貨供給量を抑えた。例えば M２の増加率は 09 年 28%、
10 年 20％であったのが、11 年には 13.6%にまで低下した。都市部固定資産投資伸び率は、
09 年は 42.3%増であったのが、
10 年には 32.7%増に低下し、11 年には 21.5%増（実質 16.1%）
にまでダウンした。CPI 上昇率は 11 年 7 月の 6.5%を頂点として下がり始め、夏場では 6%
前後を徘徊したが、秋には 5%台に、12 月は 4.1%にまで下がった。
明らかに経済基調に変化が生じたため、11 年 12 月 5 日、3 年来初めての預金準備率 0.5
ポイント引き下げが行われた。10 月末の M2 伸び率は 12.9%、M1 伸び率は 8.4%と大変低
く、流動性の不足現象が顕著となり、中小・零細企業の資金繰りが困難となった。また、
外貨準備高減少、インフレ収束傾向、人民元上昇圧力の低下などにより、金融緩和の条件
が整ったことも原因している。そして、12 月中旬に開かれた中央経済工作会議では、イン
フレ抑制重点から景気配慮への政策転換が正式に決まった。
５、収束に向かう不動産バブル現象
高度成長の中、過去 10 年間にわたって、不動産価格の急騰に対する抑制策をとったが、
十分な効果を見ることができず、民衆の不満を買っていた。ここ数年、かなり厳しい政策
をとることによって、投機的売買への歯止めがかかるようになった。政府のとった政策は、
１）住宅ローンの差別化金利、即ち 2 軒目を購入する場合は頭金 60%以上、基準金利より
も高い金利、２）46 都市での外地人の購入及び三軒目の購入を制限、３）1000 万戸の保障
住宅の建設（計画では 5 年間で 3600 万戸建設）、４）不動産税の徴収実験の開始（上海と
重慶で実験）などである。こうして、住宅の投機的取引は抑制され、不動産神話が崩壊に
向かった。
確かに中国の不動産取引は投機的要素が大きく、断固とした措置をとる必要があった。
しかし、問題を拡大化し、日本や米国の不動産バブル崩壊と並べて論じるのは問題だ。中
国はまだ高度成長期にあり、1971 年の日本列島改造論で起きた地価高騰のバブル要素が高
度成長の中で吸収されていったように、今後数年以内に解消していくであろう。住宅への
ニーズはまだ強く、問題は価格調整にあるからである。
６、三大格差縮小の傾向
所得格差、地域格差、都市・農村格差の縮小が政策課題として提起され、ここ数年、い
ろいろな措置が取られた。所得格差については、最低賃金の引き上げ、社会保障費の整備、
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高所得者所得税率の引き上げなどがある。地域格差では、中部、西部へのインフラ投資拡
大、外資導入優遇策などがとられ、一定の効果が出始めた。地域別工業生産伸び率を見る
と、東部が 11.7%、中部 18.2%、西部 16.8%と、沿海地域と内陸部の格差が縮小しつつあ
る。
都市・農村格差については、全国都市部住民の一人当たり可処分所得は 2 万 1810 元で実
質 8.4%増であったのに対し、農村住民の一人当たり純収入は 6977 元で、実質 11，4%増と
なった。いわゆる三農（農業、農村、農民）政策の一環として、農業税の廃止、食糧生産
補助金供与などによって農民の所得を増やす政策がとられてきた。その結果、都市部住民
の所得伸び率の方が農村部所得伸び率より高かったのが、2009 年には大体一致し、10 年に
は逆転して農村部所得伸び率の方が都市部所得伸び率を上回るようになり、今年もそれが
続いた。即ち都市と農村の格差が縮小に向かいつつある。また都市と農村の一体化が進め
られており、都市住民人口が初めて農村人口を上回った。
７、人民元レートの調整進展
2011 年末の人民元の対ドルレートは 1 ドルが 6.3009 元と対前年比で年率 4.859%の元高
となった。05 年 7 月の 2.1%の切り上げ前と比較すると 23.87%の元高を記録した。中国の
物価上昇率がアメリカより高かったため、それを換算すると 8%くらいの上昇となる。米国
はまだ人民元が安すぎると圧力をかけているが、中国の貿易収支は縮小傾向にあり、元レ
ートを巡る矛盾は緩和に向かうであろう。
人民元レート調整のプロセスを見ると、08 年の元上昇率は 6.4343%、09 年は 0.94%（08
年後半から 10 年 6 月まで、世界金融危機の影響で輸出の停滞・減少が続いたため元はドル
に固定化された）
、10 年は 3.01%であった。昨年 11 月、12 月は市場での外貨買いが売りを
上回り、外貨準備は前月比減少した。また、秋口には為替レートが元安に振れたため、人
民元レートは双方向に振れ始めたと評価する見方も出た。これが定着するかどうかはまだ
何とも言えないが、
調整がかなり進んだことは確かである。
12 年の元相場は 3－4%上昇し、
年末には 1 ドル６元になると予測されている。
三 2012 年の経済目標と対策
昨年の 12 月 12 日から 14 日にかけて中央経済工作会議が開かれ、
「穏中求進」
（安定の中
で進展を求める）の方針を打ち出した。今年度の経済成長率目標は示されなかったが、3 月
の全人代で７％台が設定され、実際には 8%台の成長率を達成するであろう。中国科学院は、
今年の経済成長率は 8.5%前後と予想し（世界銀行の予測は 8.4%）
、投資が 4.5 ポイント、
消費が 4.3 ポイントそれぞれ押し上げるのに対し、
純輸出は 0.3 ポイント押し下げると見る。
年間を通じての趨勢については、年前半は低く、年後半は高くなるとする。理由として
は次の三点を挙げている。
１）上半期に物価上昇率が引き続き下がり、金融政策が緩和され、積極的財政政策がと
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られるため、下半期には経済成長率は下げ止まりから上昇に転じる。
２）上半期は不動産価格コントロール政策によって住宅販売件数減少・価格低下となる
が、年央には転換期を迎え、第３四半期に価格低下・件数増加となり経済発展をけん引す
る。
３）先進国の公的債務危機の最も深刻な段階が過ぎ、下半期には輸出が回復し始める。
2012 年の輸出入額の拡大目標を前年の約半分である 10%増に定めると言われる。
昨年 10
月から輸出が鈍化し始めたことを重く見て、当面の貿易政策の最優先事項は、昨年の輸入
促進から安定した輸出に置き換えられる可能性があるとも言われた。中央経済工作会議で
は輸入促進と安定輸出の両方が謳われた。輸出は外需不振、人民元切り上げ圧力、労働コ
ストの上昇、インフレ圧力に晒されていて、かなり厳しいと見られている。
今年度の経済政策としては、中央経済工作会議で次の五点が提起された。１）マクロコ
ントロールの強化と改善による安定的高度成長の実現、２）三農工作強化による農産物供
給の保障、３）経済構造調整による自立的協調的発展の促進、４）重点分野・重要関節の
改革深化と対外開放レベルの向上、５）民生の保障・改善と社会管理の強化・創新。
「安定の中で進展を求める」の基本方針については、次の六つの説明が為された。
１）
「安定成長」
：
「内需拡大、外需安定の方針を堅持し、国内外の不安定要因と不確定要
素の影響を克服し」経済の安定的発展を図るとしている。中東情勢不安によるエネルギー
問題、EU の債務危機、成長率鈍化による国内矛盾などを念頭に、万全の策を整えようとし
ている。
２）
「物価制御」
：
「総合的措置をとって、物価の基本的安定を維持し、物価トレンドの逆
戻りを防ぐ」としている。物価上昇には石油価格の上昇や穀物価格の上昇など国際的要因
の影響も大きい。したがって、現在のインフレ収束トレンドがぶり返す可能性は依然とし
てあり、油断は許されない。
３）
「構造調整」
：
「扶助があれば抑制もあり、経済成長の質と効率の向上を図り、発展の
協調性と持続可能性を強化する」としている。GDP 第一主義から脱皮し、エネルギー多消
費の産業を抑制し、環境産業やハイテク産業を扶助する、それによって経済成長の質を高
め、持続可能な経済成長を実現するというのである。
４）
「民生改善」
：
「緊迫性のある問題を集中的に解決し、人民大衆が目に見える、実際の
利益を得られることを着実にやること」としている。地域によっては、口先だけ、スロー
ガンだけに終わっている現実に対して、結果を出すことを求めている。緊迫性のある問題
とは、農民の土地買収問題で起こっている争議などを指していよう。
５）
「改革推進」
：
「経済の長期的な健全なる発展に影響を与える制度的構造的矛盾の解決
に力を入れ、重点分野と重要関節で新しい突破口を開き、対外開放で改革を促し、発展を
促し、創新を促す」としている。長期的視点に立った財政制度改革や税制改革が提起され、
金利の市場化改革や資本市場整備などにも触れている。
６）
「和諧促進」
：
「改革、発展、安定の関係を正しく処理し、さまざまの矛盾や潜在的リ
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スクを積極的且つ効果的に解消し、社会の和諧安定を促す」としている。社会管理を創新・
強化することによって、大衆の意見や要求に耳を傾け、異なった経済利益集団の調整を図
るメカニズムの構築が求められている。
以上の会議内容は、継続的長期課題と短期的課題の両方が含まれているが、中国におけ
る論議から見て、次の幾つかの点で成果を上げるかどうかに注目したい。
１、消費主導の自律的経済発展が遂げられるかどうか？
これまで、金融経済危機対策として政府の投資がけん引力になって経済発展速度を維持
してきたが、その代価は大きく、持続不可能である。これからは経済成長の担い手を政府
部門から企業家や民間部門に移し、経済効率を重視しなくてはならない。また、これまで
中国の過剰生産能力は西側諸国の消費バブルによって消化されてきたが、今回の米欧経済
危機によって、このような循環は過去のものとなった。経済成長率を落として、生産過剰
能力と在庫を調整する必要があるし、個人消費を主とした内需拡大に力を入れる必要があ
る。
２、実体経済重視の社会経済基盤強化が為し得るかどうか？
先進国での金融と財政の複合危機は、規制緩和で実体経済と遊離して膨張した金融の不
均衡拡大（バブル）の崩壊によってもたらされた。中国もこのような新自由主義の影響を
受けた。それは不動産価格の急騰とそのバブル現象に反映されている。幸い、中国は社会
主義を堅持していたために、政府の役割が放棄されることはなく、大きなダメージを受け
ることはなかった。最近開かれた中央金融工作会議で、金融は実体経済に奉仕しなければ
ならないことが明確化された。引き締め政策の中、昨年夏から秋にかけて、中小零細企業
の資金繰りが苦しくなって破産するケースが続出した。温家宝首相は温州を訪れ、実態調
査を行って中小零細企業支援策を打ち出した。中小零細企業は都市部労働力の 80%に雇用
を提供し、GDP に占めるウエイトは約 60%、国家税収に占める比率は約 50%と高い。民間
中小金融機関を整理整頓して強化し、国有銀行の中小企業への融資も増やす方向で新政策
が打ち出された。実体経済重視が叫ばれる中、金融機関の短期利潤追求型から長期的視点
に立った産業育成型への転換が真に行われるかどうか注目したい。
３、中間層育成による消費拡大が実るかどうか？
中央経済工作会議で「中等所得者の比重を引き上げる」ことが決まった。中等所得者層
は 2.4 億人で、約 23%を占めるが、2020 年には中産階級層は 7 億人に達するという予測が
ある。富者と貧者の比重が小さく、中間層の多いオリーブ型社会は安定的、実務的、理性
的であり、公平且つ公正な政治制度、経済制度を構築する上で有利と見られている。そこ
で、政府は中産階層の育成策をとるべきだとして、次のような政策がとられている。
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１）最低賃金の引き上げ。中国人事社会保障省は 11 年 7－9 月期に 21 地区（省・直轄市・
自治区）が法定最低賃金を引き上げ、その平均上昇率が 21.7%だったと発表した。一番高
いのは深圳市で月額 1320 元。
２）貧困基準の引き上げ。
「中国農村貧困扶助開発要綱（2011－2020 年）」が公布され、
貧困基準を年収 1274 元から世界銀行の定めた国際貧困基準に近い 2300 元（2010 年固定価
格）に引き上げた。それによって貧困者が 2688 万人から 1.28 億人に拡大するが、2020 年
にはこれら貧困層が「衣食に憂えず、義務教育、基本医療、住居が保障される」ようにな
るとしている。方策としては自助努力支援の開発型貧困扶助と農村社会保障の普及が並行
して実施される。国の新規社会保障投入は農村の貧困地域を重点に傾斜させ、新型農村社
会養老保険は今年度中にカバー率 100%を実現するとしている。
３）個人所得税の課税最低基準の引き上げ。改正個人所得税法が９月１日に施行された。
その目的は「高所得者の納税を増やし、中所得者の税負担を軽減し、低所得者の納税を免
除すること」にあり、課税最低基準が月 2,000 元から月 3,500 元に引き上げられた。納税
義務のあるサラリーマンの比率は現状の約 28％から約 7.7％へと減少し、納税者数もこれ
までの約 8,400 万人から約 2,400 万人へと激減する。課税最低基準引き上げによって国民
の負担軽減額は 550 億元に達するという。
４、海外投資協力はどこまで拡大するか？
中央経済工作会議の文献には「
『導き入れる』と『打って出る』同等重視を堅持し、各分
野の対外開放レベルを高め、企業が秩序ある海外投資協力を展開するよう導き、未発達国
の民生改善と自主的発展能力増強に有利な協力を重視する」と書き込まれた。先進国経済
が困難に直面し、新興国経済もその影響を受けている中、経済状況が最も良い中国がその
豊富な外貨を活用して如何に対外経済協力に取り組むかは、世界経済の行方にも大きな影
響を及ぼす。中国の対外直接投資の累計は 1 万 8,000 件の 3220 億ドルである。前述したよ
うに、2011 年は前年比 1.8%の微増で 600 億 7000 万ドル、伸び率の大きかった投資先は
EU とアフリカで、EU が 94.1%増の 42 億 7800 万ドル、対アフリカは 58.9%増の 17 億ド
ルであった。国際政治情勢が厳しい中、中国の対外直接投資が大きな伸びを示せるかどう
か気になるところだ。
５、人民元の国際化はどこまで推進されるか？
国際金融システムが危機に直面している中で、人民元の国際化が急速に進んでいる。海
外貿易の元建て決済を見ると、昨年度は 2 兆元を超え、前年比約６倍である。また、中国
人民銀行は韓国、マレーシア、香港、ベラルーシ、アルゼンチン、アラブ首長国連邦など
15 の国・地域の中央銀行・通貨当局とすでに総額 1 兆 3000 億元を超える二国間通貨スワ
ップ協定を結んでいる。12 月 25 日の日中首脳会談で、元建て決済や中国国債の購入などに
ついて合意に達し、元の国際化は更に進む。また香港で人民元の市場が急拡大している。
「点
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心債」
と呼ばれる香港で発行される人民元建て債券の起債額は 2011 年に 1000 億元を超え、
10 年の約 3 倍に拡大した。人民元の預金残高も昨年末の 2 倍以上となる約 6500 億元に達
し、香港の総預金残高の 1 割超を占める。昨年、中国政府は香港を人民元が広く流通する
主要な「オフショア市場」に育てる方針を打ち出した。香港を人民元国際化の拠点として
活用し、香港の国際金融センターとしての地位を維持する戦略が、着々と実行に移されて
いる。シンガポール、ロンドン、台湾なども人民元のオフショア市場に関心を寄せている
と言われる。ドルとユーロが動揺する中、人民元の国際化は世界の注目の的となっている。
結びに代えて
中国の「政府の役割と市場の原理を結びつけた政策運営メカニズム」は、目に見える成
功を収めており、健全な道を歩んでいると言える。しかも、中国経済のパフォーマンスは
よく、財政と金融の両面で政策的余裕が十分にある。したがって、今年度の 8%台の成長率
目標は問題なく実現できよう。高度成長があと 10－15 年は続くと見られ、その経済規模は
2030 年頃には米国に追いつくとも言われる。中国経済の世界経済に与える影響は計り知れ
ないものがある。中国経済の欠陥・問題点を誇張して「日本経済に如かず」と自己満足に
浸るのではなく、その安定的高度成長を客観的に評価し、日本の経済発展に如何に取り込
むかを、日本の為政者と有識者は真剣に考えるべきではなかろうか。とりわけ日本のマス
メディアは、報道の姿勢を変える必要があると強く感じる。
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