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巻頭言

ポスト・コロナの世界を見据え、
新たな次元での相互協力を
一般財団法人日中経済協会 副会長
JUKI株式会社 代表取締役社長

清原 晃

療関係者の皆さまの日々のご尽力にあらためて敬意を

す。また、罹患された方々の治療に当たられている医

られた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げま

型コロナウイルス感染症によりお亡くなりにな

ます。このことが、今回独資でも近隣での工場存続を

工場の中ではトップクラスの中国人人材が活躍してい

QC サークル等の改善活動がそこに根づき、今も当社

管理の人材が技術指導に赴き、工場の 5S をはじめ

この工場の操業当時は、日本のマザー工場から生産

新
表します。

の大小はあれ同じような苦労と経験を積まれてきたこ

決めた大きな理由でした。日本の製造業各社は、規模

に向かいつつあるものの、 効果的な治療薬や予防ワク

今 や、 中 国 の 製 造 業 は 製 造 強 国（ 中 国 製 造

とと思います。

がかかるものと予想され、「命を守ることと社会経済

Society5.0

として生き続けていることは間 違

いありません。そして今や、日中両国は、

の各工 場の

本企業が提供してきた様々な知見やノウハウが、中国

２０２５）を目指すまでに発展してきていますが、日

さて、このような状況下、当社の中国における直近

月に稼働する予定です。

のトピックスとして、河北省廊坊市にある工場を市内
開発区へ移転し、 新工場が

記載しましたが、この工場は、１９９５年に中国企業

しています。

の技術を応用したスマートファクトリーも次々と出現

や Industry4.0
を掲げ、 製造業のビジネスモデルの高
度化に取り組んでおり、新たな自動化やネットワーク

との合弁で当社として 番目に進出した工業用ミシン

7

D
N
A

ことを覚悟しなければなりません。

活動の復興」の両立という緊張した時が今後とも続く

チンがいまだ実用化に至らず、この完全克服には時間

コロナウイルスによるパンデミックは、第 波が収束
1

当社の中国展開については本誌２０１６年 月号にて

9

洪水等を乗り越えて 年 月操業開始となった」
と語っ

等のインフラ工事から始まり、極寒の冬や大雨による

は、「建設は一面麦畑の農地に工業用電気や道路整備

の製造工場です。当時日本から赴いた設立準備責任者

用してリモートでありながらリアルにお互いの近況を

たが、お客さまやパートナーとは Web 会議等を活

なわず、 疎遠になってしまうことを危惧しておりまし

最後に、ウイズ・コロナの中で互いの国への訪問がか

これからも、日中両国は隣国として、ポスト・コロ

知ることができています。
向け工業用ミシンの基幹機種の生産を担ってきました

ナの世界をしっかりと見据えて、アジアや世界経済の
工場の周辺は廊坊市の商業・居住地区として発展し、

復興そして持続可能な産業社会の実現を目指し、新し
近年では環境規制も厳しくなり

いと考えています。

い次元で切磋琢磨し、相互協力の輪を拡げてまいりた

が、

数年の間には中国の高度経済成長とともにこの

ています。以来今日に至るまで、中国内外の縫製工場

6

25

了とともに移転の運びとなった次第です。
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コロナ感染症を克服し、
世界にニュー・レジームを
人間安全保障の確立を視野に
■福川伸次

ロ ナ ウイ ル ス 感 染 症（

たことからこの提案が生まれた。２

一般財団法人地球産業文化研究所 顧問・日中経済協会 世紀日中関係展望委員会 委員長

０２０年初頭に発生した新型

０１５年 月に国際連合が採択した

ましい経済成長を遂げ、人口が 億

人から 億人に増加したにもかかわ

３ １ ０ 万 人が感 染し、 約

持 続 可 能 な 開 発 目 標（ Sustainable

た。その一方で、地球の自然環境と循

らず、人々の生活は格段に豊かになっ

）は、 年 月 日の時点で約１

見ない規模で感染者と死亡者を出し、

死亡した。人類は１９１８年以降の

実を促すとともに、デジタル・ニュ

が把握できず、ワクチンも開発途上で、

悩してきたが、今回のそれは病原体

り、国連人口基金は

った世界の人口は 年に 億人とな

万 人が

世界の医療体制を始め政治、経済、

環機能がむしばまれ、貧困地帯では

ー・ディールとでもいうべきシステム

過去の感染症に比べて遥かに深刻なも

U
N
）
は、
「人間安全保障」
という概念

１ ９ ９ ４ 年 国 連 開 発 計 画（

の開発を示唆している。同時に、
政治、

57

のである。

）が

78

年に 億人、
85

20

年に 億人、そして２１００年に

30

といっても過言ではない。

である。コロナウイルスの脅威は、そ

人間安全保障の概念は、形成途上

１０７億人になると予測する。とり

を打ち出した。今回の事件はその問題

の劣化、衛生状態の悪化、食料や水

やすい環境となる。同時に地球環境

人口が過密となり、感染症が曼延し
意識を想起させる。
「安全保障」とい

の不足、難民の増加などを招く。

工業社会、情報社会へと進化してき

安を抱えながらも沈静化の方向にあ

国がそれぞれ独自に努力を続け、不

新型コロナウイルス感染症は、感染
障害、環境破壊、自然災害など「人

た。とりわけ 世紀には世界は目覚

人類の文明は、
狩猟社会、
農耕社会、
間」生活への危険の増大が認識され

あったが、当時、貧困、感染症、健康

２．
コロナウイルスの脅威
試される人類の英知と協
力

れを促す一つの契機を提供している。

97

わけ西アジア、アフリカなどを中心に

50
う概念は本来国家を対象とするもので

D
P

新しいグローバリズムの構築を求めて
いる。

１．
人間安全保障の確立
―地球社会の持続性を
世 界 保 健 機 関（

」 であると し た 新 型コ
「 Pandemic

－
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経済、人間の総合安全保障を背景に

2
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地球と人類の存続に危険が迫っている

）もこの流
Development Goals, SDGs
れに沿うものである。

コロナウイルスは、かつて例を

15

スペイン風邪、２００３年のサーズ

２

－

社会の運営に大きな脅威を与えてい

60

21

過密状況が健康被害を及ぼしている。
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紀元元年に 億３０００万人であ

15

）など幾度か感染症に苦

7

（
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－
る。それは、世界に感染症対策の充
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伝統的な方法により対応せざるを得

などから人と人の接触回避を中心に

病原体の把握、検査医療体制の遅れ

る。 その過 程をみると、 関 係 国は、

医療機関は、膨大な患者の受け入れ

クチンも治療薬も開発途上であった。

体検査などの整備に時間を要し、ワ

しかも、多くの国で PCR 検査、抗

大な影響を受けている。

貿易、輸送などのサービス産業が甚

市が沈滞した。とりわけ、飲食、観光、

などの社会機能が停滞し、多くの都

おり、さらに対決姿勢を強める恐れ

軍事をめぐって覇権争いを繰り広げて

と中国は経済、貿易、金融、技術、

WHO からの脱退を表明した。米国

世界銀行は、マイナス ・7%、場

を出した米国では 月時点で失業率

が ・ ％に達し、IMF によれば

人々の接触回避という方法に頼り、最

率がマイナス ・ ％となり、とりわ

なるという。ユーロ圏では 年の成長

因を抱える米国が世界の協調体制を

招く意向という。内部に不安定な要

オーストラリア、インドおよび韓国を

首脳会議（Ｇ７）を開催し、ロシア、

トランプ大統領は、９月に主要国

外に対立を招く恐れが危惧される。

れば、国内政治が不安定となり、内

ナウイルスの影響で経済状態が悪化す

欧州、アジア、中東などでも、コロ

がある。

で混乱し、在来の患者との調整も難

IMF は、世界経済の成長率が

なかった。この脅威は、多くの問題を
国もある。マスク、防護服、人工呼

合によってはマイナス ％にもなると

年にはマイナス ・ ％になるとし、

第１に病原の実態や脅威に関する
吸器など医療器具の調達にも追われ

渋した。医療破壊に近い事態となった

国際間の情報交流が遅れた。とりわ
力にもＷＨＯが十分な機能を果たし
得なかった。

るが、具体的な発生源が特定されず、

近小康状態にあるが、いつ第２波、第

年の成長率はマイナス ・ ％に

関係国・地域は、手探りで対策を講

で韓国、日本、東南アジアに、そし

ランス、英国などに急拡大し、次い

まずイタリア、スペイン、ドイツ、フ

は、対策に遅れを取った。その結果、

かして迅速な対応を示したが、多く

た台湾は、ＳＡＲＳの際の体験を活

法の開発にも取り組んでいる。それを

れており、関係国が革新的な治療方

究明などに様々な分析と研究が行わ

米国などで発生の経緯、病原体の

にも著しく困難な状態を招いている。

展途上国に広がり、社会的にも経済的

近では南米、アフリカ、インドなど発

リーマン・ショックを上回るマイナス

日本も内需外需とも大幅に落ち込み、

の成長率を ・ ％と予想している。

の設定を見送ったが、IMF は 年

た第 期全国人民代表大会で成長率

ている。中国では、５月 日に始まっ

は、コロナウイルス問題の発生以前か

世界情勢をみると、グローバリズム

確立できるか注目したい。

て３月には米国に波及し、ニューヨー

世界で国際公共財として共有できる

撃を与えている。感染に悩む各国は、

第３に各国の経済活動に深刻な打

一部に通貨危機に陥る危険性もある。

途上国の経済停滞はとりわけ深刻で、

が永く負担になる恐れがある。発展

復策を大規模に展開しており、それ

各国とも、財政、金融上の景気回

が保証されるものと期待した。
しかし、

が持続し、国際協力によって社会福祉

維持され、自由貿易によって経済成長

界の人々は、国際協調によって平和が

月、ベルリンの壁が崩壊した当時、世

ら揺らぎ出していた。１９８９年

が把握できず、効果的な検査、治療

接触と交流を断ち切ることにより対

ルへと拡大している。 第２に病原体
方法の確立が遅れた。その病原体は、

現実には資本や技術の自由な移動に

20

22

第４に、国際安全保障体制に動揺

〜 ％になろう。

0
応したため、経済活動も文化交流も

11

1

13

6

年に流行した SARS と類似する

5

３．
高まるグローバル・リスク
―揺らぐ相互信頼と国際協
調

クで甚大な被害をもたらした。その

2

仕組みを整備する必要がある。

ぜざるを得なかった。いち早く察知し

け観光業に依存する南欧が窮地に立っ

多くの国が都市閉鎖、外出制限、

7

波が来るかわからない。しかも、最

中国湖北省武漢市で発生したとされ

互不信に陥った。一般的には 年１月

で、発生源などをめぐって各国が相

予想している。 万人を超える死者

投げかけている。

20

た。検査および治療に関する医療協

9

け、WHO による情報提供は不十分

4

10

後ロシア、インド、アフリカ、ブラジ

3

というが、感染力が遥かに大きく、そ

教育、文化、観光、娯楽、スポーツ

停滞し、
その連鎖が崩れた。その結果、

は、発生源をめぐって中国と対立し、

を与えている。米国トランプ大統領

準化を招いた。これが各国に自国の経

よって経済構造が多極化し、国力の平
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の態様も、感染経路も明らかでない。
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産み、国際協調の気運を弱め、グロ

済的、政治的利益を主張する環境を
対立を続けている。イランとサウジア

兵器削減条約から離脱してイランと

ラブ諸国との対立を深め、イランの核

では紛争が続く。アジアでは、ロシア

い交流の歴史をもつ。一時は、不正常

日中両国は、２０００年に及ぶ長

改善、気候変動の解決、災害の予測、

け継がれ、貧困の撲滅、労働条件の

択した「持続可能な開発目標」に受

交流を活発にし、両国は現在世界で

対処」を挙げている。今こそ、
我々は、

福祉を」という項目に「感染症への

めるが、国際秩序維持に貢献する積

米国はトランプ大統領が国内利益保

第３に市場リスクが高まっている。

ローバリズム」の理念を定着し、進化

第１に努力すべきことは、
世界に「グ

あると考えている。世界が政治的に安

価値を尊重し、能力を高めることに

私は、その根底にあるものは人間の

主義、拡張主義、保護主義、そして

システムを構想するものは人間の思考

成果配分を改善するなど新しい社会

それには、総合的観点に立った安全

両国は、教育を重視し、文化を高め、

値を高める重要な要因である。最近、

第 に安全保障リスクが高まってい

保障政策が不可欠である。
「協調」
、「信

人間力を磨き、イノベーションを加速

％増加すると発表した。

4
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間安全保障の確立が基礎となる。

第２にその関連で人間安全保障の

内容を具体化しなければならない。

この思想は 年 月、国際連合が採

が極東地域の軍事力を強化し、また、

な事態が生じた時期もあったが、文

性の平等、教育の質、きれいな水の

４．
地球社会の未来像
―日中協力で新しい国際秩
序を

序の基軸国の立場を弱めてきた。２
東シナ海、南シナ海などの自由な航

化、思想、技術、経済など多面的な

ラビアとの間も不安定で、中東地域

ーバル・リスクを高めている。
第 にガバナンス・リスクが高まっ

０１７年に登場したトランプ大統領
行をめぐって協議が続いている。最近

ている。米国は 世紀以来、国際秩

は、
「米国第一主義」を掲げ、国内利

提供など の目標に明示された。そ

目標の「すべての人に健康と

事会は、主要国の間の合意が難しく、

第２と第３の経済的地位を占めてい

の第

交流を重ね、お互いに社会の進歩を図

ってきた。とりわけ 世紀後半以来

国の経済不況に苦悩して国際秩序維

安全保障リスクの解消に十分な役割

立が激化している。国連安全保障理

持の意欲を低下させている。中国は、

「人間安全保障」を具体化する必要

極性をもつには至っていない。日本は、

護の立場から NAFTA を改訂し、

させることである。グローバリズムは

がある。

１９９０年代にバブル経済の崩壊で

TPP からも脱退した。中国との間
続き、情報管理体制の主導権を争っ

イデオロギーの対立を超えてようやく

であり、それを適切に運営する源泉

潜在成長力が低下し、国際秩序への

定し、経済的にイノベーションを進め、
ている。世界貿易機関（WTO）は、

手に入れたレジームである。私はその

は人間の能力であるからである。

で貿易不均衡をめぐって貿易交渉が

新ラウンド交渉の契機がつかめず、自

進化こそが世界を安定させ、経済を

要国の対立から本来の機能を発揮で

由貿易推進の機能を果たせずにいる。

進歩させ、社会を安定させる基礎で

きずにいる。
る。世界では「核の脅威」が依然と

世界経済の多極化は、保護主義的な

が発生した。交流の抑制などの対応

頼」
、
「法治」を基礎とした政治安全

しようとしている。人間の創造力は、

福祉など人間価値の充足は、社会価

文化、知識、健康、信頼、交流、

して続く。米国と北朝鮮の核兵器削

あると思う。

廃条約（INF）を打ち切り、核戦

策が世界の政治経済秩序を混乱させ

保障、
「自由」
、
「市場」
、
「貿易」を

無限である。思考力、分析力、予測

は２０１９年 月、中距離核戦略全
力を強化しつつある。中国は、先の全

てはならないし、１９２９年当時の

基軸とした経済安全保障、そして「健

力を充実すれば、さらに斬新な発想

米国は、イスラエルを支援し、ア

6

8

国人民代表大会で 年の軍事費を

ような大恐慌を招いてはならない。

康」
、
「環境」
、
「創造」を保障する人

20

こうした国際環境の中でコロナ危機

主張を貫く誘惑を高めている。

積極性を欠いている。国際機関も主

世紀以来人類が苦悩してきた軍国

17

減交渉は進展を見せず、米国とロシア

19

再興の契機にすべきである。

る。両国はコロナ問題を世界システム

英国の脱退や移民の流入、主要加盟

では香港問題をめぐって国際間の対

9

益優先の政策をとっている。EU は、

15

17

を果たせずにいる。

3

経済力を高め、世界経済の ％を占

20

21

1

2
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表参照）
。 年から 年にかけて医薬

品貿易では世界規模で約 倍に、医

同時に、質の高い経済社会は社会

福祉が充実しているものでなければな

療機械・器具貿易は約 倍になった。

福祉が充実し、人間の価値が尊重さ

らない。それは、生活が安定し、社

とりわけ、ドイツは両者とも大きな輸

（出所）UNCTAD

日本および中国は、医療機械・器

軸とする情報通信技術の進歩は、空

迎える。AI、ビッグデータなどを基

である。世界はやがて６Ｇの時代を

高め、価値創造機能を革新すること

第４は、両国がイノベーション力を

は、人間安全保障の高度化に貢献す

さらなる貢献ができるであろう。それ

に、医療関連物品の貿易でも世界に

ていけば、医療サービスの提供ととも

両国が医療技術の進歩に共に貢献し

が、医薬品では輸入超過となっている。

具では輸出入がおおむね均衡している

間的にも、時間的にも、次元的にも

ることになる。

バー空間とフィジカル空間を融合し、

行しているように、フィンテックを進

義へと変化させる。さらに、中国が先

テムを物的生産主義から価値利用主

る。私は、日中両国が協力して高度

社会の運営に大きな試練を与えてい

療体制はもとより世界の政治、経済、

コロナウイルスの脅威は、我々に医

正確性と効率性を充実し、経済シス

歩させ、金融システムを変革すること

もに、デジタル・ニュー・ディールとい

医療の進歩と国際協力に貢献するとと

その一環として、両国が高度医療

同時に、私は、両国が政治、経済、

うべき革新的技術を高め、質の高い経

て感染症対策も含めて病理研究や医

人間を含む総合安全保障体制を充実

の多角的展開に協力する必要がある。

療技術を高度化するとともに、相互

し、新時代にふさわしいグローバリズ

済を先導することを期待したい。

に研究交流、留学生の交換などを計

ある。

ムの定着に貢献することを願うもので

そのために、高度情報技術を駆使し

になる。

終わりに

無限の広がりを見せるであろう。サイ

普及することが基礎となる。

6

を生み、新しい価値を創出することが

経済指標で言うならば、まずは一

会秩序が保たれ、健康寿命が長く、

れる社会でもある。
人当たりの GDP の高い経済である。

出超過で世界に貢献している。

1,752

英国

充実し、創造性を育む高度の教育を

年金、医療、介護などの社会福祉が

18

一人当たりの GDP では、 年に日
本が 万９３００ドル、中国が ６

4,682
2,013

2018

4

できる。両国の関係者がこれに関して
共に研究することを期待したい。
第 は、両国が質の高い経済社会
の実現に協力することである。質の高
い経済とは、付加価値が高く、革新
9

18

００ドルであるが、当面の倍増を目

4,375

5,514

力が豊かで、知的進化の速い経済であ

9,329

171,808

標とするのが現実的であろう。

17,838

5,094

3,682

118,163

12,454
5,100

3,099

169,689

6,424

22,872

5,645
5,343

2,252

1,874

117,872
41,623
41,295
世界計

12,633

34,788
12,359

21,429

6,112

1,061

ドイツ

474,766

35,461

5,608
28,040

フランス

461,794

8,655
8,119

556

28,389

7,358
米国

34,353

112,871

7,517

11,863

中国

（100 万ドル）

る。同時に社会秩序が安定し、社会

34,216

633,474

7,578

107,149

6,000

31,099

10,870

輸入
3,630

31,017

英国

34,595

65,289

輸出
3,422

24,331

8,823

10,680

953

輸入

日本

57,951

12,961

4,776

2010

97,099

ドイツ

7,789

輸出

662,761

47,734

65,463

世界計

輸入

27,905

119,801

44,385

フランス

2000

輸出

27,673

50,563

16,699

14,685

1,788

輸出

8,030

13,131

10,085

（２）医療機械・器具

26,331
米国

中国

輸入
5,845

17,338

輸出
輸入
4,324

輸入
2,732
輸出

日本

00

画的に進めることが期待される。

医薬品および医療機械・器具の国

際取引は世界的に拡大してきた（別
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3

3

2018
2010

（１）医薬品

2000

（100 万ドル）

主要国の医療関連物品の貿易
（参考）
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経済と民生の安定を軸に
コロナ禍での全人代

異例の開催となった今回の大会

経済・民生の対応には力点が置かれたが、

への言及は少なくなった。コロナ対策と

言時間の短縮と相まって、具体的な政策

をクリアするためには、 年の経済成長

しながら GDP 倍増達成という大目標

摩擦による経済の下押し圧力を背景と

通り３月前半に開催する予定であった

や公職への規律強化などについての表現

従来は相当の時間を割いていた環境対策

に衆目を集める中で、国家統計局が過

率がどれくらい必要かという話題が大い

２０２０年の全人代は、当初は例年

が、中国国内で新型コロナウイルスの感

去数年間の経済成長率を上方修正する

ハードルが下がったとも言われた。さら

という「荒業」を用いて、目標達成への

は簡素化された。

同時期に開催される政治協商会議とと
もに延期されていた。国内感染の沈静

に同年 月に開かれた中央経済工作会

ス感染拡大が経済と人々の暮らしに与

議でも具体的な数値は示されなかったも

政府活動報告では、新型コロナウイル

開催に至るも、ウイルス感染の再発を警

のの、 年はある程度の成長率で良いと

3000 人の代表は、事前に北京の指

に短縮され、国内各地から参集した約

や、雇用・就業機会の維持、第 次五

功したとし、現在は回復基調にあること

共産党主導の下で感染拡大の抑制に成

値をご破算にし、全人代では過去の目

しながら新型コロナウイルスは全ての数

する楽観的な雰囲気も流れていた。しか

た。会期は７日間（通常は約 日間）

えた打撃の深刻さを振り返るとともに、

化と経済活動の再開を受けてようやく

経済成長率は明示せず

染者が１月から急速に拡大したため、

20

戒し、従来とはかなり異なるものとなっ

12

20

経て出席したという。報道陣の取材にも

定ホテルに滞在した後、PCR 検査を

れた。しかしながら 年の経済成長につ

脱却が大きく前進していることが強調さ

カ年計画の主要課題の一つであった貧困

標についても踏み込んだ内容を示すこと

と同様に、次期 カ年計画に関する目

標値への達成について言及できないこと

の配信画像からは、マスク姿で臨む代表

会議の模様を中継する中国国営通信社

材はごく限られた人数となったようだ。

具体的な数字を提示しなかった。

困難な要因に直面している」とした上で、

において不確定性が非常に高く、予測

いては、
「ウイルスと経済・貿易の情勢

「六つの安定」
・
「六つの保障」
の
推進

万 4000 字程度）の登壇であった。

に短くなり、約１時間（文字数にして

にわたる発言もあったが、今回は大幅

ば２時間あまり、過去には３時間近く

院総理の政府活動報告は、 例年なら

均収入を 2010 年時に比して 年間

た、GDP 総額と都市・農村住民の平

た際の目玉とも言うべき目標数値であっ

かった。中でも、 年に同計画を制定し

成状況についての具体的な表現は少な

終年にあたるが、様々な数値目標の達

れの報告においても特に強調されたのが、

について」の各報告がある。今回のいず

方予算の執行状況および 年度予算案

度計画について」
、財政部の「中央・地

経済・社会発展計画の執行状況と 年

して国家発展改革委員会による「国民

ほか、主要な数値目標や政策の目安と

全人代では、総理の政府活動報告の

従来の報告では、前年度の成果と中国の

で倍増するというフレーズにも触れるこ

「六つの安定」の取り組みと、その重点

また、 年は第 次五カ年計画の最

抱える課題、今後の方向性や政策など

とはなかった。 年 月には、米中貿易

開幕日に行われる恒例の李克強国務

5

が広範な分野で詳細に述べられるが、発

20

はなかった。

強い制限がかけられ、海外メディアの取

13

10

たちの張り詰めた雰囲気が伝えられた。

20

13

11

10

20

16

19

1

一般財団法人日中経済協会 調査部 次長

期全国人民代表大会第 3 回会議（以下全人代）が、５月 22 日から開かれた。いまだ完全終息には至らない新
第13
型コロナウイルスによる影響が注目を集める中で、中国政府は経済成長の具体的な数値目標を示さず、雇用の確保

横山達也

と感染症対策をはじめとした民生の安定を最重要課題とし、喫緊の事態に最優先で対処する姿勢をみせた。また、積極
的な財政出動と経済産業対策を打ち出し、世界経済の見通しが不透明な中において、まずは急ぎ国内景気を回復・安定
させることを図っている。一方で国防予算は引き続き増額したほか、香港市民に大陸と同様の治安措置をもたらす「国家
安全法を香港に導入する議案」を採択するなど、安全保障や統治に関しては強い姿勢を貫いたという印象を残した。

20

6
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コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

活動として掲げた「六つの保障」の実行
である。
「六つの安定」は、①雇用、②金融、
③貿易、④外資、⑤投資、⑥期待（成
長目標の達成など国内外からの期待に
応える）の各分野。
「安定」要素は中国
の政策の主たる目標であり、
次項の表「全
人代の各種政府報告における活動重点・
主な数値目標等」にもその具体的な内
容が反映されている。
「六つの保障」は、
①住民雇用、②基本的民生、③市場主

いる。 年は中国の定める貧困の基準
（年

収で４０００元以下、なお UNDP の

絶対貧困基準は ドル未満 / 日）を

1109 万人が脱却したとし、 年度

した。これらの政策により、年間の負担

の軽減総額は、 兆 5000 億元を見

込んでいる。

ロ就業世帯」を発生させないことも、貧

ことで一家の収入が絶たれるという「ゼ

の全人代では、世帯内に就業者がいない

内には完全に解消するとしている。今回

関連設備をはじめとする情報インフラと

フライン等の従来型投資とあわせ、５G

鉄道や高速道路、都市・農村部のライ

的に内需拡大を図る姿勢も打ち出した。

よるインフラ投資などを通して、積極

租税の減免措置の一方で、財政出動に

困・雇用対策として新たに掲げられた。

生やバイオセーフティなどの感染症対策

給網安定、⑥末端組織運営（行政の円

雇用に関しては、具体的な数値目標が

では、新型コロナウイルスによる経済低

全人代で発表された経済・産業政策

イチェーンの整備も重視され、円滑な物

せて、内需拡大に不可欠な国内のサプラ

の整備強化に重きが置かれている。あわ

新エネルギーに関連する施設、公衆衛

経済・産業政策では、中小企業
支援と内需拡大に一層の注力

20

明示された。 年の都市部の新規就業者

体、④食糧エネルギー安全、⑤産業供

1

2

19

滑な運営と、事業主や個人への行政サー

PCR 検査を受けるために街角に並ぶ住民たち
（20 年６月、日中経済協会北京事務所撮影）

に集中的に力を注がなければならない」

などに関する政策は雇用安定化への支援

化する必要がある。財政や金融、投資

告において「雇用優先政策は全面的に強

安定確保だ。李克強総理は政府活動報

において最も強調された政策は、雇用の

今回の全人代における一連の政府発表

が集約されている。

き目標であり、現在の中国の喫緊の課題

前提として、いわば最低限に守られるべ

ビスの享受）
。
「安定」を実現するための

に抑えることを目指している。

を調査ベースで６％（ 年は ・ ％）

の政策を通じて、都市部における失業率

などの政策を打ち出した。これらの一連

ン、I ターンによる起業の資金的な援助

新卒者を含む若者の農村部への U ター

る職業技能訓練制度の強化を行うほか、

２年間で延べ3500 万人を対象とす

や農民工も含めた就業支援として、今後

を図る必要がある。そのため、退役軍人

新卒者を含めた膨大な雇用機会の創出

の、870 万人以上と見込まれる大学

である 1352 万人には届かないもの

の目標数は、900 万人。昨年の実績

交通機関の運用支援なども引き続いて

トの必要な飛行機や船舶も含めた公共

ビス業への租税の減免や、大規模なコス

営業も多い飲食・宿泊・観光等のサー

置を継続することとしている。また、自

優先する例えから）と呼ばれる一連の措

（魚を獲るよりも、まずは育てることを

社会保険の負担の低減など、
「放水養魚」

猶予、企業の養老保険をはじめとした

の引き下げや免除、借入金の元利返済

かれている。既に実施してきた増値税

中小企業や零細企業の支援に重点が置

迷で、もっとも大きな打撃を受けている

高精度化・特有化・イノベーション化）
」

を推進するほか、
「専精特新（専業化・

を圧倒する技術）向上プロジェクト等

製造、製造業コアコンピタンス（他者

ネット、自動化を目途としたスマート

化を目指すインダストリアル・インター

下までの製造業分野のネットワーキング

対する強化にも取り組む。川上から川

の高度化と、新たな産業の育成支援に

トすることも視野に入れ、既存製造業

また経済が回復から成長軌道にシフ

積化を進める方針だ。

流輸送網の構築と重要物資の備蓄・集

また、社会の安定には不可欠な貧困

ドバンドの使用料の引き下げ期間の延

行うほか、商工業用の電気料金やブロー

励している。

ベンチャー投資や大衆による起業を奨

と名付けた先進性の高い企業の育成、

3

長、国有不動産の賃料免除なども表明

5

対策も、雇用の確保と並んで重視されて

19

最重点は雇用の安定確保

とし、雇用対策は社会不安を防ぐため
にも全てに優先する課題と位置付けられ
ている。
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目標数値等

民生・医療

省エネルギー
環境

対外経済

外交政策

安全保障
国内統治等

行政改革等
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生の向上などは、共産党中央の指導の

成果と明示されていたが、今回もウイル

ス感染の拡大阻止の成功は、習近平総

書記を陣頭とした共産党が指導した結

対外経済は引き続き
開放姿勢

外資の導入に対しては、こ

法としては公開・透明性をもって国際的

果であると強調している。また、その手

維持している。サービス業、

な協力を展開したとし、欧米が指摘す

れまでの規制緩和の方向を

金融、農業等に関する外資

また、香港については政府活動報告に

る情報隠しとの批判に応じた。

目を削減し、外商投資奨励

おいて従来通りに「一国二制度」
「香港

参入のネガティブリストの項

産業目録の拡充を図るとし

住民による香港統治」としながらも、「国

択した。台湾問題については、
これまでの

たほか、対外開放拠点とし

対外貿易においては、相

「一つの中国」という原則的な概念を示

家安全を守るための法制度・執行メカ

手国の景気の悪化を見越し

さず、
「台湾独立に反対し統一促進」と

て各自由貿易試験区の独自

た輸出型企業への支援が図

具体的に一歩踏み込んだとも受け取れる

ニズムを確立・十全化する」として、
「国

られている。輸出型企業への

表現となった。香港や台湾という統治上

権限の拡大や海南自由貿易

信用貸付や輸出信用保険の

での重大な事項については、米国をはじ

家安全法を香港に導入する議案」を採

拡大、海外輸出向けであっ

めとした国外からの非難が相次ぐ中でも

港の建設を表明した。

た商品を国内販売に転換す

揺るぎない姿勢を示した。

民法典の制定

今回の全人代において、注目を集めた

トピックスの一つとして、
「民法典」の成

立がある。総則、物権、契約、人格権、

婚姻家庭、相続、権利の侵害責任の全

７編で１２６０の条文から成り、これま

で個別に定められていた各民法関連法の

る支援など、企業活動の維

持とともに該当企業におけ

る雇用の確保も重視されて

安全保障と統治の強
い姿勢は変わらず

年の政府活動報告にお

いても経済成長をはじめ民

19

いる。

○感染症対策、公衆衛生の整備強化
・感染症対策特別国債１兆元を発行し、予防・抑制の体制を強化
・基本医療サービスの水準向上、食品・医療への監督管理の厳格化
・海外からの輸入感染阻止。WHO との協力深化と関連諸国への支援（健康シルクロード建設）
・コロナウイルスワクチンの開発と生産能力の整備
・各省へのバイオセーフティレベル３の実験室の設置、感染医療機関の整備。動物伝染病のモニタリング強化
○民生の保障
・現行基準の貧困人口をゼロとする。貧困対策特別補助金を 1461 億元計上
・基礎養老金等の引き上げ、失業保険の適用枠の拡大、最低生活保障の適用拡大。起業支援
・県都レベルにおける住宅改築の推進
○消費者物価指数（CPI）は 3.5％前後
・住民所得の伸び率は経済成長に同調。農民の収入増
○食糧の生産と自給の安定
・食糧安全保障法の策定推進。食料備蓄安全の管理体制支援。穀物や綿花などの価格政策
・病虫害対策、豚生産の回復、農地転用行為の防止と新農地造成
・科学技術による食糧安全保障への支援強化
○ GDP １単位当たりのエネルギー消費量と主要汚染物資の排出削減。13・5 計画の目標達成
・クリーンで効率的な石炭利用、再生可能エネルギーの発展、エネルギー備蓄能力の向上
○汚染対策
・大気汚染対策（暖房クリーン化、鉄鋼業の超低排出化への改良、ディーゼルトラック対策、鉄道輸送専用線建設の促進）
・「黒臭水」（都市の汚水）対策、渤海海域の総合対策、水源地保護、長江・黄河流域生態環境保護
・土壌汚染対策、医療廃棄物・危険廃棄物処理のインフラ補強。都市ごみ無害化処理率の引き上げ
・大気汚染対策に 250 億元、水質改善に 317 億元、土壌汚染対策に 40 億元を投入
・生態保護補償条例の制定、国家生態文明試験区の建設
○水素エネルギー産業発展戦略計画の策定
・新エネルギー自動車の発展促進
○産業チェーンとサプライチェーンの安定。企業の受注増加、雇用安定確保の支援
○輸出入の安定促進・質的向上。国際収支を基本的に均衡
・輸出信用保険の適用枠の拡大。輸出向け商品の国内販売支援と輸出企業の国内開拓支援
・越境 E コマースの発展。国際貨物輸送能力の向上
○外資の積極的利用。外資参入ネガティブリストの項目削減と、クロスボーダーサービス貿易ネガティブリストの公布
○自由貿易試験区への自主権の付与拡大。海南自由貿易港の建設。第３回国際輸入博覧会の開催
○質の高い「一帯一路」建設。対外投資の健全発展
・「デジタル・シルクロード」「シルクロード沿線 E コマース」の建設
○ブランド、技術、サービス、標準の海外進出促進。第三国市場協力の開拓
○多国間貿易体制の擁護。WTO 改革への積極的な参加
○中米第一段階貿易合意を共同で徹底
○ RCEP 交渉を推進、中日韓 FTA 等の自由貿易交渉の推進
○中華民族共同体の意識確立。海外華僑との結束
○国防力強化。中央軍事委員会主席責任制の厳格な実行
○香港等の特別行政区が国家安全を守るための法制度・執行メカニズムの確立
○「台湾独立」反対と、統一の促進
○エネルギー安全保障の強化
・石油備蓄等の推進、天然ガスパイプラインの整備。石油・天然ガスの探査開発の推進。非化石エネルギー発電の推進
○北京冬季オリンピック・パラリンピックの準備推進
○第７回国勢調査の実施
○「放管服」（行政簡素化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化）改革の推進
・「ビジネス環境改善条例」の実施、手続き簡素化の推進
・国有企業改革 3 カ年行動案の策定実施。混合所有制の深化と国有企業が担う公共サービスの放棄
○政府機構の民営企業への滞納金完済、清廉な政商（政府と民営企業の関係）構築。「三公経費（海外出張・公務接待・公用車）」の削減

8

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて
表

全人代の各種政府報告（政府活動報告、国民経済・社会発展計画、中央地方予算案）における 2020 年の活動重点・主な
○「放水養魚」（企業の負担軽減）の実施
・増値税減税や企業養老保険料率の引き下げの継続で新たに約 5000 億元を軽減
・中小零細企業、サービス業、交通運輸業への租税や保険料等の減免措置の継続により、２兆 5000 億元以上の負担軽減
・商工業用の電気・通信料金の引き下げ延長、国有不動産における賃料減免
・中小零細企業の融資の元利支払い猶予期間の延長、貸付の拡大奨励。金融機関の融資支援、無担保社債による資金調達の増加推進
○製造業の高度化と新興産業の発展。インターネット + の推進
・スマート製造、E コマース、オンラインサービス、デジタル経済の推進
・５G ネットワークの構築と応用。超ハイビジョン、VR 等の新興産業促進。スマートシティ建設促進
・コアコンピタンス向上プロジェクトの推進
・科学技術イノベーション 2030 の推進。全産業の国産化応用に向けたプラットフォームの構築支援
・企業の研究開発投資や国家実験室の建設の増強、科学技術の国際協力推進
・ベンチャー投資の発展、起業支援、プラットフォームエコノミー、シェアリングエコノミーの成長。
「専精特新（専業化・高精度化・特有化・
イノベーション化）」中小企業の育成
・深海・遠海での養殖設備の発展、現代化海洋牧場の建設
○消費の回復
・E コマースや宅配便普及による農村消費の拡大
・自動車消費支援。インテリジェント、オーダーメイド、グリーン製品の供給拡大
・新エネ車普及の補助政策の延長
・夜間経済（ナイトタイムエコノミーの振興）推進
・オフライン消費の回復。商業施設等の秩序ある再開。国際消費中心都市の育成建設
○地方特別債を３兆 7500 億元発行（2019 年より１兆 6000 億元増）
・新型インフラ整備の強化（次世代情報ネットワーク、５G、充電スタンド整備等の新エネ車普及）
・新型都市化。農民の都市部就業・定住の促進。住宅地の改築、交通や水利プロジェクトの促進
・国家鉄道建設資本金の増強。四川―チベット鉄道の着工推進
○西部、東北、中部の発展戦略の加速。京津冀、粤港澳大湾区、長江デルタ、成渝（成都－重慶）経済圏の発展建設。湖北省の発展支援。
虹橋国際開放センター建設（上海）
○供給側構造改革の推進
・鉄鋼業の再編、業態転換の促進。ゾンビ企業整理。石油化学産業の配置最適化、危険化学品製造業の移転改造
○産業チェーンとサプライチェーンの安定
・物流の円滑化と重要物資の蓄積支援。国家物流センター、国家基幹コールドチェーン等の拠点構築

経済・産業対策

○雇用の安定
・都市部の調査失業率は６％前後（登録失業率は 5.0 ～ 5.5％前後）
・都市部の新規就業者数を 900 万人。失業者の再就業促進、職業技能訓練増加（２年で 3500 万人以上）
・大学新卒者（874 万人）や退役軍人、農民工の就業支援。農村への U ターン、I ターンの起業支援
・「ゼロ就業世帯」対策

雇用

○財政赤字の対 GDP 比を 3.6％以上。前年度比１兆元増
○財政支出構造の最適化
・中央レベルの支出をマイナス（0.2％）。不急不要の支出と非恒常的支出の 50％以上削減。会議・フォーラム・展示会等の経費抑制
・広義マネーサプライ M2、社会融資（企業・個人の資金調達総額）の伸び率が前年度水準を上回る
・人民元為替レートの基本的安定、預金準備率と金利の引き下げ
○銀行の不良債権の解消。債券市場健全化の維持とデフォルト処理の仕組みの十全化
○全国一般公共予算歳入 21 兆 250 億元（前年比 5.3％減）
、歳出 24 兆 7850 億元（同 3.8％増）。中央の一般公共予算の歳入は９兆 1650 億元、
歳出は 11 兆 9450 億元
・中央レベルのサービス支出 13.3％減、外交費 11.8％減、国防費 6.6％増、公共安全保障 0.7％増、教育費 7.5％減（地方で大幅増として
実質プラス）、科学技術支出 9.1％減（地方で大幅増として実質プラス）
・国有資本経営の収入は 3638 億元（前年比 8.1％減）
、一般予算への繰出金は 1370 億元
・社会保険料収入は５兆 2417 億元。剰余金残高は８兆 9030 億元
・国債残高限度額は 21 兆 3008 億元、一般債務残高（地方債務）は 14 兆 2889 億元

財政・金融

的な整備が進んできたイメー

国は古代から法制度の体系

集大成となるものである。中

なイデオロギーの対決となりかねず、解

対立は、コロナを巡る応酬を経て、明確

く。貿易摩擦をきっかけとした米国との

ス感染はまだ予断を許さない状況が続

決に向けた有効な手形となるはずの経済

※ 8 ページに続く。

ジもあるが、中華人民共和

国としては初の法典であり、

のグローバリズムは、各国の経済力の消

今回の全人代は、中国の現状と今後

メディア等では「社会生活の

ライバシーの保護や財産権の

の政策動向を見極める機会として、世

耗により、むしろ縮小の方向に向かって

保障、公正な取引維持など、

界から注目を集めた。国家の基本的な

百科事典」と紹介されている。

基本的な重要案件が明記さ

使命である国民の生活保障、すなわち

いるようにも見える。

れるほか、子供の人数制限や、

「民を飢えさせない」ことを主眼とした

30

21

年１月からの施行で、プ

離婚届の 日間の無効申立

雇用確保と貧困脱却、ウイルス対策等

コロナ・ショック収束後の世界では、

て期間などの独自の法律も定

は大恐慌以来のさらなる全

その経済力や米国と並ぶ存在感を背景

も含めた民心の安定を図ることを最優

世界規模の経済的混乱を予

に、中国のプレゼンスは一層高まること

められている。

想する声も聞こえる中で、中

も考えられる。そこでは今回の会議で取

先とし、景気回復と新産業の育成など

国を取り巻く国際的な政治・

り上げた数多くの経済や民生の政策と

の経済力の強化、他国の干渉を受け付

経済環境はより厳しさを増

同様に、李克強総理が政府活動報告に

今後のゆくえ

すことも考えられる。中国

おいて訴えた「世界経済の安定促進」
「国

けない従来からの一貫した外交姿勢など

国内においても、コロナウイ

際法に基づく国際秩序の順守」
「世界平

世界はいまだに新型コロナ

ルスのもたらした経済活動の

和と安定・発展・繁栄を促進」の実現

が広く示されたと言える。

停滞による打撃が早期に回

が世界から期待されるのかもしれない。
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ウイルスの渦中にあり、今後

復することは難しく、一度は

落ち着いたかに見えるウイル

（注）相似のニュアンスや各分野にわたる事項を便宜的にまとめたものであり、必ずしも原文とは一致しない。
（出所）筆者作成
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コロナ危機からの脱却と
未来産業の基盤づくり

味している。

時点で貧困人口が既に 551 万人に

以来、経済活動の復興が慎重に進め

少したのは原油価格暴落の影響が大

府活動報告のなかでも年内に貧困を

貧困を撲滅できる可能性がある。政

なくすという目標が掲げられ、政府

予算のなかでは１４６１億元が貧困

表されるので、それを手がかりに毎月

額とサービス業の生産指数は毎月発

作成されないが、鉱工業の付加価値

GDP の統計は四半期ごとにしか

くて数字を出せなかった、というわけ

済が悲惨な状況にあるから恥ずかし

の目標が盛り込まれなかったのは、経

人代）の政府活動報告に経済成長率

旬に開催された全国人民代表大会（全

以上の情勢を踏まえると、５月下

な軌道に乗せて就業を回復すること

で、今年の最重要課題が経済を正常

いずれも冒頭に来るのは「就業」なの

障（六保）
」というスローガンである。

「６つの安定（六穏）
」と「６つの保

今年の経済政策の基調を示すのが

対策費として計上されている。

の GDP 成長率を推計してみたのが

ではないことがわかる。むしろ、今後

慎重に雇用回復を目指す
経済政策

図１である。なお、
第１次産業（農業）

新型コロナウイルスの影響が中国内外

回復してきている。

については月ごとのデータが存在しな

でどのように出てくるか見通しにくい

もともと 年は第 次五カ年計画

とを警戒しているのだと思われる。

投資過熱などの無理を引き起こすこ

なか、下手に目標を立てて、それが

いので、第１四半期の成長率（マイナ
ス ・ ％）がずっと続いていると仮
定している。
これによると、１〜２月にマイナス
・ ％まで落ち込んだ GDP 成長

の最終年に当たり、
「全面的に小康社

会を実現」して農村の貧困をなくし、

2020/5（年 / 月）

2020/4

2020/3

-1.4

-3.0

2.0

0

率は、５月にはプラス ・ ％まで
回復している。このまま回復が続けば、

る必要があるが、 年の成長率目標
20

図 1 中国の主要経済指標

-15

-20

10

固定資本投資
消費財売上高
輸入額
（注）前年同期の増減率。（出所）中国国家統計局、GDP は筆者推計

GDP（推計）
輸出額

GDP を 年の２倍にするという目

標があった。後者を達成するには 年
２月に激しく落ち込んだが、４月以

がなくなったということは、GDP 倍

-10

第２四半期はプラス１～２％ぐらい
にはなるだろう。

に ・ ％以上の経済成長を実現す
降はプラス成長となった。消費の回復

需要項目別にみると、投資は１～

20

増の目標は事実上放棄したことを意

-9.1

-5

10

5

2020/1-2

2019

-25

6.1

5

0

13

2

1
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長に戻りそうである。また、輸出は

東南アジアや台湾に向けた輸出の増

まで減っており、 年のうちに完全に

一方、貧困問題については、 年の

中国では３月上旬に新型コロナウイ

加で補うことができた。輸入額が減

欧米向けが落ち込んだが、その分を

ルスの流行がひとまず抑えられ、それ

コロナ後の経済情勢

19

きい。

20

られてきた。 年第１四半期（１～
長率がマイナス ・ ％と大きく落

３月）はコロナ禍の影響で GDP 成

20

6

ち込んだが、３月後半からは着実に

8

2

20

3

9

は相対的に遅いが、６月にはプラス成

（%）

10

5

東京大学 社会科学研究所 教授

年１～３月はコロナ禍の影響で大きく落ち込んだが、５月にはプラス成長を回復し、通
中国経済は、2020
年でもプラス成長を目指している。政府は雇用の回復を第一としながらも、投資過熱を招かないよう、控

丸川知雄

えめな積極財政を組んでいる。そしてこれを機に５G 通信網、電気自動車の充電設備など未来産業の基盤整
備に取り組む。

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

だ、という点は疑いない。
ただ、「６つの安定」の他の５つは「金

の対策はかなり慎重である。

脱却を目指しているのに対して、中国

て来ても失業率が上がらないようにす

対象に入るので、出稼ぎ労働者が戻っ

３兆７５００億元の地方債を発行し

ことになっている。また、地方政府は

るインフラ建設などの防疫関連に使う

慎重に回復を目指すという方針は

るには雇用機会をかなり創出する必

融、貿易、外資、投資、予想」の安
就業に関する目標にも現れている。都
だったのが、コロナ禍に襲われた 年

ここでは、コロナ危機から経済を回

以 上 を ま と め る と、 中 央 と 地

ると 思 わ れる。 武

の積極財政を組んでいるが、財政赤

で落ち込んだ経済を回復させるため

兆３９７４億元（563 兆円）で、

れに基 金 会 計 も足 すと支 出は総 額

国債・地方債の発行で賄われる。こ

う ち３ 兆 ７ ６ ０ ０ 億 元（

％）が

兆７８５０億元（373 兆円）で、

方の一般 会 計 を 合 算 すると 支 出 は

全人代で決まった 年の政府予算

ていきたい。

組みについて、日本と比較しながら見

復させるための中国の財政政策の取り

こととなっている。

民生の向上や消費の促進などに充てる

て、地方のインフラの不足を補ったり、

定である。金融と投資の安定が入って
市部の失業率は 年末には ・ ％

れすぎて信用の膨張や投資の過熱を
１～２月に ・ ％へ跳ね上がった。
政府活動報告で打ち出された目標は

控えめな積極財政

要がある。

いるということは、景気回復に力を入
招かないようにしたいというニュアン
５月には ・ ％と少し下がったが、

らも過熱を招かないような匙加減で
「６％前後」にするというもので、現

スがある。つまり就業を回復しなが
景気対策を行うという意味であろう。
状維持でいいというのである。

は、財政赤字率（財政赤字の GDP

実際、次項で見るように、日本がい

このような控えめな目標になった

に対する割合）を 年の ・ ％か

漢などのロックダウ

字の割合は日本に比べるとかなり小さ

うち８兆５１００億元（ ％）が各

種の国債・地方債の発行で賄われる。

年に比べて財政赤字は一般会計の部

分で１兆元、基金会計の方では、抗

疫特別国債の発行により１兆元、地
したタイミングだっ

２ 兆 ７ ８ ０ ０ 億 元、 地 方 政 府の一

し た が、 中 央 政 府 の一般 会 計 で

予算をみると、もともと１０３兆円

方債の拡大により１兆６０００億元
た。帰郷していた労

般 会 計で９ ８ ０ ０ 億 元の赤 字で組

の支出のうち ・ ％を国債で賄う

年の国 家 予 算 を 示

働 者 た ちはそのま

んでいる。合計すると一般会計では

という予算であったが、ここに第１次

表１に

ま出 稼 ぎ先に戻れ

３兆７６００億元の赤字となり、こ

補正の 兆円、第２次補正の 兆円

で多 くの人 が帰 郷

なくなり、 ２ 月 下

の部分は国債・地方債の発行で賄わ

一方、日本の令和２年度（ 年度）

増加する。

旬から徐 々に出 稼

要 指 標である「調

現 在の失 業 率の主

それによって得た資金は全額地方政府

１兆元の「抗疫特別国債」を発行し、

また、 基 金 会 計の方では中 央 が

度はリーマン・ショックがあった 年に

で賄うことになる。日本の公債依存

で、うち 兆円（ ％）を国債発行

ため、財政支出の合計は１６０兆円

が加わり、それぞれ全額国債で賄う

査 失 業 率」には出

に配って、地方政府の公共衛生に関わ

09

56

わばアクセル全開でコロナ危機からの

背 景には、 出 稼 ぎ

8

ら ・ ％以上とするなど、コロナ禍

2

ンが始 まったのは、

労 働 者の事 情があ

19

い。

6

れることになる。

7

20

32

31

5

123,342
77,835
70,407
8,008
37,500
123,342

15

23

20 2

ぎ先に戻っている。

26

90

3,003

24

5

ちょうど春節の休み

3

37

19

19

2

稼ぎ労働者も調査
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20

10,789
2,781
8,008

20

6

9

（出所）2020 年全人代における財政部報告

13,791
3,611
180
10,000
91,650
82,770
5,300
3,003
578
119,450 支出
35,035
中央支出
83,915
地方へ移転
500
27,800 一般会計へ
地方基金会計
202,515 収入
97,500
基金収入
83,915
うち国有地使用権売却益
21,100
中央基金から移転
地方専項債
212,315 支出
9,800
歳出
地方の財政赤字

（億元）

中央基金会計
収入
基金収入
繰越
抗疫特別国債

2020 年の中国の国家予算

中央一般会計
歳入
中央収入
安定調節基金より繰入
基金から繰入
国有資本経営から繰入
歳出
中央支出
地方へ移転
中央予備費
中央の財政赤字
地方一般会計
歳入
地方収入
中央から移転
基金・剰余金から繰入

表1
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が配布された。当たった人は実際には

新型インフラとは、５G ネットワー

に投資することが期待されている。

ものである。ただ、それは単に需要の

ク、
電気自動車（EV）用の充電ステー

を早く回復の軌道に乗せようとする

先食いになる可能性が高く、長い目で

ション、工業インターネットといった

平均で ・ 枚使ったので、当選者１
人が市政府から受けた補助はわずか

見たときの経済効果は小さい。

の５G 基地局が整備される見込みで

都市化、そして

ンフラと新型の

資金は、新型イ

を発行して得た

元の地方専項債

３兆７５００億

る。地方政府が

こもうとしてい

施建設」
）につぎ

「新型インフラ建設」
（
「新型基礎設

るために、経済回復のための資金を

中国はコロナ危機をチャンスに変え

能性が高い。 年末の時点では、お

中国全体で１億人を突破している可

発表されていないが、５G 契約者が

ている。中国聯通の５G 契約者数は

人、中国電信が 3005 万人となっ

５G 契約者は中国移動が５５６１万

ユーザーも増えている。５月時点での

出そろい、５G 契約に変えるスマホ

ぐらいの比較的安価な５G スマホも

既に３０００元（４万５０００円）

的にカバーされるようになるという。

県城（農村の小都市）や郷鎮も部分

は全て５G の電波が届くようになり、

ある。その結果、全国の主要都市に

交通や水利の大

型 プロジェクト

そらく中国の５G ユーザー数が世界

12
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・ ％に跳ね上がったのち、 ％台

まで下がってきたが、今年は一気に史
上最高の ％以上へ跳ね上がることに
に ・ 元（５２６円）ということ

内容を含む。これらのインフラは、５

なる。

一方、日本の給付金の場合、所得

になる。

G の応用技術、EV や自動運転など

このなかでも特に重視されている

があまり減っていない人がもらっても

のが ５G ネットワー クの建 設であ

杭州市と類似した消費券は５月７

能性がある。給付金を出す方針が閣

る。移動通信の大手３社、すなわち

未来産業が発展する基盤となる。

議決定されてから実際に給付される

地方都市の街角にも電気自動車の充電スタンドが並ぶ
（常州市、筆者撮影）

新型インフラ建設

中国移動、中国電信、中国聯通は今

その大半を貯金に回す可能性が高く、

る。日本の給付金はコロナ危機で所得

まで優に２カ月を要していることから

日までに全国１７０余りの都市で配

消費券は３月下旬より地方政府が

が減って困っている人々を救済するの

年５G 通信網の建設に 1803 億

日本と中国の対比がとりわけ鮮明

配布を始めた割引クーポンである。

が本来の目的であった。ただ、そうし

見ても、日本の場合には消費回復に

当面の消費拡大にさえつながらない可

杭州市の例でみると、杭州市に滞在

た人にターゲットを絞ろうとすると申

元（２兆７０００億円）を投じる予

布され、その額は総計で１９０億元

している人なら誰でもスマホのアリペ

請の手続きや審査などが煩雑になるの

対する速効性は最初から期待してい

なのが、国民に対する給付金である。

額の１～２割を補助するものである。

イを起動し、クリックすることで申し

で、思い切って全国民に一律に配るこ

定で、これによって中国全体で 万基

（２８５０億円）であった。そのほと

意された。一方、中国で国民に直接

日本の給付金と比べると、中国の

市内で買い物をしたら地方政府が金

届く給付としては、目下のところ地方

消費券はまず補助の額がとても小さい

込むことができる。当たるかどうかは

とになった。中国でも失業保険や生活

ないことがわかる。

日本では、第１次補正予算のなかで
盛り込まれ、そのために 兆円が用

政府が出した「消費券」があるのみ

早い者順で決まり、毎回申し込み開

保護の給付対象を都市へ出稼ぎに来

し、給付の目的からして日本と異な

始から数十分以内に配布が終わった。

たばかりの人々にも広げることで困窮

である。

当たれば、杭州市内の実店舗で 元

者に対する支援の網を広げようとして
いるが、所得の減少を広く補う制度

以上の買い物をすると市政府から

元の補助が行われるクーポン５枚が

ろ当面の消費を喚起することで経済

減少を補う効果は期待できず、むし

そもそも金額が小さすぎて、所得の

は目下のところ存在しない。消費券は

ないと無効になる。
20

もらえる。ただし１週間以内に使わ

10

40

60

12

杭州市では、３月 日から４月
27

日までに総計８８０万セットの消費券

20

10

消費券による消費の喚起

51

30

んどが杭州市と同様に一定の期間内に

56

3

1

5

国民１人 万円の特別定額給付金が

35

51

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

の８割以上を占めるであろう。
米国政府はファーウェイや ZTE
など中国のハイテク企業を危険視し、
米国の通信機器市場から排除しただ

る。中国は購入への補助金を出すこと

EV の利用環境を整備することであ

工場が 年１月に稼働を始めたのを

類が乏しかった。だが、テスラの上海

GDP 成長率を達成するという目標

述べた。つまり、実質的にはプラスの

で EV へのシフトを推進し、 年に
年も上半

は中国が世界の EV 販売台数の ％
を占めたほどであった。
期は新エネルギー自動車（主に EV）
の販売が前年同期比 ％増と伸びた
が、下半期に購入に対する補助金が
削減されると、販売台数は一転して前
年同期比マイナス ％となった。 年

に入ってからも低調で、自動車全体で
は４月以降プラス成長に転じたのに、
新エネルギー車は５月もマイナス ・

％と振るわない。そこで中国政府は

年に打ち切る予定だった補助金を

イテク企業を守るために、国内の市

場での発展が妨害されている自国のハ

でいるのは、米国政府によって海外市

府が５G 普及に前のめりで取り組ん

するよう圧力をかけてきた。中国政

整えて普及を

の利用環境を

こ と で EV

ンを整備する

けにはいかないので、充電ステーショ

やはりいつまでも補助金頼みというわ

年まで延長することにした。
しかし、

場を拡大してやろうという配慮もある

けでなく、日本など同盟国にも排除

18

55

20
23

促す。
中 国 の EV

EV の生産を始める。魅力的な EV

皮切りに、フォルクスワーゲンも近々

残りの８カ月で取り返さなくてならな

は１～４月にマイナス成長だった分を

があることを示している。そのために

いが、５月以降の状況からみてその可

が増えれば普及にも弾みがつくであろ
う。

板金加工、３D 印刷、
レーザーカット、

国の金属切削加工、
プロトタイプ製作、

とをキャッチフレーズにしている。全

で買い物をするぐらい簡単にする」こ

というサイトで、
「部品加工をネット

がなされている。その一つが「速加網」

る。深圳市では既に様々な取り組み

として期待されている分野の一つであ

間格差の問題にどう対処するかとい

応できる人とできない人の格差や地域

けの国民が乗れるのか、未来産業に適

未来産業の発展の波に果たしてどれだ

を作ろうとしている。ただ、そうした

産業の発展基盤となるようなインフラ

回復するのではなく、これを機に未来

したり、給付金を配ったりして景気を

中国政府は、単に公共事業を増や

能性は十分にある。

プリント基板の製造を行う工場をネッ

う課題は残っている。

工業インターネットも新型インフラ

トワーク化し、試作からロット生産ま

再現しようという試みである。また、

田区の産業集積の機能をネット上に

究院『疫情下的消費重啓』 年 月 日

● 北京大学光華管理学院・螞蟻金服研

〈参考文献〉

で一カ所で発注できる。いわば東京大

フォックスコンの子会社である「工業

を全て AI ロボットが担い、オペレー

富聯」では工場の生産ラインでの作業

月 日

『財新』 年
● 程思煒「争議消費券」

4

ターは工場の外から操作する自動工

還是紓困」
『財新』 年 月 日

● 徐奇淵・張子旭「 億消費券 ： 刺激

●『日本経済新聞』 年 月 日、 月

日

●『経済参考報』 年 月 日

会見で、
「６つの保障」を実現できれ

●『 世紀経済報道』 年 月 日、

李克強首相は全人代閉幕後の記者

おわりに

場を展開している。

20

19

のだろう。その結果、中国で５G が
台に様々な５G の応用技術が発展す

の販 売 台 数

年までは

る可能性が高い。つまり、米国政府の

のう ち ９ 割

20

3 19

50

30

20

月 、 、 日

20 5

世界でもっとも早く普及し、そこを舞

妨害がかえって中国のイノベーション

以上が中国

高速道路のパーキングエリアで、電気自動車を電源に
電気コンロで調理をするドライバー（筆者撮影）

ばプラス成長を達成できるだろうと
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27

5

5

20

5

65

5

1

20

20

5

21

25

を活発化させる効果をもたらすかも

メーカーのも
ので、製品種

29

しれない。
新型インフラのもう一つの分野が

22

21

19

18

12

19

22 20 5

電気自動車メーカー、蔚来汽車（NIO）のショールー
ムにて（筆者撮影）
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中国の財政・金融政策の重点課題

～市場メカニズム導入の重要性は変わらない～
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

なことであるが、
デレバレッジの先送りには限界があるのではないか。経済の効率を一段と向上させるためには、
過剰債務の削減とともに市場メカニズムのさらなる導入を進めることがカギとなる。
年下期以降、景気減速への配慮を厚くしてきたが、20 年はさらにその度
中国の財政・金融政策は、2018
合いを強めている。全世界を襲った危機への対応として、当面緩和的・拡張的政策が採用されるのは自然

岡嵜久実子

改革の推進を妨げた債務問題
新型コロナウイルス感染症蔓延の
影響を受け、世界経済が大きく減速
する中、中国でも、 年第１四半期
の GDP 実質成長率（前年比）はマ

20

イナス ・ ％となった。これは、四
8

党第 期中央委員会第３回全体会議

政・金融制度に関しても、中国共産

造改革が必要と考えられていた。財

ために、より深く踏み込んだ経済構

能な経済成長への円滑な移行を遂げる

高度経済成長から安定的かつ持続可

もともと 2010 年代の中国では、

きさを物語っている。

めてのマイナス成長であり、打撃の大

1992 年第１四半期以降では、初

半期ベースでのデータ遡及が可能な

6

（第 期三中全会、 年 月）で採

18 18

11

ける若干の重大な問題に関する決定」

産能力、過剰住宅在庫、過剰債務の
うになっていた。このため、 年と

問題が、次第に大きな影を落とすよ
20

を構築するための改革がさらに進めら

決定的な役割を果たす」メカニズム

機関などの関係者は、金融リスクへの

融当局、地方政府、国有企業、金融

策上の最優先課題とされ、財政・金

年には、それら問題の解消が経済政

り始めたこともあって、中国は金融の

ニシアティブに対する懸念の声が上が

市場などにおいて、中国の一帯一路イ

擦の深刻さが増し、また、国際金融

対外市場開放の効果を減ずる
改革の遅れ

当初、市場では、そうした政策課

応急措置的な対応に注力せざるを得

グローバル化に協調的なスタンスで臨

他方で、 年頃から、米中経済摩

題への取り組みは一気に進められるも

ず、痛みを伴う改革を推進する力は

れようとしていた。

のと期待されたが、実際の改革の足取

に基づき、
「資源配分において市場が

16

弱かった。

17

や、
「第 次五カ年計画（ ～ 年）
」

択された「改革の全面的な深化にお

13

りは重かった。中国では当時、過剰生

16

13

む意思を示すために、同国金融市場

18

上海浦東地区の多国籍企業が集まる超高層ビル群（筆者撮影）

14
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コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

会に相当。以下、全人代）において、

で開催された全国人民代表大会（国

の経済成長速度の鈍化が目立つように

財政部は、 年に実施した減税およ

ない中で、 年下期以降は中国全体

例えば、中国では現在、４千以上

なり、同国の財政・金融当局は金融

みえる。

するようになった。その方針を受け、
の銀行業金融機関が営業を行っている

緩和的政策を実施している。

の対外開放方針を積極的にアピール
従来厳しかった証券業や保険業の参入
が、中国人民銀行（中央銀行。以下、

ついては、同年末まで期限を延長する

年６月以前に満期を迎える措置に

人民銀行）はそのリスク状況を検査

１兆３０００億元の減税を行ったの

と公表した。財政部によれば、同年

企業所得税、個人所得税を中心に同

中の企業および個人の税・保険料等

年に総 額

ただし、中国政府が同国の金融市
し、６百近い機関を「高リスク金融

に続き、 年には増値税（間接税）
、

ま ず 財 政 部 は、

場開放に対する外資金融機関の期待
機関」と査定している（図１）
。人民
銀行は、それらの多くは農村の金融

た。また、同年中に社会保険料等の

ダーの資本取引に係る規制の緩和や

に真に応えるためには、クロスボー

び社会保険料等の減額措置のうち、

19

の負担軽減額は 兆 5000 億元を

督機関と協力して、その経営動向を

減額措置も実行に移された（表１）
。

（出所）財政部「2019 年中央・地方予算執行状況および 2020 年中央・
地方予算案に関する報告」

財政部は説明している。

年５月、例年よりも２カ月遅れ

財政収入
20

15

5

D

20

兆 9300 億 元の減 税を実 施し

り一層の市場化に向けた改革の進展な

注意して見守り、リスク管理体制の整

機関であり、当分の間、他の金融監

どがカギとなる。しかしながら、中国

200

兆 3600 億元の減額となったと、

この結果、企業および個人の負担は

400

25

0
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

（年）

（出所）China Premium Database、ただし 2006 ～ 08 年の国債発行額は
中国金融年鑑

減税措置の拡大

備を促していく、と説明している。

600

の動きをみると、 年代後半から

１９７５年以降の中国の財政収支

２０２０年予算の特徴

上回る見通しとなっている。

2

年代半ばの税制改革を機に、財

マイナスの面が混在していた。

制度の問題に起因する税収不足という

の増大）といったプラスの面と、徴税

フト）に伴う経済効率の向上（GDP

潤全額上納制から納税制への段階的シ

には、国有企業の経営自主権拡大（利

基調を辿っていた（図２）
。その背景

する財政収入・支出額の比率は低下

年代前半にかけて、GDP 規模に対

90

1

の中央銀行や金融監督部門は、経営

800

80

金利・為替レート形成メカニズムのよ

19

18

国債発行額
10

5,928 億元
2,832 億元
4,604 億元
4,300 億元
小規模・零細企業減税
個人所得税減税
社会保険料等の減額

うち
製造業関連増値税減税

基盤が脆弱な国内金融機関の存在や

1,000

2

20

財政支出
30

性の目安と考えられていた GDP 規

おり、財政赤字額は一般に財政健全

則としての均衡財政が強く意識されて

党および国務院首脳陣の間では、原

政の役割は拡大傾向を辿ったが、共産

90

模の３％以内に抑えられていた。ただ
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18

規制が大きく緩和されている。

図 2 中国の財政収入・支出額及び国債発行額の対
GDP 比率の推移

（%）

35

金額
1 兆 9,300 億元

モニタリング体制の未整備などを理由

（社）

このように、中国の財政および金融

表１ 中国における減税・社会保険料等減額状況
（2019 年）

主な負担軽減内容

減税

（ランク）

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

制度改革が必ずしも速やかに進展し
（注）ランクの数字が小さい金融機関ほど抱えるリスクが低く、またリスク
管理体制が良好。人民銀行は 8 ～ 10 および D ランクの金融機関を
「高リスク金融機関」と定義。
（出所）中国人民銀行「中国金融安定報告 2019」

に、金融市場の自由化については総じ

1,200

て慎重なスタンスで臨んでいるように
図 1 中国人民銀行による銀行業金融機関のリスク査定
状況（2018 年第 4 四半期）
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承認された。この結果、財政赤字の

る。

緩和的金融政策の継続

中国では金融調節の手段として、

人民銀行への預け金量を決める預金準

の調節手段はかなり整備されており、

人民銀行は市中金融機関の状態に合

わせた細やかな調節ができるようにな

りつつある。

別に、防疫対策資金のために、１兆

デレバレッジ先送りの懸念

提出した同年の予算案が承認された。
元の特別国債（期間５〜 年）の発

する配慮が大きく、 年４月と５月

心が後退したわけではない。しかし、

備率の変更が使われることが多いが、

新型コロナウイルス感染症蔓延の打撃
行が承認された。当該特別国債は中

には、中小金融機関の預金準備率だ

年以降、その引き下げが段階的に

を受け、既に１～４月の財政収入は
央政府が発行するが、資金は主に地

国の政策として、中小企業経営に対

行われている。特に中小金融機関に対

過剰債務問題に対する金融当局の関

した国際金融危機時には、中国政府

中、企業の過度な借入依存の調整（デ

するサポートの重要性が強調される

国債の利払いは全額を中央政府が負

0

-2

-3

-5

12

小型銀行等
10

8

6

25
-6
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

（年）

（注）財政安定調節基金による調整前と調整後の数値。
（出所）China Premium Database

そうした政策が経済の急速な回復を

の積極化を促す政策をとった。当時は、

き下げるなど、金融機関に対し貸出

かせようとしている。そうした対応自

を安定させ、また金融市場を落ち着

力な資金支援によって企業経営と雇用

撃に際しては、中国政府はまずは強

体は、多くの市場経済国でも行われて

しかし、2010 年代前半の過剰

いることであり、危機対応としてはむ

備投資に向けた貸出の実行を急がせ

な負債の積み上げ（レバレッジの過度

しかし、金融機関に対し、十分な

たことが、その後の過剰債務問題につ

な拡大）は、中国経済が今後再び高

しろ当然採用すべき政策であると言え

ながったとの反省から、今回は、人民

度成長の道に戻ると考えられない以

準備期間を与えず、あまりにも多くの

銀行は企業の（特に中小企業の）資

上、長期にわたって持続可能とは言え

るだろう。

金繰り支援に重点を置くスタンスを堅

の建設プロジェクトの実質的な推進者

ない。金融機関、企業、そして地方

インフラ建設プロジェクトや企業の設

とは事実である。

引き出したとして、高く評価されたこ

20
持しているようにみえる。

また、この 数年の間に、金融市場
10

中型銀行等
14

大型銀行
中小型銀行等
16

調整前
-4

年初来の経済に対する深刻な打

レバレッジ）は先送り傾向にあるよう

1

４カ月）のうちに２～４ポイント引

はいわゆる「４兆元の景気刺激策」

年のリーマン・ショックを契機と

18

担、元金の償還については、３割を中

（年/月）

一方で、防疫対策や雇用維持、景

（出所）China Premium Database

に感じられる。

0
2017/1 2017/6 2017/11 2018/4 2018/9 2019/2 2019/7 2019/12 2020/5

を打ち上げ、預金準備率を短期間（約

（%）

18

調整後
-1

もつ方針となっている。

図 4 中国の金融機関規模別・預金準備率の推移

兆元弱

2

央政府が、７割を地方政府が責任を

建設や防疫対策に充てられる。当該

20

10

4

気刺激策など、財政出動への期待は

れている。

と、前年比５％程度の減収が見込ま

18

年以降、中国全土に広がっていた

前年比 ・ ％の減少となっており、

けが引き下げられている（図４）
。

通年の一般会計財政収入は 兆元強

5

18

08

14

大 きく、一般 会 計 支 出は

2

16
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し、２０１６年以降は、財政安定調
対 GDP 比率は前年の ・ ％から
8

・ ％以上となる見込みとなってい

2

年については、一般会計予算とは

6

節基金による調整金額が大きくなって
おり、調整前の財政赤字額は増加傾
向をたどっている（図３）
。
年５月の全人代では、財政部が

3
20
方政府が実行する医療衛生インフラ

20
（%）

と、前年を４％近く上回る予算案が

図 3 中国のネット財政収支額の対 GDP 比率の推移

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

経営効率を向上させ、過去の負債を
下に置かれたり、大型商業銀行が地

中小規模の地方商業銀行が国の管理

実際、 年にはごく一部ではあるが、

着実に返済ないし償却していく意識を
方商業銀行の救済に乗り出したりす

である地方政府は、構造改革によって

持ち続けるべきであろう。

では理にかなっていると言えそうでは

効率的かつ公平な資源の再分配を可

率であり、そもそも不可能であろう。

能とし、活力ある経済を発展させる

ある。

幸いにして、全国で業務展開をして

ためには、やはり市場メカニズムの導

で４千以上の銀行業金融機関が業務

先に紹介したように、中国では全国
型商業銀行や、地方政府（地方商業

払い戻し）を適用することは避け、大

制度によるペイオフ（上限付き預金の

営破たんについては、当面は預金保険

央政府としては、中小金融機関の経

る事例が、公式に報道されている。中

る（表２）
。

吸収する余力は十分にありそうにみえ

中国内の金融市場で生じるショックを

年第１四半期も堅調を維持しており、

会が大きなショックを受けた場合には、

もちろん、今回のように経済や社

いる主要商業銀行の収益動向は、

を展開しているが、その経営基盤の盤

銀行は、地方政府が間接的な出資者

ただ、その場合でも常に意識してお

中国では、これまでも市場参加者の

入を着実に進めていくべきである。

石性についてはかなりのばらつきがあ

となっているケースが多い）の資金繰

かなければならないのは、改革は市場

自発的な工夫から生まれたビジネス

主要銀行の経営基盤は安定を
維持

る模様であり、 年下期あたりから、

りサポートを軸に再建を図る方針を

メカニズムが機能する金融システムを

上あった農村信用社や 2500 社以

機関の多くは、かつて全国で４万社以

いるのだろう。地方ベースの中小金融

引き起こすことを回避したいと考えて

ステミックリスク（破たんの連鎖）を

国の銀行業全体の動揺につながり、シ

イオフを強行した場合の混乱が、同

が国民の間に浸透していない段階でペ

金融当局は、預金保険制度の存在

れる」というスタイルのほうが、安心

従っていれば、最後は当局が守ってく

し、行動するよりも、
「当局の指示に

それぞれが独自の責任でリスクを判断

い。また、
金融機関や企業サイドでも、

した運営が魅力的に映るかもしれな

を押さえやすい行政的な管理を軸と

場では、
金融機関や金融市場の「暴走」

点である。市場を管理、監督する立

構築することを目的としているという

である。今後とも、関係各国がお互

多くの市場経済国も直面している課題

これは、中国に限った課題ではなく、

の生活を保障する制度整備であろう。

して市場の競争に敗れた人々の最低限

為を公正に取り締まる体制づくり、そ

争が行われる環境の整備と、違法行

中央政府がなすべきことは、公平な競

いくということが頻繁に起こっている。

が、人々に歓迎され、社会に広がって

あろう。

時的かつ限定的な対応に止めるべきで

である。しかし、それはあくまでも一

府の力で市場を牽引することも、重要

政府の力で市場の不足を補い、また政

地方中小金融機関の経営難を取り沙

維持している模様である。

7.7
68.0
21.7
4.6
1.2
-0.2
1.7
3.4
6.7
4.9
1998 〜 2002 年平均
2003 〜 07 年平均
2008 〜 12 年平均
2013 〜 17 年平均
2015 年
2016 年
2017 年
2018 年
2019 年
2020 年第 1 四半期

求められる金融市場改革の
継続

汰する報道が散見されている。

上あった都市信用社を、行政的手法

感を得やすいかもしれない。

半ばであるという現実に鑑みれば、預

れば、また、その再編工程はなお道

う、これまでの制度改革の経緯に鑑み

一収集し、あらゆる資源について最適

参加者や取引商品に関する情報を逐

様性に富んだ国で、中央政府が市場

しかし、中国のように大きくかつ多

いくことを期待したい。

が新興市場諸国と積極的に協力して

することを、また、主要市場経済国

競争の構築に、中国が積極的に参加

安心して活動できるグローバルな市場

いに情報や経験を交換し、参加者が
を用いながら再編した組織であるとい

金者の保護を手厚くしながら、さらに

な再分配方式を定めていくのは非効

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2020.8
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19

再編を進めていくという手法は、現状

（注）大型商業銀行は、中国工商、建設、農業、中国、交通銀行。株式制商業銀行は、
招商、興行、浦東発展、中信、民生、光大、平安、華夏、浙商銀行。ただし、
2004 年以前の株式制商業銀行は浙商銀行を除く 8 行ベース。
（出所）各行財務報告書

18

株式制商業
銀行 9 行
2.9
49.1
31.0
7.4
4.4
3.2
2.6
4.0
8.5
7.1

主要上場銀行
14 行

大型商業
銀行 5 行
10.2
73.9
19.5
3.7
0.1
-1.4
1.4
3.1
6.1
4.1

（％）

表 2 中国の主要上場銀行の税引き前利益（前年比）
の推移
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加速するデジタル化

〜医療や商業スタイルの変化とインフラ建設

IT サービスが迅速に提供され、
「コロナテック」と言う造語もできた。
中国では感染防止や経済再開を目的に
遠隔医療とライブコマースがその代表だと言える。これは新たな変化が起きたのではなく、インターネッ
NTT データ経営研究所 シニアスペシャリスト

岡野寿彦

活、経済を支える IT サービスが、

大するなかで、感染防止や人々の生

中国では新型コロナの感染が急拡

生活・経済を支える

（１）感染拡大下で IT サービスが

「 WeChat Work
（企業微信）
」
（ビ
デオ会議も含むオフィスサービス）を

）
、 テンセント が
釘（ Ding Talk

在 宅 勤 務 で は、 ア リ バ バ が 釘

が保たれていることをアピールした。

らデリバリーの一連の過程で食の安全

調理師、配送員の検温など、調理か

美団のサイトでは、飲食店の消毒や

払いはオンライン決 済で行われる。

移っていく。アリババ、京東、拼多多

が見えると、経済活動再開に軸足が

ブコマースについては（３）で解説）

ブコマースが盛んに活用された
（ライ

◆販売低迷を打開するために、ライ

なった。

に情報を入力せざるを得ない状況と

するためには、 自 ら「健康コード」

り札となった。一方で、市民が移動

これが感染防止と経済活動再開の切

次のステップで提供された。

無料化し、企業や教育現場に向けて

かわからない」不安を緩和すること

状況の急変で「何が起こっているの

無料サービスや医療への貢献を打ち

とが多いが、各社が競い合うように

企 業や
筆 者は、 WeChat
で
金融機関の公式プログラムを見るこ

を海外に発信する動きも見られた。

』に代表さ
トの『 Together We Can
れるように、中国のコロナ対策の経験

ンションやアパートの門の外などに置

配送員に求めた。配送した料理をマ

た。 美 団 点 評は「無 接 触 配 送」 を

は、フードデリバリーがフル回転し

外出制限を強いられた市民生活で

医療機関を補完した。

ムの問診サービスや健康情報提供が、

生などオンライン医療プラットフォー

地図上に公開した。また、平安好医

ルの立ち入りの際に、健康状態を確

ものだ。駅や公共施設、オフィスビ

し、緑、黄、赤の３段階で表示する

照合し、個人ごとの健康状態を評価

タとアリババなどのビッグデータを

通、医療など政府が持っているデー

市 民の自 己 申 告に加 え、 公 安、 交

視化が行われた。「健康コード」は、

再開に向けて、市民の健康状態の可

生 活 上 不 可 欠な移 動や、 仕 事の

疾患のオンラインでの再診が医療保

した。２月に湖北省武漢市で、慢性

ることで、遠隔医療の活用を後押し

そして、医療保険の規制緩和を進め

サービスの積極的な活用を促した 注１。

府は、医療機関に対して、遠隔医療

治療体制を確保するために、中国政

感染が拡大する中、コロナ感染者の

で後押し

（２）医療テック：遠隔医療を政策

18

JC ECONOMIC JOURNAL 2020.8

らせを受けて料理を取りに行き、支

◆感染拡大初期
（2020 年１月）
：

アピールした。

３月に入り、感染拡大収束の兆し

感染状況の可視化、巣ごもり生活の

を目的に、特設サイトが立ち上がっ

き、電話やチャットアプリを通じて注

認することで、出入り可否を判定し、

て紹介する。

る医療テックとライブコマースについ

次に、日本にも参考になると考え

出したのが印象深い。
2

染防止と経済活動継続に向けて

20
文した人に告げる。注文した人は知

自身との距離や、身近な医療機関を

た。百度や高徳地図（アリババグルー

P
C
R

◆感染拡大継続期
（ 年 月～）
：感

I
T

プ）は、感染者が発見された場所と

サポート

（ Pin duoduo
） な ど が、
検
査サービスをスタートした。テンセン

１．
コロナテック：緊急対策が
「実 験 場」となりイノベーショ
ンを加速

トが生活シーンに浸透し、さらにデジタル技術で産業の効率化を進めようとする取り組みが、コロナにより加速
したと見るべきだ。中国政府が新型インフラ建設を進めるなかで、政府と企業の役割分担がどのように推移し
ていくか着目したい。

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

の診察や、自宅隔離した軽症者の治

チで進められ、感染の疑いがある人

の遠隔医療システムの建設が急ピッ

テンセントに加えて、上海依図、科

肺 炎の確 率を測 定 する。 アリババ、

データを使用して学習した AI で、

ンピュータ断層撮影装置）スキャン

る画像診断システムである。CT（コ

特徴を AI（人工知能）が学習す

されたのが、感染患者の胸部画像の

PCR 検査を補うものとして開発

サーが行うライブコマースが成功を

に、
（ Key Opinion Leader
）
と呼ばれる専門性の高いインフルエン

性 能 表 示を信 用しない傾 向を背 景

い。中国では消費者が企業の品質・

質問できるので、購買につながりやす

サービスに興味を持った人はその場で

感や双方向性に特徴がある。商品や

スを訴求する販売方法であり、臨場

同様に、新型コロナウイルスを契機

療はオンラインにシフトした。

大訊飛、商湯などの認識技術で中国

収めてきた。

料問診サービスの範囲で利用してい

）などオ
プ）
、京東健康（ JD Health
ンライン医療プラットフォームは、
「抗

を引っ張る AI 企業が開発を行った。

消 費が低 迷し、 多 くの店が長 期

険の支給対象となり、３月には全国

疫」 診 断サー ビスを開 設した。 平

薬の効果の確認や新薬の開発でも、

間の休業を強いられるなか、小売企

にライブコマースがトレンドとなって

安好医生など各社は、無料での問診

様々なデータを収集して AI に学習

業などの経営者が自らライブコマー

を支援した。

るとされ、これを有料会員化してい

サービス、医師を指定しての有料サー

させ、効果や安全性を分析している。

スに出 演 して自 社 製 品 を アピール

◆消費者との距離を近づける

に拡大されたという。これに応じて、

ビスに加えて、医療機関の予約、医

また、医療体制が圧迫され、医療

した。 中 国 最 大 手のオンライン旅

いる。 ライブコマースとは、 ライブ

療用品の販売、健康情報の提供など

従事者の感染も広がる中で、食事の

くことが経営の課題である。

を行っている。医療保険の規制緩和

配送、検温など、感染患者と医療従

行 会 社の携 程（ Trip.com
） は、 累
計 数 千 万 件、 金 額にして３ １ ０ 億

１３３０億元、 年には４３３８億

東 華 軟 件、 衛 寧 健 康、 創 業 慧 康な

が進めば、受付から診察、薬の処方

事者との接触をできるだけ減らすこ

元（約４７００億円）の予約がキャ

元と急成長している（中国の調査機

動画を通じて消費者に商品やサービ

と配送、医療保険の申請まで、ワン

とを目的に、医療用ロボットが医療

ンセルされる苦境下で、創業者の梁

◆医療用 AI、ロボット開発

ストップのサービスを提供できること

機関に提供された。本来レストラン

）氏が 回にわ
建章（ James Liang

ど IT 企業が支援して、医療機関

になる。中国では、地域や病院の規

で料理を運ぶ配膳ロボットは、医療

関 iiMedia Research
による ）
。な
ぜ、ライブコマースが企業の販売に

）
、 阿 里 健 康（ Ali Health
）
、
Doctor
微医（ We Doctor
、
テンセントグルー

平 安 好 医 生（ Ping An Good

模によって、医師や医療設備の水準

現場でも活躍した。

年の１ ９ ０ 億 元 か ら

年 には

おいて影響力を高めているのか？背

サイトに出店しただけでは

消費者の目にとまりづらくなったこと

を販売したと報じられている 注２。

アリババ、
美団点評は、
ライブコマー

がある。そこで、企業が消費者との

り、

景には、消費者の選択肢が豊富にな

18

K
O
L

億１４００万円）の旅行関連商品

19

17

北京市のスーパー前。距離を空けて入店を待つ人々（20 年 6 月、日中経済協会北京
事務所撮影）
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5

中 国 の ライ ブコマー ス 市 場 は、

に大きな差があるとされる。オンラ

）
」のライ
たって「快 手（ Kuaishou
ブ配信に登場し、６０００万元（約

イン医療は、このような地域間格差

を 契 機に

9

スによる農産物の産地直売で、農村

E
C

（３）ライブコマース：売れない時代
に売る
年の

E
C
（電子商務）の利用が拡大したのと

S
A
R
S

の解消や、中国全体の医療水準の向
上の切り札として位置付けられてい
る。一方で、新型コロナウイルスを契
機に急増したユーザーの多くは、無

03
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図1

（出所）NTT データ

距離を近づけるために、「

とコ

２．
コロナ後の展望

前章で紹介した緊急対策から見え

ミュニケーションを組み合わせる」取

り組みが盛んになっている。例えば、

る特徴を分析したうえで、ポストコ

感染拡大の危機下でコロナテックが

（１）なぜ緊急対応ができたのか

ロナを展望したい。

で急成長している拼多多は、地

者をターゲットとして、グループで

購買すれば安くなる仕組みを作った。

を組み合

迅速に開発・提供された要因として、

人的なネットワークと

わせたモデルである。ライブコマース

国民の大部分をカバーする「モバイ

営者が自ら登場して販売し、消費者

があったからこそ、コロナ下で企業経

であり、このような試行錯誤の蓄積

売る」ために開発された販売モデル

れている。いずれも「売れない時代に

入まで結び付けるための手法が競わ

心理を活かした販売方法であり、購

ば、安心・安全だ」と感じる消費者

でまたがって把握され、課金もスムー

個人の行動が、ネットからリアルま

を果たしている。この接点を通じて、

ジタルサービスとの「接点」の役割

費者と企業や行政機関が提供するデ

企業が提供するモバイル決済が、消

い。アリババ、テンセントなど IT

ルインフラ」の存在を抜きには語れな

後を展望するうえで、過去から未来

へ向かう動きを、俯瞰的に整理したい

マースの有用性が高まると考えられ

したビジネスが本格スタートしたの

中国でインターネット技術を活用

（図１）
。

る。一方で、ライブコマースで新たに

は、 ２ ０ ０ ０ 年 前 後 の

起業

接点を持った客層を実店舗に誘導す

ブ配信が可能となることでライブコ

今後、5G によって質の高いライ

言える。

ズに行われる。中国デジタル化の今

は、「

が紹介する商品であれ

E
C

もこれに共感する動きにつながったと

K
O
L

るなど、「ネットとリアルの融合」に

ブームのころ。米国のビジネスモデ

ズする

ルを導入して中国向けにカスタマイ
る。

た。

が 中 心 だっ
Copy to China
と称される百度、アリバ

よる顧 客 接 点の再 設 計が課 題とな

I
T

バ、テンセントは、この時期に創業し、

B
A
T
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E
C

方都市を中心に価格を重視する消費

E
C

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

国 製 造 2025」 を 制 定 した。 イ
（２）新基建と官民連携

る。企業もビジネス機会と捉え、例

について、「新型コロナウイルスの流

熾烈な競争を生き残った企業である。

経 済工 作 会 議で、「5G、AI、 産

行と戦うことで中国のデジタル機能

えば、アリババ張勇 CEO は新基建

ネットと伝統的産業の融合」によっ

業インターネット、IoT 等の新型

は新しいレベルに達し、デジタル化は

中国政府は、 年 月 日の中央

ババは電子商務、テンセントはコミュ
て、不効率なまま残っている伝統産

インフラ建設（新基建）を加速する」

様々な地域のコア競争力のひとつに

ンターネット・プラスは、「インター

ニケーションという、それぞれのコア
業・企業の効率化を進めることを政

方針を採択し、さらに、 年１月３

２０００年代は、百度は検索、アリ

ビジネスを中心に、「インターネット
策目的とする。アリババは 年に「新

12

でつなぐ」ことによって人々の生活の

18

て、モバイル決済の普及で役割を果

アルを融合」したサービスを開発し

は配車サービスという、「ネットとリ

る。美団はフードデリバリー、滴滴

業機会として掴んだ企業群だと言え

ンス、美団、滴滴）はこの変化を事

二世代と称される TMD（バイトダ

ビスへとエコシステムを拡大した。第

ど、人々の様々な生活シーン向けサー

決済を開発し、食べる、移動するな

た。アリババとテンセントはモバイル

個人の情報処理能力が格段に高まっ

ら成長していった。

不便、社会の困りごとを解決しなが

蓄積が、感染患者の胸部画像の特徴

した画像、音声など認証技術開発の

個人の「認証」である。AI を活用

で重要になるのが、様々なシーンでの

ターネットと産業を融合」するうえ

も位置付けられていた。また、「イン

術の実用の重要なターゲットとして

など、効率化が必要とされ、AI 技

受けるために長時間待つ必要がある

師が都市の大病院に偏在し、診察を

その中、医療分野も、信頼できる医

金融業の再構築を進めるものである。

タ）を起点として小売業、製造業、

蓄積した消費者サイドのニーズ（デー

たコンセプトを掲げたが、これまで

小売」、「新製造」、「新金融」といっ

大な成長点として新たな発展動力を

術イノベーションを力強く推進し、壮

未来産業をしっかり準備し、科学技

健康、新素材などの戦略的新興産業、

どの新基建を加速し、デジタル経済、

りつかみ、5G やデータセンターな

デジタル化が与えるチャンスをしっか

月１日には習近平総書記が「産業の

展を図る」ことが確認され、同年４

的インフラと新型インフラの協調発

央全面進化改革委員会では、「伝統

て加速している。同年２月 日の中

建設が、コロナ封じ込めの経験を経

されている。このデジタルインフラの

資支援政策を策定する」ことが決定

を大いに発展させ、新型インフラ投

日の国務院常務会議でも「先進製造

設で、政府と企業がどのような役割

なった。一方で、デジタルインフラ建

めのモデル開発の、格好の実験場と

実用化や、「売れない時代に売る」た

コロナは、AI などデジタル技術の

報化は強力に進められていくだろう。

した医 療 分 野など伝 統 的 産 業の情

デジタルインフラ建設やこれを活用

米中技術覇権競争が激化する中で、

とは、中国政府の既定方針であり、

度化し、国の競争力を高めていくこ

◆今後の展望

鍵となる」と発言している。

うまく使用することが次のステップの

値のあるモデルをまとめ、それらを

なった。経験を蓄積し、促進する価

年代前半のスマホの普及により、

たした。この過程で構築された、モ

を AI が学習する画像診断システム

を担うのか、民間活力を維持できる

デジタル技術を活用して産業を高

バイル決済を入り口として、人々の

の開発に結び付いている。

企業や政府が「やろう」としていた

イルインフラ」が基盤となり、中国

このように、構築してきた「モバ

た技術基盤に加えて、産業インター

ビッグデータ／データセンターといっ

ブロックチェーン、物聯網（IoT）
、

新基建の対象には、 ５G、AI、

情防控工作的通知』 年 月 日

信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫

注１：国家衛生健康委員会『关于加强

のか、着目すべき点だと考える。

ことが、
コロナ対策の「実験場」となっ

ネット、スマート・エネルギー、車聯

「モバイルインフラ」が、コロナ対応

て前倒しで実施されていると捉えるべ

2

3

中国政府は 年に「経済新常態」

2

14

を、 年には「供給側改革」を打ち

5

注２： 36Kr Japan 年 月 日記事

20 20

で力を発揮した。

出し、新たな経済成長のエンジンと

網、軌道交通なども盛り込まれてい

きだと考える。

形成せよ」と発言している。

リアルな生活シーンまでカバーする

16

して「インターネット・プラス」と「中

21 JC ECONOMIC JOURNAL 2020.8
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“withコロナ”時代 強気な外交が
招いた中国包囲網のゆくえ
神子田章博

ＮＨＫ解説委員室 解説主幹

「一度

戦狼になれば死ぬまで戦狼だ」
中国人民解放軍の特殊部隊「戦狼」の元兵士が、二人の中国人の同志と共に、アフリカの某国
を舞台に、１万人の軍隊と死闘を繰り広げるアクション映画での、主人公のセリフだ。中国の対外戦略はいま、
この映画になぞらえて「戦狼外交」と呼ばれている。
「自らの主張を声高に訴え、自らの非は決して認めない。
そして中国政府の関係者や機関が、国の内外で独善的とも言える手法で宣伝戦略を展開する。異論を唱える
国があれば、自らの強大な経済力を背景に、貿易上の経済制裁を通じて黙らせようとする」かのように見える。
一言でいえば “ 超強気 ” な外交だ。
全国人民代表大会（以下全人代）における外相の記者会見でも、その一端が垣間見えた。王毅外相は、
新型コロナウイルスによる感染拡大への対応をめぐり、対立を深めている米国に向け、
「米国では、新型コロ
ナウイルス以外に “ 政治ウイルス ” が拡散し、あらゆる機会を捉えて中国を攻撃している」と批判した。米国
内の対中強硬派をウイルスに例えたのだ。さらに中国はこの全人代で、香港の治安維持のために直接、法律
の制定に乗り出す方針を突如示し、自由と民主主義をめぐる西側諸国との対決姿勢を中国の側から打ち出す
形となった。
さらに気になるのが、中国国内で “ 老百姓 ”（一般市民）の間に拡がる諸外国への反発である。共産党の
世論工作が奏功しているのはいつものことではあるが、今回はそれに加えて「自分たちもまたウイルスの被害
者である」という意識があることも大きいのではないか。中国は、ウイルスの情報を当初隠ぺいしたため感
染拡大につながったと諸外国から激しく批判されているが、情報隠ぺいに関わりのない中国の一般市民にも
大きな災難をもたらした。
「自分たちもまた大勢の犠牲者を出し、大変苦しい思いをして感染拡大の防止に努
め、収束に向かわせようとしている。そして私たちの国はそのノウハウを生かして今度は外国の人々を助けよう
としている。それなのに、なぜ各国から非難を浴びなければならないのか。私たちが何か悪い事をしたのか」
。
中国の老百姓はさしずめそうした思いを抱き、鬱屈した不満が巨大なエネルギーをもって蓄積しているのでは
ないか。本来なら自国の政治体制へ向かうべき感情が、巧みな世論工作で、米国をはじめとする諸外国への
反発に向かわされている。中国政府が対外的に強気の “ 戦狼 ” 外交を継続できる背景には、こうした一面も
あるように思える。その先鋭化した外交姿勢は、米国や日本をはじめとする諸外国との関係にどのような影響
を及ぼすのだろうか。

１．
全人代にみる中国の強気の
形成

５月 日、今年の全人代が開かれ

た。通常に比べて２カ月あまり遅れて

の開催は、全国から何千人もの代表

が集まる晴れの舞台が、間違っても新

たな感染者のクラスターをつくること

のないよう慎重なうえにも慎重な配慮

があったためだといわれる。

その全人代を前に中国は、米国な

ど各国から新型コロナウイルスの初期

の情報開示や対応の遅れについて批判

を浴びていた。中国で最初に患者が発

見されたのは去年の 月初めとされ、

同月末には中国政府が WHO にも感

染の流行を報告している。ところが、

武漢市は「人から人への感染は限定的」

などとリスクを低く見積もった公表を

続け、その間に何百万人もの中国人

が海外に旅行し、それが世界中に感

染を拡大させる最悪の事態を招くこと

になったというものだ。

こうした批判に中国はどう答えたの

か。全人代の初日、李克強首相は政

府活動報告の中でウイルスへの対応に

ついて、『早期の収束』を誇るとともに、

「国際協力を積極的に展開し、オー

プン・透明・責任を持つという姿勢で、

情報を適時開示し、感染症対策技術

12

22
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22

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

かどうかである。その意味で、筆者

るほどの経済的な基盤を維持できる

問題は、中国が外交上で強気を貫け

凶となっているという批判をかわした。

として、中国が世界の感染拡大の元

助け合い、共に感染症に立ち向かった」

とその方法を進んで共有し、お互いに

かった 年３月の全人代でも、６％前

経済摩擦の解決の見通しが皆目つかな

だ」と説明した。中国政府は、米中

困難な影響要因に直面しているから

に高く、我が国の発展が幾つかの予測

貿易の情勢において不確実性が非常

「新型コロナウイルス感染症と経済・

元、日本円で１２０兆円を超える巨

と中国の対策規模は８兆２５００億

カウントしており、それに当てはめる

れら負担軽減策も経済対策の規模に

することが盛り込まれた。日本ではこ

し、２兆５０００億元の負担を軽減

税や社会保険料の引き下げ等を実施

しれない。しかし香港の
「高度な自治」

しかねないとの危機感があったのかも

で不満を募らせる人たちにも飛び火

けば、中国本土で経済不安や失業等

は、香港での抗議活動の火が燃え続

港への統制を強めようとする背景に

それでも現政権がいまこの時期に、香

し、これまでの強気の姿勢が変化する

であるのか。そして経済の先行きに対

に消費の減退が、どれだけ深刻なもの

移動制限や、生産活動の停止、さら

注目した。未知のウイルスによる人の

成長率の目標と、経済対策の規模に

は李克強首相が打ち出す今年の経済

受け取れる。

自信のなさを露呈する形になったとも

開までは読み切れないという、いわば

る欧米をはじめ世界各国の今後の展

ても、中国経済を支える輸出先であ

のウイルスが、国内では収束したとし

出した。しかし今回ばかりは、未知

後という比較的高い成長目標を打ち

のだろう。

も最低限、これだけの対策が必要な

が伴わなければならない。そのために

姿勢で強気を貫くには相応の経済力

国への支持を取り付けるにせよ、外交

耐えるにせよ、他国への経済支援で中

額のものとなる。米国の経済制裁に

航等の優遇措置の撤廃を表明した。

とともに、香港に与えてきた関税や渡

ランプ米大統領は、中国を非難する

の声が上がっている。その急先鋒のト

けるやり方には、欧米各国から批判

議会・立法会を跳び越す形で押し付

を崩壊させかねない法制度を、香港の

もとより米中間では、トランプ政権

のか、しないのか。自国の経済に強気

なかった。目標を提示しないのは、全

具体的な数字を提示することができ

まず経済成長率の目標については、

ようだ。

になるのではないか。結果は、後者の

で以上に強気の外交姿勢を示すよう

民の目を海外へ向けさせようと、今ま

なければ、不況に苦しむことになる国

現状や先行きに自信をもって説明でき

姿勢を貫くだろう。その逆で、経済の

経済力を背景に対外関係でも強気の

の姿勢を維持できれば、その強大な

ンフラ投資等にあてる債券の発行枠

景気対策にあてる、②地方政府がイ

行し、合わせて２兆元を地方政府の

策を実施 する特別国 債を１兆元発

政赤字の拡大で１兆元、ウイルス対

かしながら政府活動報告には、①財

ち出せないとみる向きが多かった。し

う反省から、今回は巨額の対策は打

資や不良債権の拡大を招いた」とい

対策を打ち出し、その後、過剰な投

ショックの直後に４兆元にも上る経済

をめぐっては、「中国がかつてリーマン・

一方の経済対策はどうか。その規模

人による「高度な自治」を維持する

還された際に、返還後 年間は香港

かし香港では、 年前に英国から返

機関が香港に常駐することになる。し

な動きを監視するために中国の治安

り締まるというもので、その反体制的

政府の転覆を謀る人などを厳しく取

単にいうと、香港で国家の分裂や中央

全法制」の導入である。この法律は簡

の反体制活動を取り締まる「国家安

全人代で新たに採択されたのが、香港

経済の基盤強化を打ち出す一方で、

そのものは 年１月、米国から大量の

始めたという。その結果、貿易摩擦

長老たちからも米国との対立で経済

海部を中心に失業者が増加し、党の

が長期化する中で輸出企業の多い沿

う構えを示していたものの、経済制裁

「長征」になぞらえて、長期戦を戦

中国は当初、共産党の『栄光の歴史』

体に影を落とす貿易戦争に発展した。

国も報復関税で対抗し、世界経済全

輸入品に高額の関税を掛けると、中

字を減らすため、米国が中国からの

の発足以降、経済摩擦の火が燃え続

人代で年間の成長率の目標を示すの

も３兆７５００億元に拡大する、③

ことが大前提として約束されていた。

を悪化させることに批判的な声が出

20

50

23

けていた。中国に対する巨額の貿易赤

が一般的となった１９９０年代以降で

中小・零細企業を支援するための減

２．
香港
「国家安全法制」
と
米中摩擦再燃

初めてのことだ。その理由を李首相は、

23 JC ECONOMIC JOURNAL 2020.8
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ち、安全保障上のリスクがある人物の

入国・受け入れを停止するよう命じ

ると表明したほか、米国の株式市場

から問題のある中国企業を締め出そ

うという動きに出ている。中国経済の

切り離し、いわゆるデカップリングの

動きがまだ一部ではあるが、現実のも

のになろうとしている。

．
中国包囲網とデカップリン
グ論のゆくえ

に取り組んできた。ＩＴやバイオ技術、

掲げ、国を挙げてハイテク産業の育成

「中国製造 2025」という政策を

実際に中国では共産党の指導の下、

反すると批判を続けてきた。

で定めた貿易や投資の国際ルールに違

なったが、そうなると中国も容易に譲

り立ちにも関わる部分での構造変革と

易赤字の削減にとどまらず、国家の成

や米国が中国に求めるのは、単なる貿

を、座視できなくなったのだろう。今

で経済力を押し上げようとしているの

して中国が国際ルールを無視した形

の焼き直しとも受けとれる。

国から見れば、
「中国製造 2025」

型投資として打ち出したものだが、米

来にわたり経済の発展に資する次世代

施設建設等につながった反省から、将

資が生産設備の過剰や、採算性のない

るものだ。中国としては、従来型の投

ギー車の普及等は産業の高度化を図

の導入が、香港基本法や香港返還に

声明を発表し、
中国の「国家安全法制」

を含む主要７カ国の外相による共同

網の形成である。６月 日には、日本

中国に対応する、いわゆる中国包囲

た価値観を共にする国家が結束して

出しているのは、
自由や民主主義といっ

平総書記は、
「建国１００年を迎える

１月の合意は、あくまでも暫定的なも

中国が感染初期の段階で情報を隠ぺい

たな対立をもたらした。米国側は、

さらには新型コロナウイルスが、新

した。さらにトランプ大統領は、今年

があると指摘し、重大な懸念を表明

ず、一国二制度を著しく損なうおそれ

る」という明確な目標を示した。米

技術革新で世界でも上位に上り詰め

や科学技術の実力を大幅に引き上げ、

して打ち出した新型インフラ、次世代

の中で、経済対策の投資資金の用途と

擦の火種が撒かれた。政府活動報告

そして今回の全人代でも、新たな摩

中国が長年にわたり産業スパイ行為を

というのだ。トランプ政権は５月末、

政治を行う共産党体制そのものにある

は、言論の自由を制限し、強権的な

命が奪われたと主張した。その元凶

義的な国家に変わることはないという

想の根本には、中国は今後も民主主

える構想を明らかにした。こうした発

インド、ブラジルなど４～５カ国を加

首脳会議に、韓国やオーストラリア、

は米国が議長国として開催する G ７

国は、中国が自らのライバルとして世

情報ネットワーク、高速大容量の通信

したことで、 万人を超える米国人の

のに過ぎず、火種はくすぶり続けてき

く」としたうえで、
「 年までに経済

界に覇を唱えようとした、いわば宣戦

失望があるようにも見える。それは

たのである。

年には社会主義の現代化強国を築

関わる英国と中国の共同声明と一致せ

18

18

24
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農産物等を購入して貿易赤字を縮小
することなどで部分的な合意に達し、
一応の鎮静化が図られた。
ただ忘れてはならないのが、米中摩
擦が単に貿易問題にとどまらず、国
家体制の相違をめぐる対立に発展し
たことである。米中協議の中で米国は、
中国では現地に進出した米企業に対
して、合弁相手である中国企業への最
新技術の移転の強要や、中国政府に
よる国有企業に対する補助金支給等

宇宙など最先端の産業分野で欧米先

歩できなくなる。このように双方が譲

中国への攻勢を強める米国が今打ち

進国に追いつくことを目標としている。

れない事情を抱える中で結ばれた 年

の優遇政策をやり玉にあげ、WTO

3

年の党大会で政治報告に立った習近

北京市の街角では全人代が放映された
（20 年５月、日中経済協会北京事務所撮影）

行ってきたとして、中国人留学生のう

20
規格５Ｇ、環境に配慮した新エネル

35

布告と受け止めたのかもしれない。そ

10

17
49

コロナショック後の中国のゆくえ 2020年全人代を終えて

年 月に行われたペンス米副大統領の

が豊かになれば民主化が進むという理

望は達成されなかった」
。中国の経済

この選択を行ってきた。しかしその希

らゆる形で拡大することを期待して、

する人権を新たに尊重する形で、あ

自由、宗教の自由、全ての家族に対

自由主義の原則、私有財産、個人の

済だけでなく政治的にも、伝統的な

れまでの米政権は、中国での自由が経

いる。少し長くなるが引用したい。
「こ

演説においても、具体的に触れられて

ことになったようだ。さらに、中国が

恩を売るのか」という強い反感を招く

ため、マスク外交は、
「謝るどころか

た、という認識が広がっている。この

とが、世界各国への感染拡大につながっ

強権体制のもとで情報を隠ぺいしたこ

いる。しかし西側諸国には、中国が

謝まで表明させようとしたと言われて

だのみならず、支援先には中国への感

医療機器を送る支援外交に力を注い

の手本になる」と胸を張り、マスクや

とを実績に、
「自分たちの対策は世界

的な原則に則るべきであり、特定の人

「国際的なサプライチェーンは、経済

ても大きな魅力がある」としたうえで、

ンが整っているだけでなく、市場とし

する閣僚は、
「中国はサプライチェー

動きに対し中国で製造業などを担当

との議論まで生まれている。こうした

う、サプライチェーンを組み直すべき

観を同じくする者同士で完結するよ

中には、自由と民主主義という価値

て各国でも始まっている。西側諸国の

医療用品が不足したことを教訓とし

同様の動きは、マスクや防護服等の

うなれば、国際協調はさらに遠のく。

を一層先鋭化させるおそれがあり、そ

囲網が強まれば、中国は「戦狼外交」

バラバラな情況だ。このうえ、中国包

らの体制の優位性を喧伝し、各国は

でいち早く感染を抑え込んだとして自

に通知した。一方の中国は、世界の中

Ｏが中国寄りだとして、脱退を正式

米国は感染症対策の先頭に立つＷＨ

国際的な協調が不可欠だ。その中で

いの真最中で、問題の解決に向けては

世界はいま、未知のウイルスとの戦

いたほうがよいかもしれない。

想が、
「幻想」に過ぎないと気付いた

新型コロナウイルスによる経済の落ち

物の意向で動かすことはもちろん、政

るのだ。

のである。

込みからいち早く脱し、逆に経済の低

治的な要因と絡めることがあってはな

措置で武漢の感染拡大を食い止めたこ

実はこの当時、米国と同様に、自

迷が長引く欧米先進各国の体力の弱っ

年ほど前、米国が当時のソビエト

終わりに

由や民主主義という価値観を共有す

らない」と述べて、強くけん制した。

連邦と、いまの米中よりもはるかに激

統領に就任したケネディは、人類共通

た企業を買収にかかるのでは、という

展のノウハウをアジアやアフリカ、中

の敵として圧政や貧困に加えて疫病を

るはずの欧州の先進各国では、自ら

そうした中で、日本も中国包囲網

南米にいたる発展途上国に「請われれ

挙げ、これらの敵に対して南北・東西

しく対立していた東西冷戦の最中に大

トになっていることもあり、ペンス演

に加わる形となっている。６月７日か

ば伝授する」という姿勢だ。

その一方で中国は、自分たちの経済発

説に賛同する声は強くは聞こえてこな

らは、中国を念頭に、原子力や通信

警戒感も強まっている。

かった。歴史問題や領土をめぐり、リ

外国人が投資をする際に政府に届け

士』を募れば 億人規模の経済圏を

であるから、開発独裁など『同好の

り、中国とも一定の関係を維持する日

と呼びかけた。米国と同盟関係にあ

を通じた世界的な同盟を構築しよう
等の国家安全保障上重要な分野で、

じられる位置にいる日本や、南シナ海

出る基準を強化。さらに、マスク等の

中国だけで 億の人口を擁するの

アリズムをもって中国の脅威を常に感

がトランプ政権の貿易摩擦のターゲッ

60

など太平洋の権益をめぐって対峙する

14

をきっかけとして中国に批判的な声が

欧州各国でも、いわゆる「マスク外交」

たであろうか。しかし、最近ではその

上の脅威を感じないという背景もあっ

米国と異なり、欧州各国が安全保障

チェーンの見直しを進めようとしてい

いる。中国に大きく依存するサプライ

政府が補助する等の政策をとり始めて

に移管させる際に、その費用の一部を

を、日本に回帰、あるいは東南アジア

中国に生産が集中している製品の製造

いくことも、頭の体操として考えてお

中心とするグループにブロック化して

欧米や日本などのグループと、中国を

グ論と合わせて考えると、
世界経済が、

ない。米国で強まる米中デカップリン

形成するのも不可能ではないかもしれ

力を尽くすことが求められている。

イルスと戦う世界的な連携の構築に

和らげるように働きかけて、未知のウ

独善的ともとれる強気の外交姿勢を

組みの中に呼び戻し、中国に対しても、

本には、トランプ政権を国際的な枠

20

聞こえるようになった。中国は大胆な
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10

１．「中央全面深化改革委
員会」
第 回会議と
「意見」

家制度改革の基本方針に関わる大きな

経済対策に追われる中においても、国

ある。中国政府は、内外の防疫対策・

界中が固唾をのんで見守っていた時期で

極めて高い水準にあり、その状況を世

ようやく減少に転じたとはいえ、依然

ウイルス肺炎の日々の新規感染者数が

と月も経たず、中国における新型コロナ

というタイミングは、武漢の封鎖からひ

会議と重要講話が行われた２月 日

14

調したとされる。そして、疫病の予防

衛生緊急管理体系を健全化する」と強

社会主义市场经济体制的意见）
」
（以下、

速に関する意見（关于新时代加快完善

代の社会主義市場経済体制の整備の加

産党中央と国務院の連名による「新時

抑止の対応能力強化、公衆衛生関連の

「意見」
）
（５月 日付）が公表された。

衛生サービスの体系整備、重大疾病の

開催の動きにかき消されたためか、日本

この動きについては、コロナ禍と両会

に立脚しつつ、疫病の予防抑止阻止戦に

の重大任務である。我々は目の前のこと

健康を確保することは、党の治国理政

よれば、習主席は「人民群衆の安全と

んコロナ対策である。中国国内の報道に

講話における最大のテーマは、もちろ

時代の社会主義市場経済体制の整備の

いかねばならない」としたとされ、
「新

な改革において突破と創新を実現して

努力を払い、鍵となり基礎となる重大

め、的確な実施、的確な実現に大きな

率を上げるという要求に従って深く進

り、システムを集積させ協同で高い効

政府と市場の関係は完全に合理的とは

はなく、市場の発育は不十分であり、

が変化し、市場システムはまだ健全で

義が新時代に入り、社会の主要な矛盾

すると同時に、中国の特色ある社会主

大会以来の改革の全面的な深化を評価

開放の取り組み、特に 年の第 回党

「意見」では、まずこれまでの改革と

ものは守り、整えるべきものは整え、打

け穴を埋め、弱点を強化し、守るべき

欠点と欠陥に対処し、欠点を補い、抜

商会議）
」が、２０２０年はコロナ禍の

催される「両会（全人代および政治協

そして、例年であれば３月上旬に開

その上で、社会主義の基本的な経済

現状に対する厳しい評価を示している。

体制メカニズムの障害が存在する、と

なく、資源配分の効率も低く、多くの

ったが、その直前の同月 日、中国共

制度を堅持・整備し、財産権制度の整

影響で異例の５月 日からの開催とな

18
ち立てるべきものは打ち立て、実現すべ

12

26
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体制のメカニズムを整備し、国家公衆

法律法規の整備、疾病予防抑止や公衆

医療保険や応急医療救助制度の整備、

ては学習会が開催されるなど当然なが

においてはほとんど注目されていないよ

同時に、当該会議においては、
「新時

ら重く受け止められており、また直後

応急物資保障体系の整備などを強く求

代の社会主義市場経済体制の整備を加

の政府活動報告等、両会の議論のベー

うであるが、中国では、政府部門におい

速するため、新たな発展理念を全面的

スにもなっているとみられる。

定的な役割を十分に発揮させ、政府の

役割をさらに良く発揮させ、市場化改

科学的かつ着実に勝利するため、もっと

加速」という大方針が検討されたこと

革を深化させ、高水準の開放拡大を図

先を見据え、経験をまとめ、教訓をく

２．新時代の社会主義市
場経済体制の整備の加速

に徹底し、資源配分における市場の決

めた。

11

言えず、生産要素の流動性が十分では

一般財団法人日中経済協会 北京事務所長

が分かる。

● 岩永正嗣

み取り、今回の疫病によって露呈された

ー新時代の社会主義
市場経済体制の整備
の加速ー
きものは実現し、重大な疫病予防抑止

18

中国の改革と開放
のゆくえ

議論を着実に進めてきた。

22

12

中国が厳しいコロナ禍の真っ只中にあった２月 14 日、習
近平国家主席は、
「中央全面深化改革委員会」を招集し、
重要講話を発表した。引き続き、開放をもって改革を促進
するという。しかし、国際環境が大きく変わる中、その在
り方も変化しつつある。中国の
「開放」はどこに向かうのか。
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で持続可能な発展を促進するとしてい

加速し、さらに質が高く高効率で公平

させ、社会主義市場経済体制の整備を

を置き、経済体制改革を全面的に深化

備と生産要素の市場による配分に重点

ンス）体制を整備する」

法を革新し、マクロ経済の統治（ガバナ

（４）
「政府による管理・サービスの方

など。

による効率的で公平な資源配分の実現

サービスなどの要素市場の整備と、これ

易地域の建設の加速、一帯一路と国連、

間貿易システムの維持・改善、自由貿

およびその施行規則の完全実施、多国

リストのシステムの改善、外商投資法

リスト管理、信頼できないエンティティ

安全審査、独禁法審査、国家技術安全

などの時代的特徴を捉えるよう努力し、

成長段階から質の高い発展段階への移行

社会の主要な矛盾の変化、経済の高度

政府当局者は、百年に一度の大変局、

徴を前面に出したこと」である。中国

して第一に挙げられるのは、
「時代の特

歴史の新たな起点に立って経済体制改

る。

、

む具体的な分野として、以下の７つの柱
機能を効果的で協調的に制御するため

理、公共サービス、生態環境保護等の

の促進など。

IMF の割当、世界銀行の投票権改革

APEC などの地域協力の共同構築、

中、中国の改革開放の重点が「
（対外）

り巻く国内外の環境が大きく変化する

上 海 協 力 機 構、BRICS、G

を挙げている。

の新しいメカニズムの構築、直接税割

（７）
「社会主義市場経済の法制度を整

政府の経済規制、市場監視、社会管

（１）
「公有制を主体とし、様々な所有

合の増加や不動産税立法の着実な推進、

備し、法治の保証を強化する」

そして「意見」では、改革に取り組

制の経済が共に発展する方針を堅持し

インターネット、ビッグデータ、人工知

進、電力、石油ガスパイプライン、鉄道、

の混合所有制改革の積極かつ着実な推

国有資本の強化と最適化、国有企業

び医薬品の安全性監視システムの整備

たな監督メカニズムの構築、食品およ

理の制度確立、社会信用システムと新

能その他の技術的手段を用いた行政管

含めた法制度の整備など。

保護を与える取り組み、破産法などを

私的財産と公的財産に同等の地位と

進」にシフトしつつあるとの指摘がある。

「
（内部）改革による（対外）開放の促

改革促发展）
」と改めて明確にしている

以て改革と発展を促進する（以开放促

いては、前記（６）のように「開放を

そうした中で、今回の「意見」にお

郵便などの自然独占業種における競争

など。

３．「新 時 代」における
改革と開放の関係性

一方で、
「意見」は、
「商品と生産要

（５）
「民生保障制度を堅持・整備し、

はこれまでの方針を集約したようでもあ

素の流動型の開放から規則等の制度型

展を支援する制度的環境の整備など。

所得再分配、社会保障制度の改善、

り、際立って目新しい内容が含まれてい

開放への転換を推し進め・・・ 国内制

点は重要である。

国家公衆衛生緊急管理システムの改善

るわけではない。
（細部を見れば、例え

度規則と国際基準の統合を加速し、高

今回の「意見」の内容は、基本的に

など。

ば不動産税法について「稳妥推进房地

水準の開放により深い市場化改革を促

社会的公平・正義を促進する」

を含めた財産権システムの整備、市場

（６）
「より高い水準の開放型経済新体

产税立法」とされているが、これは「稳

進する（推动由商品和要素流动型开放

め、市場の公平な競争を保障する」

アクセスのためのネガティブリストの統

制を構築し、開放を以て改革と発展を

步推进」とされた 年の政府工作報告

国有資産、天然資源、農地、知財等

一性、透明性、利便性の確保、独禁法

促進する」

国内制度规则与国际接轨，以高水平开

向规则等制度型开放转变，
・・・加快

なニュアンスが強まったことから関係者

の表現から 年の表現に戻され、慎重
局面の重点的な構築、上海自由貿易試

放促进深层次市场化改革）
」としている。

な競争政策の確立など。
（３）
「生産要素配分の市場化の体制・

の間で議論を呼ぶなど、読み解くべき

時代の流れの中での必然であろうが、そ

制度面での改革に軸足が移っていくのは

験区、海南自由貿易港などの開放高地

そうした中で、今回の文章の特色と

メカニズムを整備し、社会全体の創造

以外の制限の完全撤廃、外国投資国家

論点は種々存在する。
）

一帯一路建設を通じた対外開放の新

および不競法の執行強化を含めた公正

（２）
「市場経済の基礎的制度を打ち固

力のある市場構築、非公有制経済の発

開放による（内部）改革の促進」から

実際、中国の発展に伴い、これを取

革を企画した、と説明する。

て、ミクロの主体の活力を強める」

20

の建設の加速、外資のネガティブリスト
土地、資本、技術、データ、人材、商品・
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19

力と市場活力を一段と引き出す」

18

の主体的役割を

たがって、企業

いるルールにし

国」と称して貿易投資関連データを発

カ・中東欧の国々を「
『一帯一路』沿線

ードが位置するアジア・中東北アフリ

中国政府は、これらの２つのシルクロ

10
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ベル・ビデオ会議」が中国外交部、発

発揮させ、互恵

表している。中国政府の公式 HP「中

21

25

に支持する市場、政策、法治や社会環

互利に基づく協

国一帯一路ネット」によると、図１に示

20

13

展改革委員会、商務部、衛生健康委員

力を展開する。

した カ国がこれに当たる（ 年６月

64

13

会の共催で開催され、「
『一帯一路』国際

対 外 投 資の健

17

末時点）
。

また中国政府は、２度の「
『一帯一路』

18

全な発展をリー

ドする」とされ

年４月）などを通じて、
『一帯

国際協力サミットフォーラム」
（ 年５

月、

一路』共同建設合意文書への署名国を

19

た。６月 日に

は「
『一帯一路』

国際協力ハイレ

（注）2014、15 年の沿線国の割合は報道ベース。署名国のデータは各年と
も 2020 年 1 月現在の 138 カ国の合計。
（出所）中国国家統計局国民経済和社会発展統計公報、海関統計

の方向性によっては国際社会との摩擦も

対署名国
対署名国の割合（右軸）

0

（年 /月）

境を改善する」とし、
「政府調達および

2019 2020/1-4

呼び起こし得る。改革開放が、
「意見」

2018

４．
一帯一路の建設を通じ
た対外開放の新局面

対沿線国
対世界
対沿線国の割合（右軸）

2017

一帯一路構想は、習近平国家主席によ

2016

る 年９月のカザフスタンでの演説（シ

2015

ているのが「一帯一路建設を通じた対外

2014

ルクロード経済ベルト＝一帯）および

0

開放の新局面の重点的な構築」である。

10

月のインドネシアでの演説（ 世紀海上

シルクロード＝一路）に始まった中国の

20

5

５月の全人代（第 期全国人民代表

大会第３回会議）における政府活動報

30

10

入札に関してあらゆる種類の所有制の

40

新たな国際協力の枠組みである。以来、

30.3

告でも、
「質の高い『一帯一路』共同建

29.4

６年余が経過したところ、ここでは中国

27.4

設を行う。共同協議・共同建設・共同

25.7

26.5

50

の対外貿易投資において、一帯一路関係

42.9

享受を堅持し、

41.6

国の中国にとってのウエイトがどのよう

39.9

市場の原則と国

25.1

38.9

になっているかを見てみたい。

25.0

37.9

際的に普及して

15

38.1

に書かれているように国際的な軌道に寄

39.6

20

協力を強め、新型コロナとの戦いで手を

25

中国が特色ある体制構築を進めてい

60

企業を平等に扱う」としているが、実

70

30

り添うものとなっていくのかどうか、今

（%）

35

携えよう」をテーマに カ国の外相や大

（兆元）

留意したい。

図２ 中国と一帯一路関係国との貿易額の推移

く中においては、国際社会との関係をい

『一帯一路』共同建設合意文書署名国（138 カ国）

（注 1）一帯一路沿線国（2020 年 6 月末現在）https://www.yidaiyilu.gov.cn/jcsjpc.htm（注 2）一帯一路共同建設合意
文書署名国（20 年 1 月末現在）https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm （注 3）網掛けは、20 年 6 月 18
日開催の一帯一路国際合作ハイレベル・ビデオ会議参加の 25 カ国。
（出所）日中経済協会北京事務所作成

際にそうなるのか、
（２）の公平競争と
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クック諸島
サモア
ソロモン諸島
トンガ
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
フィジー
ミクロネシア連邦 アンティグア・バーブーダ
エクアドル
エルサルバドル
ガイアナ
キューバ
グレナダ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ
ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ
パナマ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア

後とも注目していく必要がある。

イタリア
韓国
ガボン
コンゴ共和国
赤道ギニア
ナイジェリア
南アフリカ
ルワンダ
ニウエ
ウルグアイ
ジャマイカ
バルバドス

臣級高官（うちロシア外相は書面での

インドネシア
サウジアラビア
ネパール
ベトナム
イエメン
セルビア
モルドバ
クロアチア

かに調整していくかが重要となる。
「意

イラン
クウェート
トルコ
ブルネイ
レバノン
スロベニア
ボスニア
北マケドニア

の関係では、競争分野においても国有

イラク
キルギス
タジキスタン
フィリピン
ラオス
スロバキア
ポーランド
ロシア

また、各論においても、例えば、２．

アルメニア
カンボジア
タイ
東ティモール
モンゴル
エストニア
ベラルーシ
ルーマニア

参加）
、国連開発計画（UNDP）総

アラブ首長国連邦
カザフスタン
スリランカ
バングラデシュ
モルジブ
ウクライナ
ブルガリア
リトアニア

見」の柱の一つである前記２．
（６）
「開

アフガニスタン
オマーン
シンガポール
パキスタン
ミャンマー
アルバニア
ハンガリー
ラトビア

経済を維持強化するとしながら、同時

アゼルバイジャン
ウズベキスタン
ジョージア
バーレーン
マレーシア
カタール
チェコ
モンテネグロ
エジプト

（１）の公有制との関係では、
「意見」

ヨルダン

裁の参加を得て開催されている。

ブータン

放型経済新体制構築」においても、そ

パレスチナ

に公正な競争をどう実現していくのか、

トルクメニスタン

は「非公有制経済発展支援については、

シリア

の言わば「一丁目一番地」として書かれ

インド

などといった根本的な問題にも引き続き

『一帯一路』沿線国（64 カ国）

イスラエル

民間経済と外商投資企業の発展を健全

図 1 『一帯一路』沿線国と署名国
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積み上げて来ており、 年１月末現在
１３８カ国とされている。署名国には、
北米を除く世界全地域の国々が名を連

億４０００万人で約

資

中国から一帯一路関係国への直接投資

覚書にこそ署名していないが、実質的に

第三国市場協力に賛同、事業を推進し

米中関係、香港問題、新型コロナウ

ている。

国への投資の方が大きく、政策的な効

イルス問題等、国際環境が大きく変化

％、名目

１ ３ ８ カ国 ＋ 中 国では、 人口はやは
り

についても、 年頃まではむしろ非関係

それでは中国の貿易、対外直接投資

果が表れているとは言えなかった。しか

GDP で約 ％を占める。

においては一帯一路関連国はどの程度の

する中で、中国における「改革と開放」

ねており、韓国や 年３月に G ７で初
めて署名したイタリアもこれに含まれる

し、 年以降はウエイトが少しずつ高ま

中国と一帯一路関係国との貿易額に

ウエイトを占めるのであろうか。

な国も存在する。中国政府は、しばし
は、 年頃までは世界全体との貿易総

一方、
「沿線国」ではありながら「署名

ば「沿線国との貿易が何パーセント伸

（１）中国と一帯一路関係国との貿易

16

国」ではないインド、イスラエルのよう

62

20

っている（図３は金融を含まない対沿線

見」にも示されたように「国際基準」

がどう進展するのか、また、開放が「意

引き続き注視していきたいと思う。

国の割合、図４は金融を含むネットの

ただし、直接投資の相手国としての一

に沿ったものとなっていくのかどうか、

額に占める割合に特に大きな変化は見

直接投資の対署名国の割合）
。

びた」などと発表しているが、これは地

帯一路関係国のウエイトは貿易に比べれ

〈主な文書、参考資料〉

られなかった。しかし、 年を境にシェ

ば低く、非関係国の投資先としての重

http://

・ 新 時 代の社 会 主 義 市 場 経 済 体 制

理的な目安であり、地政学的にはむしろ

名国との貿易のウエイトは、 年には

の整 備の加 速に関 する意 見

www.gov.cn/zhengce/2020-05/18/

こうして見ると、中国としては、一帯

一路関係国との一層の関係強化を図りつ

％を超え、足元においては約 ％となっ

要性は依然として高い。

アを徐々に増やしてきており、特に署

カ国 ＋ 中 国は、 人口では

「署名国」との関係を見ていく必要が
あろう。
沿線国

ている（図２）
。

・同意見に関する国家発展改革委員会

院陳言氏はじめ複数の方から示唆を得た。

成に当たっては、日本企業（中国）研究

織を代表するものではない。また、記事作

（本記事はあくまで個人の見解であり、組

htm

https://www.yidaiyilu.gov.cn/index.

・中国国家一帯一路ネット

c_1126001932.htm

xinhuanet.com/politics/2020-05/18/

http://www.

も注力していく必要がある。第三国市

14

％を

1,500

関 係 者への イ ン タ ビュー

年６月までに日、英、仏、

（出所）国家発展改革委員会「第三国市場協力指南
と事例」https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/
jgsj/wzs/sjjdt/201909/t20190904
_1037022.html

18.8

億２０００万人で世界の約

40
（注）金融を含む。
（出所）中国商務部・国家統計局・国家外貨管理局「中国対外直接投資統計公報」

content_5512696.htm
15

つも、非関係国との関係の維持発展に

（億ドル）

20

（２）中国の一帯一路関係国への直接投
25
2,500

場協力は、その１つの戦略と言えよう。
中国は、

加、豪を含む カ国と第三国市場協力

19

②オーストリア
④カナダ
⑥イタリア
⑧オランダ
⑩韓国
⑫スペイン
⑭英国
①オーストラリア
③ベルギー
⑤フランス
⑦日本
⑨ポルトガル
⑪シンガポール
⑬スイス

対署名国の割合（右軸）
対署名国
対世界

文書に署名している（図５）
。ドイツは
図 5 中国の第三国市場協力文書署
名国（2019 年 6 月現在）
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2017

2016
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図 4 中国の一帯一路署名国に対する直接投資額
（ネット）
の推移

％、署名国
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（注）金融を含まない。
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図３ 中国の一帯一路沿線国に対する直接投資額の推移
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三菱UFJ銀行 国際業務部
調査役 久保満利子
表2

投資総額と登録資本金の比率規定
投資総額

表 3 「マクロプルーデンス」方式のリスク因数

最低資本金比率

登録資本の最低額

300 万米ドル以下

70%

－

300 万超～ 1,000 万米ドル

50%

ただし、投資総額が 420 万米ドル
以下の場合、210 万米ドル

1,000 万超～ 3,000 万米
ドル

40%

ただし、投資総額が 1,250 万米ドル
以下の場合、500 万米ドル

期間リスク転換因数

3 分の 1

ただし、投資総額が 3,600 万米ドル
以下の場合、1,200 万米ドル

類別リスク転換因数

3,000 万米ドル超

表4

通貨別・期間別の外債枠費消の計算例

人民元・
短期

人民元・
中長期

外債金額

100

100

100

100

期間リスク転換因数

1.5

1

1.5

1

類別リスク転換因数

1

1

1

1

為替リスク転換因数

0.5

0.5

－

－

100*1.5*1

100*1*1

150

100

外債枠費消合計

100*1.5*1+
100*0.5
200

100*1*1+
100*0.5
150

（注）外債 =100 とした場合。短期：1 年以内、長期：1 年超 。

③中国国内銀行借入
中国国内銀行からの借入は機動的に行える点がメリットです

2

1.25

外債残高

外貨・
中長期

計算公式

外債限度額

マクロプルーデンス政策因数

外貨・
短期

期間条件

通貨・

レバレッジ率

為替リスク転換因数

中長期（1 年超）
短期（1 年以内）
オンバランス
オフバランス

1

1.5
1
1

0.5

回収が可能で、発展形として集団型委託貸付やプーリン
グを構築することにより、企業内の効率的な資金配分が
可能となります。
なお、
「委託貸付」の原資と使途については、細かく
規定されており、受託人である銀行は、これらの審査を
厳格に行うよう求められています。その背景には、銀行
から借り入れた資金を他の企業に高利で貸し付け利鞘を
得る行為、融資を禁止されている業種に対する委託貸付
を利用した迂回融資、貸付人の資金回収不能等の現象が

散見され、こうした行為が経済政策や金融政策を歪め、金融リ
スクにつながる懸念が高まったことがあります。

が、外貨建借入金の人民元への両替は貨物貿易輸出の背景が

具体的には、委託貸付の原資については、①他人から管理

あることが条件で、返済原資は貨物貿易輸出により受け取る外

を委託された資金、②銀行与信、③特定用途の専用基金、④

貨資金に限定されます。

その他債務性資金、⑤原資を証明できない資金の受け入れを

銀行の貸付金の支払については、
「受託支払」と「自主支払」

禁止、資金使途については、①国家が禁止する領域・用途の

の 2 種類の支払管理があります。
「受託支払」とは貸出人
（銀行）

生産、経営、投資、②債券、先物、デリバティブ、資産管理

が借入人の引出申請と支払委託に基づき、貸付資金を借入専

商品等への投資、③登録資本金の払い込み審査への使用、④

用口座を通じて契約で約定された使途に合致する借入人の取

権益性投資あるいは増資、⑤その他管理監督規定に違反する

引先に支払う方式で、
「自主支払」は貸出人が借入人の引出申

用途への使用を禁止しています。

請に基づき、貸付資金を借入人の口座に入金した後、借入人

2．おわりに

が契約で約定された使途に合致する借入人の取引先に自ら支
払う方式です。

中国金融当局は、これまで金融の市場化を目指す金融制度

改革の一環として、金利の自由化、資本市場の自由化を進め、

また、資金使途についても明確に規定されており、流動資

企業の銀行取引を巡る法整備、規制緩和、手続きの簡素化を

金貸付の資金は固定資産、株式等への投資や国が禁止する生

図ってきました。また、近年は、金融の実体経済への貢献とい

産、経営領域に使用してはならないとされ、固定資金貸付の資

う政策方針も強調し、足元で新型コロナウイルス感染拡大の

金は運転資金等の流動資金に使用することはできません。

影響を受けた企業の資金調達難に対し、資金調達コストを引

なお、銀行貸出金利については、人民銀行が 19 年 8 月に
LPR（Loan Prime Rate：最優遇貸出金利）の見直しを行い、

き下げるなど、柔軟な対応を行っています。
一方で、近時、当局は、内外情勢の不安定要因の増大に伴

銀行に対し、貸出の際の参照金利として従来の貸出基準金利

う金融リスクの高まりに対する懸念も強め、リスク管理体制強

から LPR に切り替えるよう指示しました。LPR は毎月 20 日に

化の必要性も指摘しています。

公表され、20 年 6 月 20 日時点の LPR は期間 1 年で 3.85%、

当局は今後引き続き、法規制の整備と規制緩和を進めつつ、

5 年以上で 4.65% となっています。

企業の実需に対しては円滑な金融取引を促進する一方、国内

④中国国内委託貸付

外における投機的な資金の動き等の金融リスクが高まる局面で

中国では企業間の資金貸借は禁止されていますが、委託人
の依頼に基づき、委託人の余剰資金を運用し、借入人の不足
資金調達を受託人である銀行を通じて行う「委託貸付」方式で
のグループ資金の融通は可能です。
「委託貸付」はグループ外への金利流出がなく、
機動的な借入
・

は、銀行に対する業務監督の強化や口頭指導による規制強化
を行う可能性がある点に注意が必要です。
中国現地法人は、資金調達の検討に当たって、マクロ経済
環境、当局の規制動向、実務面の負荷等を総合的に勘案して
判断することが求められます。
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中国現地法人の資金調達

新型コロナウイルス感染拡大に伴う経営活動の停滞の影響を受けて、中国現地法人では運転資金の調
達を検討しています。資金調達を巡る規定の現状について、教えてください。
企業は資金調達にあたり、主な監督官庁である中国人民銀行（中央銀行／人民銀行）
、中国銀行保険
監督管理委員会（銀保会）等の管理のほか、国内の外貨資金調達や海外からの外貨・人民元建て資
金調達に対する国家外貨管理局（外管局）の管理動向に注視が必要です。
最近では、人民銀行と外管局が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により資金調達に困難を抱える企業に
対する支援措置の一環として、企業が中国域外から資金調達を行う際の「外債枠」を拡大し、企業の資金調
達コストの削減を図っています。

※表は全て人民銀行、外管局の資料に基づき三菱 UFJ 銀行が作成。

1．中国現地法人の主な資金調達方法

意が必要です。

資」
「親子ローン」
「オフショアローン」
、中国国内での調達とし

5 月 3 日より外債枠の拡大につながる「マクロプルーデンス」

て「現地銀行借入」
「国内委託貸付」等があり、実需に基づく

方式が導入され、資金調達の自由度が増しました。

ことを前提に、人民元建て、外貨建てのいずれの通貨でも可

＜「投注差」方式＞ 「投注差」方式の外債枠は「投資総額－

能とされています。

登録資本金額」
（表 2）で、外債枠に計上される外債残高は、

中国現地法人の資金調達手段には、
海外からの調達として
「増

資金調達方法を検討する際の具体的なポイントには、調達

外債枠については、従来の「投注差」方式に加え、2016 年

外貨については短期が残高ベース（借入返済後は枠が復活）
、

限度額、実施までの所要時間、金利コスト、調達と返済の機

中長期は累計発生額ベース（返済後も枠は復活せず）
、人民元

動性等があります。表 1 は、各種資金調達方法を簡単に比較

建については短期・中長期とも累計発生額ベース（返済後も枠

したものです。

は復活せず）で管理され、人民元建・外貨建の合算となります。

①増資

＜「マクロプルーデンス」方式＞ これに対し、
「マクロプルー

増資は、現地法人の資金返済の必要がなく、金利負担もなく、

デンス」方式の外債枠は、
「純資産 × レバレッジ率 × マクロ

資本増強により外債枠（後述）が拡大することで、資金調達能

プルーデンス政策因数」で算出され、外債枠に計上される外

力の強化も可能となりますが、増資に係る当局への備案（届出）

債残高は、人民元建・外貨建ともに残高ベースで合算となりま

が必要なため、実施までに比較的長い時間を要します。増資

す。現在、レバレッジ率は「2」
、マクロプルーデンス政策因数

資金を入金する資本金口座は、人民元建と外貨建で規定が異

は 20 年 3 月 11日より従来の「1」から「1.25」に引き上げられ、

なる部分がありますが、いずれの場合も口座から払い出す際、

外債枠の上限は純資産の 2.5 倍となっています。

銀行はインボイス等の支払いエビデンスにより実需を確認しま

＜外債枠の費消額＞ 一方、外債枠の費消額は、3 つのリス

す。

ク転換因数（借入期間、類別、為替）から計算されます。外債

なお、増資に当たっては、増加する登録資本金と投資総額と

費消額を通貨・借入期間別に比較すると、現状、類別リスク転

の比率規定に従う必要があります（表 2）
。

換因数はいずれの通貨・期間ともに同じですが、借入期間リス

②親子ローン（外債）

ク転換因数は短期より中長期が低く、為替リスク転換因数は外

＜外債枠＞ 親子ローンは、グループ企業からの借入であるた

貨の場合に発生することから、人民元建で中長期の場合、外

め、金利は国内借入に比べて低利での調達が可能な場合があ

債枠の費消が最も少なくなります。
（表 3、4）

りますが、
調達金額は外債枠の範囲内に制限されます。ただし、
金利設定に当たっては、中国・日本両国の移転価格税制に留

表1

この間は「投注差」方式、
「マクロプルーデンス」方式のいず
れかの選択を可能とし、移

中国現地法人の資金調達方法の簡易比較

調達方法
① 増資
②

なお、外資企業に対しては、当初 1 年間の移行期間を設け、

調達上限額

◉ 特になし

親子ロー
▲ 外債枠の範囲内
ン（外債）

③

中国国内
銀行借入

④

中国国内
委託貸付

⑤ その他

実需の範囲内

実施までの所要時間
（状況により異なる）

金利コスト

その他

約２～４カ月（決議、
▲
◉ なし
定款変更、当局手続等）
約１～２カ月（契約作
成、外債登記等）

約１～２カ月
（銀行審査等）

中国グループ会社
▲ の余剰資金の範囲 ◉ 約１カ月以内
内

－

グループ外への金利流 調達方式、借入期間、幣
出は無し
種により取扱が異なる

▲ 銀行に借入金利支払

銀行宛の親会社保証が必
要になる場合あり

グループ外への金利流
発展形として集団型委託
出は無し（銀行への委
貸付、プーリングもあり
託貸付手数料が発生）

・経常取引に対するサイト調整（貿易取引の場合、輸出代金前受、輸入代金延払い）
・ファイナンスリース等の手法あり（対象取引の存在が前提）
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行期間終了後に人民銀行と
外管局がその後の方針を決
めるとしていましたが、これ
までに新たな規定は公布さ
れておらず、現状、企業は投
注差と純資産の 2.5 倍の額
を比較して外債方式を選択
することができます。ただし、
いったん選択した方式は継
続することが原則です。
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2020 年 6 月

■ 6/12、29 第 33 回理事会、第 23 回評議員会が
それぞれ成立

5 月 22 日に開催を予定していた第 33 回理事会、第 23
回評議員会は、新型コロナウイルスの影響により書面で開
催した。理事会では、
令和元年度事業報告書・決算報告書、
公益目的支出計画実施報告、政策委員の選任、主たる事
務所の移転が原案通り承認された。評議員会では、上記
報告に加え評議員および理事の選任、定款の変更が原案
通り承認された。
4/24

■ 6/22 令和２年度第１回賛助会員セミナー開催

6 月 22 日に「中国経済と米中「新冷戦」の行方」をテー
マに、日本国際問題研究所の津上俊哉客員研究員より中
国経済および「米中対立の現状分析や今後の方向性、さ
らには世界経済のゆくえについて、お話をいただいた。初
のオンライン開催ではあったが、約 80 人のご参加をいた
だいた。

■ 6/29 国際技術交易服務聯盟による AI 専門オン
ラインマッチングイベントに参加

中国の国際技術交易服務聯盟による AI 専門オンライ
ンマッチングイベントが、オンライン会議ソフトウエアを
使用して開催された。当協会からは杉田専務理事が参加
し、冒頭であいさつした。続いて、日本と中国の企業計７
社が、AI を用いた自社の技術や事業への取り組みをスラ
イドや動画などを用いて紹介した。オンライン上で AI の専
門家と参加者との質疑応答などの交流も行われた。後援
団体の一つである北京市科学技術研究院によれば、合計

で８万近くのアクセスがあった。

■ 6/29 甘粛一帯一路国際貿易デジタル博覧会に
参加

甘粛省人民政府と中国国際貿易促進委員会の主催で、
オンライン形式による「甘粛一帯一路国際貿易デジタル博
覧会」が開幕した。博覧会では、対外貿易の安定、市場
の開拓、イノベーションの促進をテーマとし、甘粛省の対
外貿易関連の企業が出展し、各国のバイヤーとオンライ
ンでのマッチングが行われている。開幕式では、当協会
の杉田専務理事があいさつ（録画配信）を行った。主催
者によると、30 日時点で、延べ 7660 人が参加し、成約
金額は 127 万ドルに達したという。

■ 7/2 海南自由貿易港優遇政策・投資チャンス（ハ
イエンド製造業編）
オンライン説明会を開催

2020 年６月に中国が発表した「海南自由貿易港建設全
体案」を進めるため、中国機電製品輸出入商会、海南国
際経済発展局は「海南自由貿易港優遇政策・投資チャン
ス説明会」をオンラインで開催した。同商会の郭奎龍秘
書長は同貿易港に寄せる大きな期待感を示し、海南国際
経済発展局の韓聖健局長が海南自由貿易港計画における
優遇政策、各分野の投資チャンスや協力に関する構想、
21 年に開催予定の中国国際消費財博覧会について紹介し
た。説明会には約 300 人が参加し、オンライン上で行わ
れた質疑応答では日系企業を含めた参加者からの質問が
相次いだ。
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疫病、大雨、地震と、これでもかと災厄が次々と押し寄せて来る。地球が
怒っている、神の怒りだ、などと言う人もいるが、本号の米中関係をはじ
め現世にも「怒」が満ち過ぎていないか。
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神を楽しませるという「喜」が対義語である。世界の一員として、いやもう
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当協会東京本部事務所移転のお知らせ
一般財団法人日中経済協会東京本部は、2020 年８月３日（月）より、下記に移転する
こととなりました。これを機に心新たに一層業務に精励して参る所存ですので、今後と
も倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

１．新住所

〒 106-0032 東京都港区六本木１丁目８番７号 MFPR 六本木麻布台ビル６階

２．電話番号 総 務 部：０３- ５５４５- ３１１１
調 査 部：０３- ５５４５- ３１１２
事業開発部：０３- ５５４５- ３１１３

東北開発・イノベーション事業部：０３- ５５４５- ３１１４
３．ＦＡＸ番号（共通） ０３- ５５４５- ３１１７

アクセス方法

◆東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅
２番出口 徒歩３分

◆東京メトロ日比谷線「神谷町」駅
２番出口 徒歩８分
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