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　中国共産党第18回全国代表大会は、新指
導体制が「改革の深化と開放」の堅持という
明確かつ一貫したメッセージを、国際社会に
向けて送りました。繁栄する新中国と友好的
な社会を建設するために努力を続けると共
に、中央の新指導体制は開放戦略によりすべ
ての当事者に利益となる解決を模索しようと
しています。

　外国投資家にとって、中国は重要な市場で
す。調査によると、将来2年の中国市場に78
％が楽観的な見通しで、63％が投資を増や
すとしています1。そこで中国市場がなお発
展し続けると信じるに足る十分な理由がある
と考えます。 

　但し、成長のチャンスがあるのがどの分
野、どの業種かを判断することが重要です。

　中国は一桁成長という新しい標準、中程度
の成長期に向って進んでおり、投資家も国内
市場の成長と所得増加にフォーカスしていま
すが、それと同時にエコロジカルなグリー
ン・プロジェクトと労働力集約型産業の中
部、西部地域への移動に関心が集まっていま
す。こういった点で、多国籍企業は今後の政
策変更に対する対応が求められるでしょう。 

1	 ヨーロッパ商工会議所の2012年景気予測調査

概要
本論では以下の諸点をハイライトしま
す。中国の新指導体制とその方針と政
策、党中央の方針及び政策の出発点お
よびそれが中国の多国籍企業に与える
影響です。
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XI JINPING (習近平), 59歳
•	 中国共産党中央委員会総書記、中国共産党中央軍事委員会主席、中華人民共和国副

主席、中華人民共和国中央軍事委員会副主席、中央党校校長

•	 中国共産党軍事委員会副主席、中華人民共和国中央軍事委員会副主席、上海市党委
員会書記、浙江省党委員会書記などを歴任

•	 清華大学人文社会学院マルクス主義理論と思想政治教育学科卒業、在職大学院生学
歴、法学博士

WANG QISHAN (王岐山), 64歳
•	 中国共産党中央政治局常務委員、中央規律検査委員会

書記、国務院副総理、党組メンバー

•	 北京市党委員会副書記、北京市長、海南省当委員会書
記、国務院経済体制改革弁公室主任、中国建設銀行頭
取などを歴任

•	 西北大学歴史学科卒業

Yu ZHeNGSHeNG ( ), 67歳
•	 中国共産党中央政治局常務委員、上海市党委員会書記

•	 湖北省党委員会書記、建設部部長、青島市党委員会書
記を歴任

•	 ハルビン軍事工程学院、ミサイルエンジニアリング学
科卒業

LI KeQIANG (李克強), 57歳
•	 中国共産党中央政治局常務委員、国務院副総理、党組

副書記		

•	 国務院三峡工程建設委員会主任、遼寧省委員会書記、
河南省委員会書記を歴任

•	 北京大学法学院と経済学院経済学卒業、法学学士、経
済学博士

ZHANG GAOLI (張高麗), 66歳
•	 中国共産党中央政治局常務委員、天津市党委員会書記

•	 Former	secretary	of	the	CPC	Shandong	Provincial	山東省
党委員会書記、広東省党委員会副書記、深圳市党委員
会書記を歴任

•	 厦門大学経済学科計画統計学専攻

LIu YuNSHAN ( ), 65歳
•	 中国共産党中央政治局常務委員、中央書記処書記、中

央宣伝部長

•	 中央精神文明建設指導委員会弁公室主任、内モンゴ
ル自治区党委員会副書記兼赤峰市党委員会書記などを	
歴任

•	 中国共産党中央党校卒業

ZHANG DeJIANG (張徳江), 66
•	 中国共産党中央政治局常務委員、国務院副総理、党組

メンバー、重慶市党委員会書記

•	 広東省党委員会書記、浙江省党委員会書記、吉林省党
委員会書記などを歴任

•	 朝鮮金日成総合大学経済学科卒業

2	|	PwC	

新指導体制の幕開け
　北京で開催された第18回全国代表大
会は、今後10年間にわたる中国の方向
性を決定する第5世代指導者を選出した
ということで、重要な節目となりまし
た。新指導体制は、中国の今後の10年
の発展の方向性を定め、これはまた世
界経済に重要な影響を与えることでし
ょう。  

　これまで10年間の胡錦濤主席と温家
宝首相の指導の下で、中国は目覚しい
発展を遂げてきました。2016年には購
買力平価から見て、アメリカを追い抜
いて世界最大の経済体となると見られ
ます2。 

　この報告の中で、不均衡な産業構
造、資源と環境からの制約、都市と農
村の格差、所得格差、人民の利益に直
接影響する各種の社会問題、官僚主義

と腐敗、そして科学的手法による発展
を阻害する制度障壁など、中国は今後
も多くの問題に直面していると胡錦濤
主席は指摘しました。中国の新指導体
制は、こういった問題に取り組む必要
があります。

2	 経済協力開発機構（OECD）

第18回全国代表大会において、中央政治局常務委員7名以外、第18期中国共産党政治局委員に以下の18名が選出されました。Ma	Kai	(馬凱),	Wang	Huning	(王沪寧),	Liu	Yandong	
(劉延東),	Liu	Qibao	(劉奇葆),	Xu	Qiliang	(許其亮),	Sun	Chunlan	(孫春蘭),	Sun	Zhengcai	(孫政才),	Li	Jianguo	(李建国),	Li	Yuanchao	(李源潮),	Wang	Yang	(汪洋),	Zhang	Chunxian	(張春賢),	
Fan	Changlong	(范長龍),	Meng	Jianzhu	(孟建柱),	Zhao	Leji	(趙楽際),	Hu	Chunhua	(胡春華),	Li	Zhanshu	(栗戦書),	Guo	Jinlong	(郭金龍)	and	Han	Zheng	(韓正)



　習近平総書記の指導の下にある新指導体制
のメンバーは、中央と地方政府において長い
勤務経験を有しています。中国が直面する難
しい状況に対処するため、その豊富な経験を
生かせます。過去30年以上に渡り、彼らは
立法、行政官として、中国の経済改革に深く
関与してきましたので、改革と自由化に向う
中国の方向性をより確実にしていけることで
しょう。技術系工学系のバックグランドの強
かった前指導体制に対して、法学博士である
習総書記、経済学博士の李克強と、新指導体
制は様々なバックグランドを有し、将来の政
策決定に新しい局面を開くことでしょう。 

新中国への課題
　第18回共産党全国代表大会において胡錦
濤総書記が発表した政治報告には、新指導体
制の創意と共通認識が強く反映し、「党全体
の知恵の結晶」と言えるものでした。2013
年3月の全国人民代表大会において新政府が
正式に発足してから、詳細なアクションプラ
ンに主要課題が落とし込まれると見られてい 
ます。 

　この報告では、「全ての面で節度を持って
繁栄する社会建設の完成」と「中国のGDPを 
2020年までに2010年より倍増」させること
を目標に掲げ、「社会主義の現代化と中国国
家の刷新」を一般任務とし、経済、政治、文
化、社会と環境の進歩への総合的取り組みを
呼びかけました。科学的な発展の展望が原則
として支持され、「強力な理論武装」が党綱
領に加わりました。 

　64ページにわたる報告で、経済の再構
築、緑の成長の促進と内需振興が主要な3課
題として挙げられています。中国で運営され
る外国企業への影響を理解しようとするな
ら、こういった課題を大局的に捉える必要が
あるでしょう。

新しい花形産業
　胡総書記は、経済改革を続けるために中国
が発展させたい産業を以下の通り明確に示し
ました。

• 新興産業3および先端的製造業 

• サービス分野、中でも近代的なサービス産業 

• 次世代情報インフラ及びIT 産業 

• 情報ネット技術の応用

　中国としては、在来型産業の変革と構造転
換をスピードアップしていきます。  

　胡総書記は市場のルールをより重視し、政
府が役割を果すとも明言しました。  

　外国投資家は、こういった産業における機
会をいかに利用し、その戦略を調整していく
かを考える必要があります。

国内消費へのシフト
　過去30年間にわたり、中国経済の成長は
主に3つの柱が原動力となっていました。そ
れは投資、輸出と国内消費です。しかし、巨
額の政府投資、中でもインフラなど社会基盤
整備のプロジェクトは利益を上げることが出
来ませんでした。さらには、エネルギーと資
源集約型産業への過剰投資は、外国からの石
油と鉱物輸入への依存を強める結果となりま
した。人件費、土地、水と資源の値上りを招
き、中国は人口ボーナスの利点を失いつつあ
ります。外需の低迷が中国の輸出に深刻な影
響を与え、沿岸地域の工場の多くが閉鎖に追
い込まれています。

　こういった状況に対して、中国政府は方向
転換を図り、国内消費市場による成長へと舵
を切りました。胡総書記は報告の中で「内
需、中でも消費に牽引された経済発展」と 
「イノベーション指向の発展を追求」するこ
とを提唱しました。しかし、その一方で中国
は「品質と業績向上による発展」を必要と
し、「都市と農村の相互発展、地域間の発展
と資源保存、循環型経済」を目指すとしてい
ます。
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3	 国務院は2009年末に戦略的な新興7産業を挙げまし

た。これは新エネルギー産業、新エネルギー自動

車、新素材産業、省エネと環境保護産業、バイオ	

テック産業、新世代の情報産業、先端装置製造の	

7産業です。これらの産業は未来の産業を代表する

と見なされ、大規模な政府投資が予定され、第12

次５カ年計画の重点産業とされています。

　外国投資家は、こう 
いった産業における機会
を以下に利用し、その戦
略を調整していくかを考
える必要があります。



所得増大と経済拡大
　労働者の給与増加が常にGDPの成長に遅れ
てやってくるために、中国の成長の三つの柱
のうち、国内消費がもっとも力強さを欠きま
す。生み出される富のほとんどが国家に管理
され、各産業とインフラ整備プロジェクトに
投資されます。教育、住宅、医療と年金のコ
スト増大につれて、一般には消費より貯蓄が
優先されます。 

　報告の中で胡総書記は「都市と農村住民の
一人当りの所得を2020年までに倍増」とす
る目標を提唱しました。これは政府として初
めて、経済成長と一人当りの所得とを結びつ
けた呼びかけです。胡総書記はまた「消費
需要を増加させるための長期的政策構築」と 
「個人消費の潜在力解放」を公約しました。
消費への懸念を払いのけるための努力とし
て、すべての国民に教育の権利、雇用、医療
と老齢介護と住宅を保障し、より良い生活
を送れるようにする」ための進歩を確約しま 
した。

　しかし一方でこれは人件費の継続的増大を
意味しますが、同時に中国の国内市場が将来
にわたり著しく拡大することになります。増
大する購買力の恩恵にあずかるために、外国
企業のブランド確立が必要となります。  

　中国国家統計局によると、中国の小売は
2012年の3四半期で前年比14%成長、14.9
兆人民元に達し、経済成長の牽引役として初
めて固定資産投資を追い抜き、GDPの55％
を占めるに至りました。

一桁成長、新しい標準
　中国国家統計局によると、低迷する外需に
影響を受けて、中国経済の成長は2012年の
第3四半期には前年比7.4%成長に留まり、7
四半期連続で減速を記録しました。政府とし
ては金融政策の緩和と新規プロジェクトの承
認を急ぐことで、年末に向けた経済の安定と
回復を目指しています。世界銀行は、2012
年の中国経済の成長率を7.7% と予測してい 
ます。 

　中国の第12次5カ年計画で、2011年から 
2015年の成長率目標を7% に設定しました。
これは過去数年間の二桁成長とは際立った対
照を成すものですが、今後8年間にこの成長
を維持することで、政府は2010年の GDP レ
ベルを 2020 年までに倍増という新しい目標
が達成可能だとしています。短期的には経済
改革、人口構成の変化、不透明な世界経済に
直面することで、中国は将来的に一桁成長を
留まることになるでしょう。それでも中国の
成長率は、近年の世界平均の2%～3%を大き
く上回ることは間違いありません。 

人民元国際化のロードマップ
　アメリカ経済が犯した過ちを繰り返すこと
を懸念し、報告では特に経済の確固たる基盤
としての実体経済の重要性を強く言及してい
ます。そこで中国の金融セクターが実体経済
の発展をよりよく支えるための政策と手法を
とることを要請し、新指導体制が過度の金融
イノベーションに敏活に対応することを示し
ています。 

　金融改革について、報告は「利率と人民元
の為替レートの市場化を段階的に推し進め
て、これにより資本勘定での人民元の兌換性
を向上させ」、「金融の監督と監視の強化」
により「金融の安定を確保する」以上の新し
い方向性を示すものではありませんでした。
国外での人民元のオフショア・センターの設
立と、人民元のグローバル化プロジェクトと
いう最近の傾向は、人民元の自由な兌換性が
近いことを思わせます。

　中国の不良債権問題、とくに地方政府の金
融プラットフォームの不良債権は予測を超
えた深刻なもので、中国国務院発展研究セン 
ターによると、2010年までに中国の総負債
は23.76兆人民元に達しています。 

　外国金融機関は人民元ビジネスから収益を
上げながら、リスク管理、商品イノベーショ
ン、プロジェクト・ファイナンスのモデルの
領域を中国のカウンターパートと共有してい
ます。 

民間セクターの育成
　外国投資企業（FIE）を含む中国の民間セ
クターはGDPの60%を構成し、この国で大多
数の雇用を創出していますが、一方で、銀
行融資へのアクセス、政府からの高い課税、
従業員の流動率の高さなど、多くの問題を抱
えています。経済の多くの分野を民間に開放
しようとした国務院新36条は、余り反響を
得ることがありませんでした。外国投資企業
は、これ以外にも市場アクセスへの制限、合
弁企業と許認可の要求、技術移転の要求、補
助金の受給資格の制約など、多くの問題に直
面しています。外国投資企業はさらに、R&D
資金の確保、政府調達契約の取得に困難を感
じていますが、その一方で標準化のプロセス
に参加することはできていません5。

　｢中小企業、特に中小の科学技術系企業｣へ
の支援を呼びかける一方で、胡総書記は｢国
家と経済の安全保障に重要な産業への投資、
及び国有部門のさらなる発展と改革｣を呼び
かけました。  

　こういった言及は、前政権の独占打破と経
済活性化への施策を調整するものと考えられ
ます。
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外国金融機関は人民元ビ
ジネスから収益を上げな
がら、リスク管理、商品イ
ノベーション、プロジェクト
ファイナンスのモデルの
領域を中国のカウンター 
パートと共有しています。

4	 中国の民間部門報告2012

5	 中国のヨーロッパ商工会議所の2012	ポジション・

ペーパー



都市化と内陸への動き
　2011年に、中国の都市化率は歴史上初め
て51.3%に達したと見られます。胡総書記の
報告では、これを「地域間のバランスの取れ
た発展」と「都市化進展」に向けた努力の結
果として強調されました。 

　アナリストは、今後10年の間に2億人の農
民労働者が都市部に移住するが、増大する中
国の中流階級は新たに40兆人民元の投資需
要を生み出すと予測しています。住宅関係消
費は、2011年の16兆元から2016年には30
兆に増加します。 

　外国投資家にとってこの領域でビジネス 
チャンスと言うと、建築設計、建材、不動産
管理、家電製品、それに文化と余暇活動など
です。 

　政府としては「地方振興と地方毎の利点を
十分活用」する政策の実施に努め、中国は 
「インフラ開発において、地方に高い優先順
位を与える」としています。また、革命基地
の地域、少数民族の発展、国境と貧困地域へ
の投資を増やし、その他の支援と組み合せて
発展を促進します。 

　外国企業としては、労働力集約型産業を西
部と中部地域に移すことで、そういった地域
に適用される優遇措置の適用を受けると共
に、中核都市との提携により内陸市場を開発
することを考える必要があります。

グリーン志向のニューエコノミー
　深刻さを増す中国の環境問題に対応して、
胡総主席の報告にはこれまでにないほどエコ
ロジーへの言及が盛り込まれました。それに
よると「エコロジーの進歩により高い優先順
位をおき、経済、政治、文化と社会の進歩を
促進するプロセス全体に、全方位的に組込
む」としています。そして、中国の指導者と
しては初めて、「美しい中国の建設」を呼び
かけました。

　第17回共産党代表大会第5回全体会議にお
いて、グリーンで低炭素の発展の達成が採
択されました。第12次5カ年計画で規定さ
れたように、中国では2015年までにエネル 
ギー消費量を16%、炭素排出量を17%削減し
ます。国務院は近頃、主要工業プロジェクト
について、公聴会の開催までに社会リスク評

価を実施するように指示しました。四川、江
蘇、浙江などの省で最近勃発した抗議活動は
環境問題に対する一般の意識の高まりを示す
ものでした。

　中国では今後、グリーン・ビル、グリーン
建設、グリーン採鉱、グリーン消費、グリー
ン政府調達、製品のグリーン認証などが主流
となると期待されます。国家発展改革委員会
によると、12次5カ年計画を通じて、中国は
省エネと低炭素発展プロジェクトに2兆人民
元を投じる予定です。  

　外国企業にとって、クリーン・エネル 
ギー、再生可能エネルギー（風力、太陽光、 
サーマル・リサイクル、バイオ燃料、埋立て
地ガス）、廃棄物管理、水処理、電気自動車
とバッテリー、森林再生、枯渇鉱山の回復、
自然保護、生物多様性とスマート・シティの
設計管理に向けたサービスや製品、そして技
術を中国に提供するチャンスです。 

6	 中国改革発展研究院の遅福林院長の論文
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外国投資家にとってこの
領域でビジネスチャンス
と言うと、建築設計、建
材、不動産管理、家電製
品、それに文化と余暇活
動などです。

外国企業としては、労働
力集約型産業を西部と中
部地域に移すことで、そ
ういった地域に適用され
る優遇措置の適用を受け
ると共に、中核都市との
提携を考える必要があり
ます。
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中国、西洋とは異なる政治制度
　報告では期待されながらも、長く全面的な
展開が遅れている政治改革にも言及しまし
た。報告には「政治体制の改革に向けた積極
的かつ安定した努力が必要で、より広範で健
全な民主化が求められる」としたものの、中
国が西洋の政治制度をそのまま取り入れるこ
とは無いと明言しました。

　深刻な汚職と腐敗を意識して、報告ではこ
の問題に対応しないと「党に致命傷となり、
党と国が滅びかねない」と指摘しました。中
国が行政制度改革を深化する中で、政府部門
が「法の統治」と公平で予測可能なビジネス
の市場環境を構築できるかは、外国投資家に
とってはきわめて重要となるでしょう。 

中国はグリーン経済に 
フォーカスしており、こ
れが外国企業にとって再
生可能エネルギー、廃棄
物管理、水処理などの分
野で製品や技術を中国の
顧客に販売するチャンス
となるでしょう。 

PwCについて – 中国と香港
PwC中国と香港は 現地法律に則り、共同で
業務を実施しています。私どもはパートナー
490名、スタッフ総数12,000名を擁してい
ます。 

PwCの中国香港事務所は、世界各地において
質の高い優秀な専門家を揃えて、関与先に必
要なアドバイスを提供し、多方面の問題の解
決に資すると共に、関与先のビジネスチャン
スを識別し、最大化します。私どもは産業別

に専門化しており、その産業分野に適したソ
リューションを提供できます。

私どもは北京、香港、上海、重慶、大連、
広州、杭州、南京、寧波、青島、深圳、蘇
州、天津、厦門、西安に事務所を設置してい 
ます。

外国企業の目指す路
　胡総主席の報告では、中国の将来の成長の
方向性を示しています。中国は今後も市場開
放を推し進め、改革を深化させ、外国企業に
より多くの機会を開いていきます。投資家は
ビジネス戦略を作成する上で、政府が関心を
持つ分野に注目し、改革の新しい変化に対応
することが必要となります。 


