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2021 年の中央経済工作会議（以下、同会議）が 12 月 8 日から 10 日まで北京で開催され、2022 年の経済

政策の目標が発表された。同会議は、当面の経済情勢を判断し、次年度のマクロ経済政策を決定する風向

計的な位置づけであり、毎年開催される経済関連の会議の中で最も重要なものといえよう。昨年は新型コロナ

ウイルスの影響を受け、中国経済は「建国以来最大の危機」に直面していたものの、今年はその影響から脱

出する初めての年で、防疫対策の恒常化、積極的な財政政策と穏健な金融政策、社会経済秩序を維持する

ために協調され続けてきた「六穏」と「六保」を通じて、主要国の中で比較的高いベースで経済回復しており、

今年 1-9月期の GDP は前年同期比+9.8%（昨年同期は+0.7%）と大幅にプラスとなった。しかし一方で、経済

構造や産業構造上の問題は依然として解決されておらず、不動産市場のリスク防止、社債を中心とする債務

不履行（デフォルト）の多発、並びに自然災害やエネルギー需給ギャップの拡大による脆弱性も引き続き問題

として存在している。 

本稿では、上記背景のもとで開催された同会議のコミュニケ内容を中心に、主に政策面から来年の中国マ

クロ経済を展望する。 

 

Ⅰ．コミュニケの要点 

同会議で発表したコニュニケは 2021 年の経済運営のまとめ、今後の経済情勢の判断、並びに 2022 年の

経済工作の要点の三部構成である（図表 1）。 
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中央経済工作会議：2022 年の経済運営方針を決定 

～経済の安定成長が強調される 

【図表 1】 2021年経済政策の概要 

2021年中央経済工作会議 2020年中央経済工作会議

・足元の経済発展は需要不振、供給不足、期待低下といった
三つの圧力に直面している。
・外部環境は著しく複雑化、経済発展の不確実性が高まる。
・中国経済は中長期的には引き続き回復しており、供給側構
造改革を堅持し、質の高い経済成長を実現する。

・国内防疫態勢と外部環境に多大な不確実性があり、我が
国の経済回復は依然として複雑な局面に面している。
・経済回復においては不安定性とアンバランスさが大きく
、新型コロナによる各種潜在的リスクは無視してはならな
い。

・供給側構造改革を深化させ、国内大循環を推進するととも
に、有効供給不足の問題を解決する。
・内需拡大戦略を推進し、内生的経済発展を実現する。
・2022年の経済政策のキーワードは「安定」であり、全ての
地域と機関が経済の安定を支え、中国経済の安定化につながる
政策を積極的に導入する責任を担う必要がある。
・各分野の担当部署が政策立案を行う際に、「安定」を念頭
に置かなければならず、予見性のある政策を打ち出すことが重
要である。

・「六穏（就業、金融、貿易、外資、投資、マインドの安
定）」と「六保（就業、民生、市場主体、食糧・エネルギ
ーの安全、産業・サプライチェーンの安定の確保）」を確
り推進し、科学的にマクロ経済政策を実施し、経済運営の
変動を合理的なレンジ内に抑える。
・供給側構造改革を引き続き推進するとともに、需要側コ
ントロールに注力し、供給と需要の相互作用とダイナミッ
クなバランス構築を実現する。

・引き続き積極的な財政政策と穏健な金融政策を実施する。
・財政政策と金融政策の協調性を重視し、連動を図る。
・クロスシクリカル（周期を跨ぐ）とカウンターシクリカ
ル（逆周期）調整を併用し、ダイナミックな政策効果を期待
する。

・連続性・安定性・持続可能なマクロ経済政策を実施し、
積極的な財政政策と穏健な金融政策を引き続き実施し、経
済回復への支援を継続的に提供する。
・政策と制度の実施においては、精緻さと有効さを更に高
め、急転換してはならず、政策実施のタイミング・度合い
・効果を確り把握する。

・積極的な財政政策はその政策効果とパワーの引き上げに焦点
を絞り、ピンポイント的な有効さと政策の持続可能性を重
視する。
・財政支出の強さを保障し、財政支出の進捗を加速する。
・減税と雑費引下げを新たに実施し、中小零細企業、個人事業
者、製造業向けの支援を拡大し、リスク防止に更に注力する。
・インフラ投資を適度に前倒しで実施する。
・地方政府の隠れ債務の増加を徹底的に防止する。

・積極的な財政政策の重心は質と効果のダブル向上にあり
、政策の持続可能性や一定程度の財政支出力を維持するこ
とが重要である。具体的には、イノベーション・経済構造
の調整・収入再分配に能動的に取り組み、地方政府におけ
る隠れ債務リスクの解消に力を入れる。
・投資による経済成長へのけん引力を高め、とりわけスピ
ルオーバーが強く、かつ社会的効用の高い分野での投資を
重点的に拡大する。
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2021年中央経済工作会議 2020年中央経済工作会議

・穏健な金融政策は臨機応変さと適度さの両方を追求し、流
動性の合理的な水準を維持する。
・金融機関の中小零細企業、技術イノベーション分野、グリー
ン発展分野への資金面での支援を拡大させる。

・穏健な金融政策の目標は、貨幣供給量（M2）と社会融資
規模の前年比が名目GDP前年比と概ね一致させること、マ
クロレバレッジ率の安定化、経済回復とリスク防止の両立
である。
・銀行資本金の補てんルートの多元化を促進し、債券市場
に関する法整備を推進する。イノベーション・中小企業・
グリーン発展に関連する金融面での支援を拡大する。
・金利・為替の市場化改革を深化し、人民元為替の合理的
、かつ均衡的な水準における安定化を維持する。

・「住宅は住むものであり、投機するものではない」との方針
を堅持し、見通しの誘導を強化する。
・賃貸住宅と商品住宅市場の両方を促進し、長期賃貸住宅市
場の発展を加速させ、保障型賃貸住宅の建設を推進する。
・商品住宅市場が住宅購入者の合理的な住宅需要をよりよく
満たすことを支持する。
・都市の施策によって不動産産業の良性循環と健康的な発展を
促進する。

・大都市における住宅問題をきちんと解決する。
・「住宅は住むものであり、投機するものではない」との
方針を堅持する。
・保障型賃貸住宅の建設を重視し、長期賃貸住宅に関する
制度設計を加速する。
・賃貸住宅向け土地供給を増加し、賃貸住宅関連の税負担
を軽減する。

・市場主体（企業・個人事業者）の活力を引き出される政策を
打ち出し、公平で競争できる環境作りに注力する。
・独占・寡占と不当な競争を反対し、知的財産権への保護と契
約精神の提唱を強化し、様々な所有者を抱える企業の健全な
発展環境を整える。

・デジタルプラットフォーマーに関する独占・寡占の認定
基準を完備し、データ収集と消費者権益保護等の面での法
整備を強化する。
・金融イノベーションは必ずマクロプルーデンシャルの下
で実施する。

・生産・分配・流通・消費を含む全産業チェーンの活性化を図
り、製造業の核心的競争力を高める。
・産業基盤再建プロジェクトを開始し、「専（専業化）・精
（精細化）・特（特色化）・新（斬新的）」中小企業の育
成に注力する。
・内外連通で、安全かつ高効率な物流ネットワークを形成し、
デジタル化改造を加速し、伝統産業のグレードアップを推進す
る。

・サプライチェーンへの自主的制御力を増強し、産業基盤
の強靭化と製品の高品質化に注力する。
・デジタル経済・新型インフラに関する投資を強化し、製
造業設備投資と技術革新投資を拡大する。都市部更新プロ
ジェクトを実施し、老朽住宅に対する改造、並びに現代的
物流体系の建設を推進する。

・「科学技術体制改革三年行動方案」を実施し、「基礎研究十
年計画」を作成する。
・企業によるイノベーションを促進し、産学研の結合を深化す
る。

・国家戦略科学技術力を強化し、「基礎研究十年行動方案
」の作成を推進する。

・要素市場化配置総合改革を推進し、株式発行届け出制を全面
的に施行する。
・国有企業改革三年行動任務を完成し、グリッド・鉄道ネッ
トワークの自然独占分野の改革を秩序よく推進する。
・ハイレベルの対外開放を拡大し、制度型開放を推進し、外資
系企業の国民待遇を保障する。

・国有企業改革三年行動計画を実施し、民営企業の発展環
境を最適化する。
・市場参入のハードルを一層低下させ、公平的な競争の維
持・知的財産権の保護を重点的に取り組む。
・CPTPP（環太平洋パートナーシップ協定）への加盟を積
極的に検討し、国際共通的なルールや慣行を利用して国家
安全を守る能力を高める。

・地域発展（国土開発）戦略と各地域を協調して発展させる方
針を堅持し、東部・中部・西部・東北部を協調した発展を実現
する。
・農村部の経済発展を促進し、新型都市化建設を質高く推進す
る。
・経済発展と民生保障の両立を追求し、常駐地で公共サービス
を享受できる制度設計を行う。
・大学新卒をはじめとする若年層の雇用問題を解決し、非正
規・臨時雇い等のフレキシブルな形態の就業人員への支援
を行い、関連する社会保障政策を健全化する。
・新たな出産と育児政策を実施し、人口高齢化を積極的に対
応する。

・消費促進を実現するためには、雇用の促進・社会保障制
度の完備・収入再分配構造の最適化・中間層の規模拡大に
あり、秩序良く消費制限に関する行政規制を廃除し、農村
部（県・郷レベル）の消費力を高める。
・公共財に対する消費を合理的に拡大させ、教育・医療・
養老・育児を始めとする公共サービスへの支出効率を向上
する。

・資本のポジティブな役割を十分に発揮させる一方で、ネガテ
ィブな役割を効果的に管理する。
・監督を強化して資本に「交通信号」を設け、資本の秩序無
き「野蛮」な成長を防止する。
・金融分野の法整備を強化し、地方政府・金融監督管理機関
・業界団体の監督責任を明確する。
・企業の自力救済能力を高め、自らの経営責任を明確する。

・金融機関におけるコーポレートガバナンスを健全化し、
資本市場の健康的発展を促進する。
・上場会社をレベルアップさせ、あらゆる故意たる債務逃
れを厳罰する。

・節約を優先し、「全面節約戦略」を実施する。
・生産サイドでは、資源（原材料）の全面的な節約・集約
化・リサイクル利用を推進し、消費サイドでは、全国民の節
約意識を高め、グリーン低炭素な生活方式を推奨する。
・国内における資源生産能力を高め、原油・天然ガス等の資源
の採掘技術を開発し、廃棄物のリサイクル利用システムの立
ち上げを加速する。
・農業の総合生産能力を向上し、食糧自給率を安全範囲内に
維持する。

・食糧安全を国家安全の一環として位置づけ、とりわけ種
子の国産化と耕地の規模維持に注力する。
・国家食糧安全地帯（エリア）を建設し、農業用水利建設
を強化する。
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Ⅱ．経済成長の安定化とリスク防止が継続される 

中長期的には回復ムードが継続し、安定成長が鍵 

中国経済は回復が続いている。新型コロナウイルス

の感染者数は未だに拡大しており、欧米やアフリカ諸

国を中心にオミクロン株を初めとする変異種が猛威を

振るっている。中国はこれまで「ゼロコロナ」政策を推進

しており、一部散発的な感染事例が現れたものの、比

較的厳しい移動制限や防疫手段を講じた結果、大規

模な流行はなかったといえる。コロナウイルスの経済へ

の影響について、夏場に発生した豪雨災害や前述した

電力制限等、経済成長を阻害する要因が多かったにも

かかわらず、中国は、米国、EU、日本と比べて強い勢

いで成長を見せている（図表 2）。 

直近の動向について、12 月 15 日に発表された 11

月の主要経済指標によると、工業生産高は同+3.8%と、2 カ月連続で加速しているが、年末における海外需

要の旺盛さ、並びに 9 月から発生していた全国範囲の電力制限が一段落したことを反映しているといえる。一

方で、11 月単月の消費は前年同月比+3.9%と、伸び率は 3カ月連続で減速し、1-11月累計の投資は前年同

期比+5.2%と、1-10月累計の同+6.1%を下回った（図表3、図表4）。輸出は上記の海外需要により回復したが、

全体の経済の動きは据え置き（現状維持）とみられる。 

 上記の事象を踏まえて、同会議で決めた方針のうち、「安定（中国語では「穏定」）」は 26 回記載され、繰り

返し強調された。その背景には、景気下押し圧力への対応や経済の安定が社会の安定につながることがある

と考えられる。一方、安定成長を強調したことは今回が初めてではなく、昨年の「政策の急転換はしない」、更

に遡るとリーマンショック以降の新常態成長時期で経済成長の速度よりも質を追求することも安定成長を追求

する意味合いとして使われたことがある。安定成長を図るために今回新たに強調されたのは、カウンターシク

リカル（逆周期）とクロスシクリカル（周期を跨ぐ）である。前者については、景気がやや後退する時期を巡る市

場の懸念緩和に寄与するもので、後者は複数年を合わせて連続性のある制度設計を行うもの、いわゆる政策

リスクやそれに対する市場の懸念を低減するものとみられる。さらに、李克強首相は 11 月 24 日に開催された
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【図表 2】主要国実質 GDPの比較（YoY：%） 

出所：WINDより MUFGバンク（中国）作成 

出所：新華社より MUFGバンク（中国）作成 

2021年中央経済工作会議 2020年中央経済工作会議

・共同富裕を実現するためには、まずは経済の「パイ」を大
きくし、その次に合理性のある制度を利用し「パイ」をう
まく切る。
・雇用政策を強化し、経済成長と雇用成長の好循環を実現する
。
・願望と能力のある企業や社会組織による慈善事業への参
加を支援し、公共サービスに関する制度設計の際に、自らの
能力を推し量り、その後行動決定することを念頭に入れ、
主として、教育、医療、介護、住宅等の領域に注力する。

・国内需要（内需）拡大を戦略的に堅持し、消費・貯蓄・
投資等の面での誘導に有効な制度設計を実施する。
・職業教育体系を完備し、質高い雇用を実現する。

・カーボンのピークアウトとニュートラルを実現することは質
高い経済発展を実現するための必要不可欠なものであり、推進
を堅持するが、一役で結果を出すことは期待できない。
・伝統的なエネルギーの秩序よく退出は、新エネルギーが安
全・安定で代替できることを前提にしなければならない。
・石炭が主なエネルギー源という現実に立ち向かい、石炭の
クリーンかつ高効率な利用を促進し、新エネルギーの利用
を拡大するとともに、石炭・新エネルギーをうまく組み合
わせる。
・環境監督の科学根拠を明確にし、新規建設した再生可能
エネルギーとその原材料はエネルギー消費総量コントロー
ル対象に分類してはならならず、早期段階で「ダブルコン
トロール」の基準をエネルギー消費量から炭素排出量と強
度への移行を実現する。

・「二酸化炭素排出のピーク達成」と「カーボンニュート
ラル」の目標をきちんと達成する。
・石炭消費の早期なるピーク達成を推進し、新エネルギー
を発展させる。
・全国的なエネルギー所有権市場・炭素排出権取引市場の
建設を加速し、エネルギー消費の規模と効率（ダブルコン
トロール）制度を完備する。
・「三大攻堅戦」の一つである汚染防止を継続的に取り組
み、大規模な国土グリーン化プロジェクトを実施する。
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国務院常務会議1では、「地方債の今年度未発行分の発行を加速し、来年発行分の前倒しを検討する」と発

言したこともあり、経済情勢を見通せることが困難な中、これらの取り組みは何れも政策担当者が危機感を持

って、前倒しで政策準備を進めていることの表われといえよう。 

 

リスク防止は引き続き重要視され、特定分野で規制強化へ 

年初来、不動産業への引き締めが継続するとともに、一部巨大な影響力を持つ IT 企業への規制や、民生

にかかわる教育産業の非営利化改革を推進している。不動産については、これまで何回も強調された「住宅

は住むところであり、投機するものではない」との方針を今回の同会議でも「引き続き堅持する」と表現されて

おり、今年前半に東部沿海地域に多発した一時的な不動産価格の上昇に応えたものとみられる。IT 企業に

ついては、主に個人情報保護や独占・寡占防止の観点からの規制強化であり、ネット関連企業の巨大化や

乱立に伴い、不当競争や過度な利益追求のリスクが発生し、これまでも社会的不満が高まっていた。主な事

例として、2021 年 4 月にアリババ集団が独占禁止法に違反したとして制裁金を科したことや、7 月に大量の個

人情報と位置情報を持つ配車サービス大手の滴滴（DiDi）がインターネット安全法に違反したとして、同社が

運営する滴滴出行APP がダウンロード不可とされたこと2が挙げられる。教育産業については、可処分所得の

増加を妨げることが大きな問題とされており、高額な学費を設定したうえで、公立の教育機関から人材やその

他の資源を奪うことが格差の拡大に繋がりかねないことが政府介入の理由といえよう。これらの規制強化につ

いて、当然効果の有無を疑問視する声や民間企業発展を阻害するのではないかといった声もあるものの、あ

る程度国民の生活レベルの向上や社会安定の維持に寄与する取り組みとして、広い意味ではリスク防止の

一環として理解すべきものであろう（図表 5）。 

                                                 
1 http://www.gov.cn/xinwen/2021-11/24/content_5653235.htm 
2 http://www.cac.gov.cn/2021-07/04/c_1627016782176163.htm 
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【図表 3】工業総生産の推移（YoY：%） 【図表 4】消費と投資の推移（YoY：%） 

出所：WINDより MUFGバンク（中国）作成 出所：WINDより MUFGバンク（中国）作成 
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ファーウェ
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a.クラウドサービス 

【図表 5】 主要 ITサービス分野の市場シェア（%、2021年 9月現在） 
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b.電子商取引サービス 

出所：各種報道より MUFGバンク（中国）作成 



MUFG バンク（中国）経済週報臨時号 

2021 年 12 月 20 日 第 125 期  
 

  5  
 

Ⅲ．まとめ 

2022年のマクロ経済は基本的に第 14次五カ年計画に従い、引き続き「質の高い経済成長」を実現すること

を目標として設定されている。財政・金融政策では、積極的な財政政策と穏健な金融政策を維持することが

決定されたことから、昨年に続き、財政的支出を拡大し、経済を牽引すること、並びに資金面では流動性を維

持するという金融当局の姿勢が確認できる。さらに、上述したように、今後の政策について、「安定性を維持す

るための施策」や「クロスシクリカル」との表現が繰り返して用いられ、政策の持続性と安定性を維持することが

強調されている。 

上記の政策の持続性と安定性についての表現は、市場の懸念を払拭し、ポストコロナ時期においては、政

策の正常化を目指しつつあるも一定のリズムに従い急展開しない、ソフトランディングを目指す政策意図が明

白であり、さらに、外部環境の複雑さ（主にコロナウイルスの変異種の拡散）およびその長期化に真剣に取り

組んでいくという当局の姿勢が伺え、今後の具体的な施策に注目する必要がある。 
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