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■１．第14次５カ年計画で注目さ
　　れる「イノベーション」「国
　　内大循環」「デジタル中国」

　2021年３月５日〜11日に開催された第13期

全国人民代表大会（全人代）第４回会議では、

恒例の政府活動報告や2021年の中央・地方政

府予算、2021年の国民経済・社会発展計画に

加え、「国民経済・社会発展第14次５カ年計

画と2035年の長期目標要綱」（以下、要綱）

が審議・採択された。2035年までの長期目標

については、社会主義現代化を基本的に実現

し、１人当たりGDPを中等先進国レベルに

引き上げることなどを掲げたが、具体的な数

値目標は設定されなかった。内容も2020年10

月に開催された中国共産党第19期中央委員会

第５回全体会議（以下、５中全会）で示され

たものと同じであり、新しい話はなかった。

よって、本稿では2021年〜2025年の第14次５

カ年計画、そして2021年の重点政策と数値目

標などに的を絞り、今後の中国経済の注目点

について解説したい。

　要綱は第１編から第19編で編成され、第１

編で第14次５カ年計画の発展環境、指導方針、

主要目標を提示し、第２編から第19編が重点

政策とその詳細な内容という構成となってい

る。第２編〜第19編で示された18の重点政策

は以下の通りである。
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①　イノベーション駆動による発展を堅持

し、発展の新たな優勢を全面的に作り上

げる、

②　現代的産業システムの発展を加速さ

せ、実体経済の基礎を強固に強大にする、

③　強大な国内市場を形成し、新たな発展

の枠組みを構築する、

④　デジタル化の発展を加速させ、「デジ

タル中国」を建設する、

⑤　改革を全面的に深化させ、ハイレベル

な社会主義市場経済体制を構築する、

⑥　農業・農村の優先的発展を堅持し、農

村振興を全面的に推進する、

⑦　新型都市化（注１）戦略をよりよくし、

都市化の発展の質を向上する、

⑧　（地域をまたぐ）区域経済の配置をよ

りよくし、地域間の調和のとれた発展を

促進する、

⑨　社会主義の先進的な文化を発展させ、

国家による文化ソフトパワーを高める、

⑩　グリーン（エコ）発展を推進し、ヒト

と自然の調和のとれた共生を促進する、

⑪　ハイレベルな対外開放を実行し、協力

・ウインウインの新たな局面を開拓する、

⑫　国民の素質（素養）を引き上げ、人（人

材）の全面的な発展を促進する、

⑬　民生・福祉を増進し、共に打ち立て、

共に治め、共に享受する水準を引き上げ

る、

⑭　発展と安全を一体化し、よりハイレベ

ルな平和・安全な中国を建設する、

⑮　国防と軍隊の現代化を加速させ、富国

・強軍を実現する、

⑯　社会主義民主法治建設を強化し、党・

国家の監督制度を健全にする、

⑰　（香港・マカオの）一国二制度を堅持し、

（台湾との）祖国統一を推進する、

⑱　（第14次５カ年）計画を実施する保障

を強化する。

　最も注目されるのは、重点政策の筆頭に「イ

ノベーション」が掲げられたことである。

2020年末に終了した第13次５カ年計画では、

⑴イノベーション、⑵協調（調和）、⑶グリ

ーン（エコ）、⑷開放、⑸共に享受（共享）

を５つの発展理念として打ち出したが、一丁

目一番地は引き続き、「イノベーション」と

なった。要綱では「我が国の現代化建設の大

局におけるイノベーションの核心的な地位を

堅持し…」と、「核心」という言葉を使って

その重要性を際立たせた。話はやや横道にそ

れるが、習近平総書記は党中央・全党の「核

心」である。「核心」という言葉は、これが

付くかどうかが、権力掌握のバロメーターと

されるほどの重要性を有しているのである。

米中摩擦、中でもハイテク覇権争いが激化す

る中で、イノベーションについては、自主開

発や自力更生の動きが強まり、補助金を含む

産業政策でも一段と重要視されよう。

　上記③の強大な国内市場では、「国内大循

環と国内国際双循環」が注目される。これは

2020年５月に初めて言及された言葉であり、

要綱では「強大な国内市場に依拠し、生産・
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分配・流通・消費の各段階において、需要が

供給を牽引し、供給が需要を創造することが

さらに高いレベルでバランスし、国民経済の

良好な循環を促進する。国内大循環に立脚し、

強大な国内市場と貿易強国の建設を協同して

推進し、内需と外需、輸入と輸出、外資導入

と対外投資の協調した発展を促進し、国際協

力への参加と競争における新たな優位性の育

成を加速させる」とした。単純化すれば、内

需と外需はともに重要であるが、内需シフト

をより鮮明にしたと言い換えることができよ

う。

　さらに④の「デジタル中国」への注力も特

筆される。2020年10月の５中全会では第14次

５カ年計画の重点を示したが、「デジタル中

国」は項目立てされていなかった。それが今

回は項目として独立し、しかも上位の記載と

なったことは、中国にとってデジタル化の重

要度が一段と高まっていることを意味してい

る。後述する第14次５カ年計画の主要目標で

も「デジタルエコノミー産業のGDP比を2020

年の7.8％から2025年に10.0％に引き上げる」

ことが新たに目標として採用された。

■２．第14次５カ年計画、政府
　　成長率目標が設定できなか
　　った理由

　第14次５カ年計画は、⑴経済発展、⑵イノ

ベーション、⑶民生・福祉、⑷環境、⑸安全

保障、の５つの分野で、計20項目の主要目標

を発表した（図表１）。

　⑴の経済発展では、実質GDP成長率、労

働生産性伸び率、都市化率の３項目が主要目

標とされた。中でも今後５年間の実質GDP

成長率の政府目標が何％になるのか注目され

たのだが、これは「合理的な範囲を維持する」

とされ、具体的な数字目標は設定されなかっ

た。2020年10月の５中全会で習近平総書記は

「第14次５カ年計画が終わる2025年末までに

高収入国の仲間入りをし、2035年までにGDP

や１人当たり収入を（2020年の）２倍にする

ことは完全に可能である」とした上で、「中

長期計画の目標は経済構造の最適化や、発展

の質・効率の向上に重点を置く」とした。こ

うした方針によって成長率目標を敢えて設定

しなかったのであれば、過剰投資の是正や金

融リスクの低減、環境負荷の軽減の観点から

プラスに評価することが可能であろう。

　その一方で、米中摩擦の激化と長期化によ

る不透明性や不確実性の増大、あるいは先進

国へのキャッチアップがある程度進んだこと

による成長力の低下などから、中長期の成長

率目標を設定し、それを達成することが困難

になっているという事情も大きいと思われる

（後に詳述）。

　⑵のイノベーションについては、研究開発

（R＆D）投資の伸び率を年平均7.0％以上と

することなど３項目が主要目標に採用され

た。この他に、研究開発に占める基礎研究の

割合を８％（足元は６％程度）以上にするこ

となども目標とされている。なお、中国政府
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は製造業企業の研究開発費用の税額控除につ

いて、同費用の２倍（従来は1.75倍）に引き

上げることを既に決定している。

　⑶の民生・福祉では、分野別で最多の７項

目が主要目標に採用された。主要目標には政

府主導で必ず実現しなければならない拘束性

の強い「拘束性項目」と、政府は環境整備に

専念し、市場機能を重視する「予期性項目」

がある。これまで見てきた、経済発展、イノ

ベーション、民生・福祉の３分野13項目のう

ち、民生・福祉の分野の「労働年齢人口の平

均教育年数を2020年の10.8年から2025年に

11.3年に引き上げる」目標のみが、「拘束性

目標」に指定をされている。イノベーション

をはじめ経済発展の質的向上を担う質の高い

労働力確保のために、高等教育や専門教育の

充実が重視されていることがうかがえよう。

　⑷の環境では、単位GDP当たりエネルギ

ー消費量を2020年比で13.5％減らす（第13次

５カ年計画では2015年比15％減が目標。以下、

（図表１）第14次５カ年計画（2021年～2025年）の主要目標

（注）拘束性項目は、政府主導で必ず実現しなければならない拘束性の強い項目。予期性項目は、政府は環境整備に専
念し、市場機能を重視する項目

（出所）「国民経済・社会発展第14次５カ年計画と2035年までの長期目標要綱」より大和総研作成

項目 2020年の実績 第14次５カ年計画【目標】 目標の性質

✔経済発展

（１）実質GDP成長率 2.3％ 合理的範囲を維持 予期性項目

（２）労働生産性伸び率 2.5％ GDP成長率を上回る 予期性項目

（３）６カ月以上の常住人口都市化率 60.6％（2019年） 65.0％ 予期性項目

✔イノベーション

（４）研究開発（R＆D）投資の伸び率 − 年平均7.0％以上 予期性項目

（５）人口10,000人当たり高価値発明・特許保有件数 6.3件 12件 予期性項目

（６）デジタルエコノミー産業のGDP比 7.8％ 10.0％ 予期性項目

✔民生・福祉

（７）１人当たり実質可処分所得増加率 2.1％ GDP成長率と同程度 予期性項目

（８）都市調査失業率 5.2％ 5.5％以下 予期性項目

（９）労働年齢人口の平均教育年数 10.8年 11.3年 拘束性項目

（10）人口1,000人当たりの医師数 2.9人 3.2人 予期性項目

（11）基本年金保険参加率 91.0％ 95.0％ 予期性項目

（12）人口1,000人当たりの３歳以下の幼児託児施設 1.8カ所 4.5カ所 予期性項目

（13）平均寿命 77.3歳（2019年） 2020年実績＋１歳 予期性項目

✔環境

（14）単位GDP当たりエネルギー使用量 − 2020年比13.5％減 拘束性項目

（15）単位GDP当たりCO2排出量 − 2020年比18.0％減 拘束性項目

（16）都市の空気質量優良日の割合 87.0％ 87.5％ 拘束性項目

（17）地表水の飲用に適する水質の割合 83.4％ 85.0％ 拘束性項目

（18）森林被覆率 23.2％（2019年） 24.1％ 拘束性項目

✔安全保障

（19）食糧総合生産能力 − 6.5億トン以上 拘束性項目

（20）エネルギー総合生産能力 − 標準炭換算46億トン以上 拘束性項目
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括弧内は第13次５カ年計画の目標）ことなど

５項目が主要目標に掲げられ、全て「拘束性

項目」とされた。この他に、都市のPM2.5の

濃度を2020年比で10％減らすこと（同18％

減）、窒素酸化物と揮発性有機物の排出量を

10％以上減らすこと（窒素酸化物は同15％

（図表２）第13次５カ年計画（2016年～2020年）の主要目標と実績

（注）拘束性項目は、政府主導で必ず実現しなければならない拘束性の強い項目。予期性項目は、政府は環境整備に専
念し、市場機能を重視する項目

（出所）「国民経済・社会発展第13次５カ年計画要綱」、「国民経済・社会発展第14次5カ年計画と2035年までの長期目標
要綱」、国家統計局、生態環境部より大和総研作成

項目 第13次５カ年計画【目標】 第13次５カ年計画【実績】 目標の性質 達成度

✔経済発展

（１）GDP
実質GDP成長率

92.7兆元以上
平均6.5％以上

101.6兆元
5.7％

予期性項目
予期性項目

〇
×

（２）１人当たり労働生産性 12万元以上 11.8万元 予期性項目 ×

（３）６カ月以上の常住人口都市化率
戸籍人口都市化率

60％
45％

60.6％（2019年）
44.4％（2019年）

予期性項目
予期性項目

〇
△

（４）GDPに占める第３次産業の割合 56％ 54.5％ 予期性項目 ×

✔イノベーション

（５）研究開発（R＆D）投資の対GDP比 2.5％ 2.4％ 予期性項目 ×

（６）人口10,000人当たり発明・特許保有件数 12件 15.8件 予期性項目 〇

（７）科学技術進歩（全要素生産性）の経済成長寄与率 60％ 60.2％ 予期性項目 〇

（８）固定ブロードバンド家庭普及率
移動ブロードバンドユーザー普及率

70％
85％

96.0％
108.0％

予期性項目
予期性項目

〇
〇

✔民生・福祉

（９）１人当たり実質可処分所得増加率 平均6.5％以上 5.6％ 予期性項目 ×

（10）労働年齢人口の平均教育年数 10.8年 10.8年 拘束性項目 〇

（11）都市部新規雇用増加数 累計5,000万人以上 累計6,564万人 予期性項目 〇

（12）農村の貧困脱出人口 累計5,575万人 累計5,575万人 拘束性項目 〇

（13）基本年金保険参加率 90％ 91％ 予期性項目 〇

（14）都市バラック地区住宅改修 累計2,000万戸 累計2,300万戸超 拘束性項目 〇

（15）平均寿命 77.3歳 77.3歳（2019年） 予期性項目 〇

✔資源・環境

（16）耕地保有面積 1.2億ha − 拘束性項目 −

（17）建設用地の新規増加 累計217万ha − 拘束性項目 −

（18）単位GDP当たり水使用量 2015年比23％減 2015年比23.8％減（2019年） 拘束性項目 〇

（19）単位GDP当たりエネルギー使用量 2015年比15％減 2015年比13.2％減（2019年） 拘束性項目 △

（20）非化石エネルギーの１次エネルギー消費比率 15％ 15.9％ 拘束性項目 〇

（21）単位GDP当たりCO2排出量 2015年比18％削減 2015年比18.8％削減 拘束性項目 〇

（22）森林被覆率
森林蓄積量

23.04％
165億㎥

23.2％（2019年）
175億㎥

拘束性項目
拘束性項目

〇
〇

（23）都市の空気質量優良日の割合
基準未達成都市のPM2.5の濃度

80％以上
2015年比18％削減

87.0％
2015年比28.8％減

拘束性項目
拘束性項目

〇
〇

（24）地表水の飲用に適する水質の割合 70％以上 83.4％ 拘束性項目 〇

（25）汚染物資排出量　COD（化学的酸素要求量）
	 アンモニア性窒素
	 SO2（二酸化硫黄）
	 窒素酸化物（NOx）

2015年比10％減
2015年比10％減
2015年比15％減
2015年比15％減

2016年～2019年で13.8％減
2016年～2019年で18.5％減
2016年～2019年で46.5％減
2016年～2019年で17.9％減

拘束性項目
拘束性項目
拘束性項目
拘束性項目

〇
〇
〇
〇
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減）、化学的酸素要求量（COD）とアンモニ

ア性窒素は８％減らすこと（いずれも同10％

減）、単位GDP当たり水使用量を16％以上減

らすこと（同23％減）などが目標とされた。

　⑸の安全保障の分野は第14次５カ年計画で

新たに設けられた。2025年末の食糧総合生産

能力を6.5億トン以上、エネルギー総合生産

能力を標準炭換算で46億トン以上にすること

が「拘束性目標」とされた。46億トン「以上」

に違和感を持つ向きもあろうが、これは安全

保障の観点であり、省エネや非化石エネルギ

ーのウエイト拡大は引き続き促進される。後

者については2025年時点で20％程度（2020年

の実績は15.9％）に引き上げることが目標と

されている。

　この章の終わりに、昨年末に終了した第13

次５カ年計画の成績表を付した（図表２）。

第12次５カ年計画では研究開発（R＆D）投

資のGDP比が唯一の未達成となった以外は、

ほとんどが超過達成したのに対して、今回は

少なくとも実質GDP成長率、１人当たり労

働生産性、GDPに占める第３次産業の割合、

R＆D投資のGDP比、１人当たり実質可処分

所得増加率の５項目が未達成となった。計画

は達成を前提として作成されるため、これほ

ど多くの項目が未達成となるのは異例であ

る。

　当然、コロナ禍の影響は大きいがそれだけ

ではない。米中摩擦の激化と長期化による不

透明性や不確実性の増大、あるいは先進国へ

のキャッチアップがある程度進んだことによ

る成長力の低下などによって、中長期の成長

率目標を設定し、それを達成することが困難

になっていることも大きい。例えば、2020年

の１人当たり実質可処分所得増加率は前年比

2.1％増にとどまったが、目標達成には同6.6

％の増加が必要であった。2019年の実績は同

5.8％増であり、コロナ禍がなくても目標達

成は危ぶまれていたのである。第14次５カ年

計画では、実質GDP成長率目標が設定され

なかったが、こうした理由から設定できなか

ったとみることも可能であろう。政策運営の

舵取りはますます難しくなっていることが示

唆されている。

■３．2021年の経済政策運営の
　　キーワードは「継続性、安
　　定性、持続可能性」

　次に、2021年の重点政策についてである。

全人代初日に行われた李克強首相の政府活動

報告における重点活動の章立てを見ると、そ

の年の重点政策が分かる。2021年の筆頭は「マ

クロ政策の継続性、安定性、持続可能性を保

ち、経済が合理的範囲内で動くよう促す」と

された。これに対して、2020年のそれは「マ

クロ政策の実施に力を入れ、企業の安定化と

雇用の保障に努める」であった。ともに「マ

クロ政策」の重要性を謳っているが、2020年

はコロナ禍での「雇用維持」に焦点を当て、

2021年はアフターコロナにおける「拙速な出

口戦略の回避」がキーワードになっているこ
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とが分かる。

　大和総研はインフラ投資に充当される地方

政府特別債券の発行額が出口戦略の行方を占

うバロメーターの１つとなると考えていた

（図表３）。昨年は74.4％増の3.75兆元（約60

兆円）を記録した。出口戦略の中、今年は

3.0兆元〜3.5兆元に減るとの予想が多かった

が、結果は3.65兆元とわずかな減額にとどま

った。さらに、昨年の財政赤字（3.76兆元）

の名目GDP比は3.7％に拡大し、今年は3.0％

程度に抑制されるとの見方が多かったが、こ

ちらも3.2％と低下幅は予想と比べて抑制さ

れた。出口戦略は慎重に行われることになろ

う。

■４．2021年の政府成長率目標
は６％以上に設定

　2021年の政府成長率目標は６％以上と設定

された。世界経済の回復の度合いや米中関係

の先行きなど不確実性が高い故の慎重な目標

設定との評価が多いが、これをどう捉えたら

よいのだろうか？

　全人代閉幕後に行われた李克強首相の記者

会見では、６％以上という成長率目標に関す

る質問が出され、成長率に対する考え方が述

べられた。具体的には以下の通りである。「６

％以上は決して低い数字ではない。中国の経

済規模は100兆元を超え（2020年の名目GDP

は101.6兆元、約1,625兆円）、６％成長で６兆

元増えることになる。これは第13次５カ年計

画のスタート時には、８％以上の成長でよう

やく達成できるものであった。しかも６％は

最低ラインを示したものであり、実際にはも

う少し高くなる可能性がある。我々は計画を

定めているのではなく、期待を誘導し、それ

によって経済回復・成長の基礎を固め、質の

高い発展を後押しし、持続可能性を保ち、特

に来年、再来年の目標とリンクし、大きな変

動が起きないことを希望する。さもなければ

市場の期待を攪乱させることになる。一時的

に速く進むことができても、必ずしも着実な

歩みであるとは限らず、着実な歩みこそ力強

いものとなる。我々は中国というこの巨大経

済体が長期に安定し、長期に好い方向に向か

うことを希望している。」

（図表３）地方政府特別債券のネットの発行額と純増額

（出所）各年の政府活動報告により大和総研作成

（単位：億元）
ネットの発行額 純増額

2015年 1,000 1,000
2016年 4,000 3,000
2017年 8,000 4,000
2018年 13,500 5,500
2019年 21,500 8,000
2020年 37,500 16,000
2021年 36,500 −1,000
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　ポイントは２つある。１つは、６％は最低

ラインであり、実際はより高い成長率を想定

していることである。例えば、2021年予算の

財政赤字は3.57兆元で、GDP比は▲3.2％とさ

れた。計算上、名目GDPは9.8％増の111.6兆

元が想定されていることになる。GDPデフ

レーターを勘案しても８％前後の実質成長は

可能と踏んでいるのではないか。

　もう１つは、それでも高すぎる成長は避け

たいとの意向が色濃く出ていることである。

そもそも2021年は、前年の実質GDP成長率

が2.3％にとどまった反動が大きく出ること、

さらには第14次５カ年計画のスタートの年

で、新たなプロジェクトが始動するなど、成

長志向の高い地方政府がアクセルを踏む衝動

に駆られやすい。しかし、今年頑張りすぎて、

来年にその反動が出て「大起大落」（乱高下）

という状況に陥れば、2022年秋の党大会を良

い雰囲気で迎えることはできなくなる。「今

年は頑張りすぎないで、来年に余力を取って

おく」が、６％以上に込められたメッセージ

なのである。

　本稿の最後に2021年と2022年の中国経済見

通しを簡潔に述べておこう。実質GDP成長

率は2020年の2.3％成長から2021年は8.8％程

度、2022年は6.0％程度となろう。前年同期

がコロナショックで壊滅的な悪影響を受けた

反動もあり、2021年１月〜３月期の実質GDP

成長率は18.3％を記録した（図表４）。中国

経済は昨年４月〜６月期以降、前年比でプラ

ス成長となったことから、今後伸び率は鈍化

し、10月〜12月期には巡航速度とみられる６

％をやや下回る成長率となろう。

　今後のダウンサイドリスクとしては、不動

産開発投資の行方や輸出のコロナ特需の剥落

が気になるところである。中国政府は投資・

（図表４）中国の実質GDP成長率（四半期、前年同期比）の推移（単位：％）

（出所）中国国家統計局より大和総研作成
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投機によって不動産取引が過熱気味になって

いることを懸念して、不動産市場への資金流

入の抑制など、同市場を対象とした引き締め

策を強化している。不動産価格の調整や不動

産開発投資の伸びが大きく鈍化する懸念があ

るということだ。この他、今後はワクチン接

種の拡大等に伴うパンデミック収束が中国の

輸出に与えるマイナスの影響に留意する必要

もあろう。マスク・防護服など紡織品や、医

療機器・器械、リモートワークのためのパソ

コン・周辺機器などコロナ特需による輸出急

増効果の剥落である。一方でアップサイドリ

スクは大規模経済対策が成立した米国を中心

とする世界経済の回復加速であり、中国もこ

の恩恵を受けることになろう。

　2022年については、2021年の高成長の反動

もあり、５％程度の実質成長を想定する向き

が多い。ただし、秋には５年に１度の党大会

が開催される予定であり、大和総研は政治的

な要請でもう少し高い成長率が期待できると

みている。

（注１）  新型都市化とは、農村から都市への単なる出

稼ぎではなく、農村戸籍から都市戸籍への変更を

含む、都市への定住を想定した都市化のこと。
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