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はじめに 

中国は，1978 年に「改革開放」政策を実施し，経済のグローバル化の波に乗った。1980

年代から，相次いで経済特区や沿岸経済開放都市・開放区を設置して，これらの地域に関税・

所得税の減免などさまざまな優遇政策を施し，貿易を発展させ，外国企業の直接投資を誘致

した。これによって，経済開放が投資の活発化，貿易の拡大，先進技術導入などの面で，経

済成長に大きく寄与した。中国の GDP 成長率は，1990 年代から 2010 年代初期にかけての 20

年間に 10％前後で推移し，最高時には 14％に達した。したがって，経済開放政策は経済発

展に大きく寄与したのは否定できない。 

しかしながら，経済の高度成長と並行して格差問題，とくに地域間の所得格差問題が徐々

に顕著化した。沿岸部の面積は中国全土の 10％のみを占めるが，GDP は 1983 年に全国 GDP

の 50％を超えて，2005 年に約 60％に増加した。また，沿岸部の一人当たり GDP は 2001 年

におよそ内陸部の 2.7 倍に至った。
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過去，このような格差問題は経済開放の弊害とみなさ

れ，さまざまな社会問題を引き起こしてきたと考えられた。 

本稿では，経済開放の背景の下で，中国の地域間所得格差問題を中心に，経済開放がそれ

にどのぐらい影響を与えたかという問題を解明し，開放の影響を適切に評価する。まず，格

差指標を用いて，中国 1978〜2018 年の格差推移と現状を明らかにする上で，それに影響を

与えた要因を先行研究や中国経済の動きに基づき分析して回帰分析を行う。最後に，現実的

な政策転換の視点から回帰分析の結果を考察する。 

貿易自由化または海外直接投資と地域間格差の関係は多くの研究がすでに行われてきて

いる。最初に経済のグローバル化の視点から経済活動を「地域」・「空間」という概念を通し

て解明したのは 1990 年代，P・クルーグマンらに代表される新経済地理学。Krugman（1991）

は「コア・ペリフェリ（核・周辺）」モデルを構築し，同じ外部条件を持つ 2つの地域にお

いて，規模の経済や人口移動の相互作用の下で経済活動が 1 つ地域に集積するというメカ



ニズムを明らかにした。Paluzie（2001）は Krugman（1991）のモデルを拡張し外国市場の要

素を取り込んで，経済活動の空間的な分布を研究したうえで，貿易自由化が国の地域間所得

格差を拡大させることを明らかにした。Crozet・Koenig-Soubeyran（2004）は，貿易自由化

が地域間所得格差に与える影響が自国の地理条件に関係することを指摘した。 

実証分析について，Rivas（2007），Sánchez-Reaza・ Rodríguez-Pose（2002）はメキシコ

を研究対象として，貿易自由化がメキシコの地域間所得格差を拡大させることを指摘した。

Barua・Chakraborty（2010)は，1981〜2000 年におけるインドのデータを用い，輸出入総額

の対各州 GDP比で測った貿易開放度を使って，貿易が製造業を大都市へ集積させ，さらに地

域間所得格差を拡大することを示している。しかし，長期的に見れば，経済開放の中後期に

入ってから，格差拡大の効果が小さくなる可能性があることも示唆した。Ezcurra・

Rodríguez-Pose（2014）は 1990〜2006 年の期間中に 22途上国における輸出入総額の対 GDP

比で測った貿易開放度が地域間所得格差に与えた影響を検証し，貿易開放が途上国全体の

国内地域間所得格差を拡大させる効果があったことを明らかにした。とくに，貧しい国ほど

拡大の効果が大きいことも指摘した。しかしながら，Milanovic（2005）は人口が最も多い

5 カ国―中国，インド，アメリカ，インドネシア，ブラジルの 1980〜2000 年のデータを用

いて，各州（省）の平均所得または人口加重平均所得で測った地域間所得格差に，貿易開放

が影響を与えていないと指摘した。 

海外直接投資の方が，Mah（2002）は貿易と FDI の流入が韓国のジニ係数に与えた影響を

検証した。その結果，貿易や FDI の流入がジニ係数を上昇させる傾向があることが明らかに

した。Choi（2006）は 1993〜2002 年における 119カ国を対象として，GDP に占める FDIス

トックの割合を用いて，FDI がこれらの国のジニ係数を増加させたことを明らかにした。 

20 世紀 80・90 年代に中国を背景として展開されたたくさんの研究がある。Lee（1994）

は 1984〜1990 年の中国 28 省のデータを利用して実証分析を行った。貿易が所得成長に与

えるプラスの影響は中国の沿岸地域で顕著であり，内陸地域ではあまり役割を果たしてい

ないと指摘していた。FU（2007）は，1990〜1998 年における中国の内陸地域の 16省のデー

タを用い，その 16省のデータの値それぞれを東沿岸地域の各省平均値で割ってから，格差

を測る指標として，貿易と FDI は人的資本の地域間移動に影響を与え，さらに地域間所得格

差を拡大する役割を果たしていたことを示した。Gries・Redlin（2009）は，1994〜2004 年

の期間の中国 28省のパネルデータを用いて，資本ストック，人的資本，貿易，政府財政支

出，インフラなどの要因が地域間所得格差に与える影響を分析した。その結果，貿易，実質

資本ストック，インフラは格差拡大の効果があるのに対して，人的資本と政府財政支出は地

域間所得格差を安定化させる効果があると指摘した。 

また，Zhang（2001）は，1984〜1998 年の中国各省のクロスセクションデータとパネルデ

ータを用いて，FDI が中国の経済成長へ与えた積極的な影響を確認したうえで，沿岸部での

影響は内陸部より著しいということを指摘した。Siddharthan（2007）は中国とインドのケ

ースを分析した。中国の場合では，FDI は東の沿岸地域に集中しており，1980 年代から 1990



年代にかけて中国の地域間所得格差が大幅に拡大してきた重要な原因となっている。イン

ドの場合では，FDI は南部と西部の州に集中しており，他の地域との間に激しい所得格差問

題が生じていた。Wei et al.（2009）は 1979〜2003 年の中国各省のパネルデータを用い，

地域間格差拡大を導いたのは FDI そのものではなく，FDI の不均衡な分布であることを強調

した。同じ結論は Sun・Chai（1998），Jones・Cheng（2003）の研究でも指摘されていた。 

とくに，Lessmann（2013）は地域間格差に与える FDI の影響が変化していることを指摘し

た。彼は，まず中国のケースを具体的に分析した。FDI が中国の地域間格差に及ぼす影響は

経済発展にしたがって小さくなると推測した。次に，世界 55カ国のデータを用いて，中低

所得国家では FDI が地域間格差を拡大させたのに対し，高所得国家では影響を与えていな

いことを明らにした。つまり，地域間格差に対する FDI の拡大効果は経済発展につれて小さ

くなる可能性があるということを示した。この結果は中国に関する推測を裏付けていた。 

上述を通じて，多数の研究には貿易・FDI が国の地域間所得格差を拡大させるということ

を指摘した。しかし，中国を対象とする多数の既存研究が 1980 年代から 2000 年代初頭に

集中し，結果はほぼ貿易と FDI が地域間所得格差に与えた影響は，正または負または無関係

である結論を出すことである。その影響には時の流れにつれて，国の経済発展によってどの

ような変化が起きているのか，まだ多くの研究が注目していなかった。そこで，本稿におい

て期間を伸ばして，貿易と FDI の影響の変化に注目し改めて経済開放について新しい考察

をする。以下，本稿の構成は次の通りである。1節で中国の経済開放について説明し，2節

で Theil 指標を導入し，1978〜2018 年の地域間所得格差を計算する。3 節で実証分析の指

標及び回帰式を説明する。4節で地域戦略の転換に結び付け，分析結果を考察する。5節は

本稿の結論である。 

  



I 中国の経済開放 

1.1 経済開放の歴史及び概観 

中国は，1978 年に「改革開放」政策を実施し，経済のグローバル化の波に乗った。それ以

降，計画経済から市場経済体制への移行が始まった。計画経済とは，1つの中央機関の計画

にしたがって経済活動を営むような経済体制である(千種,1951)。計画経済のシステムの下，

政府が生産，分配，流通，価格などを管理・規制し，経済を運営する。しかしながら，計画

経済において，生産の非効率性，生産や分配の不調和性，将来のことを正しく見積ることが

できない不確実性などの問題が存在している(游,1971)。1970 年代末まで，中国経済は長期

的に低迷していた。この鈍化の局面から脱出するため，1978 年 12月に開催された第十一期

中央委員会第三回全体会議で，政府は「改革開放」政策を実施することを決定した。 

「改革開放」の正式名称は「対内政策改革，対外経済開放」である。対外経済開放面では，

それまでの鎖国政策を転換し，外国との貿易を始め，海外直接投資の導入が進められてきた。

特に，対外開放地域は「経済特区―
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沿岸開放都市―沿岸経済開放区―沿岸省・市・自治区―

内陸部」というように，点から線へ，線から面へと段階的に拡大されてきたのである(朴,1996)。

1979 年から，経済特区や沿岸経済開放都市を導入して，これらの地域に関税の引き下げな

どさまざまな優遇政策を施し，貿易を発展させ，外国企業の直接投資の受け入れをすすめて

きた。1992 年以降，徐々に内陸の省都，自治区首
3 ）

府，内陸都市を開放することになった。そ

の後，相次いで 15 の保税区，49 の国家経済技術開発区と 53個ハイテク産業開発区を設け

て技術を導入・開発している。このように開放政策は沿岸地域から内陸地域へ推進し，全方

位の対外開放パターンを形成し，中国は徐々に外向型の経済へ転換していった。これによっ

て，経済開放が投資誘致，貿易拡大，先進技術導入などの面で，経済成長に大きな役割を果

たしている。 

マクロデータから見ると中国の貿易額は，輸出額が 1977 年の 75.2億ドルから 2019 年の

24990.3億ドルに，輸入額が 71.5億ドルから 20771億ドルに増加した。海外直接投資は
4 ）

57

百万ドルから 2018 年の 203492百万ドルに拡大した。また，1977 年における GDP が 1749.38

億ドルから 2018 年には 136080億ドルへ，一人当たり GDP が 185.423ドルから 9770.847ド

ルへ増加し，両方とも 50 倍以上に拡大したことが明らかになった。開放は中国の経済発展

に著しい効果を与えたことが見られた。 

また，対外貿易部門だけではなく，農業部門では，人民公社の解体や農家の各戸請負制へ

の転換が始まり，さらに農産物の買い上げ価格の引き上げによって，農業生産を大きく向上

させた。工業部門では，重工業だけではなく，軽工業も重視する方針を推進した。これらの

政策によって，農業部門と工業部門の生産活動は大きく拡大し，人々の生活水準は飛躍的に

向上した。 

 

1.2  経済開放以降の経済成長と貿易・FDI の発展 

図 1.1 に中国の名目 GDP の推移と貿易額・FDI受け入れ額の推移が示され，名目 GDP と貿



易額のトレンドはどの時期でもほぼ一致している。 

 

図 1.1 中国の名目 GDP と貿易・FDI の推移 

 

 

 

注：データは米ドル表示。（Data are in current U.S. dollars.） 

出所：世界銀行（World Bank）のデータに基づいて筆者作成。 

 



また，中国の貿易額では 2 つ顕著な下落が記録されていた。2008 年のリーマンショック

が導いた第 1 回の下落と，2015 年からの人民元の切り上げ及び原油，鉄鉱石，小麦，大豆

などの資源・食糧価格の急落によってもたらされた第 2 回の下落である。上の GDP 図から

相応年の前後には同じ下落の傾向が見られる。経済開放が中国の経済成長に大きく寄与し

た一方，経済の貿易への依存性も上昇した。世界経済の動向が自国経済を左右する可能性が

徐々に現れるようになってきた。経済開放が中国の経済発展に最も大きな影響を与え，中国

の経済発展の決定的な要因であるといっても過言ではないであろう。 

 

II 中国において1978〜2018年の地域所得格差の計測 

2.1 「沿岸部」と「内陸部」の分け方 

本稿は中国の「地域間」の所得格差を中心に展開するため，まずは地理的な視点で中国の

「地域」概観を説明する必要がある。中国はアジア大陸の東部，太平洋の西岸に位置してお

り，海岸線の長さは約 1万 8000キロで，国土の東側は海に臨み，西側は内陸にある。 

中国の行政区分は省・地・県・郷・村，5段

階の垂直構造から成る。一級行政区分は省で

あり，23省，5つの自治区，4つの直轄市，及

び 2つの特別行政区から成る。データの扱い，

社会制度と統計標準の違いによって，本稿は

22 省，5 つの自治区，及び 4 つの直轄市の，

合計31区画を取り扱う。
5 ）

図 2.1は中国の行政

区分の概況であり，灰色部分は沿岸に位置す

る地域で，北から南までそれぞれ遼寧省，河北

省，北京市，天津市，山東省，浙江省，上海市，

江蘇省，福建省，広東省，海南省の計 11省で
6 ）

ある。本稿では，これらの区画で構成される地域を沿岸部（図 2.1 の灰色部分），残りの 20省

を
7 ）

内陸部と呼ぶ（図 2.1 の白い部分）。沿岸部の面積は 106.2万平方キロで，中国全土の約 10％

を占める。人口は 5億 8109万人（2018 年末），全人口の 41.6％が集中し，GDP の 54.7％（2018

年）を生み出している。内陸部は 854.9万平方キロという広大な面積を占め，残りの 58.4％

の人口（2018 年末）が内陸部に集中している。 

 

2.2 Theil指標の計算式 

不平等を計測する各指標の中で，ジニ係数は，ある社会における所得が完全に平等な分布

からどの程度乖離しているかを測るために，格差の文献で広く使われている。Tsai（1995），

Chakrabarti（2000），Mah（2002），Choi（2006）がジニ係数を使って国の所得格差の指標と

して自由貿易または FDI の各国へもたらした影響を分析した。 

ジニ係数以外で地域間の不平等を計測するため，研究者が様々な格差指標を提案した。Fu



（2007）の研究では，中国における内陸部の各省の対沿岸部の平均一人当たり GDP比率が格

差指標として使われていた。Daumal（2013）がインド及びブラジル各州の GDP を使って地域

ジニ係数を構築した。本稿では，Theil（1967）が経済的な不平等を計測するために提案し

た Theil指標という格差計測指標を用いる。Theil指標の値が大きければ大きいほど，格差

が大きくなる。さらに，この指標は対数の性質を用いて，様々な要因に分解することができ

る。つまり，ある国がいくつかの地域に分かれていれば，国の全体的な不平等を計測できる

のみならず，さらに地域間格差（inter-regional disparity）と地域内格差（intra-regional 

disparity）を分解してそれぞれを分析することができる。中国のように面積が広く，行政区

画が多い研究対象にとって，Theil指標はジニ係数よりも地域間の所得格差を捉えることが

できる。 

Theil指標を用いて，中国の地域間所得格差を， 

𝑇 = # 𝑦! 	𝐿𝑁 (
𝑦!
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         	    （1） 

と定義する。𝑦!は，全国 GDP に対する第𝑖区画(𝑖 = 1,2,3… ,𝑁)のシェアであり，𝑝!は全国人口

に対する第𝑖区画のシェアである。本稿ではこの式で算出されるものを全国格差指数と呼ぶ。 

次に，（1）式を分解する。本稿は主に中国を沿岸部と内陸部に分けて研究することで，上記

の沿岸部と内陸部の地域区分方法のように中国の省を 2 つのグループに分ける。中国の地

域間所得格差は， 

𝑇 =#𝑦&
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と書き換える。𝑦&は，全国 GDP に対する第j地域(𝑗 = 1,2，沿岸部を 1，内陸部を 2と表す)の
シェアであり，𝑝&は，全国人口に対する第j地域(𝑗 = 1,2)のシェアである。右辺の第一項は 1

地域と 2地域の間の所得格差指数となり，本稿では沿岸・内陸間格差指数と呼ぶ。また，𝑇&
は各地域の内部格差を表し，（3）式と（4）式で示される。𝑇%は沿岸部の内部格差，𝑇(は内

陸部の内部格差となる。 
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𝑦)は沿岸部 GDP に対する第 a 区画のシェアであり，𝑝)は沿岸部人口に対する第 a 区画のシ

ェアである(𝑎 = 1,2,3…11)。𝑦-は内陸部 GDP に対する第 b 区画のシェアであり，𝑝-は内陸

部人口に対する第 b区画のシェアである(𝑏 = 12,13…31)。𝑇%と𝑇(を 2つ地域の GDPシェア

で加重平均してから，その総和は（2）式の右辺の第二項となり，本稿では地域内格差指数

と呼ぶ。（2）式で計算された沿岸・内陸間格差指数と地域内格差指数の和は（1）式で計算

された全国格差指数と同じである。 

まとめると，全国格差指数は全国 31省の間の所得格差を計測した。沿岸・内陸間格差指



数は 31省を沿岸部，内陸部の 2グループに分けてグループ間の所得格差を計測し，地域内

格差指数は各グループ内の格差を計測していた。 

なお，Li・Xu（2008），Wang（2016）などの研究では，Theil指標を人口で加重されて計算

していた。つまり，Theil指標も以下の定義による計算できる。 

𝑇 =#𝑝! 	𝐿𝑁 (
𝑝!
𝑦!
*

"

!#%

         	    （5） 

本稿で計算した Theil指標は，Fujita・Hu（2001）の研究で用いた所得で加重されたもの

である。また，Theil 指標を用いた中国の格差を計測した多数の研究では，中国の 1980 年

代から 1990 年までに着目し展開したものである。本稿では，期間を伸ばして 1978 年から

2018 年までにおける中国の格差を分解して計測する。 

 

2.3 計測結果 

図 2.2 には 1978～2018 年まで Theil指標で分解し計算された中国の地域間所得格差の推

移が示されている。 

 

図 2.2 中国における地域間格差の分解：Theil 指標 1978-2018 年    

     

出所：計算に使われた各省各年の名目 GDP と人口について，1978〜1993 年のデー

タは『新中国統計資料彙報』より取得，1993 年以降のデータは中国国家統計局ウ

ェブサイト（http://data.stats.gov.cn/english/）より取得，筆者作成。          

 

「改革開放以降，中国には地域間の格差が拡大しはじめた」とよく言われていたが，計算

の結果はそうではなかった。図 2.2 より，1978 年から全国格差指数は下落傾向が見られ，

1991 年前後まで持続していた。全国格差指数下落の原因は，地域内格差指数が低下したこ

とである。Fujita・Hu（2001）もこの時期における地域内格差指数の大幅低下は沿岸部と内

陸部の格差が縮小したわけではなく，沿岸部に全体的に成長したことにより，沿岸部の地域

内格差が縮小し，さらに全国格差指数が下落したと指摘した。図 2.2 が示すように，1990 年



まで地域内格差指数が継続的に下落したのに対して，沿岸・内陸の間の格差は開放から緩や

かに上昇し，1990 年代に入って，急速に増加し始め地域内格差指数を大きく上回っていた。

Kanbur・Zhang（1999）が 1978 年以降都市・農村所得格差と比べて沿岸・内陸所得格差がさ

らに著しくなり，中国の主要な所得格差となったと指摘した。Fujita・Hu（2001）も中国に

おいて沿岸・内陸の間の所得格差指数が 1990 年代に 2つ地域内部の所得格差指数を超えて，

中国の地域間所得格差の最も重要な構成となったことを指摘した。その後，両方の差（図 2.2

に沿岸・内陸間格差指数と地域内格差指数２本の線の間の空白部分で表されている）が段々と拡大して

きて，2003 年ごろ最大値となった。 

つまり，「経済開放から中国の地域間所得格差は拡大しはじめた」とよく言われたが，一

概にそうとは言い切れない。全国格差から見れば，経済開放以降実際に下落してきた。1990

年代から沿岸・内陸間格差の大幅増加により全国格差を上昇させた。2000 年代中ごろ以降，

沿岸・内陸間格差指数の下落が始まり，それにしたがって，全国格差指数も一緒に低下した。

また，中国において，改革開放以降全国格差指数の拡大は主に沿岸と内陸の間の格差の拡大

に導かれたことが確認された。 

 

III 沿岸・内陸間格差の要因分析 

3.1 沿岸・内陸間格差に影響を与えた要因 

これまで，中国においては地域間所得格差のパターンが大きく変わってきた。前節では，

Theil指標を用いて，中国の全国格差指数は上昇してから下落へ転じたことを明らかにした。

また，沿岸・内陸間格差は全国格差を導いた主要な原因であることを解明した。この格差パ

ターンの変化は，経済的な出来事や各時期で採用された政策と常に密接に関連していると，

Yang（2002）が指摘した。本節では，改革開放以降，貿易と海外直接投資をはじめとする経

済開放の要因，及び財政支出の地方分権化と工業化をはじめとする政策改革の要因が，中国

の沿岸・内陸間格差に与える影響とその影響の変化を，中国の経済動向や先行研究に基づい

て分析する。第 4節で回帰分析を行う。 

a) 経済開放の影響 

1978 年，閉鎖経済から開放への転換が始まった中国は，貿易，外国資本・技術などを重

視した。1980 年から沿岸部に経済特区と開放都市を設置したことにより，沿岸部は税制面

及び資源配分で優遇措置を受けていた（Litwack・Qian,1998）。その後，沿岸部の貿易額や海外

直接投資が大幅に増加してきた。また，Hao・Wei（2007）が沿岸部では海外直接投資の増加

により，労働集約的製造業が急速に発展しており，さらに内陸部の生産要素を引き付けたと

指摘した。沿岸部には規模的な産業集積が起こり，国の経済成長の中心となった。長期的に

見ると，貿易や海外直接投資は中国の地理的な経済格差の拡大に直接寄与している可能性

がある（Yang,2002）。本稿では，中国において貿易と FDI を経済開放の 2 つ要因として地域

間所得格差に与えた影響を分析する。 

貿易の指標について，これまで多くが提案されてきていたが，本稿では貿易と格差の実証



分析に広く使われている貿易額の対 GDP 比を用いる(貿易シェア)。いわゆる貿易開放度ある

いは貿易依存度のことである。FDI について，国連貿易開発会議（UNCTAD）に
8 ）

公表された各国

の毎年の FDIデータベースを用いて，中国 1978〜2018 年の
9 ）

年 FDIストック額の対 GDP比を

FDI の指標とする（Figini and Gorg,2006）。 

前に述べたように，1978 年から輸出加工業の発展を中心とした経済特区や沿岸経済開放

都市を設置し，これらの地区に立地する企業が輸入した建築材料，生産設備，原材料，部品

類等及び生産した輸出製品は税金を免除する優遇政策を施した（呉,2014）。さらに，1992 年

に鄧小平が中国南方の地方都市である深圳，珠海，上海などを視察し，その視察先において

改革開放を加速させていくべきだという「南巡講話」を発表した（滕,2016）。その後，貿易と

FDI を拡大するための開放政策がすべての沿岸部までに推し進められ，沿岸部全体で，圧倒

的に貿易シェアを占めて，大量の海外直接投資を受け入れた。表 3.1 に示すように，1991 年

から 2001 年まで，沿岸部の年平均貿易額が全国貿易額の 9割を占めており，FDIも全国の

84.57％までに至った。Yang（2002）は 1980 年代から 1990 年代初頭にかけて，沿岸部への

貿易と海外直接投資によって，農村部郷鎮企業が多数出現し，中国の経済成長を極めて発展

させた。この間に，Yao（2006）と Berthélemy・Démurger（2000）も貿易と FDI が中国の経

済成長に寄与した要因となったと指摘している。しかしながら，経済開放が経済成長に寄与

していた一方，貿易（Hao・Wei,2007;Fu,2007）と FDI（Siddharthan,2007;Bao et al.,2002）が同じ

期間に中国の地域間所得格差の拡大に影響を与えていたことを実証的に検証した。 

 

表 3.1 中国における貿易・FDI の地域分布 

  貿易（％） FDI（％） 

  1978-1990 1991-2001 2002-2019 1985-1990 1991-2001 2002-2017 

沿岸部 84.72 90.48 87.28 80.59 84.57 69.86 

内陸部 15.28 9.52 12.72 19.41 15.43 30.14 

注：貿易・FDI とは，全国の貿易・FDI に対するそれぞれの比率と指す。 

出所：貿易額について，1990〜1993 年のデータは『新中国統計資料彙報』より取得，1994〜2019 年のデータは中

国国家統計局ウェブサイト（http://data.stats.gov.cn/english/）より取得。FDI 額は当年の受け入れ額を指し，

1991〜2017 年のデータは『新中国統計資料彙報』より取得，筆者作成。なお，貿易の 1978〜1990 年の部分と FDI

の 1985〜1990 年の部分は Hao・Wei（2007）表１から抜粋。 

 

一方，2000 年代に入り，貿易と FDI が 1990 年代に比べて少し内陸部へ分散してきたこと

も見られた。貿易の方が，表 3.1 から 1991〜2002 年の期間，沿岸部の年平均貿易額比率は

最も高く約全国の 90％を占めていた。2000 年代中ごろから，その比率は段々下落してきた

（図 3.1）。しかし，沿岸部の比率が相対的に減少したにもかかわらず，絶対値では沿岸部の

貿易額は依然として内陸部をはるかに超えて，2019 年には 83％を占めた。貿易は 2000 年

以降依然として沿岸・内陸間所得格差を拡大させる影響を与えた可能性がある。しかし，そ



の影響は 1990 年代より弱まると考えられている。FDI については，Siddharthan（2007），

Wei et al.（2009）や Bao et al.（2002）は 1980 年代から 1990 年代にかけて中国の地域

間格差に拡大の効果を与えたと指摘していたが，Lessmann（2013）は FDI がある国の地域間

所得格差に及ぼす影響は経済発展にしたがって小さくなると推測した。彼は中国において

1980 年代に FDI が地域間所得格差を拡大したが，その拡大の影響は 1990 年代末期にすでに

消えたことを指摘した。表 3.1 の FDI 地域分布データを見れば，1980，90 年代に沿岸部の

FDI 年平均受け入れ額が全国の 80％以上を占めたことがわかる。だが，2000 年代以降，こ

の比率が 70％以下に減少した。図 3.1 にその勢いの転向が見られる。2017 年に，内陸部の

貿易が全国の 2割を占めたが，FDI受け入れ額の割合は全国の 4割となった。つまり，FDI

がさらに内陸部へ分散してきた。 

図 3.1 沿岸部貿易額と FDI 比率 

 

注：沿岸部貿易額比率＝沿岸部貿易額/全国貿易額。沿岸部 FDI 比率＝沿岸部 FDI 受け入れ額/全国 FDI 受け入れ額。 

出所：各省，自治区，直轄市の各年統計年鑑に基づいて筆者作成。 

 

以上述べたところをまとめると，中国における 1978 年の開放以降，貿易と FDI が沿岸・

内陸間所得格差を拡大してきたが，2000 年代以降この拡大の影響が弱まったと予測する。 

 

b) 政策改革の影響 

1978 年の改革開放のスローガンは「対内改革，対外開放」であった。前に分析したのは

対外開放の要因である。さらに開放後の中国の経済的な変化を捉えるために，対内改革の要

因を分析に取り入れる必要がある。 

計画経済時代は，中央政府が効率性と比べて，より公平性を重視し，集権的に財政収入を

配分し利用した。1980 年代から，財政改革を始め，中央に集中し過ぎた経済政策に関する

意思決定権を地方へ一部移譲する財政の地方分権化を進めた。1994 年に中央財政のマクロ

調整機能を強化するため，さらに「分税制」を実施した。滕（2016）は分税制について以下

のように説明している。「分税制とは，税金を『中央収入』，『地方収入』，『共通収入』に区

分し，それに応じて，国家税務局と地方税務局を設置し，国税と地方税をそれぞれが徴収す

る体制のことである。分税制による財政管理体制の下で，中央と地方が各々の職権区分に基



づいて財政支出を執行する」。中国の政府間移転支出制度も
10）

この「分税制」の実施から始ま

った。このように，地方政府は資源配分の自主性が認められて，各地方では経済成長を促進

するインセンティブが高まっていた。 

一見したところ，経済を活かすことができる政策であるが，Von Braun・Grote（2000）は

財政の地方分権化が貧困を減少できるかどうかについて，地方によって異なっていること

を指摘した。実際には地方分権化はインフラや所得水準が著しく異なる地域の間の格差を

悪化させる可能性がある。また，地方の公共サービスの非効率性も地方の経済成長に悪影響

を及ぼす。Hao・Wei（2007）は，1990 年代の中国は，優れた地域経済発展条件と
11）

生産の比較

優位性を持つ沿岸部各省の政府が，常に内陸部より効率的に財政資金を利用していたこと

を説明した。彼らは，実証分析を通して財政支出の地方分権化は沿岸部と内陸部の所得格差

を拡大させたことを明らかにした。 

2000 年以降，地方政府の財政支出が中国の地域間所得格差に与える影響に関する分析が

少なくなったが，わずかな論文や中国の経済動向を通じてその影響の変化を捉えることが

できる。焦・羅（2018）は，開放後から 1990 年代中期まで，地方分権化は中国の地域間所

得格差を拡大したのに対し，1990 年代中ごろ以降に少し格差を縮小させた効果があること

を指摘した。 

図 3.2 内陸部分権化・工業化指数の推移 

 

出所：各省，自治区，直轄市の各年財政年鑑に基づいて筆者作成。 

 

本稿は，政府総財政支出に占める地方政府財政支出の割合を用い地方分権化を測定する

（Von Braun・Grote,2002;Hao・Wei,2007）。それが沿岸・内陸間格差に与えた影響については，

1978 年から 1990 年代末にかけて拡大の影響から 2000 年以降の縮小の影響に変わっている

可能性がある。さらに，本稿では，内陸部地方政府の財政支出に着目し，政府総財政支出に

占める内陸部地方政府の財政支出の割合を用い，新たな内陸部分権化指数を構築する。図

3.2 の左側は内陸部分権化指数の推移を示している。1980・90 年代に不安定な状態が続き，

2000 年初期ごろから著しく上昇したことが見られる。後の回帰分析では，両方の指数を使

い財政の地方分権化がどのように中国の沿岸・内陸間格差に影響を与えたかを考察する。 

多くの研究では，工業化が中国の経済的な不平等を導いた要因と考えられている。



Kanbur・Zhang（2005）が 1978 年の改革開放前，中国で推進した重工業優先政策が沿岸・内

陸格差と都市・農村格差を拡大させた影響を分析した。改革開放をきっかけに，これまで従

属的な位置にあった農業部門の活性化を図るため，農業部門では，人民公社による集団農業

制から農家の各戸請負制に転換して，農産物の買い上げ価格を引き上げ，農家の生産意欲を

大きく高めた（内閣府,2013:2）。それによって，農業生産性の著しい伸びをもたらして工業の

シェアが低下した。しかしながら，Huang et al.（2003）は第二次産業の GDP に対する割合

を工業化の指標として，改革以降工業化は依然として中国の地域間所得格差を拡大させた

効果があったことを明らかにした。その原因は中国における工業生産のインバランスであ

る。1950 年代には，中国では重工業だけが重視され，著しく歪んだ産業構造変化をもたら

した。しかも，多数の重工業企業は沿岸部の遼寧省，河北省，天津市，上海市に集積してい

た。改革開放により，生産要素の軽工業への移動によって，軽工業は発展してきた。しかし

ながら，程（2007）が工業の立地は 1950・60 年代と比べて大きく変化しておらず，依然と

して沿岸部に集積したことを指摘した。 

だが，2000 年代に入ってから，中国の地域経済構造は大きく調整され，工業は内陸部に

大量移転していったことを孫ら（2015）が明らかにした。森（2017）は 2000 年代中ごろか

らは，製造コストの上昇により，中国における製造業の立地を内陸へ移すことを論じた。こ

れによって，工業はより均衡的な地域分布パターンへ発展していった。 

つまり，1978 年から 1990 年代末にかけて工業化指数は中国の沿岸・内陸間格差を拡大さ

せたが，2000 年以降その拡大の影響は弱まってきた可能性がある。本稿の工業化指数は，

工業総生産額の GDP に占める割合で計測する。また，財政の地方分権化指数と同じく，さら

に沿岸部と内陸部の工業化の格差を反映できるようにするため，本稿では，内陸部工業化指

数を用いて回帰分析を行う。全国工業総生産額に対する内陸部の工業総生産額の割合で表

す。図 3.2 の右側にその推移を示している。1990 年代から下落が拡大していたが，2000 年

代中ごろから上昇への転換が始まった。 

 

3.2 回帰分析 

本節では，貿易，FDI，地方分権化，工業化が中国の沿岸・内陸間格差に与えた影響につ

いて実証分析を行う。時系列データの系列相関と不均一分散を修正するため，一般化最小 2

乗法（Prais-Winsten 推定）を用いる。 

なお，Kanbur・Zhang（2005）が長期時系列分析の中心的な問題はブレークポイントの問

題であると指摘した。多くの政策や経済に関連した重要な出来事がブレークポイントを生

じさせ，その存在が推定結果に影響を与える可能性がある（Perron,1989）。ブレークポイント

を無視すると，モデル設定の省略や推定バイアスが発生し，推定結果と実際の状況との間に

大きな差異が生じる可能性がある。過去の中国に関する実証分析の文献では，常にブレーク

ポイントを改革開放の 1978 年に位置付けている（Li,2000）。また，Chow（2003）は WTO加盟

が中国の経済構造の変化に影響を与えたことを検討している。Sun et al.（2017）と García-



Herrero・Santabárbara（2007）は実証分析で中国の WTO加盟の時点にブレークポイントを

位置付けた。本稿では，1978 年以降の期間を中心に展開するため，2002 年を分析のブレー

クポイントとして展開する。 

モデルの被説明変数は Theil指標で計測した中国の沿岸・内陸間格差指数である。説明変

数について，まずは先行研究によく使われていた指標である貿易シェア，FDI，地方分権化

指数，工業化指数を用いて対外経済開放と財政管理体制・工業化改革の影響を分析する。次

に，貿易シェア，FDI と本稿で中国の内陸部のデータを利用して作成した内陸部地方分権化

指数，内陸部工業化指数を用い，回帰分析を行う。回帰結果は表 3.2 と表 3.3 に示す。 

 

表 3.2 回帰結果 1 

 

括弧内の数字はロバスト標準誤差である。⾓括弧内の数字は p 値である。Chow 検定の帰無仮説は，2002 年にブレークポイン

トがないことである。Durbin-Watson(D-W)統計量=2 は⾃⼰相関がないことを⽰す。* p<0.1，** p<0.05，*** p<0.01。 

 

回帰結果 1 について，全期間の結果（1）と（3）ともに，Chow検定の p値は 0.000 で，

統計的に有意であり，つまり 2002 年は全期間のブレークポイントである。したがって，2002

年をブレークポイントとし，2つの期間について別々の回帰分析を行うことができる。期間

別の結果は（2）と（4）に表す。（2）の貿易の係数について，2期間ともに正で統計的に有

意である。つまり，改革開放以降，貿易が中国の沿岸・内陸間格差を拡大する効果があった。

しかしながら，2002 年以降，係数の値は 2002 年以前の 8.4％から 4.1％に低下した。FDI の

係数について，全期間の係数は正で統計的に有意である。2002 年以前には正で統計的に有

意であるのに対して，2002 年以降係数の値が統計的に有意でなく，負となった。つまり，

FDI が中国の沿岸・内陸間格差に与えた拡大の影響は，2000 年代に入ってから縮小の影響に

変わったと見られるが統計的に有意ではない。この結果は Lessmann（2013）の分析結果と



一致している。 

地方分権化の係数について，第 1 期間は統計的に正であったが，第 2 期間には統計的に

有意でそして負に変わった。つまり，地方分権化指数は 1978 年から 2000 年代までは有意

に沿岸・内陸間格差を拡大させたが，2000 年代以降，有意に沿岸・内陸間格差を縮小させ

た。工業化指数の係数も，第 1 期間に正で統計的に有意であり，第 2 期間に負になったが，

統計的に有意ではなかった。つまり，工業化指数は 1978 年から 2000 年代初期まで沿岸・内

陸間格差を拡大したのに対し，産業の製造拠点の内陸への立地再編にしたがって，2002 年

から沿岸・内陸間格差に縮小の影響を与えた可能性がある。 

 

表 3.3 回帰結果 2 

 

括弧内の数字はロバスト標準誤差である。⾓括弧内の数字は p 値である。Chow 検定の帰無仮説は，2002 年にブレークポイン

トがないことである。Durbin-Watson(D-W)統計量=2 は⾃⼰相関がないことを⽰す。* p<0.1，** p<0.05，*** p<0.01。 

 

回帰結果 2 を見ると，貿易シェアの係数は，第 1 期間は正で統計的に有意であったが，第

2 期間の係数の値が負に変わった。貿易が中国の沿岸・内陸間格差に与えた拡大の影響が弱

まり，逆に格差を安定させたと考えられている。FDI について，第 1 期間は正で統計的に有

意であり，第 2 期間で負に変わり，しかも結果 1 と比べて，係数は統計的に有意であった。 

（4）の内陸部地方分権化指数の係数について，（2）の地方分権化指数の係数と比べて，

有意性は少し変わったが正負は一致していた。つまり，どの指数を用いても財政改革が中国

の沿岸・内陸間格差に与えた影響変化を分析できる。内陸部工業化指数について，全期間，

第 1 期間と第 2 期間すべての係数は負である。つまり，第 1 期間に，伝統的な工業化指数を

用いれば，全国の工業化が有意に沿岸・内陸間格差を拡大した。内陸部工業化指数を用いる

と，内陸部の工業生産が有意に沿岸・内陸間格差を縮小した。第 2 期間に 2つの指標ともに



負であり，沿岸・内陸間格差に縮小の影響を与えたと見られる。つまり，この 2 つの指標

は，工業化の改革が中国の沿岸・内陸間格差に与えた影響を反映できると考えられる。 

 

3.3 分析結果 

経済開放の要因が沿岸・内陸間格差に与えた影響について，貿易シェアは 2002 年以降依

然として沿岸・内陸間格差を広げていたが，その影響は 2002 年以前のようにもはや強くな

かった。一方，海外直接投資は，1978 年から 2001 まで，沿岸・内陸間格差を拡大したが，

2000 年代から内陸への FDI の分散によって，沿岸・内陸間格差を縮小する影響に変わった。 

また，貿易自由化と海外直接投資が格差に影響を与えた一方，国内の財政支出の分権化と

工業化改革も沿岸・内陸間格差に影響を与えたことを明らかにした。 

その結果，1978 年から 2000 年代初期にかけて中国には財政支出の地方分権化が沿岸・内

陸間格差を拡大させた。つまり，Kanbur・Zhang（2005）と Hao・Wei（2010）の結果と一致

している。本稿でも内陸部の財政支出を計測するために構築する内陸部分権化指数を用い

ても，内陸部分権化指数が沿岸・内陸間格差を広げたという結果が得られた。つまり，Braun・

Grote（2000）は，インフラや所得水準が著しく異なる地域の間に，財政支出の地方分権化

が地域間格差を拡大させるという結論を導いた。しかしながら，本稿では，2000 年代以降，

内陸部のインフラ整備，行財政の効率化につれて，財政支出の地方分権化は中国の沿岸・内

陸間格差を縮小させた役割を果たしたことが示された。 

工業化改革について，1978 年から 2001 年まで、工業生産は主に沿岸部に集積していたこ

とで，全国の工業化指数は有意に沿岸・内陸間格差を広げた。しかしながら，当時，内陸部

の工業生産が確かに沿岸・内陸間格差を縮小させた。また、2000 年代からの内陸への工業

立地再編にしたがって，工業の沿岸部集積パターンが変わり内陸部の工業生産が徐々に増

加し，工業化指数はもはや沿岸・内陸間格差に拡大の影響を与えていない。 

 

IV 政策的背景の視点からの考察 

4.1 中国における地域発展戦略の移行 

地域発展戦略は中国のマクロ経済発展戦略の重要な構成要素である。地域発展戦略の転

換プロセスは 3つの時期に分けてまとめることができる。 

時期 1：1949 年から改革開放の 1978 年にかけて，内陸部の開発を中心とした地域バラン

ス発展戦略を実施した。中国の第 1 次 5ヵ年計画（1953-1957）により，「全国各地域に工業生

産力を適切に分布させ，遅れた地域の経済水準を引き上げる」が提示された。この戦略の効

果を実際的に見ると，Kanbur・Zhang（2005）は 1952〜1978 年に中国において沿岸地域と内

陸地域の間の所得格差は縮小した結果を明らかにした。 

時期 2：改革開放以降の 1980 年代から 2000 年代初頭まで，沿岸部の開発や開放を焦点と

した地域傾斜発展戦略（
12）

沿岸優先開発戦略）を実施した。「沿岸地域が現有する経済基盤を積極

的に利用し，それらの特長を発揮させ，経済発展を牽引する」及び「90 年代から沿岸地域



の発展を加速しなければならない」と，1980 年代の第 6 次 5ヵ年計画が提唱された。前に

述べたように，深圳など経済特区及び沿岸開放都市・沿岸経済開放区において率先して実施

され，およそ 20 年間，沿岸部の経済が継続的に発展していた。第 2節の計測結果が示した

ように，この戦略の推進によって 1978〜2000 年代にかけて沿岸・内陸間所得格差指数は拡

大し続けた。また，この戦略の下で，沿岸部の貿易額は急速に増加し，経済特区や開放都市

の外資企業に対する租税減免などの優遇政策は海外直接投資を沿岸部に著しく集中させた。

それゆえ，実証結果は貿易と海外直接投資ともに沿岸・内陸間所得格差を広げたことを示し

ている。なお，1994 年から分税制を導入したとしても，地方への移転支出は主に沿岸部に

集中し，また内陸部はインフラの未整備，政府財政資金の利用効率低下など問題が存在した

ことで，地方への財政分権化は沿岸・内陸間所得格差を拡大する要因となった。さらに，工

業立地は開放前と同様，依然として沿岸地域への集中パターンが地域間格差を拡大した。ま

とめると，1978 年から 2000 年代初期まで実施した地域傾斜発展戦略は沿岸部と内陸部の間

の貿易，海外直接投資，地方財政支出，工業の差を通して，最終的には沿岸・内陸間所得格

差の拡大に影響を与えた。 

時期 3：2000 年代から現在まで，全国各地域を共に発展させる地域協調発展戦略を推進し

ている。1978 年から始まった沿岸優先開発戦略は沿岸部が発展してきたが，内陸部の経済

発展は相対的に遅れ，沿岸と内陸の間の格差が激しくなったことで，政府は内陸部を発展さ

せるためにこの発展戦略を制定した。この地域協調発展戦略の下で，2000 年から「西部大

開発」，「中部地域台頭計画」及び「東

北地域の伝統的工業基地の振興計

画」など内陸部に対する開発計画が

相次いで打ち出された（図 4.1）。そ

の後，実際に地域経済は徐々に協調

して発展するようになった「全国の

経済における配置の合理化を促進

し，段階的に地域の発展格差を縮小

させる」と，1996〜2000 年の第 9 次

5ヵ年計画で提示された。格差の推

移実態から見れば，第 2節の計測結

果から 2000 年代中ごろ以降沿岸・

内陸所得格差の縮小傾向が見られ

ている。 

なお，戦略推進のプロセスで，たくさんの政策的支援が実施された。内陸部に位置する都

市へ投資する外国企業に優遇措置を与えるという外資誘致政策は西部大開発戦略や中部地

域台頭計画の中で提唱され，各省自身が制定した省内発展戦略にも外資誘致は重要な任務

と見なされた。2017 年，内陸部の海外直接投資の受け入れ額は全国の約 40％に達した。 



また，中央財政による地域均衡発展を図る移転支出及び中央財政系の投資を内陸地域に

傾斜などの政策が取り上げられた。内陸部への中央移転支出を引き上げ（図 4.2），特別建設

資金投入を拡大し，支出構造を調整，

インフラ整備，基本的公共サービス

の改善を促すという政策を充実し

た。特に内陸部の鉄道・電力・水利

などのインフラの整備という政策

は重視されていた。2008 年末まで

に，道路の総キロ数は 2.67 倍増加

し，鉄道の営業キロ数は 3万キロ近

くに増えた。
13）

長年の発展を通じて，

内陸部のインフラと公共サービス

の完備が進められて，地方政府がよ

り効率的に財政資金を利用して地

方経済を活かすことができるよう

になった。 

さらに，内陸部のエネルギー資源を有効利用し伝統的工業基地の調整・再編，自動車，石

油化学工業，機器製造，ハイテクなどの工業産業発展の促進策が制定された。 

つまり，実証結果に示したとおり，海外直接投資と工業化は沿岸・内陸間所得格差を拡大

させた効果がなくなった。地方への財政支出移転はさらに沿岸と内陸の間の所得格差を縮

小させた役割を果たしている。 

 

4.2 貿易の均衡発展 

実証分析には，その影響が弱くなったにもかかわらず，2000 年代以降貿易は依然として

中国の沿岸・内陸間所得格差を拡大させた役割を果たしていることが示された。中国の地理

的な特徴から，広大な国土は内陸にあり，港は東の沿岸部にのみ集中している。改革開放後，

地域傾斜発展戦略の下で沿岸部の貿易額が内陸部をはるかに超えたことは予想外の結果で

はなかった。1990〜2000 年の期間中，沿岸部は平均年貿易額が全国の 9 割をも占めていた

（表 3.1）。 

2000 年代に移行し，地域協調発展戦略の推進にしたがって，内陸部，特に国境地区の
14）

貿

易に関する支援策が提出された。2000 年の「西部大開発」戦略の中，ロシア，中央アジア諸

国，インド，パキスタンなどの国と国境を接する地区で近隣諸国との市場開放を推進し，ウ

ルムチ市，西安市，重慶市，成都市などの内陸大都市では国境諸国との貿易振興を目的とし

た貿易フェアーを開催した。さらに，内陸国境地区にある生産企業の対外貿易経営の自主権

を拡大し，対外工事請負，労務合作，周辺諸国への工場進出や人の出入国制限が緩和された

（小川,2005）。また，2003 年に提示された「東北地域の伝統的工業基地の振興計画」でも東



北国境開放を支持する政策を制定し，北東アジア地域での協力を深めることが提唱された。 

さらに，2007 年に「興辺富民行動」が正式に実施された。具体的支援策について，「国境

地区の輸送に関するインフラ建設への資金投入，商人たちの出入国，関税手続きの簡素化，

決済制度・銀行などの環境を整え，辺境地区には輸出加工区，保税区と辺境貿易区を建設し，

積極的に隣接国との経済交流に参加するように促した」(安田,2013)。現実に，東北国境に位

置する黒竜江省において 1993〜2003 年の貿易額は 1.6 倍に増加したのと比べ，2003〜2013

年の貿易額は 7.3 倍に拡大した。西部国境地区にあるチベットでは 1993 年～2003 年の貿易

額が逆に減少したが，2013 年は 2003 年のおよそ 20 倍に拡大した。国境地区にある雲南省，

広西省などの貿易量も増大してきた。国境を接していない内陸省も 2013 年までにほぼ 10 倍

以上の貿易額拡大ができた。
15）

また，2014 年に提出された「一帯一路」構想も内陸部の貿易

の拡大や経済発展を押し上げた（森,2017），これから内陸部の貿易促進にとって大きな効果

が期待されている。それに対し，沿岸部の各省の貿易額の伸び率は以前とほぼ同水準を維持

しているが，絶対値では内陸部よりはるかに高い。長期的に見れば，貿易を中国各地で徹底

的に分散する可能性は低いものの，1990 年代からの極端な不均衡貿易パターンは段々改善

していくだろう。 

 

V 主要な結論 

本稿では，中国における経済開放以降の地域間所得格差問題に着目し，格差の推移を解明

した上で，経済開放がそれに与えた影響やその影響の変化を分析してきた。最後に，中国の

地域発展戦略の推移と結びつけて変化が起きた原因を考察した。「中国の地域間所得格差は

経済開放から拡大しはじめた」と広く認められているが，実際には中国において 1978 年の

経済開放以降，Theil格差指標で計測した全国格差指数は先に下落してから上昇し，再び下

落というトレンドとなっている。その中で，1990 年代から，全国格差指数が上昇した原因

は沿岸部と内陸部の間の所得格差の拡大により導いたのである。2000 年代に入り，沿岸・

内陸間格差の縮小にしたがって中国の全国格差も縮小してきた。 

また，1978 年の経済開放以降，貿易シェアと海外直接投資が中国の沿岸・内陸間所得格

差を拡大させた。さらに沿岸部と内陸部のインフラ整備，行財政の効率や経済発展レベルな

どの面で顕著な差が存在し，財政支出の地方分権化も沿岸・内陸間格差に拡大の影響を与え

た。同時に，工業生産が沿岸部に集積していたことで，全国の工業化指数が沿岸・内陸間格

差を拡大した。しかし，内陸部の工業生産はある程度でその格差を安定させた。2000 年か

ら地域協調発展戦略の段階が開始し，内陸部への政策的支援が強化された。これらの政策に

よって内陸部への海外直接投資を増加させ，貿易振興，インフラ建設や内陸部への工業立地

再編が推進され，内陸部の経済発展のレベルを著しく高めた。それによって，貿易の格差拡

大の影響は 2000 年代に入ってから弱まった。海外直接投資の方が，縮小の影響に変わった。

さらに，財政支出の地方分権化も沿岸・内陸間格差を縮小する役割を果たしていた。 

その中，内陸部の貿易，特に国境地区の貿易の推進政策はある程度貿易の沿岸部への過度



の集中を改善してきたが，2019 年に沿岸部は依然として全国貿易額の 8割を占めた。だが，

2005〜2019 年の期間には年 1％前後の伸び率を維持している。長期的に見れば，中国の沿

岸・内陸貿易パターンは段々改善していく見通しである。 

過去，中国では経済開放以降の格差問題は最も深刻な社会問題と見なされていた。高度成

長に伴い，賃金，医療，教育などの面でも格差問題が生じた。本稿は地域間の所得格差に着

目し，その動向や現状を分析した上で，貿易や海外直接投資が開放後の 20 年間で沿岸・内

陸間所得格差を拡大させたことを明らかにした。しかし，地域発展戦略の調整にしたがって，

貿易や海外直接投資の格差拡大の影響は段々小さくなり，地域間所得格差も 2000 年代中ご

ろから段々縮小してきた。今後，中国は地域間所得格差をさらに縮小して，国民全体の生活

を改善することを目指し，地域の協調発展戦略や内陸部の貿易振興政策を継続的に推進し

ていくであろう。 

 

<注> 

1) 中国国家統計局ウェブサイトより（http://data.stats.gov.cn/english/）。 

2) 経済特区は，知識・技術・管理・対外政策の窓口として，また国内の経済体制改革の実験場と

して，1979 年から深圳，珠海，汕頭，アモイの 4地域に設置された。これらの経済特区に対し

て，特殊な経済政策を施した。朴(1996，p.12)はこれらの済政策を 4つにまとめた。①経済開

放は外資を主とする，②経済活動は市場経済メカニズムによる調節を主とする，③特区経管理

委員会に広範な自主権を与える，④進出外国企業に優遇措置を与える。それによって各経済特

区は，それ以外の地区と異なった管理体制と行政措置が取られてきて，また各経済特区は独自

の発展戦略を立てるようになった。 

3) 自治区（じちく）とは，民族区域自治を保障するために，少数民族が多く住む地域に設置され

た一級行政区分である。首府は自治区の政府所在地の都市である。 

4) 海外直接投資(Foreign direct investment)：国連貿易開発会議(UNCTAD)の定義によると，ある

経済圏に居住する企業（投資家または親会社）が，他の経済圏に居住する企業（直接投資企業

または外国関連会社）の持続的な利益を獲得することを目的として行う投資である。自国が海

外に対して行う直接投資を対外直接投資，外国が自国に対して行う直接投資を対内直接投資と

呼ぶ。本稿の「海外直接投資」は対内直接投資と指す。 

5) 直轄市（ちょっかつし）とは，最高位の都市であり，省と同格の一級行政区分である。特別行

政区（とくべつぎょうせいく）とは，香港とマカオと指す。行政体系の違いと経済総量の差に

よって，本稿ではこの 2区画を取り扱わない。 

6) 本稿で取り扱った中国の一級行政区分は省，自治区，直轄市と 3つの種類があるが，以下，

「省，自治区，直轄市」をまとめて「省」と記載する。 

7) 内陸部の区画は山西省，内モンゴル自治区，吉林省，黒竜江省，安徽省，江西省，河南省，湖

北省，湖南省，広西チワン族自治区，重慶市，四川省，貴州省，雲南省，チベット自治区，陝

西省，甘粛省，青海省，寧夏回族自治区，新疆ウィグル自治区である（以下，自治区の区画は



主要な名称部分だけ書く。例，広西チワン族自治区は「広西」と記載する）。 

8) 国連貿易開発会議データベースより（https://unctad.org/en/pages/home.aspx）。 

9) 中国の FDIデータは 1980 年から提供されたが，1978 年と 1979 年のデータは実証分析の欠損値

の対処法を参考にして，STATA 統計分析ソフトの欠損値推定機能を用いて補足された。 

10) 中国の政府間移転支出制度とは，中央政府から地方政府へ，地方政府から下層政府への財政資

金移動。 税の返還，使途特定補助，一般的移転支出等の形式を含む。中央財政の地方財政に対

する返還や補助は中央移転支出と呼ばれる。 

11) 地域経済発展条件(local conditions):自然条件，人的資本，インフラ整備，投資環境など。 

12) 「地域傾斜発展戦略」の傾斜とは，中国語で「ある方に偏っている」と意味している。地域傾

斜発展戦略は，東沿岸部の開発・開放を主任務とした戦略である。 

13) 「西部大開発」10周年 その道程と展望。（http://www.peopleschina.com/zhuanti/2010-

10/22/content_305530.html）（最終アクセス日：2020 年 10月 27日）。 

14) 中国は約 2.2万キロメートルの国境線を持っており，国境を接している隣接国は世界で最も多

く，合計 14ヵ国ある。国境地区には遼寧省，吉林省，黒竜江省，内モンゴル，甘粛省，新疆，

西蔵，雲南省，広西などの 9つの省・自治区がある。 

15) 貿易データは各省，自治区，直轄市の各年統計年鑑より。 
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