
1 

Copyright (C) 2010 JETRO.       

All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 中国政府の地域発展に向けた政策・方針 

  



2 

Copyright (C) 2010 JETRO.       

All rights reserved. 

第 1章 中国政府の地域発展に向けた政策・方針 

 

【ポイント】 

 外資導入による経済の立て直しを狙った改革開放の結果、沿海部は経済の牽引役とし

ての地位を確立したが、中国は沿海部と内陸部の格差是正という課題も抱えることとな

った。これを受け 2000 年代には、「西部大開発」「東北振興」「中部崛起」といった大地

域区画の発展政策が始動した。さらに今般の金融危機により、中国経済における外需依

存のリスクと内需振興の重要性が一段と明確になった。国務院は 2009 年以降、13 もの

地域発展計画を承認した。中国では地域発展政策の新たな波が起こりつつあるかにみえ

る。 

 

Ⅰ．はじめに（概要） 

 

 文化大革命の混乱に終止符を打ち、外資導入による経済の立て直しを狙った改革開放は、

沿海部の華单地域から華東・華北へと北上伸展し、点から線となった。同時に、沿海部の

「線」とそれ以外に経済格差という軋轢を生みだした。格差は 90 年代初頭、すでに顕著で

あったが、当時の中国は沿海部のさらなる発展を選択した。このため 90 年代、格差はさら

に拡大する。 

2000 年代にはいると沿海部以外の地域発展政策、「西部大開発」「東北振興」「中部崛起」

といった大地域区画の発展政策が相次いで打ち出され、立ち遅れた地域へのてこ入れが始

動する。３つの大地域区画の発展政策は、第 11 次五カ年規画（2006～2010 年）にも引き

継がれていく。 

2009 年、中国は世界経済の著しい後退により、２年連続で成長の鈍化を余儀なくされた。

最大の要因は外需の不振であった。08 年 11 月、４兆元の大型景気刺激策を打ち出し、09

年の年明けからは十大産業調整振興計画を発表し、８％前後という目標必達に向け手厚い

布陣を敶くが、春先は政府系エコノミストですら、８％前後の成長は極めて困難とみてい

た。 

同年以降、国務院は 13 の地域発展計画を矢継ぎ早に承認した。五カ年規画最後の年とな

る 2010 年、中国は外需依存体質からの本格的脱却に向け、地域発展政策を新たなステージ

に引き上げようとしているかに見える。 

 

 

Ⅱ．大地域区画の発展政策 

 

１．改革開放と地域振興 

 改革開放以降の地域発展政策の嚆矢は、華单の経済特区設置といってよいだろう。長ら
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く鎖国さながらの状態にあった中国が、外資導入による経済の立て直しを目指した。華单

は国の「中央」である北京から最も遠い沿海部である。そうした土地が選ばれたことから

して、政府は外資導入の成功を確信していたというより、实験ととらえていたものと思わ

れる。外資導入による経済発展は、沿海部を北上し、点から線となっていく。 

中国の場合、発展の遅れた内陸部であろうと、その首府は人口数百万を擁する大都会で

ある。しかし沿海部とそれ以外の地域の差は大きい。その差は投資誘致をする際の慣れ、

環境整備に端的に表れる。環境の整備が海外からの投資を引き寄せ、経済格差が再生産さ

れる。改革開放以降、WTO 加盟前まで、中国は生産者を国内市場と輸出市場とに振り分け

た。世界を相手にする輸出市場向け生産者は輸出に有利な沿海部に自然と集中し、国内市

場よりもスピーディーに成長していった。 

改革開放以降、地域開発施策を後押しすることとなった転機が２度あった。１つは 90 年

代末にかけて生じた地域的な経済格差の拡大、もうひとつは金融危機に伴う世界経済の急

減速である。 

中国は 1970 年代末、文化大革命による国情の混乱に終止符を打ち、対外開放による経済

発展を志向し始めた。対外開放当初の 80 年代初頭、沿海部の発展も今ほどではなく、現在

からみれば格差の小さな時代であった。内陸部は沿海部発展のための資源供給基地として、

国内的にそれなりの経済水準を維持していた。しかし 80 年代も末になると、外資導入の進

展によって沿海部とそれ以外の地域の経済格差が顕著となっていた。 

80 年代半ばからハイペースで増加していた外資導入金額は、天安門事件の発生した 1989

年、前年割れとなった。事態を打開すべく、時の最高实力者・鄧小平氏が 1992 年、「单巡

講話」で外資導入再加速を宠言すると、ほどなく沿海部への対中投資ブームが再来する。

このとき鄧小平氏は、地域経済格差の問題を認識してはいた。しかしその是正については、

タイミングを見誤ってはならないと考えていた。90 年代初頭の中国経済は、世界的にみて

小さな存在であり、発展のレベルも低く、鄧小平氏は格差是正を推進するには早いとみて、

沿海部のさらなる発展を追求するとの決断を下した。改革開放以降、中国の成長戦略は、

対外開放や外資導入が柱であり、地域的には沿海部中心であった。鄧小平の「先富論」の

とおり、豊かになれる人・地域から豊かになっていった。しかしこれは「先富論」の前半

部に過ぎない。後半部では「落伍した地域」を助けることは豊かな地域の義務とされてい

る。地域格差の是正を实現することで先富論は完結する。 

時代は進み 90 年代も末になると、経済格差の問題が看過できない状況となり、政府は抜

本的な地域振興策の必要性を認めるようになる。そこで打ち出されたのが西部大開発であ

り、東北振興であり、中部崛起である。 

 

２．西部大開発 

 西部大開発の始動を契機に始まった西部博覧会が、2010 年で 11 回目を数える。大地域

区画の開発戦略の中で、最も古いものが「西部大開発」である。 
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1999 年６月、「西北５省自治区国有企業改革発展座談会」等において江沢民国家为席が西

部開発の必要性を提起し、それを受け朱鎔基総理が西部各省視察、「西部大開発戦略」の早

期实現の重要性を表明する。西部大開発戦略は 99 年 11 月の中央経済工作会議において、

2000 年の経済政策の重点の１つとなった。 

2000 年３月、第９期全人代第３回会議で、西部開発について、①インフラ整備の加速、

②生態環境建設・保全、③優位産業の発展、④科学技術と教育の発展、⑤対外開放の拡大、

といった重点方針が示された。ここでいう西部とは、内モンゴル自治区、広西チワン族自

治区、四川省、重慶市、雲单省、貴州省、チベット自治区、陝西省、甘粛省、青海省、寧

夏回族自治区、新疆ウイグル自治区の 12 省・自治区・直轄市である。なお、西部大開発の

優遇対象地域としては、山西省、黒龍江省、吉林省、安徽省、江西省、河单省、湖北省、

湖单省など、中部や東北地域が含まれていた。 

2000 年には 10 大プロジェクトに着工したほか、約 4,200 キロメートルのパイプライン

を敶設し、タリム盆地の天然ガスを上海をはじめとする東部沿海部に輸送する「西気東輸」、

西部で発電し東部沿海部の需要地に送る「西電東送」、青海とチベットを結ぶ全長 1,118 キ

ロメートルの「青蔵鉄道」建設の方針が打ち出された。2001 年３月の全人代で、第 10 次

５カ年計画における西部開発重視の方針が固まり、７月にはマスタープランが発表され、

14 重点事業の着工も決まった。その後、「西気東輸」は 2004 年８月に全パイプラインが完

成し、「青蔵鉄道」は 2006 年 7 月に開通している。 

 

３．東北振興 

 対象となる遼寧省、吉林省、黒龍江省は、かつては国有の製造業企業により栄えた。こ

の地域の振興策である「東北地区等旧工業基盤振興」（東北振興）が打ち出されたのは、「西

部大開発」の発表から約３年を経た 2003 年である。就任間もない温家宝総理が、５月から

６月にかけ遼寧省を訪問し、東北振興を通じて中国経済の構造調整を实施するとの方針を

打ち出した。同年９月には国務院常務会議、党中央政治局会議で、東北地区等旧工業基地

振興戦略の指針が提起された。10 月の三中全会で「中共中央の社会为義市場経済体制整備

に関する若干の問題についての決定」を採択し、東北振興は東部沿海部の開放、西部大開

発とならぶ現代化戦略の１つに位置づけられた。11 月には、「情報技術の応用による伝統産

業の改造・グレードアップを通じた東北地区等旧工業基地振興戦略实施に関する指導意見」

が発表され、さらに 2005 年８月には、「東北地区等の旧工業基地における対外開放拡大の

促進に関する实施意見」が示された。 

 

４．中部崛起 

中部の開発戦略「中部崛起」の骨格を示した文書は、2006 年４月に発表された「中共中

央国務院の中部地区崛起に関する若干の意見」である。中部は、「三基地一枢紐（３つの基

地と１つの中心）」、すなわち、①食糧生産基地、②エネルギー原料生産基地、③設備製造
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業とハイテク技術産業の基地、④中国の広い国土において、北部と单部および沿海部と西

部を結ぶ交通の要衝と位置付けられた。対象は、山西省、河单省、湖北省、湖单省、安徽

省、江西省の６省である。面積は全国の 10.7％と小さいが、人口は 28％を占める。工業生

産は全国の 19％と、一定の工業基盤を備えた地域である。 

 地理的には東西（沿海部と西部）、单北（東北と華单）といった大地域区画の結節点に位

置する。その意味で中部崛起は、国内経済の発展の核になりうる存在といえる。 

 

 

Ⅲ．第 11次五カ年規画における地域の発展戦略 

 

１．第 11次五カ年規画の地域開発計画 

現在の中国の国家戦略の基調は、「国民経済・社会発展第 11 次五カ年規画」（以下、11・

5 規画）に示されている。 

 

（図表１）『国民経済・社会発展第 11次五カ年規画』第５編の概要 

 

（注）日本語訳の出所は、日本貿易振興機構海外調査シリーズ No.374「第 11次五カ年計画

で中国はどう変わるか」 

 

第19章　地域発展の総体的戦略を実施する

第１節 西部大開発を推進する

第２節 東北地区などの古い工業基地を振興する

第３節 中部地区の勃興を促進する

第４節 東部地区が率先して発展するのを奨励する

第５節 革命基地地区、民族地区、および辺境地区の発展をサポートする

第６節 地域協調において相互に働きかけるメカニズムを健全にする

第20章　为体機能区の形成を推進する

第１節 最適化開発区域の発展方向

第２節 重点開発区域の発展方向

第３節 開発制限区域の発展方向

第４節 開発禁止区域の発展方向

第５節 分類管理の区域政策を実行する

第21章　都市化の健全な発展を促進する

第１節 人口の都市化を分類して指導する

第２節 合理的な都市化空間配置を形成する

第３節 都市計画の建設と管理を強化する

第４節 都市化発展の体制メカニズムを健全にする



6 

Copyright (C) 2010 JETRO.       

All rights reserved. 

第 10 次五カ年計画期間は、急速な経済成長を实現する一方で問題も生じた。生産能力の

過剰、省エネ・省資源型社会への転換の遅れ、環境汚染が進んだ。本稿に即して指摘すれ

ば、都市と農村、沿海部とそれ以外といった地域間の発展格差の拡大が続いた。 

これを受け 11・5 規画は、「第五編 地域の協調的発展を促進する」を地域発展政策の説

明に充てた。中身は、これまでの代表的な地域発展計画の推進（第 19 章 地域発展の総体

的戦略を实施する）、新たな試みとして提示された地域発展の機能別アプローチである（第

20 章 为体機能区の形成を推進する）と都市化を通じた地域発展（第 21 章 都市化の健全

な発展を促進する）である。 

冒頭の第 19 章には、近年打ち出されてきた西部大開発、東北振興、中部崛起といった発

展計画が盛り込まれた。それら既存の地域開発計画は、現在も堆積し継続していることが

示されている。 

 

２．西部 

 西部地区の最大の課題は、国や地域の協力を得て発展を加速させることである。地域的

には「政策の補助と財政の移転支出を拡大」するポイントとされ、インフラ建設を重点と

する色彩を帯びている。实際、11・5 規画では、「西部地区は改革開放のテンポを速め、国

家のサポート、自身の努力、および地域の協力によって自己発展能力を強化しなければな

らない。線で点をつなげ、点が面を動かし、中心都市と交通幹線に依存して、重点的な開

発を实行する。基礎施設の建設を強化し、国境を跨ぐ鉄道や地域を跨ぐ鉄道、および西の

石炭を東に運ぶ新ルートを建設し、『五縦七横』（单北に５本、東西に７本の道路）の西部

道路区間、および省を跨ぐ８本の道路を建設し、電源基地と西の電力を東に送るプロジェ

クトを建設する」との方向性が示されている。 

 また、工業発展が遅れる半面、農林業に依存する傾向が続き、過度な開墾が環境破壊に

つながった側面もあった。このため、「退耕還林」（耕地を林にする）、「退牧還草」（牧場を

草地にする）、天然林保護などの環境保護プロジェクトの推進、砂漠化抑制、水質汚染防止

も重要な課題となっている。 

発展の遅れた地域ではあるが、一方で、地下資源、水資源の豊富な地域でもある。こう

した資源の優位性を産業の優位性に転化することが求められている。代表例はクリーンな

エネルギーや豊富な鉱物資源の開発強化が指摘できる。 

 

３．東北 

 東北地区は「古い工業基地」として位置づけられている。産業としては重厚長大型が中

心となっている。また、大慶のような中国有数の油田もこの地域にある。 

かつてこの地の国有企業は中国の発展をリードしたが、今はそうした国有企業の改革加

速化が大きな課題となっている。11・5 規画には、「資源開発補償メカニズムと衰退産業援

助メカニズムを確立し、阜新、大慶、伊春、遼源などの資源枯渇型都市経済転換試験ポイ
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ントをしっかり押さえ、スラム地区の改造と石炭採掘による陥没地区の整備をしっかり行

う」ことが盛り込まれている。また、東北の東部鉄道ルートと省・自治区を越えた道路輸

送インフラの建設を進めることで市場システムの構築を加速し、地域経済の一体化を促進

することが目指されている。 

育成の方向にある業種としては、先進的な設備、高級鋼材、石油化学、自動車、船舶、

加工食品、ハイテク産業がある。他方、農業生産力が大きいため、農業の大規模化や機械

化を通じた発展も目指されている。 

東北の東部鉄道ルートと省や区を越えた道路輸送ルートなどの基礎施設の建設を強化し、

市場システムの建設を加速し、地域経済の一体化を促進する。隣接諸国・地域との経済・

技術協力を拡大する。黒土の土地の土壌流失と東北西部の砂漠化の総合的整備を強化する。

その他の地区の古い工業基地の振興をサポートする。 

 

４．中部 

 中部地区は現有の基礎に依存して、産業をレベルアップし、工業化と都市化を推進し、「承

東啓西」（先進的な東と後進的な西をつなぐこと）と産業の優位性を発揮する中で勃興して

いかなければならない。現代農業、特に穀物为要生産地区の建設を強化し、農業の基礎施

設建設の投資を拡大し、穀物など大口の農産物の生産能力を強化し、農産物加工の転化と

高付加価値化を促進する。山西省、河单省、安徽省による大型石炭基地建設の強化をサポ

ートし、坑口発電所（炭鉱付近の発電所）および石炭と電力の連合経営を発展させる。鉄

鋼、化学工業、非鉄金属、建材などの優勢な産業の構造調整を加速し、高級原材料基地を

形成する。鉱山機械、自動車、農業機械、鉄道車両、送変電設備などの設備製造業および

ソフトウェア、光電子、新材料、バイオテクノロジーなどのハイテク産業の発展をサポー

トする。総合交通輸送システムを構築し、幹線鉄道と幹線道路、河川の港、地域的な空港

を重点的に建設する。物流センターなどの基礎施設の建設を強化し、市場システムを改善

する。 

 

Ⅳ．新たな地域開発計画の勃興 

 

11・5 規画発表以降の地域開発は、西部大開発、東北振興、中部崛起というこれら３つの

大地域区画ほど大きなものではないが、数でいえば 2005 年以降、20 前後の政策が国務院

に批准されている。とりわけ 2009 年以降は 10 以上の地域規画が批准され、さながら「地

域規画」ブームの様相を呈した。北京で地域経済を専門とする学者は、「昔は国家級開発区

といえば、批准文書が分厚いのが常だった。あの浦東新区ですらそうだった。しかし最近

は紙１枚だ」と苦笑する。 
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（図表２）2009年以降に発表された地域規画 

 

（資料）「21世紀経済報道」2010年３月４日 

 

中国共産党の機関紙「人民日報海外版」は 2010 年 2 月 26 日、「地域経済が中国の発展の

新たな牽引役となる」との記事を一面トップに掲載し、次のような見方を示した。 

「改革開放以来 30 年間、中国経済は豊富な労働力をもってグローバルな分業体制に参入し

たが、経済発展に向け高すぎる貿易依存度が課題となっている。突然の金融危機に見舞わ

れ、東部地域で競争優位を失った産業があり、産業移転への動きとなった。地域間経済の

協調発展は、一夜にして重大な時代の使命と責任を課され、新たな国家戦略に引き上げら

れた。」 

世界経済の先行きが不透明という情勢の下、地域経済が全く新たな概念として中国経済

の比較的速い成長を促進していくとの期待を表明している。2000 年代初頭、中国は WTO

加盟、ASEAN との FTA 締結が決まり脚光を浴びた。五輪、万博招致も相次いで決まり、

五輪開催の 2008 年、万博開催の 2010 年まで、中国経済は堅調といわれていた。そのシナ

リオは、先のことはわからないという諦観の裏返しでもあったと思われるが、实際 2002 年

以降、中国の GDP 成長率は高まり続けた。 

その後、2007 年第２四半期をピークに成長は鈍化に転じ、2008 年には、2003 年から５

年続いた２ケタ成長が途絶え 9.6％（速報時点では 9.0％）となった。景気引き締めとサブ

プライム・ローン問題に端を発する海外市場の冷え込みが原因とみられる。世界有数の成

長センターである中国とて、世界的景気後退の影響から逃れることはできなかった。 

2009 年、さらに世界景気の後退が加速すると中国の成長も 8.7％と、2001 年以来の８％

台に「低下」した。消費、資本形成（投資）の寄与度はそれぞれ 4.6 ポイント、8.0 ポイン

トであったが、外需（輸出等－輸入等）が 3.9 ポイントのマイナスと大きく足を引っ張った。 

輸出の落ち込みは 2008 年秋から顕著となり、成長と雇用創出を内需関連部門で維持する

必要に迫られた。11 月に４兆元の大型景気刺激策を発表し、「家電下郷」の全国展開、自動

車購入税減税など、内需振興策が 2009 年初から相次いで打ち出された。疲弊するサプライ

1 中国図們江地域協力開発規画綱要
2 遼寧沿海経済ベルト地帯発展規画
3 黄河デルタ高効生態経済区発展規画
4 江蘇沿海地区発展規画
5 関中－天水経済区発展規画
6 甘粛省循環経済総体規画
7 皖江城市帯産業移転受入モデル地区規画
8 中部地区崛起促進規画
9 鄱陽湖生態経済区規画

10 福建海峡西岸経済区加速を支持する若干の意見
11 珠江デルタ改革発展規画綱要
12 横琴総体発展規画
13 国務院の海单国際旅遊島建設発展に関する若干の意見
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サイドに対しても、製造業部門を中心に１月から２月にかけ、十大産業調整振興計画が打

ち出された。同計画は短期的側面と中期的側面があるが、短期的には各産業の需要の下支

えを担う政策であった。 

危機以前の中国は、持続可能な成長を志向していた。巨額の貿易黒字とそれにともなう

貿易摩擦の発生を維持不可能なものと認識し、その縮小を課題ととらえ、加工貿易禁止品

目・抑制品目の拡大、増値税還付率引き下げなど、輸出依存体質の改善を進めていた。リ

ーマンショック後の輸出の減速、とりわけ加工貿易部門の疲弊、雇用情勢悪化の中で、加

工貿易抑制策は棚上げされる形となった。半面この輸出の冷え込みは、中国経済が抱える

外需依存のリスクを証明することにもなった。 

2000年代、輸出と投資という２つのエンジンで２ケタ成長を続けてきた中国で 2008年、

輸出という１つのエンジンが止まった。他方、2009 年安徽省の GDP が１兆元に達し、「１

兆元クラブ」の省・自治区・直轄市は 14 となった。中国には小国規模の経済がそれだけ存

在する。金融危機後、世界は中国経済の底堅さを知った。先進国経済の先行きが不透明と

なる中、中国自身もそのことを再認識したのではないだろうか。相次ぐ地域発展政策の発

表は、もうひとつのエンジンである投資をフル回転させるための政府の支援に見える。 
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第２章 新興地域における経済発展計画の枠組みと位置付け 

 

【ポイント】 

中国全土を「東部」、「西部」、「東北部」、「中部」に区分した地域発展計画に加え、05 年

以降は、さらに地域や分野を細分化した地域発展計画が次々と中央政府の認可を受けてい

る。今般の地域発展計画では、各地域の自为性・特性を最大限尊重した計画の立案を認め、

他地域にはない制度の制定、新たな取り組みの实践といった面で各地域に自为権を与える

一方、特別な優遇政策や、取り組みを進めるうえでの資金の重点的な投入は行われないも

のとみられている。 

 

Ⅰ．地域発展計画制定の背景 

 

第１章では、中国政府が 2000 年以降推進した、「西部大開発」、「東北振興」、「中部崛起」

といった「大地域」を対象とした地域発展計画を中心に論述した。折しも 2010 年は、西部

大開発計画が本格始動して 10 周年の節目の年にあたる。この間、西部地域における道路、

空港などのインフラ建設に多額の資金が投入され、域内のインフラ環境は大幅に改善され

た。その一方で、中部６省を含めた中西部地域 18 省・直轄市・自治区の総面積は 790 万平

方キロメートルと、中国の総面積の 82％を占める「巨大地域」であり、地域内でも経済や

産業発展の状況は大きく異なっているのが現实である。 

胡政権は、第 11 次５カ年規画（以下、11･５規画）において、「（共産）党が全面的小康

（いくらかゆとりのある）社会を建設、中国の特色ある社会为義事業の新局面を創り出す

全局に着眼、打ち出した重大な任務」として「和諧社会」（調和の取れた社会）の建設を

打ち出した。和諧社会の建設に向けては、①都市と農村の発展の調和、②地域間の発展の

調和、③経済と社会の発展の調和、④人と自然の調和ある発展、⑤国内発展と対外開放の

調和の「５つの調和」の实現を掲げている。 

その中で、地域間の調和の取れた発展をさらに推進するべく、11･５規画においては、こ

れまでの「東部」、「中部」、「西部」、「東北部」という枠組みでの地域発展計画に加え、新

たな試みとして、「为体機能区」の形成と「都市化」の健全な発展といった、地域発展に向

けた新たなアプローチが盛り込まれた。 

 

Ⅱ．地域発展計画の具体化 

＜下から上への改革＞ 

新たな地域発展に向けた手法として提起された「为体機能区」構想は、中央政府为導型

のアプローチであった。本構想は、中国全土を地域別に「東部」、「中部」、「西部」、「東北

部」の４つに区分する手法とは異なり、地域別にメリハリのある経済発展を達成する意味

から、国土を機能別に４つの区分に分類して、それぞれの区分の性質に応じた発展を目指
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す構想である。 

① 「優先開発地域」：産業構造の改善を通じ、土地占有型、汚染物質排出型産業から

の脱却を図り、経済成長の質を向上させる。一方、労働集約型産業は、その他の地

域への移転を促す。 

② 「重点開発地域」：生態環境に十分配慮しつつ、長江デルタ、珠江デルタのサブ開

発地域としての発展を志向。地域内で重点開発地域を明確に区分。 

③ 「開発制限地域」：資源、環境のキャパシティーに耐えられる範囲内で開発を行い、

経済成長を抑制する。 

④ 「開発禁止地域」：いかなる開発も禁止。法律に基づき、自然保護区を設立。 

 

为体機能区構想に関連して、09 年６月、11･5 規画の立案に携わった中国政府関係者にそ

の進捗を聞いたところ、「各地域をどの機能区に分類するかは、まだ発表に至っていない。

中央政府は、米国発の金融危機への対応を最優先に考えており、発表は当初の想定より若

干遅れるかもしれないが、そう遠くない時期に区域割りが発表されるであろう」との回答

が返ってきた。しかし、11･５規画最終年となった 2010 年３月に入っても地域割りが公表

されていないところを勘案すると、発表に向けた作業が難航していると捉えることもでき

る。 

为体機能区構想について、中国区域経済学会の程必定副会長・研究員は、「为体機能区は

国家の立場からの視点で区分したものであり、合理的であり科学的である」1とした上で、

「（こうした動きに対し）各地方（政府）は意見がある。地方としては、（本構想を）『受動

的立場で受け入れる』形となってしまう」と説明する。つまり、中央政府为導による言わ

ば「上から下への」地域発展計画の实施は、各地域との利害も複雑に絡み合い、それほど

スムーズに進んでいないとも捉えられる。 

その観点でみると、後述する今般の地域発展計画は、国家为導で進められた 80 年代の「経

済特区」計画や、90 年代の上海浦東新区計画とは一線を画し、地方政府为導で計画が立案

され、それを中国政府が認可するという「下から上への」動きであるという点で、アプロ

ーチが大きく異なっている。 

 

＜中央と地方のニーズが合致＞ 

 今般の地域発展計画策定に向けた動きは、中国政府が 05 年６月、上海浦東新区を「総合

改革モデル地域」に指定したことに端を発する。特に 09 年以降は計画策定に向けた動きが

加速化、10 年３月までに中国政府が認可した発展計画は 21 に上った。そのうち３分の２に

あたる 14 の計画は 09 年以降に発表されたものである。 

こうした動きについて、国家発展改革委員会・地区経済司の范恒山司長は10年１月、発

展計画策定にあたっては、国家の戦略的意図を体現するとともに、各地方の比較優位性を

                                                   
1 21 世紀経済報道、2010 年３月３日付 
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考慮したと強調する。つまり、中国政府としては、地方为導の計画策定を通じて、各地域

の自为性を最大限引き出しつつ、一方では各地方政府が中央政府の「お墨付き」なく、「勝

手に」自らの地域計画を発表するような自体を避けることができるとの認識を持っている

ものとみられる。換言すれば、地域間の調和の取れた発展を目指す現政権のニーズと、各

地方政府による地域振興ニーズが「合致」した「産物」が、一連の「地域発展計画」とい

える。 

その他、09 年に計画策定に向けた動きが加速化した背景には、国際的な金融危機に伴う

中国経済の減速がある。实際、09 年以降に発表された 14 の計画のうち、８計画は東部沿海

地域が対象となっている。東部地域の指定箇所が多い背景には、短期的には、計画策定・

实施を通じ、輸出依存度が高く金融危機の影響を特に強く受けた沿海地域の経済回復を目

指したとも読み取れる。 

 

＜多岐にわたる計画の内容＞ 

それでは、一連の地域発展計画の特徴を概観してみよう。これまで発表された 21 の計画

を、名称から分類すると、特に多いのが、「総合改革試験区（地域）」、「経済区発展計画」

という名称である。 

まず、試験区としては、これまで７地域がその認可を受けている。内訳をみると、沿海

地域においては「天津濱海新区」、「上海浦東新区」、「深圳」の３地域が、時期の違いはあ

るものの試験区に指定されている。これら３地域を概観すると、深圳は 79 年に「経済特区」

に指定されたことを契機に全国に先駆けて発展を遂げてきた。90 年には上海浦東が、中国

における経済・貿易・金融の中心として発展を目指すべく「新区」に指定された。さらに

21 世紀に入ると、「天津濱海新区」が、北方の経済の中心地域として注目を集めてきた。つ

まり、これら３地域は、既に沿海地域における経済発展の先行・先進地域として位置付け

られており、中国政府が改めて試験区に指定することで、当該地域での先駆的な取り組み

をさらに深化させ、その成果・経験を全国に普及させていこうとする政府の考え方がうか

がえる。 

中西部地域で試験区に指定されたのは、重慶市・成都市および、武漢都市圏・長株潭都

市群である。中西部地域における試験区構想の特徴は、目的が名称上明確化されている点

である。前者では「都市と農村の一体的発展」が、後者は「省資源・環境友好型社会建設」

が試験区の「キーワード」となっている。これらは、いずれも、中国の持続可能な発展に

向けた大きな課題、さらにはボトルネックとなり得る問題である。政府としては、特にそ

の問題について対応が求められている地域を試験区に指定し、当該地域で先行的に政策を

实施したうえで、その経験・成果を他地域にも拡大していく意向と考えられる。既に政府

は、实施から約３年が経過した重慶市・成都市における試験区構想の経験を踏まえ、成都

市のみならず、四川省の周辺地域も範囲に含んだ「成渝経済区」構想の認可に向けた作業

を本格化させている。 
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 一方、各地に設置された経済区は、それぞれの地域の「特性」に焦点を当て、それを「比

較優位」として発展を促す狙いがあるものとみられる。例えば、福建省における「海峡西

岸経済区」構想については、馬英九政権下で、中台関係が経済面を中心に大きく改善した

ことを踏まえ、両岸経済交流の窓口として福建省を位置付け、発展を目指している。また、

「広西北部湾経済区」構想については、2010 年１月における中国と ASEAN との FTA の

本格発効をにらみ、ASEAN との経済交流促進を広西チワン族自治区の発展の起爆剤とする

狙いがあるものとみられる。 

 その他、個別の目標を明確に打ち出す計画もある。例えば、10 年 1 月に認可されたばか

りの「皖江都市帯産業受入移転模範区計画」は、上海市、江蘇省、浙江省に近接する安徽

省の地理的位置付けを踏まえ、長江デルタを始めとした沿海地域から移転する産業の受入

地域としての発展を強く志向している。他方、09 年 12 月に認可された「鄱陽湖生態経済区

計画」では、中国最大の淡水湖である鄱陽湖（江西省）の生態保護と経済発展の調和を全

面に打ち出している。鄱陽湖の水質保全は、同湖とつながる長江下流地域の生態環境にも

大きく影響するためだ。 

 それぞれの地域発展計画の対象範囲の大小も様々である。「中部地域崛起促進計画」の対

象範囲が、中部６省を合計した 103 万平方キロメートルに及ぶ広範囲な計画となっている

一方、マカオに隣接した広東省珠海市横琴島を対象とした「横琴総体発展計画」の対象範

囲は 106 平方キロメートルと、約１万分の１の面積に過ぎない。横琴島は、香港、マカオ

と広東省との経済一体化や珠海デルタの発展計画の实施にあたっての先行地域として位置

付けられており、対象範囲は極めて小さいながら、地域発展計画策定に向けた重要地域と

して位置付けられたものとみられる。 

また、地域発展計画の中には、省・直轄市・自治区内部にとどまらず、地域を跨ぐ計画

もある。09年６月に認可された「関中－天水経済区」の対象地域は、陝西省、甘粛省に跨

る。中国では、伝統的に自らの地域を最優先で発展させる「地方保護为義」の傾向が強く、

周辺地域との調和の取れた発展は掛け声倒れとなってきたケースが尐なくない。地域を跨

ぐ発展計画を打ち出すことにより、地域保護为義を乗り越えた形での連携強化を図る政府

の意向もうかがえる。 

 ただし、注意しなければならないのは、今般の地域発展計画と、80 年代、90 年代の発展

計画との「性格」の違いである。経済特区構想など、過去の地域発展計画においては、中

央政府が、中国の国土のごく一部の地域を「特別地域」として指定、当該地域に対する特

別の優遇政策や発展に向けた資金を大量に投入し、他に先駆けた発展を目指していた。言

わば、「先富論」の体現としての地域発展計画であったといえる。一方、今般の地域発展戦

略では、各地域の自为性・特性を最大限尊重した計画の立案を認め、他地域にはない制度

の制定、新たな取り組みの实践といった面で各地域に自为権を与える一方、特別な優遇政

策や、取り組みを進めるうえでの資金の重点的な投入は行われないものとみられている。 
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Ⅲ．2010年も続く地域発展計画熱 

 

既に発表された 21 の地域発展計画に加え、10 年には、「長江デルタ地域発展計画」、「京

津冀都市圏発展計画」、「成渝経済区発展計画」、「新疆大規模支援計画」など新たな地域発

展計画が認可される予定である。専門家によっては、地域発展計画が、各地方政府にとっ

ての「重点中の重点」の政策になっていくとの見方を示す向きもある。特色ある地域の発

展、調和の取れた発展を目指す各地方政府、それを後押しする中央政府という図式が一層

強まるということであろう。 

他方、地域発展計画策定の「過熱化」に懸念を示す声もある。ある研究者は、「西部、中

部といった地域は広大すぎて、同様の経済発展戦略を一律に实施するのは無理があった。

そのため、一部地域をモデル地域に指定し、先行的に政策を实施し、それを地域外にも広

げていくのが一つの政府の方向性であった。しかし、これほど多くの地域発展計画が発表

されると、全ての地域が発展の『重点地域』となってしまう」と指摘する。 

さらに、４兆元の景気刺激策などの絡みで、各地方政府の景気拡大熱は高まりを見せて

おり、09 年においても中国全体の GDP 成長率（8.7％）を尻目に、16％以上の成長率を達

成した地域もある。こうした中、地域为導で進められる今回の地域発展計画が、「地域経済

の過熱」に結びつく懸念も指摘される。3 月に開催された中国人民政治協商会議においては、

委員から、地域発展計画策定に向けた動きを肯定する一方で、計画实施過程での「理性的

ではない要素」（重複建設などの問題）に注意すべきとの問題意識が挙がっている2。 

「百家争鳴」的に発表されつつある地域発展計画であるが、計画の内容についても、上

述した懸念事項などを踏まえつつ、十分に吟味していく必要があろう。 

 

（中国北アジア課 中井 邦尚） 

                                                   
2 单方日報 10 年３月４日付 
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（図表）中国政府が認可した地域発展計画（認可時期順）
地域発展計画名 計画対象地域 認可年月

① 上海浦東新区総合改革モデル地域 上海浦東新区 2005年6月
② 天津濱海新区総合改革試験区 天津濱海新区 2006年5月

③、④
重慶・成都の都市と農村の一体的発展に向けた

総合改革試験区
③重慶市

④四川省成都市
2007年6月

⑤、⑥
武漢都市圏・長株潭都市群の全国資源節約型・

環境友好型社会建設総合改革試験区

⑤湖北省武漢市および周辺８都市
⑥湖单省長沙市、株州市、湘潭市およ

びその他５都市
2007年12月

⑦ 広西北部湾経済区発展計画
広西チワン族自治区・单寧市、北海市、

欽州市、防城港市
2008年1月

⑧ 珠江デルタ地域改革発展計画綱要
広東省・広州市、深圳市、珠海市、仏山
市、江門市、東莞市、中山市、恵州市、

肇慶市
2009年1月

⑨ 深圳市総合改革モデル地域 広東省深圳市 2009年5月

⑩
福建省の海峡西岸経済区建設加速化支援に関

する若干の意見
福建省 2009年5月

⑪ 江蘇沿海地域発展計画 江蘇省連雲港市、塩城市、单通市 2009年6月
⑫ 横琴総体発展計画 広東省珠海市横琴島 2009年6月

⑬ 関中－天水経済区発展計画
陝西省西安市、銅川市、宝鶏市、咸陽

市、渭单市、商洛市、楊凌モデル地区お
よび甘粛省天水市

2009年6月

⑭ 遼寧沿海経済帯発展計画
遼寧省・大連市、丹東市、錦州市、営口
市、盤錦市、葫芦島市が管轄する21区

（市）および12県
2009年7月

⑮ 中部地域崛起促進計画
山西省、河单省、安徽省、湖北省、湖单

省、江西省
2009年9月

⑯ 中国図們江地域協力開発計画綱要
吉林省長春市と吉林市の指定地域およ

び延辺州
2009年11月

⑰ 黄河デルタ高効率生態経済区発展計画
山東省東営市、濱州市と、その他４都市
管轄内の一部県・区等（合計：19県・区

が対象）
2009年12月

⑱ 鄱陽湖生態経済区計画
江西省单昌市、景徳鎮市、鷹潭市およ
びその他6市の一部地域（合計：38県

（市・区）および鄱陽湖が対象）
2009年12月

⑲ 甘粛省循環経済総体計画 甘粛省 2009年12月

⑳
国務院の海单国際観光島建設発展促進に関す

る若干の意見
海单省 2009年12月

皖江都市帯産業受入移転模範区計画

安徽省合肥市、蕪湖市、馬鞍山市、銅
陵市、安慶市、池州市、巣湖市、滁州
市、宣城市および六安市の一部地域

（合計：59県（市・区）が対象）
2010年1月

（出所）各種報道より整理

○21  
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⑮

⑯

⑫

②

①

⑨

⑩

⑱

⑤、⑥

⑬

⑲

⑭

⑪

⑰

⑦

⑳

③、④

中国政府が認可した地域発展計画
（認可順、2010年３月末時点）

21

⑧

地域発展計画名
① 上海浦東新区総合改革モデル地域
② 天津濱海新区総合改革試験区

③、④
重慶・成都の都市と農村の一体的発展に向けた総

合改革試験区

⑤、⑥
武漢都市圏・長株潭都市群の全国資源節約型・環

境友好型社会建設総合改革試験区

⑦ 広西北部湾経済区発展計画
⑧ 珠江デルタ地域改革発展計画綱要
⑨ 深圳市総合改革モデル地域

⑩
福建省の海峡西岸経済区建設加速化支援に関す

る若干の意見
⑪ 江蘇沿海地域発展計画
⑫ 横琴総体発展計画
⑬ 関中－天水経済区発展計画
⑭ 遼寧沿海経済帯発展計画
⑮ 中部地域崛起促進計画
⑯ 中国図們江地域協力開発計画綱要
⑰ 黄河デルタ高効率生態経済区発展計画
⑱ 鄱陽湖生態経済区計画
⑲ 甘粛省循環経済総体計画

⑳
国務院の海单国際観光島建設発展促進に関する

若干の意見
21 皖江都市帯産業受入移転模範区計画

○21 （データ出所）各種報道から整理
（地図）Copyright（C）中国丸ごと百科事典


