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はじめに
　中国の産業支援策は、米中の間に横たわる大き
な争点である。トランプ政権は、米国の優位性を
損ねる不当な手段とみなし、支援策の是正を求め
ている。一方、習近平政権は、ハイテクを中心と
する産業振興が国力強化に不可欠と考え、産業支
援策を継続するとみられる。
　このように重要な問題ではあるものの、中国の
中央・地方政府が企業にどの程度の資金的な支援
を行っているかなど、産業支援策の全容解明は進
んでいない。
　そこで本稿では、中国の公開資料を用いて制度

的な枠組みや規模といった産業支援策の実態を明
らかにする。

1．産業支援策の制度的枠組み
（1）補助金
　中国政府による資金面からの産業支援策は、 
①補助金、②税制上の優遇、③資金供給、の三つ
に大別できる。
　一つ目の補助金とは、国家予算から支出される
企業への給付金などを指し、産業振興と企業救済
を主な目的としている。
　産業振興補助金の代表例としては、「工業転型昇
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級資金」が挙げられる。この補助金は、中国政府
が策定した「中国製造 2025」に掲げられた次世代
情報技術や新素材といった重点業種の発展を後押
しするためのものである（図表 1）。同補助金の場
合、財政部と工業情報化部の 2 省庁が補助金給付
の対象を選定した後、地方政府の一般会計に資金
が移される。そして、資金を受け取った地方政府
が企業に補助金を給付する。また、中央企業 1 には、
中央政府が補助金を直接給付しているとみられる

（図表 2）。

　企業救済補助金の代表例としては、鉄鋼・石炭
産業の過剰設備の削減を支援するためのものが挙
げられる。この補助金では、中央政府が中央企業
や地方政府に対して年間削減目標を示し、奨励金
を給付する。削減が目標を上回った場合、超過度
合いに応じて奨励金が加算される。なお、中央政
府は、奨励金を給与・社会保険料の未払い解消、
企業内の配置転換などにも使うよう指導している。
　地方政府が企業に独自で給付する補助金のなか
には、経営難に陥った企業を救済する目的のもの
も含まれる。
　
（2）税制上の優遇
　二つ目の税制上の優遇は、産業振興を後押しす
る目的で実施されている。例えば、国が重点的に
支援するハイテク分野に該当し、従業員に占める
科学技術者の割合、研究開発費用の対売上高比な
どの条件を満たした企業は、ハイテク企業と認定
される。中国の企業所得税の税率は 25％だが、ハ
イテク企業には 15％の軽減税率が適用される。
　集積回路（IC）産業に関しては、ハイテク企業
としての税制優遇措置に加え、黒字計上後の一定
期間、企業所得税が減免される。2019 年 1 月には、
IC 製造設備の輸入関税を免除し、IC 産業に対する
税制面からの支援を手厚くした。
　企業の研究開発を奨励するための税制上の優遇
措置も講じている。具体的には、研究開発費を課
税前所得から控除する際、実際にかかった費用よ
りも多く上乗せすることを認めた。さらに、政府
は加算率の引き上げや範囲の拡大により、企業の
研究開発意欲を刺激しようとしている。

（3）資金供給
　三つ目の資金供給は、産業振興を目的に、予算
以外の経路で企業に資金を融通する手段である。
政府系ファンドの出資と国家開発銀行の金融支援
が主な手法として挙げられる。

1    中央企業とは、中央政府の監督管理下にある国有企業を指す。

重点業種 主な品目・プロジェクト

次世代情報技術 半導体、5G

高度なデジタル制御の
工作機械・ロボット 先端レベルの工作機械、ロボット

航空・宇宙 航空機、有人宇宙飛行

海洋エンジニアリン
グ・ハイテク船舶 同左

先端的鉄道設備 車両、基幹部品・設備、制御システム

省エネ・新エネルギー
自動車 省エネ・新エネ車、基幹部品、自動運転

電力設備 大型水力発電・原子力発電、送配電設備

農業用機材 高性能トラクター、農業用機械センサー

新素材 超電導材料、先端半導体材料

バイオ医薬・医療機器 重大疾病向け医薬、高性能医療機器

図表 1　中国製造 2025 の概要

出所：  国務院（中央政府）『中国製造2025』、各種報道を基に
日本総合研究所作成
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図表 2　  中国製造 2025 に関連した補助金制度
の仕組み

（注） 中国製造2025に関連した補助金の正式名称（総称）は、 
工業転型昇給資金。

出所：財政部・工業情報化部の通達を基に日本総合研究所作成
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　政府系ファンドは、政府から拠出された資金に
加え、政府以外からも資金を集めて組成されてお
り、集めた資金は企業やプロジェクトに出資され
る。中央・地方合わせて 1,000 を超える政府系ファ
ンドのうち、最も注目を集めているのが国家 IC
産業投資ファンドである。
　国家 IC 産業投資ファンドは、2014 年発表の「国
家集積回路産業発展推進要綱」において、半導体
産業を資金面から支援するファンドを設置すると
いう方針が示されたことを踏まえ、同年 9 月に設
立された。設立に際しては、中央政府や国有企業、
地方政府系の投資会社などが出資した（図表 3）。
同ファンドは、IC 関連企業への資金供給に特化し、
市場で調達した 1,387 億元を企業やプロジェクト
に出資した。そして、2019 年からは、資本金や調
達目標を大幅に増やした第 2 期が始動している。
　金融面からの産業振興では、国家開発銀行が重
要な役割を果たす。同行は近年、中国企業の海外
進出支援に注力しているが、政策銀行としての主
たる業務はインフラプロジェクト・産業への金融
支援である。2010 年代以降、同行は、重点分野と

して年間新規融資額を公表するなど、戦略的新興
産業 2 の発展にどれだけ貢献したかをアピールす
るようになった。

2．産業支援策の規模とその背景
　次に、有価証券報告書や政府系ファンドに関す
るレポートを用いて、三つの支援策の規模などを
確認する。支援策でハイテク産業を重視する背景
についても考察したい。

（1）支援の規模と変化
　まず、補助金に関しては、Wind 資訊がデータベー
ス化した上場企業の有価証券報告書（年報）を用
いて分析した。これによると、上場企業 3,850 社
への政府からの補助金は、2010 年以降増加が続き、
2018 年は過去最高の 1,577 億元に達した。2019
年は若干減少（1,371 億元）したものの、高水準
を維持している。
　業種別にみると、補助金給付の重点が企業救済
からハイテク産業振興へとシフトしつつあること
を指摘できる。2019 年の中国製造 2025 に関連す

2    戦略的新興産業とは、バイオや次世代情報技術関連など、中国が経済発展のけん引役と今後期待している産業を指す。

国家集成電路産業投資基金
（国家IC産業投資ファンド） 

財政部　工業情報化部

発起、360億元出資※1

国開金融有限責任公司※2、中国移動通信集団有限公司など8社

出資

発起、627.2億元出資 

華芯投資管理有限責任公司※3

企業、プロジェクト

投資家

募集

出資

管理

子ファンド

企業、プロジェクト

出資

出資 

管理

図表 3　国家 IC 産業投資ファンドの仕組み

※1．発起した企業や出資額は、第1期設立時点。
※2．国開金融有限責任公司は、国家開発銀行（政策銀行）100％出資の投資会社。
※3．華芯投資管理有限責任公司は、国開金融有限責任公司の子会社。

出所：国開金融有限責任公司ウェブサイト、各種報道を基に日本総合研究所作成
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る業種向けの補助金総額は 538 億元と、補助金全
体を上回るペース（遡

そ

及
きゅう

可能な 2007 年の実績対
比で、全体が 8.1 倍に対し、中国製造 2025 関連は
同 16.4 倍）で増加している（図表 4）。これに伴い、
中国製造 2025 関連が補助金に占める割合も 40％
近くまで上昇した。
　その中心は、自動車メーカーである。補助金給
付上位 10 社に複数社入るなど、自動車メーカー
向けの補助金は多く、全体の 10％弱を占める。米
中対立で注目を集める半導体製造企業向けは全体
の 3％にとどまるものの、2014 年以降、給付額が
大幅に増えた。同年発表の「国家集積回路産業発
展推進要綱」を機に、政府が半導体産業向けの振
興策を強化しているためである。
　半面、鉄鋼や石炭企業向けは、給付額、全体に
占める割合ともに頭打ちとなっている。
　税制上の優遇に関しても、Wind 資訊を用いて分
析した。上場企業への税還付・減免は少なく、
2019 年は 3 億元と、補助金の 1％にも満たない水
準にとどまっている。
　政府系ファンドに関しては、投中研究院 3 のレ
ポートを用いて分析した。同レポートによると、

2015 年に政府系ファンドの新規設立数およびその
総資産規模が急増し、翌 2016 年にピークを迎え
た（図表 5）。2017 年以降、設立数の鈍化が続い
ているものの、ファンドが実際に投資を始めるの
は設立から数年を要するため、投資が本格化する
のはこれからであろう。政府系ファンドの投資対
象は、製造業から教育、金融まで広範囲に及ぶが、
ロボットや素材といった習政権が育成したい産業
が重点とされている。
　国家開発銀行も、ハイテク産業を重視するよう
になっている。年次報告書によると、2013 年から

3    投中研究院は、投中信息というプライベートエクイティ投資ファンド会社の調査部門。
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図表 4　補助金のハイテク産業シフト

（注）1．  2020年4月末時点で上海あるいは深圳の株式市場に上場している企業から重複分を引いた
3,850社。

2．  中国製造2025関連は、主力事業・製品が中国製造2025関連とみなした上場企業を指す。
出所：Wind資訊を基に日本総合研究所作成
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図表 5　政府系ファンド（新規設立）の状況

（注）1．2012年は、同年までの累計。
2．2019年は、6月末時点。
3．資産規模は、子ファンドを含まない本体ベース。

出所：投中研究院「2019中国政府引導基金専題報告」
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2016 年にかけて、同行の戦略的新興産業向け新規
融資額は 2,000 億元台にとどまっていたが、バイ
オや IC 関連企業などへの融資が相次ぎ、2017 年
と 2018 年は 2 年連続で同融資額が 3,000 億元を
超えた（図表 6）。本稿執筆時点では未発表だが、
国家発展改革委員会との間で結んだ覚書（2016 年
〜 2020 年の 5 年間で計 1 兆 5,000 億元以上の融
資を実施）から、2019 年の同融資額は 2,500 億元
以上と推測される。これに伴い、融資残高に占め
る戦略的新興産業の割合も上昇し、2018 年には
10.1％と、過去最高を記録した。

（2）ハイテク振興を重視する背景
　習政権がハイテク分野の産業振興に特に力を入
れる背景には、成長持続のための新しいエンジン
が求められていることがある。2000 年代に入って
からの高成長は、資本投入（投資）4 が主導した。
しかし、リーマン・ショック後の大規模な景気対
策を境に、資本効率 5 は低下している。そのため、
投資を大幅に増やしても成長率の押し上げにはほ
とんど寄与しないうえ、企業・政府の債務拡大と
いった副作用を引き起こす。また、生産年齢人口

（15 〜 64 歳）は 2010 年代の半ば以降に減少に転
じており、労働投入量の増加が成長エンジンにな
ることはない。
　一方、技術進歩の成長に対する寄与率は、資本

投入や労働投入と比べて底堅く推移しており、政
策による押し上げ効果が期待できる。これらを踏
まえ、習政権は技術進歩を新しい成長エンジンと
位置付け、ハイテクを中心に産業構造の高度化に
取り組んでいる。
　習政権が打ち出した長期国家戦略では、2035 年
までに経済・科学技術力で世界上位、2050 年まで
に経済や科学技術、軍事力を含む総合国力と国際
的な影響力で中国を世界一の強国に押し上げるこ
とを目指している。この目標の達成には、世界最
高レベルのハイテクが不可欠なのである。

3．	成果と副作用から想定される産業支援策の
先行き

　以下では、中国の産業支援策の成果と副作用を
整理する。そのうえで、習政権が今後どのような
支援策を進めていくのか展望する。

（1）企業の発展を後押し
　産業支援策の成果としてまず挙げられるのは、
設備投資や研究開発に必要な資金の確保である。
先端設備の導入や新製品の研究開発には莫

ばくだい

大な費
用がかかり、企業がその資金を調達することは次
第に難しくなっている。こうした状況において、
中国の半導体産業や一部のハイテク企業は、政府
の資金的な支援を得て大規模な設備投資や研究開
発を実施し、目覚ましい成長を遂げた。
　半導体産業に対しては、前述した補助金に加え、
国家 IC 産業投資ファンドや国家開発銀行からも
多額の資金が供給されている。特に手厚い支援を
受けているのは、紫光集団有限公司（紫光集団）
と中芯国際集成電路製造有限公司（SMIC）の 2
社である。
　紫光集団は、国家 IC 産業投資ファンドや国家
開発銀行から調達した資金で内外の同業他社の買
収を積極的に進めるとともに、中国各地に工場を
建設した。一連の取り組みは、傘下の長江存儲科

4    経済成長を資本投入、労働投入、技術進歩に分類。
5    投資率（GDP に占める総資本形成の割合）を実質 GDP 成長率で除した限界資本係数が大きいほど、資本効率は低下する。

2,417 2,182 
2,530 2,368 

3,443 3,663 
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図表 6　  国家開発銀行による戦略的新興産業向け
新規融資額の推移

（注）  2018年は、年次報告書に記載なく、同行ウェブサイトに掲載された
頭取の報告が根拠。

出所：  国家開発銀行年次報告書、各種報道などを基に日本総合研究所作成
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技有限責任公司による先端記憶媒体の量産開始な
ど、一定の成果をあげている。同社が中国最大級
の半導体企業グループへと成長できたのは、政府
の強力な支援があったからといえる。
　SMIC は、主に国家 IC 産業投資ファンドから資
金面の支援を受け、イタリアの同業他社 L ファウ
ンドリーの買収や大規模な設備投資を進めた。
2020 年 5 月にも政府系ファンドから出資を受け入
れ、ウエハー生産能力の増強に充てた。こうした
支援が SMIC を「中国で最大規模かつ最先端技術
を誇る」6 半導体受託生産企業へと押し上げたの
である。
　通信機器では、華為技術有限公司（ファーウェイ）
と中興通訊株式有限公司（ZTE）の世界トップレ
ベルの 2 社に対して、国家開発銀行が海外プロ
ジェクトを対象とする金融支援を行った。ZTE は
国有企業なので当然といえるが、非上場の民間企
業であるファーウェイにも支援が行われ、それぞ
れの業績拡大に寄与した。

（2）二つの副作用
　一方、米国の警戒心を高めたことは、産業支援
策の副作用といえる。米国は、①過剰生産品の輸出、
②半導体等の重要技術の不公正な手段での入手、
③入手したハイテクの軍事転用、を中国政府が政
府系ファンドや補助金などを通じて支援している
とみなすようになり、中国の台頭を阻止する観点
から、産業支援策の是正を迫っている。
　支援を受けた企業による過剰生産も、副作用の
一つに挙げられる。過剰生産問題は、鉄鋼や石炭
といった業種に限られると考えがちだが、ハイテ
ク製造業でも同じことが起こる可能性がある。実
際、新エネルギー自動車では、補助金による過剰
生産懸念が出始め、政府は 2019 年に補助金給付
基準を引き上げ、生産を抑えようとした。補助金
目当てで安全性に問題のある新エネルギー自動車
が大量に造られたことも問題視されている。

（3）産業支援策は継続される見込み
　世界一の強国の実現に不可欠と位置付けている
こと、これまでの成果を勘案すると、習政権は産
業支援策を継続する可能性が高い。
　その場合、米国側の是正要求は厳しさを増し、
ファーウェイなど、中国のハイテク企業への制裁
も強まるであろう。一方、中国は 2019 年以降、
政府活動報告（施政方針演説）で中国製造 2025
というワードを使わないなど、米国を過度に刺激
しないよう一定の配慮はしているものの、米国の
要求に応じて産業支援策を見直すことは考えにく
い。米国が批判した国家 IC 産業投資ファンドや
中国製造 2025 関連の政府系ファンドの第 2 期募
集を 2019 年に始めたことは、産業支援策を継続
する意向であることの根拠として挙げられる。

おわりに
　2020 年に入り、新型コロナウイルスが中国で大
流行した。習政権は感染拡大防止策として工場の
操業停止や移動制限等を行ったことで拡大は抑え
込んだものの、経済は急速に悪化した。こうした
状況を受け、企業の救済に重点を置いた減税が相
次いで実施されている。
　もっとも、2020 年 5 月の全国人民代表大会（国
会に相当）では、製造業の高度化を推進する方針
が政府から示された。新型コロナショックからの
経済の立て直しにめどがつけば、習政権はハイテ
ク振興重視の姿勢を鮮明にして、産業支援策を進
めるとみられる。
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