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本日の内容

1. 中国統計情報の基本的な調査方法（15分）

2. 事前解題の解説（25分）

3. 課題演習・発表（30分・25分）

4. 課題の解説（25分）
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1.中国統計情報の基本的な調査方法
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一次資料を探すことを推奨

信頼できる情報を入手するため（情報の出所）

国際機関のDBや日本語で入手できる情報の限界

データの更新が比較的早い

→公的機関の統計情報で、インターネット上で入手できるも
のについて紹介。
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基本的な調査の流れ
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①言葉の調査

（意味・中国語）
②全国総合統計

③地域別統計/分野
別統計

④図書/論文/調査
レポート/その他の
インターネット情

報など



中国統計情報の所在（資料形態）

冊子体 （中国統計年鑑等）

Web （中国統計年鑑等、国家数据のDB等）

※それぞれに入手できるデータの項目、期間が
異なる場合がある。
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中国統計情報の所在（WEB）

国家統計局HP

地方政府統計局HP（北京市、上海市、広州市等）

政府各部門HP（教育部、商務部、海関総署等）

※英語版が用意されていることも多いが、参照できるデータ
や項目数、年次等が異なる場合があるので注意。 7



中国統計情報の所在（WEB地域別統計データ）
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調査するサイト 入手可能な統計データ

国家統計局
国家数据

出版物（統計年鑑、統計公報） 全国データ、省別データ

年度数据 全国データ

地区数据 分省年度数据 省別データ

地区数据 主要城市年度数据 主要都市データ（直轄市+省都+α）

各省別統計サイト（統計年鑑、統計公報） 省別データ、省以下の行政レベルのデータ

各省以下の行政レベルの統計サイト（統計年鑑、統計公報） 省以下の行政レベルのデータ

年別データ

省別年データ

主要都市別年
データ



最初に調べるサイト
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〇中華人民共和国国家統計局
http://www.stats.gov.cn/
・調査の起点として便利
・省政府統計局へのアクセスが便利

〇国家数据
http://data.stats.gov.cn/
・統計データの検索はここで行う
・政府各省庁統計データへのアクセスが便利

国家統計局が作成した
データベースサイト

http://www.stats.gov.cn/
http://data.stats.gov.cn/


覚えておくと便利な中国語の語彙
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统计（統計） 数据（データ）

年鉴（年鑑）

查询（照会、検索）

出版物，出版品（出版物）

※オンラインの辞書では
「北辞郎」が便利
http://www.ctrans.org/
index.php



2.事前課題の解説
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事前課題

中国の以下2都市における中間層の平均可処分所得を調査してく
ださい。

A.北京市（2017年）

B.広州市（2017年）
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事前課題

統計データは、「定義」により複数の回答があり得る。

統計局のデータでも、どこから入手するかによってデータは異
なる場合がある。

→複数の資料にあたる（できれば）

→数値の調査だけでは済まない場合もある。
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事前課題（回答例）

A.北京市（2017年）

全市居民人均可支配收入（中等收入户）53,023元

情報源：北京市統計局HP 北京統計年鑑2018

B.広州市（2017年）

城市居民人均全年收支情况 可支配收入（中等收入户）54,694.87元

农村居民人均全年收支情况 可支配收入（中等收入户）23,056.80元

情報源：広州市統計局HP 広州統計年鑑2018年
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※「中間層」という言葉での記載はなかったため、可
処分所得額順に並べたデータを20%の割合で5等
分した、中間部分のデータ（中等収入戸）を回答
とした。
※北京市は市住民全体のデータのみ、広州市は
都市部（城市）と農村部（農村）ごとのデータの
み入手可。

住民1人当たり可処分所得（中間レベル収入世帯）

農村部住民1人当たり年間収支状況

都市部住民1人当たり年間収支状況



①言葉の調査

「中間層」の検索結果

＊中层

＊夹层

＊中间阶层

日本語検索
を選択

15北辞郎：
http://www.ctrans.org/index.php



①言葉の調査

「可処分所得」の検索結果

＊税后收入

＊可支配所得

＊可支配收入

＊人均可支配收入

16北辞郎：
http://www.ctrans.org/index.php



①言葉の調査

北京市

直轄市、最高位の都市であり、省と同格の一級行政区画

広州市

広東省に位置する副省級市で、広東省人民政府が置かれる省都
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情報源：ウィキペディア「北京市」および「直轄市」の項目

情報源：ウィキペディア「広州市」の項目



中国統計情報の所在（WEB地域別統計データ）
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調査するサイト 入手可能な統計データ

国家統計局
国家数据

出版物（統計年鑑、公報） 全国データ、省別データ

年度数据 全国データ

地区数据 分省年度数据 省別データ

地区数据 主要城市年度数据 主要都市データ（直轄市+省都+α）

各省別統計サイト（統計年鑑、公報） 省別データ、省以下の行政レベルのデータ

各省以下の行政レベルの統計サイト（統計年鑑、公報） 省以下の行政レベルのデータ

北京

広州

広州

北京

北京

北京

広州



中国統計情報の所在（WEB地域別統計データ）
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調査するサイト 入手可能な統計データ

国家統計局
国家数据

出版物（統計年鑑、公報） 全国データ、省別データ

年度数据 全国データ

地区数据 分省年度数据 省別データ

地区数据 主要城市年度数据 主要都市データ（直轄市+省都+α）

各省別統計サイト（統計年鑑、公報） 省別データ、省以下の行政レベルのデータ

各省以下の行政レベルの統計サイト（統計年鑑、公報） 省以下の行政レベルのデータ

北京

広州

広州

北京

北京

北京

広州



②総合統計

「统计数据（統計データ）」→「数据
查询（データ検索）」

20
中国国家統計局：
http://www.stats.gov.cn/



②総合統計 出版物
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※中国統計年鑑などの出版物
の場合、2018年版に2017年
のデータが記載されている。

※英語ページで英語版も閲覧
可能（ただし更新のタイミングに
ずれがある）。

※中国統計年鑑の日本語訳
はJSTのウェブサイトで参照可
能（1年前のものまで）。
https://spc.jst.go.jp/statistics/st

atictisc_index.html

中国国家統計局 国家数据：http://data.stats.gov.cn/

https://spc.jst.go.jp/statistics/statictisc_index.html


②総合統計 出版物
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6-2 全国住民の可処分所
得を5等分に分けた際の一人

当たり平均可処分所得

中国国家統計局 国家数据：
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm



②総合統計 出版物
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6-7 地域住民別1人当
たり可処分所得

中国国家統計局 国家数据：
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm



②総合統計 出版物（統計公報）
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中国国家統計局 国家数据：
http://data.stats.gov.cn/publis
h.htm?sort=1



②総合統計 出版物（統計公報）

25

2018年国民経済と社会発展統計公報

中国国家統計局 国家数据：
http://www.stats.gov.cn/tjsj/z
xfb/201902/t20190228_1651
265.html



中国統計情報の所在（WEB地域別統計データ）
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調査するサイト 入手可能な統計データ

国家統計局
国家数据

出版物（統計年鑑、公報） 全国データ、省別データ

年度数据 全国データ

地区数据 分省年度数据 省別データ

地区数据 主要城市年度数据 主要都市データ（直轄市+省都+α）

各省別統計サイト（統計年鑑、公報） 省別データ、省以下の行政レベルのデータ

各省以下の行政レベルの統計サイト（統計年鑑、公報） 省以下の行政レベルのデータ

北京

広州

広州

北京

北京

北京

広州



②総合統計
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分省（省別）なので、広州市の
データはない。また、北京市のデー
タも回答にはつながらない。省別年データ

地域データ

広東省

中国国家統計局 国家数据：http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103



②総合統計
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調査するサイト 入手可能な統計データ

国家統計局
国家数据

出版物（統計年鑑、公報） 全国データ、省別データ

年度数据 全国データ

地区数据 分省年度数据 省別データ

地区数据 主要城市年度数据 主要都市データ（直轄市+省都+α）

各省別統計サイト（統計年鑑、公報） 省別データ、省以下の行政レベルのデータ

各省以下の行政レベルの統計サイト（統計年鑑、公報） 省以下の行政レベルのデータ

北京

広州

広州

北京

北京

北京

広州



②総合統計
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「主要都市年度数据」では、北
京市と広州市のデータはあるが、
該当の項目がない。

主要都市年別データ

中国国家統計局 国家数据：
http://data.stats.gov.cn/easyq
uery.htm?cn=E0105



②総合統計

検索窓から検索も可能だが、キーワードとそれほど一致しなくても検索結果を表示してしまうので要注意。
30

中国国家統計局 国家数据：http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0105



③地域別統計
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調査するサイト 入手可能な統計データ

国家統計局
国家数据

出版物（統計年鑑、公報） 全国データ、省別データ

年度数据 全国データ

地区数据 分省年度数据 省別データ

地区数据 主要城市年度数据 主要都市データ（直轄市+省都+α）

各省別統計サイト（統計年鑑、公報） 省別データ、省以下の行政レベルのデータ

各省以下の行政レベルの統計サイト（統計年鑑、公報）省以下の行政レベルのデータ

北京

広州

広州

北京

北京

北京

広州



③地域別統計
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サイトリンク

地方統計サイト

中国国家統計局：
http://www.stats.gov.cn/



③地域別統計
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Google：
https://www.google.com/



③地域別統計

34Google：
https://www.google.com/

上海人民政府：
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw

2319/nw18462/index.html

上海市統計局：http://tjj.sh.gov.cn/html/sjfb/tjnj/



③地域別統計 北京市 例1
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北京市統計局：
http://tjj.beijing.gov.cn/



③地域別統計 北京市 例１
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北京市統計局：http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj/



③地域別統計 北京市 例１
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5-4 市住民1人当たり
可処分所得（収入レ
ベル別）

北京市統計局：
http://tjj.beijing
.gov.cn/nj/main
/2018-
tjnj/zk/indexch.
htm



③地域別統計 北京市 例１
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概要説明

主要統計指標解説

「五等分組」とは一人当たり可処分所得を金額順に並べ、
…（省略）5組に分けたもの。各組は、全世帯数の20％

可処分所得の説明

北京市統計局：
http://tjj.beijing
.gov.cn/nj/main
/2018-
tjnj/zk/indexch.
htm



③地域別統計 北京市 例２
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北京市統計局：http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj/



③地域別統計 北京市 例２
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公表日時

「发布日期（公表日時）」の日
付をクリックすると、ファイルがダウ
ンロードできる。

北京市統計局：
http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj/ndtjzl/2018ndtjzl
_6949/rmsh_6688/201902/t20190220_4171
04.html



③地域別統計 北京市 例3（参加者の方の回答）
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「统计年鉴」ではなく、
「月/季度数据」から
「居民收支」を選択。

月/四半期データ

住民支出入

北京市統計局：
http://tjj.beijing.gov.cn/



③地域別統計 北京市 例3（参加者の方の回答）
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住民1人当たり可
処分所得状況

北京市統計局：
http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj/yjdsj/jmsz/2018/



③地域別統計 北京市 例3（参加者の方の回答）
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全体の平均と、最上位20%の平
均と、最下位20%の平均がわかっ
ているので、「中間層」を「その間の
60％」と推測して、それぞれの値を
算出。

全体：49,320.67元
都市部：54,734元
農村部：22,387.67元

北京市統計局：
http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj/yjdsj/jm
sz/2018/



中国統計情報の所在（WEB地域別統計データ）
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調査するサイト 入手可能な統計データ

国家統計局
国家数据

出版物（統計年鑑、公報） 全国データ、省別データ

年度数据 全国データ

地区数据 分省年度数据 省別データ

地区数据 主要城市年度数据 主要都市データ（直轄市+省都+α）

各省別統計サイト（統計年鑑、公報） 省別データ、省以下の行政レベルのデータ

各省以下の行政レベルの統計サイト（統計年鑑、公報）省以下の行政レベルのデータ

北京

広州

広州

北京

北京

北京

広州



③地域別統計 広州市
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サイトリンク

地方統計サイト

中国国家統計局：
http://www.stats.gov.cn/



③地域別統計 広州市
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「統計数据」からデータを参
照しても該当するデータはな
いので、ここから広州市の統
計局HPへ移動

広東統計信息網：
http://stats.gd.gov.cn/



③地域別統計 広州市
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広州市統計局：
http://www.gzstats.gov.cn/



③地域別統計 広州市
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マクロ経済データ照会

広州市統計局：
http://www.gzstats.gov.cn
/gzstats/tjsj/201903/14f9
dcbeef7345369d9ba3718e
54f29a.shtml



③地域別統計 広州市
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広州市統計局：
http://210.72.4.58/portal/
queryInfo/statisticsYearboo
k/index



③地域別統計 広州市
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全体の平均値しか
記載されていない。

広州市統計局：
http://210.72.4.58/portal/queryInfo
/statisticsYearbook/index



③地域別統計 広州市
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広州市統計局：
http://210.72.4.58/portal/queryInfo
/statisticsYearbook/index



③地域別統計 広州市
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広州市統計局：http://210.72.4.58/portal/queryInfo/statisticsYearbook/index



③地域別統計 広州市

53

広州市統計局：http://210.72.4.58/portal/queryInfo/statisticsYearbook/index



③地域別統計 広州市
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広州市統計局：
http://210.72.4.58/portal/queryInfo
/statisticsYearbook/index



③地域別統計 広州市

55広州市統計局：http://210.72.4.58/portal/queryInfo/statisticsYearbook/index



①言葉の調査 追加

「中間層」は「中等收入户」のことでよいか？

→国家統計局では、 「中等收入户」を中間層とは定義していない。
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①言葉の調査 追加

c.f.可処分所得

→「個人所得の総額から直接税や社会保険料などを差し引いた残
りの部分で、個人が自由に処分できる所得。」

出典：デジタル大辞泉（小学館）
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①言葉の調査
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『専門分野によってそのイメージにかなりの乖離が生じうる
非常に曖昧な言葉』
三浦有史「中国の中間層をどのように捉えるべきか - 開発経済学の視点から-」 2015

中間層の定義 出典

1 いわゆるホワイトカラー層 『新社会学辞典』有斐閣.1993

2 世帯可処分所得が5001ドル以上35000ドル以下 通商白書 2009年版

3 五分位統計における第3五分位の所得階層に属する人 郭芳『中国農村地域における高齢者福祉サービス』2015

4 被調査者の収入の中央値以上の人 梁玉成、張海東「北京、上海、広州社会中間階層調査報告」、

『2016年中国社会形勢分析与予測』2015



①言葉の調査

「定義5」における2013年の北京市と広州市の中間層の年収

A.北京市 256,016元 (約384万240円）

B.広州市 170,037元（約255万555円）

出典：梁玉成・张海东（2015)「北京，上海，广州社会中间阶层调查报告」（李培林・陈光金・
张翼主编『中国社会形势分析与预测 2016年』社会科学文献出版社 189-240ページ）
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