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中国経済週報（2019.3.21～3.27） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．「中国発展ハイレベルフォーラム 2019」の開催       

●3月 23－25日、「中国発展ハイレベルフォーラム 2019」年次総会が北京の釣魚台賓

館で開催され、韓正・国務院副総理が挨拶を行った。中国各界の 180余名のほか、海外

から、ダイムラーCEO、IBM会長、BMW会長、ファイザー製薬 CEO、アップル CEO、ルー

米元財務長官、ラミーWTO元事務局長ら、国際組織、政財界、学会関係者約 140名が出

席。日本からは、中西宏明・日立製作所会長、小林健・三菱商事会長、隅修三・東京海

上日動火災保険相談役、飯嶋彰己・三井物産会長、佐藤康博・みずほフィナンシャルグ

ループ会長、古賀信行・野村ホールディングス会長、魚谷雅彦・資生堂社長が出席した。 

●今年は「開放拡大を堅持し、協力・ウィンウィンを促す」をテーマに、「安定と改革

を両立させるサプライサイド構造改革」、「積極的財政政策の新たな措置」、「金融業

開放と金融安定」、「グローバル経済の新たな枠組下の米中関係」などのテーマについ

て意見交換が行われた。 

●25日、李克強・国務院総理は、当フォーラムに出席した 100人余の海外代表と座談

会開催。その中で李総理は、「外商投資法」及び一連の具体的措置により、外資の合法

的権益保護を強化すること、知的財産権保護・強制技術移転を法により厳重に取り締ま

り、国際化、市場化、法治化のビジネス環境を築くこと等を表明した。 

２．「中国モバイル経済発展報告書 2019」が発表             

●20日、携帯通信事業者の業界団体「GSMアソシエーション」※１は、中国のモバイル経

済に関する初の報告書を発表。それによると、中国のモバイル業界の経済貢献は、2018

年 GDPの 5.5％に相当する 7,500億ドルに達しており、2018年末におけるユニークモバ

イルユーザー※2は 11.7 億人で、総人口の 82％に相当（欧州、米国についで第 3 位）。

モバイル接続全体に占めるスマートフォンでの接続件数は 69％で（韓国、米国、英国

についで第 4位）、2025年までに接続件数の 88％を占める見通し。 

（※１GSMアソシエーション：1995年に設立、約 800社の携帯電話事業者を中心に、220カ国から 1,000
社以上が参加している業界最大の団体。毎年 2月に欧州で開催される「Mobile World Congress」の
主催団体 ※2ユニークモバイルユーザー:モバイル端末を利用する個人を表すが、1人の個人が複数
の SIMや異なるデバイスから接続を行う場合、それぞれ異なるユーザーとしてカウントされる） 

３．中国が輸入ステンレス製品に対しアンチダンピングを仮認定      

●22 日、商務部は、日本、EU、韓国、インドネシアから輸入されるステンレスビレッ

ト、熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯に対し、アンチダンピング関税を課す仮決定を発

表した。これらにダンピング行為が存在し、ダンピングと国内産業の実質的損害に因果

関係があると仮判断したもの。各社のダンピングマージンに応じた保証金を 23 日から

税関で徴収する。 
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４．米中経済貿易関係                      

●21日、商務部は定例記者会見にて、3月 28－29日、ライトハイザー・米 USTR代表及

びムニューシン・米財務長官が訪中し、北京にて第 8回米中閣僚級通商協議を開催する

とともに、劉鶴・国務院副総理が 4月初旬に訪米し、ワシントンにおいて第 9回米中閣

僚級通商協議を開催すると発表した。 

●また、米大統領府は 23 日の声明で、劉鶴・国務院副総理率いる中国代表団は 4 月 3

日にワシントンを訪問し協議を行うと発表した。 

●なお、トランプ大統領は 20 日、記者会見にて、対中制裁関税措置を「かなり長い間

据え置くことを議論している」と述べ、中国側が合意内容を確実に実行するまで、関税

を維持する考えを示唆した。 

５．習近平主席がヨーロッパを公式訪問              

●21－26日、習近平・国家主席は今年初となるヨーロッパ公式訪問（イタリア・モナ

コ・フランス）を行った。彭麗媛夫人の他、丁薛祥・中央政治局委員、楊潔篪・中央政

治局委員、王毅・国務委員兼外相、何立峰・国家発展改革委員会主任が随行した。 

イタリア訪問（全てローマ） 

●21－23日、習主席はイタリアを公式訪問。コンテ・イタリア首相との会談（23日）

における習主席の主な発言は以下のとおり。（1）「一帯一路」構想とイタリアの「北部

港湾建設計画」、「イタリア投資計画」のマッチングを強化し、各分野での互恵協力を推

進 （2）エネルギー・金融・インフラ整備分野での第三国市場協力の共同推進 （3）中

国 EU投資協定締結交渉の加速 （4）「一帯一路」構想と EU発展戦略とのマッチングを

強化 （5）イタリア側に中国 EUの各分野の対話・協力を深化させる上で積極的役割を

希望 

●双方は会談後、全面的戦略パートナーシップ強化に関する共同コミュニケを発表。そ

の中で、（1）「一帯一路」建設の共同推進に関する了解覚書に署名 （2）中伊による第

三市場協力展開に関する了解覚書（2018年 9月署名）に基づき双方の企業の共同協力

機会を模索 （3）多国間主義の推進と保護主義に反対 （4）文化財保護の推進、などが

表明された。 

モナコ訪問 

●24日、習主席は中国国家主席として初めてモナコを訪問し、アルベール 2世・モナ

コ公殿下と会談し、同国による「一帯一路」共同建設への積極的な参加を歓迎するとと

もに、双方の環境保護協力を更に向上させることを希望する旨表明した。 
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フランス訪問 

●25日、習主席はニースでマクロン・仏大統領と会見した。習主席は、（1）中国の対

仏関係を重視する方針は変わらない （2）中仏共通の平和・発展・公平・正義の追求は

変わらない （3）中仏協力における互恵ウィンウィンは変わらない、と強調。また、「一

帯一路」共同建設と第三国協力事業の早期実施を促すこと、WTO改革、気候変動などの

重大問題で戦略的意思疎通と協調の強化を希望する旨述べた。 

●この会見後、両国元首の立ち会いの下、第三国市場協力など二国間協力文書が交換さ

れるともに、中国航空器材集団とエアバスとの間で同社制航空機 300 機（350 億ドル）

の購入契約が結ばれた。 

●26日、習主席は中仏グローバルガバナンスフォーラムの閉幕式（パリ）にて、マク

ロン大統領、メルケル・ドイツ首相、ユンカー・欧州委員会委員長と 4者会談を行った。

習主席は、（1）多国間主義を共に保護 （2）「一帯一路」イニシアティブと「欧州・ア

ジア連結戦略」のマッチング・第三国市場協力の推進 （3）中国・欧州双方の戦略的相

互信頼の増進、などを強調した。 

６．各種統計の公表                                      

●直接投資（対外・対中）～ 1-2月累計の対外直接投資は前年同期比6.9％減（20－21

日 商務部発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 中国の対外直接投資 

投資額(億ドル) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月 64.7 ＋7.5 ＋22.4 

1－2月 156.6 ▲6.9 1月比＋8.0 

 

 
 外資の対中直接投資 日本の対中直接投資 

投資額 

(億ドル) 

前年同期比 

(%) 

前月からの変化 

(pt) 

投資額 

(億ドル) 

前年同期比 

(%) 

前月からの変化 

(pt) 

2月 92.8 ＋3.3 ＋0.5 2.8 ＋21.7 ＋53.2 

1－2月 216.9 ＋3.0 1月比＋0.2 5.2 ▲10.3 1月比＋21.1 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□李克強・国務院総理は20日、国務院常務会議を招集し、「政府活動報告」の責任分担を確定し、年間目

標と任務を確実に達成するよう強調した。また、旅客運輸サービスを仕入れ控除の対象とする等、増値税

減税の付帯措置が明確化されたほか、国産抗HIV薬品への優遇税制など期限を迎えた租税優遇政策の延

長や、貧困救済寄付と環境汚染防止関連企業を税制面で優遇することが決定された。（3/21経済日報ｐ3） 

□李克強・国務院総理は 21日、視察先の財政部と税務総局で座談会を開き、大規模減税で企業の活力を

一層喚起することを強調した。（3/22経済日報ｐ2） 

□「中国発展ハイレベルフォーラム 2019」年次総会が 24－26日に北京で開催された。韓正・国務院副総理

は開幕式に出席し、「今後、輸入拡大、関税削減、通関の効率化、外資の参入許可の制限緩和、ネガ

ティブリストの減少、多くの分野における外資の独資経営の許可を通じて、世界一のビジネス環境

を構築していく」等の取組を強調した。また 25日、李克強総理は同フォーラムに参加した世界的企

業や国際組織の代表者らと座談会を開催した。（3/25人民日報ｐ1，中国政府網） 

 

2.財政 

□財政部によると、中国の 1－2月の地方政府債券の発行額は 7,821億元だった。（3/22経済日報ｐ6） 

□財政部と国家税務総局、税関総署は21日、「増値税改革の深化に関する政策の公告」を発布、製

造業など現在16％の税率が適用されている業種は13％に、10％となっている業種は９％にそれぞれ

増値税率を引き下げる等正式に発表した。4月1日から施行する。（3/21財政部HP） 

□劉昆・財政部長は24日、「中国発展ハイレベルフォーラム2019」にて、企業負担軽減策の一環と

して、失業保険と労災保険について保険料率を段階的に引き下げる考えを示した。（3/25新華社） 

 

3.金融・為替 

□国家外貨管理局によると、2月末時点の外貨準備高は 2018年末比 175億ドル増加した。また、1－2月の

銀行間外貨決済売却の差額の月平均赤字額は 15億ドルに達し、18年下半期の月平均赤字額より 87％縮

小した。（3/20人民日報ｐ10） 

□中国人民銀行によると、2019年 2月の中国債券市場の各種債券発行は 2兆 4,000億元だった。（3/21

国際商報ｐ1） 

□易綱・中国人民銀行総裁は 24日、「中国発展ハイレベルフォーラム 2019」にて、金融業の対外開

放拡大は避けられず、金融開放水準の向上が待たれる現在の局面を前にして、五つのことを考慮す

る必要があると述べた。（3/24新華社） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□商務部によると、1－2月、中国企業は 138か国・地域の 1,416社に対して直接投資（金融業を除く）を行

い、金額にして 156億 6,000万ドルだった。（3/22国際商報ｐ1） 

□商務部は 21日、中国企業の 1－2月の対外直接投資（金融業を除く）は、138か国・地域の 1,416社に対

して行われ、金額にして 156億 6,000万ドルだったと発表した。（3/22国際商報ｐ1） 

■商務部は 22日、日本、EU、韓国とインドネシア原産の輸入ステンレス製品に対し、ダンピングがあったと

の仮認定を下した。（3/25国際商報ｐ1） 

■商務部は23日、日本，米国から輸入のレゾルシノールについて、反ダンピング関税措置を５年間延
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長すると発表した。（3/2商務部HP） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□世界モバイル通信システム協会が発表した「中国モバイル経済発展報告 2019」によると、中国は世界最

大のモバイル通信市場になった。2018年末時点の中国のモバイル通信利用者は 12億人に達し、全人口の

82％を占めた。利用者一人は平均にして 1.3枚のＳＩＭカードを所有している。（3/21人民日報ｐ9） 

 

6.労働・社会保障 

□人力資源社会保障部は 20日、「2019年度の退職者年金の調整に関する通知」を公布し、2019年 1月 1

日より定年退職者の基本年金を 5％引き上げる方針を示した。（3/21経済日報ｐ5） 

 

7.科学技術・イノベーション 

□高解像度地球観測衛星「高分 5 号」と「6 号」が 21 日に正式に供用された。中国の地球観測レベルが大

幅に向上されるとみられる。（3/22経済日報ｐ1） 

 

8.主要国との経済関係 

□鍾山・商務部長は 19日、北京でデジュパサンド・イラン経済・財務相との共同議長で、中国・イラン経済貿

易協力合同委員会第 17回会議を主催した。鍾山部長は、イランは中国の重要な経済・貿易パートナーで

あり、中国は引き続き、イランの最大の貿易相手国及び最大の原油輸入国の地位を維持すると表明した。

（3/21国際商報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 21－23日、イタリアを国賓として公式訪問。22日、ローマでマッタレッラ・

イタリア大統領と会談を行った。両国元首は戦略的高みと長期的角度から、全面的戦略パートナー

シップの更なる発展を推進することで合意した。（3/22新華社） 

□習近平主席は 23日、ローマでコンテ・イタリア首相と会談した。習主席は、「一帯一路」構想と

イタリアの「北部港湾建設計画」等のマッチング及び中国 EU投資協定締結交渉の加速や「一帯一路」

と EU発展戦略とのマッチングにおいて、双方が意思疎通と協調を強化すべきと述べた。会談後、双

方は、「一帯一路」建設の共同推進に関する了解覚書の署名に立ち会った。（3/24人民日報 p1） 

□両国元首の立会の下、鐘山・商務部部長とディマイオ・イタリア経済発展部長は 23日、両国間の電子商

取引協力覚書に調印した。（3/25国際商報ｐ1） 

□習近平主席は 24日、モナコでモナコ公国元首のアルベール 2世公と会談し、両国間の環境保護協力を

更に向上させ、同国による「一帯一路」への積極的な参加を歓迎すると表明した。（3/25人民日報ｐ1） 

□習近平主席は 24日、フランスのニースでマクロン仏大統領と会見した。習主席は、「双方は原子

力、航空、航空宇宙などの伝統的分野での協力を深め、科学技術革新、農業、金融、老齢サービス

などの新興分野での協力のペースを加速させるべきであり、『一帯一路』第三国市場協力のモデル事

業を実施すべきである」等述べた。（3/26新華社） 

□22日、中国外交部は、李克強総理が 28日に 2019年ボアオ・アジア・フォーラム年次総会（会期：

3月 26日－29日）の開幕式に出席し、基調講演を行うと発表した。（中国外交部） 

 

※本紙の出典は『人民日報』、『経済日報』、『国際商報』、『中国経済時報』、『China Daily』他。 


