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中国経済週報（2019.5.9～5.15） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．米中経済貿易関係                         

第 11回米中閣僚級経済貿易協議が開催 

●9-10日、米中両国はワシントンにて、第 11 回米中閣僚級経済貿易協議（中国側：劉

鶴・国務院副総理他、米側：ライトハイザー通商代表、ムニューシン財務長官他出席）

を開催。 

●第 11 回米中閣僚級経済貿易協議の終了後、劉鶴・国務院副総理は訪問先のワシント

ンにて、中国メディアの合同インタビューに応じ、「現在の特別な情勢の下で、理性的

に、率直誠実に米国側と意見交換することを望んでいる」、「追加関税は問題解決の方法

ではなく、中米双方にとって不利」、「自分が今回来たことで、圧力に耐え、中国の最大

の誠意を示した」等述べた。 

米が新たな追加関税措置を発動 

●ワシントン時間 10日午前 0時１分、トランプ米政権は、米中閣僚級経済貿易協議が

行われている中、「米中間の合意は近かったが中国側が再交渉を始めた」（トランプ大

統領）として、2,000億米ドル相当の中国からの輸入品に対する追加関税率を 10％から

25％に引き上げる措置を発動。これに対し、中国商務部は「遺憾であり、必要な対抗措

置を取らざるを得ない。第 11回米中閣僚級貿易協議が行われている中、共に解決策を

探る努力をしていきたい」との報道官談話を発表した。 

●また、13日、米 USTR は HPにおいて、3,000 億ドル相当の中国からの輸入品（3,805

品目）に対して新たに最大 25％の追加関税を課すことを検討する旨発表。今後のスケ

ジュールとして、6月 17 日に公聴会を開催し、公聴会終了から７日後まで反論コメン

トを受け付ける旨併せて発表。 

中国が米国の追加関税に対応する措置を発表 

●13日、国務院関税税則委員会は、6月1日午前0時（北京時間）から、既に実施してい

る約600億ドル相当の米国からの輸入品に課している追加関税率の大部分を引き上げ、

それぞれ25％（2,493税目）、20％（1,078税目）、10％（974税目）の追加関税を実施

する旨発表（なお、これまで5％の追加関税を徴収していた595税目の商品については引

き続き5％の追加関税を徴収。）。 

米商務省が中国企業をエンティティリストに追加 

●13日、米商務省産業安全保障局（BIS）は、イランとの取引のために米国製品を調達

しようとした等の理由により、米国輸出管理規則に基づくエンティティリスト（米国の

安全保障または外交政策の利益に反して行動すると判断された企業のリスト。米国製品

の輸出制限措置を受ける）に、中国の 6社（台州中浮新材料科技、天高科技、宇力達科

技等）を追加したと発表した。 
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２．中共中央政治局会議が開催                 

●13日、中共中央政治局会議が開催された。会議では､今年 6月から全党でトップダウ

ンによる「初心を忘れず、使命を胸に刻む」をテーマとする教育を 2 回に分けて実施す

ることを決定したほか、「長江デルタ地域一体化発展計画要綱」の審議が行われた。習

近平・中共中央総書記が会議を主宰した。 

●「長江デルタ地域一体化発展計画要綱」の審議では、次の点が強調された。 

①長江デルタ地域一体化発展の国家戦略への昇華は，党中央の重大な政策配置であるこ

と 

②重点分野の一体化建設を一層推進し、イノベーションを強化し、サプライチェーンの

水準を向上すること 

③「計画要綱」で確定した各任務を細分化して実施することで責任主体を明確化するこ

と 

④上海、江蘇、浙江、安徽が一体化意識を強め、各分野の相互協力を強化すること 

３．中古車自動車関連                                  

中古車の輸出に向けた作業が開始 

●商務部、公安部、税関総署は 6日、中古車輸出専門会議を開催し、中古車輸出に向け

た作業が正式に開始された。最初の輸出業務は、北京市、上海市、浙江省等の 10 の省・

直轄市が担う。 

●中国の中古車取引量（1,382 万台）は新車販売数(2,808 台)の半分に及ばない（2018

年時点）。一方、先進国の中古車取引量と新車販売数の比率は 2:1 となっている他、中

古車輸出量は中古車取引量全体の 10％前後と見られる。このため、今後、中国の中古

車輸出市場の拡大が見込まれる。 

「廃棄自動車車両回収管理弁法」が公布 

●6日、国務院は「廃棄自動車車両回収管理弁法」を公布(今年 6月 1 日施行)。同弁法

は四輪車や二輪車の廃車回収・再利用について定めており、解体された廃棄自動車の「5

大コア部品（エンジン、ステアリングシステム等）」のうち、再製造の条件を満たすも

のについては再利用を可能とした。同弁法の公布に伴い、2001年 6月 16日に公布した

「廃棄自動車回収管理弁法」は廃止される。 

●この他、同弁法では、廃棄自動車の解体過程で環境汚染を起こさないこと、地方政府

による回収業者の管理義務等を定めている。 

 

 

 



3 

 

４．G20 新潟農業大臣会合が開催                

●11日－12日、G20新潟農業大臣会合が開催された。𠮷川農林水産大臣等は、G20新潟

農業大臣会合（34か国の国・機関の代表が参加）に出席したほか、9 日－12日にかけ

て、G20新潟農業大臣会合参加各国・機関の閣僚等と二国間会談等を行った。𠮷川大臣

は、韓農業農村部長を始めとした各国閣僚との二国間会談において、今後の輸出促進や

震災復興に向け、東日本大震災に関連する輸入規制の撤廃・緩和要請や動植物検疫関係

での輸出解禁要請などを行った。 

●G20農業大臣会合では、「農業・食品分野の持続可能性に向けて－新たな課題とグッ

ドプラクティス」をテーマに、人づくりと新技術、フードバリューチェーン等について、

閣僚間で意見交換を実施し、「2019年 G20新潟農業大臣宣言」を採択した。 

５．北京大興国際空港にて初の試験飛行が実施                             

●13日、北京大興国際空港(9月 30日迄に開港予定)にて、航空会社の旅客機による初

の離着陸試験が実施された。今回、離着陸試験に参加したのは、中国国際航空(B747-8)、

中国東方航空(A350)、中国南方航空(A380)、厦門航空(B787-9)の 4社。 

●なお、北京大興国際空港の利用者数は、2022 年までに延べ 4500万人、2025年には延

べ 7200万人に達する見込み(今年 3月全国両会時、馮正霖・中国民間航空局長の発表)。

同空港は、北京首都国際空港にかかる圧力緩和を目的として開港する。 

６．金融関連：銀行間債券市場に関する意見公募                           

●10日、中国人民銀行・外貨管理局は海外機関投資家が更に便利に銀行間債券市場に

投資するための意見公募を開始。適格海外機関投資家（QFII/RQFII）の債券口座と直接

投資の債券口座の間で資金移動を可能にすること等が主な改正内容。意見募集期限は 5

月 25日まで。 
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７．各種統計の公表                            

●4月自動車～前年同月比14.6％減（5月13日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●4月物価～CPIは前年同月比 2.5％増、PPI は同 0.9％増（5 月 9 日 国家統計局発表） 

 

 

 

  

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

4月 198.0 ▲14.6 ▲9.4 

1－4月 835.3 ▲12.1 1-3月比▲0.8 

 
 乗用車販売 商用車販売 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

4月 157.5 ▲17.7 ▲10.8 40.6 0.1 ▲2.3 

1－4月 683.8 ▲14.7 1-3月比▲1.0 151.6 1.5 1-3月比▲0.7 

  新エネ車 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

4月 9.7 18.1 ▲67.3 

 

 
純電気自動車 プラグインハイブリッド車 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

4 月 7.1 9.6 ▲73.8 2.6 50.9 ▲40.6 

  外資系ブランドの乗用車販売台数及びシェア 

日本 ドイツ 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

4月 35.5 22.5 ＋2.1 38.7 24.6 ＋3.2 

 
 米国 韓国 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

4月 15.1 9.6 ＋0.7 7.5 4.7 ▲1.7 

 

 CPI（消費者物価指数） PPI（工業生産者物価指数） 

前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

4月 2.5 ＋0.2 0.9 ＋0.5 

 

 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

4月 1.2 0.7 ▲0.2 
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●1-4月生産、消費、投資～固定資産投資は前年同期比 6.1％増、民間投資は同 5.5％

増（5月 15日国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 固定資産投資額（農家を除く） 民間固定資産投資額（農家を除く） 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-4月 15.6 6.1 1-3月比▲0.2 9.3 5.5 1-3月比▲0.6 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：59.8％（3月累計比▲0.6pt） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-4月 3.4 11.9 1-3月比＋0.1 

 
 商品住宅販売面積 商品住宅販売額 

前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-4 月 ▲0.3 1-3月比＋0.6 8.1 1-3月比＋2.5 

 

 一定規模以上企業の工業付加価値額 

前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

4月 5.4 ▲3.1 

1－4 月 6.2 1-3月比▲0.3 

  社会消費品小売総額 インターネットによる実物商品小売総額 

額 

(兆元) 

前年 

同期比

(%) 

前月からの 

変化(pt) 

額 

(兆

元) 

前年 

同期比(%) 

前月からの 

変化(pt) 

小売総額中

の占有率(%) 

4月 3.1 7.2 ▲1.5 0.6 25.0 ▲0.1 20.1 

1－4月 12.8 8.0 1-3月比▲0.3 2.4 22.2 1-3月比＋1.2 18.6 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□8 日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。会議では、国家級経済技術開発区の革新・高度

化の推進について手配を行ったほか、集積回路やソフトウェア企業を対象とする所得税優遇策の継続を決

定した。（5/9 人民日報ｐ2） 

 

2.財政 

□8 日、財政部は、1～4 月の財政収入は前年同期比 5.3％増の 7 兆 2,651 億元で、支出は前年同期比

15.2％増の 7 兆 5,667 億元だったと発表した。（5/9 人民日報ｐ10） 

 

3.金融・為替 

□国家外貨管理局によると、今年 4 月末の外貨準備高は 3 兆 950 億ドルで、前月末に比べ 38 億ドル、率

にして 0.1％減少した。（5/8 人民日報ｐ10） 

□9 日、中国人民銀行は、4 月末の M2 残高は前年同期比 8.5％増の 188 兆 4,700 億元だったと発表した。

また、4 月の社会融資規模増額は 1 兆 3,600 億元、人民建て貸付増加額は 1 兆 200 億元だった。（5/10 経

済日報ｐ6） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□税関によると、1～4月のモノ貿易の輸出入総額は前年同期比 4.3％増の 9 兆 5,100 億元だった。うち、輸

出は前年同期比 5.7％増の 5 兆 600 億元、輸入は前年同期比 2.9％増の 4 兆 4,500 億元だった。（5/9 人

民日報ｐ2） 

□7 日に発表された「一帯一路」貿易投資指数（BRTII）」報告書は、「一帯一路」沿線は EU に次ぐ世界 2 位

の貿易ブロックになり、貿易のメリットが顕在化しつつあると発表した。報告書のデータによれば、「一帯一路」

沿線エコノミー間の貿易が世界全体に占める割合が上昇しており、2017 年は 13.4％に達し、EU 内部貿易

の 65％に相当する規模に成長した。（5/8 経済日報ｐ1） 

□商務部、公安部、税関総署は 6 日、中古車輸出専門会議を開き、中古車輸出を正式に開始することを決

定した。北京や天津、上海などの 10 直轄市・省が第 1 陣の輸出業務の地域となった。（5/10 経済日報ｐ5） 

□9日、商務部は、第1四半期の中国のサービス輸出入額が 1兆2,919億8,000万元で、前年同期比2.6％

増加したと発表した。うち、輸出は 4,634 億 9,000 万元で、前年同期比 10.3％増加、輸入は 8,284 億 9,000

万元で、前年同期比 1.3％減少した。また、貿易収支は 3,650億元の赤字で、前年同期比 14.3％減少した。

（5/10 人民日報ｐ2） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□6 日に開催された第 2 回デジタル中国建設サミットによると、2018 年時点の中国のデジタル経済規模は

31 兆 3,000 億元に達し、GDP 全体の 34.8％を占めた。（5/8 国際商報ｐ1） 

□関連データによると、中国鉄鋼業の 2018 年の利益は 4,704 億元で、前年同期比 39.3％増加した。（5/8

経済日報ｐ6） 

□国務院はこのほど、「廃棄自動車車両回収管理弁法」を公布し、一部の規制を緩和する方針を明らかに

した。今年 6 月 1 日から施行される。国務院は 2001 年 6 月 16 日に公布した「廃棄自動車回収管理弁法」
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を同時に廃止する。（5/8 国際商報ｐ1） 

 

6.農業・農村 

□9日の商務部定例記者会見において報道官は、第1四半期、中国のインターネット小売総額は2兆2,400

億元で、前年同期比 15.3％増加したと発表した。うち、農村地域におけるインターネット小売総額は 3,570

億元、前年同期比 19.5％増加し、増加幅は同期の中国全体を 4.2 ポイント上回るとともに、同期の農産物イ

ンターネット小売額は 932 億元で、前年同期比 19.8％増加した。（5/10 経済日報ｐ3） 

 

7.労働・社会保障 

□国務院安全生産委員会はこのほど、今年、1,000 か所以上の安全な生産条件を備えていない石炭以外

の鉱山を閉鎖するよう求めた。（5/8 人民日報ｐ10） 

□8 日、国家衛生健康委員会は 2018 年末時点で、中国の登録看護師人数が 400 万人（1,000 人に対して

3 人）を超え、看護師不足の状況が改善されつつあると発表した。（5/9 人民日報ｐ11） 

□国務院は 9 日、「3 歳以下の乳幼児保育サービスの発展促進に関する指導意見」を発表し、乳幼児看護

サービスの向上を支援する方針を示した。（5/10 人民日報ｐ12） 

 

8.環境・エネルギー 

□財政部、工業情報化部、交通運送部、国家発展改革委員会はこのほど、新エネルギー公共バスの普及

を支援する方針を示し、地方政府による購入費補助金付与を継続すると発表した。（5/9 人民日報ｐ10） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□中国情報通信研究院、「亜信セキュリティ」社、チャイナモバイル、チャイナユニコムは共同で、成都に中

国初の 5G 通信セキュリティ協同イノベーションセンターを設立した。（5/9 人民日報ｐ7） 

□開催中の「2019中国知的財産権保護ハイレベルフォーラム」によると、現在、中国は世界第 4位の特許輸

入国になり、2018 年の対外知的財産権使用料は 358 億ドルだった。（5/13 人民日報ｐ2） 

 

10.主要国との経済関係 

□高峰・商務部報道官は 9 日、中米経済貿易摩擦問題について、「中国は様々な可能性に対して準備して

おり、米側による追加関税は中米にも世界にも不利であり、中国は約束を守る一方で、自分らの合法的権

益も守る。米側が関税引き上げれば、必要な対抗措置を取ると表明した。翌 10 日、米の追加関税実施

（2000 億ドルの商品を対象、10％から 25％へ引上げ）を発表したことを受けて中国側も声明を出し深い遺憾

の意を示すとともに、必要な対抗措置を取らざるを得ないとした。また、同時に進行中である第１１回中米経

済貿易協議において、米国が中国との協力・協議によって問題解決することを希望すると発表した。（5/10

人民日報ｐ3 ほか） 

■10 日、2019 年日中韓国際協力フォーラムが北京で開催された。王毅・国務委員兼外相が開幕式に出席

し、挨拶を行った。フォーラムには、日中韓の各界の代表・専門家の代表 250 人強が出席し、日中韓協力を

促進・発展を深めるための建議・献策した。（5/13 人民網ほか） 

 

※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。 


