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中国経済週報（2019.6.6～6.12） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．「国家技術安全管理リスト制度」制定へ          

●8日付新華社電によると、国家発展改革委員会は、「国家安全法」等関係法に基づき、

国家の安全リスクをより効果的に予防・解消するため、現在「国家技術安全管理リスト

制度」の検討・制定作業を進めており、具体的措置は近日中に発表予定。 

●9 日付人民日報はこれについてコラムを掲載。「中国は航空宇宙、高速鉄道装備、モ

バイル決済、5G の分野で目覚しい革新を遂げており」、「すでに影響力の大きい科学技

術大国となった」とし、当該制度の確立は、独自のイノベーション能力構築、独自のテ

クノロジー開発加速のために「強力な『ファイアウオール』を構築する」、「中国は他国

の利益を犠牲にして自国を発展させることは決してなく、また他国が中国の技術を使っ

て中国の発展を抑制し、中国企業を抑圧することは決して許さない」と説明する一方、

「中国の門戸が閉じられ、協力の歩調が緩むわけではない」とした。 

２．国有通信大手 4社に 5G免許を交付             

●6日、工業情報化部は、中国電信（チャイナテレコム）、中国移動（チャイナモバイ

ル）、中国聯合通信（チャイナユニコム）、中国広播電視網絡（CBN）の国有通信大手

4社に対し、第 5世代移動通信業務（5G）の商用ライセンスを交付し、4社が「第 5世

代デジタルセルラー移動通信業務」を運営することを承認した。 

●ライセンス交付式において、苗ウ(土偏に于)・工業情報化部長は、中国における 5G

商用化のスピードの加速、5Gネットワークの共同建設とシェアリングの推進等を実行

しなければならないと強調。また、引き続き、外資企業の中国における 5G市場への積

極的な参画を歓迎する旨述べた。 

●同日、中国移動は 9月末までに全国 40都市以上で 5Gサービスの提供を開始すると発

表。当初、中国政府と通信大手は、2020年までに 5Gの商用化を目指して準備を進めて

いたが、それが前倒しされる。 
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３．レアアース関連                     

●4 日、国家発展改革委員会は、「レアアース業界専門家座談会」を開催。当該産業の

質の高い発展の推進について検討を行った。専門家らは、レアアースを「戦略資源」と

位置付け、資源保護や有効活用を進言するとともに、「（レアアースの）輸出管理を強化

し、輸出の全過程のトレーサビリティと審査の仕組みを確立」する必要性を提案。これ

に対し、国家発展改革委員会責任者は、専門家らの意見や進言を真剣に議論し十分に取

り入れるとした。 

●5 日、国家発展改革委員会は、「レアアース業界企業座談会」を開催。当該産業の構

造調整の推進等について検討を行った。企業側は、「レアアース製品の輸出管理を強化」

する必要性に言及。これに対し、国家発展改革委員会責任者は、「参加企業の意見や提

案を真剣に検討し、取り入れ、関係部門と関連の政策・措置の検討・策定に力を入れ、

監督管理の仕組みを整え」ると表明。 

●6日、国家発展改革委員会は「重点地区座談会」を開催。レアアース産地の地方政府

責任者から、レアアース業界の秩序整備等について意見聴取を行った。地方政府責任者

は、レアアースのサプライチェーンの拡大、レアアースを用いた新材料産業の発展推進、

政府、企業、学校、研究機関による連携体制の確立推進等について提言した。これに対

し、国家発展改革委員会責任者は、地方政府の提言を真剣に検討し取り入れ、地方政府

によるレアアースを用いた機能性材料の創出を支援する等表明した。 

４．在中外資企業座談会が開催                

●4日、国家発展改革委員会は、在中外資企業との座談会を開催。寧吉喆・同委員会副

主任は、6月末に 2019年版の「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）」が発

表される予定であり、自動車・金融等分野で昨年に引き続き一連の開放措置が行われる

こと、2019年版は更にネガティブリストの項目の削減を行うこと等を表明した。 

●会議には、啓源大栄（韓国企業との合弁）、大医集団（香港・マカオ・台湾との合弁）

等 7社が外資系企業として参加した。 
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５．米中経済貿易関係                     

トランプ大統領のインタビュー発言 

●10日、トランプ・米大統領は、米メディアのインタビューに答え、6月 28-29日に大

阪で開催される 20 カ国・地域首脳会議（G20 大阪サミット）に習近平・国家主席が出

席しなかった場合、中国からの輸入品への追加関税を発動する用意があり、米国は現在、

中国からの輸入品の 35～40％に課税しているが、合意に達しない場合、残りの 60％も

課税されるだろうと述べた。 

●この関連で、中国外交部報道官は 10 日、米中首脳が月末の G20 大阪サミットで会談

するかどうかについて「具体的な状況があれば適宜公表する」と述べるにとどめた。 

中国商務部が「米中経済貿易協力における米国の利益獲得状況に関する報告」を発表 

●6 日、中国商務部は「米中経済貿易協力における米国の利益獲得状況に関する報告」

を発表。報告書は、両国の経済貿易協力は両国及び両国民に実質的な利益をもたらして

おり、米国は巨額の利益を得ていると指摘した。具体的には以下のとおり。 

(1) 米側による貨物貿易の赤字データに水増しがあり、2018年の米の対中貿易赤字は、

実際には約 1,536億ドルで、米側公表の赤字額 4,192億ドルの 37％でしかない 

(2) 米国の対中赤字の原因は産業競争力、経済構造等市場作用の結果である 

(3) 2018年までの 10年間で米の対中輸出が米国内で 110万人以上の雇用を支え、2015

年には中国からの輸入品が米の消費者物価を 1～1.5％下げる等、米中貿易の利益は双

方にある 

(4) 2017 年の米国によるサービス及び物品の対中販売収入総額は 9,400 億ドルである

他、中国による対米投資、中国保有の米国債及び米金融機関による中国系金融機関への

資本参加で得る利益が、2017 年末で総額 1 兆 3,700 億ドルに達しており、米国が米中

通商協力から巨大な利益を得ている 

米国への渡航を控えるよう注意喚起 

●4日、外交部と文化観光部は、それぞれ米国への渡航に関し注意喚起を行った。外交

部は、中国人が米国滞在中に、法執行機関により尋問を受ける等の嫌がらせに遭遇して

いるため、注意喚起の発令に至ったと説明。文化観光部は、米国で銃撃や強盗、窃盗が

最近頻発していることを理由に旅行のリスクを十分に検討すべきとした。 
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６．習近平主席がロシアを国事訪問              

●5－7日、習近平・国家主席はロシアを国事訪問し、プーチン・ロシア大統領と会談

を行ったほか、中露エネルギービジネスフォーラム、第 23回サンクトペテルブルク国

際経済フォーラムにそれぞれ出席した(いずれも丁薛祥・中央政治局委員、楊潔チ・中

央政治局委員、王毅・外交部長、何立峰・国家発展改革委員会主任が同席)。 

プーチン・ロシア大統領と会談 

●5日、習主席はモスクワでプーチン大統領と会談を開催。習主席は、両国の新時代全

面戦略協力パートナーシップを発展させ、両国関係をより高いレベルに押し上げるこ

とを宣言。また、両国間の経済貿易協力の全面的な質的向上、戦略的大事業や新興分

野の協力の同時的発展を推進するとともに、各分野(経済貿易・投資・エネルギー・科

学技術等)の協力強化を希望する旨述べた。一方、プーチン大統領は、中国側に石油や

天然ガスを十分に提供するとともに、大豆など農産物の対中輸出を拡大する用意があ

る旨述べた。 

●会談後、両元首は、「新時代における全面戦略協力パートナーシップの発展に関する

中華人民共和国とロシア連邦の共同声明」に調印した。 

サンクトペテルブルク国際経済フォーラム 

●7日、習主席は「第 23回サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム」に出席し、「持

続可能な発展を堅持し、ともに繁栄した美しい世界を創る」と題した挨拶を行った。主

な内容は以下のとおり。 

(1)今日、世界は百年ぶりという大変局を経つつあり、変局を前にして知恵と力を尽く

し、ウィンウィンの協力を図ることが各国の正しい選択 

(2)ロシアは中国の全面的な戦略的パートナーであるとともに、各分野の協力を進める

重要な優先的協力パートナー 

(3)双方は持続可能な開発の理念に則り、天然ガス等のクリーンエネルギーの協力を積

極的に展開するとともに、科学技術イノベーション、デジタルエコノミー、ネット電

子商取引(EC)等の協力を通じて、国境を越えた協力を推進 

中露エネルギービジネスフォーラム 

●7日、習主席はプーチン大統領と中露エネルギービジネスフォーラムに出席。両元首

は双方の代表の報告を聞いた後、それぞれ挨拶を行った。 

●習主席は、エネルギー協力の強化、深化に関する以下 4項目の提案を行った。(1)企

業主体とビジネスの原則を堅持し、協力の好機を幅広く検討 (2)エネルギー協力の質

的向上と高度化を検討 (3)全方位一体化の協力を深化 (4)グローバルなエネルギーの

ガバナンス協力の強化とエネルギーの持続可能な発展事業の推進 

●これに対し、プーチン大統領は、ロシアのエネルギー市場に対する中国企業の投資

拡大を歓迎するとともに、ロシアは関連する法律法規と政策を整備し、外国企業のロ

シアでの投資・事業のために良好な市場環境を構築すると述べた。 
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７．G20 関連                         

G20 財務大臣・中央銀行総裁会議が開催 

●8-9日、G20財務大臣・中央銀行総裁会議が福岡県福岡市で開催。G20構成国に加え、

招待国 9カ国、招待国際機関 9機関の代表等が参加した。主な成果は以下のとおり。 

(1) 世界経済の成長は低位で、リスクは依然として下方に傾いている。貿易と地政を巡

る緊張は増大しており、リスクへの対処と更なる行動をとる用意があることを確認。 

(2) 国際的な貿易及び投資が、成長、生産性、イノベーション、雇用創出及び開発のた

めの重要なエンジンであることを改めて強調。過度な対外不均衡の根底には、過剰な法

人貯蓄、誤った財政政策、財・サービス分野の貿易障壁が含まれうることから、均衡の

とれた包摂的な成長のためには、注意深く策定されたマクロ経済・構造政策が必要であ

ることを確認。 

(3) 債務の透明性向上・債務の持続可能性確保のため、債務者及び公的・民間の債権者

双方による協働の重要性を再確認。IMF及び世銀グループによる、新たに生じつつある

債務脆弱性に対処するための「様々な角度からのアプローチ」の更なる実施を支持。 

G20貿易・デジタル経済大臣会合が開催 

●8- 9日、G20貿易・デジタル経済大臣会合が茨城県つくば市で開催（共同議長：河野

外務大臣、石田総務大臣及び世耕経済産業大臣）。G20 構成国に加え、招待国 9 ヶ国、

招待国際機関 8機関の代表等が出席した。主な成果は以下のとおり。 

(1) 特に紛争解決制度の機能に関し、行動が必要という点を閣僚声明で明示的に合意。 

(2) 昨年の G20 の成果文書に盛り込まれた WTO 改革の重要性について、第 12 回 WTO 閣

僚会議に向けた取組を含め、切迫感をもって他の WTO加盟国と共に建設的に取り組んで

いくとの一致した認識を盛り込み。 

(3) デジタル分野では、「データ・フリーフロー・ウィズ・トラスト」（信頼性のある

自由なデータ流通）とのコンセプトに合意。また、AIの開発や利活用の促進に向け、

G20ではじめて「人間中心」の考えを踏まえた AI原則に合意。さらに、政策や規制の

デジタル化やステークホルダーの参加による政策制定（ガバナンス・イノベーション）

が必要であることを確認。 

(4) 世界の GDPの 8割以上を占める G20の貿易・デジタル経済担当大臣が団結し、大阪

サミットにつながるメッセージを力強く発出。 

IMFが米中摩擦の影響試算を公表 

●5 日、IMF は、G20 財務大臣・中央銀行総裁会議での報告に向けた「G20 サーベイラ

ンス・ノート」を公表。5月に米国が発表した関税引上げ（注 1）が実施された場合、中国

の GDPは 2019年に 0.6％程度、2020年に 1.0％程度押し下げられるとの試算を示した。 
（注 1）実施済みの 2,000 億ドル相当への 25％追加関税に加え、その他の 2,670 億ドル相当の輸入に

対し 25％の追加関税が課される場合を想定。 
（注 2）なお上記は、各年の GDP の水準（総額）に対する影響。成長率ベースでの影響は、2019 年は

マイナス 0.6ポイント程度、2020年はマイナス 0.4ポイント程度。 

●IMF による直近の経済予測（4 月時点：2019 年 6.3％、2020 年 6.1％）は、上記の影

響を含んでいない。機械的に当てはめた場合、2019年、2020年の成長率はともに 5.7％

程度となる。  
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８．各種統計の公表                     

●5月貿易～単月の貿易総額は前月比3.4％減、輸出が1.1％増、輸入が8.5％減。1-5月

累計の貿易総額は前年同期比1.6％減、輸出が0.4％増、輸入が3.7％減（10日海関総署） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●5月物価～CPIは前年同月比 2.7％増、PPIは同 0.6％増（12日 国家統計局発表） 

 

 

 

  

 中国の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

5月 3,860.3 ▲3.4 ▲3.8 416.6 

1－5月 17,862.1 ▲1.6 1-4月比▲0.5 1,304.7 

 

 
 中国の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

5月 2,138.5 1.1 ＋3.8 1,721.9 ▲8.5 ▲12.5 

1－5月 9,583.4 0.4 1-4月比＋0.2 8,278.7 ▲3.7 1-4月比▲1.2 

 
 日中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

5月 251.1 ▲8.9 ▲2.4 ▲12 

1－5月 1,250.4 ▲4.5 1-4月比▲1.1 ▲102 

 
 日中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

5月 119.3   0.5 ＋16.8 131.8 ▲15.9 ▲17.3 

1－5月 574.3 ▲1.8 1-4月比＋0.7 676.2 ▲6.7 1-4月比▲2.6 

 
 米中間の貿易 

貿易総額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

貿易収支額 

(億ドル) 

5月    484.7 ▲10.3 ＋6.3 268.9 

1－5月 2,096.8 ▲14.5 1-4月比＋1.2 1,105.5 

 
 米中間の貿易 

輸出額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

輸入額 

(億ドル) 

前年同期比

(%) 
前月からの変化(pt) 

5月 376.8 ▲4.2 ＋8.9  107.9 ▲26.8 ▲1.1 

1－5月 1,601.2 ▲8.4 1-4月比＋1.3  495.7 ▲29.6 1-4月比＋0.8 

 

 

 
 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) 

5月 2.7 ＋0.2 0.6 ▲0.3 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□韓正・国務院副総理は 3日、上海で長江デルタ一体化発展推進指導グループ会議を開き、「長江デ

ルタ区域一体化発展計画要綱」の徹底した実現に向け、関連文書の討論と審議及び次の段階の重点

作業の検討と手配を行った。会議にて韓副総理は、「一体化」と「高品質」という二つの要をしっか

りと押さえ、一体化した発展への取組みを推進し、同地域を最も影響力・牽引力のある成長拠点と

して構築すると表明した。（6/5経済日報ｐ2） 

□5日の国家移民管理局の発表によると、「端午節」期間中における出入国者の数は１日当り延べ

205万人に達し、前年同期比 7.6％増となる見込み。（6/6国際商報ｐ1） 

□9日、文化・観光部は試算により、「端午節」期間中、国内観光受入れ総人数はのべ 9597.8万人

で、前年同期比 7.7％増、観光収入は 393.3億元で、前年同期比 8.6％となったと発表した。（6/10

人民日報 p1） 

□李克強・国務院総理は 5日、国務院常務会議を招集し、イノベーション駆動型発展戦略の要求に

従って「大衆起業・万民革新」の取組みを徹底的に深めるための措置を決定したほか、農業生産に

力を入れ、農産物の有効な供給を保障するための手配を行い、増水・干ばつ対策に全面的に取り組

むよう求めた。また、会議で、「中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防除法（改正案）」が採択され

た。（6/6人民日報ｐ4） 

□国家発展改革委員会によると、「国家安全法」等関係法律法規に基づき、国家発展改革委員会は現

在国家安全管理リスト制度を策定し、国家安全保障リスクのより効果の高い予防及び解決を図るこ

とを検討している。具体的な措置は近日中に発表する。（6/9人民日報 p3） 

□李克強・国務院総理は６日、中国国務院東北地区等旧工業地帯振興指導小組の会議を招集した。

会議にて李総理は「経済構造のタイプ転換・高度化を推進し、新たな競争面の強みを育て、各種人

材を結集し、東北振興と質の高い発展という新局面を絶えず切り開かなければならない」と発言。

東北振興の取り組みを一段と促すことが検討され、手配が行われた。(6/6新華社) 

 

2.財政 

□財政部によると、2018年の低中所得者向け政策支援住宅（保障性住宅）への財政支出額は 7、372

億元で、前年同期比 46.4％増加した。（6/6人民日報ｐ4） 

 

3.金融・為替 

□中国銀行保険業監督管理委員会報道官は 9日、「中小銀行のリスクは総体としてコントロールで

きる」と表明し、5月 24日の接収管理以来、「包商銀行」の各種業務は通常どおり行われており、

次の段階として資産整理及び資金照合を適時に開始することを明らかにした。（6/10人民日報ｐ10） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□銭克明・商務部副部長は 4日、2018年の中国～アフリカ間の貿易総額は 2、042億ドルで、前年比

20％増加し、中国は、10年連続でアフリカ諸国の最大貿易相手国になったことを明らかにした。（6/5

人民日報ｐ6） 
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5.産業・企業（国有企業を含む） 

□工業情報化部は 6 日、中国電信（チャイナテレコム）、中国移動（チャイナモバイル）、中国聯合

通信（チャイナユニコム）、中国広播電視網絡（CBN）の国有大手 4社に 5G商用免許を正式に交付し、

4社が「第 5世代デジタルセルラー移動通信サービス」を運営することを承認した。（6/7人民日報） 

□国務院国有資産監督管理委員会は 5日、「国有資産権限付与・委譲リスト（2019年版）」を発表し、

出資者による国有企業経営への影響を最小限に減らす方針を示した。（6/6人民日報ｐ17） 

□国家市場監督管理総局はこのほど、独占禁止法に違反したとして、「長安フォード自動車」に 1億

6、280万元の罰金を科すと発表した。（6/6人民日報ｐ17） 

□国家発展改革委員会は 4日、在中外資企業座談会を開催した。寧吉喆・同委員会副主任は、「中国

は対外開放拡大の政策を揺るぎなく実施、外資が中国市場を更に深く耕し続けることを歓迎する」

と表明した。（6/6人民日報ｐ6） 

□中国郵政集団と華為公司（ファーウェイ）は 5日、二社間の全面的戦略協力取り決めに調印した。

（6/6人民日報ｐ6） 

 

6.農業・農村 

□胡春華・国務院副総理は 3-4日、河南省の農業生産業務を視察し、「三夏」（夏作物の刈り取り、

秋作物の種子まき、収穫物の管理の総称）の農業生産活動を全力でしっかりと行うよう強調した。

（6/5人民日報ｐ4） 

 

7.労働・社会保障 

□国務院は 4 日、「医薬衛生体制改革の深化に関する 2019 年の重点取組・任務」を配布。疾病治療

中心から、人民の健康を中心におき予防を主とするものに転換し、診療を受けることは難しく、受

けられても医療費が高いという問題を解決するとし、①関連政策の制定、②重点取組の実行など 2

つの重要任務を明らかにした。（6/5人民日報ｐ4） 

 

8.環境・エネルギー 

□国家発展改革委員会は 4 日、レアアース業界専門家座談会を開き、レアアース産業の質の高い発

展の推進について検討を行った。業界専門家らは、レアアースを「戦略資源」と位置付け、資源の

保護や有効活用を目指すとともに、レアアースの輸出を追跡および審査する体制を設置するよう提

案した。（6/5人民日報ｐ6） 

□国家発展改革委員会は 5 日、レアアース業界企業座談会を開き、同産業の産業構造調整やグレー

ドアップ、質の高い成長の実現について討議した。企業らはレアアースの違法採掘を厳格に取り締

まり、レアアース成員の輸出管理を強化し、コア技術の流出を厳禁とするよう提案した。（6/6 人民

日報ｐ6） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□中国は 5日、初となる海上からの「長征 11号」ロケットの衛星打上げに成功した。（6/6経済日報

ｐ4） 
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10.主要国との経済関係 

□耿爽・外交部報道官は 4日、中国の白書「中米経済貿易協議に関する中国側の立場」に対し、米

側が「失望した」とする声明を発表したことについて、「米側の声明は詭弁であり、対話協議による

解決こそ正しい道だ」と述べた。また、商務部報道官は、米側の声明に対し、「間違っているやり方

を放棄し、歩み寄りを希望する」と表明した。（6/5経済日報ｐ3） 

□外交部と文化観光部は 4日、それぞれ自国民に米国への観光を控えるよう注意喚起を発表した。

（6/5経済日報ｐ3） 

□習近平・国家主席は 5日、モスクワでプーチン大統領と会談を行い、両国関係を「新時代中ロ包

括戦略パートナーシップ」に格上げすると宣言した。習主席は、「両国間の戦略的大事業や新興分

野の協力を推進し、各分野の協力を強化したい」と述べた。一方プーチン大統領は、「中国側に石

油や天然ガスを十分に提供し、大豆など農産物の対中輸出を拡大する用意がある」と表明した。会

談後、両元首は、「新時代における全面戦略協力パートナーシップの発展に関する中華人民共和国

とロシア連邦の共同声明」に調印した。また、習近平主席は 7日に「第 23回サンクトペテルブルグ

国際経済フォーラム」に出席し、挨拶を行った。（6/6人民日報ｐ1） 

□胡春華・国務院副総理は 9日、浙江省寧波で開催された「中国～中東欧国家協力フォーラム」に

出席し、基調演説を行った。胡副総理は、「中国と中東欧諸国の協力が始まってから、特に貿易、投

資、インフラ分野での協力は大きな成果を収めている。中国は諸国と共に発展戦略で更に連携し、

貿易・投資と生産能力協力を拡大する」等表明した。（6/10人民日報ｐ4） 

■日本国自民党と公明党の招きにより、蔡奇・中国共産党中央政治局委員・北京市党委会書記は 6

日から 9日まで、中国共産党代表団を率いて日本を訪問した。蔡委員は、中米貿易摩擦における中

国側の立場について紹介したとともに、「中日両国は意志疎通や協調を強化し、保護主義や一国主義

からの挑戦を共同で対応し、開放型の世界経済とアジアひいては世界の繁栄を促進していくべきだ」

と表明した。（6/10人民日報ｐ3） 

■9日、日本・福岡にて G20 財務大臣・中央銀行総裁会議が閉幕した。会議後共同声明が発表され、

世界経済が抱える下振れリスク、貿易リスク及び地政リスクを挙げたうえで「G20はこれらのリスク

に対処し続けるとともに、さらなる行動をとる用意がある」とし、各国が協調して対応する重要性

を訴えた。（6/10人民日報 p3） 

□陸慷・外交部報道官は 9日、習近平・国家主席が 12-14日、14-16日の期間、それぞれキルギスと

タジキスタンを公式訪問するほか、上海協力機関諸国元首理事会第19回会議に出席すると発表した。

（6/10人民日報ｐ1） 

 

 

 

※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。 


