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中国経済週報（2019.6.13～6.19） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．マクロ経済・金融関連                            

国務院常務会議が開催 

●12日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。貿易の安定化を図るため、多

元的な国際市場の開拓を進める方針を示した。具体的には以下のとおり。 

(1) より多くの国・地域との自由貿易協定（FTA）締結を推進 

(2) 越境 EC（電子商取引）総合試験区の拡大を検討 

(3) 企業による国際市場の開拓を奨励し、輸出入を積極的に拡大 

(4) 輸出入のバランスを安定させ、健全な発展を促進 

●また、通関に掛かる時間を一層圧縮するため、手続の簡略化や書類のオンライン化、

港湾作業の更なる効率化を図るとした。 

●会議ではそのほか、市場主体の信用に関する監督管理を強化する方針として、「統一

社会信用コード」（企業の営業許可証に記載される 18桁のコード）を用いて、市場主

体の信用記録（「ブラックリスト」を含む）を確立し、部門間での信用情報共有を促進

すること等が示された。 

劉鶴副総理による講演 

●13日、劉鶴・国務院副総理は第 11回陸家嘴・国際金融フォーラム（上海）にて、『中

国経済動向・金融リスク処理・資本市場改革』と題する基調講演を実施。「外的な圧力

はあるが、これはまさに中国が変革と高度化を経験する中で必然的な試練である。外部

圧力は、我々のイノベーションと自主発展能力を高め、改革開放のペースを加速し、よ

り質の高い発展を達成する助力となる」等と強調した。また、上海証券取引所の科学イ

ノベーションボードの開設式に出席した。 

韓正副総理が食品安全委員会座談会に出席 

●13日、韓正・国務院副総理は、18日より開始の「2019年食品安全啓発週間」を前に、

国務院食品安全委員会（主任：韓正副総理、副主任：胡春華副総理）主催の座談会に出

席。食品安全業務に関する意見・提言を聴取し、食品安全についての「四つの最厳」（最

も厳密な基準、最も厳格な監督管理、最も厳重な処罰、最も厳正な責任追及）を徹底し

て実行し、食品安全に対する人々の満足度を絶えず高めるよう強調した。 
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２．四川省宜賓市長寧県における地震災害                         

●17日 22時 55分、四川省宜賓市長寧県にてマグニチュード 6.0の地震が発生。19日

13時時点の被害状況は、死者 13人、負傷者 211人、被災者 19.4万人。18日、河野太

郎・外務大臣より王毅・国務委員兼外交部長へ、横井裕・在中国日本国大使より王毅・

国務委員兼外交部長、黄樹賢・民生部長、黄明・応急管理部書記、彭清華・四川省党

委員会書記、尹力・四川省長に対し、哀悼とお見舞いの気持ちを伝える見舞状を送付

した。 

３．「京張高速鉄道」の全線のレール敷設が完了                            

●12日、2016年 4月に着工した「京張高速鉄道」の全線のレール敷設が完了。9月に

試運転を実施し、本年末に開業する見通しとなった。 

●同鉄道は、 2022 年開催の北京冬季五輪における重要な交通手段と期待されており、

北京北駅を起点に、清河駅、昌平駅、八達嶺長城駅等を経由し河北省の張家口駅まで結

ぶ（全長 174キロ）。中国初の北斗衛星測位システムによる最高時速 350キロの自動運

転を実現し、北京－張家口の最短の所要時間は、現在の 2時間 58分から 1時間以内に

短縮される。 

４．グローバル健康フォーラム大会が開催              

●11-12日、ボアオ・アジアフォーラム「グローバル健康フォーラム大会」が青島にて

開催。大会では、「万民の健康」の提唱、国連の「2030年持続可能な開発目標」の実

現、プラットフォーム構築による政府と企業の交流推進などを会議の目標として、政府

関係者と企業家による円卓会議やグループフォーラムなどが開かれた。福田康夫・元総

理が同フォーラム諮問委員会主席として出席した。 

●習近平・国家主席は書簡にて祝辞を送り、「同大会が世界の衛生事業と健康産業の発

展を後押しし、衛生・健康分野の国際協力を促進し、全人類の健康と幸福に貢献する

ことを希望する」とした。 
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５．G20 環境・エネルギー大臣会合が開催                         

●15-16日、G20として初となる環境大臣とエネルギー大臣が一堂に会する「G20持続

可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」が長野県軽井沢

にて開催。原田義昭・環境大臣と世耕弘成・経済産業大臣が共同議長を務めた。 

●会合では、(1)イノベーションの加速化による環境と成長の好循環、(2)資源効率性・

海洋プラスチックごみ、(3)生態系を基盤とするアプローチを含む適応と強靱なインフ

ラについて議論を行い、成果文書として、コミュニケ及びその付属文書を 20カ国・地

域の同意により採択。海洋プラスチックごみについては日本が主導する形で新興国・

途上国も参加し、各国が自主的な対策を実施し、その取組を継続的に報告・共有する

実効性のある新しい枠組みである「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」に合意。 

●なお、17日の生態環境部の発表によれば、中国政府代表団（趙英民・生態環境部副

部長、国家発展改革委員会責任者等で構成）は同会合において、2013－2018年の中国

経済の急速な発展時期において、大気の質が総体的に改善したこと、海洋プラスチッ

クごみ汚染への積極的な対応を実施していること、「パリ協定」とその実施細則は発展

途上国の実情に即して実施すべき、等の発言を行った。 

６．米中経済貿易関係                     

米が対中追加関税に関する公聴会を実施 

●17 日、米通商代表部（USTR）は、中国からの輸入品約 3,000 億ドル分を対象とする

追加関税措置（約 3,800 品目に最大 25％を追加課税）に関する公聴会を開始（25 日ま

で開催）。17日は家電量販店や衣料品、18日はアルミニウムや印刷物、半導体、薬品関

連の企業・業界団体代表者が出席し、コスト上昇による悪影響が企業や消費者に及ぶと

指摘、自社取扱製品に関税を適用しないよう求めた。USTR は 7 月 2 日に意見公募を締

め切った後、対象品目の最終リストを確定する予定。 

●これに対し中国外交部報道官は 17日、「公聴会の実施と同時に、米国国内の追加関税

反対の声はますます高まっている」と述べつつ、米中の経済・貿易における相違は協議

により適切に解決できると表明した。 

米中首脳会談、G20大阪サミットで実施の方向 

●18 日、トランプ・米大統領と習近平・国家主席が電話会談を実施。トランプ大統領

はツイッターにて、「来週の G20 大阪サミットにて習主席と会談を行う。我々のチーム

が会談の前に協議を始める」とツイート。また、クドロー国家経済会議（NEC）議長は、

大阪で米中首脳会談を行うことを認めた上で、米国は引き続き知財、強制技術移転等に

つき構造変化を求めると述べた。 

●同日、外交部報道発表は、「私は（トランプ）大統領と G20 大阪サミット期間中に会

談を行い、米中関係発展の根本的な問題について意見交換をしたいと考えている」との

習主席発言を公表した。 
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７．習近平・国家主席の中央アジア歴訪                           

●13－16日、習近平・国家主席は中央アジア諸国を歴訪。主な動向（経済関連）は以

下のとおり。 

13日の動向(場所:全てキルギス首都・ビシュケク) 

(1)ジェーンベコフ・キルギス大統領との会談において、習主席は、キルギスとの経済、

貿易、投資協力の拡大(農産物の輸入拡大・民生事業の実施等)を強調。両元首は、全

面的戦略パートナーシップの一層の深化に関する両国の共同声明に署名し、複数の二

国間協力文書の交換に立ち会った。 

(2)ガニ・アフガニスタン大統領との会見において習主席は、「一帯一路」共同建設の

枠組みの中でアフガニスタンとの互恵協力を深め、実務的な協力事業を穏健に推進す

る旨述べた。 

(3)トカエフ・カザフスタン大統領との会見において習主席は、「一帯一路」共同建設

における両国協力の強化、製造能力、農業、ハイテク、金融、交通・物流等の強化、

また、カザフスタンと上海協力機構(SCO)、アジア相互協力信頼醸成会議(CICA)の枠組

みの中で協力を強化する旨述べた。 

(4)モディ・インド首相との会見において習主席は、両国の投資や製造能力、観光等の

分野での協力や、「バングラデシュ・中国・インド・ミャンマー（BCIM）経済回廊」を

含む地域経済の共同建設を推進する必要性を強調した。 

14日の動向 

(1)14日、上海協力機構（SCO）首脳理事会第 19回会議がビシュケクで開催され、習主

席は重要講話を行い、国連を核心とする国際体系を守り、多国間主義と自由貿易を促進

し、国際秩序をより公正で合理的な方向に進めることを強調。会議の中で、各首脳は

保護貿易主義への反対する旨を強調した「SCO首脳理事会ビシュケク宣言」及び情報通

信・地方協力等の 13の協力文書に署名した。 

(2)同じくビシュケクにて、習主席はプーチン・ロシア大統領、バトルガ・モンゴル大

統領とともに中ロ蒙 3カ国首脳第 5回会合を実施。3カ国協力の成果を総括するととも

に、三者協力に関する遠大な計画の全面的推進について協議を行った。 

(3)続いて、習主席はタジキスタンの首都ドゥシャンベを訪問、ラフモン・タジキスタ

ン大統領と会談を実施。両元首は全面的戦略パートナーシップの一層の深化に関する両

国の共同声明に署名し、複数の二国間協力文書の交換に立ち会った。 

15日の動向 

●15 日、習主席はドゥシャンベで開催された「アジア相互協力信頼醸成会議（CICA）」

（中国・ロシア・イラン・トルコ等 27 の国・地域で構成）首脳会議に出席。習主席の

重要講話における経済関連の発言は、CICA 構成国・地域による「一帯一路」共同建設

の国際協力プラットフォームの利用促進、CICA 構成国・地域の円滑な中国市場進出の

ための環境創出、WTOを中心とした多国間貿易体制の擁護と保護主義への反対等。 
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８．主要国との経済関係                            

李総理とマルパス世銀総裁との会見 

●11日、李克強・国務院総理は、マルパス・世界銀行総裁と中南海・紫光閣で会見し、

「中国と世界銀行の協力の場面は広大で、グローバルな範囲において貧困支援・南北格

差縮小・持続可能な成長の実現に有効」等と述べた。マルパス総裁は、「中国は経済成

長の面で卓越した成果を達成し、大量の人口が貧困から脱却した。双方の協力により、

更に相互利益・マルチウィンを実現し、グローバルな成長を促進することを期待する」

等述べた。同日、世銀は中国の再生可能エネルギー・貯蔵促進プロジェクトへの 3億米

ドルの融資を発表した。 

中英財務金融対話が開催 

●17日、第 10回中英財務金融対話がロンドンで開催。共同議長の胡春華・国務院副総

理とハモンド・英国財務大臣立ち会いの下、寧吉喆・国家発展改革院会副主任とスチュ

ワート・英国国際貿易省投資担当大臣は中英「第三国市場協力の展開に関する了解覚書」

に署名。国家発展改革委員会は、英国は、仏、伊、オーストリア等に続き、中国と正式

に第三国市場協力を展開する欧州の重要国の一つとなった旨発表。また両国間の債券相

互取引に向けた計画の加速等、計 69件の合意が行われた。 

●同日、両国は上海証券取引所とロンドン証券取引所の株式相互接続（ストック・コネ

クト）を開始した。 
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９．各種統計の公表                     

●5月生産、消費、投資～1-5月固定資産投資は前年同期比 5.6％増、民間投資は同 5.3％

増（14日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●5月住宅価格～前年同月比 10.7％上昇（18日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

 

 

  

 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) 

5月 5.0 ▲0.4 

1－5月 6.0 1-4月比▲0.2 

 
 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(%) 

5月 3.3 8.6 ＋1.4 0.6 21.8 ▲3.3 19.7 

1－5月 16.1 8.1 1-4月比＋0.1 3.0 21.7 1-4月比▲0.5 18.9 

 
 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) 

1-5月 21.8 5.6 1-4月比▲0.5 13.1 5.3 1-4月比▲0.2 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：60.1％（4月累計比＋0.3pt） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-5月 4.6 11.2 1-4月比▲0.7 

 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) 

1-5月 ▲1.6 1-4月比▲1.3 6.1 1-4月比▲2.0 

 

 主要 70都市の新築住宅価格 

上 昇 横ばい 下 落 

5月 67（前月比横ばい） 1（前月比横ばい） 2（前月比横ばい） 

 
 新築住宅価格(全国) 

前年同月比(％) 前月からの変化(pt) 前月比(％) 前月からの変化(pt) 

5月 10.7 横ばい 0.7 ＋0.1 
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●5月自動車～前年同月比16.4％減（12日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

5月 191.3 ▲16.4 ▲1.8 

1－5月 1,026.6 ▲13.0 1-4月比▲0.9 

 
 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) 

5月 156.1 ▲17.4 ＋0.3 35.1 ▲11.8 ▲11.9 

1－5月 839.9 ▲15.2 1-4月比▲0.5 186.7 ▲1.3 1-4月比▲2.8 

 
 新エネ車 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

5月 10.4 1.8 ▲16.3 

 

 
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) 

5月 8.3 1.4 ▲8.2 1.8 ▲4.2 ▲55.1 

 

 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) 

5月 37.2 23.8 ＋1.3 38.3 24.5 ▲0.1 

 
 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) 

5月 15.6 10.0 ＋0.4 6.0 3.8 ▲0.9 

 

 
 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

5月 1.0 0.6 ▲0.1 
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●5月直接投資～1-5月累計の対中直接投資額は前年同期比 3.7％増（13日 商務部発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●訪日中国人旅行者数～5月として過去最高を記録（19日 日本政府観光局発表） 

 

 

 

 

 

 

  

 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) 

5月   99.0 ▲19.6 ▲13.2 

1－5月 445.4 ▲7.0 1-4月比▲4.4 

 
 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) 

5月  94.7  4.6 ＋1.8 4.3 288.4 ＋303.1 

1－5月 546.1  3.7 1-4月比＋0.2 18.1 18.9 1-4月比＋21.0 

 

 中国人訪日旅行者数 

人数（万人） 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

5月  75.6  13.1 ＋6.8 

1－5月 365.2 10.8 1-4月比 ＋0.6 
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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 12日、国務院常務会議を招集し、貿易の安定化を図るため、多元的な国際

市場の開拓を進める方針を示した。具体的には、より多くの国・地域との自由貿易協定の締結、越

境 EC総合試験区の増設等。また、通関にかかる時間の一層の圧縮等円滑化推進を決定した。（6/13

人民日報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 13 日、浙江省杭州で 2019 年全国大衆起業・万民革新（双創）活動週間に

出席。重要講話を行い、「双創」のレベルをもう一歩引き上げ、雇用を安定させイノベーションを促

進し、新たな運動エネルギーを増強する作用を発揮するよう強調した。（6/14人民日報ｐ3） 

□韓正・国務院副総理は 13日、国務院食品安全委員会主催の座談会に出席。食品安全業務に関する

意見・提言を聴取し、食品安全についての基準、監督管理、処罰、責任追及の 4方面を厳格に実行

するよう要求、食品安全に対する人々の満足度を高めるよう強調した。（6/14人民日報ｐ4） 

□王岐山・国家副主席は 13-14日、黒竜江省のジャムス市、ハルピン市等を視察し、新時代にはハ

イレベルの境界地域の開発・開放を着実に推進し、特色に立脚し潜在力を引き出すことによって経

済と社会の発展の活力を励起しなくてはならない等述べた。（6/15人民日報ｐ3） 

□国務院第 4回全国経済センサス調査指導グループは 11日、最大規模とされる第 4回全国経済セン

サス事後サンプル調査作業を 6月 15日から開始すると発表した。（6/12経済日報ｐ3） 

 

2.財政 

□経済の持続的かつ健全な発展を維持し、投資を安定させるため、政府はこのほど、「地方政府専項

債券の発行および事業関連融資業務の着実な遂行に関する通知」を発表、11 日には、財政部、審計

署、銀保監会、証監会の 6 部門が詳細な解説を行い、地方政府特別債券の発行を強化する方針を発

表した。（6/12人民日報ｐ10） 

  

3.金融・為替 

□劉鶴・国務院総理は 13日、第 11回陸家嘴フォーラムに出席、開幕式で基調講演を行った。また、

上海証券取引所の科創ボード開設式に出席した。講演では、金融の効率的運用を通じて経済の質の

高い発展を実現することを強調した。（6/14人民日報ｐ3） 

□劉鶴・国務院総理は 13-14日、杭州市を視察し、中小銀行による民間企業や零細企業への支援方

法、直面する状況の聴取及び次の段階の業務への提言を行った。また、中小銀行の健全な発展のた

めに、良好な制度・環境を創出しなくてはならない等述べた。（6/15人民日報ｐ3） 

□国家外国為替管理局は 10日、5月末現在、中国の外貨準備額が 3兆 1、010億ドルとなり、4月末

に比べて 61億ドル増え、増加幅が 0.2％だったと発表した。（6/12国際商報ｐ1） 

□中国人民銀行は 11日、6月下旬に香港で人民元建て中央銀行手形を発行すると発表した。（6/12

経済日報ｐ6） 

□中国人民銀行が 12日に発表したデータによると、今年 5月末時点のＭ2残高は 189兆 1、200億元、

前年同期比で 8.5％増加した。Ｍ１残高は 54兆 4、400億元、前年同期比で 3.4％増加した。Ｍ0残

高は 7兆 2、800億元、前年同期比で 4.3％増加した。5月の中国人民元貸し出す増加額が 1兆 1、800

億元で、前年同期比 313億元多くなった。（6/13人民日報ｐ10） 
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4.貿易・海外直接投資 

□国連貿易開発会議は 12日、「2019世界投資報告書」を発表し、世界における対外直接投資が全体

として 3年連続で低下しているなか、中国が引き続き世界第 2位の外資導入国になったことを明ら

かにした。（6/14人民日報ｐ6） 

□高峰・商務部報道官は 13日、米中経済貿易協議について、「中国は重大な原則問題で決して譲歩

せず、米国が摩擦をエスカレートさせるなら受けて立つ」と表明、またエンティティーリスト制度

について「近く発表する。外国企業は中国の法律法規を順守する必要があり、順守するなら心配不

要」と述べた。（6/14経済日報ｐ5） 

□商務部は 14日、米国・EU原産の輸入高温耐圧合金鋼シームレスパイプに対し 5月 10日より反ダ

ンピング（AD）最終審査を行った結果、依然ダンピングが存在していると判断、14日より AD税を徴

収すると発表した。（6/14商務部 HP） 

□米通商代表部（USTR）は 17日より、ほぼすべての中国製品に制裁関税の対象を広げる措置に関し

て公聴会を開始した。17日は家電量販店や衣料品、18日はアルミニウムや印刷物、半導体、薬品な

どを扱う企業や業界団体の代表者が出席する。これに対し中国外交部報道官は 17日、「公聴会の実

施と同時に、米国国内の追加関税反対の声はますます高まっている」と述べつつ、米中の経済貿易

における相違は協議により適切に解決できると表明した。（6/18新華網） 

  

5.農業・農村 

□韓長賦・農業農村部長は 12日、河北省を視察し、「今年、小麦 1ムー当たりの平均生産量は前年

比で 10キロ増加し、夏季食糧は豊作が見込まれている」と述べた。（6/13経済日報ｐ1） 

 

6.労働・社会保障 

□習近平・国家主席は 11日、青島で開幕した博鰲アジアフォーラム「グローバル健康フォーラム大

会」に祝賀書簡を送り、同大会が世界の衛生事業と健康産業の発展を後押しし、衛生・健康分野の

国際協力を促進し、全人類の健康と幸福に貢献することを希望する旨強調した。（6/12経済日報ｐ1） 

 

7.環境・エネルギー 

□11日に深センで開催された第 4回東アジアクリーンエネルギーフォーラムによると、中国は再生

可能エネルギーの利用が進み、昨年、再生可能エネルギーによる発電量が 1兆 8、700億キロワット

時に達し、発電量全体の 26.7％を占めた。（6/12経済日報ｐ7） 

 

8.科学技術・イノベーション 

□中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁はこのほど、「科学者精神の一層の発揚、作風・学風作りの

強化に関する意見」を発表し、科学技術事業の健全な発展を促す強大な精神力の育成を加速し、社

会に「科学尊重、人材尊重」という環境作りを目指す方針を示した。（6/12経済日報ｐ1） 

□12 日、京張高速鉄道の最後のレール敷設が完了し、全線が貫通した。京張高速鉄道は中国初の北

斗衛星測位システムによる時速 350㎞の自動運転を実現する。全長 174㎞、北京-張家口間は、現在

の 2時間 58分（最短）から、約 1時間に短縮される。（6/13人民日報ｐ3） 
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9.主要国との経済関係 

□李克強・国務院総理は 11日、北京で世界銀行のマルパス総裁と会見し、世界銀行との協力パート

ナー関係を深め、世界の発展と繁栄を共に推し進めたいと表明したほか、中国政府が行政簡素化な

どの改革を更に深化させ、大規模な減税・行政手数料引き下げを継続的に実施するとともに、市場

化・法律化・国際化したビジネス環境構築に力を入れることを強調した。（6/12人民日報ｐ１） 

□13日、習近平・国家主席はキルギスを訪問、首都ビシケクにてジェーンベコフ・キルギス大統領

と会談し、両国の全面的戦略パートナーシップを新たな段階に進めることで一致。 

 同日、習主席はガニ・アフガニスタン大統領と会見。「一帯一路」共同建設の枠組みでアフガニス

タンとの互恵協力を深め、両国の実務的な協力事業を穏健的に推進したい旨述べた。 

 同日、習主席はトカエフ・カザフスタン大統領と会見。「一帯一路」共同建設における両国協力の

強化、製造能力や農業、ハイテク、金融等における両国の協力の必要性を強調した。 

 同日、習主席はモディ・インド首相と会見。両国の投資や製造能力等分野での協力や、「中国・イ

ンド・バングラディシュ経済回廊」などの地域経済建設を共同で推進する必要性を指摘した。（6/14

人民日報ｐ1‐2） 

□14日、上海協力機構（SCO）首脳会議がキルギスの首都ビシケクで開催、習近平・国家主席は演説

を行い、国連を核心とする国際体系を守り、多国間主義と自由貿易を促進し、国際秩序をよりいっ

そう公正で合理的な方向に進める必要がある等述べた。（6/15人民日報ｐ１） 

□14日、習近平・国家主席は、プーチン・ロシア大統領、バトルガ・モンゴル大統領とともに中ロ

蒙 3カ国首脳第 5回会合を開催、3カ国協力の成果を総括し、協力に関する遠大な計画の全面的な推

進について協議を行った。（6/14新華社） 

□15日、習近平・国家主席はタジキスタンにて、ラフモン・タジキスタン大統領と会談を行い、全

面的戦略パートナーシップの強化についての共同声明に署名、2国間の協力文書交換に立ち会った。

（6/15新華社） 

□15日、習近平・国家主席は、タジキスタンの首都ドゥシャンベで開かれた「アジア相互協力信頼

醸成会議（CICA）」首脳会議に出席、会議にて重要講話を行い、経済関連の発言として、構成員によ

る「一帯一路」共同建設の国際協力プラットフォームの利用促進、構成員の円滑な中国市場進出の

ための環境創出、多国間貿易体制の擁護と保護主義への反対等を述べた。（6/16人民日報 p1） 

□17日、第 10回中英財務金融対話が英国で開催され、胡春華・国務院副総理とフィリップ・ハモン

ド・英国財務相が共同で主宰、両大臣立ち会いのもと、中英「第三国市場協力の展開に関する了解

覚書」に署名した。（6/17国家発展改革委員会 HP） 

□18日の人民網の発表によると、同日、トランプ・米大統領の求めに応じ習近平・国家主席は電話

会談を実施、習主席は「トランプ大統領と G20大阪サミット期間中に会談を行い、米中関係発展の

根本的な問題について意見交換をしたいと考えている」と表明した。（6/18新華網 HP） 

 

10.その他 

□17日 22時 55分、四川省宜賓市長寧県にてマグニチュード 6.0の地震が発生、被害状況は死者 12

人、負傷者 125人となった。 

※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。 


