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中国経済週報（2019.6.27～7.3） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．G20 大阪サミットが開催                            

●6月 28－29日、G20大阪サミットが開催（議長：安倍晋三・内閣総理大臣）。日本が

初めて議長国を務めた G20サミットでは、G20メンバー国に加え、8つの招待国、9つ

の国際機関の代表が参加し、日本国内で開催した史上最大規模の首脳会議となった。 

●サミットでは、「世界経済、貿易・投資」、「イノベーション（デジタル経済・AI）」、

「格差への対処、包摂的かつ持続可能な世界」、「気候変動・環境・エネルギー」をテ

ーマとした各セッションで、意見の対立ではなく共通点を見出すべく議論が行われた。

閉会セッションでは「大阪首脳宣言」を採択し、自由貿易の推進やイノベーションを通

じた世界の経済成長の牽引と格差への対処、環境・地球規模課題への貢献等、多くの分

野で G20としての力強い意志を世界に発信した。 

●サミットの成果文書としては、「大阪首脳宣言」及び「テロ及びテロに通じる暴力的

過激主義によるインターネットの悪用防止に関する G20大阪首脳声明」の二つの首脳文

書に加え、「質の高いインフラ投資に関する G20原則」、「経済の電子化に伴う課税上

の課題に対するコンセンサスに基づいた解決策の策定に向けた作業計画」等、16の付

属文書が策定された。 

首脳特別イベントが開催 

●G20大阪サミットに合わせて、6月 28日に「デジタル経済に関する首脳特別イベント」、

29日に「女性のエンパワーメントに関する首脳特別イベント」が開催された。 

●このうち、「デジタル経済に関する首脳特別イベント」においては、今回のサミット

参加国のうち計 27か国の首脳及び世界貿易機関（WTO）をはじめとする参加国際機関の

長の出席の下、今後デジタル経済、特にデータ流通や電子商取引に関する国際的なルー

ル作りを進めていくプロセスである「大阪トラック」を立ち上げる旨の「デジタル経済

に関する大阪宣言」が発出された。これにより、現在 78か国・地域が参加を表明して

いる、WTOにおける電子商取引に関するルール作りについての交渉が本格的に進むこと

が期待される。 

●また、習近平・中国国家主席、トランプ・米大統領らが発言。習主席は、「効果的な

データ管理にはデータの分析・応用・流通が必要であり、すべての国の自主管理を尊重

すべき」等述べた。他方トランプ大統領は、「データローカライゼーション政策はデジ

タル貿易に制約を加え、個人情報や知財保護を侵害する」、「公平で開かれた市場ベー

スのデジタル経済の促進と自由なデータ流通を望む」等述べた。 
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日中首脳会談の実施 

●6月 27日夜、安倍総理大臣は、G20大阪サミット出席のため日本を訪問中の習近平主

席と日中首脳会談及び夕食会を実施。 

●両首脳は、昨年の首脳相互往来を通じて日中関係が正常な軌道に戻り、新たな発展を

得つつあることを確認し、「日中新時代」を切り開いていくとの決意を共有。経済及び

実務協力に関しては、「競争から協調へ」との精神に則り、第三国市場、イノベーショ

ン及び知的財産保護、食品・農産品を含む貿易・投資、金融・証券、医療・介護、省エ

ネ・環境、観光交流等分野における互恵的な実務協力を強化し、自由で公正な貿易体制

を発展させていくことで一致。また、互いの企業に対して、公平、非差別的かつ予測可

能性のあるビジネス環境を提供することを確認。 

●その他経済面での会談内容は以下のとおり。 

(1)上場投資信託（ETF）相互上場の実現、邦銀の人民元クリアリング銀行指定等の日中

金融協力の進展、日中イノベーション協力対話及び日中開発協力政策局長級協議の

実施、第三国民間経済協力の進捗等、昨年の首脳相互往来の成果が着実に実施に移

されていることを歓迎 

(2)日本側から、知的財産保護の強化、強制技術移転や市場歪曲的な産業補助金等の是

正を始めとする、中国市場の開放及び公平・公正なビジネス環境の構築のための実

効的措置を要請 

(3)日本産食品の輸入規制について、日本側から科学的根拠に基づく早期解除を改めて

要請。また、動物衛生検疫協定につき署名の準備が整ったことを確認 

G20における習主席のスピーチ 

●6月 28日、習近平主席は G20サミット会議において、「手を携えて共に前進し、力を

合わせて質の高い世界経済をつくろう」をテーマに、世界経済情勢と貿易問題について

スピーチを実施、G20に対する提言を行った。概要は以下のとおり。 

(1)成長の原動力の掘り起こし：構造改革を強力に推進し、デジタル経済の発展等によ

り質の高い発展を実現すべき、国際イノベーション協力の構築を提唱 

(2)グローバルガバナンスの整備：多国間貿易体制の強化と WTO 改革の実行、金融のセ

ーフティネット資源の確保、国際金融枠組みの代表性の合理化等を行うべき 

(3)発展のボトルネックの解消：「発展」をマクロ経済政策協調の優先的位置に置き、発

展への投入を増やすべき 

(4)意見の相違の適切な処理：異なる発展段階にあるメンバー国は、相互尊重・相互信

頼によって相違を調整し、共通認識を拡大すべき 
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●また、中国は一段と対外開放を行うとしてその方針に言及。概要は以下のとおり。 

(1)一層の市場開放：2019 年版外資参入ネガティブリストの公布、6 か所の自由貿易試

験区の新設、上海自由貿易試験区に新区画を増設 

(2)主体的な輸入拡大：一層の自主的な関税率の引下げ、非関税障壁の解消への努力、

輸入段階での制度的コストの大幅削減 

(3)ビジネス環境の持続的改善：新たな外商投資法施行に伴い、権利侵害に対する懲罰

的賠償制度の導入、民事司法保護及び刑事保護の強化による知財保護水準の引上げ 

(4)平等待遇の全面的な実施：外商投資ネガティブリスト以外の外資参入制限の全面的

な廃止、参入後の在中外資企業の平等待遇 

(5)経済貿易交渉の強力な推進：RCEPの早期妥結、中国・EU投資協定交渉の加速、日中

韓 FTA交渉の加速 

習主席が新興 5カ国（BRICS）首脳会議に出席 

●6月 29日、習主席は大阪で新興 5カ国（BRICS）首脳会議に出席。会議では、BRICS

パートナーシップの強化と、国連・G20・WTO等の多国間メカニズムの枠組み内での政

策協調の強化、多国間主義の支持と国連を核心とする国際体系の擁護によるグローバル

ガバナンスの推進、経済、政治上の安全、人文交流の三大分野での実務協力の深化等に

ついて協議を行った。 

習主席が中国・アフリカ首脳会議を主宰 

●6月 29日、習主席は大阪で中国・アフリカ首脳会議を主宰。中国・アフリカ協力の

深化、アフリカの発展と国連の活動への支援、多国間主義の維持といった重大な問題に

ついて意見交換を行った。 

習主席が中国・インド・ロシア首脳会談に出席 

●6月 29日、習主席は大阪で中国・ロシア・インド首脳会談に出席。目下の国際情勢

や重要な国際・地域問題について踏み込んだ意見交換を行った。 

その他習主席と国家元首との会見（於大阪） 

●6月 27日、習主席は韓国の文在寅大統領と会見を実施。習主席は、「一帯一路」共同

建設により、中韓自由貿易協定の第 2段階の交渉を加速し、協力を不断に拡大すべきと

指摘。文大統領は、中国側と連携して「一帯一路」共同建設及び第 3国市場の開拓を行

いたい旨発言。 

●6月 29日、習主席はメルケル・ドイツ首相と会見を実施。全方位パートナーとして

の中独の関係強化や多国間主義の擁護等について意見交換を行った。 

●同日、習主席はマクロン・仏大統領と会見を実施。習主席は、第三国市場協力を加速

して実現し、核エネルギー、航空宇宙等大プロジェクトを推進する必要があると述べた。

双方はまた、朝鮮半島問題、イラン核問題等について意見交換を行った。 

●同日、習主席はラマポーザ・南アフリカ大統領と会見を実施。「一帯一路」及び FOCAC

と南アの今後 5年間の行動計画とのマッチングや、生産能力深化、インフラ建設、人材

資源開発等分野について意見交換を行った。 

●同日、習主席はジョコ・インドネシア大統領と会見を実施。ジャカルタ－バンドン間

高速鉄道建設やインドネシア経済回廊等について意見交換を行った。  
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２．米中経済貿易関係                        

米中首脳会談の実施 

●6月29日、G20大阪サミットに出席した習近平・国家主席とトランプ・米大統領は米中

首脳会談を行い、貿易問題等について意見交換を実施。 

●29日の国営新華社の報道によると、両首脳は、両国の発展に関する根本的な問題、

米中経済貿易摩擦、国際又は地域の問題について、踏み込んだ意見交換を行い、協調及

び安定を基礎とした両国関係を推進していくことで一致。経済貿易問題について、習主

席は、「米中経済貿易協力の本質は相互利益とウィンウィン」、「中国側は誠意を持っ

て米国側と交渉を継続し、意見の相違を調整する用意がある」としつつ、「中国の主権

と尊厳に関する問題において、中国は自国の核心的利益を必ず守る」と発言。 

●他方、トランプ大統領は、会談終了後の記者会見および自身のツイッターにて米中首

脳会談について発言。その中の経済・貿易問題に関する発言概要は以下のとおり。 

(1)  米中は中断している貿易交渉を再開した 

(2)  交渉中は発動済みの対中追加関税を引き上げない  

(3)  米国は（約 3,000億ドル相当の中国からの輸入品に対する第 4段の）追加関税措 

置は当面の間は行わない 

(4)  中国側は、交渉中であっても米国の農家から大量の農産物を買い付けることに同 

意 

(5)  米国は、米企業が華為技術(ファーウェイ)に（大きな国家緊急性の問題がない） 

機器を売却することを認める  

●30日、クドローNEC委員長は、ファーウェイはエンティティ・リストに残るが、米国

の安全保障上の懸念に影響しない汎用品については一時的に輸出許可を出すだろうと

発言。 

３．日中金融協力関係                     

「日中 ETFコネクティビティ」に基づく ETFが日本と中国で同時上場 

●6月 25日、日本取引所グループと上海証券取引所は「日中 ETFコネクティビティ」

（中国語名：日中 ETF互通）による上場投資信託（ETF）の相互上場を開始した。日本

には従来より中国株 ETFが上場していたが、日本株 ETFの中国上場は今回が初の事例。

日中クロスボーダー取引の活性化が期待される。 

邦銀が初の人民元クリアリング銀行に指定 

●6月 27日、中国人民銀行は「中国人民銀行と日本銀行の協力覚書」に基づき、日本

市場で人民元の決済業務を認める「人民元クリアリングバンク」に三菱 UFJ銀行を指定

することを発表。中国の銀行以外では、米 JPモルガン・チェースに続き 2例目。東京

のオフショア市場の発展や中国国内への投資の活性化が期待される。 
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４．第 13回サマーダボス会議が大連にて開催           

●7月 1－3日、世界経済フォーラムが主催する第 13回サマーダボス会議が大連にて開

催。「指導力 4.0－グローバル化新時代の成功の道」のテーマのもと、ラデフ・ブルガ

リア大統領、ハシナ・バングラデシュ首相、バフタゼ・ジョージア首相、日本からは片

山さつき・内閣府特命担当大臣（地方創生）など、100 以上の国家と地域から政治家、

企業家、学者ら 1900余人が会に参加し、中国経済、世界経済、対外開放、金融、科学

技術等について議論を行った。 

●李克強・国務院総理は 1－2日に会議に出席。開幕式にてスピーチを行い、世界経済

や一層の対外開放を含む中国経済に関する基調演説を行った。スピーチの主な内容は以

下のとおり。 

(1) 我々は各種類の市場主体、また大企業と成長型企業が、同じ舞台の上で公平に競争

し、共に発展するようにすべき 

(2) 現在世界経済が直面する下振れ圧力に対し、パートナー精神を発揚し、平等に協

議し、小異を残して大同を求め、相違点をコントロールし共通認識を拡大し、協

力を形づくるべき 

(3) 製造業の開放を深化させ、金融等現代のサービス業の開放を深化させ、為替レー

ト形成メカニズムの改革と資本勘定における兌換自由化を着実に推進 

(4) 現在実施しているマクロ政策措置を掘り下げて実施し、「ばらまき」型の強い景気

刺激策は行わず、屋台を広げいい加減に拡大するというようないつもの道は歩か

ない 

(5) 外資による金融業(証券、商品先物、生命保険)への出資規制を、当初の計画から１

年前倒しして 2020年に撤廃 

５．李克強総理が遼寧省を視察                     

●7月 1日、李総理は陳求発・遼寧省党委員会書記、唐一軍・遼寧省長と共に遼寧港口

集団、恒力石化、遼寧重大装備製造中心、大連理工大学を視察。視察中の李総理の主要

な発言は以下のとおり。 

(1) 対外全面開放を堅持し、対内対外協力を深めることで、東北地方の振興と発展を

牽引すべき 

(2) 他地域の経験を参考とし、各方面の利益に配慮し、各種資源を有効利用し、産業

の一層の最適集積とより合理的な地域機能を実現し、質の高い発展を図る 

(3) 民間企業の発展を支援し、大・中・小企業の融合発展を促進し、国有・民間企業を

平等に処遇する 

(4)科学研究（特に基礎研究）の中で知識集約の特徴を体現し、１人当たりの研究費の

比率を確実に引き上げる 
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６．2019年版ネガティブリストの発表             

●6月 30日、国家発展改革委員会と商務部は共同で、「外商投資参入特別管理措置（ネ

ガティブリスト）2019年版」を発表。今年 7月 30日から施行され、同時に 2018年版

ネガティブリストは廃止される。 

●今回のリストでは、制限・禁止項目が 2018年版の 48項目から 40項目に削減された。

具体的には、石油、天然ガス（一部ガス・資源を除く）の探査・開発については中国企

業との合弁・合作に限定する、としていた制限が撤廃、電信業務のうち、これまで外資

の出資比率制限の例外として認められていた電子商取引に加えて、国内マルチ通信、デ

ータの保存・転送、コールセンターが例外として追加、中国原産の野生動植物資源開発

への投資禁止規定が撤廃、等。 

７．「上海市生活ごみ管理条例」が施行                         

●7月 1日、上海市にて「上海市生活ごみ管理条例」が施行。今後、生活ごみは「資源

ごみ」、「有害ごみ」、「湿ったごみ」、「乾燥ごみ」に 4分類され、指定時間に指定

の場所に捨てることが義務付けられる。6月 28日時点で、上海では 1.3万か所の分類

ごみ捨て場の整備が完了しており、75％の完成率となっている。 

●個人や組織がごみの分類規定に従わなかった場合、処罰の対象となる（個人：50元

以上 200元以下の罰金、組織：最高 5万元の罰金）。ごみの収集運搬組織と処理組織に

対しても、規定を遵守しなかった場合、それぞれ最高 10万元と 50万元の罰金が科され

る。 

●近年、中国は全国的にごみの分類制度の推進を強化しており、2020年末までに全国

46の重点都市、2025年までに全国の地級市以上の都市にて、生活ごみの分類システム

を基本的に構築することとしている。 

８．各種統計の公表                         

●6月製造業PMI(NBS)～前月比横ばい（6月30日 国家統計局発表） 

6月製造業 PMI(NBS) 

指数 
全体 大企業 中企業 小企業 

49.4 49.9 49.1 48.3 

前月からの変化(pt) 横ばい ▲0.4 ＋0.3 ＋0.5 

 

●6月製造業PMI(財新)～ 前月比0.8ポイント減（7月1日 財新発表） 

6月製造業 PMI(財新) 

指数 49.4 

前月からの変化(pt) ▲0.8 
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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 25日、行政改革の深化に関する全国電話会議で、「放管服（行政簡素化と

権限委譲、規制緩和と管理の均衡、サービスの最適化）」を更に推進し、市場化・法律化・国際化の

ビジネス環境を作り上げることを強調した。（6/26人民日報ｐ2） 

□李克強・国務院総理は 26日、国務院常務会議を招集し、小規模・零細企業に対する融資の実質金

利を一段と下げ、民間企業及び小規模・零細企業向けの金融サービス総合改革を試行することを決

めたほか、知的財産権担保融資及び製造業向け融資の拡大支援の手配及び高等職業学校の奨学金の

カバー範囲の拡大と支給基準の引き上げを決定した。（6/27経済日報ｐ2） 

□耿爽・外交部報道官は 25日、李克強・国務院総理が 7月 1－2日に大連で開かれる第 13回夏季ダ

ボス会議に出席すると発表した。（6/26人民日報ｐ2） 

 

2.財政 

□国家税務総局が 26日発表した最新統計によると、今年１～5月の新規減税・費用（社会保険料）

引き下げが計 8、930 億元に上り、うち新規減税額が 8、168 億元、社会保険料軽減額が 762 億元だ

った。（6/27経済日報ｐ1） 

 

3.金融・為替 

■日本取引所グループと上海証券取引所は 6月 25日、日中間の金融協力強化の取組の一つとして上

場投資信託（ETF）の相互上場を開始した。（6/26国際商報ｐ3） 

■「中国人民銀行と日本銀行との協力覚書」に基づき、中国人民銀行は三菱 UFJ銀行を「人民元ク

リアリング銀行」として指定することを決定した。（6/27中国人民銀行 HP） 

□国家外貨管理局が 27日公表した第 1四半期の国際収支バランスシートによると、第 1四半期の経

常収支は 490億ドルの黒字、貨物貿易は 947億ドルの黒字、サービス貿易は 634億ドルの赤字だっ

た。（6/28経済日報ｐ1） 

□2019年 5月末時点、中国の債券市場残高は 91兆元に達し、米国に次ぐ世界 2位の規模となった。

（6/28国際商報ｐ5） 

□中国人民銀行通貨政策委員会は 25日、北京で第 2四半期例会を開き、通貨の供給・需要システム

と金融システムを安定な三角構図として形成し、国民経済全体の良好な循環を目指す方針を示した。

（6/28経済日報ｐ3） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□国家発展改革委員会と商務部は 6月 30日、「外国企業投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）

（2019年版）」を共同で発表し、今年 7月 30日から交通運輸、インフラ設備、農業、製造業、鉱業

等 8分野において、外資の参入規制を更に緩和する方針を示した。これにより、ネガティブリスト

の制限・禁止項目は、2018年版の 48項目から 40項目へ減少する。（7/1人民日報ｐ2） 

□国家発展改革委員会と商務部は 6月 30日、「外商投資奨励産業目録（2019年版）」を発表、7月

30日より実施する。これと同時に、2017年版の「外商投資産業指導目録」・「中西部地区外商投資

優勢産業目録」は廃止となる。（6/30商務部 HP） 
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□国家発展改革委員会と商務部は 6月 30日、「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガテ

ィブリスト）（2019年版）」を発表、7月 30日より実施する。これと同時に、2018 年版の「自由貿易

試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）」は廃止となる。（6/30商務部 HP） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□改正中小企業促進法の実施状況に関する報告が 26日、第 13期全人代常務委員会第 11回会議に提

出された。報告では、改正中小企業促進法の実施から 1 年余り、各地方・各省庁は、党の決定と配

置を貫徹実行し、積極的な成果を収めたと指摘している。（6/27国際商報ｐ2） 

□国家統計局は 27日、一定規模以上工業企業の 5月の利益総額は前年同期比 1.1％増加し、増加率

はマイナスからプラスに転じたと発表。1～5 月の利益は前年同期比で 2.3％減少したものの、減少

幅は 1～4月より 1.1ポイント縮小した。（6/28人民日報ｐ11） 

 

6.農業・農村 

□農業農村部は 24 日、5月の農業・農村経済データを発表し、①夏期の農業生産は安定し、豊作が

見込まれる、②アフリカ豚コレラの蔓延が抑えられている、③豚肉の代わりに家禽肉・鶏卵・牛乳

生産が増産、④大口農産物の価格は安定しているが、果物、豚肉、鶏卵価格の前年同期比上昇率が

大きい等の見解を示した。（6/26経済日報ｐ4） 

 

7.労働・社会保障 

□田学斌・水利部副長は 27 日、国務院定例記者会見で、今年から来年にかけて農村部 6、000 万人

の飲料水安全問題を解決する方針を示したほか、来年では全ての貧困人口の飲料水安全問題の解決

を確保すると表明した。（6/28人民日報ｐ3） 

 

8.環境・エネルギー 

□中国電力連合会がこのほど発表したデータによると、今年 5 月の中国風力発電設備新規導入量は

1.38GW で、前年同期比と前月比でそれぞれ 43.75％と 91.7％増加した。業界では、中国の風力発電

産業は回復していると認識しており、うち、洋上風力発電は今後も成長が続くとみられる。（6/28

経済日報ｐ12） 

□張益・中国戦略的振興産業環境保護連盟理事長は 27 日、中国の「ごみ分別」市場の規模は 10 年

以内に約 2、000～3、000億元規模になるとの見通しを示した。2020年末までに全国 46の重点都市

で生活ごみの分類システムが基本的に構築される予定で、294の地方都市でも全面的にごみの分類の

手配を開始する。（6/27経済日報ｐ7） 

□上海市で７月１日、「上海市生活ごみ管理条例」が施行された。生活ごみは「資源ごみ」、「有害ご

み」、「湿ったごみ」、「乾いたごみ」に 4 分類し、決められた時間に決められた場所に捨てることが

義務付けられた。6 月末時点で 1.3 万か所のゴミ捨て場が改造され、75％の完成率となっている。

（6/28、7/1新華社） 

 

9.主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 25日、ムセベニ・ウガンダ大統領と北京にて会談した。両首脳は、両国関係
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を全面的協力パートナーシップに引き上げることで合意した。（6/26人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 25日、「中国アフリカ協力フォーラム」北京サミット成果実施調整官会議に

祝賀メッセージを送り、より緊密な中国・アフリカ運命共同体を構築していくことを強調した。（6/26

国際商報ｐ1） 

□第 1回中国アフリカ経済貿易博覧会が 27日、湖南省長沙市で開幕した。胡春華・国務院副総理が

開幕式に出席し、中国・アフリカ経済貿易協力の次なる段階への推進を期待するとの習近平・国家

主席の祝賀書簡を読み上げた。（6/28国際商報ｐ1） 

□胡春華・国務院副総理は 25日、訪中したペーニャ・アルゼンチン内閣首席大臣と会見した。双方

は、貿易や投資、農業などの分野の協力について意見交換を行った。（6/26人民日報ｐ3） 

□李克強・国務院総理は 27日、ルッテ・オランダ首相と北京にて会談した。李総理は、双方向の開

放拡大、双方企業への公開・透明・平等なビジネス環境の提供、貿易や投資、イノベーション、第 3

国市場などの重点分野での協力強化等を希望すると述べた。（6/28経済日報ｐ2） 

■習近平・国家主席は 27日、大阪で安倍晋三・日本首相と会見した。両首脳は 10項目の共通認識

に達した。うち、経済関係については、両国指導者は両国の利益融合を一段と深め、科学イノベー

ション、知的財産権保護、経済・貿易、財政・金融、医療ケア、高齢者介護、省エネ・環境保護、

観光など幅広い分野の互恵協力を強化することで合意した。また双方は、第 3国市場協力を引き続

き促進すること、両国企業による相互投資の拡大を支援すること、相手方の企業に公平で差別のな

い予測可能なビジネス環境を提供すること等を確認した。（6/28人民日報ｐ1、2） 

□習近平・国家主席は 27日、大阪で韓国の文在寅大統領と会見した。習主席は、「一帯一路」共同

建設により、中韓自由貿易協定の第２段階の交渉を加速し、協力を不断に拡大すべきと指摘。文大

統領は、中国側と連携して「一帯一路」共同建設や第 3国市場の開拓を行いたいと述べた。（6/28

経済日報ｐ１） 

□習近平・国家主席は 28日、G20大阪サミット首脳会議に出席し、重要演説を行った。習主席は、

世界経済について、①改革とイノベーションの堅持、成長の原動力の掘り起こし、②グローバルガ

バナンスの整備、③発展のボトルネックの解消、④意見の相違の適切な処理、の 4点を提起した。

また、対外開放を更に進める方針として、①市場の更なる開放、②輸入の自発的な拡大、③ビジネ

ス環境の持続的な改善、④対等な処遇の全面的な実施、⑤経済・貿易交渉の力強い推進、の５つの

取組を明らかにした。（6/29人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪でトランプ・米大統領と会談を行った。両首脳は米中関係発展の

根本的問題、両国の経済貿易摩擦、国際・地域問題について踏み込んだ意見交換を行い、協調・協

力・安定を基調とした米中関係を推進することで合意した。経済関連問題について、習主席は、米

中間の問題は最終的に対話と協議を通じて、互いに受け入れ可能な解決方法を探し出す必要がある

と強調。トランプ大統領は、交渉を通じて貿易均衡問題を適切に解決し、両国企業に公正な待遇を

提供したい、米国は中国からの輸入製品に対する新たな追加関税の発動は見送る等述べた。（6/30

人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪でグテーレス・国連事務総長と会見を実施。国際情勢等について

意見交換を行った。（6/29人民日報ｐ3） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪で新興 5カ国（BRICS）首脳会議に出席。会議では、BRICSパート

ナーシップ関係、グローバルガバナンス、科学技術イノベーション協力等について協議を行い共通
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認識に達した。（6/29人民日報ｐ2） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪で中国・アフリカ首脳会談に出席。中国・アフリカ協力の深化、

アフリカの発展支援と国連の業務、多国間貿易の擁護等について意見交換を行った。（6/29人民日報

ｐ2） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪で中国・インド・ロシア首脳会談に出席、目下の国際情勢や重要

な国際・地域問題について踏み込んだ意見交換を行った。（6/29人民日報ｐ2） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪でラマポーザ・南アフリカ大統領と会見を実施。「一帯一路」及

び FOCACと南アの今後 5年間の行動計画とのマッチングや、生産能力深化、インフラ建設、人材資

源開発等分野について意見交換を行った。（6/29人民日報ｐ3） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪でジョコ・インドネシア大統領と会見を実施。ジャカルタ―バン

ドン間高速鉄道建設やインドネシア経済回廊等について意見交換を行った。（6/29人民日報ｐ3） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪でメルケル・ドイツ首相と会見を実施。全方位パートナーシップ

としての中独の関係強化や多国間主義の擁護等について意見交換を行った。（6/29人民日報ｐ3） 

□習近平・国家主席は 29日、大阪でマクロン・仏大統領と会見を実施。習主席は、第三国市場協力

を加速して実現し、核エネルギー、航空宇宙等大プロジェクトを推進する必要があると述べた。双

方はまた、朝鮮半島問題、イラン核問題等について意見交換を行った。（6/30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。 


