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中国経済週報（2019.9.5～9.11） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．中央全面深化改革委員会第 10 回会議が開催                   

●9日、習近平・国家主席、中央全面深化改革委員会主任は、中央全面深化改革委員会

第 10回会議を主宰するとともに、重要講話を行った。習主席は、「党中央が第 18期中

央委員会第 3回全体会議（三中全会）以降に確定した各改革任務を実行に移し、力点を

システマティックな統合、協調性、効率性の強化に置く必要がある。ここ数年の改革の

成果を打ち固め、深化させ、各方面の制度をより成熟、定型化されたものにしなければ

ならない。」と強調した。 

●会議では、「先進的製造業と現代的サービス業の深い融合・発展を推し進めることに

関する意見」、「より良い発展環境をつくり上げ、民間企業の改革・発展を支援するこ

とに関する実施意見」、「貿易の質の高い発展の推進に関する指導意見」、「重要な農

産物の保障戦略の実施に関する指導意見」等、11の意見を審議、採択した。 

●李克強・国務院総理、中央全面深化改革委員会副主任と王滬寧・同委員会副主任、韓

正・同委員会副主任が会議に出席した。 

２．国務院常務会議が開催                  

●李克強・国務院総理は 4日、国務院常務会議を招集。会議では、①「六つの安定」の

取組強化について手配を行ったほか、②特別地方債の発行・使用を加速する措置を確定

し、有効な投資により脆弱部分を補強し、内需の拡大を牽引することを決定した。 

●①「六つの安定」の取組強化： 

(1)雇用：高等職業・技能訓練校の募集規模と技能訓練の資金規模の増加を検討する 

(2)物価：困窮者に対する社会救済と保障基準を物価上昇にリンク・連動させるメカニ

ズムを適時発動する 

(3)ビジネス環境：行政の簡素化・減税・費用引下げ措置を実施する 

(4)投資：今年の限度額内の特別地方債の発行は 9月末前に全て終了、10月末前に全て

のプロジェクトに資金交付する 

(5)金融：実質金利水準の引下げ措置を早急に実施。中小零細企業への金融支援を強化 

(6)政策の合成力：政策の合成力を増強する 

●②特別地方債の発行・使用の加速： 

(1)地方の重大プロジェクトの建設需要に応じ、規定に基づき、来年の特別地方債の新

たな増額の一部を前倒しで下達する。来年年初に直ちに使用可とするよう手配する 

(2)特別地方債は重大インフラ分野(交通インフラ、エネルギープロジェクト、生態環境

保護プロジェクト等)に用いることを認可する 

(3)プロジェクト管理を強化し、プロジェクトの中途放棄の出現を防止 
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３．マクロ経済・金融関連                        

全国金融情勢報告・政策経験交流テレビ電話会議の開催 

●5日、国務院金融安定発展委員会は、全国金融情勢報告・政策経験交流テレビ電話会

議を開催し、劉鶴副総理が講話を行った。劉鶴副総理は、①金融機関は中小企業・民営

企業等へ貸出しを強化する一方でリスク解消に取り組まなくてはならないとした。また、

②地方政府には、リスク処理と安定維持の第一義的責任を強化し、地域的金融リスクを

発生させないこと、違法な各種の違法な金融活動を取り締まって事件の群発的発生を防

止すること、リスク管理のための金融監督管理体制を整備することを求めた。さらに、

③金融管理部門は、製造業・民営企業への融資増に金融機関を誘導するとともに、局部

的・構造的リスクを適切に解消しなければならないとした。 

預金準備率の引下げ 

●6日、中国人民銀行は、金融機関（財務会社・金融リース会社・自動車金融会社を

除く）の預金準備率を 2019年 9月 16日より 0.5％引き下げることを発表した。ま

た、中小零細企業・民営企業への支援をより強化するため、省級の行政区域だけを営

業範囲とする都市商業銀行の預金準備率については、さらに 1％の引下げを行い、合

計 1.5％の引下げを行うことも併せて発表された。 

●人民銀行責任者によれば、本措置により約 9,000 億元が市場に供給されることにな

り、実体経済への支援になるとしているが、穏健な金融政策の方向性には変更はない

ことも併せて表明している。 

適格海外投資家（QFII/RQFII）の投資限度額撤廃 

●10日、国家外貨管理局は適格海外投資家（QFII/RQFII）の投資限度額を撤廃するこ

とを発表。中国では、2002年より適格海外機関投資家（QFII）制度、2011年より人民

元適格機関投資家（RQFII）制度を開始し、中国当局の認可を受けた海外投資家により

限度枠等の制限の下、中国本土の株式・債券に対する投資が行われてきた。今回、国

務院（内閣）の批准を経て、投資限度額の撤廃を行う。 

●これまで全世界 31 の国家・地域から 400 以上の機関投資家がこのチャネルを用いて

中国の金融市場に投資を行った。中国株式・債券が世界の主要なインデックス（投資指

標）に組み込まれるなかで、更なる海外からの証券投資が見込まれており、海外投資家

の利便性を更に向上させるため、国家外貨管理局は、2018年に当該制度の外貨両替制限

を撤廃したのに引き続き、今回、投資限度額の撤廃に着手した。 



3 

４．豚の生産安定・供給保障関連                     

豚の生産安定、市場供給を保障する通知 

●3日、財政部、農業農村部弁公庁は連名で「豚の生産安定、市場供給の保障の関連

業務をしっかりと実施するための支援に関する通知(以下、「通知」)」を発表。豚の

生産促進と市場供給を保障するために、豚の生産拡大を支援する補助金や財政的支援

の強化等を含む六つの措置を打ち出した。各項目の内容は、(1)アフリカ豚コレラの強

制的殺処分に対する補助金政策を実施 (2)一定規模以上の養豚場等に対する借入金利

子を負担する補助金政策を整備 (3)豚の生産拡大、動物疫病予防や流通インフラ建設

を支援 (4)豚に対する保険金支給額の引上げ (5)豚の優良品種に対する補助金政策を

実施 (6)省レベルの財政面での統括的役割を強化 

豚肉価格が上昇 

●10日、国家統計局は 8月の物価統計を発表。畜肉類価格は前月比 30.9％、前年同期 

比 30.9％上昇。豚肉価格は前月比 23.1％、前年同期比 46.7％上昇した。 

５．馬雲(ジャック・マー)・アリババ会長が退任        

●10日、中国電子商取引最大手のアリババ集団（浙江省杭州市）は、創業 20周年と

なる記念式典を杭州市で開催。馬雲・アリババ会長が会長職を退任することを発表し

た。後任は張勇・最高経営責任者（CEO）が引き継ぐ。馬雲会長は会長職を退くもの

の、2020年の同社の株主総会までは取締役会の構成メンバーを引き続き務める(2018

年 9月時点の発表)。 

●馬会長は式典の中で、「アリババ会長を退任することは引退を意味するわけではな

い、私は停まらない。」としたうえで、「これまで教育、公益、環境保護等に取り組

んできたが、今後はさらにうまく出来るし、さらに多くの時間を費やせると思う。こ

れは私がすべきことかもしれない。」と述べた。 
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６．対外経済関係                           

メルケル・独首相の訪中 

●6日、メルケル・ドイツ首相が訪中し、李克強・国務院総理と会見。会見の中で、メ

ルケル首相は、米中貿易摩擦が独企業を含む世界全体に影響しており、早期終結するよ

う望むと表明。会見後、両首脳は航空、船舶、電動モビリティ、保険、デジタル金融等

分野における 11 件の合意文書署名に立ち合った。また、両首脳は、両国企業による中

独経済諮問委員会座談会（今年 6回目）に出席した。 

●同日、メルケル首相は習近平国家主席と会見。同会見において、双方は両国間の「包

括的・戦略的パートナーシップ」について意見を交換した。習主席は、中・独協力のパ

イの更なる拡大、自動運転、新エネ車、スマート製造、AI、デジタル化及び 5G 等分野

での協力強化を要望したほか、独による金融・サービス業分野への投資や、長江経済ベ

ルト建設への独企業の参加を歓迎するとした。 

胡春華副総理のロシア訪問 

●5日、胡春華・国務院副総理は、ウラジオストクで開催された第 5回東方経済フォー

ラムに出席し、プーチン・ロシア大統領と会見。胡副総理は、習主席とプーチン大統領

が共同で決定した、2024 年までに二国間貿易額 2 千億ドルを実現するとの目標につい

て、現在好調に推移しており、中国側は貿易・投資の利便化を図り、農産品貿易、越境

EC 等の拡充を加速させると表明。プーチン大統領は、両国の経済貿易協力は順調であ

り、中国企業の対ロシア投資を歓迎すると述べた。 

７．米中経済貿易関係                        

米中閣僚が電話会談を実施 

●5日、劉鶴・国務院副総理は、ライトハイザー・米通商代表及びムニューシン・米財

務長官と電話会談を実施。双方は、10月初旬にワシントンにて第 13回米中閣僚級経済

貿易協議を行うことに合意。また、共に努力し、実際的な行動を取り、協議のために良

好な条件を作り出さなければならないという考えで一致。9月中旬に事務レベルで真剣

な協議を行い、閣僚協議が実質的な進展を得るために十分な準備を行う予定。に向けた

準備会合を実施する予定。同電話会談には、鍾山・商務部長、易綱・中国人民銀行総裁、

寧吉喆・国家発展改革委員会副主任が出席。 

「米中企業家対話会」が開催 

●10日、「米中企業家対話会」（主催：中国国際経済交流センター）が北京にて開催。

米中貿易摩擦が両国及び世界経済に与える負の影響や、米中協議の進展に関し意見交換

を実施。曽培炎・国際経済交流センター理事長は、「意見の相違や摩擦を解決する方法

は対話以外にない」と発言。マイロン・ブリリアント・米国商工会議所副会頭は、「米

中経済摩擦により、グローバルサプライチェーンは影響を受け、商業への信頼が損なわ

れた」と述べ、貿易協議における早急な合意形成を望むとした。続いて、米国商工業界

の企業家らは李克強・国務院総理と座談会を実施し、米中経済貿易関係についての見解

表明と提言を行った。 
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８．各種統計の公表                     

●8月貿易～単月の貿易総額は前月比3.2％減、輸出が1.0％減、輸入が5.6％減。1-8月

累計の貿易総額は前年同期比2.0％減、輸出が0.4％増、輸入が4.6％減（8日 海関総

署） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●8月物価～CPIは前年同月比2.8％上昇、PPIは同0.8％下落（10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) 

8月 3,947.6 ▲3.2 ▲2.5 348.3 

1-8 月 29,548.1 ▲2.0 1-7月比▲0.2 2,592.7 

 

 

 

 

 

 

 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) 

8月 2,148.0 ▲1.0 ▲4.3 1,799.7 ▲5.6 ▲0.3 

1-8 月 16,070.4 0.4 1-7月比▲0.2 13,477.7 ▲4.6 1-7月比▲0.1 

  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) 

8月 261.1 ▲4.4 ＋4.8 ▲26.2 

1-8 月 2,038.7 ▲4.8 1-7月比横ばい ▲172.2 

 
 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) 

8月 177.5 1.5 5.6 143.7 ▲8.8 ＋4.3 

1-8 月 933.5 ▲1.0 1-7月比＋0.5 1,105.2 ▲7.7 1-7月比▲0.2 

  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) 

8月    496.6 ▲17.4 ▲7.9 269.5 

1-8 月 3,556.1 ▲13.9 1-7月比▲0.5 1,954.5 

 

 CPI（消費者物価指数） PPI（工業生産者物価指数） 

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

8月 2.8 横ばい ▲0.8 ▲0.5 

 

 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) 

8月 373.0 ▲16.0 ▲9.5  103.5 ▲22.3 ▲3.2 

1-8 月 2,755.3 ▲8.9 1-7月比▲1.1  800.8 ▲27.5 1-7月比▲0.8 
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●8月自動車～前年同月比 6.9％減（11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) 

8月 195.8 ▲6.9 ▲2.6 

1-8月 1,610.4 ▲11.0 1-7月比＋0.4 

  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) 

8月 165.8 ▲7.7 ▲3.8 30.5 ▲2.8 ＋3.6 

1-8月 1,332.2 ▲12.3 1-7月比＋0.5 278.2 ▲4.2 1-7月比＋0.2 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

8月 8.5 ▲15.8 ▲11.1 

 
 

純電気自動車販売 プラグインハイブリッド車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

8月 6.9 ▲6.0 ▲7.6 1.6 ▲41.3 ▲20.7 

  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) 

8月 35.8 21.6 ▲2.0 42.5 25.7 ▲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) 

8月 15.8 9.5 ＋0.5 7.0 4.2 ＋1.0 

 

 

 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

8月 0.8 0.5 ▲0.4 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□9日、習近平・国家主席、中央全面深化改革委員会主任は、第 10回中央全面深化改革委員会会議

を主宰するとともに、重要講話を行った。習主席は、「力を入れるポイントをシステマティックな

統合、協調性、能率性の強化に置き、我々がここ数年、体制面での障害、メカニズム面での弊害、

政策面での革新を解決する上で収めている改革の成果を打ち固め、深化させ、各方面の制度が一層

成熟し、一層定型化するよう推し進めなければならない」と強調した。（9/10人民網） 

□李克強・国務院総理は 4日、国務院常務会議を招集した。会議で「六つの安定」の取組強化につ

いて手配を行ったほか、有効な投資と内需拡大を図り、地方政府が事業目的別に発行する専項債券

(レベニュー債)の発行と調達資金の使用を加速する措置を確定した。（9/5経済日報ｐ2） 

□申長雨・国家知的財産権局局長は 2日、第 10回中国知的財産権年会において、「中国は、引き続

き厳格な知的財産権保護制度の実施を強化し、良好なイノベーション環境とビジネス環境を構築す

る」と表明した。（9/4国際商報ｐ4） 

□李克強・国務院総理は 4日、国務院第 3回全体会議を招集し、マカオ特区第 5代行政長官に賀一

誠氏を任命することを決定した。（9/5経済日報ｐ2） 

□5日、第 4回中国－アラブ諸国博覧会が寧夏で開幕。習近平・国家主席は、博覧会の開催に祝賀

メッセージを送り、「今回の博覧会は双方が実務協力を深め、「一帯一路」共同建設の質の高い発展

を推進するための有益なプラットフォームである。双方は、これを契機に中国～アラブ諸国戦略的

パートナーシップの一層発展を推進することを希望する」と強調した。博覧会の共同契約プロジェ

クト数は 362、計画投資と貿易総額は 1854.2億元に達した。（9/6人民日報ｐ1ほか） 

 

2.財政 

□中央財政はこのほど、浙江省、山東省、遼寧省等の 17省に災害防止資金として 9億 5,000万元を

拠出したことを発表した。（9/6経済日報ｐ7） 

  

3.金融・為替 

□国務院金融安定発展委員会は 5日、全国金融形勢通報・工作経験交流テレビ電話会議を開いた。

会議で、劉鶴・同委員会主任は金融機関、金融管理部門および地方政府に対し、憂患意識を高め、

危機をチャンスとして捉え、経済・金融の安定的運行を促進するよう求めた。（9/6人民日報ｐ2） 

□中国人民銀行は 6日、9月 16日から金融機関の預金準備率を 0.5ポイント引き下げると発表し

た。また、零細企業や小企業、民営企業への支援を強化するため、城市商業銀行に対しては 10月

以降、更に 1ポイントの引き下げを行う。これにより、約 9,000億元が市場に供給されることにな

る。（9/7人民日報ｐ2） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□発展改革委員会はちかごろ、中国はすでに 2019年 6月末時点で日本、フランス、イタリア、英

国等 14か国と第三国市場協力文書を取り交わし、第三国市場協力メカニズムを確立し、共同で企

業のために協力プラットフォームを築き、公共サービスを提供していると発表するとともに、中国

企業と海外企業が協力して第三国市場の開拓を後押しするため、具体的な事業パターン等を分類し
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てまとめた「ガイドラインと事例」を発表した。（9/4新華網ほか）  

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□香港特区政府は 4 日、中小企業フォーラムを開き、中小企業への資金援助型ファンドおよび融資

政策等を含む中小企業向けの優遇政策を改めて発表し、中小企業への支援を更に強化していく方針

を示した。（9/5経済日報ｐ3） 

 

6.農業・農村 

□財政部、農業農村部弁公庁は 4 日、豚生産の促進と市場供給の保障に向けて、豚生産拡大への補

助金や財政支援の強化等を含む 6つの措置を打ち出した。また、8月 31日以降、農業農村部は財政

部や自然資源部、環境保護部、交通運輸部などと連携し、相次いで文書を発表。財政支援を含めた

17項目の支援策を打ち出し、養豚業への支援を大幅に強化していると発表した。（9/5経済日報ｐ5

ほか） 

□農業農村部はこのほど、養殖水産物を対象に実施した上半期の動物用医薬品残留サンプル検査の

合格率が 99.3％に達したことを明らかにするとともに、高い安全性を維持していると評価した。（9/5

経済日報ｐ4） 

 

7.労働・社会保障 

□中国赤十字会第 11回全国会員代表大会が 3日閉幕した。中国赤十字会の新会長に陳竺・全人代常

務委員会副委員長、名誉会長に王岐山・国家副主席がそれぞれ選出された。（9/4人民日報ｐ1） 

□国家発展改革委員会は 6 日、家政サービス事業者のブラックリストを公表し、各行政部門が把握

する業者の信用記録や賞罰記録等を基に作成する方針を明らかにした。同方針は発展改革委員会、

商務部、公安部、中国人民銀行等、政府 7 部門がまとめた、家政サービスの信用向上に関する作業

指針に盛り込まれたもの。（9/6中国新聞網） 

 

8.環境・エネルギー 

□国務院新聞弁公室は 3 日、中国初の「中国原子力安全白書」を発表した。白書では、中国は長期

にわたって良好な原子力安全記録を保っており、原子力安全政策について国際協力を強化し、原子

力安全運命共同体を推進していく旨が示されている。白書のデータによると、2019年 6 月時点、中

国における運行中の原子力発電設備が 47 基で、世界 3 位となり、建設中の原子力発電設備が 11 基

で、世界 1位となっている。（9/4人民日報ｐ2） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□李克強・国務院総理は 2 日、国家傑出青年科学基金座談会を開き、科学技術開発に携わる研究者

のイノベーション意欲を更に喚起し、若手人材の成長のためにより良好な環境を整えていかなけれ

ばならない」と強調した。（9/4経済日報ｐ2） 

 

10.主要国との経済関係 

□6日、中国発展研究基金は北京で 2019年中国発展ハイエンドフォーラム特定テーマ検討会が開
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催。貿易をテーマとし国内外の学者が招かれた同検討会の中で、寧吉喆・国家発展改革委員会副主

任は、「多角的貿易体制が衝撃を受けているが、中国は対外開放を進める」と強調するとともに、

外資企業に公平な競争環境を提供すると語った。（9/4人民網） 

□李克強・国務院総理は 4日、メルケル・ドイツ首相と電話会談を実施。両首脳は両国の関係発展

と協力を評価した。続けて 6日、メルケル首相は中国を訪問、習近平国家主席や李克強総理と会談

を開催した。会談後、人民大会堂で開催された中独経済諮問委員会の座談会にも出席した。（9/6人

民日報ｐ1ほか） 

□プーチン・ロシア大統領は 5日、ウラジオストクで第 5回東方経済フォーラムに出席中の胡春

華・国務院副総理と会見した。プーチン大統領は、「両国の経済貿易協力は順調な展開を見せてい

る。より多くの中国企業の対ロシア投資を歓迎し、より多くの協力成果を期待している」と述べ

た。これに対し、胡副総理は、「中国側は、両国が協力分野を新たに開拓し、戦略的事業をしっか

り行い、貿易・投資利便化レベルを更に高め、農産物貿易を拡大させ、越境電子商取引・サービス

貿易などの発展を加速していくことを支持する」と表明した。（9/6人民日報ｐ3） 

□米中包括的経済対話の中国側代表者である劉鶴・国務院副総理は 5日、米国のライトハウザー通

商代表、ムニューシン財政長官と電話会談を行った。双方は、10月初めにワシントンで第 13回中

米通商ハイレベル協議を行うことに同意した。実務者レベルにおいては 9月中旬に協議を行い、ハ

イレベル協議の実質的な進展に向けて十分な準備を整えることとなっている。（9/6人民日報ｐ3） 

 

 

 

※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。 


