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中国経済週報（2019.10.10～10.16） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１． 国務院幹部の地方視察                  

李克強総理が西安を視察 

●14日、李克強・国務院総理は陝西省西安において、(1)低所得層向け老朽団地、(2)肉

夾饃（中国式ハンバーガー）店、(3)サムスン(中国)半導体有限公司を視察。以下のよう

に強調した。 

(1)について：老朽団地の改修は、建物の「ハード」面の改修に限らず、介護・保育・医

療・食事提供等、大衆のニーズに応じた「ソフト」面のサービス提供が必要。改修後

の団地は、「見栄えが良い」だけでなく「住みやすい」ことが鍵。 

(2)について：（豚肉価格の上昇が顕著との店主の声を受けて）各級政府はより多くの

措置を講じて、豚肉の供給と価格の安定を確保し、「一般の人々（老百姓）」の基本

的民生を保障せねばならない。 

(3)について：中国市場は広大で、産業は正にローエンドからミドル・ハイエンドへと

移行中であり、その中には巨大なビジネスチャンスが埋蔵されている。中国は各国の

ハイテク企業が中国で投資を拡大し続けることを歓迎し、知的財産権を厳格に保護し、

各種の企業を平等に扱う。ハイテク協力は必ず高付加価値のリターンをもたらす。 

韓正副総理が雄安新区を視察 

●9日、韓正・国務院副総理は河北省雄安新区を視察するとともに、雄安新区計画建設

現場会議を開催。雄安新区計画建設の進展状況に関する報告を聴取し、次の段階におけ

る重点業務について検討を行った。 

●韓正副総理は「今年は雄安新区の建設に重点を置く年である」とした上で、主に以下

のように述べた。(1)より強力な支援政策を実施して教育・衛生等の優良施設を建設す

るほか、都市のスマート化レベルを引き上げることを重視 (2)建設計画においては高品

質、高水準を堅持 (3)環境保護・整備(白洋淀等)を優先事業とし、大いに推進 (4) よ

り多くの国有企業等の社会資本が新区建設に参画することを奨励  

胡春華副総理がチベット自治区を視察 

●11-13 日、胡春華・国務院副総理はチベット自治区における貧困脱却の取組を視察。

貧困脱却の取組は最終段階にあるとし、今後必ず実現すべき事項として下記を挙げた。 

(1)「三区三州(注 1)」を重点地域として、深刻な貧困を克服し、断固として貧困脱却の戦

いに勝利 (2)貧困層に対する「三保障(注 2)」及び飲用水の安全性という課題の克服を強

化 (3)貧困脱却業務に関するシステムを点検・整備し、問題の改善を着実に実施 

(注 1) 貧困地区の中でもとりわけ貧困脱却の難易度が高い地域。具体的には、三区＝チベット自治区、

新疆ウイグル自治区南部の 4 区、四川・青海・雲南・甘粛各省のチベット族居住区。三州＝四川省凉山イ

族自治州、雲南省怒江リス族自治州、甘粛省臨夏回族自治州 

(注 2) 義務教育と基本的医療及び住居の安全を保障すること 
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２．李克強総理が経済情勢座談会を開催                      

●14日、李克強・国務院総理は、視察先の陝西省西安で、一部省政府の主要責任者によ

る経済情勢座談会を開催し、各地の経済情勢の報告と今後の経済運営の取組に関する意

見を聴取した。座談会には、胡和平・陝西省委書記、劉国中・陝西省長、呉政隆・江蘇

省長、陳潤兒・河南省長、王暁東・湖北省長、馬興瑞・広東省長、肖捷・国務委員、何

立峰・国家発展改革委員会主任及び 7部長・2局長等が参加した。 

●李総理は、「現在経済への下方圧力は持続的に高まっており、実体経済の困難は顕著

で、国内需要は衰え、一部の食品は供給要因により価格が上昇し、一部の地方は成長の

原動力が不足している」と指摘。今後の経済運営では「緊迫感と責任感を強め」、「経

済を合理的な範囲に維持することを更に顕著に重視し」、「経済の強靭性を高め下方圧

力に耐え」、「年間主要目標任務の達成を確保し、来年の安定した経済成長の基礎を打

ち立てる」等強調した。主な経済政策への言及は以下のとおり。 

(1)減税・費用削減・資金調達コスト削減等の着実な実施、反景気循環的なマクロ政策

手段の柔軟な活用、地方専項債を通じた投資喚起、消費の新たな成長ポイントの育成 

(2)企業投資や事業の障壁を解消しビジネス環境を改善、製造業企業の高度化促進、新

たな原動力による成長空間の拡大、国際貿易と投資協力の多元化とウィンウィンの実

現 

(3)民生改善に向けた着実な取組、雇用優先政策のきめ細かい実行、農民工の賃金支払

遅延問題の解消、生活必需品の価格安定 

３．国家エネルギー委員会が開催                                     

●11日、国家エネルギー委員会が開催。李克強・国務院総理兼国家エネルギー委員会主

任が主宰し、エネルギーの供給保障、民生改善への貢献等を更に進める方針を強調した。

主な取組は以下のとおり。 

(1)エネルギー供給の多様化： 石炭の安全な試掘と効率的な活用、炭層メタンガスの開

発利用、天然ガスの探査・備蓄等による自給能力向上、再生可能エネルギー発展の促

進 

(2)省エネの推進： 重化学工業・交通・建設等の重点分野におけるエネルギー効率改善、

省エネ製品の普及 

(3)技術革新： 先進的な蓄電や水素エネルギー等の商業化、新エネ産業の新業態を発展 

(4)市場化改革の推進： 天然ガス探査・パイプライン網等関係施設への投資・配電事業

への市場参入緩和、市場主体のエネルギー価格決定の推進 

(5)暖房の確保： 集中暖房熱源の天然ガスへの切替えを拙速に進めず、電力・ガス・石

炭を適切に活用。特に東北三省については暖房用石炭の供給を保障し、人民が暖かく

冬を過ごせることを確保。 

●会議には、韓正・国務院副総理兼国家エネルギー委員会副主任、王勇・国務委員、肖

捷・国務委員、関係部門、エネルギー企業責任者等が参加した。 
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４．マクロ経済・金融関連                             

IMFが経済見通しを下方修正                

●15 日、IMF は「世界経済見通し（2019 年 10 月）」を公表。中国については、2019 年

の GDP成長率は 6.1％（前回予測から 0.1ポイント引下げ）、2020年は 5.8％（0.2ポイ

ント引下げ）とした。経済見通しの前提として、前回予測（7月時点）以降に米国から

表明された関税引上げ措置が織り込まれたことで、下方修正となっている。 

（注）ただし、直近の米中協議を受けて、10 月 15 日に予定されていた追加関税率の引上げ（25％から

30％へ）が延期された点については、反映されていない。 

金融業の対外開放 

●11日、中国証券監督管理委員会は証券会社、ファンド管理会社、先物会社の外資持

株制限の撤廃日を公表。2020年 1月 1日より先物取引会社、2020年 4月 1日よりファ

ンド管理会社、2020年 12月 1日より証券会社について、外資持株制限が撤廃され

る。 

●また 15日、国務院は外資銀行管理条例及び外資保険公司管理条例の改正を発表。銀

行関連の改正の概要は以下のとおり。 

(1)外国銀行（合弁含む）の海外主要株主に対する前年末の総資産条件等を撤廃 

(2)外国銀行が中国国内に本店と支店を同時に設立できるようにする 

(3)外国銀行の業務範囲を広げ、代理発行・代理両替・政府債券の引受・代理収納が可

能となるとともに、外国銀行支店が中国国内で扱うことのできる定期預金が 100万元

以上から 50万元以上に引き下げられ、外資銀行が人民元業務を行うための許可を不

要とする 

(4)中国国内の外国銀行法人は 100億米ドル以上、外国銀行の支店は 200億米ドル以上

の総資産を求める規制を撤廃 

●保険関連の改正の概要は以下のとおり。 

(1)参入する外国保険会社が、本国で 30年以上の営業実績があるとともに、中国国内

で事務所を 2年以上設立している実績を求める規制を撤廃 

(2)外国保険持株会社が中国国内に保険会社を設立することを許可するとともに、海外

金融機関が外資保険会社に出資することを許可する 
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５．米中経済貿易関係                             

劉鶴副総理が米経済界要人らと会談 

●9日、米中閣僚級経済貿易協議のためワシントンを訪問した劉鶴・国務院副総理

は、クレイグ・アレン・米中ビジネス評議会会長、マイロン・ブリリアント・全米商

工会議所副会頭、クリスタリナ・ゲオルギエバ・国際通貨基金（IMF）専務理事と会

談。劉副総理は、「今回は極めて大きな誠意を抱いて来ており、ともに関心を持つ問題

について前向きな進展を得るよう米側と交渉したい」と表明。ゲオルギエバ・専務理

事は、「IMFの試算によると、米中貿易摩擦の影響で世界の国内総生産は 2020年まで

に 0.8％相当が失われる」と述べ、劉副総理の協議に対する誠意を支持するとした。 

第 13回米中閣僚級経済貿易協議が開催 

●10－11日、劉副総理は、ワシントンにてライトハイザー・米 USTR代表及びムニュ

ーシン・米財務長官と米中閣僚級経済貿易協議を実施。新華社は、農業、知的財産権

保護、為替、金融サービス、貿易協力の拡大、技術移転、紛争解決等の分野において

実質的な進展を得、双方は最終的な合意達成に向けてともに努力することで一致した

と報道。 

●11日、トランプ・米大統領は、ホワイトハウスにて劉副総理と会見。会見後の記者会

見において、トランプ大統領は、「米中は『第 1 段階』の合意に達した」と表明。米側

発表の合意内容の概要は以下のとおり。 

(1)中国は 400～500 億ドル相当の米国産農産物を購入 (2)金融サービス市場を開放 

(3)人民元相場の透明化 (4)知的財産権及び技術移転については部分的に合意し、「第 2

段階」で更に協議。 

●また米側は、10月 15日に予定していた対中追加関税措置第 1～3弾（2,500憶ドル相

当の中国製品）の関税率の引上げ（25％を 30％へ）を延期すると表明。他方、12 月に

予定する対中関税引上げについては、発動するかどうか未定とした。 

●トランプ大統領は、「合意の文書化には 3～5週間かかるだろう」と述べ、11月にチリ

で開催予定のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で、習近平・国家主席との署名

を目指すとした。 

米国産農産物の購入を公表 

●15 日、中国外交部は記者会見にて、米国産農産物の購入に関し、今年に入って大豆

2,000万トン、豚肉 70万トン、コーリャン 70万トン、小麦 23万トン、綿 32万トンを

購入したとし、「中国側は米国の農産物の買付けをさらに加速する」と表明した。  
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６．対外経済関係                              

習主席、李総理が北京にてパキスタン首相と会談 

●8日、李克強・国務院総理はカーン・パキスタン首相と北京で会談を実施。李総理

は両国の経済関係について、(1)「中パ経済回廊」の質の高い発展を推進 (2)インフ

ラ、経済・貿易、財政・金融、生産、製造等の分野の協力強化を希望等表明。カーン

首相は、中国側と貿易・投資の規模を拡大し、エネルギー、水力・原子力発電、鉄道

等の分野における協力の推進を望むと表明した。 

●続いて 9日、習近平・国家主席はカーン首相と会談を実施。習主席は両国の経済関

係について、より高い水準で「中パ経済回廊」の建設を推進し、同回廊を質の高い

「一帯一路」の共同建設モデル事業にすべきと表明した。 

習主席、李総理が北京にてソロモン諸島首相と会談 

●9日午前、李総理はソガバレ・ソロモン諸島首相と北京で会見を実施。李総理は両

国の経済関係について、(1)中国はソロモン諸島の最大の貿易相手国であり輸出市場で

ある (2)ソロモン諸島の発展戦略と「一帯一路」イニシアティブとを連携させ、金

融、農業等の分野で互恵協力の拡大を希望すると表明。ソガバレ首相は、貿易、投

資、農漁業等の分野における両国の協力の推進を希望すると表明した。 

●続いて 9日、習主席はソガバレ首相と会見を実施。習主席は両国の経済関係につい

て、両国は「一帯一路」了解覚書の調印を契機として、発展戦略の連携を強化し、協

力を拡大し、ソロモン側の民生水準と自主的で持続可能な発展能力の向上を支援する

と表明した。 

習主席がインドにてモディ首相と会談 

●11-12日、習主席はインドを訪問し、チェンナイにてモディ・インド首相と会談を

実施。習主席はモディ首相に対し、今後数年は中印関係の発展の鍵となる年であると

して、戦略的な相互信頼や意思疎通を推進し、臆測や疑念を取り除き、双方の相違や

敏感な問題を適切に処理しようと提言した。 

●経済面に関し、習主席は、(1)閣僚級経済貿易対話メカニズムの設立と経済発展戦略

の連携強化 (2)製造業でのパートナーシップ関係構築 (3)薬品企業や IT企業の対中投

資促進 (4)アジア・アフリカにおける「中印＋」協力の展開の検討等を提起。 

●モディ首相は、中国によるインドの米や砂糖の輸入拡大に感謝するとともに、バラ

ンスの取れた持続可能な二国間貿易の推進を望むとした。また、中国企業の対印投資

を歓迎すると述べた。 

習主席がネパールにてバンダリ大統領及びオリ首相と会談 

●12日、習主席はカトマンズにてバンダリ大統領と会見。翌 13日に、オリ・ネパー

ル首相と会談を実施。習主席は、両国の経済関係について、(1)「一帯一路」共同建設

とネパールの国策「陸路でつながる国」の連携、(2)国境を跨ぐ経済協力区建設の推

進、(3)国境を跨ぐ鉄道の実行可能性調査の開始、(4)水力発電開発の支援等を表明。 

●オリ首相は、中国とのヒマラヤを越える立体相互接続ネットワーク構築を期待し、

より多くの中国企業の投資を歓迎すると表明。  
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７．各種統計の公表                             

●9月貿易～単月の貿易総額は前月比5.7％減、輸出が3.2％減、輸入が8.5％減。1-9月

の貿易総額は前年同期比2.4％減、輸出が0.1％減、輸入が5.0％減（14日 海関総署） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●9月物価～CPIは前年同月比3.0％上昇、PPIは同1.2％下落（15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) 

9月 3,966.0 ▲5.7 ▲2.5   396.5 

1-9月 33,517.8 ▲2.4 1-8月比▲0.5 2,984.3 

 

 

 

 

 

 

 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) 

9月 2,181.2 ▲3.2 ▲2.2   1,784.7 ▲8.5 ▲2.9 

1-9月 18,251.1 ▲0.1 1-8月比▲0.4 15,266.7 ▲5.0 1-8月比▲0.4 

 
 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) 

9月    280.1 ▲5.9 ▲1.5 ▲23 

1-9月 2,318.6 ▲4.9 1-8月比▲0.1 ▲195 

 
 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) 

9月  128.6 ▲5.0 ▲6.4 151.6 ▲6.7 ＋2.1 

1-9月 1,061.8 ▲1.5 1-8月比▲0.5 1,256.8 ▲7.6 1-8月比＋0.1 

 
 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) 

9月    470.6 ▲20.6 ▲3.2 258.8 

1-9月 4,026.6 ▲14.8 1-8月比▲0.9 2,213.3 

 

 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) 

9月 3.0 ＋0.2 ▲1.2 ▲0.4 

 

 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) 

9月 364.7 ▲21.9 ▲5.9  105.9 ▲15.7 ＋6.6 

1-9月 3,120.0 ▲10.7 1-8月比▲1.8  906.6 ▲26.4 1-8月比＋1.2 
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●9月自動車販売～前年同月比 5.2％減（14日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●9月訪日中国人旅行者数～9月として過去最高を記録（16日 日本政府観光局発表） 

 

 

 

 

 

 

  

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

9月 227.1 ▲5.2 ＋1.7 

1-9月 1,837.1 ▲10.3 1-8月比＋0.7 

 
 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) 

9月 193.1 ▲6.3 ＋1.4 34.0 ＋1.9 ＋4.7 

1-9月 1,524.9 ▲11.7 1-8月比＋0.6 312.2 ▲3.4 1-8月比＋0.8 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

9月 8.0 ▲34.2 ▲18.4 

 

 
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) 

9月 6.3 ▲33.1 ▲27.1 1.7 ▲38.4 ＋2.9 

 
 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) 

9月 41.4 21.4 ▲0.2 49.3 25.5 ▲0.2 

 
 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) 

9月 17.2 8.9 ▲0.6 9.3 4.8 ＋0.6 

 

 
 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

9月 1.1 0.6 ＋0.1 

 

 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) 

9月 81.9 25.5 ＋9.2 

1-9月 740.3 14.8 ＋1.2 
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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 11日、国家エネルギー委員会を開催。エネルギー安全新戦略の更なる実

行について検討し、質の高いエネルギー発展の実施を推進する意見を審議・採択し、今冬から来春

にかけての暖房供給業務の手配を行った。(10/11中国政府 HP) 

□李克強・国務院総理は 14日、西安を視察。西安で最初期に建設された居住区を訪問し、老朽化

した団地の改修計画に関する報告を聴取するとともに、居住区の託児所等の状況を実地見学した。

（10/14中国政府 HP） 

□李克強・国務院総理は 14日、西安にて一部省政府の主要責任者による経済情勢座談会を開催。

経済状況の現状把握を行うとともに、次の段階の作業について意見や提言を聴取した。（10/15人民

日報ｐ1- 2） 

□世界経済フォーラムが 9日発表した 2019年版の世界競争力報告の国・地域別ランキングで、中

国は 28位だった。順位は 2018年版と変わらなかったが、競争力指数は 1.3ポイント上昇の 73.9

となった。（10/10国際商報ｐ1） 

□国務院の承認を受け、国家発展改革委員会、教育部など 6部門は 10日、「国家産業・教育融合建

設試行実施プラン」を発表した。同プランでは、①5年にかけて 50前後の産業・教育融合型都市を

配置する、②1万社以上の融合型企業を育成し、産業・教育融合型企業制度と組合型奨励政策体系

を構築するなどの目標を掲げた。（10/11人民日報ｐ2） 

□韓正・国務院副総理は 9日、河北省雄安新区にて視察を行い、雄安新区計画建設現場会議を開

催。今年は建設に重点を置く年であり、必ず質の高い水準を堅持し、着実に推進しなくてはならな

い等述べた。（10/10新華社） 

□胡春華・国務院副総理は 11-13日、チベット自治区の脱貧困の取り組みを視察。教育、医療、安

全な住居及び安全な飲料水の状況や、産業による貧困扶助の取り組み等を実際に見て回った。

（10/13中国政府 HP） 

 

2.財政 

国務院は 9日、「大規模な減税政策の実施後における中央と地方の税源配分改革の推進法案」を配

布し、増値税の地方配分を増やす優遇を継続するとともに、中央財源の消費税の一部を地方財源に

移管するなどの方針を示した。（10/10国際商報ｐ1） 

 

3.金融・為替 

□中国証券監督管理委員会は11 日、外資出資規制について、先物取引会社は2020 年1月1日、証券

ファンド管理会社は2020 年4月1日、証券会社は同年12 月１日にそれぞれ撤廃すると発表。本来

2021年に撤廃する予定であったが、国務院金融安定発展委員会が今年７月に規制撤廃を１年前倒し

する方針を発表していた。（10/11新華社） 

□中国先物協会によると、今年第 1－3四半期の先物市場の出来高は前年同期比で 30.23%増の

2,898.21百万枚、約定金額は 214兆 3,200億元で、前年同期比 38.68％増加した。（10/10国際商

報ｐ1） 
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4.産業・企業（国有企業を含む） 

□中国国家鉄道集団によると、国慶節連休中の鉄道利用者数は延べ 1 億 3,800 万人となり、前年同

期比 708万 7,000人増加した。（10/9経済日報ｐ1） 

□国家郵政局によると、国慶節連休中の郵便物取扱量は 9億 8,800万件で、前年同期比 23％増加し

た。（10/9経済日報ｐ1） 

□国家映画事業発展特別資金管理委員会によると、国慶節連休にあたる 9 月 30 日～10 月 7 日の映

画市場の興行収入は前年同期比 86.42％増の 50 億 5,000 万元に上り、過去最高を更新した。（10/9

経済日報ｐ1） 

□工業情報化部によると、1～8 月の一定規模以上のインターネットおよび関連サービス企業の営業

収入は前年同期比 20.9％増の 7,522 億元だった。伸び率が前年同期および 1～7 月を 0.2 ポイント

上回った。（10/9人民日報ｐ1） 

□観光者の合法的利益を守り、オンライン観光市場の秩序を規範化するため、文化旅游部は 8 日、

「オンライン旅行経営サービス管理暫定規定（意見募集稿）」を起草し、パブリックコメントを求め

ると発表した。（10/11経済日報ｐ5） 

 

5.農業・農村 

□9日の発表によると、農業農村部、国家衛生健康委員会、国家市場監督管理総局は、「食品安全国

家基準：食品中の動物用医薬品の最大残留基準値」を発表した。同基準は 267 種の動物用医薬品に

おける 2,191 項目の残留基準値および使用上の要求を規定した。今回の発表により動物用医薬品に

対する規制が厳格化した。（10/9経済日報ｐ4） 

 

6.環境・エネルギー 

□凌月明・自然資源部副部長は 9日、「2019中国国際鉱業大会」で、鉱業資源の行政審査・認可制度

の最適化や石油・ガス調査・採掘市場の秩序ある開放を更に推進し、鉱業市場を一段と開放する方

針を明らかにした。（10/11経済日報ｐ3） 

 

7.科学技術・イノベーション 

□8 日に上海で開催された「2019 年中国極地科学学術年会」によると、現在、中国の極地観測総合

力はすでに世界の上位クラスに達しており、極地観測砕氷船「雪龍」・「雪龍 2 号」の 2 隻、観測拠

点 6か所、観測飛行機 1機、基地 1か所を有し、2003年以来 17回の南極観測、8回の北極観測を実

施した。（10/9経済日報ｐ1） 

 

8.主要国との経済関係 

□胡春華・国務院副総理は 8日、北京でフランスのルメール経済・財務相と会見し、「中国側はフ

ランスと共に、「一帯一路」や「第三国市場協力」などの分野の協力を構築していくほか、科学技

術や農業、工業など分野の実務的な協力を強化していきたい」と述べた。（10/9人民日報ｐ3） 

□李克強・国務院総理は 8日、北京でパキスタンのイムラン・カーン首相と会談し、両国の経済関

係について、「中国パキスタン経済回廊」の質の高い発展を推進し、インフラ建設や経済・貿易、

財政・金融、生産、製造等分野の協力を強化していきたい等述べた。カーン首相は、中国側と共
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に、「一帯一路」建設を推進し、二国間の貿易投資を拡大し、水力発電や原子力発電、鉄道、農業

等分野の協力を加速したいと表明した。（10/9人民日報ｐ2） 

□習近平・国家主席は 9日、北京でパキスタンのイムラン・カーン首相と会談し、両国の経済関係

について、「中国パキスタン経済回廊」を「一帯一路」の質の高い共同建設モデル事業にすべきと

述べた。カーン首相は、「中パ経済回廊」の建設を推進し、「一帯一路」建設の成功モデルをともに

構築したいと表明した。（10/10人民日報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は 9日、北京でソロモン諸島のソガバレ首相と会見し、中国はソロモン諸島

にとり最大の貿易パートナーであり輸出市場である、「一帯一路」イニシアティブをソロモン国家

戦略と連携し、金融、農業、教育など分野で互恵協力を拡大したい等述べた。ソガバレ首相は、

「一帯一路」建設への積極的な参加と、貿易、投資、農漁業、インフラ建設等の分野における両国

の協力を推進したいと表明した。（10/10経済日報ｐ2） 

□習近平・国家主席は 9日、北京でソロモン諸島のソガバレ首相と会見し、両国の経済関係につい

て、「一帯一路」覚書調印を契機に、発展戦略の連携強化、協力拡大、ソロモン側の民生水準と持

続可能な自主発展能力の向上支援を行うべきと述べた。ソガバレ首相は、「一帯一路」構想はソロ

モン諸島に大きな発展チャンスをもたらすものであり、中国と貿易、投資、農漁業、観光業など分

野での協力を積極的に推進したいと表明した。（10/10人民日報ｐ1） 

□劉鶴・国務院副総理は 9日、ワシントンで米中ビジネス評議会のアレン会長、全米商工会議所の

ブリリアント副会頭、国際通貨基金のゲオルギエバ専務理事とそれぞれ会談した。アレン会長とブ

リリアント副会長との会談で、劉副総理は「今回は極めて大きな誠意を抱いて来ており、米側と貿

易不均衡、市場参入、投資者保護など共に関心を持つ問題について前向きな進展を得るよう交渉を

推進したい」と述べた。（10/11人民日報ｐ3） 

□10－11日、劉鶴・国務院副総理は、ライトハイザー・米 USTR代表及びムニューシン・米財務長

官とワシントンにて新たな米中閣僚級経済貿易協議を行った。双方は、農業、知的財産権保護、為

替、金融サービス、貿易協力の拡大、技術移転、紛争解決等の分野において、実質的な進展を得

た。双方は今後の協議の日程を討議し、最終的な合意の達成に向けてともに努力することに同意し

た。（10/12新華社） 

□11日、トランプ米大統領は、ホワイトハウスにて劉鶴・国務院副総理と会見を行った。劉副総理

は、両国間系が正常な軌道に沿って前向きに発展することを推進すべきとの習近平主席のメッセー

ジを伝えるとともに、「対等かつ相互尊重の基礎の上に互いの関心事を適切に解決し、両国の経済

貿易関係の健全で安定した発展を推進することを希望する」と述べた。トランプ大統領は、「双方

のチームがしっかりと作業を行い、迅速に第一段階の合意文書を決定し、引き続き今後の協議を推

進することを願う」と述べた。（10/13人民日報 p3） 

□11-12日、習近平・国家主席はインドを訪問し、チェンナイにてモディ・インド首相と会談を実

施。習主席は、今後数年は中印関係の発展の鍵となる年であるとして、戦略的相互信頼の推進、戦

略的意思疎通の展開等を提起。経済面では、閣僚級経済貿易対話メカニズムの設立による両国経済

発展戦略の連携が必要であり、薬品企業と IT企業の対中投資協力を歓迎する等述べた。モディ首

相は、中国によるインド米や砂糖の輸入拡大に感謝すると述べるとともに、バランスの取れた持続

可能な二国間貿易の推進を望むとした。（10/12新華社） 

□習近平・国家主席は 13日、カトマンズでオリ・ネパール首相と会談した。習主席は、両国の経
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済関係について、発展戦略の連携を深め、二国間のコネクティビティレベルを高め、貿易や投資協

力を推進し、教育や観光分野などでの協力を促進すべきと述べた。これに対し、オリ首相は、中国

側とともにヒマラヤを跨る立体的コネクティビティを構築したい、中国人観光客のネパール訪問と

中国企業のネパール進出を歓迎すると表明した。（10/14人民日報ｐ1、2） 

 

※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。 


