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中国経済週報（2019.10.24～10.30） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．対外貿易に関する措置の決定                  

国務院常務会議にて貿易の安定を図る措置が決定 

●23日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。会議では、対外貿易は新たな情

勢及び新たな試練に直面しているとして、「貿易の安定に一段としっかり取り組む」措

置が決定された。概要は以下のとおり。 

(1) 輸出戻し税、貿易金融、信用保険等政策を一段と整備 

(2) 高い基準の自由貿易区ネットワークの構築を推進し、「放管服」改革を深化 

(3) 貿易の新業態を育成、越境 EC総合試験区を増設 

(4) 国内需要にかなった農産物、日用消費財・設備、部品等の輸入を拡大 

●そのほか会議では、外貨管理などの制度を簡素化し、クロスボーダー貿易・投資の円

滑化を図る方針も確認。小規模越境 EC 事業者の貿易決済手続の簡素化、モノ貿易の外

貨業務報告方式の改善、非投資型外資系企業の資本金による国内株式投資の許可など 12

の措置が決定された。 

鍾山商務部長が貿易の質の高い発展推進について報告 

●23 日、第 13 期全人代常務委員会第 14 回会議が開催。会議では、鍾山・商務部長が

「対外貿易の構造転換・高度化加速及び質の高い発展推進に関する報告」を発表。「世

界は過去百年に無い大きな変化に直面」し、「対外貿易の外部環境に重大な変化が発生」

しており、国内的には「競争における新たな強みが未形成」、「国際的な貿易ルールの制

定能力が低い」、「ビジネス環境の更なる改善が必要」等の問題点が存在し、内外環境と

も厳しい状況にあるとした。 

●その上で、次に取り組むべき重点業務として 10 項目を提示。うち主要な内容は以下

のとおり。 

(1) 貿易の安定と質の向上を確保：「貿易の質の高い発展に向けた指導意見」を間もな

く公布、製品のランクと付加価値の向上、ブランドの育成、国際販売ネットワークの

構築強化等を図る 

(2) 貿易の新業態の発展を促進：新モデルの貿易育成に関する指導意見の発表、越境 EC

総合試験区建設の推進、通関プロセスの改善 

(3) 国際市場の構成を更に最適化：「一帯一路」共同建設国家との貿易協力深化、アジ

ア・アフリカ・中南米市場の開拓 

(4) サービス貿易の強力な推進、自由貿易試験区と自由貿易港建設の加速、「一帯一路」

建設推進の深化 
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２．「ビジネス環境改善条例」が公布             

●23日、国務院は「ビジネス環境改善条例」を公布（2020年 1月 1日より施行）。第 1

章「総則」では、市場活動に対する政府の干渉を最大限減らし、外資企業を含む各種市

場主体に対し、安定、公平、透明で予測可能なビジネス環境を作り出すとした。その他

各章の概要は以下のとおり。 

（第 2章）市場主体の保護：各種市場主体の平等な保護、生産要素の平等な使用、支援

政策の平等な享受、市場主体の経営自主権・財産権等の権益保護を保障 

（第 3 章）市場環境：「証照分離」改革の推進、全国統一の市場参入ネガティブリスト

制度の実行、反独占・反不正競争への法執行強化、行政権力濫用の排除 

（第 4章）行政サービス：行政サービス標準化作業の公開、全国統一のオンライン行政

サービスプラットフォームの構築、行政許可の削減と審査・認可サービスの最適化 

（第 5章）管理監督法執行：監督管理の規則と基準の整備、検査要員と検査対象の無作

為抽出と、検査内容及び処置結果の速やかな公開 

（第 6章）法治保障：法律法規の制定・改定・廃止と見直しの実施、市場主体からの意

見聴取、多様な紛争解決メカニズムの整備 

３．世銀のビジネス環境ランキングで中国が 31位に上昇      

●24日、世界銀行グローバル指標グループは「ビジネス環境（Doing Business）2020」

を公表。中国は世界 190ヶ国･地域の中で 31位となり、最もビジネス環境の改善が見ら

れた 10ヶ国・地域の一つに 2年連続で選ばれた。 

（注 1）昨年は 46 位、一昨年は 78 位。 

●同報告書は、中国は地方政府において改革実行目標を設定したり、中央政府において

「ビジネス環境」の各評価指標の改善をターゲットとする作業部会を設置するなどして、

近年ビジネス環境の改善に意欲的に取り組んでいると評価した。 

（注 2）評価指標 10 項目の順位：(1)事業設立の容易性 27 位（昨年より 1 位上昇）(2)建設許可取得の容

易性 33 位（88 位上昇）(3)電力事情 12 位（2 位上昇）(4)不動産登記の容易性 28 位（1 位下落）(5)資

金調達環境 80 位（7 位下落）(6)少数株主保護 28 位（36 位上昇）(7)納税環境 105 位（9 位上昇）(8)貿

易環境 56 位（9 位上昇）(9)契約執行状況 5 位（1 位上昇）(10)破綻処理 51 位（10 位上昇）。 

●なお、上位 5 ヶ国は、ニュージーランド、シンガポール、香港、デンマーク、韓国。

日本は 29位（昨年より 10位上昇）。 

４．中央政治局、ブロックチェーン技術を集団学習                             

●24 日、中国共産党中央政治局はブロックチェーン技術の発展の現状と趨勢について

集団学習を開催。習近平・党総書記が学習を主宰。習総書記は、「ブロックチェーン技術

の集積・応用は新たな技術革新と産業変革の中で重要な役割を果たしており、ブロック

チェーンをコア技術における自主的イノベーションの重要な突破口とし、方向性を明確

にし、投入する力を拡大し、キーとなるコア技術の研究に力を入れ、ブロックチェーン

の技術と産業イノベーションの発展を加速しなければならない」と強調した。陳純・浙

江大学教授・中国工学院院士が解説を行うとともに、意見と提案を述べた。 
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５．金融関連                             

人民銀行による世界初のデジタル通貨発行の可能性示唆 

●28日、黄奇帆・中国国際経済交流中心副理事長（元・重慶市長）は、上海において開

催された外灘金融サミットにおいて、「中国人民銀行が推進するデジタル通貨は、ブロ

ックチェーン技術を基にする全く新しい仮想電子通貨システムである。デジタル通貨

は、2層の運営体系をとり、人民銀行はまず銀行等とデジタル通貨を交換し、その後、

銀行等が一般民衆とデジタル通貨を交換する。デジタル通貨の意義は、現存する貨幣の

デジタル化ではなく、M0（流通している現金通貨）の置換えである。デジタル通貨は通

貨創造、記帳、流通等のリアルタイムのデータを収集できるとともに、通貨供給や金

融政策の決定に有益な参考となる。中国人民銀行はデジタル通貨の研究を既に 5～6 年

行っており、既に十分準備ができていると私は認識している。中国人民銀行は、グロ

ーバルで初めてデジタル通貨を発行する中央銀行となる可能性が高いだろう」等と述べ

た。 

●また、孫天琦・国家外貨管理局総会計士は同フォーラムにおいて、「リブラを含む外

国のデジタル通貨の人民元との交換は、我が国外貨管理の枠組を完全に遵守しなければ

ならない。また、中国国内の法定通貨は人民元であり、国内取引・決算は人民元以外

の貨幣で置き換えることは出来ない」等と述べた。 

大連における不良債権拡大 

●25 日、21 世紀経済報道(ネット版)・証券日報の報道によると、靳(きん)国衛・大連

市副市長は、大連で開催された第 1 回不良債権取引大会･第 3 回中国 AMC 発展国際金融

フォーラムにおいて、種々の要因の影響により大連市の銀行の不良債権率が不断に上昇

し、全国平均をはるかに上回る 7％になっていること、また、大連市政府は昨年来どの

ように不良債権を解決するかを検討してきており、近く地方版の不良債権処理を専門と

する資産管理会社(AMC)を正式に設立する見込みであることを明らかにした。 

地方銀行・伊川農商銀行における預金取付け騒ぎ 

●29日、河南省の地方銀行である伊川農商銀行（総資産 626.46億人民元、2019年 6月

末）において、預金取付け騒ぎが発生。伊川農商銀行の主要な責任者の一人が当局に連

行されたという話が流布したことが取付け騒ぎを引き起こしたとみられている。 

●伊川農商銀行は、微信公式アカウントに、中共伊川県委・伊川県人民政府による「伊

川農商銀行は、中国銀監会に認可された合法的な金融機関」、「預金保険があり、伊川

県で営業支店が最も多く、資金規模が最大の銀行で、資産の質が厚く、経営管理は良

好」、「是非、多くの預金者は流言を信じないようにしてほしい」という通告を掲載。

伊川農商銀行は、2019年 7月末に中国系の信用格付会社（中誠信国際信用評級公司）に

より、格付けを引き下げていた（AAマイナスから A＋へ 1ノッチ引下げ）。 
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６．鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム閣僚会合  

●26 日、鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム閣僚会合が東京にて開

催。日本（議長）、ブラジル（共同議長）、ロシア（同）、EU、インド、米国等 32の国・

地域及び OECDが参加。中国からは李成鋼・商務部長助理が出席。 

●議長声明によると、2016年のフォーラム設立以来、生産能力と需要のギャップは縮小

したが、依然過剰生産能力は根強く存在するため、今次更なる取組推進の方策について

議論。同フォーラムの設置期限（12月 16日）の更なる延長については、中国の反対に

より完全なコンセンサスは得られなかった。他方、大多数の参加国は、これまでの進め

方を基礎に、鉄鋼の過剰生産能力問題に関する取組を継続することに同意。また、今後

の取組が G20 及び OECD の国々も参加する開かれたプラットフォームにおいて続行され

るようにすることの重要性が広く共有された。 

●その後、中国商務部は 26日にプレスリリースを発表。その中で、2016年以来、中国

は世界最多の 1億 5,000万トン以上の鉄鋼生産能力を削減し、貢献は突出している、ま

た、中国の鉄鋼市場の状況は現在大幅に改善しており、よって満期をもってフォーラム

が終了することについて、十分な根拠があるとの認識を示した。 

７．米中経済貿易関係                    

米中閣僚級電話会談を実施 

●25日夜、劉鶴・国務院副総理は、ライトハイザー・米通商代表部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、合意文書の一部に関する技術的協議が基本

的に完了したことを確認。また、米国が中国産の調理済み家禽肉製品及びナマズ製品を

輸入する上での管理監督システムの等価性を確認するとともに、中国が米国からの鶏肉

等家禽類の対中禁輸措置を解除し、肉類産品の公共衛生情報システムを応用すること等

で合意した。両国は、近日中に再度閣僚級電話会談を行う予定で、それまで事務レベル

で引き続き協議を継続する。電話協議には鍾山・商務部長、易綱・人民銀行総裁、寧吉

喆・国家発展改革委員会副主任も参加した。 

李総理がポールソン元米財務長官と会見 

●23日、李克強・国務院総理は、北京にてヘンリー・ポールソン・元米財務長官と会見。

李総理は米中関係について、「意見の相違を適切にコントロールし、米中関係を前進、

発展させ、協力を通じ互恵ウィンウィンを実現しなければならない」と表明。また、「ポ

ールソン財団(注)が引き続き米中関係の発展と民間の相互理解増進に積極的役割を果た

すことを希望する」と述べた。ポールソン・元米財務長官は、「両国と世界は共に変化し

ており、双方は米中関係を管理する新たな方式を見つけ出す必要がある」と述べた。 

(注)ポールソン財団：2011 年ポールソン元財務長官が設立、本部はシカゴ、ワシントンと北京に事務所。

米中間の経済、金融市場、環境保護等政策分野で業務を展開（HP より） 
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８．李総理がモゲリーニ EU 上級代表と会見           

●24日、李総理は、フェデリーカ・モゲリーニ・欧州連合(EU)外務・安全保障政策上級

代表兼欧州委員会副委員長と会見。李総理は、「中国と欧州は多くの共通の利益があり、

中国は欧州一体化を終始支持」、「双方が引き続き多国間主義や自由貿易を守り、地理的

表示協定や投資協定の早期妥結を推進するよう望む」と表明。モゲリーニ上級代表は、

「今年 4 月、EU と中国首脳による会議が成功した。EU は引き続き中国との関係を対外

政策の優先事項とし、中国と全方位協力を深める」と述べた。 
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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 23日、国務院常務会議を招集し、国務院第 6回大型監督調査の状況を聴取

し、政策実施の障害をしっかり取り除くよう求めたほか、対外貿易の安定に一段と取り組み、輸出

入の安定的な向上を推進する手配を行うとともに、クロスボーダー貿易・投資の円滑化を図るため、

外貨管理の改善措置を確定した。（10/24経済日報 p2） 

□李克強・国務院総理は 22日、ビジネス環境の法制化を図る国務院令「ビジネス環境改善条例」を

発表した。2020年 1月 1日より施行される。23日、国務院新聞弁公室は政策定例ブリーフィングを

開催。寧吉喆・国家発展改革委員会副主任らが同条例に関する解説を行った。（10/23 中国政府網、

10/24人民日報ｐ2、） 

□世界銀行が 24日発表した「世界ビジネスの現状 2020」で、中国のビジネス環境世界ランキング

は 190か国・地域中の 31位となり、前年から 15位上昇した。ビジネス環境指数（100満点）は

77.9点で、昨年を 4.26点上回った。中国は 2年連続でビジネス環境改善幅が最も大きいエコノミ

ートップ 10にもランクインした。（10/25経済日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 24日、中国共産党政治局会議を主宰した。会議で、中国共産党第 19期中央

委員会第 4回全体会議を 10月 28日から 31日にかけて北京で開催すると決めたほか、「中国の特色

ある社会主義制度の堅持と改善、国家管理体系とガバナンス能力の近代化推進に関する若干の重要

問題についての中国共産党中央委員会の決定」草案について、募集意見などによって修正した文案

を第 19期中央委員会第 4回全体会議に提出すると決定した。（10/25人民日報ｐ1） 

□中共中央政治局は 24日、ブロックチェーン技術の発展状況と動向に関する集団学習会を主宰。

習近平国家主席は、ブロックチェーンを核心技術における中国独自イノベーションの重要な突破口

とし、ブロックチェーン技術及び産業イノベーションの新たな発展を加速的に推進しなくてはいけ

ないと表明した。（10/26人民日報ｐ1ｇ） 

□全国人民代表大会常務委員会が 26日開催され、暗号の応用や管理のルールを定め、暗号ビジネ

スの発展やインターネットセキュリティを保障することを目的とした「暗号法」を可決。2020年 1

月 1日に施行される。（10/27人民日報ｐ1） 

□習近平・国家主席は 24日、北京で開かれた第 1回持続可能発展フォーラムに祝賀のメッセージ

を送った。習主席は、「中国は中国経済の質の高い発展を促進するとともに、「南南協力」を深め、

「一帯一路」構造と「2030アジェンダ」を結び付け、世界の持続可能な発展の実現に積極的に貢献

していきたい」と指摘した。（10/25人民日報ｐ1） 

■26－27日、北京市において、「第 15回北京－東京フォーラム」が開催。王毅・外交部長、徐麟・

国務院新聞弁公室主任、福田康夫・元内閣総理大臣らが開幕式に出席し挨拶を行った。「世界の繁

栄とアジアの平和で日中が背負うべき責任」のテーマのもと、2日間にわたり 600余人の来賓が外

交、経済、安全保障など様々な問題について議論を行った。（10/26新華社） 

 

2.財政 

□財政部が 24日発表した最新データによると、今年 1－9月の地方政府による債券の発行高が 4兆

1,822億元だった。（10/25経済日報 p3） 

□交通運輸部によると、1～3四半期の鉄道、道路、水運、航空関連の交通整備固定資産投資実行額
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は 2兆 2,918億元で、前年同期比 2.2％増加した。（10/25経済日報ｐ3） 

 

3.金融・為替 

□中国人民銀行が 24日に発表した 2019年第 3四半期アンケート調査報告によると、当期の金融政

策が「適当である」と認識する銀行家の割合は 83％に上った。（10/25経済日報ｐ3） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□国務院の委託を受け、鍾山・商務部長は 23日、貿易のモデルチェンジと質の高い発展促進に関

する活動報告を全人代常務委員会に提出した。同報告は、新政策「貿易の質の高い発展に向けた指

導意見」が間もなく公布されるとし、自由貿易試験区と自由貿易港整備の加速、越境 EC総合試験

区の建設推進など 10の方面における取組方針を示した。（10/24国際商報ｐ1） 

□国家移民局は 23日、外国人が中国の空港などを経由して第 3国へ向かうトランジットの際に 144

時間ノービザで滞在できる制度の対象地域を拡大すると明らかにした。12月 1日から重慶、西安の

空港も対象となる。（10/24国際商報ｐ1） 

□商務部によると、今年 1－9月の中国企業のサービスアウトソーシング契約額は 8,864億元、実

行額は 5,953億 2,000万元で、前年同期比それぞれ 4.4％と 12％増加した。米国、香港、EUのオフ

ショアサービスアウトソーシングはそれぞれ前年同期比 8％、13.8％、17.7％増加した（10/25経

済日報ｐ3） 

□交通運輸部によると、今年 10月 16日時点の全国 ETCユーザー件数が累計 1億 4,700万人に達

し、発行目標の 77％となった。（10/25経済日報ｐ3） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国産大型旅客機「C919」の 105 号機が 10 月 24 日午前、第 1 回試験飛行のテストを順調に遂行し

た。（10/25人民日報ｐ10） 

□財務部は 25日、今年 1－9月の国有企業および国有持株企業の利益額が前年同期比 6.6％増の 2兆

7,163億元だったと発表した。うち、中央企業が前年同期比 6.8％増の 1兆 7,941億 6,000万元、地

方国有企業が 6.3％増の 9,221億 4,000万元となっている。（10/28人民日報ｐ2） 

 

6.農業・農村 

□国家林業・草原局によると、今年上半期の全国森林観光の利用者数は前年同期比 14％増の延べ 9

億人に上り、同期の国内観光者数全体の約 30％を占めた。（10/23人民日報ｐ2） 

□農業農村部によると、今年 1－3四半期の第一次産業の付加価値高は 4兆 3,000億元で、前年同期

比 2.9％増加した。農村住民一人当たりの可処分所得は 1 万 1,622 元で、前年同期比 6.4％（実質）

増加した。（10/28人民日報ｐ2） 

 

7.労働・社会保障 

□公安部によると、今年に入ってから、種々の管理強化措置で交通事故による死者は前年同期で減

少しており、うち一回の事故で 3 人、5 人、10 人以上が死亡する交通事故発生件数は前年同期比そ

れぞれ 27％、40％、33％減少した。（10/23人民日報ｐ11） 
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□人力資源社会保障部は 21 日、第 1－3 四半期の都市部新規雇用者数が 1,097 万人となり、年間目

標任務の 99.7％を達成したことを明らかにし、今年の雇用情勢は全体としての安定を引き続き維持

されているとの見方を示した。（10/23中国経済時報ｐ2） 

□李克強・国務院総理は 27日、第 6回全国障碍者職業技能コントストに対して重要指示を出し、障

碍者の職業技能を向上させ、より多くの障碍者への雇用・創業支援を強化するよう指示した。（10/28

人民日報ｐ1） 

 

8.主要国との経済関係 

□李克強・国務院総理は 23日午後、北京で米国のポールソン・元財務長官と会見した。李総理

は、「中国は揺るぎ無く開放を拡大する。中米双方は両国元首が達した共通認識を着実に実行する

必要がある。双方は平等と相互尊重に基づき、協力・安定という基調を維持し、分岐点を適切にコ

ントロールし、両国の関係を推進し、協力により互恵ウィンウィンの実現を図る必要がある」と述

べた。（10/24人民日報ｐ2） 

□李克強・国務院総理は 24日、モゲリーニ・EU副主席と会見した。李総理は、「双方が多国間主義

と自由貿易を引き続き守り、中欧地理的表示協定の早期完成を推進し、来年には時間通りに中欧投

資協定交渉を完成させたい」と述べた。これに対し、モゲリーニ副委員長は、「中国と共に全方位

の実務的な協力を深化させ、気候変動などを含む国際問題で協力を強化していきたい」と表明し

た。（10/25人民日報ｐ1） 

□25日、劉鶴・国務院副総理は、ライトハイザー・米通商代表、ムニューシン・米財務長官と電話

会談を実施。双方は、合意文書の一部に関する技術的協議が基本的に完了したことを確認した。双

方は、米国からの鶏肉など家禽類の禁輸措置を解除することを含めた家禽類や水産品の輸出入規制

緩和で合意した。双方の交渉代表は、近日中に再度電話会談を行い、それまでの期間、事務レベル

で引き続き協議を急ぐ。（10/26中国商務部 HP） 

 

※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。 


