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中国経済週報（2019.11.7～11.13） 

 

在中国日本大使館経済部 

 

１．国務院幹部主催の会議                  

国務院常務会議が開催 

●6日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。農業基盤の強化と重要な農産品

の供給保障・価格安定を要求した。主な内容は以下のとおり。 

 (1)食料品の価格安定措置：一般食料品価格安定の市長責任制の実施、豚肉生産回復措

置の継続、北部豊作トウモロコシの南部養豚地域での飼料としての有効活用等 

 (2)食糧の増産・自給確保：作付面積の安定、干ばつ対策等による農畜産物増産促進 

 (3)災害で毀損した農地水利施設の修復・強化 

 (4)高基準農地の建設推進による穀物生産能力引上げ 

●また、東アジア地域包括協定(RCEP)に関し、次の段階として、「各国が残っている幾

つかの問題に関する協議の早期妥結を図り、関係部門が協調、協力し、年内に後続の作

業を終え、関連の改革を進めることを推進しなければならない」等発言した。 

粤港澳大湾区建設指導小組会議が開催 

●6日、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）建設指導小組会議

が北京で開催。韓正・国務院副総理・同小組組長が主宰し、以下の方針を強調した。 

 (1)科学技術革新を第一任務とし、コア技術のイノベーションでブレークスルーを図る 

(2)域内の各要素の効率的な移動のため、「ハード面の連結」「ソフト面の連結」を強化 

(3)民生福祉の改善を出発点かつ目的地とし、大湾区建設の成果を幅広い人々の恩恵に、

特に香港・マカオの若者の獲得感に繋げる 

●李希・広東省委書記、林鄭月娥・香港特別行政区行政長官、崔世安・マカオ特別行政

区行政長官等が会議に出席した。 

海南全面深化改革開放指導小組全体会議が開催 

●8-9日、海南全面深化改革開放指導小組全体会議と専門家座談会が海口で開催。韓副

総理・同小組組長が主宰し、海南自由貿易港の建設において、世界最高水準の開放をベ

ンチマークとし、貿易・投資の自由を重点に据え、政策・制度設計にブレークスルーを

起こす方針を強調した。 

●胡春華・国務院副総理、何立峰・国家発展改革委員会主任等が会議に参加した。 

経済情勢専門家・企業家座談会が開催 

●12日、李総理は「経済情勢専門家・企業家座談会」を開催。蔡昉（中国社会科学院副

院長）、劉俏（北京大学光華管理学院院長）、陸挺（野村証券中国担当チーフエコノミス

ト）等の専門家や、美的集団、温氏食品、安馨養老産業公司等の企業代表と意見交換を

行った。政府側は副総理の韓正、胡春華、劉鶴、国務委員の王勇、肖捷が出席。 
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●専門家らは、今年は外部要因のリスク・試練が大きく、国内的には困難が多いが、減

税・費用引下げや雇用促進、ビジネス環境改善政策が成果を挙げ、経済運営は総体的に

安定していると報告。 

●李総理は、「実績値上は中高速で安定成長している」が、「現在、外部環境は一層複雑

で厳しく、国内経済の下押し圧力は増大し、豚肉等一部商品の価格上昇が急激で、企業

経営は困難が増している」と述べ、マクロ政策の安定維持、改革開放の推進・市場活力

の励起、民生改善の更なる保障等、引き続き取り組むべき作業について指摘した。 

２．金融関連                        

遼寧省営口沿海銀行での預金取付け 

●6 日、遼寧省営口沿海銀行（株式制城市商業銀行。総資産 755.09 億人民元（2018 年

末））において、預金取付けが発生。営口開発区公安局が警官を出動させ、営口沿海銀

行の支店 6 カ所で治安取締りを行うとともに、ウェイボーにおいて流言に惑わされな

いように注意喚起を発出。同日、営口市人民政府は公告を発表するとともに、新聞弁

公室が記者会見を開き、混乱の沈静化に努めた。預金取付け発生の契機は、「遼寧の隠

れ富豪」と呼ばれる孟広望氏が支配株主となっている華君集団（営口沿海銀行の 2番目

の大株主）が裁判所の差押えにあったことと見られている。 

●12日、銀保監会は新聞情報交換会を開催。銀保監会城市銀行部・劉栄 副主任は、「営

口沿海銀行のリスクは、インターネットのネガティブな世論感情が引き起こしたもの

で、この件は既に適切に措置され、流言した 2名を公安が拘束した」と述べた。 

第 9回金融安定発展委員会が開催 

●6日、劉鶴・国務院副総理の主宰で、第 9回国務院金融安定発展委員会が開催。直近

開催の公表文に比べ、中小銀行に対する資金補充とともに、中小銀行の経営改善に関す

る記載が大幅に増える内容となった。 

３．6G技術の研究開発が開始                   

●3日、科学技術部と発展改革委員会、教育部、工業・情報化部、中国科学院、自然科

学基金は、次々世代移動通信規格 6G の技術研究開発作業始動会議を北京にて開催。王

㬢・科学技術部副部長が出席し、講話を行った。主な内容は以下のとおり。 

（1）現在、全世界の 6G技術研究は初歩的段階にあり、技術的路線は未だ明確ではない 

（2）6G技術研究を重視し、統一的に配置し、効率的に推進し、開放かつ革新しなけれ

ばならない 

（3）科学技術部は関連部門と総合専門家グループ組織を組み、6G技術研究を展開する 

●会議では、国家 6G 技術研究開発推進作業グループと総合専門家グループの成立を宣

言。推進作業グループの任務は、関連政府部門で構成され、6G技術研究開発業務の遂行。

専門家グループの任務は、37 の大学、研究所及び企業の専門家で構成され、6G 技術研

究に対する提案と技術的論証や、重大な政策決定に関するコンサルティングや提案。  
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４．11 月 11 日「独身の日」セール               

アリババ、京東とも過去最高額を記録 

●12 日、インターネット通販中国最大手のアリババ集団は、11 月 11 日の「独身の日」

セール（「双十一」）の結果を発表。取引総額は前年比 25.7％増の 2,684億元となり、

過去最高を更新した。 

●アリババの集計によると、海外輸入品の取引額は、国・地域別で昨年に引き続き日本

が首位となり、米国、韓国が続いた。輸入商品の分野別ランキングでは、サプリメント

が首位、フェイスマスク、粉ミルクが続いた。 

●インターネット通販中国 2番手の京東集団は、11月 1－11日の 11日間を対象期間と

して「独身の日」セールを開催。11 日間の取引総額は前年比 27.9％増の 2,044 憶元と

なり、過去最高を更新した。 

「インターネット事業活動を適法に行うことに関する行政指導座談会」を開催 

●5日、「独身の日」セールに先立ち、国家市場管理総局は浙江省広州にて「インター

ネット事業活動を適法に行うことに関する行政指導座談会」を開催。アリババ集団、京

東集団、蘇寧集団等 20 以上の企業が参加。座談会では、近年インターネットでの事業

活動において顕在化している問題(注 1)や、インターネットの集中セールにおいて頻繁に

発生する問題(注 2)を指摘し、インターネット事業活動を適法に行うことについて具体的

な行政指導を行った。 

（注 1）「二選一」(出店事業者が競合サイトで商品を販売するのを阻止するために、ネット通販大手が

出店事業者に対し独占提携契約の署名を強要する慣行）や模造品や品質安全基準不適合商品の販売等 

（注 2）虚偽の割引率の表示、虚偽宣伝や違法広告、他業者に対する悪意のあるレビュー投稿等 

５．第 2 回中国国際輸入博覧会が閉幕             

●10日、上海で 5日から開催された第 2回中国国際輸入博覧会が閉幕。期間中、計 181

の国・地域と国際機関が参加し、3,800 社以上の企業が出展、博覧会への来場者数は

91万人に達した。 

●閉幕にあたり、孫成海・中国国際輸入博覧局副局長は今次博覧会成果について発表。 

（1）年間ベースの成約見込み額は 711億 3,000万ドルとなり、前回を 23％上回った 

（2）国内外のバイヤーが 50万人以上来場、展示面積は 36万平方メートルに達した 

（3）今次博覧会で、全世界或いは中国大陸で初公開となった新製品や新技術或いは新

サービスは 391件で、前回を上回った 

（4）230社余りの企業（フォーチュン・グローバル 500ランクイン企業及びリーディン

グカンパニー80社を含む）が第 3回中国国際輸入博覧会の出展契約に署名済み 

（5）第 3回同博覧会の企業出展ブースは 4分野（技術・装置、消費財・スマート生活、

食品・農産品、サービス・ヘルスケア）に区分し、6展示エリア（サービス貿易、自

動車、消費財、技術装置、医療機器・医薬保健、食品・農産品）を設置する 
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６．米中経済貿易関係                    

米国が中国産ナマズ輸入の規制緩和 

●5日、米国食品安全検査局は、中国から輸入するナマズ類の取扱いについて発表。中

国のナマズ検査システムが、米国におけるシステムと同等であると判断し、認定された

中国の施設で生産された生のナマズ及びナマズ製品に限り、対米輸出の適格性を有する

とした。 

米国が中国産家禽製品輸入の規制緩和 

●8日、米国食品安全検査局は、中国から輸入する家禽類の取扱いについて発表。中国

の家禽法や規制、検査システムが、米国の家禽類製品検査法や家禽用の食品安全システ

ムに相当すると判断し、認定された中国の施設で処理された屠殺家禽製品が、対米輸出

品の適格性を有するとした。これに対し、9 日、中国海関総署は歓迎の意を表明した。 

中国が追加関税の撤廃について言及 

●7日、高峰・中国商務部報道官は定例記者会見にて、米中間の追加関税について言及。

「米中が第一段階の協議に合意したなら、協議内容に基づき、同時に、等比率で追加関

税を撤廃するべき」、「これは協議に合意する重要な条件である」と表明。さらに、「双方

の代表は、協議の進展に応じて段階的に追加関税を撤廃することで合意した」と述べた。 

●これに対し 8日、トランプ・米大統領は記者団に対し、現時点で「何も合意していな

い」と発言した。 

７．対外経済関係                      

李総理がタイ首相と会談 

●5 日、李克強・国務院総理は、バンコクでプラユット・タイ首相と会談。李総理は、

「一帯一路」イニシアティブをタイの発展戦略と連携させたい旨表明。タイ東部経済回

廊(EEC)の建設を支持し、第三国市場協力における重要なプラットフォームとしたいと

述べた。プラユット首相は、EECと粤港澳大湾区建設との連結や Eコマース、第三国協

力、高速鉄道、5G技術等分野での協力を望むとした。 

マクロン・仏大統領が訪中 

●6 日、習近平・国家主席は、北京にてマクロン・フランス大統領と会談。習主席は、

両国関係の発展について、以下 6 つの目標を掲げた。(1)政治的相互信頼の維持と促進 

(2)大型協力事業の続行 (3)双方の市場開放の拡大 (4)「一帯一路」と EU戦略との連

携の強化 (5)持続可能な発展に向けたイノベーション協力の強化 (6)文明の交流と

相互参考。 

●また、両首脳は「中仏生物多様性保護及び気候変動に関する北京イニシアティブ」を

共同で発表。2020年秋に昆明で開催される生物多様性条約第 15回締約国会合に向けた

協力を深め、生物多様性と気候変動の連携対応、各国最高指導者の同会合への参加呼び

かけ等の方針を表明した。●そのほか両国政府は、宇宙、航空、原子力、工業、金融な

ど多分野での協力協定を締結。両国企業による 24件の契約の署名も行われた。 

  

https://www.google.co.jp/search?biw=1392&bih=627&q=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%A6%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%A3&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yDIzyjFNfsToyi3w8sc9YSmbSWtOXmM04-IKzsgvd80rySypFNLgYoOy5Lj4pJC0aTBI8XAh8XkWsao8bp7-uHnl4-Zlj5ubHzd3PG7e_bi58XHz4sfNmx83rYKwAcZJikN9AAAA
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中国・EU地理的表示(GI)協定が締結 

●6日、中国と EUは、地理的表示(GI)保護を相互に認める 2国間協定の交渉を妥結（2010

年に交渉開始）。双方の法的確認作業等を経て、正式な協定の発効を目指す。EU側から

はフランス産の「ボルドー・ワイン」、イタリア産の「ゴルゴンゾーラ・チーズ」、ア

イルランド産の「アイリッシュ・ウィスキー」など、中国側からは浙江省の「安吉白茶」、

江西省の「贛南臍橙(ネーブル)」、寧夏回族自治区の「賀蘭山東麓葡萄酒」など、中国

と EU双方が保護を求める各 100品目が GIリストに登録されている。 

●7日、商務部は定例記者会見にて、「協定は双方の製品の地理的表示にハイレベルの

保護を与え、偽の地理表示製品の阻止に有効であり、双方の消費者に高品質な製品を提

供できる」と述べた。 

ユーロ建て国債を 15年ぶりに発行 

●5日、中国財政部は 15年ぶりにユーロ建て国債を発行。発行総額は 40億ユーロで、

内訳は7年物20億ユーロ（発行利率0.197％）、12年物10億ユーロ（発行利率0.618％）、

20 年物 10 億ユーロ（発行利率 1.078％）。発行総額の 5 倍にあたる 200 億ユーロの購

入申込があり、その 57％が欧州域内からの申込だった。ユーロ建て債券発行の促進は、

第 6回仏中ハイレベル経済財政金融対話（2018年 12月パリにて）の協力項目に掲げら

れていた。 

習主席がギリシャ訪問 

●11日、習近平・国家主席は、中国の国家主席として 11年ぶりにギリシャを訪問、パ

ブロプロス・ギリシャ大統領及びミツォタキス・ギリシャ首相とアテネで会談を行った。

ミツォタキス首相との会談で、習主席は、「中国は開放を拡大し、ギリシャを含む各国

の発展のためにさらに多くのチャンスをもたらすことを望んでいる」と述べ、中国とギ

リシャの実務協力について、以下 4 つを提案。(1)「一帯一路」共同建設構想とギリシ

ャの重要国際物流中継ハブ建設戦略との結び付き強化 (2)双方向貿易・投資の規模拡

大と電力、通信、製造業、金融などでの協力強化 (3)人的・文化的交流の深化 (4)中

欧関係の発展を共に推進 

●また同日、習主席はピレウス港（注：2016年に中国国有の海運大手、中国遠洋海運集

団(COSCO)が買収）を視察。ピレウス港については、ギリシャ首相との会談時、早期に地

中海地域最大のコンテナ中継港とし、海・鉄道連絡輸送センターとしての役割を十分に

発揮させ、中欧陸海エクスプレス・レーンの輸送能力を高めると表明していた。 

  

https://www.google.co.jp/search?biw=1392&bih=627&q=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%84%E3%82%A9%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%82%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sDCyMDJ5xOjMLfDyxz1hKatJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKkUUuNig7JkuHilELo0GKS4uRBcnkWsKo-b1j5uXvW4adHjps2Pm3Y-bt79uHn-4-aWx00rHzftB8k27QQAosPZxnoAAAA
https://www.google.co.jp/search?biw=1392&bih=627&q=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%84%E3%82%A9%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%82%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sDCyMDJ5xOjMLfDyxz1hKatJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKkUUuNig7JkuHilELo0GKS4uRBcnkWsKo-b1j5uXvW4adHjps2Pm3Y-bt79uHn-4-aWx00rHzftB8k27QQAosPZxnoAAAA
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８．各種統計の公表                        

●10月貿易～単月貿易総額は前月比3.4％減、輸出が0.9％減、輸入が6.4％減。1-10月

貿易総額は前年同期比2.5％減、輸出が0.2％減、輸入が5.1％減（8日 海関総署発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●10月物価～CPIは前年同月比3.8％上昇、PPIは同1.6％下落（9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) 

10月 3,830.5 ▲3.4 ＋2.2   428.1 

1-10月 37,356.3 ▲2.5 1-9月比▲0.1 3,402.9 

 

 

 

 

 

 

 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) 

10月 2,129.3 ▲0.9 ＋2.3   1,701.2 ▲6.4 ＋1.9 

1-10月 20,379.6 ▲0.2 1-9月比▲0.1 16,976.7 ▲5.1 1-9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) 

10月    257.7 ▲7.6 ▲1.6 ▲25 

1-10月 2,576.5 ▲5.2 1-9月比▲0.3 ▲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) 

10月  116.3 ▲7.9 ▲2.9 141.4 ▲7.3 ▲0.61 

1-10月 1,178.1 ▲2.1 1-9月比▲0.6 1,398.4 ▲7.6 1-9月比横ばい 

 
 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) 

10月    451.7 ▲15.8 ＋4.8 264.2 

1-10月 4,478.3 ▲14.9 1-9月比＋1.3 2477.4 

 

 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) 

10月 3.8 ＋0.8 ▲1.6 ▲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) 

10月 357.9 ▲16.2 ＋5.7  93.7 ▲14.3 ＋1.4 

1-10月 3,477.9 ▲11.3 1-9月比▲0.6  1,000.4 ▲25.4 1-9月比＋1.0 
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●10月自動車販売～前年同月比 4.0％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) 

10月 228.4 ▲4.0 ＋1.2 

1-10月 2,065.2 ▲9.7 1-9月比＋0.6 

 
 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) 

10月 192.8 ▲5.8 ＋0.5 35.7 ＋7.0 ＋5.1 

1-10月 1,717.4 ▲11.0 1-9月比＋0.7 347.8 ▲2.5 1-9月比＋0.9 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

10月 7.5 ▲45.6 ▲11.4 

 

 
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) 

10月 5.9 ▲47.3 ▲14.2 1.6 ▲38.7 ▲0.3 

 
 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) 

10月 40.2 20.9 ▲0.5 47.5 24.6 ▲0.9 

 
 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) 

10月 16.5 8.6 ▲0.3 8.7 4.5 ▲0.3 

 

 
 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

10月 1.1 0.6 横ばい 
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●10月生産、消費、投資～10月生産は前年同月比 4.7％増、前月から 1.1ポイント下

落（14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) 

10月 4.7 ▲1.1 

1-10月 5.6 1-9月比横ばい 

 
 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(%) 

10月 3.8 7.2 ▲0.6 0.7 19.2 ＋0.9 19.4 

1-10月 33.5 8.1 1-9月比▲0.1 6.5 19.8 1-9月比▲0.7 19.5 

 
 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) 

1-10月 51.1 5.2 1-9月比▲0.2 29.2 4.4 1-9月比▲0.3 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：57.1％（9 月累計比▲0.3） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-10月 11.0 10.3 1-9月比▲0.2 

 
 商品建物・住宅販売面積 商品建物・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) 

1-10月 0.1 1-9月比＋0.2 7.3 1-9月比＋0.2 
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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 6 日、国務院常務会議を招集し、現在の農業関連の取組に関する報告を聴

取し、農業基盤を固め、重要な農産品の供給保障と価格安定を求めたほか、東アジア地域包括的経

済連携（RCEP）の今後の作業をしっかり行うためとして、開放を一層拡大させ、貿易・投資の自由

化・利便化レベルを更に高めるための作業を手配した。（11/8経済日報ｐ3） 

□韓正・国務院副総理兼「粤港澳大湾区（広東、香港、マカオエリア）建設指導小組組長は 6日、北

京で同小組会議を招集し、「一国二制度」方針を全面的かつ的確に貫徹し、同大湾区建設を安定的に

推進することを強調した。（11/7経済日報ｐ4） 

□8-9日、韓正・国務院副総理兼海南全面深化改革開放指導小組組長は、海口にて指導小組全体会議

と専門家座談会をそれぞれ開催。海南自由貿易港建設政策と制度・システムについて検討し、次の

重点業務を指示した。胡春華・国務院副総理、何立峰・国家発展改革委員会主任らが会議に参加し

た。（11/9新華社） 

□胡春華・国務院副総理は 8 日、雲南省にて国家南繁科学研究育種基地を視察。農業の科学研究プ

ラットフォームとして、食料備蓄戦略をしっかりと実行し、独自の知的財産権をもつ優良新品種の

育成を迅速に行わなければならない等指摘した。（11/8中国政府 HP） 

□第 2 回中国国際輸入博覧会が 10 日に閉幕した。期間中に計 181 か国・地域と国際機関が参加し、

3,800社余りの企業が出展した。国内外のバイヤーが 50万人以上来場、展示面積は 36万平方メート

ルに達した。年間ベースの成約見込み額は 711億 3,000万ドルで、前回を 23％上回った。また、230

社余りの企業が第 3回中国国際輸入博覧会出展契約に署名した。（11/11人民日報ｐ2） 

□11日、「独身の日」セール（「双十一」）が開催。アリババの取扱高は 2,684億元で前年比 25.7%増

と、過去最高を記録した。（11/12新京報） 

 

2.財政 

□財政部はパリ時間 5日、総額 40億ユーロのユーロ建て国債をフランスで発行したと発表。中国が

ユーロ建て国債を発行するのは 15 年ぶり。フランスでの起債は初めてとなる。（11/7 経済日報ｐ7） 

 

3.金融・為替 

□6日、劉鶴・国務院副総理の主宰で、第 9回国務院金融安定発展委員会が開催。会議は、中小銀行

改革を深化させ、中小銀行の特徴に応じた企業ガバナンス構造やリスクの内部統制システムを健全

化し、中小銀行の発展システムの問題を根源的に解決しなくてはならないと指摘した。（11/6 中国

政府 HP） 

□7日、国務院は、金融業の対外開放等を加速する複数項目の措置を明確化した「外資利用工作に一

層取り組むことに関する意見」を発表。(1)対外開放の深化、(2)投資促進への注力強化、(3)投資円

滑化改革の深化、(4)外国投資の合法的権益の保護の各テーマについて、合計 20 項目の具体的な取

組を提示した。（11/7新華社） 

□中国外貨取引センターによると、11月 6日の人民元対米ドルの基準値は 1ドル＝7.0080元で、前

日比 0.00305元の元高・ドル安だった。基準値として 8月 8日以来の高値を記録した。（11/7経済

日報ｐ7） 
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4.貿易・海外直接投資 

□税関総署報道官は 5日、5日付の米国「連邦官報」で中国産ナマズの対米輸出に関する最終的なル

ールを公表し、中国のナマズ製品の管理体制が米国と同等の効力を有すると認めたことを明らかに

した。（11/7国際商報ｐ1） 

□税関によると、今年１～10月の中国の貨物貿易輸出入額は 25兆 6,300億元、前年同期比 2.4％増

加した。うち、輸出は前年同期比 4.9％増の 13 兆 9,900 億元、輸入は前年同期比 0.4％減の 11 兆

6,400億元。貿易収支は 2兆 3,500億の黒字で、前年同期比 42.3％増加した。（11/9人民日報ｐ2） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国家発展改革委員会は 6 日、「産業構造調整指導目録（2019 年版）」を発表。投資方向の指導や政

府による投資プロジェクトの管理、財政・銀行融資・土地・輸出入に係る政策決定の重要な依拠とな

るもので、産業を奨励類、制限類、淘汰類に分け、構造調整を進める。現行の 2011 年版の目録は、

2013 年に一部項目を修正していたが、今回 8 年ぶりの本格改定となる。同目録は 2020 年 1 月 1 日

から施行する。（11/8経済日報 p7） 

□国家郵政局によると、第 1～3四半期の業務収入は 6,883億 7,000万元、前年同期比 21.3％増加。

また、宅配業務量と収入も前年同期比を各 26.4％と 24.1％上回った。（11/8中国経済時報ｐ6） 

 

6.農業・農村 

□全国林業・草原科学技術貧困対策会議によると、近年、政府は林業・草原分野で科学技術の普及に

よる貧困対策の促進に力を入れ、各地に貧困脱出への科学技術支援モデル基地1,316ヶ所を設置し、

延べ 80万人の技術者・林業草原事業従事者を対象に研修を行った。（11/8経済日報ｐ4） 

 

7.労働・社会保障 

□財政部、応急管理部は 7日、山西省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、広西自治区、重慶市など

7 の省・市に中央救急資金として 4 億 1,800 万元を調達し、被災地の干ばつ対策や被災者の生活保

障に充てるとした。（11/8経済日報ｐ3） 

 

8.科学技術・イノベーション 

□49基目となるナビ衛生「北斗」が 11月 5日 01時 43分、「長征 3号丙」で西昌衛星発射センター

から発射され、打ち上げに成功した。（11/6中国経済時報ｐ6） 

□国有資産監督管理委員会研究センターの報告によると、今年 1～9月、中央国有企業の研究・開発

（R＆D）の投入経費は約 5,000億元、前年同期比 13.4％増加し、国全体の研究開発費の 4分の 1を

超えた。（11/6中国経済時報ｐ6） 

□3日、科学技術部と発展改革委員会、教育部、工業情報化部、中国科学院、自然科学基金は、北京

にて６G技術研究開発作業始動会議を結成、国家６G技術研究開発推進作業グループと総合専門家 

グループの成立を宣言した。推進作業グループは関連政府部門で構成され、専門家グループは、37

の大学、研究所及び企業の専門家で構成される。（11/7科学技術部 HP） 

 

9.主要国との経済関係 
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□李克強・国務院総理は現地時間 5 日午前、バンコクでプラユット・タイ首相と会談した。李総理

は「中国は『一帯一路』構想とタイの発展戦略を連携させ、『協議・協業・共有』を実現させたい。

タイ東部経済回廊（EEC）の建設を支持し、第三国市場協力の推進におけるプラットフォームにした

い。中国は市場化・商業化の原則に基づいた中国企業のタイインフラ建設への参与や電子商取引を

通じてタイ産コメの対中輸出を拡大することを奨励する」等述べた。（11/7経済日報ｐ4） 

□習近平・国家主席は 6 日、北京でマクロン・フランス大統領と会談した。習主席は、両国関係の

発展について、政治的相互信頼の維持と促進、大型協力事業の続行、双方の市場開放の拡大、「一帯

一路」と EU戦略との連携の強化など 6つの目標を掲げたほか、「『パリ協定』の全面的実行を推進し

ていきたい」と述べた。会談後、両国は、「中仏関係行動計画」「中仏生物多様性保護と気候変動北京

提言」を共同で発表したほか、宇宙航空、原子力、緊急対応管理、文化遺産、農業、工業、自然保護、

金融、第三国市場協力などの多分野にわたる協力協定を締結した。また、両元首は、「中国・EU地理

的表示協定の協議に関する共同声明」の調印式に立ち会った。（11/7人民日報ｐ1、2） 

□李克強・国務院総理は 6 日、北京で公式訪中しているマクロン・フランス大統領と会談した。李

総理は、双方は「中国・EU 投資協定協議が早期に成果を挙げるため、引き続き後押しすることを期

待。フランス側と共に、自由貿易や多国間主義を守るため、マルチの場での協調を強化していきた

い。核エネルギー、航空、第三国市場など重要分野の協力を深めたい。中国側は EUやフランスと協

力しながら、気候変動の約束を果たしていきたい」と表明した。（11/7経済日報ｐ4） 

□5-8日、中国・EU投資協定第 24回交渉が北京で開催された。高峰・商務部報道官は、「中国・EU

投資協定交渉は、二国間経済貿易関係において最重要の事項で、中国側は一貫して高度に重視して

いる」と述べ、現在双方がより多くの進展を得られるよう一段と力を入れて作業に当たっていると

した。 

□高峰・商務部報道官は 7日、定例記者会見にて、6日に EUとの間でそれぞれの 100品目について

地理的表示（GI）保護を相互に認める 2 国間協定の交渉が妥結したことについて言及。協定は双方

の製品の地理的表示にハイレベルの保護を与え、偽の地理表示製品の阻止に有効であり、双方の消

費者に高品質な製品を提供できると述べた。（11/7新華社） 

□高峰・商務部報道官は 7 日、定例記者会見にて、米中は追加関税を段階的に撤廃することで合意

したと明らかにしたほか、「米中が第 1段階の合意に達すれば、双方が既存の追加関税を合意内容に

基づいて互いに比例したペースで同時に撤回していくことになる。これは合意成立のための重要な

条件だ」と述べた。（11/8国際商報ｐ1） 

□華春瑩・外交部報道官は 7日、習近平・国家主席が 11月 10日から 15日にかけてギリシャを公式

訪問するほか、ブラジルで開催される第 11回 BRICS首脳会議に出席すると発表した。（11/8人民日

報ｐ1） 

□李克強・国務院総理は８日、北京にてホルネス・ジャマイカ首相と会談。李首相は、ジャマイカと

インフラ、観光、農業水産業等分野での協力を展開し、ウィンウィンを実現したいと発言。ホルネス

首相は、積極的に「一帯一路」協力に参加し、新たな両国関係に踏み出したいと述べた。会談後、両

総理は「一帯一路」共同建設、経済貿易等分野における二国間協力文書の署名式に立ち会った。（11/9

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。 


