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中国経済週報（2020.4.9～4.15） 

 
在中国日本大使館経済部 

 

１．党中央の動き                       
国務院常務会議が開催 

●14日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。主な決定事項は以下のとおり。 

(1)企業支援： 本年の一連の措置(注)に加え、更に地方政府特別債の前倒し発行規模を追

加、中小・零細企業への金融支援を強化するなど、積極財政の取組を拡大 

(2)大学・高専卒業生の雇用促進： 起業時の担保融資の支援強化、科学研究補佐職の開

発、社区サービス関連の起業・就職の奨励、湖北の卒業生に対する特別支援策の実施 

(3)都市部老朽団地改造の取組拡大：2000年末以前に建てられた住宅区を重点とし 3万

9,000カ所の改造を計画 

(4)西部大開発関連： 本年末期限の、西部地域の国家奨励類産業企業に対する企業所得

税税率の15％引下げ政策を、更に延長して実施 
（注）①増値税減免・社会保険料の段階的減免・公共料金引下げ等により、1兆6,000億元の企業負担を軽減 ②今年

の地方政府特別債1兆2,900億元を前倒しで発行 ③3回の預金準備率引下げ・借換え・再割引を通じ、企業向け

低金利融資のための資金3兆5,500億元を供給 ④8,800億元の企業融資の元利の実行延期を実施。 

生産要素の市場化推進の取組を発表 

●9日、党中央と国務院は、「より完全な生産要素の市場化配置の体制とメカニズムの構

築に関する意見」を発表。現在、商品とサービスは既に97％が市場で価格決定されてい

る一方、「生産要素」市場では自由な流動が阻害され、価格形成も不完全であるとし、

今後の取組を提起した。主な内容は以下のとおり。 

(1)土地：「土地管理法実施条例」の改正作業の加速化(注)、国有土地の有償使用の促進

等 

(2)労働力： 農民工等を対象にした戸籍登録制限の緩和及び基本的公共サービスを享受

できるメカニズムの構築等 

(3)資本： 株式市場の基礎制度の改善、債券市場の規模拡大、人民元の国際化推進等 

(4)技術： 職務上の科学技術成果に関わる財産権制度の改善等 

(5)データ：政府データの開放・共有、地域・部門間のデータ交換などの市場化推進 
(注)「土地管理法実施条例」(1999年制定、2014年第2次改正)：「土地管理法」(1986年制定、2019年第3次改正)に

基づき土地の所有権・使用権や土地利用の総体的計画を定めたもの。改正「土地管理法」が今年1月1日から施行さ

れたことに伴い実施条例の改正を加速するとした。 

２．各部門の動き                       
2020年の新型都市化計画を発表 

●8日、国家発展改革委員会は 2020年の「新型都市化建設の重点任務」を発表。「人の

都市化の促進」を核心とし、(1)農民工等の農業転移人口に対する戸籍制度改革 (2)公

共サービス提供メカニズムの改革の実施 (3)労働力の自由な流動を阻害する障壁の解

消等を進め、人的資源の最適な配置の実現を目指すとした。 
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●戸籍政策では、常住人口 300 万人以上の都市において重点グループ(注)の戸籍移転

制限を基本的に撤廃するなど、2019年計画より条件が更に緩和された。 
(注）都市で 5 年以上就業・生活かつ一家で移転してきた農業移転人口、都市・町で安定して就業している新世代農
民工、進学・入隊で都市在住の農村出身学生など。なお、新世代農民工とは 1980 年以降出生で、都市常住で非農業
生産に 6 か月以上従事する、農村戸籍の労働者を指す。 

各地方で消費券による消費喚起を実施 

●9日、高峰・商務部報道官はオンライン記者会見で、「既に 7省 20 以上の地方政府が

様々な形式で消費券を配布し、短期間に積極的な効果を得た。杭州市では既に 2.2億元

の消費券が使用され、23.7 億元の消費を牽引し、乗数効果は 11倍に達した」と述べた。 

●主な地方の消費券の概要は以下のとおり。 

(1)杭州市：居住者に額面 10元の電子消費券 5枚をアリペイを通じ配布。市内商業施設 

での消費 40 元ごとに 10 元の消費券一枚を使用可能。低所得者には 100 元分を支給。 

(2)南京市：市政府アプリを通じた抽選制で、外食・スポーツ・図書・IT 用の電子消費

券（50 元/100 元）を配布。農村観光・低所得者・労働組合会員向けの商品券も別途

配布。 

(3)江西省：居住者に額面 50 元の旅行用電子消費券を毎朝 10 時に 5,000 枚配布。省内 

の A級以上の景勝地等で 6月末まで利用可。また 4-6月は「週休 2.5 日制」を実施し

週末の外出を奨励。省内の 4A級以上の景勝地等で金曜午後から入場料が半額とする。 

観光地の開放に関する通知が発表 

●13 日、文化旅游部と国家衛生健康委員会は共同で「観光地における感染症防止及び安

全で秩序ある開放業務の遂行に関する通知」を発表。主な内容は以下のとおり。 

(1)観光地では屋外エリアのみを開放し、室内の開放は禁止。観光客は観光地の最大受

入れ数の 30％以下に制限 

(2)予約制を整備し、観光時間の間隔を空ける。現地でのチケット受取・購入を行う観

光客数を制限、客の情報登録をしっかりと実施 

(3)各地方は観光地の開放に対して主体的責任を負うほか、監督メカニズムを確立し、

観光地の開放と観光の安全検査を強化 

自動車関連措置の発表 

●9 日、国務院共同予防・抑制メカニズム記者会見にて、自動車関連の措置等が発表。 

(1)生態環境部は、7月 1日から全国で導入予定だった排ガス基準「国 6」(注)の実施延期

を発表。先行導入済みの北京市・上海市・江蘇省等の 16の直轄市・省は対象外。 

(2)国家発展改革委員会は、「中国の主要な自動車企業は全面的に操業を再開しており、

一日当たりの生産台数は昨年同期の 75％以上に回復している」と発言。 
（注）中国の新たな排ガス規制基準。第 6 段階目となる「国 6」は現行基準の「国 5」と比べ、排出規制値に対する

要求（窒素酸化物に対する排出規制値は 50％の改善を要求）がより厳しい。 

３．国際特許出願件数で中国が初の首位に            

●7日、世界知的所有権機関（WIPO）は 2019年の特許の国際出願件数を発表。中国（5

万 8,990 件）が米国（5 万 7,840 件）を抜き、初の世界首位となった(注)。同件数の第 3

位～5位は日本、ドイツ、韓国の順で、2018年のランキングと同様。 
（注）特許協力条約(PCT)が 1978 年に発効して以来、これまで米国が首位の座を維持していた。なお、2019 年、PCT

に基づいた世界全体の特許の国際出願件数は前年比 5.2％増の 26万 5,800 件（2018 年 25 万 2,775 件）。 
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４．IMF が経済見通しを下方修正                       

●14日、IMFは世界経済見通しを公表。中国の成長率は、第 1四半期は▲8％、2020年

通年では 1.2％と、大幅に下方修正した(注 1)。新型肺炎の蔓延で世界経済は悲惨な現実

(grim reality)に直面しており、各国の大規模封鎖(the Great Lockdown)を受けて、

1929年の大恐慌(the Great Depression)以来最悪の景気後退に陥るとした。 

●上記予測は、本年後半には新型肺炎が収束するとの基本想定に基づく。予見し難い要

素(注 2)が多いため極めて不確実性が高く、更に低い成長率となるリスクが大きいとした。 

(注 1)他の主な 2020 年の予測値は、世界全体▲3.0％，日本▲5.2％、米国▲5.9％、ユーロ圏▲7.5％。 

  従来の予測値は、中国 6.0％、世界全体 3.3％、日本 0.7％、米国 2.0％、ユーロ圏 1.3％(本年 1 月時点)。 

  2021 年の予測値は、中国 9.2％、世界全体 5.8％、日本 3.0％、米国 4.7％、ユーロ圏 4.7％。 

(注 2)新型肺炎の推移、封じ込め策や供給網分断の程度、金融不安、消費行動やマインドへの影響、資源価格の変動 

  を挙げた。新型肺炎の収束が本年末まで長引いた場合、世界の成長率は更に 3 ポイント押し下げられるとした。 

５．対外経済関係                       

ASEAN＋3（日中韓）特別首脳会議が開催 

●14日、ASEAN・日中韓特別首脳会議がテレビ会議形式で開催（日本：安倍総理、中国：

李克強総理が参加）。会議では、新型肺炎の感染拡大防止策について議論が行われた。

安倍総理は ASEAN 感染症対策センターの設立を提案すると共に、防疫物資の一部が

ASEAN地域からの輸入に依存していることを念頭に、連帯して物資の流通を維持すべき

である旨強調。李総理は、引き続き ASEAN諸国に対し無償支援を提供する旨表明すると

共に、ASEAN＋3応急医療物資備蓄センターの設立を提案した。 

●会議には、日中韓及び ASEAN各国首脳に加え、ASEAN事務局長、WHO 事務局長が出席。

会合後、共同声明が発出された。 

習近平・国家主席が各国首脳と会談 

●8日、ラマポーザ・南ア大統領と電話会談。医療・衛生分野の援助に言及。 

●8日、エルドアン・トルコ大統領と電話会談。緊急医療物資調達での協力に言及。 

●10日、ロペスオブラドール・メキシコ大統領と電話会談。防疫物資の援助に言及。 

●10日、マドゥーロ・ベネズエラ大統領と電話会談。感染症予防の協力強化に言及。 

●14日、セルビアのブチッチ大統領と電話会談。医療・防護物資の援助継続に言及。 

●14日、ジェエンベコフ・キルギス大統領と電話会談。医療専門家の派遣に言及 
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６．各種統計の公表                      

●3月物価～CPIは前年同月比 4.3％上昇、PPIは同 1.5％下落（10日 国家統計局発

表） 

 

●3月自動車販売～前年同月比 43.3％減（10日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 

3月 4.3 ▲0.9 ▲1.5 ▲1.1 

 

 自動車販売台数 

台数(万) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 143.0 ▲43.3 ＋35.8 

1-3月 367.2 ▲42.4 1-2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) 

3月 104.3 ▲48.4 ＋33.3 38.8 ▲22.6 ＋44.5 

1-3月 287.7 ▲45.4 1-2月比▲1.8 79.4 ▲28.4 1-2月比＋4.8 

 
 新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

3月 5.3 ▲53.2 ＋22.0 

 

 
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) 

3月 4.0 ▲55.6 ＋17.0 1.3 ▲44.1 ＋38.8 

 
 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) 

3月 19.2 18.5 ＋1.7 26.7 25.6 ＋2.4 

 

 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

3月 0.2 0.2 ▲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) 

3月 6.4 6.1 ＋0.6 7.3 7.0 ＋5.5 
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●3 月貿易～1-3 月貿易総額は前年同期比 8.4％減、輸出が 13.3％減、輸入が 2.9％減
（14日 海関総署発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●訪日中国人旅行者数～前年同月比 87.9％減（19日 日本政府観光局発表） 

 

 

 

 

  

 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) 

3月 3,504.0 ▲4.0 ＋7.0 199.0 

1-3月 9,432.2 ▲8.4 1-2月比＋2.6 132.0 

 

 

 

 

 

 

 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) 

3月 1,851.4 ▲6.6 ＋10.6 1,652.5 ▲0.9 ＋3.1 

1-3月 4,782.1 ▲13.3 1-2月比＋3.9 4,650.1 ▲2.9 1-2月比＋1.1 

 
 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) 

3月 273.4 1.9 ＋18.5 ▲21.8 

1-3月 668.9 ▲10.1 1-2月比＋6.0 ▲76.3 

 
 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) 

3月 125.8 ▲1.4 ＋23.1 147.6 4.8 ＋14.1 

1-3月 296.3 ▲16.0 1-2月比＋8.5 372.6 ▲4.7 1-2月比＋4.6 

 
 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) 

3月 351.0 ▲18.6 ＋2.3 153.2 

1-3月 957.4 ▲20.1 1-2月比＋0.8 406.9 

 

 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) 

3月 252.1 ▲20.8 ＋6.9 98.9 ▲12.6 ▲15.1 

1-3月 682.6 ▲25.2 1-2月比＋2.5 648.8 ▲3.7 1-2月比▲6.2 

 

 

  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) 

3月 1.0 ▲98.5 ▲10.6 

1-3月 102.2 ▲52.9 ▲21.4 
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■日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□習近平・総書記は 8 日、中国共産党中央政治局常務委員会を主宰し、国内外の感染症防止・抑制

と経済運営の状況を分析し、防疫対策を常態化する中で生産・生活秩序の全面回復を加速するよう

手配を行った。（4/9人民日報 p1） 

□中国共産党中央委員会と国務院は 9日、「より完全な生産要素の市場化配置の体制とメカニズムを

構築することに関する意見」を発表。社会の革新力と市場活力を励起し、経済発展の質・効率・原動

力の変革を推進するためとして、生産要素（土地、労働力、資本等）の市場化を推進する方針を示し

た。具体的には、土地管理法実施条例の改正加速、農民工の都市移住制限の緩和、株式市場の基礎的

制度の改善等が盛り込まれた。（4/10人民日報 p1） 

□習近平国家主席はこのほど、安全生産について重要指示を出し、現在、全国では操業・生産を再開

しており、安全生産に対する監督管理や安全監督管理の法執行を強化し、企業の責任の確実な実行

を強化し、安全生産の最低ラインをしっかりと守り、人民大衆の生命・財産の安全を確実に守らな

ければならないと強調した。（4/11人民日報 p1） 

□世界知的財産権組織（WIPO）は 7日、2019年の WIPO特許協力条約（PCT）に基づく国際特許出願

件数で 2019 年は中国が 5 万 8,990 件となり、米国を抜いて初めて世界首位になったと発表した。

（4/9国際商報 p1） 

□消費振興や操業再開を促進するため、3月以後、中国の各地方政府が相次いで「消費券」政策を発

表している。現在、30 以上の地方政府は総額 56 億元以上の「消費券」を市民に支給した。（4/8 経

済日報 p4） 

□10 日、中国自動車工業協会が 3 月の自動車販売台数を発表。3 月の自動車販売台数は、前年同月

比 43.3％減の 143万台、うち乗用車販売台数は同 48.4％減の 104万 3,000台、商用車販売台数は同

22.6％減の 38万 8,000台であった。（3/10国家統計局） 

□13日、党中央新型コロナウイルス肺炎感染業務指導小組は会議を開催。全面的な業務・生産再開

推進のために、通関地の厳格な管理など状況に応じた感染症流入防止措置や、感染症の再流行リス

ク除去のための社区の予防・抑制措置を引き続きしっかり進めるとした。（3/14人民日報 p1） 

 

2.財政 

□財政部は 7 日、全国で 1～3 月に発行された地方政府債券が 1 兆 6,105 億元に上ったと発表した。

また、3月末時点で、全国の地方政府の債務残高は 22兆 8,219億元だった。（4/8経済日報 p6） 

□国家発展改革委員会は 1日、「中央予算内の投資資金の投入方および事業管理の規範化に関する通

知」を発表し、地方プロジェクト等への資金投入方式の明確化などを通じて、中央予算内の投資資

金および事業管理を更に強化・改善するよう求めた。（4/8経済日報 p6） 

 

3.金融・為替 

□国家外貨管理局によると、2020年 3月末現在、中国の外貨準備高は 3兆 606億ドルとなり、年初

に比べて 473億ドル減少し、減少幅は 1.5％だった。（4/8人民日報 p7） 

□国家税務総局と中国銀行業保険業監督委員会は 7 日、金融・税務両分野における優遇政策の相互

連携を強め、零細企業の操業再開への支援を更に強化する旨の通知を出した。（4/8経済日報 p6） 

□中国人民銀行が 10 日発表したデータによると、3 月末時点のＭ2 残高は 208 兆 900 億元で、前年

同期比 10.1％増加した。増加幅は前月末と前年同期比でそれぞれ 1.3と 1.5ポイント上昇した。Ｍ
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1 残高は 57 兆 5,100 億元で、前年同期比 5％増加し、増加幅は前月末と前年同期比でそれぞれ 0.2

と 0.4ポイント上昇した。（4/11人民日報 p2） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□商務部は 3日、各地商務当局に対し、11項目の実施措置が盛り込まれる通知を配布し、「中欧班

列」の戦略的通路としての役割を更に発揮させ、対外貿易の安定と消費の促進を実現するよう求め

た。（4/8国際商報 p1） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□国家郵政局が 8日に発表した 4月 4～6日清明節連休中の宅配便取扱量は 5億 3,000万件で、前年

同期比 37％増加し、感染症発生前のレベルに回復した。（4/9人民日報ｐ7） 

□生態環境省大気環境局副局長は 9 日、国務院共同予防抑制メカニズムの定例会見にて、7 月 1 日

から全国で導入予定だった最新の排ガス基準「国 6」の実施を延期すると発表。国 6を先行導入して

いる北京や上海など 16 省・直轄市を除き、未導入の地域は適用開始を遅らせる。（4/10央視網） 

□工業情報化部は 7 日、参入基準を更に緩和し、市場の活気を引き出すためとして、同部サイトで

「新エネルギー車生産企業および製品許可管理規定」の改訂に関する意見募集稿を公布し、パブリ

ックコメントの受付を開始した。（4/8経済日報ｐ6） 

□国家発展改革委産業発展司副司長は 9日、国務院共同予防抑制メカニズムの定例会見にて、「中国

の自動車企業は操業を全面的に再開しており、一日当たりの生産台数は昨年同期の 75％以上までに

回復している」と説明した。（4/10人民日報 p2） 

□国家鉄道集団有限公司によると、3月の全国の鉄道貨物運送量は 3億 4,600万トンで、前月比 4.5％

増加し、前年同期比横ばいとなった。（4/10国際商報 p1） 

 

6.農業・農村 

□中国穀物備蓄集団公司の報道官によると、3 月 31 日までに同公司は最低購買価格で前年比 35 万

トン増の 2,208 万トンの中稲・晩稲を購買。国民が日常必要とする食糧について十分な備蓄を確保

したと述べた。（4/9経済日報 p4） 

□胡春華・国務院副総理は 9 日、全国農業生産テレビ会議に出席し、春季の農業生産活動を確実に

行い、今年度の豊作の実現に向けた基盤作りにしっかり取り組むよう求めた。（4/10人民日報ｐ4） 

 

7.労働・社会保障 

□関連データによると、今年の大学卒業生の人数は 874万人と、前年比で 40万人多く、史上最高を

更新した。新型肺炎の影響で大卒者を中心に雇用情勢が深刻となっているため、複数の政府部門は

連携して大卒生の早期就職に向けての対策を開始した。（4/8人民日報 p3） 

□8日、人力資源社会保障部は記者会見にて、3月 24日に発表の「100日間無料オンライン職業訓練

行動方案」について説明。3月下旬から 6月末まで、50 以上のオンラインプラットフォームにおい

て 100 種以上の訓練プログラムを選定し、延べ 500 万人以上に無料で実施すると述べた。プラット

フォームの運営企業と受講者の双方に政府が補助金を出す。（4/8人社部 HP） 

□国家発展改革委員会など 6部門は 8日、生活困難者への生活保障が喫緊の課題であるとして、2020

年 3 月～6 月の間、毎月の物価上昇に連動した臨時補助金をこれまでの倍にする方針を発表した。
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（経済日報 p6） 

□国家発展改革委員会は 3 日、「2020年新型都市化建設と都市・農村融合発展の重点任務」を配布。

今年の全面的小康社会の実現のため取り組むべき任務として、人口 300 万以下の都市における戸籍

登録制限の廃止の実現、農民工等非戸籍人口の都市における簡便な戸籍登録の促進など 28項目の目

標を提出した。（4/10経済日報 p6） 

 

8.環境・エネルギー 

□中国石油集団（ペトロチャイナ）タリム油田公司は 8日、同社が新疆タリム盆地で予想埋蔵量 2億

トン以上の油田を発見したと明らかにした。（4/9人民日報 p1） 

 

9.科学技術・イノベーション 

□農業科学院は 6日、国内 12の専門研究機構と連携して 21年間にわたる重点科学研究事業を終え、

中国全土をカバーする高精度な「デジタル土壌データベース」を完成させたと発表した。（4/8 人民

日報 p12） 

 

10.主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 8日、南アフリカのラマポーザ大統領と電話会談を行った。習主席は、「医療・

衛生分野でできる限りの援助を南アフリカに提供したい、共に G20 首脳による新型コロナウイルス

対応特別会議の成果を着実に実行し、アフリカと世界の公衆衛生の安全を守る」と述べた。（4/9 人

民日報 p1） 

□習近平・国家主席は 8日、トルコのエルドアン大統領と電話会談を行った。習主席は、「中国から

の緊急医療物資調達で協力したい」「核心的利益と重大な関心事に関し相互に理解・支持し、発展戦

略のドッキングと実務協力を深め、二国間関係を新たな段階に引き上げるべきだ」と述べた。（4/9

人民日報 p1） 

□習近平・国家主席は 10日、メキシコのロペスオブラドール大統領と電話会談を行った。習主席は、

「中国はメキシコにできる限りの支援を続ける方針が有る。中国はメキシコと共に国連などの多国

間枠組み内で意思疎通を行い、人類運命共同体構築を促進していくことを望んでいる」と述べた。

（4/11人民日報 p1） 

□習近平・国家主席は 10 日、ベネズエラのマドゥーロ大統領と電話会談を行った。習主席は、「中

国とベネズエラは全面的戦略パートナーであり、中国はベネズエラと共に感染症の予防・抑制に関

する協力を強化し、支援を続けたい」と述べた。（4/11人民日報 p1） 

□中英経済・財政金融対話中側代表である胡春華・国務院副総理は 9 日、英国の財務相と電話会議

を行った。胡副総理は「中英双方は、WTOと G20の枠組みでの協力を更に強化し、マクロ経済政策の

協調を推進するとともに、関税減免や貿易堡塁の解消などを通じて貿易を円滑に行い、世界経済の

持続可能な発展を促進する必要がある」と述べた。（4/10人民 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。 


