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中国経済週報（2020.6.11～6.17） 

 

在中国日本大使館経済部 

１．党中央の動き                       
習近平国家主席の寧夏視察 

●8-10日、習近平・国家主席は寧夏回族自治区(呉忠市・銀川市)を訪れ、①常態化した

感染症予防・抑制業務と経済・社会発展業務の統一的推進、②生態環境保護の強化、③

貧困脱却等に関する状況を視察。習主席は、「六つの安定」「六つの保障」(注)を着実に

実行し、新型肺炎がもたらしたマイナスの影響の克服に努め、小康社会の全面的完成の

決戦に勝利し、貧困脱却の堅塁攻略戦に打ち勝つよう強調した。 

●10日、習主席は同区の政府業務報告を聴取。経済関連の主な発言は以下のとおり。 

(1)企業に対する税・費用負担の軽減、内需拡大の各政策・措置を着実に実行し、企業が

生産・経営を再開する際に直面する諸問題を遅滞なく解決する。 

(2)現代的農業の産業・生産・経済のシステムの確立を加速させ、寧夏の農産物が市場

に供給されるようにする。 

(3)レイオフされた従業員・失業者、大学の卒業生、出稼ぎ農民等の雇用の保障をしっ

かり行う。 
(注)六つの安定：雇用・金融・対外貿易・外資・投資・予測の安定。六つの保障：雇用､基本的民生､市場主体､食糧・

エネルギー安全､産業チェーン・サプライチェーンの安定､末端の行政運営の保障。 

李克強総理が広州交易会の開幕式に出席 

●15日、李克強・国務院総理は第 127回広州交易会の開幕式に北京からテレビ電話形式

で出席(注 1)。主な発言は以下のとおり。 

(1)新型肺炎の世界的流行という特別な時期でも、革新的な措置で広州交易会の開催を

確保し(注 2)、国際貿易発展の新たな方法を探索した。中国の開放拡大と、国際産業チェ

ーン・サプライチェーンの安全維持に努める固い決意を国際社会に示さねばならない。 

(2)新型肺炎の大流行という背景の下、越境 ECを発展させることは、企業の生存の道で

あり、競争の方法でもある。 

(3)中国は世界の中でも成長性が高く開放された大市場。輸入の円滑化水準を高め、ニ

ーズに合う製品の輸入を増やし、各国企業が大市場のチャンスを共有できるようにする。 

(4)国際貿易・国際技術交流を中断してはならない。我々は対外開放を不断に拡大して

いく。各国企業との優位性の相互補完の中で、協力・ウィンウィン・互恵により、各国

と共に世界経済の回復・発展を強化したい。 

(5)本年下半期の外部環境は依然として厳しく複雑であり、中国の輸出入は引き続き影

響を受けるだろう。「六つの安定」「六つの保障」業務を着実に実行し、貿易・外資の

基盤の安定に努め、本年の経済社会発展の目標任務を達成せねばならない。 
(注 1)胡春華副総理が開幕式を主宰。李希・広東省党委書記､肖捷・国務委員､何立峰・発会委主任が関連活動に参加。 

(注 2)広州交易会は 1957 年に創設、例年春・秋の 2 回開催。本年はオンラインで製品展示や商談のプラットフォー

ムを提供する方式で開催され、国内外の企業約 2 万 6 千社が出展。6 月 15-24 日の会期中、24 時間アクセス可能。 
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胡春華副総理の安徽省視察 

●11‐12日、胡春華・国務院副総理は安徽省(蛙埠、六安)を訪れ、農業生産業務座談会

に参加した他、革命老区(注)の貧困脱却業務の監督・指導等を実施。視察時、胡副総理は、

「通年で農作物の豊作実現を堅持するという目標任務は揺るがない」「小康社会の全面

的完成を強力に支援する」と発言。 

(注)中国の共産革命時に拠点となった地域。 

２．銀行間市場債券の決済代理人資格の取得            

●15日、中国人民銀行は三菱 UFJ銀行(中国)に対して、中国銀行間債券市場における決

済代理人資格を付与。邦銀としては初で、外資金融機関としては HSBC、シティバンク等

に続き 8行目。海外投資家が香港を経由することなく、中国銀行間債券市場で取引する

場合(注)、決済代理人資格を有する銀行を通じて取引を行う必要があるが、邦銀が決済代

理人資格を有することで、日本の機関投資家がより円滑に取引を行うことができ、より

大規模な投資の活性化が見込まれる。 

(注)①人民元クリアリングバンク経由、②QFII(適格海外機関投資家制度;Qualified Foreign Institutional 

Investor)・RQFII(人民元 QFII)経由、③CIBM(China Interbank Bond Market)ダイレクト方式経由等のケースがある。 

３．国際航空便の動向                      

国際航空便の便数調整 

●14日、中国民用航空局は、広州‐ダッカ(バングラディシュ)を結ぶ中国南方航空の国

際航空便の運航を、今月 22 日から 4 週間停止すると発表。バングラディシュから到着

した国際航空便の乗客のうち、新型肺炎の PCR 検査で 17 人が陽性となったことを受け

たもの。今月 4日、同局が国際航空便の感染者の多寡によって便数の増減を行うとの措

置を発表して以降、初の減便となった。 

４．経済への影響                        
5月分の主要経済指標が公表 

●15 日、国家統計局は 5 月分の主要経済指標を公表。①生産は前年同月比 4.4％(前月

から＋0.5pt)となり、自動車製造業の 12.2％(＋6.4pt)など幅広い業種で改善。②小売

総額は▲2.8％(＋4.7pt)。商品小売は▲0.8％(＋3.8pt)まで改善したが、飲食(外食等)

が▲18.9％(＋12.2pt)と引き続き低調。③固定資産投資(1-5 月)は▲6.3％(＋4.0pt)。

インフラ投資は▲6.3％(＋5.5pt)、製造業投資は▲14.8％(＋4.0pt)。 

●国家統計局は同日の公表文で「5月の中国経済は回復トレンドが続いている」と評価。

ただし経済はまだ正常な水準に戻っておらず、以下の点に留意する必要があるとした。

①海外では新型肺炎が猛威を奮い、世界の貿易は深刻に委縮 ②国内の接触型・集合型

消費は制約され(注)、製造業投資の原動力は不足し、企業の生産経営は困難 ③最近、国

内の一部地域で新型肺炎の感染状況が変化しており、経済への影響はまだ不確定。 
(注)統計局の調査では、5 月末～6 月初旬時点で、宿泊飲食業・文化体育娯楽業の内、正常な生産水準の半分以上を

達成した企業の割合は、依然として 60％を下回ったとした。  
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OECDが経済見通しを下方修正 

●10 日、OECD は経済見通しを公表。新型肺炎のパンデミックを踏まえ、本年の成長率

予測を大幅に下方修正した。①新型肺炎が第 1 波で収束する場合、世界経済▲6.0％、

中国▲2.6％、②年内に第 2波がある場合、世界経済▲7.6％、中国▲3.7％とした。 
(注)他の主要国については、①米国▲7.3％､ユーロ圏▲9.1％､日本▲6.0％ ②米国▲8.5％､ユーロ圏▲11.5％､日本

▲7.3％。改定前の予測値は、世界経済 2.4％､中国 4.9％､米国 1.9％､ユーロ圏 0.8％､日本 0.2％(本年 3 月時点)。 

５．横井大使、湖南省長沙市を訪問                

●11-13日、横井大使は湖南省長沙市を訪問。13日、杜家毫・湖南省党委書記と会見し、

日本と湖南省との交流強化・企業間協力等について意見交換を行った。冒頭、杜書記か

ら、湖南省の新型肺炎対策について紹介が行われるとともに、日本企業等との更なる関

係強化への意欲が示された。横井大使からは、新型肺炎を取り巻く状況が回復した後、

日本と湖南省との間の交流が再び活発化するよう後押ししていきたいと述べた。 

●会見には、湖南省に進出している日本企業、中国日本商会及び JETRO 武漢事務所の代

表がそれぞれ同席。小川良典・中国日本商会会長から、同会が毎年発行している『中国

経済と日本企業白書』について説明した後、杜書記に同白書を手交した。同席した企業

の代表からは自社の事業紹介等が行われた。 

６．対外経済関係                        

習近平主席が各国首脳と会談 

●11日、ドゥテルテ・フィリピン大統領と電話会談を実施。習主席は、フィリピン側の

ニーズに即した感染症支援を継続し、各分野での実務協力を統一的に推進すると発言。 

●11日、ルカシェンコ・ベラルーシ大統領と電話会談を実施。習主席は、ベラルーシ側

と感染症予防・抑制の経験を引き続き共有することを望む他、双方が各分野の互恵協力

でより多くの成果を収めることで、両国関係を次のステップへと推し進めなければなら

ないと発言。 

李克強総理が独首相と会談 

●11日、メルケル・独首相とテレビ会談を実施。李総理は、①中・独の感染症対策に関

する交流・協力の深化、②各国企業に対する好ましいビジネス環境の提供、③一日も早

い中国・EU投資協定交渉の締結等に言及。会談に先立ち、双方は自動車・大型ガスター

ビン試験発電所・中小企業の管理人材育成等に関する 2 国間協力文書の「クラウド式」

署名式典を開催。  
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７．各種統計の公表                       

●5月自動車販売～前年同月比 14.5％増（11日 自動車工業協会発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●5月住宅価格～前年同月比 4.9％上昇（15日 国家統計局発表） 

 

 

 

 

●訪日中国人旅行者数～前年同月比 100％減（17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) 

5月 219.4 14.5 ＋10.1 

1-5月 795.7 ▲22.6 1-4月比＋8.5 

  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) 

5月 167.4 7.0 ＋9.6 52 48.0 ＋16.4 

1-5月 610.9 ▲27.4 1-4月比＋7.9 184.8 ▲1.0 1-4月比＋11.4 

  新エネ車販売 

台数(万) 前年同月比(%) 前月からの変化(pt) 

5月 8.2 ▲23.5 ＋3.0 

 
 

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) 

5月 6.4 ▲25.1 ＋3.5 1.7 ▲17.1 ＋3.6 

  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) 

5月 40.7 24.4 ▲1.0 42.9 25.6 ＋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) 

5月 17.9 10.7 ＋1.6 6.1 3.6 横ばい 

 

 

 フランス 

台数(万) シェア(%) 前月からの変化(pt) 

5月 0.6 0.4 横ばい 

 

 主要 70都市の新築住宅価格 

上 昇 横ばい 下 落 

5月 57（前月比＋4） 2（前月比▲7） 11（前月比横ばい） 

 

 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) 

5月 0.003 ▲100 横ばい 

1-5月 102.3 ▲72.0 ▲7.3 
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●5 月生産、消費、投資～5 月生産は前年同月比 4.4％増、前月から 0.5 ポイント上昇

（15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) 

5月 4.4 ＋0.5 

1-5月 ▲2.8 1-4月比＋2.1 

  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(%) 

5月 3.2 ▲2.8 ＋4.7 0.8 23.2 ＋6.1 25.0 

1-5月 13.9 ▲13.5 1-4月比＋2.7 3.4 11.5 1-4月比＋2.9 24.3 

 

 

 

 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) 

1-5月 19.9 ▲6.3 1-4月比＋4.0 11.2 ▲9.6 1-4月比＋3.7 

※民間固定資産投資額の固定資産投資総額に占める割合：56.3％（1-5 月累計比▲0.2） 

 不動産開発投資 

額(兆元) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

1-5月 4.6 ▲0.3 1-4月比＋3.0 

  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) 

1-5月 ▲12.3 1-4月比＋7.0 ▲10.6 1-4月比＋8.0 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□8－10日、習近平・国家主席は寧夏回族自治区を視察。呉忠・銀川等を訪問し、農村や社区、洪

水防止プロジェクト、農業産業団地等の様子を調査し、常態化した感染症予防・抑制と経済・社会

発展に関する工作の統一的推進、貧困脱却の難関攻略、生態環境保護の強化について調査・研究を

実施。貧困脱却と農村振興戦略を有効的に結び付け、「小康社会」の全面的完成と貧困脱出の全面

的勝利を実現するよう強調した。（6/11人民日報ｐ1） 

□9日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を開催。企業や国民に裨益する新規の財政資金に関

する特別移転支給メカニズムを確定するとともに、対外貿易企業を救済するため、輸出品の国内販

売支援に関する取り組みについて手配を行った。（6/10人民日報ｐ1） 

□15日、李克強・国務院総理は第 127回広州交易会の開幕式（オンライン）に出席。李総理は、中

国の貿易を巡る外部環境は下半期に入っても厳しく複雑な状況が継続するとし、政府は年次目標達

成に向け対外貿易と投資の安定化に努める必要があると述べた。（6/15中央政政府 HP） 

□14日、孫春蘭・国務院副総理は、国務院共同予防・抑制メカニズム会議を開催。北京市における

最近のクラスター感染の予防工作について検討を行った。孫副総理は、今回のクラスター感染は農

産物卸売市場(新発地)と強い関係があることから、同地及び周辺地区に焦点を当て、最も厳格な調

査を行い、感染源をより徹底的に突き止め、制御するとした。（6/11中央政府 HP等） 

□11‐12日、胡春華・国務院副総理は安徽省（蛙埠、六安）を視察。胡副総理は通年での農業の豊

作を堅持するという目標任務は揺るがないと強調した他、小康社会を全面的に建設することを強調

した。（6/11中央政府 HP等） 

□11日、韓正・国務院副総理・第 24回冬季五輪工作領導小組組長は、第 24回冬季五輪工作領導小

組会議を主宰。会議は、北京冬季オリンピック・冬季パラリンピックの開催準備作業に関する習近

平総書記の「重要指示」の精神を掘り下げて学習・貫徹し、次の段階の重点工作について検討・任

務配分を行った。（6/13人民網） 

□10日、国家統計局は 5月の消費者物価指数（CPI）が前年同期比 2.4％上昇したと発 

表、上昇率は前月を 0.9ポイント下回った。生産者物価指数（PPI）が前年同期比 3.7％低下し、低

下幅は前月を 0.6ポイント上回った。（6/11人民日報ｐ16） 

□北京市豊台区の生鮮食品卸市場で新型コロナウイルスの集団感染が発生したことを受け、北京市

政府は「非常事態に入った」との認識を示し、北京市に入って来る人・貨物に対する検査を厳格化

し、感染経路を遮断する方針を表明した。（6/15人民日報ｐ2他） 

 

2.財政 

□国家税務総局の最新データによると、2020年１～4月、全国における新たな減税額・企業負担軽

減額は総額 9,066億元となった。（6/10経済日報ｐ7） 

 

3.金融・為替 

□9日、中国人民銀行が発表したデータによると、第 1四半期（１～3月）のモバイル端末を使っ

た決済件数と金額はそれぞれ 225億 3,000万件と 90兆 8,100億元、前年同期比でそれぞれ 14.29％

と 4.8％増加した。（6/10人民日報ｐ8） 

□10日、中国人民銀行が発表したデータによると、5月の社会融資増加額は 3兆 1,900億元で、う
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ち実体経済への融資増加額は 1兆 5,500億元となり、前年同期を 3,647億元上回った。5月末時点

のＭ2残高は 210兆 200億元で、前年同期比 11.1％増加、M１残高は 58兆 1,100億元で、前年同期

比 6.8％増加した。（6/11人民日報ｐ16） 

□中国銀行保険業監督委員会はこのほど、「融資・リース会社監督管理暫定弁法」を発表。融資・

リース会社のリスク資産が純資産の 8倍を超えてはならないとする方針を明確化した。（6/11人民

日報ｐ16） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□9日、北京市政府は、「2020年中国国際サービス貿易交易会」が 9月、北京で開催される予定で

あると発表した。（6/10人民日報ｐ6） 

□9日、中国とカンボジアは両国間自由貿易協定第 3回会議（テレビ会議）を開催。双方は、前回

に続き、引き続き協定全体について論議を行った。（6/10国際商報ｐ1） 

□9日、中国・カンボジアはプノンペンにおいて、カンボジア産マンゴーの対中輸出に関する植物

検疫議定書の交換式典を行った。（6/11人民日報ｐ17） 

□10日、経済協力開発機構（OECD）は 2020年の世界経済が前年比 6．0％減に落込むとの見通しを

示した。新型肺炎感染症が予想より広範囲かつ長期的に拡大したことを踏まえ、3月時点（2.4％

増）から大きく下方修正した。また、年内に感染第 2波が起きた場合は 7.6％減と、一段の縮小を

予測した。（6/10経済協力開発機構（OECD）報告書） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□6日、魯春・工業情報化部情報通信管理局副局長は 5Gライセンス交付 1周年の記念活動において、

中国の 5G 移動通信システムの基地局が 25 万か所に上り、ユーザー件数は 3,600 万件に達したこと

を明らかにした。（6/10経済日報ｐ1） 

□8日、交通運輸部は交通施設の整備により消費を拡大するための新政策を発表。インフラ施設の整

備や観光地付近に高速道路の出入り口を設置することなどを含めた 16 項目の具体措置を盛り込ん

だ。（6/10経済日報ｐ6） 

□中国民用航空局によると、5 月の民用航空運営飛行時間は延べ 61 万 4,000 時間で、前年同期比

45.8％減少したものの、前月比で 45.3％増加した。（6/11国際商報ｐ1） 

□10日、北京市政府は、「新業態・新方式育成の加速、質の高い発展の促進に関する若干意見」を発

表し、年末までに 5G基地局を 3万か所建設する目標を掲げた。（6/11人民日報ｐ2） 

□工業情報化部によると、5月と１～5月の携帯電話の国内出荷台数は 3,375万 9,000台と 1億 2,400

万台だった。5月の出荷台数のうち、5G携帯電話は 1,546万 3,000台で、全体の 46.3％を占めた。

（6/12人民日報ｐ2） 

□10 日、国家郵政局が発表した統計によると、5 月の宅配取扱量は 73 億 8,000 万件で前年同期比

41％増加し、2018 年 2 月以来の新記録を更新した。業務収入は 771 億元で前年同期比 25％増加し

た。（6/12人民日報ｐ7） 

□このほど、中国江蘇省連雲港から初の「日本―中国―モンゴル」海陸輸送が運行を開始した。輸送

時間は以前と比較して 2～4日間短縮される。（6/12人民日報ｐ7） 

□11 日、5 月の中国自動車工業協会は自動車販売台数を発表。同月の自動車販売台数は前年同月比

14.5％増の 219 万 4,000 台、うち乗用車販売台数は同 7.0％増の 167 万 4,000 台、商用車販売台数
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は同 48.0％増の 52万台となった。このほか、新エネルギー自動車の販売台数は、前年同月比 23.5％

減の 8万 2,000台だった。（6/12国際商報ｐ1他） 

□14 日、民航局は中国南方航空の広東省広州市とバングラディシュの首都ダッカとを結ぶ国際航空

便の運航を今月 22日から 4週間停止すると発表。バングラディシュから到着した国際線の乗客のう

ち、17人が新型感染症の PCR検査で陽性となったことを受けたもの。今月 4日、同局が国際航空便

の感染者の多寡によって航空便数を増減するとの措置を発表して以降、初の減便措置となる。（6/14

民航局 HP） 

 

6.労働・社会保障 

□国家衛生健康委員会企画情報司によると、新型肺炎感染症の予防・抑制期間中、同委員会が属す

る病院におけるクラウド医療サービスを受ける外来診査件数は前年同期比で 17倍に増加した。

（6/10人民日報ｐ1） 

 

7.環境・エネルギー 

□10日、生態環境部、国家統計局、農業農村部は、「第 2回全国汚染調査公報」を発表。各種汚染

源の 52.9％は広東省、浙江省、江蘇省、山東省、河北省の 5省に集中していることを明らかにした。

（6/11人民日報ｐ2） 

 

8.科学技術・イノベーション 

□11 日 2 時 31 分、太原衛星発射センターにおいて、「長征 2 号丙」ロケットを使った「海洋 1 号 D

星」の打ち上げに成功。同衛星は中国初の海洋民用業務衛星として中国の海洋観測力を大幅に高め、

海洋強国建設に重要な意味を有する。（6/12人民日報ｐ4） 

 

9.主要国との経済関係 

□11日、習近平・国家主席はドゥテルテ・フィリピン大統領と電話会談を実施。習主席は、「双方

は、感染症対策と経済発展の回復を進めるなか、考え方とやり方を革新し、人員往来を段階的に回

復させ、各分野での実務的協力を統括的に推進していくべきだ」と強調した。（6/12人民日報ｐ1） 

□11日、習近平・国家主席はルカシェンコ・ベラルーシ大統領と電話会談を実施。習主席は、「双

方は、挑戦をチャンスに変え、「一帯一路」共同建設での協力を深め、「中国・ベラルーシ工業パー

ク」の建設および各分野における互恵協力でより多くの成果を収め、両国関係を次のステップへと

推進していきたい。」と述べた。（6/12人民日報ｐ1） 

□11日、李克強・国務院総理はメルケル・ドイツ首相とテレビ会議を実施。李総理は、「中国が EU

およびドイツ側とハイレベルの交流を保ち、協力を推進し、投資協定交渉を早期に完了させること

に努めたい。」と述べた。（6/12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。 


