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中国経済週報（2021.3.18～2021.3.24） 

 

在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                       
習主席が福建省を視察 

●22-23日、福建省を訪問中の習近平・国家主席は、生態文明建設、茶産業の発展、医

療衛生体制改革の展開、郷村振興の状況等を視察した(注 1)。主な発言は以下のとおり。 

(1)科学技術特派員制度(注 2)の経験をよく総括し、堅持せねばならない。茶産業はこの地

域の貧困脱却の支柱産業であったが、今後は郷村振興の支柱産業とせねばならない。 

(2)健康は幸せな生活の最も重要な指標である。第 14 次五カ年計画期間は、人民至上、

生命至上を堅持し、医薬衛生体制改革(注 3)を引き続き深化させ、医療資源を増やし、地

域と都市・農村配置を最適化し、大きな病でも省内を出る必要なく、通常の病は市・県

で解決し、日常の疾病は末端で解決できるようにし、人民の健康に保障を提供する。 
 (注 1)視察先は、南平市武夷山国家公園スマート管理センター、武夷山星村鎮燕子窠生態茶園、朱熹園、三明市沙県
総医院、夏茂鎮兪邦村、沙県農村財産権取引センター等。 
 (注 2)報道によると、福建省武夷山市は 1999 年以来計 10 回で 773 人の科学技術特派員を末端に派遣して、農民の
技術のボトルネックの補完・農村産業の規模拡大・農業市場の販路開拓・グリーン生態保護・郷村振興を後押しした。 
 (注 3)2019 年 11 月、国務院は「福建省と三明市の医薬衛生体制改革の経験の更なる普及に関する通知」を発出し、
全国の医療改革のモデルとして福建省と三明市の医療改革等の取組を紹介した。 

2021年中国発展ハイレベルフォーラムが開催 

●20-22日、2021年中国発展ハイレベルフォーラムが開催された(注)。韓正・国務院副総

理が開幕式で挨拶を行い、「中国が建設すべき現代化は、人と自然が調和・共生する現

代化であり、生態優先・グリーン・低炭素等の質の高い発展の道を揺るぎなく歩む」「中

国は、強力な措置を採って産業・エネルギー構造を最適化し、2030年までの炭素排出量

ピークアウト・2060年までの炭素中立の目標を期限どおりに達成する」と述べた。 

●22 日夜、李克強・国務院総理は同フォーラムの海外出席者代表とビデオ方式で会見

し、概要以下のとおり述べた。 

(1)中国経済は安定成長の維持と同時に、質と効率の向上に努めねばならず、十分な雇

用・住民所得の持続的成長・生態環境の不断の改善が必要である。エネルギー消費量・

汚染を経済成長と引き換えにはできない。同時に、市場主体の活力・効率を高め、都市

化を推進し、巨大な内需の潜在力を解放し、消費が経済をけん引する役割を強める。 

(2)機会の公平の中で、教育の公平は最大の公平である。在校生約 1.5 億人の 9 年間の

義務教育の保障は、政府の基本任務である。また教育資源の不均等の問題に対処するた

め、農村・中西部の発達途上地域の教育への投資を強化するとともに、「インターネッ

ト＋教育」等の新技術を活用して、遠隔地の子供達に質の高い教育資源を享受させる。 

(3)中国は 60歳以上の高齢者人口が既に 2.6億人以上に達し、多層の介護サービスの需

要潜在力は巨大で、巨大な日の出産業と言える。中国の金融サービス業の開放拡大の中

には銀行業だけでなく保険業も含まれる。介護商品開発・商業保険運営管理等の分野で

は海外の先進事例から学ぶべきことが多い。海外の介護サービス商品が中国市場に秩序

立てて進出することを歓迎する。内外企業が公平に競争できるビジネス環境作りに注力

し、中国の高齢者の身体状況と実際の需要に合った介護商品を奨励・歓迎する。 
 (注)国務院発展研究中心の主催で 2000 年から毎年開催されており、本年は「現代化の新たな道程に足を踏み出す中
国」をテーマとして、オンライン・オフラインの結合方式で開催。中国側出席者は、何立峰・発改委主任、馬建堂・
国務院発展研究中心党組書記(同フォーラム主席)、王志剛・科学技術部長、肖亜慶・工業信息化部長、黄潤秋・生態
環境部長、易綱・中国人民銀行総裁等。海外出席者は、キッシンジャー・元米国国務長官、スティグリッツ・コロン
ビア大学教授、グリア・OECD事務総長、ツィプセ・BMW CEO(海外側主席)、中西宏明・日本経団連会長等。 
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２ 金融関連等                        
最高人民法院が北京金融法院の管轄に関する規定を発表 

●18 日に正式に設立された北京金融法院について、最高人民法院は、16 日、同法院が

取り扱う事件に関する規定を発表した(注 1,2)。概要は以下のとおり。 

(1)北京市管轄区内で中級人民法院が受理すべき金融取引に関する第一審金融民商事事

件、国家金融管理部門等に対する金融行政事件(第 1条・第 6条) 

(2)国内投資家等が、国外で発生した証券発行活動等又は国外の金融機関により販売さ

れた金融商品等により、合法的権益を害されたとして同法院に提起した訴訟(第 2条) 
 (注 1)『実体経済に奉仕し、金融リスクを防止し、金融改革を深化することに関する意見』(中発〔2017〕23 号)に
おいて、「必要に応じて、金融訴追および裁判機構を設立し、大衆被害型金融紛争事件の訴訟メカニズムを健全化す
る。」と示されたほか、2017年に党中央・国務院が承認した『北京城市総体規画(2016-2035)』において、北京を国
際金融機能と現代サービス産業の集合地にするとの提案を受けたもの。 
 (注 2)上海では既に 2018 年 8 月に上海金融法院が設立されているが、北京金融法院に関しては、国内投資家等が国
外で発生した取引等に関して提起した訴訟等について集中的に取り扱う点が特徴となる。 

国家開発銀行による大規模なグリーン金融債の発行 

●18日、中国の政策性金融機関である国家開発銀行は、風力発電等の炭素排出削減プロ

ジェクト等の資金調達を目的とした「炭素中立に特化したグリーン金融債」(3年、利回

り 3.07％、総額 200億元)を発行したことを公表した。同行によると、本債券の海外で

の注文量(注)は 100億元を超える。 
 (注)同債券は、中国本土と香港間の債券相互取引のスキームである「債券通(ボンド・コネクト)」を通じて、海外
からの注文が可能。 

2021年富豪ランキングが発表 

●2日、「2021年胡潤世界富豪ランキング」が発表された(注)。首位はイーロン・マスク

氏(テスラ、総資産 1兆 2,800億元)、2位はジェフ・ベゾス氏(アマゾン)。ランキング

対象の総資産 10億ドル以上の企業家は 3,228人(昨年から＋412人)、うち中国 1,058人

(＋259人)、米国 696人(＋70人)。 

●中国の上位 10 人は、①鐘睒睒(農夫山泉・養生堂)、②馬化騰(テンセント)、③黄崢

(拼多多)、④馬雲(アリババ集団創業者)一族、⑤張一鳴(バイトダンス)、⑥王衛(順豊)、

⑦何享健(美的)、⑧秦英林・銭瑛夫妻(牧原)、⑨陳健華・範紅衛夫妻(恒力石化)、⑩丁

磊(網易)の各氏。中国 1位の鐘氏は、資産 5,500億元で世界 7位と、中国から初めて世

界のトップ 10 入りした。また中国の上位 10 人に不動産企業家が入らなかったのは同

ランキング史上初で、ネット科学技術企業家が多くを占めた。 
 (注)ルパート・フーゲワーフ氏(英国のコンサルタント)が運営する胡潤研究院が、2012年以来例年発表。 

３ 対外経済関係                            
アラスカでの米中会談(経済関係) 

●18-19日、米アラスカ州アンカレジにて米中会談が行われた(中国側：楊潔篪・中央政

治局委員、王毅・国務委員兼外交部長等。米国側：ブリンケン・国務長官、サリバン・

国家安全保障担当大統領補佐官等。会談は計 3回、8時間以上)。 

(1)会談後、中国側は、「双方は、気候変動分野のコミュニケーションと協力を強化する

ことを約束し、気候変動に関する中米合同作業グループを設立することを決定した」と

述べたが、米国側は、「非常に率直な会話を行うことが出来た」と述べるに留めた。 

(2)中国外交部報道官は、19日の記者会見で、「中米双方は、気候変動の分野における対

話と協力を強化することに尽力し、気候変動に係る中・米合同作業グループを設置する

ことになっている」と述べた。一方、米国メディアは、米政府は「正式な作業グループ

は設置していない」と報道しており、両国の説明には乖離が見られている。 
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第 5回気候行動閣僚会議が開催 

●23日、中国・EU・カナダの共催により、第 5回気候行動閣僚会議(MoCA)が開催された

(ビデオ形式)。中国の黄潤秋・生態環境部長が議長を務め、2030年までに炭素排出量ピ

ークアウト、2060年までに炭素中立を達成するよう努めるとの目標や、それらの達成の

ために、第 14 次五カ年計画期が重要な時期であることを強調した。また、解振華・気

候変動事務特使は発言の中で、パリ協定が全面的な実施の重要な段階に入ったこと、米

国のパリ協定復帰を歓迎し、米国のリーダーシップを期待していること等を述べた。 

●日本からは小泉環境大臣が出席し、地球温暖化対策法の改正に向けた状況や、脱炭素

都市宣言の広がりの状況などについて紹介した。各国の代表から、本年に英国・グラス

ゴーで開催される国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議(COP26)の成功に向けて貢

献していく、との決意が強調された。 
(注 1)MoCA は、2017 年から中国・EU・カナダが共催。今回、2021 年の気候変動に関する多国間プロセスにおける最
初の閣僚級の会合であり、パリ協定の実施のための連帯と協力の道を中心に、議論がなされた。 
(注 2)グテーレス・国連事務総長(ビデオ録画によるメッセージ提供)、ケリー・米国気候変動問題担当大統領特使、
ティマーマンス・欧州委員会第一副委員長、シャルマ・英国ビジネス・エネルギー産業戦略大臣(COP26 議長)等、約
40 名の閣僚が参加した。 

垂大使が天津市、武漢市を訪問 

●18日、垂大使は天津市を訪問し、李鴻忠・天津市委書記と会見を行った(注 1)。垂大使

は、先方の提起を受け、東シナ海での一方的な現状変更は受け入れられない旨述べた。

また、日系企業や地方自治体の天津市での活躍を精一杯支援していくと述べた上で、天

津市と日本の協力や交流の一層の推進について意見交換を行った。 

●22日、垂大使は武漢市を訪問し、応勇・湖北省委書記と会見を行った(注 2)。垂大使は、

昨年の武漢からの日本人退避オペレーションにおける協力への謝意を述べるとともに、

日系企業や地方自治体の湖北省での活躍を精一杯支援していく旨述べた。また、湖北省

と日本との協力や交流の強化について意見交換を行った。 

●23日、垂大使から、朱敦堯・武漢光庭信息技術股份有限公司董事長に対して、昨年の

湖北省からの邦人退避オペレーションへの協力を始め、日中経済関係促進への功績をた

たえるため、外務大臣表彰を行った。 
 (注 1)会見には、中国日本商会、天津日本人会、神戸市天津事務所の代表も同席した。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、李鴻忠書記に直接手交した。 
 (注 2)会見には、中国日本商会、武漢日本商工会、長崎県上海事務所、大分県上海事務所の代表も同席した。小川・
中国日本商会会長から、「中国経済と日本企業白書」について説明し、応勇書記に直接手交した。 

４ 各種統計の公表                      

●2月直接投資(対中)～ 対中直接投資額は前年同期比 86.9％増（3月18日商務部発表） 

 

 

 

 

 

●2月直接投資(対外)～ 対外直接投資額は前年同月比 3.9％減（3月 12日商務部発表） 

  

 外資の対中直接投資 

投資額(億ドル) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月   126 +86.9 +80.7 

1－2月 260.7 +34.2 1月比+28 

 

 中国の対外直接投資 

投資額(億ドル) 前年同期比(%) 前月からの変化(pt) 

2月  69 ▲3.9 ▲5.6 

1－2月 153.6 ▲0.9 1月比▲2.6 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□福建省を視察中の習近平・国家主席は 22日、南平市武夷山国家公園スマート管理センター、生態

茶園、朱熹園を訪れ、生態文明建設、茶産業の発展と伝統文化の伝承状況などについて理解を深め

た。（3/22新華網) 

□韓正・国務院副総理は 16 日、国家発展改革委員会で座談会を開き、「各方面の取組を秩序的かつ

強力に推進し、第 14次五カ年計画が幸先のよいスタートを切ることを確保せねばならない」と強調

した。（3/18人民日報 p1） 

□国務院副総理・劉鶴は 16-17 日、遼寧省を視察し、改革開放と質の高い発展を強力に後押しし、

遼寧省の経済振興の実現に努めよう求めた。（3/18人民日報 p4） 

□李克強・国務院総理はこのほど、国務院令を発し、改定版の「医療器械監督管理条例」を公布し、

医療機器の生産や安全管理について企業責任を更に強める方針を示した。6 月 1 日から施行する。

（3/20経済日報 p2） 

□20-22日、2021年中国発展ハイレベルフォーラムが北京で開催された。21 日、韓正・国務院副総

理は開幕式で挨拶を述べ、中国が建設しようとする現代化は人と自然が調和し共生する現代化であ

り、揺るぐことなく生態優先、グリーン低炭素で質の高い発展の道を歩まねばならないと指摘し、

より一層開放を進め、各国とマクロ政策の協調を強化し、世界の産業チェーン・サプライチェーン

の円滑と安定を維持し、世界経済が早期に危機を脱却できるように推し進めると強調した。21 日、

何立峰・発改委主任は、第 14次五カ年計画時期、食糧安全、エネルギー資源の安全、産業チェーン

とサプライチェーンの安全、金融の安全を守ることに注力すると強調した。王一鳴・人民銀行金融

政策委員会委員は、GDP 成長率目標「6％以上」について、中国がより質が高く、効率的で、持続可

能な成長を目指すとともに、不確定性に対応し、リスク防止と構造改革のために余裕を残すための

ものであると述べた。易鋼・人民銀行行長は、中国は正常な金融政策コントロールの余地を有して

おり、重点分野やボトルネックへ方向性を定めた支援を強化すべき等の観点を示した。また炭素中

立の実現のため、市場化の方法により金融システムが必要な投融資サポートを提供するよう誘導せ

ねばならない等と述べた。キッシンジャー・米元国務長官は、中国発展ハイレベルフォーラムにオ

ンライン方式で出席し、「中国が今日のように大きく発展するとは想像できなかった」と述べるとと

もに、現在の中米関係について、現代科学技術、伝達方式のグローバル化、経済のグローバル化など

の面で、双方がこれまで以上に努力して協力することが求められているとの考えを示した。 

(3/20,22新華視点 3/22経済参考報 p2、23新華網、3/21中国人民銀行) 

□2日、中国富豪ランキング(胡潤百富)が発表された。上位 10 位は、①農夫山泉の鐘睒睒、②テン

セントの馬化騰、③拼多多の黄崢、④阿里系列の馬雲、⑤バイトダンスの張一鳴、⑥順豊ホールディ

ングスの王衛、⑦美的の何享健、⑧牧原株式秦英林・銭瑛夫婦、⑨恒力石化の陳健華・範紅衛夫妻、

⑩網易の丁磊。同ランキングが発表されてから初めて不動産企業家がトップ 10入りせず、ネット科

学技術企業が多くを占める結果となった。(3/3鳳凰網) 

 

2.財政 

□財政部の 18日の発表によれば、1-2月の全国一般公共予算財政収入は前年同期比 18.7％増の

4 兆 1,805 億元となった。内訳は、中央が 18.7％増の 2 兆 458 億元、地方が 18.7％増の 2 兆

1,347 億元となった。また同予算支出は前年同期比 10.5％増の 3 兆 5,733 億元であった。項目

別では、科技 27.6％、教育 16.2％、社会保障・雇用 10.5％、文化・旅行・スポーツ・メディア

20.5％、衛生健康 13.2％となった。(3/18財政部、3/19人民日報 p1) 

 

3.金融・為替 
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□中国の最高人民法院（最高裁判所）は 16 日、「最高人民法院の北京金融法院の案件管轄に関する

規定」を発表し、金融紛争案件を取扱う「北京金融法院」の裁判管轄範囲を明確化した。北京金融法

院が 18日に正式に成立した。（3/17経済日報 p2、3/19新京報 p3など) 

□銀保監会・財政部・人民銀行・国家郷村振興局はこのほど、過渡期の貧困層向けの小口融資をし

っかり行い、貧困から脱却したばかりの貧しい人々の自立を確実に支援するよう求める通知を各金

融機関に配布した。また同通知は、貧困層向けの小口融資を非生産的活動に使用することを禁じる

と規定した。（3/17経済日報 p5、3/18経済日報 p8） 

□人民銀行は 2020年 10-12月期金融政策執行報告(2月 8日発表)において、預金市場の非理性的な

競争を防ぐため、2021年 1-3月期より、地方法人の銀行がネット等を含む各ルートを通じて経営区

域以外での預金の受け入れを行うことを禁止すると発表した。(3/18経済日報 p11) 

□銀保監管会等の部門はこのほど、大学生のネット消費者ローンを規範化し、少額ローン会社が大

学生へのネット消費者ローン貸付を行ってはならないと明確にした。(3/18経済日報 p3)  

□「銀聯国際」（中国銀聯子会社）の最新データによると、3月 18日現在、銀聯の海外事業ネットワ

ークは 180カ国・地域に拡張されており、カードが利用できる国内外の店舗数は 5,500万店に達し、

67カ国で計 1億 5,000万枚カードが発行されている。（3/19人民日報 p10） 

□国家開発銀行は 18日、初めて「カーボンニュートラルに特化したグリーンファイナンス債券」を

発行した。発行規模は 200 億元以下で、現在市場で発行される炭素ピークアウト、炭素中立の実現

を目標とするグリーン債券の中で最高額となる。(3/1821世紀経済報道 p2) 

□英国シンクタンク Z/Yenグループと中国(深圳)総合開発研究院は 17日、第 29回｢世界の金融セン

ター指数(GDCI29)｣報告を共同で発表し、香港の総合ランキングが昨年 9月報告から 1ランク上昇し

第 4位になったことを明らかにした。同報告によると、世界の金融センター総合ランキング上位 10

位は、①ニューヨーク、②ロンドン、③上海、④香港、⑤シンガポール、⑥北京、⑦東京、⑧深セン、

⑨フランクフルト、⑩チューリッヒであり、 上海はフィンテック部門においてニューヨークに次ぐ

第 2位となった。(3/17新華網、3/19経済参考報) 

 

4.貿易・海外直接投資 

□商務部報道官は 18日、定例記者会見で、1 月に施行された「外商投資安全審査弁法」は正常な外

国投資家・企業に不必要な負担を増やすことはない」と強調した。(3/19経済日報 p3) 

□商務部報道官の紹介によると、中国の対外直接投資(金融除く)は 993億 8,000万元(米ドル換算で

153 億 6,000 万ドル)で、前年同期比 7.9％減少したものの、対「一帯一路」沿線諸国への投資額は

前年同期比 12％増の 30億元となり、総額の 19.9％を占め、前年から 2.4ポイント上昇した。（3/19

国際商報 p1） 

□海関総署によると、2020 年の中国の越境 EC 輸出入額は前年同期比 31.1％増の 1 兆 6,900 億元に

達した。うち、輸出は前年同期比 40.1％増の 1兆 1,200億元、輸入は前年同期比 16.5％増の 5,700

億元だった。(3/18国際商報 p3) 

□海関総署は 19日、全国の総合保税区の輸出入額が 1-2月は 7,649億 6,000万元に達し、前年同期

比 46.9％増加し、増加率は同期の輸出入全体の増加率を 14.7 ポイント上回ったことを明らかにし

た。(3/21経済日報 p1) 

□商務部国際司司長・余木林は 22日、RCEP第 2回オンライン専門テーマ訓練において、中国が率先

して RCEP協定を承認したほか、タイも承認したと述べた。また、RCEPメンバー国全てが今年末まで

に協定を批准し、2022年 1月 1日の発効を目指すと表明した。また商務部は関連部門とともに中国

の関連する 701 項の拘束的義務について整理し、すでに 613 項について実施の準備ができており、

その他の項目についても協定発効までに全面的に履行する準備ができると紹介した。(3/22 新華視

点微博) 
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5.産業・企業（国有企業を含む） 

□河北雄安新区管理委員会はこのほど、重要な基盤技術の研究開発を行う企業に対し最高 500 万元

を超えない補助金を支給するなど、企業のイノベーションを奨励し、新たな製品・技術・サービスの

導入を奨励するための措置を発表した。(3/22人民日報 p2) 

□商務部は 17日、4月 15-24日に第 129回広州交易会をオンラインで開催することを明らかにした。(3/17

商務部) 

□商務部は 17日、中国におけるオートアフターマーケット(中古車取引、自動車改造、廃棄自動車の回収、

ライドシェア、充電施設を含む)の規模が 2020年には 1兆元を超えたとの推定値を示した。（3/17商務部、

3/18人民日報 p1） 

□17日、2021年中国国際半導体展が上海新国際博覧センターにおいて開幕した。展示会には同業界の1,100

社以上の国内外の企業が参加し、マイクロチップの設計・製造・封止及び設備・材料供給など産業チェー

ン各分野の製品と技術を集中的に展示している。(3/17新華網) 

□国家知的財産局はこのほど、「特許申請の行為を規範化することに関する弁法」を発表し、各種の正常で

ない特許申請の行為を厳しく取り締まる措置を実施することを明らかにした。例：イノベーションの保護

を目的とせず、真実の発明や創造活動を基礎とすることなく、不正な利益または虚構の革新業績、サービ

ス成果をむさぼるために、単独または結託して、各種特許申請・代理特許申請・特許申請権や特許権を譲

渡する等。(3/19新華網) 

□国家市場監督管理総局は 17日、2020年に各種の知的財産侵害事件 31万 6,000件を摘発したことを明ら

かにした。(3/18人民日報 p11) 

□国家市場監督管理総局は 15日、2020年に全国市場監督管理部門は、「全国 12315」プラットフォーム・

電話・ファックス・窓口等のルートを通じて、消費者からの苦情申告相談約 2,130万件を受け付け、消費

者の経済損失 44億 300万元を挽回したことを明らかにした。(3/15国家市場監督管理総局) 

□国家市場監督管理総局は 15 日、2020 年の自動車と消費品のリコール状況の通告を発表した。同通告に

よると、全国消費者協会が 2020年に受け付けた自動車(部品を含む)の苦情は前年比 1.6％増加し、うち質

と安全の問題は全体の 25.5％を占めた。また社会消費品の苦情数は 98万 2,000件であり、うち質と安全

の問題が 23.7％を占めた。自動車のリコール数は前年比 10.8％減の 199回、リコール車両数は同 3.9％増

の 678万 2,000台、新エネ車のリコール回数は 45回、車両台数は 35万 7,000台。また、消費品のリコー

ル回数は前年比 40.7％増の 612回、リコール製品数は 22.8％増の 800万 5,000件。(3/15国家市場監督管

理総局) 

□中国消費者協会によると、2021 年現在、消費者から寄せられたクレーム内容で、「保健品」と「仲介サ

ービス」に集中していることが分かった。個人情報の漏洩や虚偽宣伝などがクレームの主な原因となって

いる。(3/17経済日報 p8) 

□民用航空局は 15日の記者会見において、第 14次五カ年計画期間中に空港などインフラ建設を加速する

方針を示し、2025年まで空港 30カ所以上を新設し、空港の設計上の利用客収容能力を延べ 20億人にする

と発表した。（3/15民用航空局、3/17人民日報 p2） 

 

6.農業・農村 

□農業農村部は 19日、赤身肉を増やす添加剤の取り締まりを 3カ月にわたり展開することを発

表した。(3/19農業農村部) 

□唐仁健・農業農村部部長は 16日、全国農業資材偽物特別取締行動テレビ会議で、2020年における

主要農業資材のサンプル検査合格率が引き続き高い水準を保ったとした(種子 98％、農薬 96.2％、

獣医薬 98.5％、飼料 98％、肥料 90.3％)。また各地の農業当局に対し、今春の農資偽物特別取締活

動をしっかり行い、農業資材の高合格率を維持させ、食料安全と農産物の質安全を保障するよう求
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めた。（3/17経済日報 p2） 

□朱増勇・中国農業科学院北京牧畜医研究所副研究員はこのほど、国内における豚肉の需給状況に

ついて、「豚肉の供給は改善している。豚肉価格も 7 週連続の下落となり、今後も振れを伴いつつ

下落する傾向にある」との見方を示した。(3/17経済日報 p8) 

□国務院台湾事務弁公室、農業農村部、国家林業草原局などの部門は 17日、台湾籍の農家・投資家

や台湾籍の農業企業を対象に、大陸で農林業を営む場合、農地使用や資金調達などで内国民待遇を

与えるとともに、大陸農業・林業の質の高い発展に参与し、郷村振興に力を添えることを支援する

22項目の優遇措置を発表した。（3/18人民日報 p10） 

□2021年中国種子大会夏季作物シリコンバレーフォーラムが 20日、海南省三亜市で開幕した。

会議では、国外企業が関連規定に基づき中国の種子業に投資することを歓迎し国際協力を強化

する、通常の育種と生物育種を統一的に計画し、種子業のイノベーション支援を強化すると同

時に、種子遺伝情報の資源保護と知的財産の保護にしっかりと取り組むなどの方針が示された。

(3/21農業農村部) 

 

7.労働・社会保障 

□国家衛生健康委員会報道官・米鋒は 21日、中国国内の新型コロナワクチン接種は 3月 20日現在、

延べ 7,495万 6,000回分に達したと発表した。(3/22人民日報 p2) 

□人力社会保障部はこのほど、各地に対し、大卒者の就職問題を重点として取り組み、大学等卒業

生の就職安定を確保するよう求める通知を配布し、企業雇用の拡大、起業資金支援の強化、職業技

能訓練、実名フォローサービスなど 8つの支援策を打ち出した。（3/20経済日報 p2） 

□人力資源社会保障部は国家市場監督管理総局、国家統計局とともに、18の新たな職業を発表した。

集積回路エンジニア、会社コンプライアンス師、会社金融顧問、物品の等価交換師、中古車仲買人、

自動車救援員、ドリンク調合師、食品安全管理師、サービスロボット応用技術員、電子データ証拠収

集アナリスト、職業訓練師、パスワード技術応用員、建築カーテンウォール設計師、炭素排出管理

師、管廊維持管理師、アルコールプランナー、スマートハードウェア調整員、工業視覚システム運営

維持員などが含まれる。（3/19人民日報海外版 p4） 

 

8.環境・エネルギー 

□自然資源部によると、国務院が 2011年に「鉱物探査突破戦略行動」の実施を承認して以来、主要

鉱物の資源保有量は全般的に増加している。過去 10 年間に全国で億トン級油田 17 カ所、千億立方

メートル級天然ガス田 21カ所が発見され、石油 101億トンと天然ガス 6億 8,500万立方メートルの

新規埋蔵量が確認された。（3/17人民日報 p2） 

□国家発展改革委員会は 17日、18日からガソリンと軽油の価格をトン当たりそれぞれ 235元と 230

元引き上げると発表した。（3/18国際商報 p8） 

□世界エネルギーインターネット開発協力組織は 18日、北京においてシンポジウムを開催した。エ

スピノサ・国連気候変動枠組条約事務局長がビデオ形式により挨拶し、「我々は世界経済をグリーン

で持続可能な復興と成長の道に導くはっきりとした路線図を必要としている」などと述べ、今回の

会議で中国が発表された研究成果は世界の他国が炭素排出削減の新たな道を模索する上で参考にな

るとの考えを示した。（3/19人民日報 p16） 

 

9科学技術・イノベーション 

□欧州特許庁は 16日、2020年の同庁への中国による特許出願件数は前年比 9.9％増の 1万 3,432件

に達し、過去最高を記録したと明らかにした。うち、ファーウェイは 3,113件を出願し、2位となっ

た。（3/17人民日報 p16） 
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□北京航天飛行制御センターによると、月探査機「嫦娥 5 号」の軌道機は 15 日、太陽-地球のラグ

ランジュ点（L1）に捕獲され、中国初の太陽-地球 L1点に入る宇宙船となる。(3/18新華網) 

□中国船舶集団傘下の広船国際有限公司と広東スマート無人システム研究院が 20日、広州市南沙で

海洋総合科学調査船 1 隻の建造・購入契約を結んだ。同船の最大作業排水量は 1 万トン以上で、完

成後は中国で排水量が最大の、最も高性能な海洋総合科学調査船になる。(3/21中国新聞網) 

□北京懐柔区において建設中の高性能放射光の建設プロジェクトは 2 月までに土木建築の総工程

50％を完成した。同施設は世界最高輝度の第四世代放射光源の一つで， 2025年までに完成し使用を

開始する予定。(3/22人民日報 p19) 

 

10．主要国との経済関係 

□中米ハイレベル戦略対話が 19 日に終了した。中国側は、「双方は、自国の内外政策や中米関係な

どについて率直で建設的な意思疎通を行い、相互理解を深めた」との見解を示すとともに、双方の

経済関係について、「双方は、気候変動分野の協力を更に強化し、中米気候変動合同ワーキング・グ

ループを設立する。双方は、G20や APECなど多国間協力枠組での協調・意思疎通を維持・強化する

と表明した」と発表した。（3/21経済日報 p2） 

□外交部報道官は 17 日、深圳取引所に上場する O-Film が強制労働に関わった疑いによりアップル

のサプライチェーンから排除され、株価が 10％下落したとの報道について、状況を把握していない

と述べるとともに、中国新疆には強制労働は存在しないと改めて表明した。(3/17 ブルームバーグ、

外交部) 

□外交部報道官は 18日、米連邦通信委員会（FCC）が 17日、チャイナユニコム（中国聯通）とパシ

フィック・ネットワークス及びおよびその子会社コムネットの米事業免許を取り消すかどうかを判

断する手続を開始したとの報道について、米国に国家の力を濫用して中国企業に圧力をかけること

をやめ、中国企業の米国における投資と経営に公平・公正で差別のない環境を作り出すよう促すと

ともに、中国側は必要な措置を講じて中国企業の正当な権益を擁護すると述べた。(3/17ブルームバ

ーグ、3/18外交部) 

□外交部報道官は 18 日、EU 側の人権問題を理由とする中国官員をブラックリストに入れる措置が

中国・EU投資協定へ影響するか問われた際、EUが少数の反中勢力が意図的に捏造したデマに基づき

誤った決定をし、中国の利益を損なう誤った行為を採るならば、中国は断固とした対応を採ると述

べるとともに、中国・EU 投資協定はバランスよく、高水準、ウィンウィンの協定であり協定の早期

批准は双方の企業と人民に利益をもたらすと指摘し、EU 側は中国への内政干渉をやめ、投資協定の

早期批准・発効を推進すべきであると述べた。(3/18外交部) 

□外交部報道官は 19日、UNCTADが 18日に発表した 2020年貿易・発展報告(更新版)が、中国の 2020

年後半の輸出の回復が予想を上回ったと指摘するとともに、2021 年の経済成長率を 8.1％と予測し

たことについて、国際社会の中国経済発展に対する信頼を反映したものであるとの見方を示した。

(3/19外交部) 

□外交部報道官は 22日、ロシア外相・ラブロフの中国訪問に際し、中国メディアのインタビューに

おいて中国とロシアは協力して西側諸国の制裁に対応し、科学技術イノベーションを強化し、本国

通貨による決済や米ドルに代わる国際通貨決済を推し進めるなどにより国際決済システムから脱却

できると述べたことについて、中国とロシアは米国による一方的な制裁に反対する点で一致してお

り、戦略的協力を強化するとの考えを示した。(3/22外交部) 

 

 

※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。 


