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中国経済週報（2021.4.22～2021.4.28） 
 

在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                       
首脳級気候サミットで習主席が演説 

●22 日(アース・デイ)、習近平・国家主席は、米国が主催する首脳級の気候サミットに

オンラインで出席し、各国首脳の中で最初に演説を実施した。 

●演説では、①人間と自然の調和の取れた共生、②グリーン発展、③生態系のシステム

としてのガバナンス、④人間第一、⑤多国間主義、⑥共通だが差異ある責任の原則、を

堅持し、人間と自然の生命共同体を共に構築すべきと指摘した。また、2030 年までの炭

素排出量ピークアウト、2060 年までの炭素中立目標に言及し、中国は石炭火力発電を厳

しく規制し、第 14 次 5 カ年計画期(2021-25)には石炭消費の増加を厳しく規制し、第 15

次 5 カ年計画期(2026-30)には石炭消費を徐々に減少させていく、等と述べた(注)。 
 (注)同サミットにて、日本からは菅総理が、新たな野心的な目標として 2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度比で
46％削減することを目指し、更に 50％の高みに向けて挑戦を続けていくこと等について演説した。 

習主席が広西チワン族自治区を視察 

●25-27 日、習近平主席は広西チワン族自治区(桂林・柳州・南寧)を視察した(注)。習主

席の主な発言は以下のとおり。 

(1)新たな発展の枠組に融合する比較優位を的確に把握し、現地の実情に合った質の高

い発展の道を歩む。伝統産業のハイエンド化・スマート化・グリーン化を推進し、新興

産業を育成し、デジタルの産業化・産業のデジタル化を加速する。各種のイノベーショ

ン要素の企業への集積を推進し、科学技術成果の転化を推進する。 

(2)長江経済ベルトの発展、広東・香港・マカオ大湾区の建設等、国家の重大戦略を結び

付け、「一帯一路」共同建設を融合させ、立地の優位性を開放発展の優位性に転化する。 

(3)郷村振興を加速し、農村低所得人口への支援の常態化を強化し、貧困脱却地域の特

色ある産業発展を支援し、貧困地域からの転居後の支援を強化する。食糧安全の責任を

厳格に実行し、耕地保護の責任を実行し、食糧の総合的生産能力を着実に向上させる。 

(4)炭素排出量ピークアウト・炭素中立を全体戦略に組み込み、健全なグリーン低炭素

循環発展の経済システムを確立し、経済社会発展の全面的グリーン転換を推進する。 

(5)雇用優先戦略を実施し、重点グループ(大卒生・退役軍人・農民工・都市部困窮者等)

の就業業務に取り組む。柔軟な就業のための社会保障制度を整備し、タクシー運転手・

宅配便配達員・フードデリバリー人員等の合法的権益を守る。オンライン・オフライン

の学外教育機関に対する規範管理を強化する。末端の公衆衛生システムを強化し、感染

症の予防・抑制を緩和せず常態化する。 
 (注)主な視察先：桂林市全州県才湾町(紅軍長征湘江戦役記念園)、才湾鎮毛竹山村(ブドウ栽培園)、陽朔県(楊堤埠
頭、漓江陽朔段)、象鼻山公園、柳州市(広西柳工集団有限公司、タニシ生産集積地)、南寧市邕江(広西民族博物館)。 

国務院常務会議が開催 

●21 日、李克強総理は国務院常務会議を開催した。会議は政府活動報告の方針に基づ

き、財政資金の直達メカニズム(注)の常態化を一段としっかり実施する手配を行った。本

年の直達資金は当初から予算化し、中央財政の民生補助の各資金をまとめて繰り入れ、

総額 2.8 兆元のうち 2.6 兆元は既に配布済とした上で、今後以下に取り組むとした。 

(1)使用の重点を鮮明にする。新型コロナを受けた一時的経済対策の「撤退」による影

響を緩和すべく、引き続き主に就業・民生・市場主体の保障支援に充て、義務教育・基

本的医療・基本的住宅等への投入を増やし、農地水利建設を支援する。 
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(2)剰余資金の交付と使用をしっかり行うよう地方に督促する。地方財政資金の直達の

範囲を拡大する。省レベルの政府は「責任者でありながら何もしない人」であってはな

らず、「行きずりの福の神(一時的に大金を預かっている人)」として、より多くの財源

を下部組織に移譲し、末端の政策実施能力を高めなければならない。 

(3)地方の資金分配・使用状況の監督管理を強化し、直達資金の有効使用を確保する。 

●また会議は、「中華人民共和国土地管理法施行条例(改正案)」を採択した。改正案は、

耕地の建設用地への転用抑制、耕地の違法な「非食糧化」への処罰規定増加、土地収用

の事前公告制度を構築し収用に伴う補償を規範化すること等を規定している。 
 (注)昨年新型コロナを受け開始された中央の財政資金を(配布後は各レベルの審査を通さず)迅速に末端レベルの政
府等に支給する措置。昨年は中央から 1.7 兆元が交付され減税・費用削減政策等による収入減の補填に充てられた。 

第 4次廉政工作会議が開催 

●26 日、国務院第 4 次廉政(クリーンな政治)工作会議が開催され、李克強総理が重要講

話を発表した。経済関連の概要は以下のとおり。 

(1)政策の着実な実施と不正監視のため、財務部門は全方位的モニタリングを強化すべ

き。実名台帳を整え直達資金の流れを明確にし、帳簿と事実を符合させる。 

(2)減税政策の手続の煩雑さを解消し、審査・説明プロセスを改善し、小規模零細企業

に政策の恩恵を確実に届ける。 

(3)企業からの違法な集金(不適切な手数料の徴収・罰金・資金割当等)を是正する。 

(4)医療保険基金の使用に関するモニタリングを強化する。医療機関の治療行為や請求

行為の監督規制を強化し、違法な医療保険支出については厳罰化する。 

(5)本年は感染症特別国債の再発行がなく、財政赤字率もやや低下させるため、特に末

端政府の財源は余裕がない。各級政府は全て、予算管理を厳正化し、予算超過や予算外

支出を禁止し、不要不急支出を削減し、雇用・民生・市場主体への支援を強化し、末端

の給与や運転資金など重要支出を保障すべき。一部地方で存在する教師への給与未払、

建設工事費未払による農民工への給与未払問題を許してはならない。 

２ マクロ経済・金融関連                   
「グリーンボンド・サポート・プロジェクト・カタログ(2021 年版)」が公表 

●21 日、人民銀行・発改委・証監会が、グリーンボンドの対象となるプロジェクト・事

業分野等について定めた「グリーンボンド・サポート・プロジェクト・カタログ(2021

年版)」を公表した。2015 年 12 月公表版を、昨今の国内におけるグリーン発展戦略や国

際的な動向等を受け改訂したもの。 

●主な変更点としては、国際的に主流なグリーンボンド基準のサポート対象には含まれ

ていないことを理由として、石炭等の化石エネルギーの生産とクリーン利用に関するプ

ロジェクトをグリーンボンドの対象から外している。 

1-3 月期の各省 GDP が公表 

●28 日までに本年 1-3 月期の 31 省・自治区・直轄市の GDP が公表された。新型コロナ

の影響で昨年の 1-3 月期ベースが低かったことから、前年同期比では全地域で二桁の成

長率となった。上位 3 省は湖北省(＋58.3％)、海南省(＋19.8％)、浙江省(＋19.5％)。 
   (注)下位 3 省は①新疆ウイグル自治区(＋12.1％) ②黒竜江省(＋12.4％) ③青海省(＋12.8％)。経済規模の上位は
①広東省(2 兆 7,118 億元、＋18.6％) ②江蘇省(2 兆 5,878 億元、＋19.2％) ③山東省(1 兆 8,056 億元、＋18.0％)。 

３ 産業関連                            
美団に対する独禁法違反調査が開始 

●26 日、国家市場監督管理総局は、フードデリバリー等のインターネットプラットフォ
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ーム大手である美団に対し、「二者択一(注)」を迫ったことが独禁法に違反する疑いがあ

るとして、調査を開始した旨を公表した。 
 (注)中国語：「二選一」。取引先に対し他のプラットフォームを利用しないよう要求する行為。アリババによる同
様の行為については、4 月 10 日に行政処分が行われている。 

7 部門が共同で「ネットワークライブコマース管理弁法」を公表 

●23 日、国家インターネット情報弁公室・公安部・商務部等 7部門が共同で「ネットワ

ークライブコマース管理弁法」を公表した(5 月 25 日施行)。近年のライブコマースの成

長(注 1)を受け、主として消費者保護の観点から、プラットフォームやライブコマースを

行う者の義務等を定めるもの(注 2)。 
 (注 1)人民日報中国ブランド発展研究院｢中国映像社会化情勢報告(2020)｣によれば、2020 年の中国のインターネッ
トライブのユーザー数は 5.6 億件、うちライブコマースのユーザー数は 3 億件以上。 
 (注 2)例えば、プラットフォームによるライブ内容の管理義務や、ライブコマースを行う者による虚偽の商品情報
の公表禁止等の義務が定められている。 

中国デジタル経済発展白書が発表 

●25 日、工業・情報化部傘下の中国情報通信研究院は｢中国デジタル経済発展白書

(2021)｣を公表した。2020 年の中国のデジタル経済の規模は 39.2 兆元(前年から＋3.3

兆元)に達した。成長率は 9.7％で、名目 GDP 成長率を 6.7 ポイント上回った。GDP に占

める比率は 38.6％(前年から＋2.4 ポイント)となった。 

4 省市のサービス業の自由化拡大措置が発表 

●23 日、商務部は 4 省市(天津市・上海市・海南省・重慶市)におけるサービス業の自由

化拡大試験の実施プランを発表した。試験期間は 3年。産業自由化・地域発展・体制構

築・政策面での保障の 4分野で 203 項目の方針を示した(注)。 

●サービス業の自由化拡大実験は、4 省市に先んじて 2015 年 5 月から北京市で実施。

今回は実施範囲・分野を拡大し、対外開放水準を向上させるもの。外資に対してはファ

イナンス会社の独資設立、観光アウトバウンド業務、銀行の貿易に関する保証状業務等

の参入規制緩和等が盛り込まれている。 

●4省市の重点開放分野は以下のとおり。 

(1)天津市：デジタル・金融・物流・貿易・情報サービス・医療ヘルスケア・教育。 

(2)上海市：通信・インターネット・医療・交通運輸・文化・教育。 

(3)海南省：観光・交通運輸・金融・ビジネスサービス・技術サービス・医療ヘルスケ

ア・教育・文化娯楽。 

(4)重慶市：ハイテクサービス・リースビジネスサービス・教育・金融・衛生社会事業・

電力通信。 
 (注)同日の記者会見で商務部は、4 省市が選ばれた理由について、サービス業発展の基礎があり、地域・産業を代表
する都市で、全土のサービス業の自由化に対し模範的作用があることとした。 

知的財産強国の建設加速 

●25 日、国家知的財産局は記者会見で、第 14 次五カ年計画を貫徹・実施し、知的財産

強国の建設を加速する旨を述べた。会見では、第 13 次五カ年計画期間中、知的財産権

使用料の輸出額が 86.8 億米ドル(年平均 51.6％増)に増加、特許権・商標権を担保にし

た融資額が 848.5 億元から 2,180 億元に増加する等、主要指標を全て達成したこと、「知

的財産強国戦略綱要」及び第 14 次五カ年計画「国家知的財産保護・運用の重点特別計

画」の制定・実施に取り組む方針が示された。 
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４ 各種統計の公表                             
●3月直接投資～1-3 月累計の対外直接投資額は前年同期比 2.4％増（4月 25 日 商務部

発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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) 

3 月 94.4 ＋8.3 ＋12.2 

1-3 月 248.0 ＋2.4 1-2 月比＋3.3 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□22日、習近平・国家主席は気候変動問題に関する首脳サミットにオンラインで出席し演説を行い、①人

と自然の調和の取れた共存、②グリーン発展、③系統的なガバナンス、④人間第一、⑤多国間主義、⑥差

異ある責任などの取組を堅持し、人と自然の生命共同体をともに構築していくべきと指摘した。また、中

国は炭素排出量ピークアウトの行動計画を策定中であり、条件を備えた地域・重点業種・重点企業が率先

してピークアウトすることを支援し、石炭火力発電所のプロジェクトを厳しく抑制し、第 14 次五カ年計

画期間(2021-25年)には石炭消費の増加を厳しく規制し、第15次五カ年計画期間(2026-30年)にはこれを

減少させていくと強調した。（4/23人民日報p1） 

□25日、習近平・総書記は広西を訪問し、党史学習教育が開始されてから初めて紅色記念地である桂林全

州県才湾鎮の紅軍長征湘江戦役記念公園を訪れた。また、毛竹山村では、郷村振興の推進や末端ガバナン

ス等の状況を視察したほか、漓江流域の総合管理や生態保護等の状況について調査した。26日、柳州で企

業改革革新、製造業や特色ある産業の発展状況を調査した。(4/25、26新華網) 

□21日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を招集し、常態化した財政資金直達メカニズムの実施を更

に進め、財政資金による企業や個人への恩恵の役割をよりよく発揮させるよう手配した。また会議は、「中

華人民共和国土地管理法実施条例」を承認し、①永久基本農地などの耕地保護を強化し、耕地の建設用地

への転用を厳格に抑制すること、②耕地の林地・草地などその他の農業用地への転用を抑制し、耕地の占

用・補充のバランスをとる制度を厳格に実施することとした。（4/22人民日報p1） 

□22日、韓正・国務院副総理は、広州において粤港澳大湾区建設指導グループ会議を開催し、横琴・粤澳

の深い協力区建設を加速しなければならないと指摘し、前海新港現代サービス業協力区建設は「エリア拡

大」と「改革開放」の2つの重点に取り組み、経済科学技術革新の分野で相互補完性の強い香港と深圳の

連携業務や河套深港科学技術イノベーション協力エリアの計画・建設にしっかり取り組むべき等と強調し

た。(4/23中国政府網) 

□23₋25 日、韓正・国務院副総理は、広東において視察を行った。広州では都市の更新状況や都市計画建

設、都市公共施設の建設、水環境管理の状況、保障性住宅のプロジェクトの状況などを視察した。また、

粤港澳大湾区広東革新・起業インキュベーター基地や港澳青年の家を訪れ香港・澳門の青年と交流・座談

を行い、広州国際生物島広州実験室を訪れ、呼吸器系疾病分野の科学研究の状況を調査した。汕頭、潮州

では汕潮文化の伝承と古い建築の修繕と保護、紅色歴史と各明文化保護の状況について調査した。 (4/26

人民日報p1、4) 

□21-23 日、胡春華・国務院副総理は江蘇省で現地の就業状況を視察し、地方関係者に対し、各種の困難

者を支援する政策を実施し、中小企業の経営安定を促進し、労働集約型の業種・企業の発展を支援し、労

働者の雇用を促進すべきとした。また、労働需要・供給のマッチングの強化、東部・西部協力メカニズム

の実行等による貧困脱却労働者への支援強化、プラットフォーム経済など新たな就業モデルの健全な発展

促進、新業態・新モデルに適した社会保障メカニズムの検討加速等、多様な措置を講じて就業ポストを拡

大し、年間の就業目標を実現するよう求めた。（4/24人民日報p2） 

□25 日、高峰・商務部報道官は、国内消費市場の回復・拡大を目指す「2021 年全国消費促進月間イベン

ト」が5月1日から上海市でスタートすると発表した。（4/26国際商報p1） 

□22 日までに、全国22の省(直轄市・自治区)の1-3 月期GDP成長率が発表された。湖北省は前年同期比

＋58.5％、海南省は＋19.8％(2年平均＋7％)、江蘇省は＋19.2％(2年平均6.4％)と、全国平均(＋18.3％)

を上回った。他方、黒竜江省は＋12.4％(2 年平均＋1.5％)と低い水準となった。(4/26 21 世紀経済報道
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p1,5) 

 

2.財政 

□21日の財政部発表によれば、1-3月期の全国一般公共予算財政収入は5兆7,115億元で、前年同期比＋

24.2％、2019年同期比＋6.4％、2年平均＋3.2％となった。（4/22人民日報p1） 

□20日の財政部発表によれば、1-3月期の全国で発行された地方政府債券は8,951億元に上った。内訳は、

一般債券が5,210億元、特別債券(レベニュー債)が3,741億元。（4/22国際商報p1） 

□国家税務局はこのほど、1-3月期の税収データを発表した。全国企業の売上収入は前年同期比＋50.5％、

2019 年同期比＋27.2％、2 年平均＋9.6％であり、全国の納税市場主体数は前年同期比＋86％、2019 年同

期比＋34.9％、2年平均＋16.1％の279万2,000戸となった。(4/26人民日報p10) 

□財政部・税関総署・税務総局はこのほど、科学研究機関・学校・図書館等が輸入する国内生産不能の科

学技術研究や教育用品について、輸入関税の免除などを盛り込んだ税優遇策を発表した。（4/22 国際商報

p1） 

 

3.金融・為替 

□銀保監会の発表によると、1-3 月期末時点の銀行業総資産は前年同期比＋9.2％の 329 兆 6,000 億

元、総負債額は前年同期比＋9.2％の 302 兆元となった。（4/22 人民日報 p10） 

□国家外貨管理局の発表によると、1-3 月期の銀行為替決済における人民元買いは米ドル建てで

5,902 億米ドル、外貨買いは 5,061 億米ドルで、為替取引の黒字は 885 億米ドルだった。同局は、

「中国の為替市場の推移は安定し、クロスボーダー資金の流動も全体的に安定し、国際収支は基本

的な均衡を維持している」との見方を示した。（4/24 人民日報 p2） 

□23 日、人民銀行は 4,399 社の銀行業金融機関に対する評価の結果を発表した。2020 年 10-12 月期

の評価結果が安全圏外の機関は 442 社(前期から▲132 社、前年同期から▲103 社)となり、資産の

98％が安全圏内とのデータを示した。(4/23 人民銀行) 

□人民銀行・発改委・証監会はこのほど｢グリーンボンド・サポート・プロジェクト・カタログ（2021

年版）」を配布した。同カタログは、石炭などの化石エネルギーのクリーン利用など CO2 排出プロジ

ェクトを支持の範囲から外し、グリーン債券の関連管理部門のグリーン項目の定義基準を初めて統

一した。(4/21 人民銀行) 

 

4.貿易・海外直接投資 

■25 日、RCEP メンバー国の貿易促進機構と商業協会が共同で協議し発起した｢RCEP 地域経済貿易協

力を共同で推進する青島イニシアティブ｣が青島にて発表された。同イニシアティブは、各国が地方

で先行試験を行うことを支持し、中小企業の発展と経済技術協力を促進することを望むとしている。

(4/25 新華網) 

□商務部は 25 日、中国企業による 1-3 月期の海外直接投資が前年同期比＋4.6％の 2,061 億 4,000

万元(317 億 9,000 万ドル)で、うち非金融業直接投資額は前年同期比▲4.9％減の 1,608 億 1,000 万

元(248 億ドル)だったと発表した。（4/26 国際商報 p1） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□20 日、国務院は天津市・上海市・海南市・重慶市の 4 省・直轄市によるサービス業の開放拡大の
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総合試験実施案を承認したと発表した。（4/21 国際商報 p1） 

□21 日、国家市場監督管理総局は 2020 年度食品安全サンプルリング検査情報を発表し、通年 638 万

件余りのサンプルを検査し、不合格率は 2.31％で、2019 年ほぼ横ばいとなったとした。同局は、中

国の食品安全情勢は安定の中で良い方向に向かっているとの見方を示した。（4/22 人民日報 p10） 

□工業・情報化部によると、1-3 月期の電信業務収入は前年同期比＋27.4％の 3,845 億元だった。ま

た、電信 3 社の第 5 世代（5G）接続端末利用者数は 3 月末時点で 2 億 8,500 万戸に達し、前年末か

ら 8,684 万戸増加し、携帯電話利用者の 17.8％を占めた。（4/23 人民日報 p10） 

□世界データ分析大手ニールセン社が昨年末に発表した報告書は、「ライブコマース」(ライブ配信

型インターネット通販)の市場規模が、2020 年は 9,610 億元に達すると試算した。人民日報中国ブラ

ンド発展研究院の報告書は、2020年に中国のインターネットライブのユーザー数は5億6,000万件、

うち、ライブコマースのユーザー数は 3億件を超えたとのデータを示した。（4/23 人民日報 p16） 

□国家インターネット情報弁公室など 7 部門はこのほど、｢インターネットライブコマース管理弁

法｣を発表した。同弁法は、プラットフォームがアカウントとライブコマース機能の登録・解約、セ

キュリティ管理未成年保護、消費者保護、個人情報保護等、データセキュリティ管理のメカニズム

と措置を作り健全化するよう要求している。(4/26 新華網) 

□中国情報通信研究院は、25 日福州において開幕した第 4回デジタル中国建設サミットにおいて、

｢中国デジタル経済発展白書(2021)｣を発表した。統計データによると、2020 年中国デジタル経済の

成長率は 9.7％で名目 GDP 成長率の 3.2 倍以上であった。(4/25 新華網) 

□中国が自主的に建造した初の国産大型航空機の生産・試験飛行センター「中国商用飛行・江西生

産試験飛行センター」が 24 日に竣工した。同センターの完成により、国産大型航空機の設計から生

産、交付、運営までをシームレスに行う相対的に完成された産業チェーンが形成された。（4/25 人民

日報 p4） 

□国家市場監督管理総局は、フードデリバリー等のインターネットプラットフォーム大手である美

団に対し、「二選一」（二者択一：取引先に対し他のプラットフォームを利用しないよう要求する行

為）を迫ったことが独禁法に違反する疑いがあるとして調査を開始した旨を公表した（4/26 国家市

場監督管理総局） 

 

6.農業・農村 

□農業農村部が 20日の記者会見で示したデータによると、1-3 月期の第 1次産業の付加価値高は前

年同期比 8.1％増の 1兆 1,332 億元であった。また、1-3 月期の農村住民一人当たりの可処分所得は

5,398 元で、前年同期比＋16.3％となり、都市部住民の伸び率を 4ポイント上回った。農村出稼ぎ労

働者の人数は前年同期比 42.1％増の延べ 1億 7,400 万人、月収は前年同期比 13.9％増の 4,190 元で

となった。（4/21 人民日報 p3） 

 

7.労働・社会保障 

□住宅と都市・農村建設部、財政部、民政部、国家農村振興局はこのほど、第14次五カ年計画期間中、農

村低所得層向けの住宅に関する動態的なモニタリングメカニズムを整備し、農村低所得者の住宅安全を保

障する施策措置を発表した。（4/21人民日報p14） 

□住宅と都市・農村建設部はこのほど、保障性賃貸住宅に関する座談会を開き、保障性賃貸住宅の建設を

更に強化し、集団建設用地、企業等の所有する空き地、産業パークの付随用地や空き家を積極的に活用し、
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低賃料の賃貸住宅の提供などを通じて都会で働く新市民や若者の生活圧力を緩和する方針を示した。

（4/21人民日報p18） 

□20日、国家発展改革委など21部門は｢国家基本サービス標準(2021年版)｣を発表し、幼児教育、学校教

育、労働所得、医療、養老、住宅、弱者サポートと軍人優遇サービス保障、文化・スポーツの9つの分野

について現段階の国家基本的公共サービスの具体的な保障範囲とボトムラインを明確にした。発展改革委

は 21 日の国務院新聞弁公室の記者会見において、同標準は標準化により公共サービスの均等化を推し進

めるための重要措置であると述べた。(4/22新華網) 

□国務院弁公庁はこのほど、｢従業員基本医療保険診察共済保障メカニズムの指導意見｣を印刷配布した。

陳金甫・国家医保局副局長は 22 日の記者会見において、従業員医療保障を個人の累積保障モデルから社

会の互助共済保障モデルへの転換を推し進め、普通診察非を統合基金に取り込み精算することにより、医

療保険基金の保障機能を増強し、基金の使用効率を引き上げ、外来医療サービスを使用しやすくし、人々、

特に高齢者の外来医療費の負担を軽減すると述べた。(4/25人民日報p6) 

 

8.環境・エネルギー 

□21 日、中国水素エネルギー連盟は第 14 次五カ年計画水素エネルギー産業発展フォーラムを開催

した。同連盟は、2020 年末時点で、中国の水素ステーション数は 128 ヶ所、水素燃料電池車の保有

台数は 7,000 台以上に上ったと明らかにした。（4/22 人民日報 p10） 

□国家エネルギー局によると、1-3 月期の全国の新規発電設備容量(キャパシティ)は前年同期比＋

996 万 KW の 2,351 万 KW で、うち再生可能エネルギーの発電設備容量が全体に占める割合は 50％を

超えた。（4/25 人民日報 p2） 

 

9 科学技術・イノベーション 

□20日、IPv6 技術を基礎とした次世代インターネット主幹ネットワークのテスト用ネットワークが

清華大学で正式に開通した。同施設は現在世界最大規模の次世代インターネット試験施設となって

いる。（4/21 人民日報 p8） 

□中国気象局はこのほど、気象科学イノベーションの強化に関する方案を発表し、気象分野の開発

人材育成を進め、2025 年までに気象科学技術開発者の人数を 2020 年から倍増する方針を示した。

（4/22 人民日報 p6） 

□データによると、第 13次五カ年計画期間中、知的財産使用費の輸出額は 5 年連続で二桁の伸びを

維持し、2020 年には 86億 8,000 万元になった。特許・商標を担保にした融資額は 848 億 5,000 万元

から 2,180 億元に増加した。申長雨・国家知的財産局局長は 25 日の記者会見にて、「知的財産強国

戦略綱要」や第 14次五カ年計画「国家知的財産保護・運用の重点特別計画」を制定・実施するなど

関連業務に取り組む方針を示した。(4/26 人民日報 p2) 

□国家航天局は 24 日、｢中国国家航天局・ロスコスモスによる国際月科学研究ステーションの共同

建設に関する共同声明｣を発表した。(4/25 新華網) 

□国家航天局は 24 日、2021 年度中国宇宙の日の重要イベントである中国宇宙大会の開幕式典(於江

蘇省南京市)で、中国初の火星ローバーの名称「祝融」を正式に公表した。(4/24 新華網) 

□清華大学は 22 日、集積回路学院が正式に発足したと発表した。邱勇・清華大学学長は精鋭の力を

重要な核心的技術に集中的に投入し、国家が差し迫って必要とするハイレベル人材の育成を加速し、

中国マイクロチップの死命を決する難題を解決し、自強の｢芯｣を作り出し、中国集積回路科学のオ



 

9 
 

リジナルの突破を実現する自主経路を模索し、国家の科学技術の自立自強に戦略的支えを提供する

と述べた。(4/23 人民日報) 

 

10．主要国との経済関係 

□20 日、習近平・国家主席はジョコ・インドネシア大統領と電話会談を行った。習主席は以下を指

摘した。①両国間の貿易・投資協力は強靭性と巨大なポテンシャルを見せており、中国はインドネ

シアが各分野における両国の実務的協力を推進し、｢一帯一路｣共同建設と｢海洋国家構想｣の連携を

深め、より質の高い、より大規模な協力を推進することを歓迎する。②双方は、鉄道や経済回廊など

重点事業を推進し、新エネルギーや海上協力など新たな協力事業を育成するとともに、デジタル経

済など分野の協力を強化すべきである。③良質なインドネシア製品の対中輸出拡大を歓迎し、中国

企業によるインドネシアへの投資を支持する。（4/21 人民日報 p1） 

□20 日、習近平・国家主席はムハンマド・サウジアラビア皇太子と電話会談を行った。習主席は、

中国はサウジアラビアとともに、エネルギー、経済貿易、ハイテクなどの分野で、全方位でハイレベ

ルの協力構図を作り、国際・地域問題での協調を深め、両国の全面的な戦略パートナー関係を新た

な段階へと推進していくことを望むと述べた。（4/21 人民日報 p1） 

□21 日、中国のバイオ製薬会社「科興控股生物技術」（シノバック・バイオテック）とエジプト・血

清製造大手「VACSERA」社は、北京とカイロにおいて、中国の新型コロナワクチンをエジプトで現地

生産する協力協定に調印した。（4/23 人民日報 p16 など） 

 

 

 

 

※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。 


