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中国経済週報（2021.5.20～2021.5.26） 
在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                             

中央全面深化改革委員会会議が開催 

●21 日、習近平・総書記は中央全面深化改革委員会第 19 回会議(注)を主宰し、科学技術の自立自強の

加速に向け、科技成果の評価システムを「指揮棒」として活用すべきとし、以下方針を強調した。 

(1)質・実績・貢献を重視し、基礎・応用・技術開発の成果にそれぞれの基準で多面的な評価を行う。 

(2)政府・企業・投融資機関等による多元的評価システム、第三者による市場化評価を発展させる。 

(3)中長期評価を強化し、近視眼的な成果や流行追求を防ぎ、研究に専念させイノベーションを導く。 

(4)研究成果の展開応用を加速し、高水準の技術取引市場の建設を加速し、金融投資による科技成果

の転化と産業化への支援を強化する。成果展開に有利なように職務成果の評価政策を改善する。 

●また会議は、小中学生の教育負担が過大という問題が際立っているとし、以下方針を強調した。 

(1)教育改革を深化して授業の質を高め、教育方式を最適化し、宿題の総量を全面的に減らし、試験

のプレッシャーを下げる。学校が様々な放課後育成活動を行うことを奨励し、学生の多様なニーズに

応える。教師の資源配置を最適化し、法に基づき教師の権益と待遇を保障する。 

(2)校外訓練機関(オンライン・オフライン)の規範管理を強化する。教育という良心的産業を利益追

求産業に変えてはならず、料金徴収の基準を明確にする。資質不足・虚偽宣伝・不当な利益追求等の

問題のある機関には厳正に調査・対処する。関連法を整備し、法に基づき校外訓練機関を管理する。 
 (注)会議は、「科学技術成果の評価メカニズムの改善に関する指導意見」、「義務教育段階の学生の宿題・校外訓

練の負担の更なる軽減に関する意見」、「医療サービス価格改革モデル案の深化プラン」、「生態保護補償制度改

革の深化に関する意見」、「都市農村建設における歴史文化の保護伝承の強化に関する意見」を審議・可決した。 
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李克強総理が浙江省を視察 

●24-25 日、李克強・国務院総理は浙江省(寧波)を視察(注)し、以下の方針を強調した。 

(1)世界経済の周期的変化・国際的なコモディティ価格の変動を高度に注視する。通関の円滑化を更

に推進し、国際市場により良く溶け込み、国内・国際 2 つの市場・資源をより有効に利用する。局面

ごとに最適な配置を行い、コモディティの輸入・貯蔵輸送・取引を市場化し、将来の世界経済の周期

的変動への対応、産業チェーン・サプライチェーンの能力安定を強化する。 

(2)コモディティ価格の上昇は、大中製造業企業に限らず小規模零細企業・自営業者にも影響し、下

流への波及で消費にも影響し得る。減税・費用削減、包摂金融等を活用し、市場調節を強化し、下流

への波及を緩和する。企業は潜在力発揮・イノベーションでコスト圧力を緩和し競争力を高める。 

(3)(貨物車運転免許の年次審査が戸籍所在地に限られ不便との声に)関連部門は年内の問題解決を

確保する。最前線の労働者・個人事業主・小規模零細企業の意見をより多く聞き困難解決を支援する。 

(4)政府は就業促進プラットフォームを用意する。大衆創業・万民創新を通じた大事業創出を望む。 

(5)消費者に歓迎される新製品を多数開発し、新たな原動力を発展させ、海外販売の役割をより良く

発揮させ、より多くの国内製品を国際市場に進出させる。 

(6)行政簡素化改革は市場主体の目詰まりの解決。「足を運ぶのは一度だけ」、定型情報の「報告は一

度だけ」を実現し企業負担を軽減する。ビジネス環境を不断に最適化し、市場競争をより公平にする。 

 (注)主な視察先：寧波舟山港(コモディティ中継基地)、人材市場(就業促進状況、フレキシブルワーカーの基本的

権益保障の検討状況)、楽歌公司(イノベーション製品の視察、海外販売員とのビデオ通話)、10 以上の製造業企業

責任者と懇談(原材料価格変動等の影響)、鄞州区行政サービスセンター(行政簡素化改革の深化)。 
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コモディティ価格をめぐる動向 

●19 日、李克強・国務院総理は国務院常務会議を主宰し、コモディティの供給保障・不合理な価格

上昇抑制(注)・消費者価格への波及防止のため、以下の措置を決定した。 

(1)需給双方向の調整強化(銑鉄・粗鋼等の輸入関税の暫定的撤廃、一部鉄鋼製品の輸出関税引上げ等)。  

(2)コモディティ市場の監督管理の強化(異常取引と悪意のある投機行為の取締り等)。 

(3)金融政策の安定性と人民元為替レートの合理的な均衡水準を維持し、市場期待を合理的に誘導。 

●18 日、国家発改委は記者会見で、国内的には鉄鉱石の供給保障能力を高め、国際的には企業の鉄

鉱石輸入ルート拡大を奨励する等と述べた。24 日、国家発改委・工業情報化部等 5 部門は以下を発

表した。 

(1)鉄鉱石・鋼材・銅・アルミ等の重点企業、鉄鋼工業協会、非鉄金属協会に行政指導を実施した。 

(2)企業は、市場価格の相互操作、値上がり情報の捏造・流布、商品の囲い込みを行ってはならない。  
 (注)本年4月の工業生産者物価指数(PPI)は前年同月比＋6.8％(前月から＋2.4)、前月比＋0.9％(前月から▲0.7)。 

２ 金融関連                               
ビットコインに対する規制の動き 

●18 日、中国インターネット金融協会・中国銀行業協会・中国決済清算協会は合同で、暗号資産関

連サービスの提供禁止の明確化等を内容とする公告を公表した。 

●21 日、劉鶴・副総理は、国務院金融安定発展委員会第 51 回会議を主宰し、ビットコインのマイニ

ングと取引行為を取り締まり、個々のリスクの社会分野への波及を断固防止する方針等を示した(注)。 
 (注)民間データベースによると、4 月中旬に 1ビットコイン 6 万米ドルを超え、史上最高の 6.5 万米ドルを記録し

たが、5 月 12 日以降、同日の米テスラ社のビットコインでの購入停止発表、18 日の上記公告などを材料に下落が

続き、24 日未明には約 3.1 万米ドルと半減(25 日時点で約 3.8 万米ドル)。  
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３ 産業・エネルギー関連等                         
中露原子力協力 

●19 日、習近平・国家主席とプーチン・露大統領は、江蘇省・遼寧省に建設する両国の原子力エネ

ルギー協力事業「田湾原子力発電所」「徐大堡原子力発電所」の着工式にオンラインで参加した(注)。

習主席は、「エネルギー協力は両国の実務協力の中で最も重みがあり、成果が多く、範囲も広い。原

子力エネルギーは協力関係の戦略的優先事項で、主要プロジェクトは完了・稼働している」と述べた。 

 (注)2018 年 6 月、習主席・プーチン大統領同席の下、中国国家エネルギー局・ロスアトム(露)が北京で調印した、

原子力分野の協力枠組み協定を踏まえたものとみられる。 

知的財産侵害品の取締りを強化 

●21 日、李克強・国務院総理は、知的財産侵害品取締りを強化する重要指示を発出し、強調した。 

(1)近年、関連部門は取締りを推進しているが、依然として無視できない問題が存在する。 

(2)市場化・法治化・国際化したビジネス環境を構築し、市場の活力とイノベーション力を喚起する。 

●同日、2021 年全国権利侵害・模倣品対策テレビ会議が開催された。王勇・国務委員は、重点分野

(EC、農業農村市場、食品・医薬品・防疫等)の侵害品取締りに集中的に取り組む方針を示した。 

国家発改委等が教育強国推進の 5 カ年プランを策定 

●10 日、国家発改委・教育部・人力資源社会保障部は、「第 14 次 5 ヶ年計画期 教育強国推進工程実

施方案」を策定し、主要任務として以下を掲げた。①基礎教育に係る脱貧困成果の定着、②職業教育

における産学融合(産業のモデルチェンジ・高度化の技術・技能人材の支援強化等)、③高等教育の質

的発展(急迫した需要のある学科の設置の加速、カギとなるイノベーション技術の突破加速等)。 
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４ 対外経済関連                             
習主席が「世界保健サミット」に出席 

●21 日、習近平・国家主席は「世界保健サミット」にオンラインで出席して重要演説を発表し、中

国は途上国の防疫と経済復興への支援として 20 億ドルを拠出したこと、最貧国への債務返済猶予額

は G20 中最大の 13 億ドルに上ること等を強調した。また今後の国際防疫協力として以下を表明した。 

(1)途上国の防疫や経済復興への支援として今後 3 年間で更に 30 億ドルを拠出する。 

(2)世界に 3億回分のワクチンを提供する。 

(3)中国のワクチン企業が途上国へ技術移譲することを奨励し、生産協力を展開する。 

(4)新型コロナに関する知的財産保護の一時放棄への提案を支持し、WTO 等の国際機関がその知的財

産保護に関する規制の適用除外を早期採択するよう希望する。 

(5)ワクチン協力国際フォーラムを開催し、ワクチンの公平・合理的な分配につき議論すること提言。 

韓正副総理が「アフリカの資金調達に関する首脳会合」に参加 

●18 日、韓正・国務院副総理は、仏政府が主催する「アフリカの資金調達に関する首脳会合(注)」に

オンラインで参加して挨拶を行い、アフリカ経済への支援について以下の 4つを提案した。①G20 債

務返済猶予イニシアチブの全面実施、②国際金融機関及び民営部門などによるアフリカに対する長

期発展融資の拡大への支持、③環境に配慮した成長モデルへの転換支援、④ワクチンの公平な分配。 

 (注)主な出席者(現地参加)マクロン・仏大統領、ドラギ・伊首相、コスタ・葡首相、(オンライン参加)トルドー・
カナダ首相、ルッテ・蘭首相、デクロ―・ベルギー首相、イエレン・米財務長官、ラーブ・英外相、(ビデオメッセ
ージ)菅総理大臣、メルケル・独首相、ムハンマド・サウジアラビア皇太子、ムラリードハラン・印外務副大臣等。 
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中国・EU 投資協定の凍結 

●20 日、欧州議会は、中国側の制裁(注 1)が解除されるまで、中国・EU 投資協定の批准に向けた審議

を凍結するとの決議を採択した。 

●21 日、外交部報道官は、EU 側の道理なき制裁(注 2)により中国・EU 関係には困難が現れており、責

任は中国側にはないとし、同投資協定は互恵ウィンウィンの協定で一方的に授ける恩恵ではないと

強調した。同日、商務部報道官は、こうしたやり方は双方の共同利益に合致しないとの認識を示した。 

 (注 1,2)3 月 22 日、EU 外相理事会は、中国の新疆ウイグル自治区における拘束など人権侵害に関与したとして、

中国当局者 4人と 1団体に対し、EU渡航禁止と資産凍結の制裁を科した。同日、中国外交部は、EU の個人 10人と

4団体に対し、入境や中国公民・組織との取引を禁じる制裁措置を講じることを発表した。 

米国によるユニクロのシャツ輸入差し止めに係る動向 

●報道によると、米税関・国境警備局(CBP)は 1 月、新疆生産建設兵団が関わった綿を使った可能性

があるとして、違反商品保留命令(注)に違反した疑いにより、ユニクロのシャツ輸入を差し止めた。 

●19 日、外交部報道官は、「米国の関連のやり方は完全にいじめである」、「関連企業は明確に立ち上

がり、この米国による非合理的な行為に対して反対すべきである」等と述べた。 

 (注)CBP は、2020 年 12 月、新疆生産建設兵団及び同関連団体生産の綿製品輸入に対し、違反商品保留命令(WRO)

を発出した。 
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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 21 日、中央全面深化改革委員会第 19 回会議を主宰した。会議は「科学技術成果の評価メカニズムの整備に関する意見」「医療サー

ビス価格改革深化の試行方案」「生態保護補償制度改革深化に関する意見」「都市・農村建設における歴史・文化の保護・伝承の強化に関する若干の意

見」等を審議・採択した。(5/21 新華網) 

□李克強・国務院総理は 19 日、国務院常務会議を主宰し、コモディティの価格と供給を安定させ、経済の安定運行を維持する措置を手配した。この他

会議は、公証サービスの最適化措置を決定すると共に「屠畜(豚)管理条例(改正案)」を可決した。（5/20 人民日報 p1） 

□李克強・国務院総理は 24 日午後、寧波の人材市場を視察し、ギグワーカーの就業などについて質問した。現地の人材資源・社会保障部門はギグワー

カーに対しての支援策について紹介した。（5/25 中国政府網） 

□国家発改委は 18 日、鉄鉱石供給の保障について、国内において鉄鉱石資源調査を強化し、国内資源の保障能力を引き上げるとともに、国際的には、

多元化された輸入・供給の供給体系を整備し、企業が輸入ルートを開拓することを奨励する等と述べた。(5/18 中国政府網) 

□国家発改委など 5 部門は 23 日、鉄鉱石、鋼材、銅、アルミなどの業界の市場影響力のある重点企業、鉄鋼工業協会、非鉄金属協会等を呼び出し、関

連重点企業に相互に結託して市場価格を操作しないこと、価格高騰の情報の捏造や散布をしないこと、買いだめ・売り惜しみや価格のつり上げをしない

ことなどを要求した。(5/24 新華網) 

 

2.財政 

□財政部が 21 日発表した 1-4 月の全国一般公共予算財政収入は前年同期比 25.5％増の 7 兆 8,008 億元だった。2 年間の平均増加率は 3.6％となった。

全国一般公共予算財政支出は前年同期比 3.8％増の 7兆 6,396 億元だった。（5/24 経済日報 p1） 

 

3.金融・為替 

□19日、中国インターネット金融協会・中国銀行業協会・中国決済清算協会は、仮想通貨取引の投機リスク防止に関する公告を発表した。21 日、劉鶴・

国務院副総理は国務院金融安定発展委員会の第 51 回会議を主宰し、金融システムに対しビットコインマイニングや取引の取締りを強化する方針等を示

した。(5/19 央視網、5/21 中国政府網) 

□中国人民銀行は 20 日、最新の LPR（貸出基礎金利）を発表し、1年物は 3.85％、5 年物以上は 4.65％に据え置いた。据え置きは 13か月連続になった。

（5/21 国際商報 p1） 

□劉国強・中国人民銀行副総裁は 23 日、「今後も人民銀行は市場の期待の誘導を重視し、マクロ経済と国際収支を調整する為替レートの自動安定化装置

の役割を果たす。人民元レートは合理的でバランスの取れた水準が維持されるだろう」との見方を示した。（5/24 国際商報 p1） 

□中国工商銀行海南省支店は、このほど同省での越境輸入 EC の決済に、デジタル人民元が初めて使用されたことを明らかにした。（5/19 国際商報 p1） 
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□中国証券登記決済公司によると、今年 4 月時点で、中国の新規証券投資者人数は 169 万 4,000 人(前年同期比＋3.11％)となった。また、4月時点の中

国の証券投資者人数は計 1億 856 万人(前年同期比 12.53％)となった。（5/19 国際商報 p1） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□商務部のデータによると、中国の企業が今年 1-4 月に請け負ったサービスのアウトソーシングの契約額は 5,424 億元(前年同期比＋44.9％、2019 年同

期比＋36.2％)、執行額は 3,359 億元(前年同期比＋35.6％、2019 年同期比＋50％)となった。（5/24 国際商報 p2） 

 

5.産業・企業（国有企業を含む） 

□李克強・国務院総理はこのほど、知的財産の保護について重要指示を発出し、知的財産の侵害・偽造等への取締りを強化し、市場化・法治化・国際化

したビジネス環境を構築し、公平な競争による市場の秩序を維持するよう強調した。（5/22 経済日報ｐ4） 

□18 日、全人代常務委員会副委員長の陳竺・王東明両氏は、全人代企業破産法執行査察チーム第 1回全体会議に参加し、企業破産法の有効な実施の推進

を強調した。（5/19 人民日報 p1） 

□18 日、発改委報道官は記者会見で、民間企業の改革発展について、①民間企業投資可能領域の拡大、②融資支援の強化、③国家重大戦略事業への参加

支援、④民営経済モデル都市の建設支援など 4つの支援措置を表明した。（5/20 経済日報 p3） 

 

6.農業・農村 

□19日、外交部報道官は、中国が「中央北極海無規制公海漁業防止協定」の国内批准手続きを完了したと発表した。（5/20 人民日報 p3） 

□19 日、王炳南・商務部副部長は、農村地域の商業システム構築について、2025 年までに条件を満たす地域において県ごとにスーパーマーケットチェ

ーンや物流配送センター等を設置し、農民の増収・農村消費の増加を実現する方針を示した。（5/20 人民日報 p2） 

 

7.労働・社会保障 

□10 日、国家発展改革委員会、教育部及び人力資源社会保障部は、「第 14次 5 ヶ年計画時期教育強国推進工程実施方案」として、基礎教育に関する脱

貧困成果を打ち固めること、職業教育における産学融合、「死命を決する」（中文：卡脖子）キーとなる革新技術の突破加速などを目指した高等教育内

容の発展の３点を主要任務と定め、各省の関係部門等に通知した。（5/20 国家発展改革委員会） 

□19 日、国家統計局は 2020 年の都市就業者の平均年収データを発表した。非民間企業の就業者平均年収は 9 万 7,379 元(前年比＋7.6％)、民間企業の

就業者の平均年収は 5万 7,727 元(前年比＋7.7％)となった。（5/20 経済日報 p1） 

□20 日、米鋒・国家衛生健康委員会報道官は、国務院共同予防・抑制メカニズムが主催する記者会見で、中国では新型コロナのワクチン接種が 4億 5,000

万回近くに達し、「同ワクチンはインド変異株にも有効だ」と明らかにした。（5/21 人民日報 p2） 
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8.環境・エネルギー 

□習近平・国家主席とプーチン・ロシア大統領は 19 日、江蘇・遼寧両省に建設する両国の核エネルギー協力事業である「田湾原子力発電所」と「徐大

堡原子力発電所」の着工式にオンラインで参加した。習主席は、「エネルギー協力は両国実務協力の中で最も重みがあり、成果も最も多く、範囲も最も

広いものであり、核エネルギーは協力関係の戦略的優先事項であり、一連の主要プロジェクトが完了し、稼働している」と述べた。（5/20 人民日報 p1） 

□18 日、韓正・国務院副総理は中国環境科学研究院で座談会を主宰し、水資源や大気汚染の整備を更に強化し、生態環境保護に重点的に取り組むよう強

調した。（5/19 人民日報 p1） 

□18 日、国務院新聞弁公室は、国内初の自然災害総合リスクセンサス調査を間もなく全国で実施することを表明した。（5/19 経済日報ｐ3） 

9.科学技術・イノベーション 

□国家宇宙局は 19 日、火星に着陸した無人探査機「天問 1 号」から送信された着陸後の撮影画像を公表した。また同局によると、探査車「祝融」が 22

日に着陸プラットフォームを離脱し、火星表面を走行しつつ探査を開始し、米国に次ぐ二カ国目の成功となった。（5/20 経済日報 p1、5/23 経済日報 p1） 

10.主要国との経済関係 

□習近平・国家主席は 21 日、「世界保健サミット」にオンラインで出席し、新型コロナの国際防疫協力について以下 5 点を表明した。①発展途上国の

新型コロナ対策や経済復興支援に今後 3 年間で 30 億ドルを拠出する、②世界に 3 億回分のワクチンを提供する、③中国のワクチン企業が途上国へ技術

移譲することを奨励し、ワクチン生産協力を展開する、④新型コロナに関する知的財産権の一時放棄への提案を支持し、WTO 等の国際機関がその知的財

産権に関する規制の適用除外を早期採択するよう希望する、⑤ワクチン協力に関する国際フォーラムを開催し、ワクチンの公平かつ合理的な分配につい

て検討すること提言する。（5/22 経済日報 p1） 

□韓正・国務院副総理は 18 日、オンラインでフランス政府が主導する「アフリカ経済融資サミット」に参加して挨拶を行い、アフリカ経済への支援に

ついて以下の 4つを提案した。①債務解消への支援強化、②長期発展融資の拡大とインフラ建設強化、③環境に配慮した成長モデルへの転換支援、④ワ

クチンの公平な分配（5/20 人民日報 p1） 

□19 日、外交部報道官は、中国の対 EU 制裁は自らの利益を守り、EU の制裁に対抗するための正当かつ正義の反応である等と述べた。20 日、欧州連合

（EU）欧州議会は、中国との投資協定を凍結した。21 日、外交部報道官は、「責任は中国側にはない」「EU 側が対話と協力の正確な軌道に戻ることを望

む」等と述べた。同日、商務部報道官は、「このようなやり方は双方の共同利益に合致しない」等と述べた。（5/19、21 外交部、5/24 国際商報 p1） 

■新疆における強制労働に関係する綿花を使用した疑いにより、米国の税関部門がユニクロ製シャツの輸入を停止している問題に関し、19 日、外交部報

道官は、関連企業はこの米国による非合理的な行為に対して反対すべき等と述べた。(5/19 外交部) 

□兪建華・商務部国際貿易交渉代表は、中国ドイツ商会主席・フォルクスワーゲン（中国）CEO と会見し、フォルクスワーゲンの中国における業務発展

状況や中国・ドイツのビジネス関係者の往来などの問題について意見交換を実施した。(5/19 商務部) 

※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。 


