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中国経済週報（2021.6.3～2021.6.9） 
在中国日本大使館経済部 

１ 党中央の動き                             

習近平・総書記の青海省視察(経済関係)  

●7-9 日、習近平・総書記は青海省を視察し(注)、概要以下方針を述べた。 

(1)新たな発展枠組の構築で、青海省の生態安全・国土安全・資源エネルギー安全上の地位は更に高

まる。高原特有の資源に立脚し、世界的な塩湖産業基地の建設を加速し、クリーンエネルギー産業・

国際生態観光・グリーン有機農畜産物輸出を推進する。西部大開発・「一帯一路」共同建設を推進し、

長江経済ベルト・黄河流域の発展等の地域重大戦略と主体的に結合し、経済発展の内生的原動力を強

化する。 

(2)三江源保護を青海省の生態文明建設の重点中の重点とする。雪山・水源・湿地・草原・砂漠等の

生態ガバナンス・修復を強化し、チベット高原の生物多様性保護を推進する。黄河流域の高品質発展

を推進し、土壌流失を防止し、水源の涵養能力を高め、水資源の節約・集約・高効率利用を促進する。 

(3)共同富裕を着実に推進する。就業・所得分配・教育・社会保障等の問題を統一的に解決し、生態

保護と民生保障の調和を実現する。貧困脱却の成果を打ち固め、郷村振興と結びつけ、農畜産品の標

準化・グリーン化生産を強化し、農村の居住環境を改善し、農牧畜地域の文化を繁栄させる。 

 (注)主な視察先：西寧市(7 日)の青海聖源絨毯グループ有限公司(「チベット絨毯」産業による郷村振興)、匯路町

の文亭巷社区(民衆への利便化サービス等)、海北チベット族自治州剛察県(8 日)の青海湖仙女湾(生態環境保護、環

境総合ガバナンス、生物多様性保護など)、沙柳河鎮果洛蔵貢麻村(チベット族牧畜民集中移転村民衆の生産・生活)。 
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市場主体・就業関連の会議・データの動向 

●2日、李克強・国務院総理は、「放管服(注 1)」改革に関する全国テレビ電話会議で重要講話を発表し、

「市場主体が大いに成長すれば、就業を支える大黒柱となって富を生み出す源泉となる」「引き続き

市場主体の難点を解消し、市場主体のイノベーション・発展を促進せねばならない」と述べた。 

●3日、李克強総理は、大卒生の就業・起業に関する全国テレビ会議で、より多くの就業・起業の機

会を提供し、新たな就業形態の発展を支援・規範化し、年間の就業目標を達成するよう指示した。ま

た会議は、大卒生が正しい就業観(注 2)を持つよう導くべきと指摘した。 

●同日、人力資源・社会保障部は、「2020 年度人力資源・社会保障事業発展統計公報」を公表した。

2020 年末時点の中国の就業者数は 7 億 5,064 万人(うち第一次産業 23.6％、第二次産業 28.7％、第

三次産業 47.7％）、うち都市部の就業者数は 4 億 6,271 万人となった(注 3)。 

 (注 1)行政簡素化・権限委譲、規制緩和と管理の結合、サービスの最適化。 

 (注 2)5 月 17 日、孫春蘭副総理は、大卒生就業促進週間の演説で、多くの大卒生が正しい就業観を確立し、職業

生涯を合理的に計画し、末端・中西部・祖国に一番必要な所で就業・起業し、素晴らしい人生を創造すべきとした。 

 (注 3)2020 年の就業者数は前年比▲0.51％(増減率は前年から▲0.07pt)で、マイナス幅は過去最大も、感染症の

大幅な影響は見られず。また人口センサス調査を踏まえた遡及改訂で、就業者数は 2014 年を最高値に 6 年連続減

少となった(従来は 2017 年が最高値)。2020 年の都市部就業者数は前年比＋2.26％(増減率は前年から＋0.10pt)、

第二次産業の就業者数は＋1.5％(7 年連続減少から反転)。 
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２ マクロ経済関連                            

人口統計の遡及改訂  

●5 月末、国家統計局は「中国統計摘要 2021」を出版した。同書は、5月上旬に発表した人口センサ

ス調査を踏まえ、サンプル調査年次であった 2011-19 年の人口の再計算を反映しており、各年の人口

データは従来の統計から上方修正された(注)。総人口は 2017 年に 14 億 11 万人となり、14 億人の大

台に乗った時期は従来より 2 年早まった。2019 年の総人口は 14 億 1,008 万人(従来より＋1,003 万

人)となり、2020 年の総人口 14 億 1,178 万人は、前年比＋0.12％のプラス成長と確認された。 

 (注)主に各年の出生数の上方修正によるもの。2011-19 年の出生数は、従来より合計約 1,000 万人増加した。 

5 月の貿易統計が公表  

●7 日、海関総署は貿易統計を公表した。5 月は、輸出は前年同月比＋27.9％(前月比 0.0％)、輸入

は＋51.1％(前月比▲1.2％)となった。コモディティ価格上昇の影響もあり、輸入額の伸び幅は 2011

年 1 月以来の水準となった。1-5 月累計では、輸出は前年同期比＋40.2％、輸入は＋35.6％。 

●白明・商務部研究院国際市場研究所副所長は、5 月の輸出入総額が前月比で減少した(▲0.6％)の

は、原材料価格・生産要素コストの上昇、国際物流の不調(コンテナ不足等)などの複合的な要因に依

るものと述べた。広東省での新型コロナ感染状況・電力供給不足の影響も指摘されている。 
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一部地方で 4項目の税徴収権限の財務部門への移譲を試験的に開始 

●5 月 21 日、財政部や国家税務総局等は、税外収入の徴収・管理責任を貫徹するため、国有土地使

用権の譲渡収入など 4 つの税外収入を税務部門が徴収することを決定した(注 1)。北京日報によれば、

税務部門は、効率的な徴収と管理能力を有しているため、これにより、今後、土地譲渡収入などの徴

収が更に効率的になる。また、税務部門は垂直管理されており、中央政府が地方土地の譲渡収入を全

面的に把握することに役立つため(注 2)、こうした収入の透明化は、地方政府の土地利用プロセスをよ

り慎重かつ合理的にし、ひいては「土地財政」への依存度を積極的に低下させることにつながる。 

 (注 1) 2021 年 7月 1 日より、上海や青島などで試行し、2022 年 1 月 1日から全面的に実施予定となっている。 

 (注 2)国有土地使用権の譲渡収入は、地方政府の最も重要な収入源の一つとなっている(2020年は 8.4兆元以上)。 

３ 金融・産業関連                             

アントグループが重慶市に合弁の消費者金融会社設立 

●3日、銀行保険監督管理委員会重慶局は、アントグループが合弁の消費者金融会社である「重慶〇

(虫へんに馬)蟻消費金融有限公司」を設立することを承認した(注)。登録資本金は 80 億元で、アント

グループが 50％出資しているほかは、複数の銀行や寧徳時代新能源科技等が出資している。アント

グループの消費者金融サービスである「花唄」「借唄」が業務に入る予定。 

 (注)アントグループに対しては、昨年 12月及び今年 4月に、人民銀行等金融関係当局から行政指導を受け、着実

に金融に係る業務の改善計画を実施するよう促されていた。 
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国家市場監督管理総局がシェアリング経済分野の企業に対して行政指導 

●3日、国家市場監督管理総局は「シェアリング消費」分野の行政指導会を開催した(注)。会議はシェ

アリング経済の消費者需要に対する積極的な面を評価しつつも、価格設定が不明確等の問題点を指

摘し、「価格法」「独占禁止法」等関連法規を参照して改善を行い、30 日以内に報告するよう求めた。 

 (注)シェア自転車 3社(哈○(口へんに羅)(Hello)・青桔(DiDi)・美団)、店舗等に設置される携帯電話の充電器を

展開する企業 5社(怪獣・小電・来電・街電・捜電)が参加した。 

４ 対外経済関連                             
BRICS 外相オンライン会談が開催 

●1日、王毅・国務委員兼外交部長は、BRICS 外相オンライン会談で演説し、概要以下を述べた。 

(1)世界が団結したパンデミック対応：BRICS 諸国は自国民へのワクチン接種を進めると同時に、他

国にワクチンを提供することに尽力しており、西側諸国の「自国優先」のやり方と対照的である。 

(2)真の多国間主義の実践：現在、多国間主義の名の下での覇権的な行動が見られる。BRICS 五カ国

は、国連を核心とした国際システムを強化し、国際法に基づく国際秩序を維持するべきである。 

(3)世界経済の回復：BRICS 諸国はマクロ経済政策の協調を強化し、『BRICS 経済パートナーシップ戦

略 2025』を実施し、貿易投資の自由化・円滑化のレベルを引き上げ、SDGs の実現を加速させるべき。 

(4)地域紛争や対立の解消：BRICS 諸国は新安全保障観を実践し、各国が地域の争点を政治的に解決

することを促進し、対話と協議を通じて相違点を解決し、より多くの予防的行動を行うべき。(パレ

スチナ問題等各種安全保障問題を列挙しつつ)核汚染水(原文ママ、以下同様)の処理問題は、世界の

海洋・生態環境の安全と各国人民の生命・健康に関わる。日本政府は自らの責任を直視し、利害関係

者及び国際機関と協議し、合意に達する前に、勝手に核汚染水を海洋に放出してはならない。 
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５ 各種統計の公表                             

●5月貿易～1-5 月貿易総額は前年同期比 38.1％増、輸出が 40.2％増、輸入が 35.6％増 

  

中国の貿易 

貿易総額 前年同期比

(%) 

前月からの

変化(pt) 

貿易収支額 輸出額 前年同期比

(%) 

前月からの

変化(pt) 

輸入額 前年同期比

(%) 

前月からの

変化(pt) (億ドル) (億ドル) (億ドル) (億ドル) 

5 月 4,823.1 37.4  0.4 455.4 2,639.2 27.9 ▲ 4.4 2,183.8 51.1 8.0 

1-5 月 22,717.5 38.1  ▲ 0.1 2,034.5 12,376.0 40.2 ▲ 3.8 10,341.5 35.6 3.7 

 

  

米中間の貿易 

貿易総額 前年同期比

(%) 

前月からの変

化(pt) 

貿易収支額 輸出額 前年同期比

(%) 

前月からの変

化(pt) 

輸入額 前年同期比

(%) 

前月からの変

化(pt) (億ドル) (億ドル) (億ドル) (億ドル) 

5 月 579.9 24.6  ▲ 11.1 317.8 448.9 20.6 ▲ 10.6 131.1 40.5 ▲ 11.2 

1-5 月 2,796.4 52.3  ▲ 9.5 1,324.6 2,060.5 49.8 ▲ 11.0 735.9 59.8 ▲ 4.9 

●5月物価～CPI は前年同月比 1.3％上昇、PPI は同 9.0％上昇(9 日 国家統計局発表) 

 

  

  

日中間の貿易 

貿易総額 前年同期比

(%) 

前月からの

変化(pt) 

貿易収支額 輸出額 前年同期比

(%) 

前月からの

変化(pt) 

輸入額 前年同期比

(%) 

前月からの

変化(pt) (億ドル) (億ドル) (億ドル) (億ドル) 

5 月 305.8 18.8  5.4 ▲ 27.3 139.2 5.0 4.6 166.5 33.6 8.1 

1-5 月 1,491.0 23.5  ▲ 1.3 ▲ 163.9 663.5 17.3 ▲ 3.9 827.5 29.0 1.1 

 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) 

5 月 1.3 ＋0.4 9.0 ＋2.2 
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■ ：日本関連記事 

1.概況・マクロ経済政策 

□7 日、習近平・総書記は青海省視察を行った。西寧市の青海聖源絨毯グループ有限公司にて、企業が現地の原材料資源の優位性を拠り所に設計理念を

革新し、製品の競争力を高め、民衆に雇用と所得増加をもたらしている状況について調査した。その後、文匯路街道文亭巷社区にて、末端党建設の強化、

末端ガバナンスの改善、民族団結・進歩の推進等の状況を視察した。(6/7 新華網) 

□2 日、李克強・国務院総理は、国務院が主催した「放管服（行政簡素化・権限委譲、規制緩和と管理の結合、サービスの最適化）」改革に関する全国

テレビ電話会議で重要講話を発表し、市場主体を大きく育成し、市場主体の活力と社会のイノベーション力を喚起しなければならないと指摘した。（6/3

人民日報 p1） 

□1 日、韓正・国務院副総理は「長江デルタ一体化推進中央指導小組」の全体会議を主宰し、習主席の同地域発展に関する重要指示を全面的に貫徹し、

長江デルタ地域の一体化の推進に着実に取り組むよう指導した。（6/2 人民日報 p1） 

□商務部はこのほど、「都市商業システムの構築に関する全国大会」を開催し、5 年以内に多元化、規範化かつ秩序的な都市商業システムを構築し、都

市部の商業レベルを向上させ、都市部住民の消費ニーズを満たす方針を示した。（6/3 国際商報 p1） 

□商務部など 12 部門はこのほど、住民が自宅から徒歩 15 分以内の範囲で必要な消費を行える「一刻生活圏」の建設に向けた方案を発表し、国民消費の

新たな趨勢と特徴に順応し、都市部商業システムの構築を着実に推進する方針を示した。（6/4 国際商報 p1） 

□5 月末、国家統計局は「中国統計摘要 2021」を出版した。同書は、5 月上旬に発表した人口センサス調査を踏まえ、サンプル調査年次であった 2011-

19 年の人口の再計算を反映し、各年の人口が上方修正された。総人口は 2017 年に 14 億 11万人となり、14 億人の大台に乗った時期は従来調査より 2年

早まった。19 年は 14億 1,008 万人と、従来調査より 1,003 万人増えた。11-19 年の出生数は従来調査より合計約 1,000 万人増加した。(5/28 国家統計局

HP、「中国統計摘要 2021」等) 

□7 日、海関総署は 5月の貿易データを公表した。輸出額は 2,639.2 億ドル(前年同月比＋27.9％、前月比横ばい)、輸入額は 2,183.8 億ドル(前年同月比

＋51.1％、前月比▲1.2％)、貿易収支は 455.4 億ドルの黒字となった。輸入額の伸び幅は 2011 年 1月以来の高水準となった。(6/7 海関総署) 

 

2.財政 

□劉昆・財政部長は 7日、第 13 期全人代常務委員会第 29 回会議において 2020 年中央本級決算報告を行い、2020 年の中央本級「三公」(外国出張・公

用車・公費接待）経費は予算より 25 億 3,100 万元少ない 29億 8,600 万元であったこと明らかにした。(6/7 新華網) 

□2 日、財政部と国家税務局は、共同で「公益性群衆団体の公益性贈与税税引き前控除に関する公告」を発表し、企業または個人が公益性群衆団体を通

じ、法律規定に合致する公益慈善事業に用いる贈与支出について、税法規定に基づき納税所得額を計算する際控除することを許可した。(6/4 人民網) 

□財政部は 4 日、土地使用権譲渡収入など 4 項目に対する徴収権限を財務部門に移譲することの決定を公表した。2021 年 7 月 1 日より河北省、内モン
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ゴル自治区、上海市、浙江省、安徽省、青島市、雲南省の７つの省市にてまずは試験的に開始する。(6/4 財政部) 

 

3.金融・為替 

□3 日、銀保監会は、アリババ傘下のアントが消費者金融を分離しアント消費金融公司を設立することを許可した。銀保監会の非銀行部責任者は当該企

業も金融機関として法に則った監督管理を受け入れ、関連法規を厳格に遵守する必要があると述べた。（6/3 新華社） 

□国家外貨取引センターによると、1日、人民元の対米ドルレートの基準値が前日から 110 ベーシスポイント上昇し、1ドル＝6.3572 元になり、2018 年

5 月以来の高値を記録した。人民元対米ドルレートは 5月 24 日から 6 取引日連続の上昇となった。（6/2 国際商報 p1） 

□中国証券監督管理委員会はこのほど、上海先物取引所の子会社である「上海国際エネルギー取引センター」が人民元決済で 6 月 21 日から原油オプシ

ョン取引を開始することを認めた。（6/2 国際商報 p3） 

□2 日、北京市は、デジタル人民元の紅包 200 元分を 20万人に対象に個配布する（計 4,000 万元）デジタル人民元試行イベントを再度行うことを発表し

た。5日から 7日まで銀行 APP を通じて予約・申請を受け付け、11 日に結果発表し、11 日から 20日まで 2,000 店近い指定の店で使用可能とのこと。ま

た 4 日、上海市も、今月末まで実施している消費促進イベント「五五購物節」に合わせて、デジタル人民元の紅包 55 元分を 35 万人に対象に配布する

（計 1,925 万元）ことを発表した。5日から 6日にかけて、市の公式 SNSを通じて申し込み、11日に当選者が発表され、20 日まで上海や蘇州などのデジ

タル人民元の試行試験地域で、指定の EC サイトまたは市内の実店舗で使用可。（6/2 北京晩報 p1,p6、6/5 時代周報） 

 

4.貿易・海外直接投資 

□新華社によると、中国から欧州に初めて輸出される 2階建て高速鉄道車両がこのほど、湖南省の「中車株洲電力機車有限公司」でラインオフした。

（6/2 国際商報 p1） 

□商務部弁公庁はこのほど、国境地域の経済開発エリアと越境経済協力区の発展レベルを更に向上させる方針を発表し、14項目の具体策を打ち出し、ロ

シアやモンゴル、カザフスタン、ミャンマー、ベトナム、ラオスなど周辺国との経済貿易を拡充し、辺境・越境経済協力区の発展を図る考えを示した。

（6/3 国際商報 p1） 

□商務部の発表によると、中国の「一帯一路」周辺 54 か国への直接投資（金融分野以外）額が 1～4月は 387 億元で、前年同期比 5.7％増え、同期対外

投資全体の 17.4％を占めた。主要の投資先はシンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、ラオスなどの順だった。（6/7 国際商報 p1） 

□経済参考報は、中国政府が近くサービス貿易への外資参入について許可制からネガティブリスト方式（規制対象のみを列挙し、それ以外は自由とする

方式）に変更することを報じた。商務部国際貿易経済協力研究院の聶平香研究員は、「ネガティブリスト方式の導入で外資企業がサービス貿易の分野で

中国に進出したものの営業は許可されないという問題を解決できる」としている。（6/4 経済参考報 p2） 
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5.産業・企業（国有企業を含む） 

□3 日、国家市場監督管理総局の価格監督検査・反不正当競争局は、独占禁止局及びインターネット取引監督管理局と共同で、「シェアリング消費」分

野の事業者である哈囉（Hello）、青桔（DiDi）、美団、怪獣、小電、来電、街電、捜電の 8社に対して行政指導を行った。業界企業は価格設定などが不

明確であることなどが指摘され、「価格法」や「独占禁止法」などの関連法規を参照し整頓改革を行い、30日以内に報告するよう求められた。（6/3 中

国政府網） 

□6日、IMT-2030(6G)推進グループは、「6G 全体ビジョンと潜在的核心技術」白書を正式に発表した。同白書は、6G 事業の将来は体感化、スマート化、

全域化などの発展があると指摘し、体感式クラウド XR、ホログラム通信、感覚器官インターネット、スマートインタラクション、通信感知、包摂型 AI、

デジタルツイン、全域カバーの 8大応用シーンを挙げている。(6/6 新華網) 

□王江平・工業情報化部副部長はこのほど、一定規模以上の零細工業企業の営業収入が 1-4 月は前年同期比 32.3％増加したことを明らかにし、「零細企

業の発展は全体として回復的成長を見せている」との見方を示した。（6/2 人民日報 p2） 

□郭永春・中国軽工業連合会取締事務局長はこのほど、2020 年に中国の一定規模以上の軽工業企業の数は 10 万 8,700 社に達し、利益額は 1兆 3,000 億

元だったことを明らかにし、「世界向けの軽工業のグローバル的な配置を加速すべきだ」との考え方を示した。（6/7 経済日報ｐ7） 

□このほど発表された「2020～2021 年中国出前業発展研究報告」によると、中国のオンライン食事出前の市場規模が 2020 年は 6,646 億 2,000 万元で、

前年比 15％増加した。オンライン食事出前のユーザー件数は 4億 5,600 万人、前年比 7.8％増加した。（6/2 国際商報 p5） 

□アップル社は先日、2021 年度版の『サプライヤーの責任：進捗報告書（Supplier Responsibility Progress Report）』を公表した。2020 年度の国・

地域別のサプライヤー数で中国企業が台湾企業を初めて超え、最多の 12社となった。（6/2 経済参考報など） 

 

6.農業・農村 

□吉炳軒・全人代常務委員会副委員長は 5月 29 日～6月 2 日、湖南省を視察し、牧畜法および動物防疫法の実施状況について調査を行った。吉副委員長

は法に基づき重要農産物の保障戦略の実施を後押しし、牧畜業の質の高い発展を促進していくことを強調した。（6/3 人民日報 p7） 

□財政部、農業農村部はこのほど、2021 年度の中央財政による食糧生産への支援に関する一括施策案を配布し、食糧生産への支援を更に強化する方針を

示した。同案では、①食糧生産能力の確保、②食糧生産技術の向上、③食糧生産利益の保障、④食糧生産構造の最適化、産業チェーンの拡大、⑤食糧安

全リスクの防止、食糧生産の安定と増産の保障などを重点的に取り組むことを明確にした。（6/4 人民日報 p14） 

□第 3回中国中東欧諸国林業協力ハイレベル会議によると、2020 年には、中国で人工林と森林修復の面積が 677 万ヘクタールに達した。現在、全国の森

林面積は 2億 2,000 万ヘクタール、森林カバー率は 23.04％に達し、森林蓄積量は 175 億 6,000 万立方メートルとなっている。（6/5人民日報 p1） 

 

7.労働・社会保障 
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□3 日、李克強・国務院総理は、全国就業起業業務・普通大学卒業生就業起業業務テレビ電話会議で、より多くの就業・起業の機会を提供し、新しい就

業形態の発展を支援・規範化し、年間の就業目標を達成するよう指示した。（6/3 中国政府網、6/4 人民日報 p1） 

□韓正・副総理は 4日、医療保障業務座談会を主宰し、全国全局的取組を堅持し、安定的に秩序よく薬品・消耗材の集中大量調達のカバー範囲を拡大

し、より多くの薬品・医療用消耗材を調達の範囲に取り込むべきだと強調した。会議は、医院、企業、専門家代表と地方医療保障部門の責任者の意見

を聴取し、薬品・消耗材の集中大量調達の改革の手配と医療保障基金の監督管理等の業務について検討した。(6/4 新華網) 

□世界保健機関(WHO)は 1 日、中国製薬大手の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)の新型コロナワクチンの緊急使用を承認したと発表した。

（6/3 人民日報 p15） 

□人力資源・社会保障部が 3 日発表した「2020 年度人力資源・社会保障事業発展統計公報」によると、2020 年末時点の中国の就業者数は 7 億 5,064 万

人となり、うち都市部の就業者数は 4億 6,271 万人だった。また、2020 年の都市部の新規就業者数は 1,186 万人だった。（6/4 人民日報 p2） 

□国家衛生健康委員会が 3 日発表したデータによると、6 月 2 日時点で、全国の新型コロナワクチンの接種回数が延べ 7 億 482 万 6,000 回に達した。

（6/4 人民日報 p6） 

□4 日、国務院弁公庁は、「公立医院の質の高い発展を推し進めることに関する意見」を発表し、公立医院の主体的地位を強化し、5 年間かけて公立医

院の発展方式を規模の拡張から質の向上へと転換する方針などを示した。(6/4 新華網、中国政府網、6/5 経済日報 p2) 

 

8.環境・エネルギー 

□国務院弁公庁はこのほど、美しい中国を建設することを目指し、緑化活動をより科学的に行うための指導意見を発表した。（6/3 人民日報 p7） 

□3 日、胡春華・国務院副総理は、華北地域における地下水の過剰揚水の総合整備に関する協調小組第 3回会議を主宰し、地下水の過剰揚水に対応する

整備措置を実施し、華北地域の水生生態環境を持続的に改善するよう求めた。（6/4 人民日報 p2） 

□雲南シーサンパンナの保護区に生息していたアジア象の群(15 頭)が北上し、2日、昆明市に入った。(6/3 新華網) 

 

9.科学技術・イノベーション 

□国家宇宙局によると、3 日、西昌衛星発射センターで「長征 3 号乙」キャリアロケットを使い、中国の次世代地球静止軌道気象衛星 1 基目の「風雲 4

号 B星」の打上げに成功した。（6/4 人民日報 p6） 

 

10.主要国との経済関係 

□2 日、習近平・国家主席は、カザフスタンのトカエフ大統領との電話会談で以下を述べた。両国の経済関係について、双方は引き続き、質の高い「一

帯一路」共同建設を推進し、生産能力、貿易、農業、インフラなどの分野での協力を強化し、コネクティビティレベルを絶えず向上させるとともに、グ
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リーンエネルギー、人工知能、電子商取引、デジタル金融などの分野における協力の新たな成長ポイントの育成に力を入れ、「グリーンシルクロード」

「健康シルクロード」「デジタルシルクロード」を共同で構築していきたい。（6/3 人民日報 p1） 

■1 日、王毅・国務委員兼外交部長は、BRICS 外相のオンライン会談で演説を行い、世界が団結したパンデミック対応、真の多国間主義の実践、世界経

済の回復、地域紛争や対立の解消の 4点について語った。また会談後、多国間体系の強化と改革に関する共同声明とプレスリリースが発表された。(6/1

外交部) 

□5 日、王毅・国務委員兼外交部長は、貴陽市でインドネシアのルフット・インドネシア大統領特使とともに、「中国・インドネシアハイレベル対話協

力メカニズム」第 1回会議を主宰した。王国務委員は、「我々は、「中国・インドネシア運命共同体」という長期目標を掲げ、政治安全、貿易投資、人

的交流、海上協力、防疫および公共衛生など 5大分野に焦点を当て、両国関係が全面的に発展していくという新局面を切り開くべきだ」と強調した。こ

れに対し、ルフット・インドネシア大統領特使は、「インドネシア側は、中国側とともに、「一帯一路」共同建設を推進し、「地域総合経済回廊」の建

設を深め、ジャカルタ～バンドン間高速鉄道の予定通りの完工を確保していきたい」と述べた。（6/7 人民日報 p3） 

□5 日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会議がオンライン形式で開かれた。王文濤・商務部長は「加盟国は新型コロナ対策で協力するととも

に、貿易・投資分野の実務的な措置を行い、経済界の苦境を助けるべきだ」と述べた。（6/7国際商報 p1） 

□3 日、高峰・商務部報道官は、「中国と米国は経済貿易分野で正常な交流が取れ始めており、今後は、具体的な問題を実務的に解決するよう共同で努

力し、中米経済貿易関係の健全で安定した発展を推進していく」と述べた。（6/4 国際商報ｐ1） 

□4 日、外交部報道官は、バイデン米大統領が米のエンティティに対し、国防や監視技術と関わりある中国企業に対する投資を禁止する行政命令に署名

したことについて、米国に中国企業に圧力をかける各種リストを撤廃するように促すとともに、中国側は必要な措置を採り、中国企業の正当で合法的な

権益を断固として擁護すると述べた。(6/4 外交部)  

 


