2003 年上期（1576 号～1595 号）記事一覧
主要記事
〈１面主要記事〉
年頭にあたって（橋本龍太郎当協会会長）
……………………………12・31／１・７（１５７６）①
02 年中国の貿易が 21・８％増………１・21（１５７７）①
中央農村工作会議開く………………１・28（１５７８）①
02 年日中貿易は 12・７兆円…………２・４（１５７９）①
人民銀行―着実な通貨政策を継続…２・18（１５８０）①
今年のＧＤＰ、７・８％を予測……２・25（１５８１）①
今年、貿易 10％増見込む……………３・４（１５８２）①
統計公報―02 年のＧＤＰ８％増に…３・11（１５８３）①
全人代、７％増に 10 重点項目………３・18（１５８４）①
当協会 50 回会員総会開く……………４・１（１５８５）①
商務部が正式発足……………………４・８（１５８６）①
川口外相が温総理と会見……………４・15（１５８７）①
橋本会長、薄遼寧省長と会見………４・22（１５８８）①
中国、ＳＡＲＳ対策に本腰…………４・29（１５８９）①
ＳＡＲＳ対策と貿易伸長で通達……５・13（１５９０）①
北京でＳＡＲＳと経済で国際セミナー
………………………………………５・20（１５９１）①
ＷＨＯ年次総会、呉儀副総理が演説５・27（１５９２）①
中ロ共同声明に調印…………………６・３（１５９３）①
胡主席がエビアンサミットで演説…６・10（１５９４）①
朝鮮半島の非核化を支持……………６・24（１５９５）①
ＷＨＯ、中国でＳＡＲＳ終息宣言…７・１（１５９６）①
中国、香港の経済回復を支援………７・８（１５９７）①
理事会、要人訪日と実務交流推進…７・29（１５９９）①
流通・貿易権開放の道筋、外資政策８・５（１６００）①
平和条約 25 周年、橋本会長あいさつ８・12（１６０１）①
中国、電力の安定供給体制…………８・26（１６０２）①
橋本会長が万季飛会長と懇談………９・２（１６０３）①
条約 25 周年、呉委員長迎え盛大に…９・９（１６０４）①
海外進出、外資導入と並行推進……９・16（１６０５）①
天津、地域経済の一体化推進………９・30（１６０６）①
環渤海環黄海経済圏の協力推進……10・７（１６０７）①
三中総、社会主義市場経済完備へ…10・21（１６０８）①
ＡＰＥＣ首脳会議、未来に向け協調 10・28（１６０９）①
ＣＥＰＡ商談会開く…………………11・４（１６１０）①
博鰲アジアフォーラムで温総理講演 11・11（１６１１）①
黒龍江が投資説明会…………………11・18（１６１２）①
電源開発公開入札で…………………12・２（１６１３）①
経済会議、調和のとれた発展図る…12・９（１６１４）①
中米首脳会談―建設的協力関係促す 12・16（１６１５）①
〈桜内名誉会長逝去関連〉
胡国家主席、温総理弔電など……７・15（１５９８）①②
〈当協会関連記事〉

賀詞交歓会、700 人出席し盛大に開く１・21（１５７７）①
夏大連市長、橋本会長と懇談………２・18（１５８０）①
理事会、第 50 回総会は３月 26 日……２・18（１５８０）①
稲わらの輸入安定等で要望…………３・11（１５８３）②
河北才副省長が桜内名誉会長と懇談４・22（１５８８）①
上海日本村が始動―当協会で説明会４・22（１５８８）②
ＳＡＲＳで大半が渡航を延期―当協会アンケート
………………………………………５・20（１５９１）①
長浜バイオ大が開学、中国研究者招請で協力
………………………………………５・27（１５９２）⑥
ＳＡＲＳで講演会……………………６・10（１５９４）①
ＳＡＲＳで日中経済二団体が義援金６・24（１５９５）①
商務部の呂国倹副司長が来訪………７・１（１５９６）①
李鉄民札幌総領事が来訪……………７・８（１５９７）①
程公使が橋本会長表敬………………７・15（１５９８）③
張アモイ市長が来訪…………………７・15（１５９８）③
広州花都区書記が来日………………７・15（１５９８）③
長廣先生を偲ぶ（中田慶雄）………８・５（１６００）②
山東省孫副省長と懇談………………８・12（１６０１）①
日中７団体が李肇星部長歓迎会……８・26（１６０２）①
25 周年報告会で藤野顧問が講演……８・26（１６０２）①
林浩司君を悼む（中田慶雄）………12・２（１６１３）②
●中国国際貿易促進委員会関連
会長に万季飛氏が就任………………６・10（１５９４）①
〈主張・時評・対談〉
●主張
首脳交流再開を望む…………………３・18（１５８４）①
呉邦国委員長を歓迎する……………９・２（１６０３）①
小泉改造内閣に望む…………………９・30（１６０６）①
●時評
中国の防疫徹底を求む………………４・15（１５８７）①
対話を継続し信頼を醸成……………９・９（１６０４）①
マニフェストと共贏…………………11・11（１６１１）①
東ア経済国と台湾の「国民投票」…12・16（１６１５）①
●ズーム・アイ
中国の貿易、ＷＴＯ加盟が後押し…１・28（１５７８）①
私営企業、全企業法人の 44％に……３・４（１５８２）①
中国に三つの金融リスク……………４・８（１５８６）①
〈今日の話題〉
（１面）
【大橋英夫氏】
「日中水平分業の時代」１・21（１５７７）
「移行期の為替運営」２・25（１５８１）「全日本チームの結成」４・１（１５８５）
「中国版ナスダック」４・29（１５８９）
「不公正貿易報告書」６・３（１５９３）
「誤差・脱漏」７・８（１５９７）①
「モジュラー型製品」８・12（１６０１）①

「米中摩擦の構図」９・16（１６０５）①
「もう一部の人々」10・28（１６０９）①
「海外に出よう！」12・２（１６１３）①
【国吉澄夫氏】
「中国事業の『参入障壁』
」１・28（１５７８）
「大連新市長来日に思う」３・４（１５８２）
「中国半導体業界の流れ」４・８（１５８６）
「中国のデジタル放送」５・13（１５９０）
「中国ＴＶのＡＤ訴訟」６・10（１５９４）
「独自規格へのこだわり」７・15（１５９８）③
「ソフトウエア関税問題」８・26（１６０２）①
「ＡＤ訴訟、その後」９・30（１６０６）①
「珠江デルタ西岸の発展」11・４（１６１０）①
「増値税輸出還付問題」12・９（１６１４）①
【田中修氏】
「雪中送炭」２・４（１５７９）
「法治国家の建設」３・11（１５８３）
「刻苦奮闘」４・15（１５８７）
「情報公開」５・20（１５９１）
「現場主義」６・24（１５９５）
『二つの「七一講話」
』７・29（１５９９）①
「経済と社会の協調」９・２（１６０３）②
「東北の復興」10・７（１６０７）①
「国有経済の黄昏」11・11（１６１１）①
「転換と調整」12・16（１６１５）①
【湯浅健司氏】
「企業誘致合戦」２･18（１５８０）
「上海日本人学校」３･18（１５８４）
「問題の所在はどこに」４･22（１５８８）
「厳戒体制の経済都市」５・27（１５９２）
「モータリゼーション」７・１（１５９６）①
「
『高速鉄道』を考える」８・５（１６００）①
「工人からのメール」９・９（１６０４）①
「忘れてしまったこと」10・21（１６０８）①
「中国で何を学ぶか」11・18（１６１２）①
〈新年特集号〉
………………………………12・31／１・７（１５７６）
新しいスタートの年に
（中国国際貿易促進委員会会長兪暁松）①
新春インタビュー（呂淑雲中国大使館公使参事官）②
所感（片寄浩紀）②
寄稿・朱政権引き継ぐ新内閣（矢吹晋氏）③
ＷＴＯ加盟と今後の対中投資（菅野真一郎氏）③
躍動する上海経済④、⑤
〈ＳＡＲＳ関連〉
貨物からの感染可能性ない、横浜検疫所など
………………………………………５・20（１５９１）②

中国ピークを過ぎる…………………５・27（１５９２）①
日本がＳＡＲＳ対策に緊急援助……５・27（１５９２）①
上海税関がＳＡＲＳ対策で８措置…５・27（１５９２）②
人民銀行、低金利などで支援………５・27（１５９２）⑤
ＷＨＯ総会、ＳＡＲＳ決議を採択…６・３（１５９３）①
ＳＡＲＳ雇用に影響…………………６・３（１５９３）④
外資対中投資動き出す………………６・10（１５９４）①
契約履行に猶予期間…………………６・10（１５９４）①

日中経済貿易交流
総理の靖国参拝は愚行………………１・21（１５７７）①
与党３党幹事長が訪中………………５・27（１５９２）①
在日中国科学者連盟が 10 周年大会…６・24（１５９５）②
〈中国の外交〉
盧韓国大統領が訪中…………………７・15（１５９８）③
核問題解決へ対話継続………………９・２（１６０３）①
中米が核技術移転保証意向声明調印９・30（１６０６）①
呉邦国委員長が訪朝…………………11・11（１６１１）①
中パが首脳会談………………………11・11（１６１１）①
日中経済貿易交流
新中国人街の創成へ―神戸ポートアイランド
………………………………………７・８（１５９７）②
無償資金留学生が軌道に……………７・15（１５９８）④
日本新華僑華人会が設立……………９・30（１６０６）②
日中韓首脳会談、初の共同宣言調印 10・21（１６０８）①
遺棄化学兵器で誠実な対応示す―小泉首相
………………………………………10・21（１６０８）①
チチハルに遺棄毒ガス弾処理班到着 11・18（１６１２）②
〈日中貿易・投資動向〉
●日中経済交流関係
02 年度上期対中投資が 23％増………１・21（１５７７）③
中国産あひる肉の輸入再開…………２・４（１５７９）②
中国からの稲わら輸入再開…………３・４（１５８２）②
中国産冷凍ホウレンソウの輸入自粛を解除…………３・11（１５８３）①
02 年日中貿易の通関実績…………４・１（１５８５）③④
02 年日中貿易確報出る………………４・８（１５８６）①
02 年度円借款決まる…………………４・８（１５８６）②
タオル輸入調査期間延長に遺憾―商務部……………４・22（１５８８）②
中国産ホウレンソウ輸入を再自粛…５・27（１５９２）①
ホンダ、広州輸出加工区で合弁……６・10（１５９４）①
日本企業の対中大型投資進む………７・１（１５９６）②
王鴻挙重慶市長―環境で日本と協力７・29（１５９９）①
みずほコーポレート銀行、ネット振込可能に
………………………………………７・29（１５９９）⑤
中国に 26 億円の無償援助……………８・26（１６０２）①

農水省が中国産鶏肉の輸入停止解除９・２（１６０３）①
日中貿易上半期、財務省が確報発表９・９（１６０４）①
03 年上期日中貿易の通関実績……９・９（１６０４）④⑤
第２次黄河植林で無償援助…………10・21（１６０８）④
ＵＦＪ、商業手形買い取る…………10・28（１６０９）④
日中でレアアース交流会議…………11・11（１６１１）④
●在中交易会・展示会、在日投資貿易商談会
華東交易会、対日最大の５・７億㌦３・18（１５８４）②
山東展、１００企業が出展…………４・１（１５８５）⑤
青島・城陽区が投資説明会…………４・22（１５８８）⑥
広州が自動車部品企業誘致説明会…４・29（１５８９）②
国際工作機展が閉幕…………………４・29（１５８９）②
広州交易会報告………………………５・20（１５９１）②
鎮江市が説明会………………………８・12（１６０１）②
大連が東京で人材募集………………９・２（１６０３）④
深で人材募集大会、日系企業対象９・９（１６０４）②
周副市長上海の都市大改造方針紹介 10・７（１６０７）②
第 94 回広州交易会を終えて…………11・18（１６１２）②
江蘇展、大阪で………………………12・２（１６１３）⑥
●月別日中貿易の通関実績と主要品目
11 月 12・31／１・７（１５７６）⑥
12 月２・４（１５７９）②
１月３・４（１５８２）②
２月４・８（１５８６）②
３月４・29（１５８９）②
４月６・３（１５９３）②
５月７・１（１５９６）
６月８・５（１６００）
７月９・２（１６０３）
８月 10・７（１６０７）
９月 11・４（１６１０）
10 月 12・２（１６１３）
●日中経済動向
12 月１・21（１５７７）③
１月２・18（１５８０）②
２月３・11（１５８３）②
３月４・15（１５８７）③
４月５・13（１５９０）②
５月６・10（１５９４）②
６月７・15（１５９８）④
７月８・12（１６０１）②
８月９・16（１６０５）②
９月 10・21（１６０８）②
10 月 11・18（１６１２）②
11 月 12・９（１６１４）②
●形態別にみる日中貿易（２面）
11 月１・21（１５７７）

12 月２・18（１５８０
１月３・11（１５８３）
２月４・８（１５８６） ３月６・３（１５９３）
４月７・８（１５９７）②
５月７・15（１５９８）⑤
６月８・12（１６０１）②
７月９・９（１６０４）②
８月 10・７（１６０７）②
９月 11・４（１６１０）②
10 月 12・９（１６１４）②
〈訪中報告、インタビュー〉
上海の再開発と黄浦江雑貨バース（林浩司）
………………………………………９・２（１６０３）④
上海黄金交易所王総経理に聞く…９・30（１６０６）④
花き訪中団に参加して（油井孝之氏）
………………………………………11・18（１６１２）⑤
知財セミナー団佐藤一雄団長に聞く 12・２（１６１３）②
〈講演要旨、寄稿〉
温家宝内閣の経済政策（杜進氏）……４・１（１５８５）①
中国の新体制（高原明生氏）…………４・15（１５８７）②
福建省に見る「小三通」の現場（藤村幸義氏）
………………………………………４・22（１５８８）②
中国社会保険の実情（沙銀華氏）
（２面）
上５・27（１５９２）下６・３（１５９３）
ＳＡＲＳの最新医学情報（岡部信彦氏）
………………………………………６・10（１５９４）②
〈特集〉
投資と貿易の天地―寧波…………４・22（１５８８）④⑤
鎮江―新たな投資地…………………６・24（１５９５）⑤
●交流の視点
半林亨氏（ニチメン・日商岩井ホールディングス代表取締役会長）…………………………
…10・28（１６０９）①
中国の対外経済･貿易
〈中国の対外貿易〉
●貿易一般
完成車輸入 12 万台突破見込む
……………………………12・31／１・７（１５７６）⑥
輸出加工区が急成長…………………２・18（１５８０）②
カラーテレビ１８００万台を輸出…２・18（１５８０）⑥
石油輸入が 15％増加…………………２・25（１５８１）①
元建貿易契約可能に…………………３・18（１５８４）②
機電 10 商品で輸出が世界１位に……４・８（１５８６）②
02 年輸出、中国世界５位に躍進……４・15（１５８７）②
家具輸出世界２位に…………………４・15（１５８７）③
水産物輸出額が世界一………………４・29（１５８９）②
貿易赤字傾向は 10 年ぶり……………５・13（１５９０）②
４月は貿易黒字 10 億㌦………………５・20（１５９１）①

自動車輸入が倍増、１―４月………６・３（１５９３）②
輸出入額の上位 500 社…………………６・24（１５９５）②
●外資導入・対外進出
02 年外資実行額５２７億㌦に………１・21（１５７７）②
国際貨運代理業、外資 75％まで出資可能に
………………………………………１・28（１５７８）②
西部に外資でテーマパーク…………１・28（１５７８）④
出版流通、小売りの開放進む………２・４（１５７９）④
４万の私営企業輸出入権を取得……３・11（１５８３）①
都市計画を外資に開放………………４・８（１５８６）④
電子産業、外資利用７００億㌦に…４・15（１５８７）②
契約額が６割増、第１四半期………４・22（１５８８）①
輸出加工区 13 カ所を新たに認可……５・13（１５９０）①
出版物、小売り外資に開放…………５・20（１５９１）⑥
●国・地域別貿易・投資
台湾、輸出の 25％が中国……………２・４（１５７９）②
加工貿易輸出、対米最大の 468 億㌦…２・４（１５７９）②
米通商代表、石部長と会談…………２・25（１５８１）①
02 年外資導入、日本の契約額 53 億㌦３・４（１５８２）②
中ロ原油パイプライン協議を締結…６・３（１５９３）②
●輸出入税率・許可証・管理貿易
03 年Ｅ／Ｌ、Ｉ／Ｌを発表 12・31／１・７（１５７６）⑥
03 年農産物輸入関税割り当て配分…１・21（１５７７）②
特別関税を一部免除、鉄鋼ＳＧ……１・28（１５７８）②
山東３空港で事前通関申請可能に…３・18（１５８４）②
輸入通関の管理強化…………………５・27（１５９２）②
●ダンピング調査・認定
日本産カプロラクタム等で暫定ＡＤ１・21（１５７７）②
アート紙の調査６カ月延長…………２・18（１５８０）②
韓国製ポリエステルを認定…………２・18（１５８０）②
中国、反ダンピングを強化…………２・25（１５８１）②
２件の化工製品調査を延長…………３・４（１５８２）②
ポリ塩化ビニルの調査を延長………４・８（１５８６）②
日本などのＳＢＲ仮認定……………４・22（１５８８）②
ポリ塩化ビニルに仮決定……………５・20（１５９１）②
エタノールアミン調査へ……………５・20（１５９１）②
冷延鋼板で発動を延期………………５・27（１５９２）②
カプロラクタムで決定………………６・24（１５９５）④
トリレンジイソシアナートで仮決定６・24（１５９５）④
フェノールで仮決定…………………６・24（１５９５）④
●ＷＴＯ関連
ＷＴＯ情報技術協定に加盟…………５・13（１５９０）②
●現法の税務会計（近藤義雄氏）
１・28（１５７８）②、２・25（１５８１）②、３・18（１５８４）②、４・15（１
５８７）⑤、５・20（１５９１）②、６・24（１５９５）③
●台北だより（伊藤信悟氏）
（２面）
中台ＷＴＯ加盟１周年…………………１・21（１５７７）
中国市場進出の実験場…………………３・18（１５８４）
台湾企業のＳＡＲＳ対策………………５・20（１５９１）
●中国の対外主要契約
12 月１・21（１５７７）④、１月２・18（１５８０）③、２月３・11（１５８３）③、

３月４・15（１５８７）⑤、４月５・13（１５９０）③、５月６・10（１５９４）⑤
●中国の貿易（方式別）
（２面）
11 月２・４（１５７９）
、12 月３・４（１５８２）
、１月４・１（１５８５）
、２月４・
22（１５８８）
、３月５・27（１５９２）
●中国の貿易（国・地域別）
（２面）
11 月１・28（１５７８）
、12 月２・25（１５８１）
、１月３・18（１５８４）、２月４・
15（１５８７）
、３月５・20（１５９１）
、４月６・24（１５９５）
●地方の貿易・対外開放政策
広東、海外進出で外貨管理緩和……１・21（１５７７）③
広東、全国の貿易の 36％占める……２・４（１５７９）②
省別貿易額で広東が断然トップ……２・25（１５８１）②
多国籍小売企業、10 社が年内北京に３・４（１５８２）②
外資許可権を区、県に委譲―北京…４・１（１５８５）①
大上海、台湾系 86％が黒字…………４・15（１５８７）②
１―３月、中国各地の対外経済……５・13（１５９０）②
第１四半期貿易額上位 10 地区の状況（表）
………………………………………５・20（１５９１）⑤
上海、４輸出加工区を新たに設立へ５・27（１５９２）②
工業製品輸出、広東で伸び率鈍る…５・27（１５９２）④
〈金融・証券・保険関係〉
●中国の外為、国際収支
昨年末の外貨準備２８６４億㌦に…１・21（１５７７）①
外貨準備、民間への貸出はせず……４・15（１５８７）①
外貨準備高３０００億㌦超す………４・22（１５８８）①
対外債務、昨年末１６８５億㌦に…４・29（１５８９）①
昨年の国際収支は良好………………５・20（１５９１）⑤
●金融・証券・保険関係
人民銀行総裁に周小川氏……………１・21（１５７７）①
金融機関、経常利益が 385 億元に……１・28（１５７８）③
不良資産処理累計３千億元に………２・４（１５７９）①
上海、新方式の金融機関を試行……２・４（１５７９）④
人民銀行、金利自由化を推進………３・４（１５８２）①
ＱＦＩＩ受託者資格を商業銀行５行が取得
………………………………………３・11（１５８３）①
貿易業界、初の債券株式化…………４・15（１５８７）③
第１四半期の自動車ローン倍増……４・22（１５８８）③
第１四半期、取引額１位は銀河証券４・29（１５８９）⑤
現金回収率 20・82％に、４大資産管理会社
………………………………………４・29（１５８９）⑤
10 社が海外先物市場の参入資格取得５・13（１５９０）③
保険料収入が 32％増、１―４月……５・27（１５９２）④
証券市場、海外投資機関へ開放……６・３（１５９３）②
農村金融を強化、人民銀行…………６・３（１５９３）④
保険業で初の資産管理会社…………６・24（１５９５）③
●中国金融関係統計
２００２年第４四半期………………２・４（１５７９）③
２００３年第１四半期………………５・13（１５９０）③

中国の国内経済

〈中国の経済・産業動向〉
●全人代関連
内需拡大で経済増進…………………３・11（１５８３）①
機構改革、商務部が再編で誕生……３・18（１５８４）①
国家予算、収入は２兆元規模に……３・18（１５８４）①
新指導体制決まる……………………４・１（１５８５）②
●中国の経済指標
ＧＤＰ昨年は８％増…………………１・21（１５７７）①
工業生産、12・６％増の 3.1 兆元……１・28（１５７８）①
消費者物価指数昨年 0.8％下落………２・４（１５７９）①
１月の消費者物価上昇に転じる……３・４（１５８２）①
投資額４兆元を突破―02 年統計公報３・18（１５８４）③
20 年中国が世界のＧＤＰの 22％……４・15（１５８７）④
工業生産、８３４３億元を記録……４・22（１５８８）①
消費者物価指数１年ぶり上昇………４・22（１５８８）③
ＧＤＰが９・９％増、１―３月……４・29（１５８９）①
物価指数今後も上昇、人民銀行予測５・27（１５９２）⑥
●中国の経済動向
経貿委が 03 年産業政策重点を決定…２・18（１５８０）①
中小企業分類基準発表………………３・18（１５８４）④
市場秩序規範化に 10 措置……………４・８（１５８６）③
●中国の産業動向
大慶油田 02 年年産量が５千万㌧突破１・21（１５７７）④
中国最大の海底油田生産開始………１・21（１５７７）④
食品生産、市場参入に認可制………１・28（１５７８）③
02 年の造船量は 446 万㌧………………１・28（１５７８）③
自動車生産 390 万台へ…………………２・４（１５７９）①
ベスト 10 社、人気マイカー出揃う…２・18（１５８０）⑤
飲食業の総収入５０００億元突破…２・18（１５８０）⑥
今年の石油生産１・69 億㌧…………２・25（１５８１）①
宝山鋼鉄、自動車用鋼板を増産……２・25（１５８１）③
中国商業連合会、小売白書を発表…２・25（１５８１）③
発展計画委が 10 大産業景気動向……３・４（１５８２）③
パソコン、昨年１０１２万台を販売３・４（１５８２）④
科学技術研究、５年で７０００億元投入
………………………………………３・11（１５８３）⑤
ハイテク研究機関を設立、着工……４・８（１５８６）③
チェーン業上位 100 社、売上総額が２４６５億元
………………………………………４・８（１５８６）③
10 年に新ロケット完成へ……………４・15（１５８７）①
海洋産業が４３００億元規模に成長４・15（１５８７）④
機械工業、今年の目標は 13・５％増４・15（１５８７）⑤
２／３が「中老年期」に、国有中核鉱山
………………………………………４・15（１９８７）⑤
エアコン市場、大量在庫とＣＣＣ…４・22（１５８８）③
ワイン市場、04 年関税引き下げ……４・22（１５８８）⑥
自動車産業、新発展政策策定へ……５・13（１５９０）③
三峡ダム、発電８月から始まる……５・27（１５９２）⑤
13 発電所の建設認可…………………５・27（１５９２）⑤
生産拡大の認可中止―電解アルミ…５・27（１５９２）⑤

チェーン薬局、１位は重慶和平……５・27（１５９２）⑥
３大産業分類を改訂…………………６・３（１５９３）①
自動車生産、中国今年世界４位に…６・10（１５９４）④
１―４月、情報産業が 29％増………６・10（１５９４）④
長江上流に発電所４カ所を建設……６・10（１５９４）⑤
三峡ダム水門利用の航行開始………６・24（１５９５）①
●行政、国有企業改革、再編
国家電力公司を分割…………………１・21（１５７７）⑤
首都空港集団公司が誕生……………１・21（１５７７）⑤
大型石炭企業集団が発足……………１・21（１５７７）⑤
華能集団が中央管理に………………２・25（１５８１）③
新機構が業務開始……………………４・８（１５８６）①
中航第二が株式化……………………５・27（１５９２）④
発展改革委の局長人事………………６・３（１５９３）①
商務部の新機構、25 司・庁を設置…６・３（１５９３）①
国有資産管理委員会が発足…………６・３（１５９３）①
●商品検査
抜き取り検査の製品合格率が 78％…２・４（１５７９）④
自動車・バイクメーカー、国内外 32 社がＣＣＣ取得
………………………………………３・11（１５８３）⑤
今年の国家検査免除商品は 32 種類…４・８（１５８６）③
ＣＣＣ認証実施、８月１日まで延期５・13（１５９０）①
中古機電製品の事前検査も延期……５・13（１５９０）①
早めにＣＣＣ申請を…………………６・24（１５９５）④
●西部大開発
「西気東輸」甘粛区間工事始まる……４・８（１５８６）③
生態環境の保護を整備………………６・24（１５９５）①
黄河くぐるトンネル完成「西気東輸」６・24（１５９５）③
●知的財産権
登録商標 167 万件に……………………１・28（１５７８）③
●財政・税制
02 年税収、12％増で 1.7 兆元突破……１・21（１５７７）④
税関の徴税額が 61・２％増…………４・15（１５８７）②
１―４月、徴税額が７０７７億元に５・20（１５９１）④
税関税収 54％の伸び…………………５・20（１５９１）④
増値税還付、２５００億元が遅滞…６・10（１５９４）⑤
１―５月の税収が 25・５％増………６・24（１５９５）③
●交通・通信・ＩＴ
北京―上海リニア、産業化でコストダウン
………………………………………１・21（１５７７）④
第三者物流推進等が今年の発展目標１・21（１５７７）⑤
京九鉄道全線が複線に………………１・28（１５７８）③
ネット加入者、日本抜き世界２位…１・28（１５７８）④
情報産業生産額６３２０億元目指す２・４（１５７９）③
民間航空輸送トンキロ 162 億に………２・４（１５７９）④
貨物取扱能力３４００万㌧アップ…２・25（１５８１）③
崇明島、高速道路で浦東へ…………２・25（１５８１）③
中関村ＩＴ企業が４千社……………２・25（１５８１）③
貨物取扱量、７港が１億㌧超す……３・11（１５８３）③
広州、国際物流センターに…………５・13（１５９０）③
農村道路建設５３００カ所でスタート

………………………………………５・27（１５９２）④
電話加入者が４・55 億人に…………５・27（１５９２）⑥
天津港を大拡張………………………６・10（１５９４）③
沿海部港湾の実績（表）………………６・10（１５９４）③
吉林省初の民間専用空港が着工……６・10（１５９４）⑤
杭州湾ベイブリッジが着工…………６・24（１５９５）③
●農業・林業関連
農民の増収図る―計画会議 12・31／１・７（１５７６）⑥
食糧生産は４・57 億㌧に……………１・21（１５７７）①
発展計画委、農業現代化に６項目…３・４（１５８２）④
最大の中央備蓄食料倉庫が大連に…４・１（１５８５）⑤
備蓄綿管理総公司が設立……………４・８（１５８６）③
良質小麦 500 万トンの増産……………６・３（１５９３）④
農業部、初の無公害農産物認定……６・10（１５９４）⑥
●環境問題
6.5 万平方㌔を「退耕還林」……………１・28（１５７８）④
豊富な地下水発見……………………２・18（１５８０）⑥
地球温暖化で農産物減産の恐れ……４・１（１５８５）⑥
四塩化炭素洗浄剤使用６月１日から禁止
………………………………………５・13（１５９０）④
タクラマカン砂漠道路緑化に２億元５・20（１５９１）⑥
淮河洪水対策本部を設立……………６・10（１５９４）④
三峡ダム流域で水質改善に 393 億元…６・10（１５９４）⑤
北京市、大気良好日が増加…………６・10（１５９４）⑥
●工業生産統計
11 月１・21（１５７７）⑤、12 月２・18（１５８０）⑤、１月３・11（１５８３）③、
２月４・８（１５８６）③、３月５・13（１５９０）③、４月６・10（１５９４）⑤
●地方の経済動向
広東、江蘇、山東が１兆元以上、02 年ＧＤＰ
………………………………………２・４（１５７９）②
蘇州新区５倍に拡大…………………２・４（１５７９）③
上海 02 年統計公報……………………２・18（１５８０）③
上海が 01 年売上ベスト 100 社を発表…２・18（１５８０）④
発展する家電産業―広東・順徳……２・18（１５８０）⑤
南京、発展する研究開発……………３・４（１５８２）③
上海、07 年ＧＤＰ７５００㌦／人に３・４（１５８２）④
日本の西隣り山東省…………………３・４（１５８２）⑤
杭州国家ハイテク産業開発区紹介…４・１（１５８５）⑤
１人当たりＧＤＰ５０００㌦、広州４・１（１５８５）⑥
北京、公共事業更に開放……………４・８（１５８６）③
山東半島、新たな造船拠点に………４・29（１５８９）⑤
天津が世界の 25％、自転車生産……４・29（１５８９）⑤
第１四半期各地のＧＤＰ……………５・13（１５９０）③
浦東に「シリコンバレー」と「メディスンバレー」
………………………………………５・27（１５９２）⑤
私営企業が 30 万社突破、江蘇省……６・３（１５９３）③
環境保護産業 104 億元規模に、上海…６・３（１５９３）④
海南・洋浦、大型ＰＪ着工続く……６・10（１５９４）⑤
100kw の電力不足―上海………………６・24（１５９５）③
●出入国・観光
02 年観光総収入は５５３０億元……１・21（１５７７）⑤

５大特別観光区に 133 億元……………６・24（１５９５）⑥
〈中国の経済法令関係〉
外資系の株式購入や低率出資で通達１・21（１５７７）②
貿易会社設立緩和、暫定規則施行へ２・25（１５８１）①
対外債務管理暫定規則を公布………２・25（１５８１）①
続々と経済法改正へ…………………２・25（１５８１）②
個人自動車ローン管理規則近く公布２・25（１５８１）③
輸入中古機電検査管理規則を公布…３・４（１５８２）②
企業買収規範化で暫定規定…………４・１（１５８５）①
合作学校経営条例を公布……………４・１（１５８５）①
外商投資に新通知……………………４・１（１５８５）②
製品統一コード規則正式実施………４・22（１５８８）③
突発衛生事件条例を公布……………５・20（１５９１）①
著名商標認定・審査規則を公布……５・27（１５９２）①
国有資産管理暫定条例を公布………６・10（１５９４）①
山東、輸出野菜の残留農薬監督規範を公布
………………………………………６・10（１５９４）③
野生動物保護法改正へ………………６・10（１５９４）⑥
年内に 43 法案を審議…………………６・24（１５９５）②
●経済法令条文
「特許法実施細則」の改正点…………１・21（１５７７）④
外商投資企業の審査認可、登記、外貨及び徴税管理強化に関する問題についての通知……
…２・18（１５８０）④
外債管理暫定規則……………………３・11（１５８３）④
中外合弁対外貿易会社の設立に関する暫定規則
………………………………………４・15（１５８７）④
外商投資創業投資企業管理規定４・29（１５８９）③④⑤
外国投資者による国内企業買収暫定規定
………………………………………５・20（１５９１）③
外国投資者の直接投資に対する外貨管理業務の整備に関する問題についての通知………
……５・27（１５９２）③
投資性会社の設立・運営に関する暫定規定の改正及び解説……………………………………
…６・３（１５９３）③
著名商標の認定と保護に関する規定６・10（１５９４）③
輸入中古機電製品検験監督管理規則６・24（１５９５）④
●法律談話室―中国の消費者問題（射手矢好雄・張和伏氏）
１・28（１５７８）③、２・18（１５８０）③、３・11（１５８３）③、４・８（１
５８６）②、４・22（１５８８）③、５・20（１５９１）⑤、６・10（１５９４）④
●法治への戦い
５・13（１５９０）①
社会文化関係
●中国の社会・文化
02 年中国経済 10 大ニュース発表……１・21（１５７７）⑥
上海、求人説明会に 300 社参加………１・28（１５７８）②
郷鎮企業、従業員数１・33 億人に…１・28（１５７８）③
マグロの消費推進……………………１・28（１５７８）④
農村労働力、都市移動を推進………２・４（１５７９）①
就職率アップに６措置………………２・４（１５７９）④

北京、五輪で五つの恩恵……………３・４（１５８２）④
自動車、リコール制を導入へ………３・11（１５８３）①
億万長者が一千人……………………３・11（１５８３）⑤
バーコード、80 万種類で導入………３・18（１５８４）④
落雷で毎年 100 億元の被害……………３・18（１５８４）④
長江デルタ 15 都市平均の可処分所得１万元突破
………………………………………３・18（１５８４）④
上位３人の報酬総額トップは民生銀３・18（１５８４）④
世界遺産保護を強化…………………４・１（１５８５）⑥
給与は法定貨幣で、上海が新規定…４・１（１５８５）⑥
五輪指定商品はこれから……………４・８（１５８６）④
出稼ぎ者、昨年９４００万人に増加４・８（１５８６）④
大柵欄地区を再開発…………………４・８（１５８６）④
農村の貧困者数２８００万人に……４・８（１５８６）④
都市部、平均賃金が 1.2 万元…………４・15（１５８７）⑥
都市競争力順位を発表………………４・29（１５８９）①
中国一の金持ちは栄智健……………４・29（１５８９）⑥
第１四半期、求人倍率は０・86……５・13（１５９０）④
上海、バリアフリー推進で新規則…５・20（１５９１）⑥
深センが賃上げでガイドライン…………５・20（１５９１）⑥
全面的小康社会とは―20 年各種指標５・27（１５９２）②
錦江集団、改装計画前倒し…………５・27（１５９２）⑥
人民中国日本語版が 50 周年…………６・10（１５９４）⑥
生活コスト北京が５位………………６・24（１５９５）⑥
大学生１００万人が就職難…………６・24（１５９５）⑥
●在日中国人の目
未来に向かって（劉洪亮氏）１・21（１５７７）⑥、ソフトパワー（蘇海河氏）２・
18（１５８０）⑥、公共事業改革（呉智深氏）３・11（１５８３）⑤、スピード感必要
な日本（李玉川氏）４・１（１５８５）⑥、環境産業と民間活力（周生氏）４・22（１
５８８）⑥、異例の判決（華暁雷氏）５・13（１５９０）⑥、女性の夢（龍麗華氏）６・
３（１５９３）⑥、
「７５３シナリオ」
（周生氏）６・24（１５９５）⑥
●中国あちこち
山西楡次（蕭欣志氏）２・25（１５８１）④

本紙２００２年 12 月 31 日・２００３年１月７日付第１５７６号から６月 24 日付第１
５９５号までの主要記事を掲載。
記事の下の数字は、日付、号数（カッコの中）
、ページ（丸の中）を示す。

