
２００６年上期（１701号～1722号）  
 
    ＊本紙 2005年 12月 27日&2006年 1月 4日合併第 1701号から 1722号までの主要
記事を掲載。 
    ＊記事の右の数字は、日付、号数（カッコの中）、ページ（丸の中）を示す。 
 
 
※※主要記事※※ 
 
＜１面主要記事＞ 
 年頭にあたって 橋本龍太郎会長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12/27、1/03（1701） 
 賀詞交歓会を開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１/24（１７０３） 
 中国、05年 GDP成長率が 9.9％ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１/31（１７０４） 
 06年春節 豊かな農村建設へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/0７（１７０５） 
 理事会-交流で国民感情改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/14（１７０６） 
 国務院が中部地域台頭を審議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/21（１７０７） 
 二階経産大臣が温総理と会見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/28（１７０８） 
 国家統計局が 05年経済統計発表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３/0７（１７０９） 
 全人代 「11・５計画」案を審議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３/14（１７１０） 
 温家宝総理 「靖国」解決が日中関係のかぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３/21（１７１１） 
 胡錦涛主席、７団体会長と会見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/0４（１７１２） 
 当協会、訪中代表団を 16日から派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/11（１７１３） 
 中米合同委、知財権保護などで合意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/18（１７１４） 
 協会団、賈慶林政協主席と会見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/25（１７１５） 
 温家宝総理、西部大開発を推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/0２（１７１６） 
 中国 05年国際収支 経常、資本共に黒字 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/16（１７１７） 
 人民元１ドル８元を突破 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/23（１７１８） 
 世界最大の三峡ダム完成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/30（１７１９） 
 日中省エネフォーラム開く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６/0６（１７２０） 
 中国経済、環境との両立へ転換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６/１３（１７２1） 
 中央アジアの結束強化-上海協力機構 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



６/27（１７22） 
 
＜当協会関連記事＞   
 最近の情勢で正副会長会議★12/27、1/03（1701）⑥ 
 唐家セン国務委員と会見★２・14（１７０６）① 
 程永華公使が離任★２・14（１７０8）① 
 橋本会長、中日友協の井頓泉副会長と歓談★２・21（１７０７）① 
 日中関係７団体会長が訪中★２・28（１７０8）① 
 広州交易会受け付け始める-当協会★３・７（１７０９）③ 
  53回会員総会開く★４・４（１７１２）① 
  日本国際貿易促進協会 06-07年役員名簿★４・４（１７１２）② 
 新疆ウイグル自治区代表団が当協会を訪問★４・４（１７１２）⑥ 
 日本国際貿易促進協会訪中代表団名簿★４・11（１７１３）② 
 駐中国大使歓送迎会開く★４・11（１７１３）① 
 王栄蘇州市書記が会長訪問★４・18（１７１４）① 
 橋本会長、協会団で薄熙来商務部長と会談★４・25（１７１５）② 
 税務六法改訂版を出版★４・25（１７１５）④ 
 協会団、安徽・上海を訪問★５・２（１７１６）② 
 橋本会長、東京で薄熙来商務部長と会談★６・６（１７２０）⑥ 
 
＜新年特集号 12/27、1/03（1701）＞ 
 万季飛中国国際貿易促進委員会会長及び王毅中華人民共和国駐日本国特命全権大使の

寄稿① 
 新段階の中国資本市場（吉澤徳安氏）② 
 日中政治関係の改善が急務（片寄浩紀専務理事）②  
 人民元改革の構図（山下えつ子氏）③ 
 中国と世界結ぶ総合商社（茂木宏氏）③ 
 【 座談会 】温暖化防止と日中協力（土田進一氏、稗田靖氏、鈴木紀夫氏、片寄浩紀専
務理事）④⑤ 
 
＜今日の話題＞ 
 野村 高志氏＝「新年早々のＭ＆Ａ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１/17（１７０２） 
           「轟音と閃光の春節」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/14（１７０６） 
           「中国知財の新潮流」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３/14（１７１０） 
           「独禁法制定の行方」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/18（１７１４） 
           「労働法制に変化の兆し」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/23（１７１８） 
           「外資M&Aの課題」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6/27（１７22） 
 細川美穂子氏＝「連休増加と個人消費」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１/24（１７０３） 
           「緩やかな人民元高」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/21（１７０７） 
           「7.5％の『予測』目標」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３・21（１７１１） 
           「外貨準備世界一」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/25（１７１５） 



           「人民幣破８」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/30（１７１９） 
 遊川 和郎氏＝「減速できないリスク」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１/31（１７０４） 
           「曲がり角の全人代」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/28（１７０８） 
           「公平のための『改革』」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/４（１７１２） 
           「北京の『秘境』」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/２（１７１６） 
           「漢方医の処方」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６/６（１７２０） 
 渡辺 陽介氏＝「政冷経温文熱」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２/７（１７０５） 
           「『素質』と北京五輪」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３/７（１７０９） 
           「反日デモ１年」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/11（１７１３） 
           「救いは仏教？」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５/16（１７１７）  
           「中国式離婚」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6/13（１７21）  
 
＜外交・政治＞ 
 初の東アジアサミット開催★12/27、1/03（1701）⑥ 
 ＷＴＯ香港「閣僚宣言」を採択★1１/17（１７０２）② 
 金正日総書記が非公式訪中★１/24（１７０３）① 
  胡主席、中国・サウジ関係強化で提案★１・31（１７０４）② 
 06年中印が友好年活動★２・７（１７０５）①  
 中米経済フォーラム、北京で 14、15日★２・７（１７０５）① 
 台湾へのパンダ 「団団」「圓圓」に決定★２・７（１７０５）④ 
 中国ＥＵ外相会合★２・14（１７０６）② 
 中国パキスタン-協力強化に６提案★２・28（１７０８）② 
 中国、米から累計で 400億ドルの航空機購入★２・28（１７０８）② 
 プーチンロシア大統領が訪中★４・４（１７１２）② 
 中韓企業が原発で協力★４・４（１７１２）② 
 レノボ、米国務省から１３００万ドル受注★４・４（１７１２）③ 
 中豪が核平和利用協定結ぶ★４・11（１７１３）① 
 欧米、中国との自動車部品協議をＷＴＯに要請 ★４・11（１７１３）② 
 中国・太平洋島しょ国が経済協力行動綱領に署名★４・18（１７１４）① 
 中国、国際インターネット条約に加盟へ★４・18（１７１４）① 
 胡錦涛総書記、連戦国民党名誉主席と会見★４・25（１７１５）① 
 胡錦涛国家主席が訪米★５・２（１７１６）① 
 中国、ＷＴＯ政府調達協定交渉開始へ ★５・23（１７１８）① 
 メルケル独首相が訪中、鉄道協力文書など調印★５・30（１７１９）① 
  
 
※※日中経済貿易交流※※ 
 
＜日中貿易・投資動向＞ 
 ●日中経済交流 



 05年対中投資、日本は 65.3億ドル★１/31（１７０４）① 
 損保ジャパン、中国企業と業務提携★１/31（１７０４）② 
 日新が上海に独資物流会社★１/31（１７０４）② 
 05年の乗用車販売数、日系１位は広州本田★１/31（１７０４）③ 
 貴州省で造林事業、小渕基金を利用★１・31（１７０４）⑤ 
 日中貿易が 20兆円突破★２・７（１７０５）② 
 05年の日中貿易１８９４億ドル★２・14（１７０６）① 
 05年日中コンテナ輸送が 10％増の 287万ＴＥＵ★２・14（１７０６）② 
 電気機器輸出 7.2％増の 208億ドル-05年日中貿易★２・14（１７０６）② 
 青島の日系企業が市に要望書★２・14（１７０６）⑤ 
 農村年金保険制度で、中日協力ＰＪ始まる★２・28（１７０８）② 
 日本対外投資、中国向け 14％占め、米に次ぐ２位★２・28（１７０８）② 
 電子情報技術分野で知財侵害を日中共同調査★３・７（１７０９）① 
 厚労省、残留農薬で新基準制定★３・７（１７０９）③ 
 鴨緑江のコイが初めて日本に★３・７（１７０９）② 
 日本が中国産ノリ、０６年輸入枠発表★３・７（１７10）② 
 １～２月中国、対日貿易が 270億ドル★３・21（１７１１）② 
 中国の技術導入、１―３月は 72 億ドル、日本が 38％でトップ★４・18（１７１４）
② 
 ０５年日中貿易通関実績★４・18（１７１4）④⑤ 
 中国の１―３月繊維衣類輸出、日本僅差で２位 ★５・16（１７１７）②  
 日中航路、第１四半期は 72・７万ＴＥＵ★５・23（１７１８）② 
 日本のポジリストに対応し中国がリスク評価 ★５・30（１７１９）① 
 トヨタ、広州でカムリ生産★５・30（１７１９）② 
 三菱東京 UFJが中国銀行に出資★6・13（１７21）② 
 泉州と日本結ぶコンテナ航路開通★6・27（１７22）② 
 
 ●在中交易会・展示会、在日投資貿易商談会 
 華東交易、33.2億ドルの成約★3・14（１７10）③ 
 第 99回広州交易会を終えて★５・16（１７１７）③  
 第 11回江蘇展が大阪で開催、100余りの企業が参加★５・30（１７１９）④ 
 
  ●月別日中貿易の通関実績と主要品目 
   11月・・・・・１/17（１７０２）④ 
    12月・・・・・２/７（１７０５）② 
     １月・・・・・３/７（１７０９）② 
     ２月・・・・・４/４（１７１２）③ 
     ３月・・・・・５/２（１７１６）② 
     ４月・・・・・６/６（１７２０）② 
 
 ●日中経済動向（２面） 
    12月・・・・・１/17（１７０２） 
     1月・・・・・２/14（１７０６） 
     ２月・・・・・３/14（１７１０） 
     ３月・・・・・４/11（１７１３） 
     ４月・・・・・５/16（１７１７） 
   5月・・・・・6/13（１７21） 
 
 ●形態別にみる日中貿易（２面） 
    11月・・・・・１/24（１７０３） 
    12月・・・・・２/７（１７０５） 



     １月・・・・・３/21（１７１１） 
     １月～３月・・・・・5/16（１７１7） 
 
 
 ●我が社の対中戦略（３面） 
  いすゞ自動車・牛山誠氏・・・・・２/14（１７０６） 
  リカグ・志村晶氏・・・・・・・・・・・・４/４（１７１２） 
 
 
＜訪中報告、インタビュー＞ 
  中国ハチミツを輸入販売（藤井新三氏）★３・７（１７０９）② 
  唐山曹妃甸ＰＪ（岩井實）★３・21（１７１１）③ 
 王広智深セン市駐日経済貿易事務所代表に聞く★４・25（１７１５）④ 
 
 
＜講演要旨、寄稿、解説＞ 
 
●寄稿、メッセージ 
 ビジネス法交流の 10年（小杉丈夫氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１/17（１７０２）③ 
 中国のデータを読む５つのポイント（馮昭奎氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１/17（１７０２）③ 
 「マオ 誰も語らなかった毛沢東」を評す（矢吹晋氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２/７（１７０５）③ 
 共同の発展実現へ-孫山東省副省長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3/7（１７０９）① 
 特許研修に参加して（曹ウェン氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４/４（１７１２）④ 
 労働契約法制定への対応（劉新宇氏）・・・・・・・・・・・・・・㊤４/18（１７１４）
③、㊦４/25（１７１５）② 
 中国自賠責条例のポイント（小杉光秀氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５/23（１７１８）⑤ 
 Ａ株上場企業への直接投資（野村高志氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５/30（１７１９）② 
 中国物件法草案の特徴（尹可平氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５/23（１７１８）④ 
 
●解説 
 外貨管理緩和の動き（桑田良望氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6/13（１７21）③ 
 
<その他> 
 大阪総領事に羅田廣氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2/21（１７07）① 
 日中青年 50周年を祝賀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２/28（１７０８）① 
 中国大使に宮本雄二氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３/０７（１７０９）① 
 知財侵害を日中共同調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３/０７（１７０９）① 
 王毅大使、写真展「後藤田正晴を偲ぶ」開幕式で祝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



３/２１（１７１１）② 
 孔鉉佑公使参事官が着任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/０４（１７１２）① 
 北京で財務相対話開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/０４（１７１２）① 
 日中税関、相互支援協定を締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４・11（１７１３）① 
 日中経済室を設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４/０４（１７１３）① 
 海外在留邦人 101・３万人に、中国は 15・８％増の１１・５万人・・・・・・・・・・・・・・・
５・23（１７１８）⑥ 
 日中、一年ぶりに外相会談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６・０６（１７２０）① 
 
 
※※中国の対外経済貿易※※ 
 
 <中国の対外貿易> 
  
 ●貿易一般 
 中国、05年１～11月の貿易額が 1.3３兆ドル★12/27、1/03（1701）⑥ 
 中国、05年貿易黒字が千億ドル超★１/17（１７０２）① 
 中国、05 年ハイテク製品貿易額が４１６０億ドル、外資系約 85％占める★１/24（１
７０３）② 
 港湾貨物取扱量、中国３年連続で世界一★１/24（１７０３）③ 
  外資系輸出入額、８３００億ドルで 25％増★１/31（１７０４）②  
  中国、玩具輸出が４年連続増★１/31（１７０４）③  
 医薬関連品輸出が 28％増 中国 05年★２・14（１７０６）③  
 米中貿易、赤字が２０００億ドル超す★２・21（１７０７）② 
 中国１月の貿易額は１２００億ドル、ＡＳＥＡＮが香港抜く★２・21（１７０７）② 
 中国武鋼が冶金高炉をブラジルに輸出★２・21（１７０７）② 
 自動車輸出、台数で輸入上回る★２・21（１７０７）② 
 韓国大手に宝鋼が船舶用高級厚板を納入★２・21（１７０７）② 
 中国 05 年鉄鉱石輸入が 32％増の２・75 億トン-世界海上貿易の 43％★２・28（１７
０８）② 
 英中貿易、赤字額は 100億ポンド★２・28（１７０８）② 
 中国の石材輸出が 21億ドル、イタリアに次ぐ世界２位★２・28（１７０８）② 
 インド企業から宝鶏が３・51億ドルで溶接管受注★２・28（１７０８）② 
 中国科学院が今年の貿易黒字１０４０億ドルを予測 ★２・28（１７０８）② 
 中国・機械製品貿易、赤字６割減で 139億ドルに ★２・28（１７０８）③ 
 中国、05年船舶輸出が 47億ドル★３・７（１７０９）② 
 中国、ジュエリー輸入が 31％増★３・７（１７０９）② 
 中国重型汽車集団、トラックをイランに輸出★３・７（１７０９）② 
 05年ＥＵの対中貿易、赤字額１０００億ユーロ超す★４・４（１７１２）③ 
 中国の貿、輸出の過半占める、昨年は 57％★４・18（１７１４）② 
 中国第１四半期の貿易額、３７１３億ドルで２６％増★４・25（１７１５）① 
 ＷＴＯ貿易統計、中国が 1.4兆ドルで 6.7％占め世界３位★４・25（１７１５）② 
 中印貿易、今年 200億ドル突破見込む★４・25（１７１５）② 
  中国１―４月の貿易額５０００億ドル超す、対日は 11・５％増の 640億ドル★５・23
（１７１８）③ 
 台湾貿易１～３月、対中が 193億ドル★６・６（１７２０）② 



 
 ●輸出入税率・許可証・貿易管理 
  自動車部品など 100余税目の関税引き下げ★12/27、1/03（1701）⑥ 
  輸入貨物木材梱包で公告、消毒マークは６月末まで猶予★１/17（１７０２）② 
  財政部、関税優遇撤廃へ、エネルギー・農薬などは継続★１/24（１７０３）① 
  商務部、輸出商品技術サービスセンターを指定★１/31（１７０４）③ 
  対外貿易企業協会が国内企業を格付け★１/31（１７０４）③ 
   私営企業 20万社超が輸出入権取得★２・14（１７０６）③  
  先進国の輸入制限で中国農産物の被害額 100億ドル★３・14（１７１０）③ 
  中国、銅と銅材の輸出関税税率引き上げ ★３・21（１７１１）② 
  中国鉄鉱石輸入の秩序規範化で３措置★３・21（１７１１）② 
  中国、自動車部品輸入問題で協議に同意★４・18（１７１４）② 
  中国、天然砂の輸出禁止★４・18（１７１４）② 
  中国、貿易摩擦分野が拡大★５・23（１７１８）① 
  国務院、青島西海岸輸出加工区を認可★５・23（１７１８）④ 
  中国、台湾産果物輸入 22種類に拡大★５・16（１７１７）② 
  自動車・部品で一部関税引き下げ★6・27（１７22）② 
 
 ●ダンピング調査・認定 
  ジメチルサイクロで最終決定-日、米、英など★１/24（１７０３）① 
  フランフェノールで最終決定-日・ＥＵ・米原産★２・21（１７０７）① 
  ＰＢＴ樹脂でダンピング仮認定-日本、台湾産★４・11（１７１３）② 
  ステンレス冷延薄板で課税継続★４・18（１７１４）② 
  スパンデックスで調査延長-日、シンガポール、韓、米、台★４・18（１７１４）② 
  電解コンデンサー紙の調査開始-日★４・25（１７１５）② 
  ３月末までのダンピング調査は累計で 43件 ★５・16（１７１７）② 
  食品添加剤にダンピング課税-日韓産★５・23（１７１８）② 
  カテコールにダンピング課税-日米産★５・30（１７１９）② 
  スパンデックスでは仮認定-日韓産など★５・30（１７１９）② 
  耐磨紙の調査延長-米、EU産★６・６（１７２０）② 
  PBT樹脂で調査延長★６・13（１７２1）② 
  医療品初の調査★６・27（１７２2）② 
  耐磨紙には暫定措置★６・27（１７２２）②  
 
 ●中国の外資導入 
  「10・５」の外資直接投資２７００億ドル★１/17（１７０２）② 
 05年の外資利用は 603億ドル★１/24（１７０３）① 
 中国 06年外資導入 600億ドルを目指す★１/24（１７０３）② 
 発改委、開発区の土地利用審査で第５次合格分を公表★１/31（１７０４）①  
 中国 05年の外資実行額 71％が独資★１/31（１７０４）② 
 資料-土地利用合格国家級開発区★１/31（１７０４）② 
 台湾 05年の対中投資額 13％減★２・７（１７０５）② 
 省級開発区の第３次合格発表★２・７（１７０５）① 
 商務部、中部振興で外資の国有企業Ｍ＆Ａ奨励★２・７（１７０５）② 
 エアバスが中国工場を年内建設へ★２・７（１７０５）② 
 外資Ｒ＆Ｄセンターが中国に 750カ所以上★２・14（１７０６）② 
 ベルギー企業、中国のビール会社を 58・86億元で買収★２・14（１７０６）② 
 中国 05年の対外投資は 69億ドル★２・21（１７０７）② 
 中国１月、外資実行額が 11％の伸び★３・７（１７０９）② 
 海外中国系企業の国名使用許可制へ★３・７（１７０９）③ 
 外資による買収に、中国鉄鋼業界が危機感★３・14（１７１０）② 



 台湾製紙大手・永豊余が在中工場を２年以内に２０へ拡大★３・14（１７１０）② 
 山東、対外開放を拡大で対日協力に好条件★３・14（１７１０）③ 
  中国１・２月、外資実行額が 7.8％増★４・４（１７１２）② 
 電子情報産業で外資系の比重増大★４・18（１７１４）① 
 中国の技術導入、１-３月は７２億ドル★４・18（１７１４）② 
 外資企業が輸出の過半占める★４・18（１７１４）② 
 05年、外資商業企業が過去の３倍以上に★４・18（１７１４）③ 
 中国１―３月の外資導入で実行額が 6.4％増★４・25（１７１５）① 
 江蘇に初の台湾企業科学技術パーク★５・２（１７１６）② 
 中国、外資系企業の事務所開設で登記手続き不要に★５・16（１７１７）② 
 中国１―４月、１・26万社の外資系を認可★５・23（１７１８）③ 
 ＩＦＣが山東最大のセメント会社に５０００万ドル融資★５・23（１７１８）⑤ 
 合弁航空貨物輸送会社に合格証１号★６・６（１７２０）② 
 中国、先物で初の合弁★６・６（１７２０）② 
 ウルムチの公共交通市場に進出 香港企業★６・６（１７２０）② 
 天津港東疆保税港区を認可★６・１３（１７２１）② 
 エアバス天津に組み立て工場★６・２７（１７２２）② 
 
 ●中国の国・地域別投資受入 
  １―３月・・・・・５・16（１７１７）② 
 
 ●中国の対外進出 
 ０５年末の対外投資５００億ドル超す★１/24（１７０３）② 
 中国化工集団子会社が仏企業を買収★１/24（１７０３）② 
 中国アルミが越でボーキサイト共同開発★１/24（１７０３）② 
 中米印合弁で３月に大型ソフト会社開業★１/24（１７０３）② 
 中国の対外工事請負額は 218億ドル★２・21（１７０７）② 
 五鉱集団、チリで銅資源開発★３・７（１７０９）② 
 中国企業が合弁で豪にクリーンコール発電所★３・７（１７０９）② 
 カンボジアでは水力発電所 2.8億㌦投資★３・７（１７０９）② 
 中国系企業のために海外ビジネス苦情処理センター設立★３・２１（１７１１）② 
 越で火力発電施設 上海電気が工事請け負う★４・18（１７１４）② 
 中国企業２社が共同出資でザンビアに銅精錬所★４・18（１７１４）② 
 平壌に飼料添加剤の合弁企業★４・18（１７１４）② 
 中印の国境貿易市場、６月にオープン予定★４・18（１７１４）② 
 中国１―３月の対外投資が 3.8倍★５・２（１７１６）② 
 中外企業３社が連合体でサウジの石化事業受注★５・23（１７１８）② 
 欧米との貿易摩擦回避でタイに中国工業団地★５・30（１７１９）② 
 インドで買収計画 海爾、冷蔵庫メーカーを★５・30（１７１９）②  
 中国、アフリカで投資増加-合弁企業 600社超す★５・30（１７１９）② 
 中国企業連合がアルジェリアの高速道路工事落札★５・30（１７１９）② 
 
 ●中国の対外主要契約 
  12月・・・・・１/17（１７０２）④ 
  １月・・・・・２/14（１７０６）③ 
  ２月・・・・・３/14（１７１０）② 
  ３月・・・・・４/11（１７１３）③ 
 
 ●中国の貿易(方式別)２面 
  11月・・・・・１/31（１７０４） 
  12月・・・・・２/14（１７０６） 



  １月・・・・・３/21（１７１１） 
  ２月・・・・・4/18（１７１4） 
  ３月・・・・・5/23（１７１8）   
  ４月・・・・・6/13（１７21）  
 
 ●中国の貿易(国・地域別) 
 11月・・・・・１/24（１７０３）② 
 12月・・・・・２/14（１７０６）③ 
  １月・・・・・３/14（１７１０）② 
  ２月・・・・・４/１１（１７１３）③ 
  ３月・・・・・５/23（１７１８）② 
  ４月・・・・・６/13（１７２１）③ 
 
 ●中国の貿易（省別） 
  １月・・・・・・４/４（１７１２）② 
  ２月・・・・・４/18（１７１４）② 
  ３月・・・・・５/23（１７１８）⑤ 
  ４月・・・・・６/2７（１７２２）② 
 
 
 ●地方の貿易・投資 
 上海の外資契約額、累計千億ドル突破★１/17（１７０２）② 
 広東、05年輸出入額４２８０億ドルに★１/24（１７０３）② 
 江蘇、05年貿易額が２２８０億ドル★１/31（１７０４）② 
 丹東税関、朝鮮貿易が 22％増★１/31（１７０４）② 
 05年、水産物輸出の８分の１が青島★２・７（１７０５）② 
 蘇州、05年ノートパソコン輸出 100億ドルを突破★２・７（１７０５）② 
 江蘇省、外資実行額累計千億ドル超す★２・７（１７０５）② 
 広東の対ロ貿易が急増★２・14（１７０６）③ 
 天津港保税区、外資実行額が 56億ドル★５・23（１７１８）② 
 吉林省が自動車部品で外資に優遇措置★５・23（１７１８）② 
 青島ベイブリッジ建設に国際入札★５・23（１７１８）③ 
 
 
<中国の金融・証券・保険関係> 
 
 ●中国の外為、国際収支 
 人民元、為替レート形成に新方式★1/17（１７02）① 
 05年 9月末の対外債務残高発表★1/17（１７02）① 
 05年 12月末、中国の外貨準備が８１８９億ドル★１/24（１７０３）① 
 人民元の流出入、深セン経由で 36.5億元に★１・31（１７０４）④ 
 小額外貨交換機構の試行を開始★２・14（１７０６）④ 
 人民元金利スワップを試行★２・14（１７０６）① 
 Ｍ２残高が 30兆元突破★２・21（１７０７）③ 
 農村金融機関の資産総額が 3.7兆元に★２・28（１７０８）④ 
 農村金融機関でも融資５段階分類へ★３・７（１７０９）① 
 資本項目の人民元交換性強める★３・14（１７１０）① 
 中国の外準世界一に★４・４（１７１２）④ 
 中国 05年末、対外債務残高が２８１０億ドル★４・11（１７１３）① 
 経常項目の外貨管理を緩和★４・25（１７１５）① 
 ３月末の外貨準備が８７５１億ドル★４・25（１７１５）① 



 短期外債引き締めへ★５・２（１７１６）① 
 元・外貨スワップ市場を開設★５・２（１７１８）① 
 05年の国際収支表★５・２３（１７１６）② 
 国際投資ポジション表を初発表★６・６（１７２０）① 
 中国企業対外投資で外貨購入枠廃止★６・２７（１７２２）① 
 
 ●中国国際収支表 
 06年・・・・・５月５・23（１７１８）② 
 
 ●解説 
 外貨管理緩和の動き（桑田良望氏）・・・・・・・・・・・・５・23（１７１８）④ 
 
 ●金融・保険・証券 
 外国投資家にＡ株開放★１/24（１７０３）① 
 05年の保険収入が４９２７億元★１/24（１７０３）④ 
 中国銀行業、総資産が３７兆元★１/３１（１７０４）③ 
 上場 434社、非流通株を解消★２・７（１７０５）① 
 米投資団、工商銀に 38億ドル出資★２・７（１７０５）② 
 深セン・外銀、利益 16倍の 8.8億元★２・７（１７０５）② 
 中国で初の証券破産★２・７（１７０５）③ 
 ８４００億元の不良債権を処理★２・７（１７０５）③ 
 05年養老保険収入が５千億元超す★２・７（１７０５）④ 
 人民元金利スワップを試行★２・14（１７０６）① 
 金融機関の違法取引が７６７１億元★２・14（１７０６）④ 
 中国銀行業協会がホームページ開放★２・21（１７０７）③ 
 深セン証券取引所、05年情報公開審査で不合格が 35社★２・28（１７０８）④ 
 農村金融機関の資産総額が 3.7兆元に★２・28（１７０８）④ 
 農村金融機関でも融資５段階分類へ★３・７（１７０９）① 
  国有商業銀への出資、国内投資家に可能性★３・21（１７１１）③ 
 社会保障金、近く海外投資を展開★４・１1（１７１３）① 
 中国・金融機関の資産総額が 39・２兆元に★５・２（１７１６）③ 
 中国証監会が米ＳＥＣと協力条項署名★５・16（１７１７）② 
 金融資産管理会社、不良債権８６６０億元を処理★５・２（１７１６）③ 
 個人の外貨購入枠、年２万ドルに拡大★５・16（１７１７）① 
 上海、外銀営業拠点 87カ所に★５・23（１７１８）② 
 中国銀行、680億香港ドル調達目指す★５・23（１７１８）② 
 新株発行と上場を再開★５・30（１７１９）① 
 保険・証券業、ＶＣ設立可能へ★５・30（１７１９）③ 
 農業銀行、昨年 424億元の利益★５・30（１７１９）③ 
 A株取得、投資製会社も可能★６・１３（１７２１）① 
 保険会社の外貨規制緩和★６・１３（１７２１）② 
 
 ● 中国金融関係統計 
 05年第４四半期・・・・・１/31（１７０４）③ 
  06年第１四半期・・・・・５/23（１７１８）⑤ 
 
 
※※中国の国内経済※※ 
 
<中国の経済産業動向> 
 



 ●政策 
 06～20年、科技発展計画要綱の全文公表★２・14（１７０６）①  
 価格形成メカニズム、政府決定は 13種★２・14（１７０６）⑤ 
 11・５計画専門委、第４回会議開催★２・21（１７０７）① 
 06年都市建設、農村と協調発展★２・21（１７０７）① 
 中央政治局、11・５計画要綱案を審議★２・28（１７０８）① 
 食糧生産２０１０年に５億トン目指す★３・14（１７１０）① 
 情報化推進戦略を発表★５・16（１７１７）① 
 中国が農産物安全法で生産、販売に強制基準★５・16（１７１７）① 
 国務院常務会議、不動産業の発展で６措置★５・30（１７１９）① 
 国防技術計画を発表、宇宙、原発設備開発も目標★６・６（１７２０）① 
 固定資産投資と貸出の抑制方針決定★６・２７（１７２２）① 
 
 ●資料 
 土地利用合格国家級開発区・・・・・・・・・・・・・・・・・１・31（１７０４）
② 
 
 ●中国の経済指標 
 04年ＧＤＰを修正、2.3兆元増加★12/27、１/３（１７０１）⑥ 
 ０５年中央企業の売上６．７３兆元★１/３１（１７０４）④ 
 国家統計局、05年の経済統計発表★３・７（１７０９）① 
 中国第１四半期の経済成長 10・２％に★５・２（１７１６）① 
 １～４月、工業企業利益 22％の伸び★６/６（１７２０）⑤ 
 
 ●中国の経済動向 
 大型企業 43社の 06年社債発行目標額は 608億元★１/17（１７０２）④ 
 「南水北調」東線中線の工事が全面展開段階に★２/７（１７０２）④ 
 今年の外食産業は１兆元に★１/24（１７０３）④ 
 商務部が中部振興で指導意見★２/７（１７０５）② 
 経済成長率、地域格差が拡大★５・23（１７１８）① 
 
 ●中国の産業・企業動向 
 中国の造船量１２００万トン★・１/17（１７０２）④ 
 鉄鋼、電解アルミなどの設備過剰さらに激化★１/17（１７０２）⑤ 
 初の国産ＬＮＧ運搬船が完成★１/17（１７０２）④ 
 ０５年の乗用車販売数発表★１/31（１７０４）③ 
 ０５年のＩＣ生産が 37％増★１/31（１７０４）③ 
 ０５年のＭ＆Ａ、前年比 34％増★１・31（１７０４）④ 
 ０５年の粗鋼生産、３億トン超す★２・７（１７０５）③ 
 広州モーターショー、今年は７月開催★２・７（１７０５）④ 
 中国市場で多国籍企業の自動車販売が大幅増★２・14（１７０６）③  
 ０５年、オートバイの生産台数が 6.6％増★２・21（１７０７）③ 
 ０５年海洋産業生産額が 1.7兆円★２・21（１７０７）③ 
 粗鋼生産、中国が３１％占める★２・2８（１７０８）② 
 １月、技術導入契約額 14・５％の伸び★２・28（１７０８）③ 
 チェーンストア上位 30社発表★３・７（１７０９）③ 
 中石油の純利益が１３３３・６億元★４・４（１７１２）④ 
 05年、宝山鋼鉄が純益 35％増★４・４（１７１２）④ 
 鉄鉱石、今年の需給が緩和★４・11（１７１３）③ 
 １―３月の乗用車販売 89万台に★４・18（１７１４）③ 
 価格安定のために砂糖 36・８万トン放出★４・18（１７１４）③ 



 64社が世界トップ２０００社に★４・18（１７１４）⑥ 
 中国最大銅鉱開発始まる、埋蔵量 650万トン以上★５・２（１７１６）③ 
  中国、06年の鉄鋼需要が３・56億トンで世界の３分の１★５・２（１７１６）③  
 中国、第１四半期の宿泊飲食業の売上高 14％増★５・２（１７１６）③ 
 セメントなど５業種で構造調整始動★５・30（１７１９）④ 
 乳酸菌市場が 160億元を超える規模で拡大★５・30（１７１９）④ 
 中国鉄鋼協会、今年の鋼材生産量が 4.4億トンと予測★６・６（１７２０）⑤ 
 今年の鋼材生産量４．４億トンを予測★６・６（１７２０）⑤ 
 
 ●行政、国有企業改革・再編 
 国有大企業、経営陣も自社株保有★１/31（１７０４）① 
 東北３省の国有企業、閉鎖・破産が 122社★１/31（１７０４）④ 
  商務部が海外ビジネス苦情処理センターを設立★３・21（１７１１）④ 
 国有企業の赤字額が 57％増★４・４（１７１２）④ 
 金融除く国有企業の 05年利益が９０４７億元★４・11（１７１３）② 
 商務部、「商務天気予報」を解説★４・25（１７１５）④ 
 商務部がサービス貿易司を新設★５・２（１７１６）④ 
 中国、セメントなど５業種で構造調整が始動★５・23（１７１８）① 
 
 ●東北振興、西部開発、大型ＰＪなど 
 上海に 55億元投入し航空宇宙産業基地★２・７（１７０５）③ 
 4大テレビメーカー、共同出資で液晶パネル生産会社設立★２・14（１７０６）④ 
 宝鋼集団が新疆八一鋼鉄と提携★３・21（１７１１）③ 
 広東、今年原発三つ着工★４・11（１７１３）③ 
 鞍山鋼鉄、自主技術製鉄所を稼動★５・23（１７１８）④ 
 中国最大の合弁ＰＪで中海シェルが生産開始★２・21（１７０７）② 
 世界最大の三峡ダム完成、2011年、2200万 KWの発電所に★５・30（１７１９）① 
 上海奉賢に太陽エネルギー産業基地を 20億元で建設★５・30（１７１９）③ 
 新疆に石炭加工拠点を建設★６・６（１７２０）⑤ 
 発展改革委、東北発の原発認可★６・２７（１７２０）⑤ 
 
 ●商品検査・検疫・認証制度 
 輸入貨物木材梱包で公告★１・1７（１７０２）② 
 食品許可証の管理を強化★２・14（１７０６）⑤ 
 おもちゃにも強制認証取得を義務付け★４・11（１７１３）④ 
 
 ●知的財産権 
 申請中の商標をウェブ検索可能に★１/17（１７０２）⑤ 
 05年知財侵害事件、１７７９件を立件★１・31（１７０４）⑤ 
 05年国際特許出願で中国が世界 10位★２・14（１７０６）④ 
 特許出願、広東省がトップ★２・14（１７０６）④ 
 国際商標出願で中国が世界８位★２・21（１７０７）③ 
 海外中国系企業の国名使用を許可制へ★３・７（１７０９）③ 
 特許保有の中国企業はわずか 1.1％★４・４（１７１２）⑤ 
 薄部長、米商務長官との会談で正規ソフト普及を強調★４・11（１７１３）③ 
 知財侵害商品の摘発が年平均 30％で増加★４・11（１７１３）③  
 深セン市、海賊版ＤＶＤなど 20万枚押収★４・11（１７１３）④ 
 正規版ソフト搭載を各級政府に義務付け★４・18（１７１４）③ 
 知財苦情センターを 50都市に設置★４・18（１７１４）⑥ 
 知財保護ネットが 12省・直轄市で始まる★５・30（１７１９）④ 
 税関総署と米貿易開発局が知財保護で協力ＰＪに署名★６・６（１７２０）② 



 
 ●財政・税制 
 05年税収、初の３兆元台へ★１/17（１７０２）⑤ 
 昨年の税関収入５０００億元超える★１/17（１７０２）⑤ 
 奨励案件に免税確認書★２/7（１７０５）① 
 個人所得税外国人控除は４８００元★２/１４（１７０６）① 
 07年１月より上場企業に新企業会計準則を公表★２・21（１７０７）① 
 06年個人所得が大幅増を予測★２・28（１７０８）⑤ 
 消費税を大幅調整★４・４（１７１２）⑤  
 中国の社会保障基金、近く海外投資を展開★４・11（１７１３）① 
 第１四半期、税関徴税額が１３８０億元★４・25（１７１５）① 
 05年、367億元を追徴課税★５・２（１７１６）④ 
 
 ●交通・通信・ＩＴ 
 鉄道建設、10年までに 1.3兆元投入★１/17（１７０２）④ 
 鉄道電化が２万キロ突破★１/17（１７０２）④ 
 港湾貨物取扱い量が１８％増の４９億トン★１/２４（１７０３）③ 
 新疆の高速道路建設にＡＤＢが 1.5億ドル融資１/24（１７０３）② 
 鉄道政策改革には 40万ドル★１/24（１７０３）② 
 中国 06年、高速５０００キロを建設★１/24（１７０３）③ 
 インターネット加入者が１・11億人に★１/24（１７０３）④ 
 長江 05年の貨物取扱量が８億トン★・１/31（１７０４）③  
 全長６１７０Mの青島海底トンネル、６月に建設開始★１/31（１７０４）③ 
 南水北調、東線中線の工事が全面展開★２・７（１７０５）① 
 深セン～香港間、４本目の道路開通★２・７（１７０５）③ 
 商業銀行向けネット検索、個人信用データベースを 3.4億人分を収録★２・７（１７０
５）④ 
 航空機、今後５年間で毎年 100機を増加★２・21（１７０７）③ 
 航空輸送、昨年は１・38億人輸送★２・21（１７０７）③ 
 雲南とベトナム結ぶ道路橋を建設★２・28（１７０８）② 
 鉄道貨車を 70トンに★２・28（１７０８）⑤ 
 05年ネット消費が 280％増の 136億元★２・28（１７０８）⑥ 
 上海～杭州、リニアが年内着工し万博までに開通の見込み★３・14（１７１０）② 
 北京～上海高速鉄道、ＰＪ提案書を認可★３・21（１７１１）① 
 北京～上海高速鉄道、10年までに開業★４・11（１７１３）③ 
 情報化推進戦略を建設★４・25（１７１５）① 
 青島港、コンテナ埠頭追加建設で４０億元★５・16（１７１７）② 
 華中初の民間航空会社開業★５・30（１７１９）③ 
 民航総局、合弁航空貨物輸送会社に合格証１号を交付★６・６（１７２０）② 
 天津・米国間、初の航空貨物路線開設★６・６（１７２０）② 
 北京～上海鉄道が電化★６・６（１７２０）⑤ 
 ソフト業界、５年で 6.6倍に★６・６（１７２０）⑤ 
 電子情報企業ベスト１００を発表★６・１３（１７２１）④ 
 
 ●農・林・水産業関連 
 05年の食糧生産 4.8億トンに★１/17（１７０２）④ 
 国務院、出稼ぎ賃金未払いに監視制度★１/31（１７０４）① 
 出稼ぎ農民の支援サイト開設★１・31（１７０４）④ 
 財政部、３農支援で６重点★２・14（１７０６）⑤ 
 中国 05年海洋産業の生産額が 1.7兆元★２・21（１７０７）③ 
 １号文書－新農村建設を推進★２・28（１７０８）① 



 アモイに台湾農産物集散センターを建設★２・28（１７０８）③ 
 農業銀行、北京地下鉄にＡＴＭを 150台★３・７（１７０９）③ 
 食糧生産１０年に５億トン目指す★３・１４（１７１０）① 
 国務院が出稼ぎ農民の賃金遅配解決など要求★４・11（１７１３）③ 
 出稼ぎ農民、大半が月 800元未満★４・25（１７１５）④ 
 発展改革委、小麦の買い付け最低価格を発表★５・30（１７１９）③ 
 食糧需給に矛盾★５・30（１７１９）④ 
 四川農民、年１０００人がロシアへ★６/６（１７２０）⑥ 
 
 ●環境問題 
 湖南省湘江でカドミウム汚染★１/17（１７０２）⑥ 
 河南省鞏義市、黄河に重油流出★１/17（１７０２）⑥ 
 飲用水の有機汚染を水源地で調査★２・７（１７０５）① 
 重大環境事件６件を公表★２・14（１７０６）④ 
 汚水の 84％が基準超す★２・14（１７０６）⑥ 
 自動車の回収義務化、10年からメーカーに要求★２・21（１７０７）③ 
 環保局、大衆参加の環境評価 公聴会など義務づけ★２・28（１７０８）① 
 環保強化決定で７つの重点★２・28（１７０８）① 
 松花江汚染対策に 100億元を投入★４・４（１７１２）⑤ 
 大規模の森林火災で 530ｈａ焼失★４・11（１７１３）④ 
 汚水利用の冷暖房開発でコスト大幅減★４・11（１７１３）④ 
 松花江で水質改善事業に 100億元投資★５・２（１７１６）④ 
 深セン市、工場の汚染物質取締り強化★５・23（１７１８）⑤ 
 環境保護技術、ＧＥと発展改革委が覚書調印★６・６（１７２０）② 
 中ロ、国境水質監視計画に署名★６・６（１７２０）② 
 環境産業、４６００億元の規模に★６・１３（１７２１）③ 
 
 ●エネルギー・電力 
 ベネズエラ、対中石油輸出拡大表明★２・21（１７０７）② 
 05年末の発電容量５億 kw超す★１/17（１７０２）④ 
 新疆 05年の原油生産が２４１０万トン★１/17（１７０２）④ 
 中石化、05年原油生産が 2.8億バレル★１/31（１７０４）③ 
 中国 0６年、１０００万 kwの電力不足を予測★２・14（１７０６）④ 
 雲南から広東へ 800Ｖの直流送電線★２・14（１７０６）④ 
 石炭生産拠点、１億トン級が誕生★２・14（１７０６）④ 
 ベネズエラ石油輸出、中国向け拡大表明★２・21（１７０７）② 
 赤道ギニアで石油共同開発★２・28（１７０８）② 
 中国海洋石油、南黄海鉱区を米企業と開発★２・28（１７０８）② 
 中国核工業、13年間の赤字を解消★２・28（１７０８）⑤ 
 天然ガス不足、600万 kwに影響★２・28（１７０８）⑤ 
 石油天然ガス公司が国際石油貯蔵事業に資本参加★３・７（１７０９）① 
 中国初の国家石油備蓄基地が年内に稼動★３・14（１７１０）② 
 中仏企業、オルドス盆地の天然ガスを開発★３・14（１７１０）② 
  中米企業連合、世界最大炭鉱ガス発電事業を落札★３・21（１７１１）② 
  原油精製能力を９０００万トン拡大★４・４（１７１２）① 
  ガソリン、ディーゼル油を値上げ★４・４（１７１２）① 
  メタンハイドレードで独科学者と協力★４・４（１７１２）② 
 中国３大石油会社、０５年の原油生産１・74億トン★４・４（１７１２）④ 
 中国海洋石油公司が豪で石油天然ガス鉱区取得★４・11（１７１３）① 
 四川で埋蔵量２０００億立方メートル超す大型ガス田★４・11（１７１３）③ 
 サハリンⅢに中国石化が参加★４・18（１７１４）② 



 中海油「11・５」期、１０００億元投入で近海石油ガス田開発★４・25（１７１５）
② 
 中石油・１―３月、石油ガス生産が 6.3％増★４・25（１７１５）② 
 大中型鉱床、05年は 169カ所を発見★４・25（１７１５）② 
 中海油、ナイジェリアの石油探査権取得★５・２（１７１６）② 
 南シナ海東部で初の天然ガス田が生産開始★５・２（１７１６）③ 
 上海が節電休暇で工業企業に操業停止求める★５・23（１７１８）⑤ 
 米企業、メタン火力設備 60基対中輸出★５・30（１７１９）② 
 １トン当たり 500元の成品油値上げ★５・30（１７１９）③ 
  LNG６万トン、オーストラリアから初輸入★６・６（１７２０）② 
 パイプライン利用で初の石油輸入－カザフから新疆へ★６・６（１７２０）② 
 高い火力の比率、電力産業に四つの課題★６・６（１７２０）⑤ 
 
 ●「１１・５」計画 
 石油埋蔵量、11・５期 45億トン増目指す★１/17（１７０２）④ 
 中央政治局が要綱案審議★２/２８（１７０８）① 
 
 ●中国トレンド（武吉治朗相談役） 
  （１）「イノベーション（創新）」・・・・・・・・・・・・・・・・・１・31（１７
０４）④ 
  （２）「環境保護」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２・28
（１７０８）③ 
  （３）「両会」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３・

21（１７１１）② 
  （４）「三農（農業・農民・農村）」・・・・・・・・・・・・・・・５・２（１７１

６）② 
  （５）「中間階層」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５・30
（１７１９）③ 
 
 ●工業生産統計 
 11月・・・・・１/17（１７０２）⑤ 
 12月・・・・・２/14（１７０６）④ 
  ２月・・・・・４/４（１７１２）④ 
  ３月・・・・・５/23（１７１８）④ 
  ４月・・・・・６/６（１７２０）⑤ 
 
 ●地方の経済動向 
 
 〇北京 
 北京 06～10年、交通分野に２０００億元★１/24（１７０３）③ 
 北京のソフト産業、営業収入が前年比 50％増 780億元★１・31（１７０４）④ 
 北京のＧＤＰは６８１５億元★２・７（１７０５）③ 
 
 〇上海 
 05年、上海の財産権取引市場の成約額は 825億元★１・31（１７０４）④ 
 上海のＧＤＰが 14年連続２ケタ増★２・７（１７０５）③ 
 05年上海、第一八百伴売上トップ★２・７（１７０５）④ 
 上海 05年のＧＤＰが９１４４億元★２・28（１７０８）③ 
 浦東の外資契約額が 56・54億ドルに★２・28（１７０８）③ 
 上海に海浜新都市、経済、金融、貿易、運輸を一つに★４・11（１７１３）④ 
 



 〇広州・深セン 
 広東「11・５」道路建設へ２９００億元★１/31（１７０４）③ 
 05年深セン、輸出入額が１８００億ドル★２・７（１７０５）② 
 広東のＧＤＰ12.5％増で 2.2兆元★２・７（１７０５）③ 
 外資系累計で 5.9万社 広東省★２・21（１７０７）② 
 広州市パソコン普及率 全国トップの 91％★４・11（１７１３）④ 
 
 〇その他 
 福建、１９９０件の外資認可★２・14（１７０６）② 
 雲南省、プーアル茶貯蔵取引センター建設★２・14（１７０６）⑥ 
 黒龍江省、軽自動車生産基地を建設へ★２・28（１７０８）④  
  天津濱海新区を国家発展戦略に★３・21（１７１１）③ 
 昆山市に金型タウン、300億元の収益見込む★４・18（１７１４）③ 
 大連市、日本語教育を強化－小中高で第２外国語に★５・23（１７１８）⑥ 
 重点 40都市が不動産情報サイト★５・23（１７１８）⑥ 
 電力投資集団と遼寧、エネルギーで協力協定★５・30（１７１９）③  
 無錫市、外資系企業が１万社を突破★５・30（１７１９）③ 
 雲南がエネルギー庫★６・1３（１７２１）② 
 
〈特集〉  
 南京市、無限のビジネスチャンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２/21（１７０７）④ 
 呉江市、高い利便性と特徴ある産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３/21（１７１１）⑤ 
 深セン市、中国最大の輸出基地、ハイテクセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４/25（１７１５）③ 
 常州市、優れた立地条件と充実した産業基盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５/２（１７１６）⑤ 
 
 ●出入国・観光 
 06年春節、中台チャーター便スケジュール結締★１/17（１７０２）⑥ 
 05年の出入国者３億人突破、中国人の出国３１００万人★１/24（１７０３）④ 
 今年の春節、観光客が前年比 13.5％増★２・14（１７０６）⑥ 
 万里の長城、半分以上で崩壊が進む★５・２（１７１６）④ 
 メーデー休暇で観光収入が 585億に★５・16（１７１７）③ 
 中国南方航空、北京～ピョンヤン線再開★５・16（１７１７）③ 
 商務部、老舗 200社を年内に認定 ★５・16（１７１７）③ 
 １―３月、852万人が海外旅行★５・23（１７１８）⑥ 
 上海市、タクシー料金値上げ－初乗り 10元から 11元★５・23（１７１８）⑥ 
  
 
 
※※経済法令関係※※ 
 
 「産業調整規定」を公布★１/３（１７０１）⑥ 
 農業部など 12省庁が木材節約・代用で意見公布★１/17（１７０２）④ 
 エネルギー法制定作業始まる★１/24（１７０３）③ 
 発改委、奨励案件に免税確認書「産業構造調整目録」で通知★２・７（１７０５）①  
 エネ法、起草グループ発足★２・７（１７０５）③ 
 石油製品の価格決定で暫定規則公布を準備★２・21（１７０７）① 
 企業所得税統一法案８月に提出★３・14（１７１０）① 



 Ｍ＆Ａで立法を－李統計局長が強調★３・21（１７１１）① 
 06年物権法や破産法等 25の新立法計画★３・21（１７１１）① 
 価格操作などに処罰規定★３・21（１７１１）④ 
 保税区、輸出加工区などで優遇策一本化の方向★４・４（１７１２）⑤ 
 臓器売買の禁止などを明記した臓器移植規定を公布★４・４（１７１２）⑥ 
 自賠責保険条例を公布★４・11（１７１３）③ 
 中古車取引規範を公布★４・11（１７１３）③ 
 技術導入奨励目録、６月に公布見通し★４・11（１７１３）③ 
 労働契約法案に 19万の意見★５・２（１７１６）④ 
 中国が農産物安全法★５・１６（１７１７）① 
 上場会社証券発行管理規則を公布★５・16（１７１７）① 
 省エネ・資源利用で 926の規格制定へ★５・23（１７１８）① 
 ７月１日からネット上の著作権保護条例が施行★６/６（１７２０）⑥ 
 国務院、独占禁止法案承認★６/１３（１７２１）① 
 
 ●法令・条文 
 地方部門に外商投資商業企業の審査権限を委譲することに関する通知・・・・・１/17
（１７０２）⑤ 
 外商投資国際貨物運輸代理企業管理規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１/24（１７０３）③ 
 経常項目外貨管理政策調整に関する国家外貨管理局の通知・・・・・・・・・・・・・

５/23（１７１８）④ 
 中華人民共和国税関輸出入貨物課税価格審査・決定規則・・・・・・・・・・・・６/
６（１７２０）③④⑤ 
  
 ●中国最新法令情報 
 ２月・・・・・２/28（１７０８）④ 
 ３月・・・・・３/21（１７１１）③ 
 ４月・・・・・・５/２（１７１６）③ 
 ５月・・・・・５/23（１７１８）③ 
 
 
※※社会文化関係※※ 
 
 ●中国の社会・文化 
 文化遺産の日が決定・★１/17（１７０２）⑥ 
 国軍 20万人削減★１/17（１７０２）⑥ 
 中国０５年、国費留学生の 98％が帰国★６/６（１７２０）⑥ 
 海外流出文化財をデータベース化し効率的捜索へ★６/６（１７２０）⑥ 
 北京の鳥インフルエンザで国際会議★１/24（１７０３）① 
 05年、海洋災害で 332億元の損失★１/24（１７０３）③ 
 上海が自動車乗り入れ規制★１/24（１７０３）④ 
 労働契約締結を徹底、３カ年計画がスタート★１/31（１７０４）① 
 四川成都の鳥インフルエンザで 10人目の感染者★１/31（１７０４）① 
 北京市、春節の爆竹解禁★１・31（１７０４）⑤  
 深セン市が監視カメラを 20万台で治安強化★２・７（１７０５）④ 
 爆竹事故が各地で発生★２・７（１７０５）④ 
 福建省、鳥インフルエンザに 11人目の感染★２・14（１７０６）① 
 台湾へのパンダへの名前決定★２・７（１７０５）④ 
 上海・天津、賃金ガイドラインを発表★２・14（１７０６）④ 
 社会保障の不備で高貯蓄率が続く★２・14（１７０６）⑤ 



 低所得層向け住宅の建築基準など厳格に★２・14（１７０６）⑤ 
 重婚など防止で婚姻登記を全国統一へ★２・14（１７０６）⑥ 
 東莞市に中国初の漫画図書館★２・14（１７０６）⑥ 
 湖南省で鳥インフルエンザによる８人目の死者★２・21（１７０７）① 
 北京のタクシー、ジェッタなどへ更新★２・21（１７０７）③ 
 中国石油、工商銀行と提携のカードが給油所などで使用可能★２・28（１７０８）④ 
 北京、10大商業ブランド発表★３・14（１７１０）③ 
 全タクシー 中、高級車に 広州市★３・14（１７１０）③ 
 浙江に中国初の茶文化学院★３・14（１７１０）③ 
  大連市の大学に公務員教育機関★３・21（１７１１）④ 
  乗用車の安全基準 日本・欧米を参考に★３・21（１７１１）④ 
 １人当たり可処分所得、長江 16都市で 1.5万元突破、上海は１万８６４５元★４・４
（１７１２）③ 
 北京市、公共交通にＩＣカード導入★４・４（１７１２）⑥ 
 上海市、鳥インフルエンザ 11人目の死者★４・４（１７１２）⑥ 
 06年の消費財小売総額は 7.5兆元★４・11（１７１３）③ 
 北京市の平均年収 3.3万元、金融は８万元で首位★４・11（１７１３）④ 
 深セン市、人口管理を強化で 「居住証」を発給へ★４・18（１７１４）⑥ 
 北京市、燃料値上がりでタクシー運転手に補助金★４・18（１７１４）⑥  
 地下銀行を摘発、関連金額 100億元★５・２（１７１６）④ 
 鳥インフルで 21歳男性死亡★５・２（１７１６）④ 
 北京市、酒店・飲食店などで偽酒販売★５・16（１７１７）③ 
 青島ベイブリッジ建設に国際入札、北京五輪前完成目指す★５・23（１７１８）③ 
 労災加入者８６３３万人で世界一★５・23（１７１８）⑤ 
 北京で深刻な水不足★５・23（１７１８）⑤ 
 中国大学ランキング、１位は清華大学★５・23（１７１８）⑥ 
 不動産業の発展で６措置★５・30（１７１９）① 
 広東、偽札製造拠点を摘発★５・30（１７１９）④ 
 携帯加入者４億超える★５・30（１７１９）④ 
 
 
 ●在日中国人の目 
    儒教的な仕打ち（王敏氏）・・・・・・・・・・・・・・ １/17（１７０２）⑥ 
    頭悩ます“Made in China”（裴軍氏）・・・・・・ ２/14（１７０６）⑥ 
    少子化対策（李磊氏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３/14（１７１０）③ 
    ウォームビズとクールビズから（林忠氏）・・・・・４/４（１７１２）⑥ 
    メイド・イン・ジャパン（趙鳳済氏）・・・・・・・・・・ ４/25（１７１５）④ 
   日本から学ぶ省エネ（王開虎氏）・・・・・・・・・・ ５/16（１７１７）③ 
  日本の運動会（葛嵐屏氏）・・・・・・・・・・・・・・・ ６/１３（１７２１）④ 
  
 
 ●hongkong雑記帳（荻原芽氏） 
   「地元ブランド」・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・１/31（１７０
４）⑤ 
   「春節の伝統行事」・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・２/28（１７０８）
⑥ 
 
 ●中国在住弁護士見聞録（橋本吉文氏） 
   (8)・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ １・
24（１７０３）④ 
   (9)・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ２・



21（１７０７）③ 
 (10)・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
３・21（１７１１）④ 
 (11)・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
４・18（１７１４）⑥ 
 (12)・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
６・６（１７２０）⑥ 
 
 ●中国人による作文コンクール  
 洛陽外語学院（石金花）★２・14（１７０６）⑤ 
 天津外語学院（徐美）★２・28（１７０８）⑤ 
 哈爾濱工業大学（李燕傑）★４・４（１７１２）⑤ 
 
 ●広州の風（山口眼氏） 
 （１）・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ６・
２７（１７２２）⑥ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


