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経済

FS中国・東南ｱｼﾞｱ研究会

＊中国、外資規制を緩和…対米協議再開でｱﾋﾟｰﾙ
中国政府は外資参入を制限する分野を定めた「ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄ」を毎年発表している。2019年版は
18年版に比べ、制限する対象を2割弱減らした。
⦿中国政府が外資規制緩和を発表した7分野
◦石油や天然ｶﾞｽ、ﾓﾘﾌﾞﾃﾝなど一部鉱物の探査開発
◦都市ｶﾞｽや熱供給などの事業
◦ｺｰﾙｾﾝﾀｰなどの一部通信ｻｰﾋﾞｽ
◦船会社の代わりに入出港手続きなどを行う船舶代理業
◦映画館運営や演出管理を行う事業
◦画箋紙など一部の紙の製造
◦保護動物などの繁殖事業
＊認知症薬「脳を掃除」に注目…新発想で開発停滞打破へ「老廃物除去」
患者数の多さと治療の難しさから、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病は現代医学で最も厄介な病といえる。世界の大
手製薬会社が次々と新薬開発の臨床試験（治験）でつまずき、長年、脳にたまる老廃物が原因と
みてきた「ｱﾐﾛｲﾄﾞ仮設」が揺らぐ。こんな中、脳を守る「ｸﾞﾘｱ細胞」を攻略する新たな発想が注目さ
れている。治療の突破口になるのか期待がかかる。
・認知症をはじめとする脳研究はこれまで神経細胞に偏重してきた。ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ
病の新薬開発が袋小路に入るなか、これまで黒子と見られてきたｸﾞﾘｱ細胞
の研究が新たな糸口になるかもしれない。
＊iPSで新免疫薬…富士ﾌｲﾙﾑ 患者以外の細胞使う
富士ﾌｲﾙﾑHDは1日、独製薬大手ﾊﾞｲｴﾙと組み、iPS細胞を使った新たながん免疫薬の開発に乗
り出すと発表した。iPS細胞による治療薬はまだ世界で実用化されていない中、両者は大量に培
養できる患者以外の第三者のiPS細胞を用いる手法を使う。
・富士ﾌｲﾙﾑなどはCAR-T （ｶｰﾃｨ）と呼ばれる技術を用いたがん免疫薬を開発
する。今は拒絶反応が起こる。まだ手法は確立されていない。
＊ﾀﾞｲｷﾝ特許、無償開放…環境配慮の冷媒「空調市場 拡大を狙う」
ﾀﾞｲｷﾝ工業は1日、地球温暖化への影響が小さいｴｱｺﾝ用冷媒「HFC（ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ）32」の特
許を外部に無償開放すると発表した。同社が2011年以降に申請した特許について、空調ﾒｰｶｰは
ﾀﾞｲｷﾝと契約を結ばずに使える。環境負荷の小さい冷媒の普及を促し、ｴｱｺﾝの拡大につなげる。
特許をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに無償で公開した。
・空調市場の成長にﾏｲﾅｽとなることを避けるため、公開した。
＊米、対中強硬論根強く…制裁緩和、与野党批判
ﾄﾗﾝﾌﾟ米大統領の対中国外交に米議会で波紋が広がっている。米中首脳会談では貿易協議の再
開で合意したが、中国通信機器最大手、華為（ﾌｧｰｳｪｲ）への制裁緩和に与野党の有力者が反発
するなど対中強硬論は根強い。合意への道筋を描けないまま見切り発射した印象も拭えず、今
後の2国間交渉は予断を許さない。
⦿米中の未解決の問題＝①米国の対中貿易赤字②中国政府の産業補助金
③ﾌｧｰｳｪｲへの米禁輸措置
⦿米朝の未解決の問題＝①北朝鮮の完全非核化②経済制裁の解除
③体制保証
＊大日本住友の新薬…膵臓がんの治験中止「結腸直腸がんは継続」
大日本住友も製薬は2日、日本と米国で同時に進めている抗がん剤候補物質「ﾅﾊﾟﾌﾞｶｼﾝ」の膵臓
がんに臨床試験（治験）を中止すると発表した。
・ﾃﾞｰﾀを定期的に分析する社外の有識者委員会から「治験終了時に有益性が
見込みにくい」と中止勧告を受けたため。直腸結腸がんの治験は継続。
＊中国、外資撤退に危機感…李氏「経済、下揺れ圧力直面」・前倒し
中国の李克強首相は2日、外資が中国で証券や生命保険事業を手掛ける場合の出資規制の撤
廃について「当初予定の2021年から1年、前倒しする。」と表明した。20年から外資「の全額出資を
認める。交通、通信、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの外資規制も20年に緩める。米国との貿易戦争で進む外資撤退
への危機感が背景にあり、米国との協議で譲歩策として示した可能性もある。
⦿李首相は金融・交通・通信ﾈｯﾄの市場開放拡大を表明した
「金融」＝外資出資上限は証券・商品先物・生命保険でいずれも51%。
2021年撤廃➡撤廃を20年に前倒し
「交通」＝国内海運は中国が過半出資。航空会社は中国が過半出資かつ外
資１ｸﾞﾙｰﾌﾟの出資上限25%。代表者は中国籍➡20年に制限緩和
「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ＝通信は中国が過半出資。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄは外資出資上限50%
通信」
➡20年に規制緩和
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＊ﾐｬﾝﾏｰの港 日本攻勢…中国対抗、内陸部も「日本の官民で開発」
ﾐｬﾝﾏｰの港湾開発で、日本や中国、ｲﾝﾄﾞなどが支援を競っている。ここにきて動きが目立つのが
日本だ。最大都市ﾔﾝｺﾞﾝ近郊の貨物ﾀｰﾐﾅﾙを開業したほか、内陸部にあるﾏﾝﾀﾞﾚｰの設備も増強
する。ｲﾝﾄﾞ洋岸で大規模開発を進める中国に対する狙いだ。ｲﾝﾄﾞも関与を強めており、中印と東
南ｱｼﾞｱの結節点を巡るｱｼﾞｱ主要国の争奪戦が熱を帯びる。
・日本は無償資金協力で大河ｲﾗﾜｼﾞ川沿いにある第2の都市ﾏﾝﾀﾞﾚｰでも貨物
港にｺﾝﾃﾅ用ｸﾚｰﾝを設置する。
・ﾏﾝﾀﾞﾚｰはﾁｬｵﾋﾟｭｰと中国国境の中間点にあり、中国系企業の進出が目立
つ。日本は港整備を通じ、中国の影響力が強まる内陸部にくさびを打ち込む
狙いがある。
＊世界景気「悪化」が「拡大」を逆転…中国の減速懸念7割
世界景気に対する警戒感が日本の企業経営者の間で広がってきた。「社長100人ｱﾝｹｰﾄ」で半年
後の見通しを聞いたところ、「悪化」との回答が30.6%で「拡大」（29.2%）を上回った。背景に米中貿
易摩擦や中国景気の悪化がある。新興国経済の成長や米国の景気回復に支えられた世界景気
が、曲がり角を迎えているとの認識が経営者の間で広がっていることが浮き彫りになった。
・米国景気については63.2%が「拡大している」と回答した。
＊IIJが販売開始…ﾌｧｰｳｪｲの新型ｽﾏﾎ
格安ｽﾏﾎ大手のIIJは2日、中国の華為技術（ﾌｧｰｳｪｲ）のｽﾏﾎの新商品を販売を始めたと発表し
た。米国のﾄﾗﾝﾌﾟ大統領が6月29日にﾌｧｰｳｪｲに対する輸出制限を緩めると表明したことなどを受
け、5月に発売を延期していた製品の発売に踏み切った。
・ﾌｧｰｳｪｲ製のｽﾏﾎ「P30」（税別6万9800円）と「P30 lite」（同2万9800円）、
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末「ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｯﾄ M5 Lite 8ｲﾝﾁ」（同2万4800円）の3種類の販売。
＊ﾁｬｰﾀｰ機、中国市場拡大…社用機からｼﾌﾄ
中国でﾁｬｰﾀｰ航空機の市場が広がっている。中国企業の世界進出に伴い、企業幹部の利用が
増えている。景気減速を受けて維持費用が掛かる社用機を手放し、ﾁｬｰﾀｰ機に切り替える動きも
ある。中国では商用機以外のﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｼﾞｪｯﾄが富の象徴とみられる傾向があり、ｱｼﾞｱの一大市場
に育ちつつある。
・ｱｼﾞｱのﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｼﾞｪｯﾄ1200機のうち、中国、香港、台湾に1000機が集中す
る。「実用目的の米国と違い、富裕層の地位の象徴になっている」と語る。
・富裕層には当局に目を向けられたくないとの心理も働く。上場企業が株主の
目を意識して、資産ｽﾘﾑ化の一環として社用機を手放し、必要な時だけ使う
ﾁｬｰﾀｰ機のﾆｰｽﾞが急速に高まる。
・中国の富豪ﾄｯﾌﾟ5人のうち3人がﾁｬｰﾀｰ機の顧客だ。香港から関西空港へ
の往復料金は3万8千香港㌦（約52万円）と航空会社のﾌｧｰｽﾄｸﾗｽに近い。
＊武田、統治に厳しい目…不正時の報酬返還提案に過半の賛成
6月27日開いた株主総会で、巨額損失の発生や不正の発覚時に取締役に過去の報酬を返還さ
せる「ｸﾛｰﾊﾞｯｸﾞ条項」を導入する株主提案が過半の賛成を得ていた。
・この提案は出席株主の3分の2以上の賛成が必要な特別決議の為否決され
たが武田のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽに対する投資家の厳しい視線が浮き彫りになった。
・「ｸﾛｰﾊﾞｯｸ条項」導入の株主提案への賛成率は52.20%だった。過去の過大投
資による損失が生じた場合や不正が発覚した際に、取締役に支給済みの
業績連動報酬を会社に返還させる仕組みで、欧米では一般的だ。
＊ﾊﾟｿｺﾝ 中国生産を移管…最大3割、東南ｱへ「貿易戦争長期化警戒」
HPやﾃﾞﾙなど米ﾊﾟｿｺﾝ大手が中国でのﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ生産の最大3割を東南ｱｼﾞｱなどに移管する検討
に入った。ｱﾏｿﾞﾝ・ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ、ﾏｲｸﾛｿﾌﾄもｹﾞｰﾑ機などの生産拠点分散を取引先と協議している。ﾄﾗﾝ
ﾌﾟ米政権は対中制裁関税「第4弾」の発動見送りを決めたが、貿易戦争長期化を警戒する世界の
大手ﾒｰｶｰに中国での集中生産を見直す動きが広がっている。
⦿世界のﾊﾟｿｺﾝ出荷台数ｼｪｱ（2018年）
①HP（米）23.2%、②ﾚﾉﾎﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ（中）23.2%、③ﾃﾞﾙ（中）17.1%、
④ｱｯﾌﾟﾙ（米）7.0%、⑤ｴｲｻｰ（台）6.9%、その他22.6%
＊中国新興勢、縮む調達額…36Kｒ（北京市）集計
中国の経済成長を担ってきたｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業の資金調達が急減している。2019年1～6月半ばの
調達額は3600億元（約5兆6千億円）強にとどまった。このﾍﾟｰｽが19年を通じて続くと、18年に比べ
3割強下回る計算になる。18年の株価低迷で投資家の投資余力が低下した。米国との貿易摩擦
による中国景気の減速がｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟの成長にも影を落としている。
・世界のﾕﾆｺｰﾝの企業数のうち中国は１/4、1/2はｱﾒﾘｶ、順位は変わらず。
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＊ﾍﾞﾄﾅﾑ鋼材456%関税…韓国・台湾原産 米、「迂回輸出」を警戒
米商務省は2日、韓国や台湾で生産した鋼材をﾍﾞﾄﾅﾑで最終加工し、同国から米国に輸出した一
部の鉄鋼製品に対し、最大456%の関税を課すと発表した。原産国をごまかす「迂回輸出」に米政
府は神経質になった。対象の製品は耐食鋼材と冷間圧延鋼板。
・直近の19年4月までのﾍﾞﾄﾅﾑからの輸入額が耐食鋼材は9億5千万㌦と4.3倍
になった。冷間圧延鋼板も4億9800万㌦と10倍強に膨らんだ。
・重要な加工部分はﾍﾞﾄﾅﾑが担っており、迂回輸出にあたらないと米側に反発
したが、米国はこれを認めなかった。
・迂回輸出を取り締まらなければﾍﾞﾄﾅﾑにも制裁関税をかけると示唆している。
・東南ｱｼﾞｱのなかで生産ｺｽﾄが比較的低いﾍﾞﾄﾅﾑに中国から生産拠点を移す
動きが目立っている。
＊ﾏﾂｷﾖ・ｽｷﾞ狙うは調剤…規模拡大不可避・政策追い風も薬剤師不足
大衆薬に始まり、化粧品、日用品、食品と次々に商材を拡大してきたﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱの市場規模は7兆
円を超えた。ただ、品揃えの均一化が進むほか、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱやｽｰﾊﾟｰと商圏も重なり、飽和感
は歪めない。さらなる成長を図るには調剤分野の強化やﾈｯﾄ対応が急務で、業界7位のｺｺｶﾗﾌｧｲ
ﾝを巡って5位のﾏﾂﾓﾄｷﾖｼHDと6位のｽｷﾞHDが争奪戦を展開するなど、業界再編の動きも加速し
始めた。
〇厚労省の動き
・厚労省は医療費の膨張を抑えるため処方の削減を狙い、地域住民の健康を
見守り住宅街に立地する「かかりつけ薬局」の普及を政策的に促している。
薬剤師の人数、土日営業への対応など大きい店に有利で、編成の動き。
・厚労省は薬剤師の管理下なら無資格のｽﾀｯﾌでも薬を棚から取り出す作業を
認める方針も今年4月に明示した。
＊(1)中国新興「AI」に資金集中…ｼｪｱ企業、参入増で退潮
中国のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業の資金調達で明暗が分かれている。自動運転向けAI開発などのﾊｲﾃｸ企業
に加え、中古車販売や不動産といった従来型ﾋﾞｼﾞﾈｽでITを駆使する企業に資金が集中。ｱﾘﾊﾞﾊﾞ
集団などﾈｯﾄ大手による傘下企業への投資も活発だ。一方、昨年まで投資ﾌﾞｰﾑが過熱していた
ｼｪｱﾘﾝｸﾞ企業は退潮が鮮明だ。
⦿中国の新興企業情報を提供する３６Kｒ（北京市）のﾗﾝｷﾝｸﾞの３つ
①ｱﾌﾟﾘ「瓜子」や販売店などを運営するのは、資金調達額1位の車好多集団
強みは約260項目に及ぶ査定を実施、査定結果や価格など情報を公開。
値付けはAIが手掛ける。「世界で唯一、中古車市場でAIを最も有効に使っ
ている会社」。
＊（２）
②調達額2位の北京曠視科技（ﾒｸﾞﾋﾞｰ）は顔認証技術の大手でｱﾘﾊﾞﾊﾞも出
資する。世界4位のｽﾏﾎﾒｰｶｰ、小米に顔認証ｿﾌﾄを供給する。700億円を
調達してAI人材をの確保や海外展開の加速に充てる。
③3位の地平線機器人（ﾎﾗｲｽﾞﾝ・ﾛﾎﾞﾃｯｸｽ）は創業からわずか4年。米ｲﾝﾃﾙ
や韓国SKﾊｲﾆｯｸｽなどの半導体大手から出資を受けた。開発するAI自動
運転向け画像認識ｼｽﾃﾑは障害物などを見分ける。
＊ﾀﾞｲｷﾝ、ｴｱｺﾝ世界生産最高
ﾀﾞｲｷﾝ工業は4日、2019年度の家庭用ﾙｰﾑｴｱｺﾝの世界生産台数が前年度比14%増の835万台に
なる見通しだと発表した。2年連続で過去最高を更新する。東南ｱｼﾞｱやｲﾝﾄﾞでは経済成長に伴い
中間所得層が増え、ｴｱｺﾝ普及が進む。省ｴﾈ性能の高いｲﾝﾊﾞｰﾀｰ技術を搭載した製品を投入し
て販売拡大を狙う。
＊東南ｱ、対米輸出増…中国の代替拠点で受注
東南ｱｼﾞｱの主要国が米国向けの輸出を増やしている。米国の制裁関税の影響を受ける中国の
代替拠点として受注が増加しているためで、ﾏﾚｰｼｱの5月の対米輸出は２ｹﾀの伸びとなった。今
後生産拠点の移管が本格化すれば、輸出をさらに押し上げる可能性がある。
・ﾏﾚｰｼｱの5月の対米輸出額は78億ﾘﾝｷﾞ（約2030億円）と、前年同月に比べ
11.7%増えた。全体の輸出が2.5%増加する原動力となった。ﾏﾚｰｼｱの輸出の
3分の1を占める電機関連産業は中国経済減速の悪影響を緩和した。
・ﾀｲの5月の対米輸出はｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰと関連部品が好調で、7.8%増の26億2800
万㌦（約2840億円）だった。ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙも対米輸出が4ヵ月連続で前年増。
・みずほ総合研究所の調査によれば、大半の国で中国の輸出を代替するﾌﾟﾗ
ｽ効果が、ﾏｲﾅｽの影響を上回る。
＊東南ア航空部品 LCCが育てる…「1.5兆円、機体の需要急増」
東南ｱｼﾞｱで航空機産業が拡大している。ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙやﾏﾚｰｼｱでは企業が集積し始め、ﾀｲやﾌｲﾘﾋﾟ
ﾝも追う。欧米ｴﾝｼﾞﾝﾒｰｶｰも拠点を構える。事業規模は保守・点検事業も含め1兆５千億円を超
え、日本に迫る。生産ｺｽﾄが低いことに加え、格安航空会社(LCC）を中心に航空市場が広がり機
体の需要が急増しているためで、世界における供給網の一翼を担いつつある。

2019/7/6 経済

＊半導体の不振 ｻﾑｽﾝ直撃…DRAM、１年で６割安
韓国ｻﾑｽﾝ電子の業績が低迷している。５日発表した2019年4～6月期の連結営業利益は半減し
た。19年に半導体の座を米ｲﾝﾃﾙに譲る可能性も出てきた。ｽﾏﾎ向けの販売が振るわず、半導体
価格の下げが響く。4～6月期の連結営業利益は6兆5千億㌆（約6千億円）と前年同期比56%減っ
た。1～3月期（60%減）に続く大幅減益となり、最高益を更新した18年7～9月期から1年ももたずに
状況が様変わりした。
・ｻﾑｽﾝ経営陣は需要増が続くとみて、強気の投資を続けてきた。かえって市
場の供給過剰感を強める結果を招いた。更に日本の輸出が滞れば「２～３
割りの減産を強いられる」と語る。
＊建機2強「無人」で火花…ｺﾏﾂ「ﾄﾞﾛｰﾝと連携も」
米ｷｬﾀﾋﾞﾗ「無人の油圧ｼｮﾍﾞﾙ公開」
世界の建設機械の2強が「無人建機」で火花を散らしている。米ｷｬﾀﾋﾞﾗは5日、無人稼働型の油
圧ｼｮﾍﾞﾙを公開した。ｺﾏﾂも2019年中にAIで自律稼働する建機の実証を始める。建機も自動車と
同様に技術革新の波が押し寄せる。中国ﾒｰｶｰが台頭するなか、無人建機の開発競争は次世代
の建機市場の競争力を左右しそうだ。（世界ｼｪｱ1位（12.6%）は米ｷｬﾀﾋﾞﾗ、2位（11.9%）はｺﾏﾂ）
・中国ﾒｰｶｰ「低価格品で台頭」＝中国ﾒｰｶｰの台頭がある。2010年代前半
までｺﾏﾂの牙城だったが、旺盛なｲﾝﾌﾗ投資の需要を取り込んだ現地勢が急
成長している。特に「ｻﾆｰ」ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを展開する三一重工は低価格攻勢で、中
国市場でﾄｯﾌﾟの2割前後のｼｪｱを占める。
・品質や価格の維持を優先したｺﾏﾂの18年の中国市場のｼｪｱは6%前後とﾄｯﾌﾟ
3位にも入らない。無人化は差別化の大きな武器だ。

2019/7/6 経済

＊ﾚｱｱｰｽ、脱・中国依存へ…豪米大手合弁工場「分離工程21年に稼働」
米中貿易戦争で、中国の有力な交渉ｶｰﾄﾞともいわれるﾚｱｱｰｽの生産体制を見直そうと、ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱの大手が米国と組み動き出している。豪ﾗｲﾅｽは米企業と合弁で2021年の稼働をﾒﾄﾞに、米国ﾃ
ｷｻｽ州にﾚｱｱｰｽの新工場建設を決めた。日本もﾗｲﾅｽと協力関係を深めており、米豪日がﾚｱｱｰ
ｽの生産で中国に対抗する構図ができつつある。
・ﾚｱｱｰｽの生産は鉱石の採掘の「上流工程」とﾚｱｱｰｽを鉱石から綺麗に分離
する「下流工程」に大別できる。下流工程の分離作業が最も難しく、中国企
業とﾗｲﾅｽが技術を保有。従来はﾏﾚｰｼｱで下流工程を行っていたが、今後
拡大が予測されるEVの基幹部品の電池などに欠かせないﾚｱｱｰｽのｼﾞｽﾌﾟﾛ
ｼｳﾑを新たに分離できる点がある。
＊世界貿易網一変…米中追加関税 発動1年
米中貿易戦争は収束のみえぬまま2年目に入る。米中とも第3弾まで応酬した上乗せ関税の重み
を回避するために他国からの調達を増やし、世界の貿易網は一変している。ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業は両国
にまたがって築いた供給網の見直しに拍車をかけ、長期戦への備えを急ぎ始めた。
・対中輸出、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ急増＝「中国向けの食品輸出が増えているので、ｻｳｼﾞ政
府が自国向けが減るのではと心配している」。穀物で前年同期比で49%増。
・企業に調達先転換迫る＝米ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社ﾍﾟｲﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ｶﾝﾊﾟﾆｰのｹﾞﾘｰ・ﾏﾃｨ
ｵｽ副社長は「当初様子見だった企業も、米中対立の長期化を見越して供給
網の再編に動き出した」と指摘する。
＊米雇用、6月22万人増…市場予想上回る 利下げ議論大詰め
米労働省が5日発表した6月の雇用統計は景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数が
前月比22万4千人増えた。雇用情勢は底堅さを保っているが、貿易戦争による景気下振れ懸念
は根強く、米連邦準備理事会（FRB)の値下げ議論も大詰めだ。失業率は3.7%。米労働市場は完
全雇用に近い水準にありながら底堅い拡大が続いている。運輸・倉庫業の就業者が2万人増、ﾍ
ﾙｽｹｱ産業も5万人増えて全体をけん引した。
・平均時給は27.90㌦と前年同月比3.1%増え、11ヵ月連続で3%の伸びを保つ。
・20年の再選を最優先するﾄﾗﾝﾌﾟ米大統領も、景気減速を避けるため「利下げ
を実行する必要がある」と圧力をかける。FRBは市場と政権の圧力がかかる。
＊ﾐｬﾝﾏｰ特区 物流拠点に転換…日本政府 印向け念頭「中国に対抗」
日本政府はﾐｬﾝﾏｰ、ﾀｲ両国政府と手掛けるﾐｬﾝﾏｰ南部の開発方針を見直す。重化学工業拠点の
計画が進まない現状を受け、インド向けの輸出を念頭に置いた港湾施設の開発を優先する（30
年までに物流と軽工業の拠点で提案）。
・ﾀﾞｳｪｰは日本が支援するﾔﾝｺﾞﾝ近郊の「ﾃｨﾗﾜ特区」、中国が支援する西部の
「ﾁｬｳﾋﾟｭｰ特区」と並ぶ大型特区計画の一つ。
・ﾀﾞｳｪｰはﾎｰﾁﾐﾝからﾌﾞﾉﾝﾍﾟﾝ、ﾊﾞﾝｺｸを通りｲﾝﾄﾞ洋までつながる越境道路「南部
経済回廊」の終着点にあたる。整備後ｲﾝﾄﾞへの輸出拠点として、日本企業
などの需要が高まる。

2019/7/6 経済

2019/7/6 経済

2019/7/8 東南ｱｼﾞｱ

2019/7/8 経済

＊中国のAIを支える英才教育…「少年班」40年の厚み（その１）
「後生畏るべし」（年長者をしのぐ可能性を持つため畏敬の念をもって接すべき）。習近平国家主
席は政府直属の最高研究機関「中国科学院」傘下の中国科学技術大学を視察した時、英才ｺｰｽ
「少年班」を褒めたたえた。企業や国・地域の行方も左右する存在となった人工知能（AI)。実は、
中国では中科大の少年班出身者が支える。
・AIが不可欠な自動運転の開発で中国をけん引する百度（ﾊﾞｲﾄﾞｳ）の張亜勤
総裁は1978年に12歳で少年班に入学。米ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大、ｱﾘﾊﾞﾊﾞ、米ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
から百度に転じた。
・AI向け半導体開発のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ、寒武紀科技の陳天石・CEO。01年に16歳で
少年班に入学。少年班出身の兄と寒武紀を創業。

2019/7/8 経済

＊（その２）
・ｱﾘﾊﾞﾊﾞのｸﾗｳﾄﾞ部門のﾄｯﾌﾟ閔万里も92年に14歳で少年班に入学した。米ｼｶｺﾞ
大大学院、米IBM、米ｸﾞｰｸﾞﾙなどを経て、ｱﾘﾊﾞﾊﾞに入り、AIを使ったｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞ
ｽの展開を推し進めてきた。
・大学の機能が止まった文化大革命の反省から人材の早期育成を求める声が
上がり、改革開放路線を敷いた鄧小平の後押しで1978年に創設された経緯
がある。
・ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領が警戒するほどに成長した中国のﾊｲﾃｸ企業。40年余り前に始ま
った英才教育と海外留学を後押しする改革開放政策の両輪が時間をかけて
生み出した成果といえる。
・ﾊｲﾃｸ分野の覇権を米中が競うなか、日本の存在感は薄れるばかり。飛び級
など英才教育は広がらず、米国への留学生も減少傾向であり、日本はさらに
大きな課題に直面している。
＊ﾊｲﾃｸ分野 米中拮抗…中国、9品目ｼｪｱ拡大「18年世界市場調査」
ﾊｲﾃｸ分野で米国企業と中国企業のつばぜり合いが鮮明になっている。日経新聞社がまとめた
2018年「主要商品・ｻｰﾋﾞｽｼｪｱ調査」では、中国勢がｽﾏﾎなど9品目でｼｪｱを拡大した。米国勢の
ｼｪｱ拡大は8品目だった。先端技術を巡る覇権争いを裏付けた格好だ。激しい中国の追い上げは
米国の警戒感を高め、貿易摩擦を長期化させる可能性もある。
・中国勢が上位5社の入った品目でｼｪｱを伸ばしたのは、ｽﾏﾎや携帯通信ｲﾝﾌﾗ
（基地局）、有機ELﾊﾟﾈﾙ、大型や中小型の液晶ﾊﾟﾈﾙなど9品目だ。
・米国企業がｼｪｱを伸ばした8品目は、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽや仮想現実（VR)ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ、
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ（HDD)、半導体ﾒﾓﾘｰのDRAMなど。
・19年のｼｪｱは大きく変動する
＊中国からﾍﾞﾄﾅﾑ移管…任天堂「ｽｲｯﾁ」生産一部
任天堂は主力の家庭用ｹﾞｰﾑ機「ﾆﾝﾃﾝﾄﾞｰｽｲｯﾁ」の生産の一部を中国からﾍﾞﾄﾅﾑに移管する。
EMS世界最大の鴻海精密工業を含めた複数の委託先が中国でほぼ全量を生産している。
・ｽｲｯﾁの世界販売台数は18年度で約1700万台。うち約4割を米国を中心とす
る米大陸向けが占める。貿易戦争の長期化で中国からﾍﾞﾄﾅﾑに移管する。
＊東南ｱ配車大手と提携…三菱自、新興国に軸足
三菱自動車は8日、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの配車ｻｰﾋﾞｽ大手ｺﾞｼﾞｪｯｸと提携したと発表した。三菱商事など三菱
ｸﾞﾙｰﾌﾟと合同で少額出資した。次世代移動ｻｰﾋﾞｽを共同開発する。三菱自が参画する日産や仏
ﾙﾉｰの企業連合は先進国に主眼を置くが、三菱自は新興国に軸足を置く。
・対抗相手のｸﾞﾌﾞにはﾄﾖﾀ、ﾔﾏﾊ発動機やｿﾌﾄﾊﾞﾝｸが出資している。
＊中国ﾈｯﾄ事業に死角…ﾋﾞｼﾞｭﾝ、2ｹﾀ増収でも…「割引き等販促費重荷」
「中国はどうなっているんですか」。ﾋﾞｼﾞｮﾝの最近投資家向け広報では米欧ｱｼﾞｱなど海外各地の
投資家から必ずこの質問が飛ぶ。
・中国事業はECが2ｹﾀ増収と好調だった半面、実店舗は落ち込んだ。実店舗
からECへ比重が移ると、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ費用がかさむとの見方が市場では多い。
ｾｰﾙの大幅割引などで販売促進費が相応にかかるため。
・中国の哺乳瓶市場では3割とされるｼｪｱの引き上げや東南ｱｼﾞｱや米国市場
の開拓といった新たな成長ｽﾄｰﾘｰが求められる。
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2019/7/9 東南ｱｼﾞｱ

2019/7/9 経済

2019/7/9 経済

＊中国、成長再び減速へ…ｴｺﾉﾐｽﾄ調査4～6月６．２％
日経新聞社と日経QUICKﾆｭｰｽがまとめた中国ｴｺﾉﾐｽﾄ調査によると、中国の4～6月期の実質国
内成長率（GDP)の予測平均値は６．２％だった。1～3月期は6.4%だったが、再び減速に転じる見
通しだ。米中は6月末に貿易協儀の再開で合意した。貿易戦争が改善に向かう予想は前回より
減った。
・追加対策に期待・・工銀国際の程實氏は「地方政府がｲﾝﾌﾗ建設にあてる債
権の発行を増やしたり、自動車などの消費刺激策を導入したりする」と予想。
・DWSのｼｮｰﾝ・ﾃｲﾗｰ氏はﾉｰﾃﾞｨｰﾙ（取引無し）の場合「中国の輸出縮小し、関
連企業はより多くの従業員を解雇する。成長率は5%の深刻な経済危機に陥
る」との見方を示した。

2019/7/9 東南ｱｼﾞｱ

＊東南ｱｼﾞｱ成長率、下振れ…今年4.3%（日経予測）、４四半期連続
激化する米中貿易戦争が長期化するとの懸念から東南ｱｼﾞｱ経済の減速が鮮
明になってきた。
⦿東南ｱｼﾞｱとｲﾝﾄﾞのGDP成長率 （カッコ内は4月の調査）
（成長率は回答者の平均予測値）
2018年 19年（予） 20年（予） 21年（予）
東南ｱ主要５ヵ国 4.8
4.3(4.6)
4.5(4.6)
4..7(4.8)
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
5.2
5.1(5.2)
5.3(5.3)
5.6(5.4)
ﾏﾚｰｼｱ
4.7
4.4(4.5)
4.4(4.5)
4.7(4.9)
ﾌｲﾘﾋﾟﾝ
6.2
6.2(6.4)
6.5(6.5)
6.6(6.8)
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
3.1
1.8(2.4)
2.1(2.4)
2.4(2.8)
ﾀｲ
4.1
3.3(3.7)
3.3(3.7)
3.4(3.8)
ｲﾝﾄﾞ
6.8
6.9(7.1)
7.2(7.2)
7.4(7.2)

2019/7/9 東南ｱｼﾞｱ

＊中比融和 ﾋﾞｼﾞﾈｽに…ｱﾔﾗ「中国用工業団地」、SM「江蘇省に新店」
ﾌｲﾘﾋﾟﾝと中国の外交関係改善を受け、両国間のﾋﾞｼﾞﾈｽが深まっている。比財閥ｱﾔﾗは中国企業
向けの工業団地を初めて建設し、車・通信分野で上海汽車集団や通信機器大手華為技術（ﾌｧｰ
ｳｪｲ）などと関係を強める。SMｸﾞﾙｰﾌﾟは中国での新店開設を再開する。中国企業もﾌｲﾘﾋﾟﾝの通信
市場に参入する。両国間の貿易も拡大するが、外交次第で風向けが変わる危なさもはらむ。
・北京で4月末に開いた「一帯一路」ﾌｫｰﾗﾑで中国電信集団（ﾁｬｲﾅﾃﾚｺﾑ）と比
企業ｳﾃﾞﾝﾅ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝはﾌｲﾘﾋﾟﾝの通信事業に54億㌦を投じる契約に署名。

2019/7/10 企業S

2019/7/10 社会

2019/7/10 経済

2019/7/11 東南ｱｼﾞｱ

2019/7/11 経済

＊住商・米VCと育成枠組、伊藤忠・中国系と投資ﾌｧﾝﾄﾞ…新興勢とﾀｯｸﾞ
大手商社がｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業との連携を強化している。住友商事は9日、米ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ（VC)と
組んで新興企業の支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを立ち上げた。伊藤忠商事は2019年度から300億円の投資枠を
設け、8月には資本提携先の中国中信集団（CITIC)ｸﾞﾙｰﾌﾟと共同でﾌｧﾝﾄﾞを立ち上げる。ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化
で産業構造が変化する中、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟとの連携で将来の収益源を確保する狙いがある。
・住商の20年3月期の連結純利益は前年比6%増の3400億円と3期連続で最高
益を更新する見通し。その一方で「産業のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化が進めば現在の商社の
事業は中抜きにされる」（南部氏）という危機感から、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟとの連携に
動く。
・大手商社の新興企業への投資は00年前後のﾈｯﾄﾊﾞﾌﾞﾙ期から本格化した。
＊なぜ「たばこ」中国組織の影…ｾﾌﾞﾝﾍﾟｲ不正、900人分ID乗っ取り
ｽﾏﾎ決済ｻｰﾋﾞｽ「ｾﾌﾞﾝﾍﾟｲ」の不正利用事件は、電子決済のｾｷｭﾘﾃｨｰの甘さを突き、匿名性の高
いｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾂｰﾙを悪用した国際ｻｰﾊﾞｰ犯罪だ。900人分のIDが乗っ取られ、5千万円を超える被
害を許した。大半が過熱式たばこの購入に使われたことから、中国の組織の関与が強く疑われて
いる。
・海外から指示か・・今回購入役らを集めるために使われたのが中国の対話
ｱﾌﾟﾘ「微信（ｳｨｰﾁｬｰﾄ）」だった。医薬品の横流しなど、中国人が絡む犯罪で
使われることもある。警視庁が逮捕した購入役2人の中国人は「指示役と
面識はない」と供述した。
＊中国IT、内陸ｼﾌﾄ…成都「ｹﾞｰﾑ製作」、武漢「動画ｱﾌﾟﾘ」（人材豊富）
中国内陸部の都市がITの新たな集積地として台頭している。四川省成都は「eｽﾎﾟｰﾂ」などｹﾞｰﾑ
製作で、湖北省武漢では動画ｱﾌﾟﾘといったｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業が続々と生まれた。北京や上海など沿
岸部を中心とする既存の集積地より、ｵﾌｲｽの賃貸料や人件費などが低いうえ、大学の数が多く
人材が豊富なことが企業を後押ししている。
＊ｸﾞﾗﾌﾞ、新規制対応遅れ…ﾏﾚｰｼｱ 合格運転手10%止まり
ﾏﾚｰｼｱで配車ｻｰﾋﾞｽの運転手に対する新規制の導入が迫る中で、事業者の対応が遅れている。
最大手のｸﾞﾗﾌﾞによると、新規制に対応した運転手は全体の10%に留まる。ﾏﾚｰｼｱは12日、配車
ｻｰﾋﾞｽの運転手に公共ｻｰﾋﾞｽ車輛（PSV)免許の取得を義務付ける新規制を施行する。6時間の
講習を義務付けるPSV免許の試験に合格しないと、営業ができなくなる。
＊中国、百貨店相次ぎ経営難…押し寄せるﾈｯﾄの波
中国・北京の中心部に立地する有名百貨店が相次ぎ経営難に陥っている。中国のｱﾘﾊﾞﾊﾞ集団を
はじめとするｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販が定着し、百貨店の生き残りは一層厳しくなる。賽特はﾔｵﾊﾝ（97年に
経営破綻）が92年、中国企業と提携して開業し、94年のﾔｵﾊﾝ撤退後も日本人客らでにぎわった。
近年は中国流通大手の王府井集団が運営を請け負ってきたが、客足は回復せず経営
権を手放した。今後は不動産大手と組み、営業継続するという。
・ﾖｰｶ堂の北京の事業は苦戦が続いてきた。ピーク時は9店舗まで拡大。
2017年1店舗に縮小した。ﾖｰｶ堂は18年、来客数を増やす作戦に乗り出した。
販売面積は4割減ったが、来店客数は2倍に増えた。ﾈｯﾄの隆盛と小売りの
衰退は世界で共通する課題だが、百貨店は難局を打開できるのだろうか。
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2019/7/12 東南ｱｼﾞｱ

2019/7/12 医薬

＊米中、合意機運乏しく…関税・知財「見えぬ着地」
米中両政府が5月から止まっていた貿易協議を再開した。6月29日の首脳会談を受けて仕切り直
した形だが、発動済みの追加関税の扱いなどを巡る溝は深いままだ。ﾄﾗﾝﾌﾟ米大統領が表明した
中国の通信大手、華為技術（ﾌｧｰｳｪｲｲ）の制裁緩和も詳細が依然として不透明だ。交渉は長期
化する恐れが拭えない。
⦿米中詰めるべき課題は多い
・中国の産業補助金の縮小 ・知的財産の保護 ・技術移転の強要阻止
・ｻｲﾊﾞｰ攻撃の抑制 ・農産物やｴﾈﾙｷﾞｰの輸入拡大 ・履行検証の枠組み
・発動済み追加関税の扱い ﾌｧｰｳｪｲ制裁の緩和
＊ｱｼﾞｱ企業、稼ぐ力に陰り…ﾊｲﾃｸや内需が上位「純利益率、米が逆転」
ｱｼﾞｱ企業の稼ぐ力にﾌﾞﾚｰｷがかかっている。主要上場企業「Asia300」の2018年度の売上高純利
益率は2年ぶりに低下し、ﾄﾗﾝﾌﾟ減税の恩恵を受けた米国企業に逆転された。中国経済の減速や
米中貿易戦争が逆風となった。成長性や収益性などで算出した実力企業ﾗﾝｷﾝｸﾞではﾊｲﾃｸ・内需
関連が上位に入ったが、19年度は試練に直面しそうだ。
・Asia300の売上高純利益率は9%と前年度比0.5㌽低下した。米中摩擦などを
背景に先行き不透明感が増し、設備投資や消費が減速した。中国の人件費
高騰や原油高によるｺｽﾄ上昇も足かせとなった。一方、米企業はﾄﾗﾝﾌﾟ政権
による法人税引き上げの恩恵を受け、好調だった。
＊新車市場が急減速…4～6月 中印２ｹﾀ減「米欧も低調」
世界の自動車市場が急減速している。国別で最大市場の中国と4位のｲﾝﾄﾞの4～6月の新車販売
台数は前年同期比２ｹﾀ減となり米欧市場も低調だ。景気減速の影響が長引き、2019年の世界販
売台数はﾘｰﾏﾝ・ｼｮｯｸ直後の08年～09年以来の2年連続前年割れが濃厚になった。自動車産業
の視野は広く、販売低調が続くと景気が一段と冷え込むﾘｽｸがある。
・日米と欧州の一部をあわせた主要5市場の4～6月は約1600万台と前年同期
比で13%減と、ﾏｲﾅｽは4四半期連続で期間中で最大の減少幅となった。
・中国と米国は年後半から回復するとの見方もある。中国では7月1日から新し
い国内排ｶﾞｽ規制が始まり、新規制前に買い控えが解消する可能性がある。
＊ﾌｧｰｳｪｲ 米制裁の長期化にらむ…ｿﾌﾄ内製化急ぐ
⦿米制裁下でﾌｧｰｳｪｲは自衛を進める
・制裁の影響
①2019～20年の2年間で計画比300億㌦の減収見込み
＝対策：15億㌦調達検討か。21年に活気取り戻す（任CEO）
②米企業の基本ｿﾌﾄ（OS)関連ｻｰﾋﾞｽが使えない恐れ
＝対策：独自OSの19年秋以降んぽ実用化目指す。8月にも詳細発表。
③米企業などから半導体の調達が困難に
＝対策：傘下企業の海思半導体(ﾊｲｼﾘｺﾝ）で内製化を加速
・ｽﾏﾎ設計で圧倒的なｼｪｱを持つｱｰﾑ・HDは「米国の規制を順守する」表明
「ｱｰﾑ無しで新たな半導体を開発するのは困難」（中国半導体の専門家）と
の指摘もあり、製品開発を続けられるか、不透明感はのこったままだ。
＊米でﾄﾞﾛｰﾝ生産検討…DJI、中国外に初工場（ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ州）
ﾄﾞﾛｰﾝは世界最大手の中国DJIは米国事業を強化する。米国でﾄﾞﾛｰﾝ組み立て工場の新設を検討
するほか、政府機関などへの売り込みも強める。中国製ﾄﾞﾛｰﾝに対し情報漏洩の懸念を持つが、
北米市場でのDJIのｼｪｱは8割近い。
・DJIの北米担当のｼﾞｬﾝ・ｶﾞｽﾊﾟﾘｯｸ氏は米国市場について「消防暑などで当社
のﾄﾞﾛｰﾝの導入が増えており、250人以上の人命救助に役立った」と説明。
＊国営製鉄 大規模ﾘｽﾄﾗ…ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｸﾗｶﾀｳ、赤字続き
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ国営製鉄のｸﾗｶﾀｳ・ｽﾁｰﾙが大幅なﾘｽﾄﾗに乗り出す。製鉄以外の子会社の売却や整理
を進め、本社の従業員数を約3割減らす。高炉建設など過剰な投資で債務が拡大したほか、足元
では中国などの鋼材が流入して競争力を失い、業績が悪化していた。ｼﾞｮｺ政権は産業の高度化
を目指し、その核になる国営製鉄の改革にｱｸｾﾙを踏む。
・ｼﾐﾙ・ｶﾘﾑ氏を新社長に迎え、大胆なﾘｽﾄﾗ計画の号砲を鳴らす。不動産や
ﾎﾃﾙ、医療などの売却。約6300人から4500人までの人員整理。その後、
国営ｱｻﾊﾝ・ｱﾙﾐﾆｳﾑの傘下に入る構想を描く。
＊市販薬あるのに病院処方5000億円…医療費膨張の一因に
医療費抑制につながる市販薬の利用が広がらない。湿布や鼻炎薬など市販薬があるのに、利用
者が病院に通って処方される医薬品の総額が5千億円を超すことが日経新聞の調べでわかっ
た。処方薬は自己負担が原則3割と安いからだが、残りは税金や保険料で賄う。一律に保険を使
う制度を改め、代えがきかない新薬に財源を振り分ける必要がある。
・3349万円の白血病治療薬「ｷﾑﾘｱ」が5月に保険適用となり、今後も高価な
薬が相次ぐみ通し。症状の軽い人がすすんで市販薬を利用すれば、その分
保険を使う費用を抑えられる。
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＊中国、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車優遇…環境車規制を転換へ
中国政府はﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（HV)を優遇する検討を始めた。ｶﾞｿﾘﾝ車と同等としてきたHVを「低燃費
車」とみなし、普及支援に転じる。中国は今月、世界で最も厳しい基準とされる新たな排ｶﾞｽ規制
を導入するなど大気汚染の解消と自動車業界の構造改革を急ぐ。EVの普及に限界があるなか、
HVを含め環境対策を強化する。中国政府の方針転換はHVに強みを持つﾄﾖﾀなど日系ﾒｰｶｰの追
い風となる。
・低燃費車は燃費が良い上位5%の車種になる見通しとし、HVを持つ自動車
大手に有利に働くと報じている。
＊HV技術提供 商機…中国の環境車規制 ﾄﾖﾀ、外販強化
中国の電池ﾒｰｶｰとの提携を進めるなど、ﾄﾖﾀは中国市場を米国と同じように重視してきた。ﾊｲﾌﾞ
ﾘｯﾄﾞ車（HV）がﾒｰｶｰに一定比率の新ｴﾈﾙｷﾞｰ車の製造を義務付ける「NEV規制」での優遇対象に
なれば、他の中国ﾒｰｶｰもHV生産を増やす可能性が高まる。NEV規制は自動車各社にとって負
担だ。EVよりｺｽﾄが安く、ｶﾞｿﾘﾝ車よりも新ｴﾈ車の製造割り当てが少なく抑えられるHVの魅力が
増す。
・ﾄﾖﾀは2020年をﾒﾄﾞに、中国で現状1割強のHV比率3割超まで引き上げる計
画だ。EVを20年に発売するが主軸はHVとの位置づけは変わらない。
・ﾄﾖﾀは4月にHVの特許無償開放を発表しており、HVｼｽﾃﾑの外販も強化する。
＊張り薬、心臓・精神疾患に…高齢者に安全、使いやすく
飲み薬から張り薬（桂皮吸収薬）へーー。製薬会社で新たな需要開拓が始まった。大日本住友製
薬は今夏にも世界初となる統合失調症の貼り薬を国内で発売する。ｱｽﾃﾗｽ製薬は6月、心房細
動の貼り薬を売り出した。協和ｷﾘﾝはﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病向けの事業化に乗り出す。高齢者が増え、効能
と同時に利用しやすさが製薬業界のﾀｰｹﾞｯﾄになっている。
⦿製薬会社が「服薬方法」で需要創出
・大日本住友製薬「統合失調症の貼り薬を今夏にも発売」、・ｱｽﾃﾗｽ製薬「心
房細動の貼り薬を今年6月に発売」、・協和ｷﾘﾝ「ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病の貼り薬を事業へ」、・久光製薬「同
貼り薬の承認申請」、・JCRﾌｧｰﾏ「ﾎﾙﾓﾝ製剤注射器にIO
Tを導入」、・ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ「粉薬の吸入器にｾﾝｻｰを内蔵」
＊中国貿易先 米縮小3位に…対ASEAN、2位浮上
貿易戦争の長期化で中国の貿易構造が変わり始めた。中国税関総署の12日の発表によると、
2019年上半期（1～6月）の中国と米国の貿易額は前年同期比14%減の2583億㌦(約２８兆円）とな
り、東南ｱｼﾞｱ諸国連合（ASEAN)に抜かれて国・地域別で３位になった。首位の欧州連合（EU)との
差も開いた。
＊中国、債務不履行３倍…緩和効果限定的「社債で9500億円（1～6月）」
中国企業の財務悪化が続いている。社債不履行は2019年1～6月で600億元強（約9500億円）と、
過去最高だった18年通年に近いﾍﾟｰｽで推移する。米中貿易戦争に直面した習近平指導部は18
年後半に債務抑制の方針から転換したが、無理な拡大路線や景気減速で返済に行き詰まる企
業が後を絶たない。上場企業の総負債は3月末で38兆元まで増えており、債務膨張のﾘｽｸがくす
ぶる。
＊１億円を超す難病治療薬…ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 健保財政圧迫の懸念
1億円を超す超高額薬が年内にも登場する。ｽｲｽのﾉﾊﾞﾙﾃｨｽが米国で2億円超で発売し、日本で
も製造販売を申請している乳幼児の難病治療薬「ｿﾞﾙｹﾞﾝｽﾏ」を厚生労働省が承認する見通しと
なった。白血病治療薬「ｷﾑﾘｱ」の公定価格（薬価）が5月、過去最高の3349万円に決まり注目され
た。相次ぐ高額薬の登場は、日本の医療保険財政を揺さぶる可能性がある。
・ｿﾞﾙｹﾞﾝｽﾏは筋肉が萎縮する脊髄性筋萎縮症（SMA)の治療薬だ。患者数は
数百人程度（乳幼児の10万人に1～2人が発症する）。
＊脳の遺伝子治療 治験進む…海外先行、日本は量産課題
体内に遺伝子を入れて病気を治す遺伝子治療の脳や脊髄を対象にした臨床試験（治験）計画が
相次ぐ。自治医科大学を中心に遺伝子の異常による難病のほか、ALS（筋委縮性側策硬化症）
やｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病の計画が2020年から順次始まる。脳などは創薬が難しいが加えた遺伝子が働き
続けることで、遺伝病でも長く効果が期待できると注目を集めている。
⦿自治医科大学や遺伝子治療研究所などの計画
・筋委縮性側索硬化症➞2020年（東京医科大学）、・ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病➞20年、
・脊髄小脳失調症1型➞21年（東京医科歯科大・北大）、
・ｸﾞﾙｺｰｽﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ1欠損症➞21年、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病➞22年（理化学研究所）
＊欧州勢 HVで日本猛追…低コストの簡易型 VWも投入表明
ﾄﾖﾀなど日本ﾒｰｶｰの独断場だったﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（HV)で欧州勢の存在感が高まってきた。独ﾀﾞｲﾑﾗｰ
などに続き、独ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ（VW)がこのほど参入を表明した。そろって採用するのが低価格の簡
易型HVだ。簡易型の市場規模は近く本格HVを逆転するとの予測もあり、日本勢の販売戦略に影
響を与える可能性がある。
・簡易型HV・・主に海外の自動車ﾒｰｶｰが手掛け「ﾏｲﾙﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ」と呼ばれる
。使用する電池の電圧が低い為、安全装置など簡易で済むが
燃費も本格型の4分1程度にとどまる。

2019/7/17 南ｱｼﾞｱ
（ｲﾝﾄﾞ含）

＊ｲﾝﾄﾞにｾﾌﾞﾝ 3～5年で500店…70兆円の小売市場開拓
ｲﾝﾄﾞのｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ「ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ」が進出する。現地の小売大手ﾌｭｰﾁｬｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟがｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ･
HDと組み、今後3～5年間で500店以上出す。ｲﾝﾄﾞの小売り市場は70兆円規模で成長が見込まれ
るが、家族経営の中小零細店が多く、ｺﾝﾋﾞﾆ業態は珍しい。小売業の近代化が急速に進むと見ら
れており、地場資本を中心にﾁｪｰﾝ展開が加速しそうだ。店舗規模は150～200㎡の見込み。
・ｲﾝﾄﾞには「ｷﾗﾅ」と呼ぶ家族経営の小規模小売店が多く、生活に浸透してい
る。常温で保存できる食品、日用品、雑貨が中心。冷凍・冷蔵設備を備えた
衛生面の高い商品展開が可能となり、差別化ができる。
・ｲﾝﾄﾞの人口の約半分は25歳以下とされ、消費が伸びる見通しだ。
・地場資本、なお優位・・総合ｽｰﾊﾟｰやｺﾝﾋﾞﾆなど総合小売業の外資参入は
認めていない。「複数ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの小売業は認められない」。認可しない姿勢。

2019/7/17 経済

＊中国、製造業の不振鮮明…0.2ﾎﾟｲﾝﾄ減速の6.2%成長（4～6月）
中国の2019年4～6月期の実質経済成長率は6.2%と１～月期から0.2㌽減速し、四半期として統計
を遡れる1992年以降で最低となった。米国との貿易戦争が長期化し、国内総生産（GDP)の3割を
占める製造業の不振が鮮明になった。大規模な減税とｲﾝﾌﾗ建設を柱とする景気対策も効果が現
れず、先行き不透明感が一段と強まっている。
・減税でも投資手控え・・政府は2兆元（約32兆円）規模の減税・手数料削減
を打ち出したが、効果は十分に表れていない。貿易戦争に苦しむ企業が減
税分を設備投資に期待したが、先行き懸念で製造業は投資を手控える。
・財政赤字、過去最大に・・大規模減税で財政悪化も急速に進んでいる。1～
6月の財政赤字は1兆5700億元と上半期で最大だった。

2019/7/18 経済

＊EV基幹部品 中国生産…ﾆﾁｺﾝ、技術力で高ｼｪｱ狙う
ﾆﾁｺﾝは電気自動車（EV)向け基幹部品の中国生産に乗り出す。日本国内に加え現地でも生産
し、世界最大のEV市場となった同国での需要拡大に備える。関西の電子部品各社はｽﾏﾎ用で高
いｼｪｱを握るが、今後の大幅な市場成長が見通しづらい。日本電産が中国で駆動用ﾓｰﾀｰを製造
するなど各社のEVｼﾌﾄが鮮明になってきた。
・ﾆﾁｺﾝが中国で生産するのは「ﾌｲﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻｰ」と呼ぶ電子部品。電気を蓄え
たりﾉｲｽﾞを取り除いたりして電流を安定させるｺﾝﾃﾞﾝｻｰと呼ばれる。
＊「中国生産を移管」50社超…調達網見直し 負担に
米中摩擦が長期化する懸念が強まるなか、生産移管を検討する世界の主要企業は日経新聞の
集計で50社を超えた。外資企業は中国の輸出入の4割を占める。生産移管が本格化すれば中国
経済に打撃となる一方、企業も部品調達網の見直しなど負担が増す。
⦿主な調達網見直し企業
「日本」＝任天堂（ﾆﾝﾃﾝﾄﾞｳーｽｲｯﾁの生産の一部をﾍﾞﾄﾅﾑへ）、ｺﾏﾂ（建設機械
部品の生産を米国やﾀｲ、日本へ）、ｱｼｯｸｽ（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞの生産の一部をﾍﾞﾄ
ﾅﾑへ）「米国」＝ｱｯﾌﾟﾙ（中国ｺﾞｰﾃｯｸを通じ、ﾜｲﾔﾚｽｲﾔﾎﾝをﾍﾞﾄﾅﾑへ）、ﾌﾞﾙｯｸｽ
（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞの生産をﾍﾞﾄﾅﾑへ）「台湾」＝ｴｲｽｰｽ（ﾊﾟｿｺﾝの生産を台湾に）、
ﾍﾟｶﾞﾄﾛﾝ（通信機器の一部の生産をｲﾝﾄﾞやﾍﾞﾄﾅﾑへ 「中国」＝TCL集団（ﾍﾞﾄﾅ
ﾑにもﾃﾚﾋﾞの生産拠点を設ける）

2019/7/18 経済

2019/7/18 社会

2019/7/18 東南ｱｼﾞｱ

1905/7/19 経済

＊中国、年金財政テコ入れ…積立金、35年に枯渇の試算
国有資産移管で補強
中国が公的年金の財源拡充を急いでいる。国務院（政府）常務会議は今月、政府が保有する国
有企業の株式を年金の運営にあたる社会保障基金に移す作業を加速することを決めた。政府系
研究機関が「会社員らが加入する公的年金の積立金が2035年に枯渇する」との試算を公表し、
若者らの間で年金への不安が広がっていることに対応する。
・加速する少子高齢化は中国経済のｱｷﾚｽけんとして今後、長期にわたりくす
ぶり続ける。
＊ﾐｬﾝﾏｰ投資 「中国・香港から」倍増…1～6月、縫製業けん引
ﾐｬﾝﾏｰへの外国直接投資が回復の兆しを見せている。2019年上期（1～6月）の外国投資認可件
数は、中国と香港が前年同期比2.4倍の計84件となり、全体の6割を占めた。安い賃金を求める縫
製工場の進出が目立つ。ﾛﾋﾝｷﾞｬの問題で欧米からの投資誘致には不透明感がある。
＊香港・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 貿易戦争 10年ぶり低成長…輸出１％以下に減速
ｱｼﾞｱを代表する貿易・地域であるｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙと香港が10年ぶりの低成長に苦しんでいる。米中の
貿易戦争の影響で輸出入が低迷している。中国からの生産移管の恩恵を受けるﾍﾞﾄﾅﾑなどとの
明暗が分かれている。
＊TSMC、ｽﾏﾎ低迷重く…反転攻勢へ大型投資も
半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC)が18日発表した2019年4～6月期の
連結営業利益は763億台湾㌦（約2650億円）と前年同月比10%減少した。ｽﾏﾎの販売低迷などが
響き、四半期連続の減益となった。会社側は7～9月期に1割の増収を目指すものの、米中貿易摩
擦のﾘｽｸは残っている。「4～6月期で最悪期を脱した。足元は広い分野で需要が回復し始めてい
る」。決算会見で魏哲家・CEOはこう強調した。

2019/7/19 社会

2019/7/20 東南ｱｼﾞｱ

2019/7/23 経済

2019/7/24 経済

2019/7/24 経済

2019/7/24 経済

2019/7/25 経済

2019/7/25 社会

2019/7/26 経済

＊電子書籍 相次ぐ配信停止…中国の人気３ｱﾌﾟﾘ 政府規制受け
ﾆｭｰｽｱﾌﾟﾘ運営会社、趣頭条が2018年5月に始めた米読小説、動画投稿ｱﾌﾟﾘ「Tiktok（ﾃｨｯｸﾄｯｸ）」
を運営する北京字節跳動科技（ﾊﾞｲﾄﾀﾞﾝｽ）が今春ｽﾀｰﾄした「ﾄﾏﾄ小説」、3千万人超の利用者を抱
える大手「普江文学城」の3つのｱﾌﾟﾘがこのほど、最長3ヵ月配信できなくなった。
・3ｱﾌﾟﾘの中には実際露出の多い服装、性行為を想起させる表現を含む小説
や、同性愛がﾃｰﾏの小説が配信されるｹｰｽがあった。
＊ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ車市場 低迷…EV開発・輸出増急ぐ（今年、4年ぶり前年割れ）
東南ｱｼﾞｱ最大であるｲﾝﾄﾞﾈｼｱの自動車市場の成長が足踏みしている。景気悪化を受け販売が
低迷しており、2019年の新車の販売は4年ぶりに前年割れとなる可能性が出てきた。9割強のｼｪｱ
を握る日系ﾒｰｶｰにとってｲﾝﾄﾞﾈｼｱは重要市場で、電動車開発や輸出拡大などﾃｺいれを急いでい
る。
・20年ごろ達成すると期待された「200万台市場」は遠のいた。
＊「ｱﾘﾍﾟｲ自販機」中国開拓…富士電機、国内飽和に対応
世界屈指の「自動販売機大国」日本の設置台数は約240万台に達する。そのｼｪｱの5割を押さえ
るのが富士電機だ。産業機器向けﾊﾟﾜｰ半導体の失速で株価は勢いを欠くなか、中国での自販機
事業を本格化する方針を打ち出した。中国・上海のﾛｰｿﾝ店頭。営業中は通常の冷蔵庫として機
能し、夜間の閉店後に自販機になる富士電機の新型自販機が目をひく。中国ではこの新型機の
引き合いが強まっているという。
・日本国内の自販機は飽和状態にある。成長市場は中国だ。
＊6月の工作機械受注額 中国向け6割減…貿易戦争で投資減
景気の先行指標とされる工作機械の需要が悪化している。日本工作機械工業会（日工会）が23
日発表した。6月の工作機械受注額は外需の2割を占める中国向けが前年同月比59.7%減の115
億円だった。5月の31.7%減から下落率が拡大した。貿易戦争などを受け、企業が設備投資を控え
る。米国や欧州などでも受注悪化が目立ち、世界景気の先行き不透明感が強まる。
・「全てのﾄﾚﾝﾄﾞが下がっており、世界情勢の不安定さが縮小されない限り、
先行きが見通しにくい状況」と飯村日工会会長が語る。
＊中国、産業ﾛﾎﾞ国産化に力…国内ｼｪｱ25年までに7割
中国の製造現場で人手不足と人件費上昇が深刻になっているのを背景に、自動化やIT化が広が
り始めた。政府はﾊｲﾃｸ産業育成策「中国製造2025」で、工場でのﾛﾎﾞｯﾄ導入を支援して産業の高
度化を進めるとともに、ﾛﾎﾞｯﾄでの国産比率の向上にも力を注ぐ。中国では足元で工作機械など
の需要が落ち込むが、長期的には市場拡大が見込まれる。ただ中核部品を日本製に頼るなど国
産化の推進には壁も高い。
・産業用ﾛﾎﾞｯﾄの国内市場ｼｪｱは2017年の3割強から25年までに7割を目標。
＊米、対ﾌｧｰｳｪｲで綱引き…取引企業「制裁緩和を早く」議会「規制強化」
ﾄﾗﾝﾌﾟ米大統領が表明した中国の通信機器大手、華為技術（ﾌｧｰｳｪｲ）への制裁緩和を巡る綱引
きが激しくなっている。米ｸﾞｰｸﾞﾙなど取引企業は22日、禁輸措置の見直しを早く決断するよう同氏
に直談判した。一方、ﾌｧｰｳｪｲが北朝鮮の通信網構築に関わっていた疑いが浮上し、米議会は逆
に規制強化を求めた。政府は具体策の検討を急ぐが、着地点はなお見えない。
・各社が気をもむのは、制裁緩和の具体的な中身が見えないからだ。
・米で600人削減・・ﾌｧｰｳｪｲは23日、米国の研究開発子会社の人員を削減す
ると発表した。850人の7割に相当する人員を減らす。ELに伴う事業縮小。
＊中国企業、業績低迷続く…「1700社１～6月、純利益2%増止まり」
中国企業の業績が低迷している。24日までに開示された約1700社の2019年１～6月期の純利益
見込みは前年同期比2%増にとどまった。習近平指導部が景気底割れを防ぐため打ち出した公共
投資増の恩恵を受けて建機やｾﾒﾝﾄなどが堅調な一方、自動車や小売り、鉄鋼・非鉄など消費関
連の不振が長引く。米中摩擦も長期化しており、企業業績は今後も伸び悩みそうだ。
・1～6月期が最終赤字だったのは340社弱、最終減益は450社強、集計対象
の半数近くが赤字・減益となった。
＊完全養殖、商用化へ一歩…人工ふ化でも美味「ｺｽﾄ天然の10倍」
「いつもの鰻よりふっくらして脂ものってるね」。7月上旬、養殖業者や専門店の店主ら十数名が都
内に集まり、2種のうな重を試食した。一つは普通の養殖ｳﾅｷﾞ、もう一つは人工的にふ化させた
稚魚を大きく育てたもの。人口ふ化ｳﾅｷﾞに軍配を上げたﾌﾟﾛも多かった。「味も見た目もいい」。人
口ふ化させた稚魚を親へと育て、さらにその親を産卵させて命のｻｲｸﾙをつなぐ。完全養殖は日
本が2010年に世界で初めて成功している。魚の中で最も難しい養殖だ。
・人口ふ化ｳﾅｷﾞの価格は1匹5千円～1万円と天然の10倍以上。課題はｺｽﾄ減
＊ﾌｧｰｳｪｲ、新卒3000万円・・・高度人材の年俸
中国通信機器最大手の華為技術（ﾌｧｰｳｪｲ）は高度な技術を持った若手人材の採用を強化する。
博士業を持つ新卒者に中国のIT企業幹部などと同等水準の最大約200万元（約3100万円）の年
俸を提示し、採用する。
・優秀な人材を確保し、半導体などの自社開発を急ぐのが狙い。すでに博士
号を持つ新卒者を8人採用し、年俸は約90万～201万元だった。中国ﾒﾃﾞｨｱ
はこの給与水準について「大手IT企業の副社長の年俸に匹敵」と指摘。
・14年に博士業を持つ社員の4割が退職。課題は離職率が高いこと。

2019/7/26 社会

2019/7/26 医薬

2019/7/26 経済

2019/7/26 経済

2019/7/27 経済

2019/7/27 経済

2019/7/27 南ｱｼﾞｱ
（ｲﾝﾄﾞ含）

2019/7/30 東南ｱｼﾞｱ

＊日本語人材豊富 大連の苦悩
中国東北部の遼寧省大連市。ｷｬﾉﾝが開く日本語弁論大会。開催に先立ち御手洗富士夫会長は
「日中関係が良くない時代もあったが、30年間休まずに行えたことは意義深い」と語った。大連は
有能な日本語人材を輩出する街として知られ、多くの日本の企業を支えてきた。経済が低迷し日
本企業の撤退で「中国離れ」の象徴的な街になってしまった。昨年まで日本以外の国の誘致にも
積極的だったが、今年に入り一転、日本企業の誘致に再び強化する姿勢に転じた。関係者曰く
「大連の唯一の強みは日本とのつながり」との事。
＊ｴｰｻﾞｲ社長、新薬へ執念…「次の認知症薬、自分の使命」
世界のﾒｶﾞﾌｧｰﾏの向こうを張って「人類最後の敵」認知症への挑戦を続けているのがｴｰｻﾞｲだ。3
月に最も有望だった新薬の開発を断念、株価も今は低迷するが、社長の内藤晴夫はあきらめる
気配はない。ｴｰｻﾞｲの売上高は約6000億円と世界40位前後。ﾒｶﾞですら難渋する認知症薬の開
発を挑む内藤は、ただ空気が読めないだけの「KY社長」なのか、それとも故ｽﾃｨｰﾌﾞ・ｼﾞｮﾌﾞｽﾞのよ
うに常識を覆し逆張りで成功をつかむｲﾉﾍﾞｰﾀｰなのか。
・定時株式総会で「まだ期待できる新薬候補があります。会社一丸となってい
きますのでご支援を願います」と社長が述べると会場は拍手に包まれた。
＊蓄電池 中国企業が日本に…太陽光に続き価格破壊も
車載電池の世界最大手、中国の寧徳時代新能源科技（CATL)は25日、住宅産業向けに低価格
の蓄電池を2020年に日本で発表すると発表した。11月から太陽光で作った電力を外部販売から
自家消費に切り替えるｹｰｽが増える見込みだ。CATLはこれを商機とみて、高価格がﾈｯｸだった
蓄電池で価格破壊を起こし、市場を取り込む。
・各社が注目するのが、EVやPHVの車載電池にためた電気を家庭で利用する
「ﾋﾞｰｸﾙ・ﾂｰﾎｰﾑ（V2H）」と呼ぶ仕組みだ。EVに2つの役割を期待する。
＊ﾄﾖﾀ、滴滴と合弁…出資額 本体と合わせ660億円に
ﾄﾖﾀ自動車は25日、中国の配車ｻｰﾋﾞｽ最大手、滴滴出行に出資すると発表した。移動ｻｰﾋﾞｽを手
掛ける合弁会社も設立する。合弁会社への出資分も含めると、ﾄﾖﾀの出資額は６億㌦（約660億
円）になる見通し。中国は世界最大の新車市場で、ﾗｲﾄﾞｼｪｱなどの移動ｻｰﾋﾞｽも普及が急速に進
む。ﾄﾖﾀは滴滴との連携で事業展開の足場を固める。
＊ﾙﾉｰ純利益50%減…1～6月 中国など欧州外で不振
仏自動車大手ﾙﾉｰが26日発表した2019年1～6月期の連結決算は、売上高が前年同期比6%減の
280億5千万ﾕｰﾛ（約3兆4千万円）、純利益が同50%減の9億7千万ﾕｰﾛだった。中国など欧州外の
事業が振るわなかった。
＊中国で来月５Gｽﾏﾎ…ﾌｧｰｳｪｲ 米制裁「自前」で対応
中国通信機器最大手の華為技術（ﾌｧｰｳｪｲ）が自国の市場開拓を強化する。26日、次世代通信
規格「５G」に対応するｽﾏﾎなどを中国で8月に発売すると発表した。次世代半導体も今秋に実用
化し、米国の禁輸措置に左右されにくい収益基盤を築く。ただ米制裁で海外市場の先行きには不
透明感が強く、自前の生き残り策の成否は見えない。
・海外のｽﾏﾎで採用している米ｸﾞｰｸﾞﾙの基本ｿﾌﾄ「ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ」の更新が止まり、
関連ｻｰﾋﾞｽが使えなくなる恐れがあるためだ。
・自前主義が十分進まないうちに、制裁効果でﾌｧｰｳｪｲの経営体力が徐々に
奪われるﾘｽｸも残っている。
＊ｲﾝﾄﾞ車市場に「三重苦」…各社減産 ﾀﾀ赤字転落
「ﾛｰﾝ貸し渋り」「保険料上げ」「信環境規制」
ｲﾝﾄﾞの新車販売が「歴史的な落ち込みに直面している。6月の販売台数は前年同月に比べ16%減
少し、8ヵ月連続で前年割れした。印ﾀﾀ自動車は2019年4～6月期に最終赤字に転落し、大手ﾒｰ
ｶｰの減産や販売店の閉鎖が相次いでいる。自動車ﾛｰﾝを扱う金融機関の貸し渋りが低迷の大き
な要因だ。保険料の引き上げや新しい環境規制の導入を前にした買い控えもあり、世界4位の自
動車市場が「3重苦」に見舞われている。
・個人や企業がﾉﾝﾊﾞﾝｸから融資を受けにくくなっているのは、ｲﾝﾄﾞの金融業界
全体に信用不安が広がっているためだ。政府系保険会社やｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ投資庁
などが出資する大手ﾉﾝﾊﾞﾝｸが社債などのﾃﾞﾌｫﾙﾄ（債務不履行）を相次いで
起こしたことが18年9月、明るみに出たことがきっかけだ。
＊ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸG 東南ｱ市場攻略…ｸﾞﾗﾌﾞ通じAI・観光に「2100億円投資」
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟは29日、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱに積極投資すると表明した。出資先の配車大手ｸﾞﾗﾌﾞ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰ
ﾙ）が今後5年間で20億㌦（約2160億円）を投じる。配車にAIやEVを導入し、観光などの新ｻｰﾋﾞｽ
を開発する。ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ政府がﾃﾞｼﾞﾀﾙ経済の発展に向けてｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟを振興するのを追い風に、東
南ｱｼﾞｱ最大の市場を攻略する。
⦿孫正義氏の主な発言＝①ｸﾞﾗﾌﾞ（・同社を通じｲﾝﾄﾞﾈｼｱに20億㌦を投資、
・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱに第2本社を作る）、②ﾄｺﾍﾟﾃﾞｨｱ（・同社に追加出資、・ﾈｯﾄ通販の
発展は経済を良くし、雇用促進）、③他（・AIを重視し、ﾕﾆｺｰﾝを生む、・太陽
光や風力など再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰにも投資）
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＊「8月は円高」迫る包囲網…利下げ・通商交渉が後押し
外国為替市場の参加者が徐々に円の先高観を強めている。8月は円高が進みやすい経験則が
ある。過去30年のﾃﾞｰﾀをひもとくと、約7割の20ヵ年で円高が進んだ。背景には㌦売り・円買い方
向に需給が偏りやすい季節要因があるとみられる。加えて今年は米利下げや日米通商交渉と
いった円高を呼びやすい事情も重なっている。
＊鉄鋼 世界で供給過剰…中国、景気対策で増産
1～6月の世界の粗鋼生産量は最大の生産国である中国が伸び、過去最高。中国は国内景気対
策で増産、あふれた鋼材が輸出され、ｱｼﾞｱなどの市況を押し上げる。貿易摩擦で需要が冷え込
み需給がさらに崩れれば、世界経済の先行きにも黄信号がともる。
＊貿易協議、構造問題で溝…米中、ﾌｧｰｳｪｲ制裁焦点（今日再開）
⦿構造問題では溝が深い（米は米国、中は中国）
①農産品・ｴﾈﾙｷﾞｰ購入＝米「6年で1兆㌦の購入求む」中「大豆など購入開
始。数値目標には慎重」、②ﾌｧｰｳｪｲ＝米「議会の反対強く、制裁緩和の具
体策が難航」中「制裁緩和・撤回求む」、③追加関税＝米「合意後も一部継
続」中「全廃」、④産業補助金＝米「全国ﾚﾍﾞﾙで撤退」中「地方政府は存続」
⑤罰則＝米「協定不履行なら追加関税再発動」中「罰則は中国の主権侵害」
＊違法ごみ 返送広がる…ｱｼﾞｱ、流入に強硬姿勢
中国が2018年にﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみの輸入を禁止し、大量ごみが拡散した。18年のﾌﾟﾗごみ輸入量は中
国が5万1千㌧と前年の100分の1以下になったのに対し、ﾏﾚｰｼｱは6割増、ﾀｲは3.2倍、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
は2.5倍に急増した。各国は違法に輸入されるごみの監視を強めるようになった。ﾏﾚｰｼｱは5月
末、日本や米国、ｵｰｽﾄﾗﾘｱから持ちこまれている違法ごみを強制的に送り返すと発表した。
・ﾌｲﾘﾋﾟﾝもｶﾅﾀﾞから運び込まれ、港に放置されていたごみ入りｺﾝﾃﾅ69個を送り返し
た。ﾄﾞｩﾃﾙﾃ大統領も怒りをあらわにし「ｶﾅﾀﾞに宣戦布告する」と宣言。
＊免疫生かす「第4の道」…CAR-T療法
「生きていられるのは、新しい治療法があったからです」。札幌市に住む中畠由美子（49）は、5月
に保険適用となったｽｲｽ・ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽのｶﾞﾝ治療薬「ｷﾑﾘｱ」についてこう話す。CAR-T（ｶｰﾃｨｰ）療法
と呼ぶ最新両方を使った薬だ。
・中畠は2013年、血液がんの悪性ﾘﾝﾊﾟ腫と診断された。複数の治療法を試したが
上手く行かなかった。普通の抗がん剤で一度がんが消えたが、15年に再発した。
血液を作る幹細胞を自分の体から取り出し、増やして戻す「自家移植」でも再発。
・「患者自身の免疫ｼｽﾃﾑを利用してがんと闘う」。遺物の排除役がT細胞。これを
体から取り出し、がんを見つけて攻撃する遺伝子を入れ、体に戻す。抗がん剤の
効かない白血病の8割以上、悪性ﾘﾝﾊﾟ腫では5割以上で効果があった。
＊ﾌｧｰｳｪｲ 逆風下の増収…制裁影響まだ軽微
中国通信機器最大手の華為技術（ﾌｧｰｳｪｲ）が米国からの制裁を受けるなかでも事業を拡大して
いる。30日に発表した2019年1～6月期の売上高は、前年同期比23%増の4013億元（約6兆3000
億円）だった。５月からの米国による制裁の影響はまだ軽微で、むしろ中国でのｽﾏﾎや次世代高
速通信「５G」関連の通信機器の販売増が目立ち、業績が拡大した。
・制裁の影響が本格化するのは年末以降との見方がある。
・米調査会社ｶﾅﾘｽによると、ﾌｧｰｳｪｲの4～6月期のｼｪｱは38%。1～3月期から４㌽
も伸び過去最高で「米制裁は中国市場でのﾌｧｰｳｪｲの成長を加速させた」。
＊中国、景気失速許さぬ姿勢…政治局会議 財政積極策など維持「下期」
中国経済の現状について「新たなﾘｽｸと試練に直面し、下押し圧力が増大している」としたうえで、
積極的な財政政策と穏健な金融政策で景気の下支えを続ける方針を確認した。毎月の政治局会
議で3ｶ月ごとに経済を点検し、経済を微調整。
⦿政治局会議は引き続き景気刺激に軸足（①景気認識②財政③金融）
18/7①安定の中に変化、新たな問題と試練に直面②内需拡大と構造調整
③流動性を合理的で十分に保つ
12①安定の中に変化、変化の中に懸念②力を強め、効率を高める
③引き締めと緩和を適度に保つ
19/4①予想より良く、幸先良いｽﾀｰﾄ②力を強め、効率を高める
③引き締めと緩和を適度に保つ
19/7①新たなﾘｽｸと試練に直面し下押し圧力は増大②力を強め、効率を高める
③引き締めと緩和を適度に保つ

