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2011東日本大震災は中日貿易に対するの影響 

要旨：中国と日本は経済と貿易の付き合いでは歴史が長い。大地震、津波、核

漏れの多重の災難を被った日本は、だんだん災難の中から再建を回復している。

しかし、日本の大地震は中国と日本の経済と貿易の関係に対してきっと一定の

影響を及ぼすが、長期に見ると、このような影響はまだ有限である。本稿は中

日の経済と貿易の付き合いの密接な関係を振りかえる。そして、日本経済の現

状を詳しく述べ、さらに大地震が中日の経済と貿易に対して、どのような影響

を分析してみたい。 

キーワード： 大地震 中日貿易 補完構造 難題 チャンス 

中文摘要：中日经贸往来历史悠久,遭受大地震、海啸、核泄漏多重灾难的日本，

正渐渐从灾难中恢复重建，但是日本地震对中国和日本的经贸关系势必会产生一

定的影响,但从中长期来看，这种影响又是有限的。本文回顾了中日经贸往来的

密切关系。然后阐述日本经济现状，以及试着进一步分析大地震对中日经贸关系

产生怎样的影响。 

关键字：大地震  中日贸易  互补结构  难题  机遇 

 

1 はじめに 

2011 年 （平成 23 年）3 月 11 日 （金 ）に発生した 東北地方太平洋沖地震 とそれに伴

って発生した 津波 、及びその後の 余震 により引き起こされた大規模 地震災害 は東日本

大震災と呼ばれる。今回の地震は日本そして世界経済にとっても大きな災難である。日本

の地震とその二次災害は、現在世界が抱える経済問題をさらに悪化させる可能性がある。

具体的にいえば、今回の災害により、債務水準の上昇、インフレ圧力の拡大、新たなバブ

ルの形成などを引き起こし、弱気な世界経済に深刻な打撃を与える可能性がある。 

日本は世界の貿易にとって非常に重要な存在（世界貿易総額の約 6％を占める）である

が、多くの専門家は、日本の災害が世界経済に深刻な影響を与えることはないとの見方を

示している。また、日本経済への影響も一時的なものだとしている。専門家によると、震
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災後、復興支援に向けた公共支出が大幅に増加するため、下向きになった日本経済は好転

する可能性が高いという。専門家は、インフラおよび製造業の損失や電力不足の問題によ

り GDP 成長が制約されることを認めつつも、5 兆円～16 億円ともいわれるインフラの再建

コストが今年下半期の経済成長を後押しすると予測している。 

日本は中国の第 3 大の貿易相手として、中国との経済貿易の関係はずっとすこぶる人々

の関心を受けている。 2011 年の 3 月 11 日に東日本で発生したマグニチュードの 9. 0 

級の大地震は日本の経済に重傷を負わせ、同時にきっと中日貿易に対して一定の影響をも

たらす。中国現代国際関係研究院日本研究所の劉軍紅研究員によると、生産能力とインフ

ラが回復しないうちは、日本の被災地で失われた生産能力は日本の他地域が埋め合わせし

なければならない。関連製品の対外輸出は一定の影響を受け、減少するとみられる。日本

は中国に電子製品部品を供給する主要国であり、このたびの地震は自動車、玩具、石油化

学、電子製品といった中国の加工型の産業に影響を与えることになるという1。 

本稿は中日の経済と貿易の付き合いの密接な関係を振りかえる。そして、日本経済の現

状を詳しく述べ、さらに大地震が中日の経済と貿易に対して、どのような影響を分析して

みたい。 

2 中日貿易の往来状況と特徴 

2.1 中日貿易の規模 

中国が改革・開放を実施してから 20 数年この方、とりわけここ 10 年間に、中日両国政

府の指導者の多大なる促進のもと、両国は官民の次元で共に力を入れ、政府資金と民間資

金が相互補完しあい、投資と貿易が互いに因果関係となり、両国の貿易協力が大きく、全

面的な発展を遂げるよう促し、両国は互いに重要な経済貿易の協力パートナーになり、双

方に大きな利益がもたらされるようになっている。  

中国税関の統計によると、昨年、中日両国の貿易額はこれまでの最高記録を更新し、831

億 6600 万ドルとなった。今年 1－10 月に、双方の貿易額は前年同期比 6.7％増の 718 億

4400万ドルに達した。そのうち中国側からの輸出は 365億 6200万ドル、輸入は 352億 8200

万ドルとなり、前年同期比それぞれ 8.4％と 5.0％増えた 2。  
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日本は中国にとって最大の貿易パートナーである。世界銀行の研究では、先進国のなか

で、中国のＷＴＯ加盟による最大の受益者は日本だと見なされている。チャンスは客観的

に存在しているが、つかむことが出来るか否かは主観的な努力によるものである。日本企

業が良いチャンスを見逃した教訓もあるが、後から奮い立って追いついたケースもあり、

真剣に研究・総括の必要があるように思う。  

両国の貿易規模の絶えまない拡大と構造調整の過程で、貿易紛争や摩擦の出現は避けら

れないし、それを避けて通るつもりもない。しかし、強調したいのは、中日経済貿易協力

は、一般の二国間貿易関係の特徴もあれば、前述のようにそのはっきりした特殊性もある

（つまり中国製品の対日輸出の増加は、日本企業の投資協力、技術指導、委託加工などの

形態のもとで徐々に発展してきたものである、ということ）。従って、双方の貿易摩擦を

解決するには、この点を十分に認識したうえでじっくり話し合い、双方に受け入れられる

方法を提出しなければならない。日本や他国のモデルを安易に当てはめ、冷静さを欠いた

協議をおこない、一方的に措置を取ることは望ましくない。在中国日系企業の利益を犠牲

にし、国内の立ち遅れた業種の利益を過度に保護することも不公平であろう。したがって、

友好的な話し合いを通じて問題の解決を図ることを主張しており、制限を設けるいかなる

措置ももろ刃の剣である。  

2.2 中日貿易の中の加工貿易 

中日貿易の中で、中国の加工貿易の輸出額が対日輸出総額の 54.1％を占める。この比

重は結論的にとても大きい。この局面を形成する原因は日本が中国へ輸出する製品の中に、

中国人の消費の 50％ぐらいだけある。残りの大部分は中国で加工した後で日本や他の国

などへ売り戻される。日本にとって、中国は現在やはり輸出を主とする生産基地である。 

周知のように、米国へ輸出した日本の製品はほぼ消費の面に用いられる。その上、市場

競争が非常に激烈なため、日本はアメリカに良質で低価な製品を輸出するだけでなく、ま

た最も先進的な生産技術をアメリカに移転して、自分の占めた市場占有率を維持していく。

この意味から見れば、アメリカは実に日本の端末の市場の一つである。従って、米日の貿

易摩擦は絶え間ないが、米日の貿易は日本の対外貿易の中で取って代わられない位置に置

く。 

これと比べれば、中日貿易は米日貿易と完全に異なる。中日貿易の関係が速く発展でき

たのは中国が日本企業の生産基地となったという背景の下に実現したのである。そのため、

加工貿易は中日貿易の主な方式になった。言い換えると、日本企業は実に「総会社」と「支



会社」の間で企業内で貿易を行うということである。つまり、日本の「総公司」は生産設

備、部品などを中国で設置した「子会社」に輸出し、「子会社」から製品に加工して「総

公司」に返す。 

中国は技術、資金に不足するが、労働力、生産コストなどの方面にとても著しく優位を

持っている。だから、加工貿易は今比較的に中国に適する貿易方式である。実は、もし加

工貿易がなければ、中国の経済はこんなに素早く発展するのがあり得ない。しかし、長い

目から見ると、中国はやはり自分の技術レベルを高めるべきである。そして、製品構造を

調整して、加工貿易の比重を適切に下げる。このように、中国の経済発展のために新しい

動力を創造することができる。 

2.3 中日貿易の構造 

中日貿易の構造は補完性がある。中国が日本への輸出したのは多く資源の密集型と労働

密集型の製品だが、日本が中国へ輸出したのは多く知識、技術集約型の製品である。中日

両国は貿易の構造の上でわりに大きな補完性を持っている。  

まず、資源から見れば、中国は自然資源、マンパワー、資本資源の方面で日本を上回る。

資本資源を例として、中国の資本資源は世界の資本の 9.4％を占め、外国が直接に投資す

る国で、その上資本備蓄物の成り行きは更に上昇する。日本の資本資源は世界の資本の

6.9％を占める。しかし、中国は知識技術の資源、国際資源の方面で日本より遅れている。

知識技術の資源を例として、日本の今の知識技術の資源は中国の 8 倍である。中国の知識

技術の資源はただ世界の 1.85％だけを占め、日本は 14.7％を占める。このような資源上

の相違は両国が貿易の分野で協力と交流を行うために条件を創造した3。 

次に、具体的な産業から見れば、織物の分野で、中国は労働力コストと加工コストが日

本よりはるかに低く、絶対的な優位を占めた。その上、中国の消費水準の高めに従って、

高級な織物へのニーズは日々に増え、消費市場の潜在力はますます大きくなってきた。日

本は技術の優位を備え、具体的に新しい繊維材料の研究開発と応用の方面に表現する。中

国は技術の創造能力の方面でまだ比較的に弱い。だから、日本が開発した新しい原料を中

国に輸出し、中国の安価な労働力を利用して原料を完成品に加工して、それから日本やそ

の他の国へ売り戻させる。この過程の中で、中日両国は十分に各自の長所を発揮して、優

位なところから補い合い、双方に利益を得させる。 
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3 東日本震災の中日貿易への影響  

日本は 2011 年の 3 月 11 日にマグニチュードの 9 級の大地震が発生した。日本の国内

に深刻な経済損失をもたらしただけでなく、その上短期で中日の貿易に対して巨大な衝撃

を引き起こした。しかし、長い目で見ると、日本の大地震は中日貿易への衝撃が次第に弱

まって、影響は大きくない。 

中国は日本の隣国にして、東日本の大地震のため、きっと一定の影響を受けた。しかし、

日本の大地震は中国に難題と挑戦を持ってくるだけでなく、同時にチャンスを持ってきた。 

日本は中国の最も重要な貿易相手である。日本の東北大地震は主に供給チェンと貿易の

方途を通じて中国の経済に影響を及ぼした。2010 年、中国は日本から輸入した額は 1768

億ドルで、日本に輸出した額は 1212億ドルで、それぞれ中国の総輸出額、総輸入額の 12.7%、

7.7%を占める。2010 年、中日貿易の中で、日本は機械・電力設備での輸出超過は最大で、

375 億ドルに達し、中国は織物の面での貿易黒字はわりに大きく、182 億ドルに達したそ

うである4。 
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另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一
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2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

3.1 大地震のもたらした難題とチャレンジ 

東日本大震災は中国に持ってきた挑戦が主に以下のようである。 

第一は日本企業の生産の停止は中国の加工企業に肝心な部品が不足して部品の価格が

上昇する問題を導き、中国の加工企業の生産と供給の能力はマイナス的に衝撃を与えた。

そして、中国のコストを高めてブッシュ・インフレーションを形成した。 

第二は日本は中国の主な輸出市場で、日本経済の萎縮が中国製品の輸入需要を下げる。 

第三は日本の原子力発電の危機が全世界の原子力発電の産業に影響を及ぼした。全世界

は石油、天然ガスと石炭などのエネルギーの発電へのニーズはきっと増加するに違いない。

こうして、化石資源の価格が上昇するのを招いて、中国の入力型インフレを激化させた5。 

第四は大地震で日本のアンダーライターと投資商はドル証券の資産を投げ売りした。こ

れはアメリカの国債の利回りの上昇と価格の下落を誘発し、それによって中国が持った

1.6 兆のドル証券の資産の価値に影響するようになる。 

3.1.1 中国への輸出額の減少 

「日本は中国への輸出額が短期の内できっと下がるだろう。」商務部のスポークスマン

の姚堅が取材を受ける時こう言った。「日本の東北部被災地区は電子、自動車、石化など

の製品を集中して、これらの製品は中国との貿易の中で相当な規模を占めるから、短期の

内で中日貿易の形成に対してきっと影響するに違いない」。 

日本の多くの電子企業の操業停止は、中国企業により深刻な影響を与えることになると

みられる。ある専門家によると、中国は日本から大量のハイテク製品、川上の中間製品、

設備などを輸入している。川上の中間製品の供給が停滞して減少しているため、日本の設
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備生産プロセスや貨物引き渡しプロセスの中断を受けて、一連の新規建設プロジェクトや

改善プロジェクトが速度を落とさざるを得なくなっているという。 

ある業界関係者によると、地震の影響を最も強く受けるのは、日本から設備、電気機械

部品、光学部品などを輸入する企業だという。こうした企業の日本からの輸入には代わり

になる輸入源が少なく、またこうした企業自身が「日本が中核部品を提供し、中国が製品

に組み立て加工し、世界市場で販売する」という産業分業チェーンの一環になっており、

短期間で代わりの部品供給源を見つけることが難しいからである。 

以上のように中日貿易の現状への分析から日本は主に中国に知識の技術集約型の製品

を輸出することを私達は知ることができる。例えば、ハイエンドの機械、自動車工業の製

品、新型の化学製品などである。今回の日本の大地震はこれらの製品を生産した企業に対

して深刻的に破壊した。製品、工場の建物と生産ラインも壊された。例えば、東北部被災

地区の伝統工業区域の三大自動車のメーカーは豊田、本田、日産がそれらの生産供給が重

傷を負わせられた。三大自動車のメーカーの完成品と部品の生産高に激減するように至る。

短期の内に、日本が中国の輸出製品の生産高の激減はきっと日本の中国への輸出額は大幅

な下落をもたらした。 

3.1.2 中国から部分の輸入品の急減 

東日本の大地震は日本が中国の一部の製品輸入に対して急激に反落するのを導く。輸入

の反落した業界から見ると、主に交通運送設備と家庭用設備である。大地震の中で、たく

さんの交通施設は壊されて、その修復は比較的に長い時間がかかるため、交通運送設備の

需要量は同時に下落する。 

同時に、多くの工場は地震の中で壊されてしまった。これは交通運送設備の生産能力を

下げた。そして上流の産業部品へのニーズが減らさせた。その他に、人々の収入修復が時

間かかるので、震後の短い間で家庭用設備の輸入が以前よりひどく下がる。しかし、その

輸入の低迷の時間は交通運送設備より短い。 

3.1.3 日本からの輸入品の価格上昇 

このほど発生した東日本大震災による被害がどれくらいのものか、今はまだ統計を取れ

る段階ではないが、日本の最大の貿易相手国である中国にも、地震の影響が及んでいる。

例えば、日本製粉ミルクの売り切れ現象に、このことが最もよく見て取れる。「国際金融

報」が伝えた。 

日本の粉ミルクは中国で人気がある。今回の地震発生後、日本製粉ミルクは価格が三段

跳びに跳ね上がっただけでなく、購入制限などの措置が取られるようになり、中国の消費

者の手に入りにくくなった。 



ネット通販大手・淘宝網では、輸入製品の 850 グラム入り明治「ステップ」が地震前は

1 缶 130 元で売られていた。地震が発生すると複数の業者が価格を調整し、わずか一日の

間に 140 元、160 元、180 元、190 元と階段を上がるように価格が上昇した。それでも売

り切れが続出したという。明治などのブランド粉ミルクだけでなく、日本の各種粉ミルク

の価格も上昇した。アイクレオや森永などの製品も地震前の価格を大幅に上回るようにな

った6。 

日本製オムツの価格も上昇している。淘宝網では花王ブランドの 54 枚入りオムツ 1 パ

ックの価格は現在 148 元に跳ね上がったが、それでも他の業者に比べればマシな方で、同

じ製品を 165 元で売る業者もいる7。 

おおまかな統計によると、日本から輸入される化粧品などの日用品の価格もそれぞれ上

昇している。淘宝網のある業者によれば、値上がりした価格は今後しばらくの間は元に戻

らない見込みだという。 

3.2 大地震の持ってきたチャンス 

次に今回の災害が中国にもたらしたチャンスを見ていこう。東日本大震災は中国の持っ

てきたチャンスは主に主に二つがある。一つは核漏れと大地震が日本の農業、食品工業に

巨大な破壊をもたらし、中国は日本へ輸出した農産物、食品は増加する。二つは日本は災

害後再建だから、中国の製品の輸入のニーズが増え、特に建築材料の製品である。 

3.2.1 中国から部分の輸入品の急増 

東日本大震災によって、中国の一部の製品へのニーズに対して急激に増えた。大地震の

後で、日本国内の生産能力は下がって、日用品、食糧などの関係のある製品の供給もより

多く輸入に依存するようになる。中国の服装、靴類、食品などの日用商品、農産物、照明

器具、家具などの丈夫な消費品と関わった企業は以前よりもっと多くの日本からの注文書

をもらう。 

同時に、日本国内の電力不足および核輻射への心配なため、電池、ろうそく、懐中電灯

と防放射線の製品の輸入は短いうちで急に激増する。例えば、寧海の西店鎮は有名な「懐

中電灯の故郷」で、中国の最大の懐中電灯の産地である。大地震のため懐中電灯の不足の

情況が現れた後で、西店の懐中電灯のメーカーは全部次から次へと日本の商人から急ぎの

注文書を受け取りた。 

3.2.2  対中直接投資の増加 

東北地方の被災地復興は中国企業に数多くのチャンスをもたらすでしょう。被災地では

物資が不足しているため、例えば被災後初期段階では農産品、水産品、食品の需要拡大、
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7張季風.日本地震が日本及び世界経済に対する影響.アジア・アフリカ縦横に、2011. 5. 

 



復興段階ではセメント、鋼材、アスファルト、その他建築材料など大きな需要が見込まれ

るが、これらの製品生産は中国が得意とするところだ。日本はこうした製品の中国からの

輸入を増加する可能性が高い。一方、今回の災害による日本から中国への輸入に対する影

響は限定的なものだろう。日本の対中輸出の主要地域は被災地ではなく、経済中心地にあ

る。中国の対日輸出の増加によって、中日貿易における中国側の長期的な赤字に歯止めが

かかるかもしれない。ここ数年は中日貿易が大幅に拡大を続けるものとみられる。 

日本の対中直接投資は主に日本の経済中心地域からで、被災地の企業の対中直接投資は

非常に少ない。近年、日本の対中投資は低迷状態にあるため、この状況がさらに加速する

可能性は低い。日本の対中投資の大多数は優良資産で、撤退の可能性は低い。逆に被災後、

復興のために大量の投資が必要となるため、投資機会が増え、中国企業による対日投資や

買収などのチャンスが増加するものとみられる 8。 

3.2.3 中国の在日市場の開拓に役立つこと 

ある専門家は、地震の影響により、年内の日本経済はダメージを被り、短期的な低下傾

向を示すが、2-3 年後の復興再建の中で、急速に反転上昇することが予想されるとし、中

国企業は日本の再建復興に積極的に参加し、日本市場を開拓し、中国産業のグレードアッ

プを推進するべきだと提言した。 

広東金融学院の陸磊副院長によると、このたびの地震による津波が日本の東北地方のイ

ンフラや民間の資産を強烈に破壊したため、日本の復興再建投資は巨額になり、突発的な

需要が増大するとみられう。今後一定の期間、日本では投資による経済の牽引作用が目立

って強まる見込みという。 

清華大学当代国際関係研究院の劉江永副院長によると、被災地の気温は低く、保温グッ

ズ、救急対応グッズ、防災グッズなどの物資が特に必要とされており、中国はこうしたグ

ッズの重要な生産地だ。また日本の農業は津波により大きな損害を受け、農産品の輸入量

が今後一層拡大するとみられ、中国の関連産業は日本市場の急速な開拓が可能になると指

摘する。 

また、今回の大震災によって自然と中日間の釣魚島問題による硬直が緩和された。巨大

災害を前に、中国は日本に対して各方面から無私の援助を行い、国民感情を引き寄せた。

良好な中日関係が中日経済関係の健全な促進のための条件をつくっている。 
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3.3 大地震の中日貿易への長期影響 

「中国が対日貿易赤字縮小の可能性は高い」国務院発展研究センターがこう指摘した。

国務院発展研究センターマクロ経済研究部は先ごろ、分析報告書を発表し次のように指摘

した。3 月 11 日の東日本大地震と津波の発生から 7 カ月が過ぎた。地震の影響を受け、

中日貿易の伸びはいくらか鈍化した。特に中国の日本からの輸入の伸びが大きく鈍化して

いる。今後の対日貿易において、輸入が輸出を上回る傾向は変わらないが、貿易赤字は縮

小する可能性が高い。 

2002 年以降の中日貿易の赤字総額は 2000 億ドルを超えている。中国の対日貿易には、

長期にわたって巨額の赤字がみられた。過去 10 年間の中日貿易の年平均伸び率は 14.4％

で、中国の貿易全体の伸び率 21.2％を下回っており、中米、中欧、中韓の貿易の伸び率

と比べても、その差は大きい。 

報告は次のように指摘している。今回の地震による世界の貿易への最も直接的な影響は、

主に日本で生産されていた部品の輸出がとどこおり、減少したことである。21 世紀に入

り、グローバルな分業がより明確になり、日本が研究開発したハイテク製品と部品は、世

界の市場で大きなシェアを占めるようになった。その結果、これらの製品は中国が日本か

ら輸入する製品の大部分を占めるようになっている9。東日本大震災以降、電力供給の不

足は日本の輸出製品製造業に影響を与え始め、中国が日本から輸入する部品、集積回路な

どは大きな影響を受けた。  

日本の関連産業の在庫には限りがあり、製品を納期通りに、注文量すべてを輸出できる

保証がないため、中国の一部の企業は部品を入手することができず、企業の生産と製品の

輸出に影響が出始めている。また、日本が繰り返し余震に襲われていることから、中国企

業は自身の産業サイクルの安定性を保証するため、代替製品を選ぶ際にあたって、できる

限り日本で生産される製品の輸入を避け、比較的安定して輸入できる輸入先をさがしてい

る。この二つの要因により、中国の日本からの輸入の伸びは急速に鈍化している。 

輸入の伸びは鈍化しているが、中国の対日輸出は大きな影響を受けていない。重要なこ

とは、今年 3 月以降、中国の対日輸出の伸びが輸入を上回っていることで、長期にわたっ

て続いてきた輸入の伸び輸出を上回っていた状況に変化が生まれている。 

震災の復興が進み、生産が回復するのにともない、中日貿易は回復してくるだろう。そ
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のため、東日本大震災が中日貿易に与える影響は長期的なものとはならない。特に中国は

「輸入を拡大し、輸出を促して貿易の均衡を保つ」戦略方針を継続するため、大口商品や

ハイテク製品の輸入はさらに増えるだろう。日本は今後の震災復興過程において、一次製

品や機械設備が大量に必要になることから、中国の鋼材、建材、工作機械、家電製品の対

日輸出は増えるだろう。日本政府がエネルギー戦略を見直し、太陽エネルギー、風力エネ

ルギー、潮力エネルギーなどの新エネルギーを積極的に導入する可能性もあり、そうなれ

ば関連する中国の川下製品の輸入が拡大するでしょう。そのため、今後の中国の対日貿易

構造をみると、輸入が輸出を上回る傾向は変わらないが、貿易赤字が縮小する可能性は高

い。 

4 中日貿易を落ち着いて発展させる対策 

東日本大震災の衝撃に受け答えするため、中国は次の通りの対策を取るべきである。1

つは積極的な財政政策を引き続き、外部の需要の下落の衝撃を下げるようにする。2 つは

適度な緊縮性貨幣政策を実行し、適切に人民元の価値が上昇する足並みを加速し、入力型

インフレを緩和する。3 つは国内の加工企業を分散化して部品を仕入れする方法へ導き、

供給チェンの中断というリスクをに用心する。4 つは食品業界の監視・管理を強化し、国

内の食品企業に日本市場を開拓するように励ます。5 つは投資環境を合理化させ、日本企

業を中国に引きつけ、日本の一部の先進的な部品、機械設備と電力設備の設備の生産能力

を中国に移転させる。10具体的に言えば、次のような措置である。 

4.1 日本への輸入の拡大 

まず、日本の災害後再建のビジネスチャンスを捉え、対日輸出を増大することである。 

2011 年の下期、東日本大震災の後の再建のプラスな影響は次第にはっきりと現れる。

日本の災害後再建は中国での外国貿易企業が対日輸出を拡大するのに対してビジネスチ

ャンスを提供した。中国の輸出の企業は日本の取引先との連絡を強化すべきである。日本

の災害後再建の輸入需要を十分に調べ、直ちに生産を調整して手配を加工し、販売や輸入

のスペースを広く開拓する。特に農産物、紡織、服装、建築材料、プラスチックなどの製

品について、企業は日本の再建期の巨大な生活と建設のニーズを捉えるべきで、短い内に

速く日本市場の占有率を高める。 

4.2 日本への投資の増加 
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そして、日本市場を開拓し、日本への投資を拡大することである。 

日本のたくさんのインフラは今回の大地震の中でひどく損害を被った。災害後、日本の

電力供給は急いで回復し、千キロメートルの道路、鉄道、私有家屋、学校、病院、工場な

どの再建作業もできるだけ早く完成しなければならない。しかし、日本国内自身の建設能

力は比較的に限りがあって、これは中国相関会社の介入のために条件を創造した。これに

応じて、関連している企業は日本市場を積極的に開拓し、日本への投資を拡大し、関連産

業の中から一定の分け前を獲得すべきである。 

陸副院長は、中国企業は対日投資の拡大、輸入増加などの方法を通じて日本の復興再建

に参加し、日本の全体的な供給が増加するよう支援し、中国企業が日本に根を下ろすのを

後押しすることができると話す。 

4.3 日本から技術の輸入 

それに、日本の企業を中国に誘致することを強化し、ハイ・テクノロジーを導入するこ

とである。 

現在、地震と核事故は日本国内に深刻で電不足させる長。もし電力が長期に回復しにく

く、日本の制造業の生産能力に制約を受けさせる。中国は柔軟にさまざまな企業誘致の方

法をとるべきで、積極的に日資の海外基地の建設プロジェクトを味方に引き入れる。同時

に、破壊的な地震がもたらした取引先、市場占有率などの損失を経ると、中国へ生産を移

転したくない日本の技術、資本の密集型の企業は、少なくとも海外に一部の生産能力を移

転するのを考慮するようになった。特に地震の影響を大きく受けた鋼鉄、自動車の制造業

などに対して、中国は目的に企業誘致を強化すべきである。 

ある専門家によると、中国企業は日本の復興再建に積極的に参加すべきで、これは産業

チェーンでの他国に制限された受け身の局面を脱却するのにプラスであり、また中国が日

本でより多くの経済発展チャンスをつかむ上でもプラスになるという。 

5 おわりに 

東日本大震災 による「経済的衝撃波」が世界を席巻し、中国経済にも一定の影響を与

えている。地震による世界の貿易への最も直接的な影響は、主に日本で生産されていた部

品の輸出がとどこおり、減少したことである。輸入の伸びは鈍化しているが、中国の対日

輸出は大きな影響を受けていない。 

生産能力とインフラが回復しないうちは、日本の被災地で失われた生産能力は日本の他

http://j.people.com.cn/94475/102040/index.html


地域が埋め合わせしなければならない。関連製品の対外輸出は一定の影響を受け、減少す

るとみられる。日本は中国に電子製品部品を供給する主要国であり、このたびの地震は自

動車、玩具、石油化学、電子製品といった中国の加工型の産業に影響を与えることになる

という。東日本大震災が中日貿易に与える影響は長期的なものとはならない。 

中国企業は日本の再建復興に積極的に参加するべきで、これは産業チェーンにおいて他

国に制約される受け身の局面を脱却するのにプラスであり、また中国が日本でより多くの

経済発展チャンスを獲得する上でもプラスになることだという。 

今回の東日本大震災を見渡して、その中の多くのところはとても値打ちがあって、私た

ちはそれを深く考えて反省していくべきである。福島の原子力発電のユニットの工場は地

震の中で爆発して核が漏れ、周囲の 20 キロメートルの住民に緊急に分散させられた。こ

れは私たち人類にヒントを与えた。自然災害の高発の時期、人間はエネルギーの発展と公

共の安全とのバランスをどのように調和しているのか。今、我が国も急速に核のエネルギ

ーの時代に入って、どのようにこんな事件が同じく現われるのを免れるのか、これは関連

部門の重視を引き起こすべきである。同時に、どうしてここ数年自然災害がしきりに出し

たかと私達も改めて考えるべきだと思う。私達は地球の環境を保護する責任があって、自

分の環境保護意識を高めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考文献 

[1] 孟昭莉.日本地震が中国の主な産業に対する影響について.マンパワー、2011. 5. 

[2] 辺吉.中日の貿易の小さい統計.現代的な日本経済;1982 年の 04 号 

[3] 林連徳.中日の貿易の 30 年間.国際貿易.1982 年の 06 号 

[4] 董均発.中日の貿易の現状と発展. 国際商務研究.1991(05) 

[5] 孫闖飛、李延鳳. 日本地震：中国企業のチャンスと挑戦. 中国市場、2011. 4. 

[6] 王永中.日本地震が中日経済への影響.南風の窓.2011(08) 

[7] 張季風.日本地震が日本及び世界経済に対する影響.アジア・アフリカ縦横に、2011. 

5. 

[8] 楊湛林.日本の対外貿易の道.世界の知識;1955 年の 10 号 

[9]楊元敏.日本地震が沿海の地区の輸出志向型経済に対しての影響. 中国の集団経済.  

2011(12) 

[10]呂菊艶.中日の貿易を発展する新しい起点――訪国際貿易研究所の所長の張培基. 国

際貿易.1986(07) 

 

 


