
版权声明: 

本论文来源于日语论文网:http://www.riyulunwen.com/ ,转载请注明出处！ 

 

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告 书 

  年  月  日 

学    院   专  业  

学生姓名  学  号  

论文（设计）题目 
关于东日本大地震对日本经济的影响 

——以中日贸易为中心 

 

 

 

 

一、选题目的和意义 

日本是中国最重要的贸易国，日本作为中国第三大贸易伙伴，中日经贸关系

一直颇受人们关注。2011 年 3 月 11 日发生的里氏 9.0 级大地震对日本经济造成

重创，同时势必对中日贸易造成一定影响。本文从多角度详细分析日本大地震对

中日贸易的影响，并对此制定相应对策，以求维系中日贸易稳定发展。大地震的

发生对于中日贸易的发展，既是个难题，又是个机遇。但是，从中长期来看，这

种影响又是有限的。研究日本大地震对中日贸易的影响，希望在这次地震中，中

国对如何处理地震对我国贸易的冲击和如何抓住由此带来的机遇，来利于我国经

济贸易的发展有一定的指导意义。 

 

二、本选题在国内外的研究现状和发展趋势 

http://www.riyulunwen.com/


因为日本大地震发生在 2011 年，时间不长，我们能看到的只是评论，以论

文形式论述日本大地震的并不多，而且从中日贸易的角度来看日本大地震对日本

经济的影响的文章更是少见。 

地震对中日贸易的影响是短暂的，企业内进行的生产调整可能会消化部分地

震带来的影响，但考虑到一些企业生产的关键性不可替代产品，全球产业链可能

会受到影响。考虑到中国加工组装能力较强，一些在华外资企业可能会将部分生

产环节转移至中国。 

通过此次地震，可以指导中国企业要更多去关注一些直接或间接的、能够影

响企业发展的因素，如自然灾害、购并关系及突发事件等。 

 

 

三、课题设计方案 [主要说明：研究（设计）的基本内容、观点及拟采取的研究途径

和方法。] 

本文首先介绍中日贸易的现状，接着回顾了中日经贸往来的密切关系。然

后分析大地震对中日贸易带来了怎样的影响。最后，试着讨论发展中日贸易的对

策。 

具体章节安排如下： 

开端：介绍了大地震这个背景及已经产生和将要产生的影响，点出本稿的论

述方向。 

第一章：总体概括中日贸易的现状，包括贸易的规模，结构等。 

第二章：从短期影响和长期影响来具体论述大地震对中日贸易的影响。 

第三章：得出大地震对中日贸易的影响是短暂的结论，并指出今后中日贸易

的发展方向及中国应该采取的策略。 

结语：概括性地总结全篇，指出不足，展望未来。 

 

四、计划进度安排  [主要说明：起止时间及分阶段的进度要求。] 



 

研究步骤： 
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六、研究的预期目标及主要特点及创新点 

 

研究的预期目标： 

本文从多角度详细分析日本大地震对中日贸易的影响，并对此制定相应对

策，以求维系中日贸易稳定发展。 

主要特点及创新点： 

本稿分析了中日近期的贸易状况，对震后贸易进行预测，并提出相应建议。

是本论的创新之处。 

 

指导教师意见及建议： 
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東日本の大地震が日本経済への影響について 

――中日貿易を中心に 

 

要旨 

中文摘要 

キーワード 

1. はじめに 

2. 中日貿易の現状 

2.1 中日貿易の規模 

2.2 中日貿易の結構 

3. 大地震の中日貿易への影響  

3.1 大地震の中日貿易への短期影響 

3.1.1 大地震が中日貿易にもたらした難題 

3.1.2 大地震が中日貿易に持ってきたチャンス 

3.2 大地震の中日貿易への長期影響 

3.2.1 中国の対日貿易赤字縮小の可能性が高い 

3.2.2 中日貿易への影響が有限なこと 

3.3 中日貿易を発展させる対策 

3.3.1 日本への輸入の拡大 

3.3.2 日本への投資の増加 

3.3.3 日本から技術の輸入 

4.  おわりに 

参考文献 

 

 

 

 



東日本の大地震が日本経済への影響について 

――中日貿易を中心に 

要旨：日本は中国の最も重要な貿易相手である。東日本大地震は日本の経済に

傷をもたらした。それに、中国に一定の影響を及ぼした。大地震の発生は中日

貿易の発展に対して、難題があれば、チャンスンもある。しかし、長期に見る

と、このような影響は有限である。本稿はまず、中日貿易の現状を紹介し、中

国と日本との貿易の付き合いの密接な関係を振りかえる。そして、大地震が中

日貿易に対して、どんな影響を与えたのかを分析する。最後に、中日貿易を発

展させる対策を検討してみたい。 

キーワード： 大地震 中日貿易 補完構造 難題 チャンス 

 

摘要：日本是中国最重要的贸易国。东日本大地震对日本的经济造成了创伤，而

且也对中国产生了一定的影响。大地震的发生对于中日贸易的发展，既是个难题，

又是个机遇。但是，从中长期来看，这种影响又是有限的。本文首先介绍中日贸

易的现状，接着回顾了中日经贸往来的密切关系。然后分析大地震对中日贸易带

来了怎样的影响。最后，试着讨论发展中日贸易的对策。 

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

http://ja.wikipedia.org/wiki/2011%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8811%E6%97%A5
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E6%B3%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%99%E9%9C%87
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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。 

本稿はまず、中日貿易の現状を紹介し、中国と日本との貿易の付き合いの密接な関係を

振りかえる。そして、大地震が中日貿易に対して、どんな影響を与えたのかを分析する。

最後に、中日貿易を発展させる対策を検討してみたい。 

2 中日貿易の現状 

2.1 中日貿易の規模 

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。  

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。

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。

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
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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。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。 

3 東日本震災の中日貿易への影響  

3.1 大地震の中日貿易への短期影響 

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。 

3.1.1 大地震が中日貿易にもたらした難題 

まず、東日本大震災が中国に持ってきた難題は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4。 

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
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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。 

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

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。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经
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二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的
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版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

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。 

 

 

3.1.2 大地震が中日貿易に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。 

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。 



それに、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与える。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、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 5。 

3.2 大地震の中日貿易への長期影響 

3.2.1 中国の対日貿易赤字縮小の可能性が高いこと 

「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。 

3.2.2 中日貿易への影響が有限なこと 

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

                                                     
5楊湛林.日本の対外貿易の道.世界の知識;1955年の 10号 



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、2011 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。 

3.3 中日貿易を発展させる対策 

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。具

体的に言えば、次のような措置である。 

3.3.1 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。 

3.3.2 日本への投資の増加 

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。 



3.3.3 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。 

4 おわりに 

今回の東日本大震災を見渡して、東日本大震災 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。 

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。 
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