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金融危機の中日貿易に対する影響 
               ——農産品の貿易をめぐって 

要旨：2008 年の金融危機は世界経済に大きな影響を与えていた。中日貿易も

そのために一時的に低迷状態に入った。本稿は農産品貿易を例として、その影

響を分析する。第一章で、2008 年の金融危機にもたらしてきた中日貿易の影

響について少し説明する。第二章で、農産品貿易に対する影響を分析する。ま

ず、従来の中日農産品貿易状況を紹介する。それから、具体的な影響を検討す

る。第三章で、当時の中日両国の対応政策を簡単に説明する。最後に、中日貿

易発展の見込みについて、私見を表したい。 
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はじめに 
2008年のアメリカ発金融危機発生以来，世界規模で，全産業に大きなマイナ

スの影響を及ぼしていた。国際貿易，国際投資，国際資本市場なども金融危機

の深刻化により大きなダメージを受けていた。当然，中国の輸出貿易も今回の

金融危機により，大きな影響が出た。中国と日本はともに、アジア、さらには

世界に重要な影響力を持つ国である。中日貿易はすでに、両国の範疇を大きく

超えたものとなっている。中国は日本から技術力の高い部品を輸入し、国内で

組み立てた後、米国や欧州といった最終消費地に輸出している。このようにし

て、『日本·中国（東南アジアなど新興市場経済体）·欧米）』の三角貿易構造が

形成されている。つまり、経済グローバル化の中で、中日両国はすでに、世界

貿易・世界経済と緊密に一体化しているのである。 

2008 年に金融危機があって、中日貿易はそれによって、大きなショックを

受けていた。本稿は農産品貿易を例として、具体的な影響を分析する。2010

年に入ると、金融危機の中日貿易に対する影響は次第に消えていく。ところが、

当時の対応策から、中日貿易今後の発展に役立つ啓示が得られると思っている。

本稿はこのような研究を通じて、中日貿易に対する理解を深めた上で、中日貿

易発展のために、いささかでもよいが、役立てば幸いに存じる。 
 

一．2008 年の金融危機にもたらしてきた中日貿易の影響 
  アメリカの金融危機は2006 年の春から始まる。2006 年に入り，アメリカの

住宅価格の下落が続いたにもかかわらず，米連邦準備理事会（FRB）が連邦基

金の利率を17 回も上げ，最終的に5.25％まで引き上げた。こうして，サブプ

ライムローンの返済利率も上がり，住宅を購入した人々に大きな負担となった。

住宅市場の不景気のため，住宅の再売買及び住宅を通じての融資が難しくなっ

てくることにより，多くのサブプライムローン債務者は返済が滞り，サブプラ

イムローンの違約率が上昇する一方であった2007年のサブプライムローン問

題に端を発した米国住宅バブル崩壊をきっかけに、多分野の資産価格の暴落が

起こっていた。米国の名門投資銀行であるリーマン・ブラザーズも例外ではな

く、多大な損失を抱え、2008年9月15日に連邦破産法第11章の適用を連邦裁判

所に申請するに至った。このためにリーマン・ブラザーズが発行している社債
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や投信を保有している企業は大きな影響を受けていた。このような影響が取引

先に波及し、連鎖悪影響が続いた。更にアメリカ経済に対する不安が広がり、

世界的な金融危機を引き起こした。日経平均株価も大暴落を起こし、6000円に

まで下落した。金融市場の混乱が各国と地域の実体経済に与える影響は一気に

深刻化した。欧米、日本などの先進国の経済はマイナスな成長を示した。中国

も6.8％の成長であり、景気後退基調が鮮明になった。  

世界経済減速の影響が著しかった。このような背景の下で、日中貿易の輸出

入総額の推移を単月でみると、10 月までは 2 ケタの伸びを記録してきたが、

11 月、12 月はそれぞれ 4.7％減、10.0％減と減少に転じた。なお、2 カ月以上

連続で総額が前年同月割れとなったのは 2001 年 8 月-2002 年 1 月以来、約 7

年ぶりである。 

対日輸出は日本の内需低迷によって、減速感がより一層強まっていた。2008

年に日本への輸出は 1,422 億 9,213 万ドル（11.5％増）となった。旧正月の影

響を受ける 2 月以外は各月ともに前年同月比でプラスとなったものの、11 月、

12 月は日本の内需低迷が響き、ほぼ横ばいとなった。 

対日輸入はほとんどの品目で伸び悩んだものの、建機などが底堅かった。日

本からの輸入は 1,241 億 551 万ドル（13.8％増）となった。単月で見ると、10

月までは前年を上回って推移したが、11 月、12 月はそれぞれ 12.4％減、23.9％

減と 2 ケタのマイナスとなった。最終消費地である日米欧市場への中国からの

完成品輸出が落ち込んだことから、それら完成品に使用される電子部品、有機

化合物など原材料、部品の日本からの輸入が減少、さらに中国の内需の減速に

伴い、自動車などの消費財や生産財の輸入も減少した。 通年で減少となった

品目としては、欧米でのアパレル需要の減退もあり、繊維機械およびアパレル

の原料となる有機化合物が大幅に減少した。また、世界的なハイスペック電子

製品需要の落ち込みによって、当該製品に搭載される日本製のハイエンド IC

など半導体等電子部品が 9 月以降に減少基調となった。鉱物性燃料、旺盛な自

動車、家電向けの需要を背景としての輸出が伸びた鉄鋼は 2008 年 9 月以降に

は、その伸び率が鈍化した。また、自動車輸出は堅調に推移していたが、12

月単月ではマイナスに転じた。通年で堅調だったのは大型機を中心とする建設
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機械とそのキーコンポーネントであった。住宅などの不動産需要は減退したも

のの、大型投資プロジェクト向けがそれを牽引した。 
二．金融危機にもたらした 中日農産品貿易の影響  
本稿は大きな影響を受けてきた農産品の貿易をめぐって、具体的な分析を展

開しよう。まず、従来の中日農産品貿易の状況について少し説明する。 

2.1 中日農産品貿易の状況 

2.1.1.中日農産品の潜在的な相補性 

中国と日本はお互いに貿易した歴史が長く、特に農産物の貿易はその中で最

も重要な一つである。中日両国国内農業の現状によって農産物の需要と供給は

中日農産物の互補性を決まる。 

まず、中国の農産品の現状を説明する。中国の小麦、コメのように主要な農

産物の生産量は世界で一位となっている例が多く、それ以外でも、落花生、茶、

亜麻、羊肉、豚肉、鶏卵などが世界一となっており、数字を見る限り、中国は

紛れも無く農業大国といえるが、1３億の人口を養う中国の農業にとっては、

まだ足りてはいないと思われる。人口の増減に伴い、食料の需要も増えている。

そして、国民の収入の高まりにより、農産品の需要構成に変化が生じ、肉・鶏

卵・牛乳などの高級農産品の消費数が多くなっている。農産品の需要は多様化

と上質化ような動向がある。現在、中国政府は従来の穀物生産重視型の生産体

制を転換し、野菜・果樹・養殖業など換金性の高い作目に比重を置くとととも

に、輸出にも積極的に取り組み、農業の生産性向上を図っている。 

そして、日本の農産品の現状について少し述べよう。まず、食料自給率につ

いては、次のような現状である。『我が国の食料自給率は長期にわたって低下

傾向で推移しており、供給熱量総合食料自給率は 1965 年度の 73％から 99 年

度には 40％に、穀物自給率は同期間に 62％から 27％へといずれも大きく低下

している。』『現在、主要先進国のなかで最低の水準となっている。』（農林水産

省 『食料・農業・農村白書』 ２０００年版により）日本の食料自給率が低

い。日本農産物の輸入は、年間約４兆円の世界第１位で、２位のドイツの３倍

である。よって日本は、農業を守るために輸入農産物に関税をかけて末端の価

格を維持するという政策を取ってきた。その最たるものはコメである。輸入制

限をして国内では国際相場の約 8 倍という価格を維持してきた。 
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だから、中日両国の農産品の現状によると、両国は強い潜在的な補完性を持

っていると言えるだろう。また、地理的な関係でも、かけがえない便宜性があ

る。 

2.1.2 両国農産品貿易の状況 
中日両国は地理的な関係でも、また経済貿易の面でも、他国が替わること

はできない地位と補完的役割をもっている。1972 年の国交回復から、中日両

国間の貿易が拡大し続けている。1993 年から 1995 年までの間に、両国の貿易

額は年平均百億ドルの増加を実現し、1996 年には 600 億ドルに達していた。

1998 年に日本の不景気やアジア金融危機などの影響を受け、中日貿易額は初

めてマイナス成長を記録したが、1999 年に 600 億ドルに回復し、そして 2000

年に 857 億ドルに達している。現在、対日貿易が中国対外貿易総額の 18％を

占め、日本が中国の最大の貿易相手国となっている。これに対して、日本にと

って、中国はアメリカの次に位置する第二の貿易相手国である。このような貿

易状況の下で、中日農産品貿易は発達している。現在、魚介類及び同調製品と

飼料が日本から主な輸入農産品で、水産物、肉類及び同調製品と野菜などが中

国の主な輸出品である。特に 1985 年から貿易総額が急に上ってきた。２００

３年、中国対日農産品の輸出総額が 7 千億円になっているが、この十年間日本

市場の８％－１０％を占めるだけである。貿易品の構成からみると、日本は主

に中国から水産物と野菜を輸入する。以下では、三つの実例である大豆、お茶、

水産物をもって、両国農産品貿易の状況を説明する。 

（1） 大豆 

大豆の原産は中国大陸北方で、日本には 7～8 世紀にはすでに伝わっており、

裁培もされていたようである。納豆、豆腐などの加工食品も中国から伝わり日

本の食生活には欠かせぬものになった。世界各地で生産されているが、米国、

ブラジル、中国、アルゼンチンの 4 ヶ国で、世界の生産量の 90％以上を占め

ている。  

日本の大豆自給率は、戦前で 20％、近年ではおよそ 2％程度となっており、

2001 年産の大豆は、27万 1 千トンが生産されており、食品用の自給率は２６％

で、全体では５％となっている。その大部分を米国、ブラジルと中国から輸入

に依存している。 



日本での大豆の用途は、搾油用と食品用に分けられ、年間 400 万トン以上消

費されている。搾油用は、米国から輸入されるオーディナリーと呼ばれる大豆

で、製油メーカーは大豆油と大豆ミール(大豆粕)（主として飼料用）に加工し

ている。食品用は、年間 90 万トンぐらいで、米国、中国などから輸入してお

り、納豆、味噌には中国産大豆が、その他には米国産大豆がおもに使用される。 

（2）お茶 

お茶は平安時代から中国に留学していた僧によって団茶が伝えられており、

安土桃山時代の千利休が茶の湯の作法を定め、茶道を確立している。 

『日本国内における緑茶の消費量は、1981 年には 955 グラムとピークに達

した。これ以降は、生活様式の変化や食生活の多様化などにより、2000 年に

おける１人当たり消費量はピーク時の約 4/5 の 765 グラムとなっている。』（小

澤朗人 『静岡県茶業の現状』 ２０００年） 

近代日本お茶の輸出は１８５９年横浜開港と同時に輸出を始めて、１９６７

年、日本での緑茶輸入開始。いま日本国内の茶生産量は 9 万グラム弱なので、

国内で消費される茶の 3 分の 1 は輸入されていることになる。緑茶の輸入は、

中国から 1 万 2 千トン余と国内消費量の 12％に上っている。 

（3）水産物 

周囲を海に囲まれた日本では古くから食生活における重要なタンパク質供

給源として水産物を食料として利用してきた。現在の食生活においては魚介類

は動物性タンパク質供給量の約４割を占めるといわれ８００～９００万ｔ程

度を消費している。また、世界の中で日本の国民１人当たりの魚介類供給量は

世界で４番目の水準である。 

しかし、日本の漁業生産量は、水産資源の減少や漁業後継者の不足、国際的

な漁業規制の強化によって減少の傾向にある。このような状況の下で中国から

の水産物輸入は増加している。2002 年の日本の水産物輸入は、2001 年に比べ

て 8％増加し 382 万トンになり、金額ではほぼ前年並みの 1 兆 7,237 億円とな

っている。国際的にみると、日本は、世界の水産物貿易において、輸入額の

26％、輸入量の 13％を占め、引き続き世界最大の水産物輸入国となっている。

また、水産物の輸入先としては、中国が、1999 年から、数量や金額ともに最

大となっている。中国は、近年、水産物輸出国としての地位を高め、2001 年



には金額ベースで世界第 2 位の輸出国となっている。 

 

以上の説明から見ると、中日農産物の貿易は互補性が強い。数十年以来、中

国の農産物にとって日本は最大の輸出市場であり、ここ数年その輸出額は毎年

40 億ドルを超え、中国の農産物輸出全体の約 3 割を占めている。 

2.1.3 両国農産品貿易の摩擦 

中国の農産物にとって日本は最大の輸出市場であり、ここ数年その輸出額は

毎年 40 億ドルを超え、中国の農産物輸出全体の約 3 割を占めている。中国の

農産物の品質面や価格面での競争力が増すにつれ、対日輸出は増加一方である、

市場シェアはますます拡大し、日本の農民や関連産業・協会の不評を買ってき

た。2001 年４月２３日、日本は中国産ネギ、生シイタケ、畳表（たたみおも

て）の農産物３品目に対して、緊急輸入制限措置（セーフガード）を発動した。

４月２３日から１１月８日までの 200 日間、日本に輸出されるネギ、生シイタ

ケ、畳表の量が日本が決めた割当量を超えた場合、関税を現行のそれぞれ 3％、

4.3％、6％から 256％、266％、106％という驚くべき率に引き上げるというも

のである。中国のネギ市場がセーフガードの影響で大きな打撃を受けている。 

 

2.2 金融危機からの影響 

2.2.1 貿易量の下降 

中国税関の統計によると、2008年の金融危機以来、対日輸出増加のスピード

が遅くなった。2008年には前年の1.7％伸びから7.8％減りへ逆転してしまった。

これは2003年以来の対日輸入増加状況の終わりを告げたのである。以下では、

主な輸出品である水産品、野菜、畜産物について、分析を行う。 

 

（1）水産品。2008年に中国の対日輸出水産品は64.7万トンであり、前年同

期比10.4％が減った。輸出総額は27.7億ドルであり、前年同期比5.8％が減っ

た。中国農産品輸出総額を占めるシェアは6.8％であり、前年と比べ、1.1％が

減少した。 

（2）野菜。野菜の輸出量は117.9万トンであり、前年同期比17.9％が下降し



た。輸出総額は14.4億ドルであり、前年同期比9.1％が減った。中国農産品輸

出総額を占めるシェアは3.6％であり、前年と比べると、0.7％が減った。 

（3）畜産物。対日輸出畜産物は25.8万トンであり、前年同期比30.6％が減っ

た。輸出総額は11.0億ドルであり、前年同期比14.2％が減少した。しかし、中

国農産品輸出総額を占めるシェアは2.7％であり、前年と比べると、0.8％が増

えた。 

また、地域からみると、浙江省以外に主な輸出省の輸出量は減少の傾向にあ

った。2008 年に、中国で対日輸出量は前の五位を占めたのが山東省、遼寧省、

浙江省、福建省、江蘇省であった。山東省の輸出総額は 27.4 億ドルであり、前

年同期比 5.6％が下降した。遼寧省のは 9.2 億ドルであり、前年同期比 3.9％

が減った。浙江省は 8.6 億ドルであり、前年同期比 2.1％が増えた。これは水

産物対日輸出の増加によるものである。福建省は 6.4 億ドルであり、前年同期

比大幅に 20.8％が下降した。江蘇省の対日輸出総額は広東省を取って代わり、

去年の第六位から第五位までになり、3.6 億ドルであり、前年同期比 13.9％が

減った 。 
 

2.2.2 日本経済の不況と対中輸入需要の縮まり 
金融危機背景の下で、中国にとりまして、海外市場の需要は急に縮まった。

対日輸出も例外なく、大きなショックを受けた。アメリカの金融危機深化につ

れ、世界経済に与えた悪影響も大きくなった。2009 年は全世界の貿易量が 9％

下降した。主な先進国（アメリカ、ヨーロッパ、日本）の経済発展は遅くなっ

た。経済不況の深刻化につれ、国民の収入も減少した。これは必ず市場需要の

縮まりにつながった。それで、先進国は中国などの発展途上国から、消費品と

原材料と農産品の輸入も減少した。こういう環境があったので、中国の対日輸

出が大変、少なくなったのは言うまでもないことである。それから、日本で、

中国からの輸入農産品は多くが高級品なので、普段でもなかなか高いものであ

る。だから、国民の収入が少なくなった後に、中国農産品の需要も特に縮まっ

た。 

2.2.3 中国から日本資金の減り 
金融危機は中国では、海外資金の急減を引き起こした。外商投資の企業は対



外輸出が減少した。日本の対中直接投資は 20 世紀 90 年代以来、増えつつあっ

た。日本の中国食品業に対する直接投資の増加は中日農産品貿易繁栄のために

大きな役割を果たした。しかし、金融危機のせいで、中国での日本企業は多く

が利潤減少のために生産を削減し、あるいはその生産基地を中国から移転した。

同時に、外資の導入も大きな困難に遭い、少なくなった。2009 年 1 月から 2

月まで、中国の海外投資額の伸びは 26％以上が下降した。これは対日農産品

輸出に対して、非常に悪い影響を及ぼした。 
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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
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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。 

 
 

2.2.4 中国農産品の対日輸出から国内販売へ 
 ２００８年末における対日輸出需要が大幅に縮まった。これにより、２００

９年に入ったと、もともと日本市場向けの輸出農産品は中国国内市場で販売さ

れなければならなかった。これらの農産品は質がよく、最初、値段が高かった。

しかし、金融危機のことで、損失を減少するために、値段を下げ、国内市場で

販売されるしかなかった。一方、2009 年に中国で消費者は安い値段で、質の

よい輸出農産品を買うことができた。 

三．対応対策 
 2009 年で、金融危機の影響に対して、中日両国が対応政策を積極的に検討

してみた。次は、主な対応政策について少し述べる。 
3.1.1 市場に向けて、農産品の開発 
2009 年で、金融危機による対日輸出減少で、中国は市場調査を工夫した。

これは日本市場需要を満足できる農産品の開発のためであった。市場調査とい

うものは需要縮小の際に大きな役割を果たしました。中日農産品貿易で、食品

安全をめぐっての摩擦が多くなった。それで、中国は食品安全問題を非常に重

視している。日本国内の消費者の間で有機食品が人気を集めるようになり、有

機食品の市場が次第に大きなっていった。同時に、日本のメーカーと販売者は

協力し合い、農産品の生産から販売までの管理をより一層、強化した。中国で

も、農産品のメーカーは政府の指導のもとで、有機農産品の輸出生産加工区を

設け、農産品の管理を強化した。 

また、輸出企業の長期ビジョンとして商品の多様化，差別化が重要になる。

そのなかでも，新技術の導入，ブランド商品の推進，ハイテク産業への移行等

による競争力の向上が必要である。また，競争力の有る大型企業は多国籍企業

になることも目標とすべきであろう。 

3.1.2 中日の中小企業に対する支援政策 
 金融危機の影響により、貿易金融に対する支援ニーズが高まっていた。金融



危機は中小輸出入企業に対して、大変大きな影響を与えてきた。中小輸出企業

は中日農産品貿易の中で、重要な役割を果たしている。金融危機の対応政策と

して、中日両国は共に中小企業に対する支援政策を取った。活力の満ちた中小

企業をどうやって支援するのかは中日農産品貿易の発展にとって、重要な課題

である。金融危機で、中小企業は資金の面において、相当な困難に遭った。中

日両国の政府は自国の中小農産品輸出入企業に対して、資金支援を提供した。

例えば、2009 年に中日の銀行は共に中小企業向けの優遇融資政策を取った。 
 
3.1.3 中国政府の外資誘致政策の強化 
中国政府は金融危機に対応し、また、中日両国農業貿易分野における協力を

深化するために、外資誘致の政策を強化した。中日両国の農産品が強い補完性

を持ち、農産品貿易の発展が双方の根本的な利益に合致したものである。金融

危機の下で、直接投資を通じて、農産業の価値連鎖を整え、中日両国農業生産

要素の効率を高めた。これは中日農業協力の強化において非常に重要な手段で

ある。中国政府は既存の中日農産品貿易関係の発展を維持しながら、もっと多

くの日本資金を積極的に誘致し、特に食品業の投資を重視する。これは日本に

とっても、利益のあることである。中国農業に対する投資は日本国内で競争力

のない農業を中国へ移転させた。それで、競争力を持つようになった。当時に、

日本側もこれで、対中輸入を拡大できる。中国政府外資誘致政策の強化は中日

両国にとって、ウィンウィンのことと考えている。 

以上の農産品貿易対応政策のほかに、中日両国は金融危機対応のために「金

融危機の深刻化防止策」、中期的な「景気下支え策」、長期的な「国際金融シ

ステム改革」のそれぞれについて、協力の可能性があると考える。中国は４兆

元に上る内需刺激策を表明し、それは環境対策や鉄道と地下鉄などのインフラ

整備を大々的に進める計画であった。これらは日本企業が高い技術力を有する

分野であるが、それまで日本企業はその競争力に見合うほどこれら分野で中国

に進出できていない。したがって、高速鉄道や地下鉄など象徴的なプロジェク

トで日本企業が採用されるように両国政府は積極的な働きかけを行い、日本企

業の中国進出を後押ししている。 

また、金融危機がもたらした中日貿易への影響を解消するために中国の対外



貿易発展方式を転換させ，外部の圧力を商品品質向上の原動力に転換し，内需

拡大，対外依存低下を達成しなければならないと思う。 

結びに 

経済発展自身は本来リスクに満ちた事業であり，現実には完璧な制度も完璧

な政策も不可能で，いくら良い状況であっても紆余曲折があり，危機が起こり

得るのである。金融危機がもたらした影響を分析し，危機への対応の経験と教

訓を学ぶことも重要である。2008年の金融危機の中日貿易に対する影響は確か

にかなり大きいものあったが、これまでのオイルショックやバブル崩壊の経験

を生かすことで、ゆるやかではあるが、中日貿易は徐々に立ち直っていくだろ

う。2010年の前半、中日貿易総額は大幅に増えていたそうである。金融危機で

あれ、エネルギー危機であれ、環境保護であれ、気候変動問題であれ、どの一

国も単独で対応できるものではない。金融危機は中日の経済貿易協力にとって、

試練であるとともにチャンスでもあり、中日両国が国際金融の安定を維持し、

世界経済の成長を促進する重要なパワーであることを鮮明に示す歴史的なチ

ャンスなのである。両国は金融危機に対応する際に、貿易の協力関係をより一

層、強化した。 

また、中日貿易の今後の発展について、ここで少し私見を述べさせていただ

く。近年以来、中日貿易商品の構成は変わっている。半導体、電子部品、鋼材、

プラスシック製品、自動車部品、非金属製品など、日本対中国輸出は大幅に増

加し、特に中国の自動車輸入税関が下げられてから、自動車の対中輸出は倍数

で増えつつある。また、一方で、日本の中国からの輸入品はコンピューター、

通信製品、オーディオ機材などが多い。紡織服装の輸入は 2007 年以来、減少

しつつある。中日の輸出入企業ならびに関連部門はこれらの変化を重視しなけ

ればならないと思う。 
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