新しい中国ビジネスがここから始まる。

中国中部地域

活きた中部地域を直にその目で！
「第１回中国中部貿易投資博覧会と中国中部地域」視察団
第１回中国中部貿易投資博覧会が 2006 年９月 26
日から 28 日まで、湖南省長沙市の湖南国際会議中
心で開催されます。日中経済協会では、本博覧会開
催を機会に、本博覧会への参加と、今後、中国政府
の支援によって高い成長が見込まれる中部地域の
実情を視察するために、９月 25 日から 30 日まで
中部地域視察団を派遣することになりました。具体
的な日程、視察先、参加費用等は追ってご案内致し
ます。この機会に是非ご検討ください。

参加者
募集

第１回中国中部貿易投資博覧会開催と
中国中部視察団のお知らせ
視察団日程：2006 年９月 25 日〜 30 日
博覧会会場：中国湖南省長沙市

湖南国際会議中心

中部貿易投資博覧会の開催について

これまで、中国の目覚しい経済発展を支えてきたのは、外資系企業が多く進
出している東部沿海地域の発展であることから、東部沿海地域と内陸の中西
部地域との経済格差が広がり、その是正が中国政府の大きな課題の一つになっ
ています。中国では、この課題を解決するために 99 年の西部大開発、03 年
の東北振興に続いて、最近では中部勃興の振興策を打ち出し、それに基づい
て中部地域では外資企業を含む企業誘致が盛んに行われています。人手不足
や賃金高騰、電力不足に悩む沿海の中国地場企業が湖南省等にぞくぞく移転
しています。
こうした流れを支援するために、今回中央の商務部が主催して「中部貿易投
資博覧会」が開催されることになりました。このイベントでは、中部地域の
貿易、投資促進、観光紹介などを紹介する各種のフォーラム、セミナーが開
催され、国内外の政府要人、企業経営者、専門家による講演や商談会も行わ
れます。
今年５月には来日した中国の薄煕来商務相が二階俊博経済産業相と会談、日
本の産業界、経済界から 1,000 名規模の代表団の本博覧会への参加を呼びか
けました。
ホームページ（中国語）

北京

http：//www.expocentralchina.org.cn

■

山西省

中国中部地域とは？

●

太原

一般に山西省（省都：太原）、安徽省（合肥）、江西省（南昌）、河南省（鄭州）、
湖北省（武漢）、湖南省（長沙）の６省を指します。これら６省には、中国の

鄭州 ●
安徽省
河南省
●

国土の１割の面積に人口の約３割が居住しています。中国の主力穀倉地帯、
鉱産物資源埋蔵地帯であり、一定の工業基盤を有しているものの、内陸に位
置することから沿海部のような外資導入を梃子とした経済発展モデルは当て
はまらず、国内総生産は全国の２割程度を占めるにとどまっています。

成都
■

湖北省
長沙

合肥

●

武漢

●

南昌
湖南省 江西省

一方、省都をはじめとする中心的都市の消費意欲は高く、また地理的にも全
国の中心に位置することから、市場として、物流拠点としてその潜在力が期

●

待されています。

中国中部地域の人口、面積、GDP
地域

05 年末人口（万）人
省

全国

総計

東部
東北

中部

西部

■

面積（万 k㎡）

シェア

05 年 GDP（億元）

シェア

シェア

130,756

100.00%

960.00

100.00%

182,320.6

100.00%

計

46,388

35.48%

91.26

9.51%

108,998.9

59.78%

計

10,757

8.23%

79.31

8.26%

17,129.9

9.40%

山西省

3,355

2.57%

15.60

1.63%

4,121.2

2.26%

安徽省

6,120

4.68%

13.94

1.45%

5,375.8

2.95%

江西省

4,311

3.30%

16.66

1.74%

4,056.2

2.22%

河南省

9,380

7.17%

16.70

1.74%

10,535.2

5.78%

湖北省

5,710

4.37%

18.74

1.95%

6,484.5

3.56%

湖南省

6,326

4.84%

21.00

2.19%

6,473.6

3.55%

計計

35,202

26.92%

102.64

10.69%

37,046.5

20.32%

計

35,976

27.51%

684.46

71.30%

33,390.3

18.31%

■お問い合わせは 調査部（担当：藤原、高見沢まで）

香港

●データ解説

中国中部地域の総面積は 102.6 万㎡で全国の

10.7％、人口は３億 5,202 万人（05 年末現在）
で全国の 26.9％、GDP は３兆 7,047 億元（05

年）で全国の 20.3％をそれぞれ占めています。

■

上海
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東京で開催

互いに利益大きい﹁人類の最
重要課題﹂での日中協力

日中経済協会は環境分野での日中

交流に早くから着目し、日本の主な

環境産業関連企業からなる環境委員

会を設置、国家発展改革委員会との

間で７ 年にわたる交流を続けてき

た。 年には日中経済協会 世紀日

日中友好七団体訪中など

は日中経済協会訪中団や

千速晃日中経済協会会長

強力に推進した。この間、

ラム開催を閣僚ベースで

商務部長との間でフォー

博経済産業大臣が薄熙来

を踏まえ、 日目に全体会議を開催

今回のフォーラムではこうした認識

れを進めていくかが課題でもある。

益を得る形で具体的にどのようにこ

れといえようが、一方でお互いが利

指す中国に貢献することは自然の流

五カ年計画で循環型社会の構築を目

な後押しを得た。昨年からは二階俊

使からも交流の場実現に向け積極的

の交流推進を提唱、王毅中国駐日大

有望分野として省エネルギー・環境

中関係展望委員会が日中関係深化の

21

濤国家主席に実現への中

の場で温家宝総理、胡錦

にある官民の専門家による講演・対

エネルギー・環境分野で指導的立場

して双方の閣僚による基調講演や省

で世界最高水準の知見・

要課題である。この分野

国が認識する人類の最重

地球環境の保護は世界各

ネ ル ギ ー の 効 率 的 利 用、

述べたように、資源・エ

二階大臣が基調講演で

の成果として小平信因資源エネル

らした。また、本フォーラムの直接

足がかりとするなど随所に工夫を凝

て、今後の具体的な提携・協力への

境保護の現場視察を日程に組み入れ

国側参加者による日本の省エネ・環

に突っ込んだ討議を行い、その後中

で７分野に分かれ個別産業毎にさら

話を行い、２日目には分科会の形式

技術を有する日本が、新

持を得ている。

国側の協力を要請し、支

1

05

1

日中経済協会は、経済産業省及び中国・国家発展改革委員会、
商務部、中国大使館との共催による「日中省エネルギー・環

境総合フォーラム」を 5 月 29 日（月）～ 31 日（水）にホ

テルオークラ東京にて開催した。日中の官民が協力して主催
し、両国の閣僚はじめ政府、産業界の責任者、専門家が直接

対話する初の試みとして注目された。参

加者は日本側 550 名、中国側 300 名
の計 850 名にのぼり（１日目）
、両国関
係者の熱意と関心の高さが感じられた。

覚書に調印する姜偉新国家発展改革委員会副主任（左）と
小平資源エネルギー長官（右）

松下電工で説明を受ける視察団一行

4
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「１3億×省エネ」
と日本
日中調和のプラットフォームを目指す

フォーラムで調印された 6 事項

１ 日中政府間の合意
①「省エネルギー政策に関する政策対話の実施」
②「省エネルギー分野における人材育成協力」
③「石炭の生産・保安分野における研修事業」
２ 民間ベースの合意
① 合弁会社「濱海中日能源管理（天津）有限公司」の成立
②「国際環境技術移転研究センター（ＩＣＥＴＴ）と天津経済技術開発区管理委
員会の委託業務契約に基づく覚書」
③「日立アプライアンス株式会社と深圳嘉力達実業有限公司との製品調達契約」

ギー庁長官と姜偉新国家発展改革委

員会副主任が省エネルギー政策対話

や人材育成協力等について合意文書

に調印したほか、両国関係者間で民

間も含め 事項について つの合意
文書が取り交わされた。

両国閣僚が直接対話

初日 日の全体会議では、午前に

5

両国閣僚級による基調講演、午後に

より専門的なテーマでの講演が行わ

れた。基調講演は緒方謙二郎日中経

済協会理事長が司会を務め、二階俊

博経済産業大臣、薄熙来商務部長、

姜偉新国家発展改革委員

会副主任、千速晃日中経

済協会会長がそれぞれ基

調講演を、また小宮山宏

東京大学総長が特別講演

を行った。

日午後は、日中双方

後半は岩田悟志資源エネ

境・資源総合利用司長が、

栄国家発展改革委員会環

る形を取り、前半は趙家

と後半に分かれて議論す

このテーマ別講演は前半

の取り組みを発表した。

団体の責任者がそれぞれ

ギー・環境保護に関わる

の政策担当者や省エネル

29

ルギー庁審議官が司会を担当した。
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6

29

王毅中国大使、
小池百合子環境大臣、

JHFC パークで燃料電池車に試乗する視察団一行

レセプションで二階俊博経済産業相（左端）と談話する薄熙来商務相（右）、
王毅大使（中央）、安倍晋三官房長官（中央左）
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日中省エネルギー・環境総合フォーラム

基調講演

二階俊博
経済産業大臣

本フォーラムは日中の幅広い交流と

協力の一つの契機

で高い相互補完性を有す。

を日中の幅広い交

い。本フォーラム

貢献可能性は大き

人 材 面 で の 協 力・

経験、技術、政策、

カニズムの構築。良い先

の協力推進、情報交流メ

能活用。②産業・業種毎

境保護技術協力部会の機

れる日中省エネルギー環

翌日に初の会合が予定さ

（注）

資源開発、知的財

で 開 催 す べ き だ。

イナリー改造、炭層ガス回収・総合利

ス浄化、石油化学リファ

進。特に CDQ、焼結ガ

ある。③企業間提携の推

トキルン余熱発電、エコセメント等の

分野。日中で省エネ、環境 R&D セ

年

ンター、モデルプロジェクト、共同研

究・設計・製造を推進したい。

代に成果を挙げた企業診断を省エネ・
環境分野で実施してはどうか。

王毅

駐日本特命全権大使

互いに利益を得て発展を永続させ
よう

省エネ・環境保護は中国の戦略的な

選択であるとともに、地球の持続可

エネルギー面において日中は共同開

能な発展に対する貢献である。資源・

発を行い、輸入・備蓄面での積極的

な検討するなど意志の疎通と協力を

強める必要がある。資源・エネルギー

利用効率向上や環境保護面では中国

は日本の技術を導入したい。中日両

国の省エネ・環境保護における協力

強化は両国に互恵であり、中日関係

改善と安定的発展のための新たな原

動力となる。

6
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関心事である。新
五カ年計画での調

の強化。長期貿易取決め

提案する。①政府間協力

つ

和社会構築目標実

今後の協力について

現のため、日本の

流と協力の一つの

例として日中鉄鋼交流が

により新たに設置され、

回程度日中双方

契機とし、今後年

産権保護でも対話

中国には省エネ・環境保護の巨大

用、石炭火力発電所排煙浄化、セメン

で解決したい。
商務部長

3

今後の協力についての 提案

薄熙来

1

市場が存在し、日中両国はこの分野

2

の寄与がその目的となった。

78

資 源・ エ ネ ル ギ ー の 効 率 的 利 用、

80

注「日中長期貿易取決め」は日中両国
政府の支援の下、 年 月に締結され
た民間協定で、当初は日本の中国産石
油・石炭の長期安定的な供給と、中国
の経済発展に必要な技術・プラント等
の 日 本 か ら の 輸 入 に よ る、 日 中 両 国
の経済発展を目的としていた。現在、
年 月締結の第６次取り決めでは、
最近の両国を取り巻く環境の変化に
伴い、日中両国間の石炭取引と環境・
省エネ等の分野での協力を通じたエ
ネルギーの円滑な取引と環境対策へ
12

地球環境保護は人類最重要
課題であり、省エネルギー
の推進、廃棄物の再生利用
で循環型経済社会を構築す
べきである。オイルショッ
クの経験から日本は事業者、
国民レベルでの努力を重ね、
省エネルギー・省資源型社
を蓄積してきた。中国の持

会構築のための知見と技術
続可能な成長は世界共通の

3

05

日中経済協会理事長

緒方謙二郎
■司会
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千速晃

日中経済協会会長

小池百合子
環境大臣

環境保全と日中協力

産業界における省エネルギー・環
境対策の教訓と新たな日中協力

現 在、中 国 が 抱 え る 環 境 問 題 は、

カ年計画で提起された調和社

■特別講演

小宮山宏

東京大学総長

知の構造化によるエネルギー・環
境技術のイノベーション

分化された知識は革新を起す手段と

新

会に期待する。日本は高度成長期の

しての役割を担うが、それらを構造

東アジア地域や地球規模での新たな

公害問題や二度の石油危機を通じて、

世紀の膨張によって得られ、細

環境問題や、これまで日本が経験し

産業界、政府、国民レベルで大きな

国家発展改革委員会副主任

る。日本は公害対策や循環型社会構
築のための廃棄物・リサイクル政策
の実施など、環境保護とそれを経済
発展に活かす好循環を達成した経験
を有する。日本の経験を活かし日中
両国で協力関係を築くことが、東ア
ジアや地球規模での利益拡大につな
がる。

業界の立場から省エネ・環境分野で

境の整備が必要であり、経済界・産

つ省エネ・環境技術の円滑な移転環

たな協力実現のためには、民間の持

官民挙げた協力を積み上げてきた。新

環境対策、省エネルギーの向上など、

今 日 ま で 日 本 は 中 国 の 生 産 性 向 上、

体系を構築してきた。国交回復から

エネ技術や社会態勢で世界に誇れる

教訓と経験を蓄積し、環境対策・省

克服してきた伝統的な環境問題であ

姜偉新

5

の交流が必要だ。

アが握っている。
（講演抄録は ペー

カギは日中両国をはじめとするアジ

の構築を目指すことが肝要で、その

術を更に構造化して、持続可能な社会

エネルギーや再生可能エネルギー技

した知の構造化によって生まれる省

いった問題を克服するためにも、こう

するエネルギーの枯渇や環境汚染と

現実的な対応が可能となる。深刻化

会の構築に必要なビジョンが生まれ、

化することではじめて持続可能な社

20

ジ参照）

12

省エネルギー・環境保全分野の協
力強化で経済・社会の持続可能な
発展を促進しよう
中国は構造改革の実施、技術進歩の
推進、法整備による管理の強化、一層
の体制改革により、経済成長方式の転
換を重点に、資源節約型、環境調和型
は、政府間の対話メカニズムの確立、
省エネ・循環経済プロジェクトの推進
及び今次フォーラムのフォローアッ
プが考えられる。具体的には低効率
の石炭燃焼ボイラー改造、コジェネ、
余剰熱や余剰圧利用、石油節約と代
替燃料、建築分野の省エネ、エコ照明、
廃棄物の再資源化、環境整備及び生
態系保護などの分野が有望だ。
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社会の構築を図る。日本との協力で

壇上で「もったいないふろしき」を紹介する小池環境大臣

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 SPECIAL REPORT

日中省エネルギー・環境総合フォーラム

テーマ別講演
■前半司会

中国の環境保護状況と対策

次五カ年計

画における対策で大気、水質等に改

2000 年からの
省エネルギーはエネルギー安全保

善が見られたものの環境汚染は依

日本の省エネルギー政策及
び 3R 政策

中国は気候変動問題を重視してお
障と地球温暖化対策から重要であ

然深刻である。今後 年間で SO

中国における CDM 政策
とその進展

り専門の機関を組織しこれに対応し
る。日本は世界最高のエネルギー効

と COD の汚染排出総量を 年比

エネ法改正で措置を強化中である。

る 134 に及ぶ都市環境改善プロ

本の協力の成果として円借款によ

率を実現してはいるが民生、運輸部

で対外的に CDM プロジェクトを

3R 推進のためには技術、インフ

を定めた「CDM プロジェクト運

％ 減少を目指す。これまでの日

展開できるのは中国資本（含む持株

ラ、法制度のほか国民と産業界の理

門で更なる省エネが必要であり、省

会社）企業のみで外資系企業は従事

年末には

推進したい。

パシティビルディング、政策対話を

え、新たに３R の技術協力、キャ

エイドプラン、省エネ CDM に加

は従来のエネルギー協議、グリーン

つく仕組みづくりが重要だ。中国と

解協力が不可欠で、企業収益に結び

営管理規則」を公布した。中国国内

2

ている。昨年 月には具体的段取り

10

5

できない。世銀の最新統計では 年

％ だったが、

環境省地球環境局長

年目になる水俣病を例に取ると

発展する。公式に確認されてから

ある。環境を守ったほうが経済は

環境を守らないことは不経済で

日本における環境対策につ
いて

小林光

05

国家環境保護総局汚染控制司副司長

公害被害額は甚大で、事前に公害

済、固形廃棄物総合利用、火力発電

リーナープロダクションと循環経

ジェクト実施がある。今後更にク

行ったほうがむしろ経済の発展に繋

環境対策を経済発展の早い段階から

させ、
地域経済にも悪影響を及ぼす。

きく上回り、原因企業を大きく疲弊

対策に費用をかける場合の額を大

所の脱硫・脱硝と運営管理、自動車

する情報提供を行う。

省は日本企業の環境経営の進化に関

がることが日本の教訓である。環境
協力を期待したい。

の排ガス汚染防止、生態系保護等で

李新民

04

国家発展改革委員会国家気候
変化協調小組弁公室主任

高広生
末時点の中国の排出枠（CER）は
世界の

06

50

10

10

％に増加する見込みで内容は主に

経済産業省産業技術環境局長

肥塚雅博

5

再生エネルギーである。

67

国家発展改革委員会環境・資源総合利用司長

趙家栄

8
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日中省エネルギー・環境総合フォーラム

テーマ別講演
■後半司会

中国における省エネ・クリー
ンエネルギー技術の発展と
展望

日照市の循環型経済発展に
向けた実践と思考

日本鉄鋼業は公害問題、エネル

日本鉄鋼業界における省エ
ネルギー・３Ｒ・産業公害
防止の経験の紹介

済実践の例として参加。当市はエ

ギー問題の克服を経て 年代からは

中国の地方におけるエコロジー経

コロジー企業を育成する「小循環」
、

エコロジー工業区を建設する「中循

新たな課題となっている。日本で環

地球環境問題と循環型社会の構築が

社会を形成する「大循環」を特徴と

環」
、都市エコロジー経済・循環型

90

中国では中長期のエネルギー発
展戦略を策定し、その実現に向け
た試みがなされている。中でもエ
ネルギー技術の進歩はエネルギー戦
略の核となる省エネルギー、新エネ

する経済建設を実践している。 ～
2

ルギー、環境保護を発展させる上で

年の経済成長率は ・ ％で全省
15

平均を ・ ポイント上回った。循

05

行う必要がある。

に、先進国も経済的技術的な支援を

に調和ある社会実現を図ると同時

も限度がある。先進国の経験を基礎

も初期段階にあり、地方政府の力に

れを推進する動機に欠け、技術的に

た先進的なモデルだが、中国ではこ

環型経済は持続的発展の理念に適っ

2

欠かせない要素であり、建築や交通
システムなどのインフラ整備を含め
た総合的な観点に立ち、技術的な面
から持続可能な社会の構築に寄与す
る。

日本の省エネルギー・環境
保護技術の開発及び普及、
CDM への取り組み
NEDO の省エネ・環境技術開
発への支援状況を紹介。技術開発
への支援を行う一方、国際支援事
業として中国にも省エネ・環境支
援やＣＤＭ／Ｊ Ｉにかかわる調査
等を実施してきた。今後はＣＤＭ
／ＪＩに係る調査等事業を基礎に、
京都メカニズムのクレジット取得
に向けた事業を展開する。

境対策が進んだ要因として、規制基

準が国民の合意形成の柱となったこ

と、企業や事業体に対策手法を任

せたこと、地方自治体と企業が法

律より厳しい値で協定を締結して

汚染物質の排出などを管理したこ

とが挙げられる。省エネ設備普及

や操業技術導入により日本鉄鋼業

は世界トップレベルのエネルギー

効率を達成しており、中国鉄鋼業

には省エネ技術移転とＣＤＭの活

用が重要である。
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日本鉄鋼連盟環境・エ
ネルギー政策委員会委
員長（新日本製鉄副社長）

関澤秀哲

2

新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）理事

山本隆彦

01

山東省日照市市長

李兆前

科学技術部高新技術発展・産業化司能
源交通処処長

陳家昌

資源エネルギー庁審議官

岩田悟志
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産業別に専門家が交流―
分科会・LT 省エネ部会

日中関係 』
、
『 新 し い 日 中 関 係 』を

対応、技術開発、国民・企業の自主

ネルギー・環境問題に直面し、政策

日本側は、日本は高度成長期にエ

有する関連技術・設備機器を視察し

構築すべきだ」
（二階大臣）
、
「中国

取り組みで克服してきており、中国

アジア、世界に貢献する『成熟した

た。

には省エネルギー、環境保護の巨大

が直面する課題の解決に日本の経

力を合わせていくことが求められて

10
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な取り組み・経験や、わが国企業の

規・標準・認証、②ＥＳＣＯ（省エ

市場が存在し、日中は省エネ・環境

日目となった 日午前は、①法

ネサービス企業）
、③鉄鋼、④建材、

このように日中の官民双方で、省

験・知見が役立つであろうが、その

エネ・環境保護における協力強化は

エネルギーおよび環境対策の分野に

保護で高い相互補完性がある。両国

⑤再生可能エネルギー、⑥自動車の

両国に互恵であり、中日関係改善と

おいて日中間で双方の現状や直面す

際、政策分野では日中政府間の協力

安定的発展のための新たな原動力と

る課題、最新の取り組みについて知

の経済協力のポテンシャルは大き

つの分科会が開かれ、さらに突っ

なる」
（王大使）
、
「日本の経験を活

見の共有が図られ、日中間の省エネ

が重要だが、技術導入においては民

かし日中両国で協力関係を築くこと

ルギー・環境対策における協力の余

く、Win・Win の 実 現 が 可 能

込んだ議論が行われた。
（ ～ ペー

が東アジアや地球規模での利益拡大

地の大きさと意義の深さに関して共

間によるビジネスを通じた取り組み

につながる」
（小池大臣）
、
「日本と、

通の認識が醸成された。さらに日中

だ」
（薄部長）
、
「資源・エネルギー

ジに詳細内容）

政府間の対話メカニズムの確立、省

双方はこのフォーラムを引き続き実

が主であり、その環境整備が重要と

エネルギー・循環経済プロジェクト

日中経済協会でもフォローアップ

施することで合意し、来年は中国で

任）…今回のフォーラムの成果の一

事業に向け、今回、中国側が挙げた

今回基調講演で、このフォーラムが

つは、閣僚レベルで建設的な意思表

総じていえば中国側は、中国は資

日中「和諧」社会構築のため協力を

分野を含め検討中だ。千速晃会長は

源節約型・環境調和型の経済成長に

生み出すプラットフォームとなるこ

ギー原単位 ％削減、主要汚染物質

取り組んでおり、日本の経験と知見

いる。
（まとめ：山本祐子）

け、日中両国政府・経済界がさらに

に学びたいとのニーズが高い。

％削減の目標を設定、法整備等に

とを目指すと述べた。その目標に向

転換し、今後 年で GDP エネル

明が明確になされたことだ。

の推進および今次フォーラムのフォ

利用効率向上や環境保護面で中国は

日本の省エネ・環境対策の最
前線を視察
日半を費やした対話・交流活動
に引き続き、中国側参加者は東京、

開催することが決まった。

なると考えている。

24

名古屋、関西、北九州、北海道の各

来年は中国で開催

5

20

18

コースに分かれ、わが国各地におけ

「幅広い分野の対話と交流拡大で、

10

〈北海道コース〉
北海道電力苫東厚真発電所、北海道エコリサイ
クルシステムズ、王子製紙苫小牧工場、北海道
熱供給公社（ＪＲタワー）、マテック石狩工場
〈東京半日コース〉
東京ガス新宿地域冷暖房センター、松下電工ビ
ル、ビックカメラ（省エネ製品販売）
〈東京一日コース〉
荏原製作所藤沢工場、三菱重工横浜製作所金沢
工場、ＪＨＦＣパーク
〈中部コース〉
トヨタ自動車、豊田メタル㈱
〈関西コース〉
テルム、関西電力、ＲＡＣ関西、近畿環境興産（大
阪府エコタウンプラン・リサイクル施設整備区
域）、大阪府立母子保健総合医療センター ( 大阪
府ＥＳＣＯ事業）、島精機製作所
〈九州コース〉
九州電力苅田石炭火力発電所、西日本家電リサ
イクル、西日本オートリサイクル、北九州エコ
タウンセンター、北九州エコエナジー、白鳥国
家備蓄基地（展示館）、エヌエスウィンドパワー
ひびき、玄海エネルギーパーク、九州電力玄海
原子力発電所

30

第１分科会：省エネ環境保護政策法規、標準、産品認証
第２分科会：省エネサービス企業（ESCO）と融資担保
メカニズム
第３分科会：鉄鋼
第４分科会：ガラス、セメント、新型建築材料
第５分科会：再生可能エネルギー、燃料電池、電力、ガ
ス、石炭
第６分科会：自動車
「省エネ等技術交流促進部会」「省エネ・環境保護技術合
作分会」第１回定期協議

る省エネルギー、環境保護の先進的

ローアップを検討したい」
（姜副主

日本の技術を導入したい。中日の省

6

2
6
テーマ別・業種別分科会

1
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「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」プログラム
5 月 29 日 ( 月 )

Ⅰ

全体会議

於：ホテルオークラ東京 本館 1 階「平安の間」

日中ハイレベルによる基調講演
司

午前の部

会

基調講演

緒方謙二郎

日中経済協会理事長

二階俊博

経済産業大臣

薄熙来

中華人民共和国商務部長

王

中華人民共和国駐日本国特命全
権大使

「互いに利益を得て発展を永続させよう」

小池百合子

環境大臣

「環境保全と日中協力」

姜偉新

中華人民共和国国家発展改革委
員会副主任

「省エネルギー・環境保全分野の協力強化で経済・
社会の持続可能な発展を促進しよう」

千速 晃

日中経済協会会長

「産業界における省エネルギー・環境対策の教訓
と新たな日中協力」

小宮山宏

東京大学総長

「知の構造化によるエネルギー・環境技術のイノ
ベーション」

趙家栄

国家発展改革委員会環境・資源総合利用司長

高広生

国家発展改革委員会国家気候変
化協調小組弁公室主任

「中国における CDM 政策とその進展」

肥塚雅博

経済産業省産業技術環境局長

「日本の省エネルギー政策及び 3R 政策」

李新民

国家環境保護総局汚染控制司副
司長

「中国における環境保護の状況及び対策」

小林 光

環境省地球環境局長

「日本における環境対策について」

岩田悟志

資源エネルギー庁審議官

陳家昌

科学技術部高新技術発展・産業
化司能源交通処処長

「中国における省エネ技術の開発・利用」

山本隆彦

新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）理事

「日本の省エネルギー・環境保護技術の開発及び
普及、CDM への取り組み」

李兆前

山東省日照市人民政府市長（実
際の現職は市党委書記）

「日照市の循環型経済発展に向けた実践と考察」

関澤秀哲

日本鉄鋼連盟環境・エネルギー
政策委員会委員長（新日本製鉄
副社長）

「日本鉄鋼業界における省エネルギー・３Ｒ・産
業公害防止の経験の紹介」

岩田悟志

資源エネルギー庁審議官

毅

調印式 （官民６事項５合意文書）
特別講演
テーマ別講演
前半司会

講

午後の部

演

後半司会

講

演

閉会の辞
5 月 30 日（火）
午

前

Ⅱ

分科会等

午

後

Ⅲ

省エネルギー・環境保護の現場視察（中国側参加者）

5 月 31 日（水）
～ 6 月 1 日（木）
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現場視察
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2

知の構造化によるエネルギー・環境技術のイノベーション

省エネルギーや環境保護といった複雑な問題の解決には︑膨大に膨
れ上がった知識を結集し︑それらを構造化して対応することが重要
だ︒ 今 回 の フ ォ ー ラ ム で は︑ 学 術 界 か ら 小 宮 山 宏 東 大 総 長 を 招 き︑
その重要性とポイントについて特別に講演していただいた︒

濃度だ。有史以来 280ppm で

を象徴するのが大気中の二酸化炭素

変え始めたことに特徴がある。それ

の活動の膨張が全体レベルで地球を

なると、どの国にも同様の課題が現

をはじめとする多くの国が先進国と

紀の世界の姿であり、中国やインド

ある。日本のこうした状況は、 世

と産業を有している先進国だからで

12
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2000

1980

1960

1940

ところが農地や放牧地になり、また

一部は砂漠化したりなどで世界の森

林の ％が失われた。また地球上で

一定であった二酸化炭素濃度は既に

れてくる。課題を先取りしている日

10

世紀は「膨張の世紀」

こうした地球レベルでの人間活

く、天然資源に恵まれていない上

380ppm に ま で 増 え（ 図 ５）
、

本は、課題先進国といえる。

日本はさまざまな角度からこうし

た課題に対応してきた。例えば、世

20

1

採掘可能な石油資源の半分は既に消
いう事は、さまざまなデータが明確

動の膨張の影響は世界中の国に現

費されたともいわれている。

に示している。例えば、世界の人口

れ始めているが、とりわけ日本に

世紀が「膨張の世紀」であると

は 世紀の間に十数億から 億まで

化してきた。ヒートアイランド現

は、早くからいくつもの課題が顕在

これらの人口を支える穀物生産
（米、

象、乏しいエネルギー資源、都市に

・ 倍に膨れ上がったし（図１）
、

小麦、トウモロコシ）は ・ 倍に

おける廃棄物の増加と捨て場所確保

決の難しい課題が山積している。世

の問題、環境汚染、少子高齢化等解
倍となった（図３）
。そしてこれら

界に先駆けて日本でこうした課題が
人類はアフリカ西部で発祥して以

に、１億 3000 万人という膨大

顕在化する理由は、日本は国土が狭
来、数百万年の間成長と膨張を続け

な人口を抱え、世界第２位の経済力

膨張している（図４）
。

てきたが、 世紀においては、人間

これが地球の温暖化をもたらすとい
われている。
この他にも、かつて森林であった

30

2

1920

0
1900

2000

（ 108 ）
70

20 世紀における世界人口の
推移

■図１

20 世紀における世界の 3 大
穀物生産の推移

50

に応じてエネルギー消費量も 倍に

りも増加しており、例えば鉄鋼は

なった（図２）
。工業生産はそれよ

7
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■図２

20 世紀における世界の鉄鋼
生産の推移

■図３
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産は世界第２位で全体の ％強を占

界の総生産額のうち日本の国内総生
消費効率を例にとると、日本では、

セメント生産におけるエネルギー

入に頼らなければならないため、産

は、エネルギー資源を海外からの輸

５％弱にすぎない。一方、世界の生
費量は半分に減少した。一方、米国

産に必要な単位当たりエネルギー消

にエネルギー効率の高い国造りが行

こうした課題があった故に、結果的

業界がエネルギー消費を抑えるため

産額の４分の１を占める米国は二酸
は今でも日本より８割も高いエネル

われたのである。

年までの間に生

化炭素の排出量も世界全体のほぼ４
ギーを消費している（図８）
。こう

1960 年から

分の１を占める。生産額と二酸化炭
した傾向はほとんどの産業でみられ

めているが、二酸化炭素の排出量は

素排出量の世界に占める割合は比例

る。米国では政策的にエネルギー価

炭には硫黄分が含まれており、それ

に対応せざるを得なかったからだ。

している（図６、
７）ので、日本は

格を抑えていることから、こうした

らを燃焼してそのまま排出すれば、

例えば火力発電で使われる石油や石

環境保護対策に関しても同様で、

世界の主要国の中でも圧倒的に優れ

状況でも産業は成り立つわけだ。

硫黄酸化物も同時に空気中に排出さ
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省エネルギーや環境保護といった複雑な問題の解決には、
膨大に膨れ上がった知識を結集し、それらを構造化して対応する
ことが重要だ。

その他
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20 世紀における世界エネル
ギー消費量の推移

■図４

20 世紀における地球の二酸
化炭素濃度の推移

■図５

2004 年の各国の国内総生
産

■図６

11

は、日中両国のみならず、世界的に
も極めて有意義なことであろう。

しかし、爆発的に膨張している知

識に対し一人ひとりの人間の知識量

に は 限 界 が あ る。1900 年 頃 は

法律、経済、技術など極めて大枠な

理解で、人は全体像を掴むことがで

きたが、現在のように技術と一口に

まざまな技術があり、機械技術にお

イノベーションのための
知の結集、解としての「知
の構造化」
エネルギーや環境など地球レベル

いてもまた流体力学の技術、ナノテ

言っても機械技術、電気技術などさ
の問題を解決するためのシステムを

クノロジーの技術等さらに細分化し

先に述べたように、 世紀に人口

れぞれ増えた。しかし、知識に関し

題は、間もなく先進国の仲間入りを

生、あるいは深刻な環境汚染等の課

エネルギー不足、廃棄物の大量発

トップレベルの技術を有することが

環境問題等に関して、世界的にも

1900 年当時はこれが光合成に

知識は誰もが知っていることだが、

発生するという光合成に関する基礎

酸化炭素と水から炭水化物と酸素が

体の中で太陽エネルギーによって二

成を例にとってみると、植物の葉緑

張が起きたという背景がある。光合

になった組織を元に戻すような意見

のとなってきている。こうした複雑

えたことで、大学の組織も複雑なも

知識が増え、それに応じて領域が増

学、農学の学部に分かれていたが、

年には法学、医学、工学、文学、理

学の組織について言えば、1900

ベルで増加しているだろう。東京大

見つけていくことがこれからの先進

し、今、我々が自ら考えて解決策を

複雑になっている。100 年間に

でなければほとんど分からないほど

光合成の知識は増えており、専門家

例えば、東京大学宇宙線研究所が

している。

ずかであった時代に戻ることを意味

いうべきことで、光合成の知識がわ
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れてしまい、その量はかなりのレベ
ルに達する。日本では脱硫対策が積
極的に行われていて、日本における
単位発電量（kwh）当たりの硫黄
酸化物の発生量は極めて少ない。一
方、日本に比べ他の国々はほとんど
脱硫が行われていないのと等しい状
の排出量であるし、比較的脱硫が進

構築する場合、社会にイノベーショ

て、一人では全体像が把握できにく

況にある。米国や英国は日本の 倍
んでいるドイツでも日本の６倍の排

ンが起きることが必要となるが、そ

出量である（図９）
。

い状態が生じている。

即ち「知の構造化」の必要性を提案

のために私はさまざまな知の結集、

このように、日本は、狭い国土、
高い人口密度の中で、極めて密集し

は ・ 倍、鉄鋼生産量は 倍にそ

「 知 の 構 造 化 」を 提 案 す る 理 由

ては恐らく 1000 倍といったレ

している。

ねばならず、それに対応する努力を

として、 世紀に知識の爆発的な膨

た人に近いところで生産活動を行わ
重ねてきた結果、エネルギー問題や

する中国、インド、東南アジアに続い

ついての知識のすべてであった（図

できたといえる。

て、南米、アフリカなどでもいずれは

国のために必要であり、そうするこ

このように知識が増えたことは、イ

あるからノーベル賞受賞者を出し、

も時には出されるが、それは後退と

とにより、それは世界に導入される

ノベーションを起すためのツールが

今後も受賞の可能性があるし、ま

）
。しかし現在では図 のように、

のである。我々はこのような世界史

増えたということであり、これは歓

生じることになる。こうした課題に対

的責務を負っており、日中両国がこ

迎すべきことである。

た、海洋研究所があるから太平洋の

うした取り組みを協力して行うこと

Source:Energy Information Administration,International Energy Annual 2002
(http://www.eia.doe.gov/)
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Source: Japan Cement Association
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い。
「ビジョン 2050」

として

情報、人間・環境、社会・制度、思

私が提案したもので、簡単にいえ

注１

底でウナギの産卵場所を見付け、こ
想・芸術の６つに分け、それらの全

てサステイナブルな条件ができ得る

識の間の関係を分析し、ネットワー

細分化されて「タコツボ化」した知

造化」
（図 ）と呼んでいる。つまり、

なってくる。私はそれを「知識の構

それを共有するための作業が必要と

最速の情報技術を活用して統合化し、

はニューロン、ゲノムといった知識を

タ上でつなげようという試みで、例え

れている最先端の知識をコンピュー

トである。こちらは個々の細部で生ま

もう一つは学術統合化プロジェク

重量に比例することが分かる。横軸

ネルギー消費であることから、車体

はタイヤと地面との摩擦が主たるエ

分を占めている。自動車の燃料消費

動車はエネルギー消費の重要な一部

の保有台数が増えているように、自

費している。中国においても自動車

▲

▲

▲

キングを可能にする作業である。

「ヒト」を再現しようという試みを実

に車体重量、縦軸に１キロを走行す

く、ハイブリッド車のエネルギー

太陽光
Sun Light

れが黒潮に関する知識と結び付くこ

教授が物質の生い立ちについて、ま

というものである。その中からエネ

ば 2050 年までに物質循環シス

に知識の増大は領域の細分化を伴う
た物性研究所の家泰弘教授が元素の

ルギー効率３倍という問題について

体像を講義するもので、昨年実施し

ことは必然である。

結び付いた固体や分子の物性につい

触れてみよう。

とで、温暖化の影響で黒潮の流れが

では、爆発的に増えた知識や細分

て、そして最後に私が人間と物質と

エネルギー効率３倍とは、同じ暖

テムの構築、エネルギー効率３倍、

化した領域という背景の中で、どの

のかかわりについて講義を行った。

房を行うのに３分の１の電力消費で

た物質では、ノーベル賞受賞者の小

ようにイノベーションを起したらい

ここではナノテクノロジーなど物質

済ませるということ、３分の１のガ

変わった場合に稚魚がどこに行くの

いのだろうか。省エネルギー、環境、

の細部の話に入る前に、学問の全体

ソリンで同じ距離を自動車が走ると

自然エネルギー利用２倍を達成すれ

少子化社会等の問題は極めて複雑な

像、いわば「学問の地図」を若い世

いうことである。

柴昌俊先生が物質はどのように創ら

問題である。こうした複雑な問題に

代に示そうという試みである。現在

結論からいえばこの課題の解決は

かというようなことまで予測するこ

対し、多くの人がビジョンを共有す

は社会制度についての俯瞰講義が行

可能だ。日本では、自動車は日本の

ば、人類はエネルギーと物質につい

るためには、お互いに全体像を共有

われている。この試みは、人の頭を

全エネルギーの６分の１を使い、米

れたのか、理学系研究科の佐藤勝彦

しなければならない。ごく限られた

使った知識の構造化への一つのアプ

とが可能になる。つまり、このよう

領域しか分からない人たちに対して、

こうした作業は大学が責任をもっ

施している。細部を明らかにしていく

るためのガソリン消費量をとると、

国ではもっと多くのエネルギーを消

て行わなければならない。そこで、

要素還元型のサイエンスに対して、逆

技術が同じであれば直線に並ぶ。同

ローチである。

東京大学が世界に先駆けていくつか

のベクトルをつくることが知の構造

増えた知識を前提に全体像を把握し、

の試みを実施している。今回はその

じ重さの米国車、欧州車に比べ、日

本車は約 ％エネルギー消費が少な

化の役割の一つである。

次に、今回のテーマと密接に関係
する構造的な議論を紹介しておきた

▲

▲
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1900 年頃の光合成に関
する知識

■図 10

2000 年頃の光合成に関
する知識

■図 11

知識の構造化

■図 12

うちの２つの試みを紹介する（図 ）
。
その一つが学術俯瞰講義である。
全体の学術領域を物質、生命、数理・

20

13

12

注１ 小宮山宏『地球持続の技術』
岩波新書 1999 年

の効率化は可能で、自動車について

日本のエアコンの性能が良いこと

ことは最も重要なことだが、新たな

確かに、技術的に効率化を求める

大きなエネルギーを消費するエア

示しているかのように思える。

話ではなく、３分の１になる兆候を

の進度については技術の中身をみる

がもっと進むことが予測できる。そ

との差からエアコンの省エネルギー

費している計算になる。この理論値

有力である。

場合では住宅用の太陽光システムが

ルギーの利用が可能であり、日本の

土の広い中国ではあらゆる自然エネ

に利用することが重要であろう。国

については、構造的に考える必要が

２倍になった。当時、相当の勇気を

わずか７、
８年でエネルギー効率は

る。
今年は恐らく８までいくだろう。

家のエネルギー自給率は ％、エネル

断熱効果の高い家にしたことで、我が

市販の技術だが、
ヒートポンプを入れ、

えたのを機会に、
太陽電池を導入した。

▲

▲

燃料消費量［L/km］

が理論値である。つまり、人が部

エネルギーが必要であり、 ㎾の熱を

ネルギーで得られるという点にあ

は先に述べた通りだが、例えば M

エネルギー資源を獲得することも重

コンについても同様で、冷暖房能力

必要があるが、技術の専門家と議論

現在、日本は世界一の太陽電池生

ある。すべてのエネルギー消費、あ

もって発表した３倍増の目標は、今

ギーコストは年間５万円程度である。
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消費はさらにその半分になる（ 図
り、単位当たりのガソリン消費量が
運ぶためには１㎾の電力を必要とし、

る。こうしたエネルギーの効率化を

も同様である。省エネルギーが重要

％に減れば、 ・ 倍の数の自動
逆に１㎾の電力で ㎾の冷房ないし

実現するためには、膨大かつ多様な

屋から室外に熱を汲み出すには必ず

車が世界を走行しても同じガソリン
は暖房ができる。これが理論値であ

知識を構造化して、動員する必要が

）
。これが技術の差である。つま

消費量で済むわけで、技術というも
る。どのような仕組みであろうとも、

なことは、同じサービスを少ないエ

のはそれだけの大きなポテンシャル
この理論値を超えることはない。

たにもかかわらず減少した。これ

社のエアコンは 年のカタログの成

要である。さまざまなエネルギーの

ある（図 ）
。

を持っている。昨年、日本のガソリ

は 1980 年以来初めてのことで、

績係数で４、つまり最良のエアコン

中で、太陽起源のエネルギーを上手

ン消費量は GDP がプラス成長し

省エネルギーによってエネルギー消

でも理論値の 倍のエネルギーを消

が同じエアコンでも、日本製のエア

した結果では理論値の４分の１、即

産国であり、需要に供給が追いついて

み、大量生産によって価格も下がって

おり、一般家庭でも導入できる状況に

るいはエネルギーの転換には理論値

考えると保守的過ぎたと思ってい

日本で、オール電化の住宅でこの水準

なっている。私も３年前に家を建て替

がある。エアコンのエネルギー消費

る。４倍増の予測をしておけば、よ

であればエネルギーコストは極めて
内を 度にしようとすれば、温度差

Data Source:Yahoo! Japan Autos

車体重量 [kg]

Data Source: Manufacturers’web-sites

3000

2500

2000

費が ％、 ％減るというレベルの

コンは米国製に比べ半分の電力消費

という予測を立

年の３ 倍の

ち

て、エネルギー効率３倍という目標
を設定した。
ところが実際には、 年には６、

いない状況にある。世界中で導入が進

で済み（図 ）
、技術によってエネ
ルギー効率に大きな差が生じること
が分かる。
このようなエアコンの省エネル

年には７という製品が出されてい

の場合、絶対温度 300 を室内外の

り現実に近かったのではないだろう

安いといえよう。

ギーがどこまで進むのかという問題

温度差で割る。例えば外が 度で室

か。いずれにせよ、エアコンの４倍

l
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私がこの「エコハウス」で試した

断熱効果の高い家にすることで冷暖房

エネルギーは省エネルギー効果が高

たことを解決するための都市問題は
エコ社会は技術的要素の構造化、エ

く、きちんとしたイノベーションが起

にかかる負荷が減る。冷暖房にかかる

ではない。アジアモンスーン気候の
アコンなどの機器の構造化、インフラ

きれば 分の１になる。省エネルギー

極めて重要である。

日本において、古来、家を建てる時
の構造化、
さらには、
エコハウス、
都市、

かったことはエネルギーの問題だけ

には風通しを良くして、
「家は夏を
を基準にして設計し、冬は火鉢に当

以て旨とすべし」というように、夏
となる（図 ）
。そのためには、ライ

員することで、初めてその構築が可能

自動車といったさまざまな要素を動

かりでは解決にはつながらない。

をせずに一次エネルギー確保の議論ば

省エネルギーに加え、 世紀後半に

たる程度であった。そこに、冬でも

シックハウスという現象が起こった。

結露が生じ、カビやダニが発生して

り入れ、密閉した家を造ったことで

家を暖かくしようと欧米の手法を取

造化する努力をしなければならない。

る必要があり、さらにそれをうまく構

うなトータル的な知識までを動員す

基礎科学から、社会、文化、気候のよ

フサイエンスからナノテクのような

た環境技術についてもイノベーショ

を確実に進めなければならないし、ま

で、再生可能エネルギーの開発と利用

向けなければならない。こうした意味

はポスト化石資源という議論に目を

ンを図っていく必要がある。

省エネルギー、
再生可能エネルギー、

環境技術というような問題はグロー

都市部では、ヒートアイランド現象に

的な問題も重要になってくる（図 ）
。

の集積が必要であることに加え、社会

ンスーンの特徴など、さまざまな知識

ンの技術、太陽電池、断熱、アジアモ

エコハウスを目指すには、エアコ

国が協力する意味は大きいと思う。

である。こうした観点からも、日中両

適した技術を開発していくことが必要

や環境のことも考慮しながらアジアに

生活様式などを踏まえ、省エネルギー

ざまな要素を動員することで、自動車

率は高まるだろう。このように、さま

効率が上がり、自動車のエネルギー効

能の磁石の開発によってモーターの

車体の軽量化は進むであろうし、高性

よる強化プラスチックの導入などで

べたが、例えばカーボンファイバーに

車のエンジン技術のことばかりを述

が４分の１になることだ。先ほど自動

いった程度ではなく、エネルギー消費

い。長期的には GDP 当たり何％と

省エネルギーの効果は極めて大き

なって、アジアにふさわしいモデルを

協力するとともに、他の国々も一緒に

力をしなければならない。日中両国が

が不可欠である。この点では大学が努

また、一方では知の構造化と結集

いう認識に立つ必要がある。

分たちでアジアの問題を解決すると

をみていたのではだめで、アジアが自

今後どうしていくのかは、欧米ばかり

摘はその通りだと思う。そのアジアが

続的発展のカギを握っているとの指

アジアがサステイナビリティーや持

域性の高い問題でもある。
世界の中で、

おわりに

我がエコハウスの目的の一つはカビ、
ダニの発生しない快適な家づくりで、
自らそれを実験している。

日本にふさわしい家づくりには、ア

よって気温が下がらず、ますます冷房

のエネルギー消費は４分の１になる。

作り上げることが、イノベーションの

バルな問題であると同時に、極めて地

するため、ヒートアイランド現象に拍

エアコンの効率についても技術的に

ジアモンスーンという気候、アジアの

車がかかり、さらに電力を消費すると

真の目的である。
（まとめ：高見澤学）

技術の
構造化

21

４倍になることは先ほど紹介したが、
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いう構造ができあがっている。こうし

エコハウス

18

エアコン効率化のための
技術の構造化

■図 16

エコハウスを目指す技術
の構造化

■図 17

エコ社会を目指す知の構
造化
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第１分科会

省エネ環境保護政策法規、標準、産品認証

ネルギー消費が増加しており、

一方、運輸・民生部門ではエ

エネルギー水準に達している。

か ら 政 府、 地 方 自 治 体、

分 科 会 は、 日 本 側

政 府 関 係 機 関、 企 業、 シ
その抑制が大きな課題となっ

第

ン ク タ ン ク、 研 究 機 関、
ている。そこで、最近の法改
正では工場・事業所部門や住

名 が、中

マスコミ等約
宅建築部門に加え、新たに運

国側から国家発展改革委
輸部門を省エネルギー法の体
系の中に取り込み、輸送業者

員会、同委員会エネルギー

や荷主に対して省エネルギー

研 究 所、中 国 標 準 化 研 究
院 資 源 環 境 研 究 所、国 務

策定し、省エネルギーラベリング制度を通じ

プランナー方式に基づく省エネルギー基準を

ルギーの推進については、トッ

また、民生部門での省エネ

対策を義務づけている。

院 機 関 事 務 管 理 局、 国
名の計約

務 院 法 制 弁 公 室、地 方 政
府、企 業 等 約
講演では、日本側の各発表者から日本の省

100 名が参加した。
エネルギー政策・法規、省エネルギー法、トッ

て消費者へ家電製品の省エネルギー性に関す

している製品は効率等級を定め、省エネル

と か ら、 今

は ～ ％の最先端製品を対象とし、具体的

重要な指標として機能している。認証制度で

において省エネルギー製品を判定する上での

れた中標認証センターが実施しており、市場

後、重化学工

の中で、エネ

フラ整備進展

の向上、イン

化、生活水準

社以上が認証を取得している。

付与している。 年末時点では既に 400

査まで含めた 段階のプロセスにより認証を

には製品検査や工場検査から取得後の監督検

からこの法律が対象としていた工場・事業

石油危機のあった 年に設立され、地方も含

このほか、日本の省エネルギーセンターは

業構造に転換することに加え、省エネ効果の

抑制するには、よりエネルギー効率の高い産

企業のエネルギー管理体系の導入等を実施す

が、省エネルギー実施点検、ラベリング制度、

所 部 門 では、世界でもトップレベルの省

分科会報告

ネルギーを進めることが重要である。 年代

ポテンシャルが大きい建築や運輸部門の省エ

最後に、資源エネルギー庁の高見室長より

る際に、日本の経験を参考にして行きたい。

省エネに関する政策や課題について率直な対

本フォーラムを通じ、日中両国政府の間で

以降、中国では省エネ標準化の取組みを実施

エネルギー基準が基礎的基準（用語、計量方

しており、現在では 140 項目以上ある省

るため、政策対話を開催すること、また、中

とともに、日中の省エネ協力を継続的に進め

国の省エネ制度の構築・運用に携わる中核的

話・情報交換を行い、日中の知見を共有する

ルギー効率基準は強制的なもので、家庭用電

基準等の分野をカバーしている。また、エネ

な人材の育成を支援するため、関係機関の職

法等）
、
管理に関する基準（強制的エネルギー

気器具、照明器具、自動車等広い範囲の 品

効率基準、モニタリング基準等）
、方法論的

以下の通り会議総括がなされた。

め政府の省エネルギー施策の浸透や実施を行

効率政策、省エネルギー基準、省エネルギー

一方、
中国側の講演では、
中国のエネルギー

いる。

に伝える双方向のチャンネルとして機能して

うとともに、民間サイドの現場の実態を行政

78

５月 日の全体会議に続いて、翌 日には関連分野での省エネ・
環境に関する分科会が行われた。これまでの日中間における交
流、協力の進展度は、分野によりさまざまであり、各々の状況
に合ったレベル、内容で議論が行われた。ここでは、各分科会
別に議論された内容の概要について報告する。
30

80

製品は市場での販売が禁止されており、満た

目を対象としている。最低基準を満たさない

ることについて合意された。

員等を日本側で受入れ、必要な研修を実施す

22

3

29

18
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製品認証等に

ギーレベルをラベルにより 段階で表示し、

特に優秀なものは任意の省エネルギー製品認

ついての紹介

があった。具

エネルギーをカバーする新たな省エネルギー

現在、工業、農業、交通運輸、建築等の省

証を受けることができる。

中国では経

広くエネルギー効率基準が充実、強化される

基準体系の策定が検討されており、今後、幅

省エネルギー製品認証制度は 年に設立さ

管理も含まれる。

ことになる。これには政府機関のエネルギー

展し、規模が

人

当たりの水準

ものの、

拡大している

済が急速に発

の通り。

体的には以下

5

業 化、 都 市

はまだ低いこ

98

1

省エネルギー分野での日中協力の可能性は

プランナー基準と特定機器の対応、省エネル

財団法人省エネルギーセンター専務理事

ルギー消費は

ギーセンターの役割等についての紹介があっ

中標認証中心副主任

象に省エネルギーアクションを策定中である

る情報を提供するとともに、省エネルギー製

5

05

社団法人日本電機工業会家電部技術第一課長

大きく、例えば、中国では 1000 社を対

品の販売に積極的な販売店を「省エネ型製品

20

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

経済発展を実現しながらエネルギー消費量を

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政
策課・国際協力推進室長

大幅に増加するものと予測される。
このため、

総括（日本側） 高見牧人

普及推進優良店」としてマークを付与する等

国家発展改革委員会環境・資源総合利用司処長

の取り組みを行ってきている。

た。具体的には以下の通り。
日本では 1979 年に省エネルギー法を

司会（中国側） 徐 志 強

省エネルギーを推進してきたことから、当初

制定し、その後、何回かの改正を加えながら

10

中国標準化研究院資源環境研究所所長

発 表 者

80
20

国家発展改革委員会エネルギー研究所副所長

戴彦徳
高原一郎
李愛仙
金子健一
劉才豊
河野修一

1
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に な っ て い る ESCO 事

在、 中 国 EMCA の 会 員

ESCO ビジネスモデルも異

経済上の慣行、習慣によって

国のおかれている状況や社会

事業については、それぞれの

を表明した。また、ESCO

きっかけに両国の交流を進め、知見や認識の
業者は 158 社にのぼる。

年末現

共有化を図る必要がある。次回フォーラムま

世 界 銀 行 と GEF の 支 援

書 長 に よ れ ば、

日中協力についてのアイデアや方向性が示さ

度について理解が深められた。
発表者からは、

関及び民間のビジネスベースでの具体的な協

でに、日中政府間、省エネを推進する関係機

野における日中協力の第一歩であり、これを

れるなど、今後の協力推進にあたって、単な

本はストックの省エネルギー

なることを指摘する一方、基

また、日中双方でお互いの省エネ施策や制

る現状認識にとどまらない有意義な会議で

による省エネルギー促進プ

ESCO
（省エネルギーサービス企業）
と融資担保
（信
用保証）メカニズム

たコストで全ての回収コスト

を進め、省エネルギーで浮い

ロジェクトがスタートした

分科会

あった。今回の交流は、あくまでも省エネ分

第

月 の EMCA 設 立 時 に は

されたが、その後、 年４

を賄うというビジネスモデル

ルギー庁の三木健課長から、
「ESCO 事業

であり、日本の経験から税制

の普及促進と省エネルギー政策について」と

社、 年末には 社へと

回収年数を短くし、できるだけ多くの省エネ

中国経済技術投資担保有限公司世界銀行事業部高級項目経理
株式会社山武ビルシステムカンパニー営業本部営業 3 部長
深圳嘉力達実業有限公司総経理

株式会社日立製作所都市開発ソリューション本部長付

すればまだまだ伸びるであ

ものの、潜在市場規模から

が 約 374 億 円 で あ っ た

一つとなりつつあり、海外の ESCO、国

金融機関、民間資本投資のホットスポットの

が結び付いて、省エネルギーサービス産業が

長は、 ・５計画期の政策的環境と市場環境

ESCO 業への参入を始めており、趙秘書

た状況から、既に内外の著名企業が中国の

ESCO のビジネスモデルの普及と ESCO

の「優良 ESCO 事業表彰制度」を通して、

たいとの課題を提示するとともに、 年から

ら、今後その点につき本格的研究を実施し

の融資に金融機関がまだ積極的でないことか

ESCO のパフォーマンスコントラクトへ

本では自己資金によるファイナンスが多く、

の拡大につながることを強調した。また、日
年に約 億米ドル、日本は

ろうとの見通しと共に、今

とになるとの将来展望を示した。また、日本

際的な先進技術、国際資本の参入も相次ぐこ

本の先導的な取り組みが紹介された。

事業者のモチベーション向上を図っている日

年 の ESCO 受 注 実 績

後は海外との連携を深めな

ESCO 推進協議会との今後の連携につい

次いで、 年設立の中国初の全国的信用保

の交流と協力の機会を提供できるような協力

証専門会社である中国経済技術投資担保有限

ら、
「EMCo（ESCO）融資担保プログ

公司の段秀梅世界銀行事業部高級項目経理か

ラムの執行状況」と題するプレゼンテーショ

関係を築きたいとの意向が表明された。

続いて日本の ESCO 推進協議会の中上

次 に、 中 国 の ESCO

英 俊 副 会 長 か ら「 日 本 の ESCO 事 業 の

の信用保証プログラムを伴う形で推進させる

会節能服務産業委員会

特殊な背景の下ではあるが、中国でのファイ

ンが行われた。ここでいう「融資担保」は「信

ESCO 推進の経験に大きな差はなく、今

ナンスモデルの一定の経験の紹介が、先の中

用保証」を意味する。ESCO を世界銀行

後、アジアの省エネルギーについて手を携

特徴と現状」についてのプレゼンテーショ
省エネルギーサービス産

えて取り組みたいと、趙秘書長の意向に賛同

ンが行われた。中上副会長は、日中両国は
業」と題するプレゼンテー

長 か ら「EMCA と 中 国

シ ョ ン が 行 わ れ た。 趙 秘

（EMCA） の 趙 明 秘 書

国際協力銀行 IT・京都メカニズム担当審議役

優遇や低利融資などの政策的
た。

ESCO 推進協議会副会長

飛躍的な急成長を遂げてき

三木課長からは、ストック対策にとっての

会員 158 社中、106 社が取り組んでい

題するプレゼンテーションが行われた。
ESCO の有効性、日本の ESCO 事業導

・５計画期（2006 ～

最も重要かつチャレンジングなターゲットの

入状況と普及促進・導入支援制度などが説明

中国節能協会節能服務産業委員会秘書長

支援を有効に活用することで

一つであり、その達成のために必要な資金

ルギー量を投入できるようなさまざまな技術

資源エネルギー庁省エネルギー対策課課長

年 度 の デ ー タ で は、

投入は年間 100 億米ドル相当ともみられ

るエネルギーパフォーマンス契約 327 事

ている。省エネルギーサービ

Man-

ス企業（ESCO、中国では
EMCo：
Energy

）に
agement Company
とっては、潜在していた巨大
なマーケットが現実のものと

がら、日本のみならずアジ

て、今回のフォーラムをきっかけとして、中

8

ア全体の省エネルギーにつ

1

な が る ESCO の 推 進 を

場の規模として、米国は

された。また、ESCO 市

60

を戦略的に組み込んでいくことがマーケット

04

業の投資額は ９・ 億元にのぼる。こうし

年）における

「エネルギー消費の GDP 原単位マイナ

年にはモデル３社が設立

力が進展することを期待する。
（吉井文吾）

05

ス ％」を目指す省エネルギーは、中国の

98

40

日両国の ESCO 事業者に対してより多く

00

図っていきたい、とのメッ

20

セージが発せられた。

05

なる可能性が高まってきた。
第２分科会では、このよう
の 関 係 者 約 100 名（ う ち

な可能性に期待する日中両国
中国側 名、日本側は事務局

資源エネルギー庁省エネルギー対策課課長

05

11

04

団体である中国節能協

93

を含む）が参集し、重要な交
冒頭、中国国家発展改革委

流の場の一つとなった。
員会環境資源総合利用司の陸
ルギー担当）から、
「今回の

新 明 節 能 処 副 処 長（ 省 エ ネ
フォーラムにおいて、中日両
国の省エネルギーに取り組む
関係者の交流の機会が得られ
たことを嬉しく思う」旨の挨

国家発展改革委員会環境資源総合利用司副処長

司会（中国側） 陸 新 明
総括（日本側） 三木 健
三木 健
趙
明
中上英俊
段秀梅
発 表 者
杉原真人
李海建
権田和裕
本郷 尚

19

拶があり、続いて、資源エネ
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2

20
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ロジェクト支援について――排出権の活用―

ごやかな雰囲気の中で

エネルギー推進をサポートする立場から、ビ
三日本鉄鋼連盟専務理

て挨拶に立った市川祐

日本鉄鋼連盟エネルギー技術委員会委員長、
住友金属工業専任部長（環境・エネルギー）

孟令軍

国家発展改革委員会工業司冶金処副処長

飯野吉嗣

日本鉄鋼連盟資源循環委員会委員長、
ＪＦＥスチール技術企画部理事

年、
「 鉄鋼業の環

採択、2010 年度に 年度比エ

境保全に関する自主行動計画」を

本鉄鋼連盟は

ルギー効率を実現した。さらに日

組んだ結果、世界最高水準のエネ

用エネルギー削減等の対策に取り

ギーの回収強化や製造ラインの使

あげ、また省エネ面では、エネル

物の資源化にも取り組んで成果を

多大な環境投資を行い、鉄鋼副産

中野直和

ネルギー消費量 10%削減を目標

に設定、 年度は生産増の影響で

・4%減だがエネルギー原単位

は改善しているという。今後は引

き続き地域や他産業との連携の強

ネルギー効率向上に向けた取組に

化を通じた循環型社会の実現やエ

設備や取り組み態勢を紹介しなが

努力していくことが、具体的技術・

ら詳細に報告された。

中国側からは、首鋼の王元葵生

産部動力資源管理処副処長と宝鋼

の鄒寛環境保護・資源利用部部長

がそれぞれ両社の循環経済発展状

況を、さらに中国の鉄鋼政策を担

当する国家発展改革委員会工業司

冶金処の孟令軍副処長が中国鉄鋼

業全体の省エネルギー・環境保護

を紹介した。それらによれば中国

を代表する鉄鋼メーカーである首

鋼、
宝鋼は共にエネルギー管理（回

収・循環・再利用）
、水処理・節水、鉄鋼副

産物の再資源化に取り組んでおり、特に宝鋼

は節水対策に力を入れている。また首鋼は今

後河北省曹妃甸への移転に伴い、新しい臨海

一貫製鉄所において世界最高水準の省エネル

20
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上副会長の日本でのファイナンス面の課題提

ジネス展開にも示唆に富むプレゼンテーショ

この日、講演に先立っ

分科会後半では、まず山武ビルシステム
ンが国際協力銀行の本郷尚 IT・京都メカ

開催された。

カンパニーの杉原真人営業本部営業３部長

事は、エネルギー・環

―」と題して、京都メカニズムを活用する省

から「ESCO 導入事例と BEMS 活用事
ニズム担当審議役から行われた。本郷審議役

この分野において十分

96

示に対する参考ともなった。

例」と題して、ダイエー金剛店の ESCO

境問題がグローバル化
には問題解決のための

する中で日中鉄鋼業界
中核的な役割が期待さ

から紹介された需要管理型 CDM という新
と可能性を巡って、分科会終了後の交流の場

しいアプローチは、そのポテンシャリティー
においても日中双方の参加者の関心を集める

事例と東京全日空ホテルの BEMS 活用事
の ESCO のリーディングカンパニーの一

れていること、両国は

以上の一連のプレゼンテーションを通し

理事が、それぞれ日本

Ｅ スチール技術企画部

90

例が紹介された。山武ビルシステムは日本
つであり、先に中上副会長が言及した「優良
話題の一つとなったようだ。

な経験と実績を持って

省エネルギー・環境保護分野についても昨年

04

ESCO 事業表彰制度」の 年度特別賞を

て、民生部門における省エネルギーを推進す

いること、さらに問題

受賞している。次に、深圳嘉力達実業有限公
司の李海建総経理からは「省エネルギー企業

解決の原点は現場にあ

交わすことの意義は大

るためには、包括的な省エネルギーサービス

きいことの３ 点を強調

を提供する ESCO 事業の活用が有効な手段

いに参考となる事例や関連スキームが紹介さ

からみる中国のビル設備省エネルギー市場」

れるなど、非常に有意義な分科会であった。

講演では、日本側か

と題するプレゼンテーションが行われた。こ

更に、三木課長が総括で述べたように、
「こ

ら日本鉄鋼連盟地球環

の専門家が直接言葉を

の権田和裕都市開発ソリューション本部長付

な立場にあると思われる。更に、日立製作所

の分科会はいわばキックオフで、これを契機

境委員会委員長の山田

り、その意味でも両国

から「省エネルギービルにおける日本の取組

として、更にビジネスの連携が進展し、また、

健司新日本製鐵環境部

関係者が今後 ESCO 事業に取り組む上で大

の紹介・提案」と題する発表が行われ、日中

友好関係が益々広がれば」との思いは、まさ

長、同エネルギー技術

であることが確認されると共に、日中両国の

両国の ESCO 現場についての情報交流が

に参加者に共通するもので、その実現が当会

委員会委員長の中野直

の李総経理は EMCA 常務理事であり中国

展開された。日立製作所も日本の ESCO

を含む本フォーラム関係者の目指す新たな

のベンチャー ESCO 事業者として代表的

のリーディングカンパニーの一つで、
「優良

ターゲットであるともいえよう。
（十川美香）

和住友金属工業専任部

した。

ESCO 事業表彰制度」の 年度金賞を受
賞した。
最後に、
「国際協力銀行の省エネルギープ

長、同資源循環委員会

７月、両国企業トップの出席のもと北京で先

委員長の飯野吉嗣Ｊ Ｆ

関係者のほか、政府、商社、シンクタンク、

たが、環境面では大気・水質対策を中心に

石油危機という２つの大きな課題に直面し

合すると、日本鉄鋼業は 年代に公害問題と
る。今回の分科会はこうした延長線上に、な

ジア太平洋パートナーシップのプログラムに

鉄鋼業における地球温暖化対策、省エネ対

鉄鋼

宝鋼環境保護・資源利用部部長

策、環境対策の現状を紹介した。これらを総

分科会

鄒

おいて両国は協力して牽引役を果たしてい

4

首鋼生産部動力資源管理処副処長

スタートした日中米韓豪印６カ国からなるア

第

日本鉄鋼連盟地球環境委員会委員長、
新日本製鐵環境部長

寛

経済産業省製造産業局鉄鋼課製鉄企画室長

進技術交流会が開催されている。今年１月に

家発展改革委員会、冶金工業研究院、宝山鋼
鉄、首都鋼鉄、安陽鋼鉄、南京鋼鉄、日照鋼
日中の鉄鋼業界は長い交流の歴史を持つ。

鉄等関係者 名が参加した。
15

70

70

第 分科会は鉄鋼をテーマに日中の鉄鋼業

山田健司

発 表 者

国家発展改革委員会工業司冶金処副処長

司会（中国側） 孟 令 軍
総括（日本側） 阿部 聡
王元葵

05

05

マスコミ等約 名が出席した。中国からは国

3
3
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の方がその必要性が高いこともあり、多くの

排出が中国の温室効果ガスの一因であると

燃焼しており、化石燃料の燃焼による CO

述べた。

ることで、さらに高い省エネ効率を目指すと

最後に阿部室長が会議を総括し、本分科会

指摘。同社では、セメント生産ラインを改

2

ギー・環境設備を導入するという。政策面で
質問が集中した。

造して 年から余熱発電ユニットを運行し、

は省エネルギー・環境保護の分野で世界最先

めることを打ち出したこと、また日本鉄鋼業

境保護規制を強化し、鉄鋼業の構造調整を進

業における省エネルギー・環境分野の専門家

あると述べ、双方は今後とも日中両国の鉄鋼

境分野の専門家が交流を続けることが重要で

の課題を抱えているため、省エネルギー・環

共生」や「企業の社会的責任」といった共通

換したのをはじめ、各種の省エネルギー技術

の生産ラインが 年代に全て乾式キルンに転

一方、福島委員長からは、日本のセメント

建設する計画を紹介した。

列企業で余熱再燃焼技術を利用した発電所を

CO 2削減に取り組んでいる現状や、今後系

のための主な取り組みとして「製造装置の廃

年に前倒しで達成したことを報告。目標達成

ギー使用量を 2010 年度までに 年度よ

化対策に業界として生産工程におけるエネル

境・技術委員会委員長が講演した。地球温暖

日本側からは板ガラス協会の久本千春環

は、中国鉄鋼業の高度成長には更なる省エネ
ルギー・環境対策が必要なため、 年制定の
の意義を強調、両国鉄鋼業は「環境と人間の

端であり、いくつかの技術は既に中国でも応
が交流し、諸課題の解決に努力していくこと

「鉄鋼産業発展政策」では省エネルギー・環

用され素晴らしい成果を上げていることが報

り ％削減する目標を打ちたてたが、既に

を合意した。一国の重要基幹産業であり、か

ギー消費量、製造単位当たりＣＯ ２排出量と

エネルギー原単位、製造単位当たりエネル

の開発・導入により世界でも最先端の製造熱

単位溶解量あたりの溶解所要熱量を効率化

にカレット（ガラス屑）の使用比率を高めて

燃焼技術開発」を挙げ、具体的事例では原料

「品種替えロス削減のための生産集中化」
、「新

棄、集約化」
、
「冷修による熱回収効率改善」
、

薜孔寛

中国建材集団公司

山田直人

ロックウール工業会ロックウール技術委員会委長
JFE ロックファイバー株式会社

告された。
つエネルギー多消費産業である鉄鋼分野での

なっている業界・メーカーの現状を紹介した。

板硝子協会環境・技術委員会委員長
日本板硝子株式会社

国内の建築物の ％がエネル

例を紹介した。その上で中国

市で建設されたエコ住宅の事

海、揚州、アモイなどの各都

する概念を解説し、広州、珠

築資材の循環リサイクルに対

物、水資源、エネルギー、建

ウン建設における有機・無機

長は中国のエコ住宅やエコタ

それぞれ講演を行った。薜院

宅の省エネ対策」をテーマに

「断熱性の高い建材による住

術委員会の山田直人委員長が

ウール工業会ロックウール技

タウンとエコ建材 」
、ロック

薜孔寛院長が「発展するエコ

材集団公司新型材料設計院の

久本千春

質疑応答では、水や固形廃棄物の再利用、
中国の環境規制、CDM、中国における日本

日中協力は自ら多大な影響力を持つ。一層の

し、重油使用量を削減していることなどを紹

る 脱 硫・ 粉 塵 除 去 設 備

中国洛陽フロートガラス集団有限公司副総経理

新型建築材料では、中国建

また、都市ゴミ焼却灰を使ったセメント資源

を導入し、また石炭ボイ

張少傑

ガラス、セメント、新型建築材料

建築資材の中でエネルギー消費量が大きい

ラーに対する排煙対策を

唐山冀東セメント股份有限公司副総経理

分科会

セメント分野では、唐山冀東セメント股份有

行って脱硫・粉塵除去効

国家発展改革委員会工業司稀土建材処処長

第

廃棄物削減に貢献してい

有限公司の張少傑副総経

洛陽フロートガラス集団

は じ め、

限公司の龔天林副総経理が「セメント企業

率を高めている現状を報

経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課課長

介した。

メントの鮫島章男代表取締役社長ら各メー

務理事の司会により冒頭、発展改革委員会の

ガラス分野では、中国

ることを強調した。

王彩鳳処長、経済産業省の荒木由季子課長が

日本建材・住宅設備産業協会の富田育男専

カーの役員、実務担当者らが参加した。

革委員会工業司稀土建材処や各省の発展改革

を抑えてプラス収支を」

板硝子協

の余熱再燃焼発電技術の応用及び発展動向」
、

新型材料設計院院長

セメント協会地球温暖化対策特別委員会委員長
太平洋セメント株式会社

「ガラス、
セメント、
新型建築材料」をテー
マとした第 分科会には、日中双方合わせて

委員会関係者、セメント工業会などの業界団

のスローガンを掲げ、中

理が、
「 エネルギー消費

それぞれ挨拶した。 人は幅広い意見交換を
通して、双方の交流が本分科会の各分野にお

会、セメ

社団法人セメント協会地球温暖化対策特別委

告した。今後の生産設備

産ライン上の排煙に対す

国ガラス業界で初めて生

いて促進されることに期待を示した。
続いて、 つのテーマについて日中双方が

ン ト 協

では、熱管式余熱炉や酸

それぞれ発表した。

会、ロッ

員会の福島秀男委員長が「日本セメント産業

素富化燃焼技術の導入、

における環境・省エネの取り組み」と題して
講演を行った。講演の中で龔副総経理は、中

工業会な
どの関係

の循環利用などを強化す

代替工業燃料、工業用水

クウール

建材課を

産業窯業

業局住宅

ジニアらが出席。日本側は経済産業省製造産

体、ガラス、セメントなどのメーカーのエン

およそ 人が参加した。中国側は国家発展改

4

化システム、エコセメントの拡がりなどが、

進展が期待されるところである。
（山本祐子）

04

90

企業の役割等について双方から質問が提起さ

15

れた。特に節水については、日本よりも中国

90

国の 年の石炭消費量がおよそ 億トンに及

でも農村の都市化建設の過程

ギー多消費型建築であり、中

99

2

び、 ％近い原炭が水洗・選鉱せずに直接

20

福島秀男

発 表 者

3
団 体 や、
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95

05

太平洋セ

70 04

日本建材・住宅設備産業協会専務理事

司会（日本側） 富田育男
総括（日本側） 荒木由季子
（中国側） 王 彩 鳳
龔天林

4
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も低いというメリットがあることを強調し

次エネルギー消費量や CO
2

送電ロスの低減を図る一方、

取りまとめとしての合意文書は

グとして位置付けることとし、

に向けたキックオフミーティン

れぞれ紹介を行い、今後の協力

みと現状について日中双方がそ

での省エネ・環境に対する取組

れた。このため、今回は各分野

の取りまとめは難しいと判断さ

から、今回のフォーラム期間中

み、それに伴って価格が

速な生産拡大と導入が進

太陽光発電システムの急

制度や技術革新によって

た最近では、政策的助成

の取組が紹介された。ま

成り立たせている京セラ

用され、ビジネスとして

宅や産業などの分野で利

術開発を行い、今では住

で、

の中心である LPG に加え、今後は「西気

速な発展が見込まれること、現在のガス供給

展に伴う都市ガス市場の急

長より、中国での都市化の進

城市燃気協会の遅国敬秘書

期待されると述べた。

など革新技術の利用拡大が

後はヒートポンプや LED

有効利用の実情を紹介し、今

電気事業連合会副会長

中国城市燃気協会秘書長

社団法人日本ガス協会専務理事

中国煤炭加工利用協会副会長

らも注目を集めており、今後更なる利用拡大

の高まりに柔軟に対応できる体制の構築が望

経済情勢など周辺環境の変化や消費者ニーズ

また潜在力が大きく、経済性の高い水力発電

ギー等に対する取り組みが行われいること、

用、農業残渣を利用したバイオマスエネル

を支えるために、エネルギー効率の改善と環

見込みから、中国政府は持続可能な経済発展

伴う中国の電力需要の増加は今後も続くとの

計画発展部の李光華副経理より、経済発展に

摘された。また現在、コジェネレーションや

されることから、その有効利用の重要性が指

り、中長期的に天然ガスのシェア拡大が予想

策の面から天然ガスの利用拡大が図られてお

から、日本ではエネルギー安全保障と環境対

社団法人日本ガス協会の髙橋晴樹専務理事

るとの紹介があった。

石炭分野では、まず中国

煤炭加工利用協会の張紹強

副会長から、豊富な石炭資

源を有する中国では一次エ

ネルギー消費の約７割を石

後も変わることはなく、こ

炭が占め、この重要性は今

のためクリーンかつ効率的

な石炭利用と炭鉱廃棄物の

有効利用といった石炭の総

合利用が求められていると

の説明があった。また、こ

れらは中国のエネルギー

政策の最優先課題の一つで

あり、石炭の有効利用に向

けた技術開発への積極的な

あった。

支援が行われるとのことで

財団法人石炭エネルギー

センターの安藤勝良理事長は、石炭は豊富な

埋蔵量と価格の安定性を有していることか

はますます高まるものと予想され、このため

ら、エネルギー安全保障にとってその重要性

の高度利用、CCT の開発および普及に取

石炭利用の最大の課題である環境対策、石炭

組む必要があることを強調した。また、日中

間の石炭協力について、炭鉱保安や石炭利用

等の分野で既にさまざまな協力関係が構築

CDM を含め、一層の協力関係を築くこと

され、一定の成果が上がっていて、今後は

最後に本分科会の総括として、中国国家発

への期待を示した。

展改革委員会能源局の許永盛副局長から、日

今回の省エネルギー・環境総合フォーラムが

中両国はともにエネルギー消費大国であり、
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におけるエコ建材のニーズは膨大で、将来性

び負荷標準化等、電 力の 需

発電効率の向上や省エネ及

排出量が多い電力分野では、

給両面におけるエネルギー

総括では、荒木課長、王処長がそれぞれの

た。

が各方面で協力することは、双方にとって有

立場から、今後、両国の政府やメーカーなど

一方、山田委員長はロックウール活用の有
効性について触れ、鉄鉱石や玄武岩を原料と

は政府支援の下、電 力業 界

産業界が徹底した省エネを

締結しない方向で、日中双方で

東輸プロジェクト」等による天然ガスを並行

研員から、中国では現在内陸部等での風力発

野で、国家発展改革委員会能源局の梁志鵬調

を引き続き積極的に開発していることが紹介

境対策の強化を図る一方で、石炭を中心に水

燃料電池等エネルギー利用効率向上の技術の

まれていることが紹介された。

された。そして、再生可能エネルギーの利用

力や再生可能等による多様な電力供給体制の

電力分野では、まず中国電力投資集団公司

拡大のためには技術開発と新興産業発展の促

構築を目指しており、関連する法整備や支援

電や広大な国土を活かした太陽エネルギー利

進が不可欠であり、そのために 2010 年、

開発と普及が進められ、面的利用という新た

な観点から有効利用に向けた取組を行ってい

措置への現状について説明がなされた。
電気事業連合会の桝本晃章副会長は、一

中国電力投資集団公司計画発展部副経理

司会（日本側） 江崎禎英
総括（中国側） 許 永 盛
梁志鵬
湯川 勲
李光華
桝本晃章
発 表 者
遅国敬
髙橋晴樹
張紹強
安藤勝良

が見込まれることが説明された。

ガ ス 分 野 で は、ま ず 中 国

事前に確認を行った。

的に利用する基盤整備が行われること、
また、

京セラ株式会社執行役員専務

低下していること、環境

国家発展改革委員会能源局調研員

本分科会で発表された内容

中国国家発展改革委員会能源局副局長

調和や CSR 等の観点か

資源エネルギー庁総合政策課エネルギー政策企画室長

は、まず再生可能エネルギー分

30

2020 年といった中長期的な導入目標を
設定し、実現を目指しているとのことであっ

財団法人石炭エネルギーセンター理事長

は大きいと指摘した。

したロックウールは耐熱性と耐水性、防音性

の有効利用を図ることが重

再生可能エネルギー、電力、ガス、石炭

要との認識の上に、日本 で

意義であることを確認した。
（横山達也）

分科会

に優れ、他の断熱材と比較して CO ２排出量

第

京セラの湯川勲執行役員専務からは、無限

推進するなど、エネルギーの

が発電設備の熱効率改善や

ギー、電力、ガス、石炭と幅が広く、日中間
かつ環境に優しい太陽エネルギーの利用の面

た。

での協力もそれぞれの分野で深浅があること

年以上にわたる技

第５分科会は対象分野が再生可能エネル

5
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開催され、両国が省エネルギーと環境に対す

日中両国のみならず世界的にも大きな貢献を

どである。また、2010 年には生産量の

環境保護型自動車導入のインセンティブが機

担が低いことや、
燃料税がなく省エネルギー・

ティブ付与などの政策を実施していることが

ガス、燃費規制、税制・予算面でのインセン

のレベルが将来の燃費基準に設定されるた

性の高いもので、実在する自動車の最良燃費

いわゆるトップランナー方式を採用した公平

本の燃費基準は重量区分毎の目標値設定と、

の燃費改善技術と代替燃料」を紹介した。日

玉野昭夫排出ガス・燃料部会長は、
「自動車

税の重量税化が検討されている。

両の消費税引き下げ、燃料税導入、車船使用

上げることを総合的な方針として、環境型車

とともに、保有・使用段階での税負担を引き

後の税制では購入段階の税負担を引き下げる

大都市では規制を前倒しで実施している。今

車、商用車の順に規制を強化中であり、一部

る。燃費基準、排ガス基準については、乗用

抑制する制度がないことが問題となってい

能しないこと、大排気量、高燃費車の使用を

％を輸出するとともに、自動車保有量倍増

時に燃料消費量の増加を ％未満に抑制する

果たすことになるとのコメントがあり、今後
とも日中両国の関係機関、企業が中心となっ

等の政策目標が織り込まれる予定である。

る協力関係を強化することは重要なことで、
豊富な資源を有する中国と先進的な省エネル
性を指摘した。
（高見澤学）

て、一層の協力関係を深めていくことの重要

自動車分科会には、日中両国の政府、業界
紹介された。また、技術革新の促進のために

め、燃費改善の実効性が高い。実際の燃費

日本自動車工業会安全・環境技術委員会の

いに Win・Win の関係を築くことで、

ギー・環境技術を有する日本とが協力し、互

団体、研究所、企業関係者など約 100 名
は、多様な技術選択肢を消費者の選択と有機

黄永和

中国汽車技術研究中心（CATARC）汽車技術情報研究所
総工程師

堀

財団法人日本自動車研究所（JARI）技監

自動車

が参加した。日中両国とも世界有数の自動車
的に結びつけることが必要で、エネルギーや

国家発展改革委員会工業司車船処副処長

第６分科会

大国であり、双方のエネルギー戦略、政策、

リッド技術はエンジン、モーターとも完成度

技術戦略に関する経験や将来像の交流を行

が高く、今後は更に軽量化とコストダウンが

JARI（日本自動車研究所）の堀政彦技

軽油が今後も主流だが、一層の

課題であること、燃料電池は高効率、有害物

監は、
「ハイブリッド車及び燃料電池車の現

クリーン化が進められること、

質、温室ガス排出ゼロの低公害エンジンシス

改善はエンジン改良、補機駆動・駆動系改

処 長 よ り、
「中国自動

ガソリン代替燃料では温室化ガ

テムとして高いポテンシャルがある反面、水

良、軽量化等による走行エネルギー低減を通

車産業の第 次五カ年

ス抑制面からバイオエタノール

素製造・貯蔵技術の確立、発電効率、耐久性・

IT の自動車産業との融合を図っていくこ

計画概要」について紹

混合が有望であること、軽油代

い、認識の共有化を図ることは大変意義のあ

戦略」と題するプレゼンテーションが行わ

課長より、
「自動車分野の環境・エネルギー

介があった。第 次五

替燃料ではバイオディーゼル、

た。中国の現行税制では消費税、

税収政策体系」について紹介し

保護型自動車の発展促進を図る

所総工程師は、
「 省エネ・環境

究中心）の黄永和汽車情報研究

CATARC（中国汽車技術研

の総合的研究機関である

ため 年 月、国家発展改革委員会、科学技

産業の未発達などが課題となっている。この

一方、リサイクル促進の法令の未整備、関連

の大半が廃棄され、汚染が深刻化している。

自動車の廃棄台数が急増し、金属以外の材料

て紹介した。
中国では市場の急拡大を背景に、

おける自動車リサイクルの現状と政策につい

車情報研究所の鄭乃金高級工程師は、中国に

CATARC（中国汽車技術研究中心）汽

後の課題も多い。

時）
、車船使用税（保有時）
、養

増値税、車両購入税（以上購入

中 国 の 自 動 車 技 術、 政 策

信頼性の向上、コストダウン、白金触媒の資

ることだ。

れた。環境・エネルギーの制約があってこ

力の盲目的拡大の抑制

DME、FTD などがあるが解

状と課題」について紹介した。日本のハイブ

そ、技術革新は促進される。世界的なエネル

カ年計画に基づき、現

を柱とした産業構造の

源的制約による代替技術（物質）開発など今

じて行われている。一方、燃料はガソリン、

ギー制約の高まりにより、自動車の省エネル

在自動車産業第 次五

に低減さ

最適化、省エネルギー・

経済産業省製造産業局自動車課長

次に、国家発展改革委員会工業司の李鋼副

ギー、石油代替技術の選択肢の多様化が進

カ年計画の策定作業が

能力の向上、部品産業

せる目標

環境保護型自動車を主

決すべき課題も多い。

とが重要であると指摘した。

み、各国のエネルギー戦略の見直しが進めら

核心は自主創造・革新

進められている。その

における

競争力の向上、企業の

を設定し、

国家発展改革委員会工業司副司長

分科会では冒頭、経済産業省日下部自動車

運輸部門

れている。日本は新・国家エネルギー戦略で

石油依存

集約化・連携や生産能

技術開発

体とする製品構造最適

一方、使用・保有段階での税負

購入段階での負担が過重である

路費（使用時）が課税されるが、

主 導の リサ イク ルシ ステム構築に向けて、

利用技術政策」
を制定公布し、
自動車メーカー

術部、国家環境保護総局が「自動車製品回収

06

％

の多様化、

中国汽車技術研究中心（CATARC）汽車技術情報研究所
高級工程師

鄭乃金

度を

新技術普

境保護、安全技術の開
発・普及、ハイテク振

化、省エネルギー・環

興、標準法体系整備な

及環境の
整 備、 実

2

社団法人日本自動車工業会安全・環境技術委員会排出ガ
ス・燃料部会長 , トヨタ自動車株式会社エンジン統括部
エンジン認証室主査

政彦

11

11

11

効的な排
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50

10

玉野昭夫

発 表 者

経済産業省大臣官房企画官（自動車産業担当）

司会（日本側） 渡辺 誠
総括（中国側） 劉 賢 利
日下部聡
李 鋼
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会を開催し、対話と交流を続けていくことが
環境保護型自動車の技術は最先端の領域で

合意された。

ことから、日中双方で新たに立ち上がった両

おける日中長期貿易取決めが果たした貢献と

西村英俊事務局長より「日中経済関係発展に

王琴華分会長の開会挨拶に続いて、日本側の

部会／分会の最初の定期協議をフォーラムの

今後の役割」と題した発表が行われた後、中

環境保護技術合作分会」が新たに設立された

一環として開催したもの。

国電科技環保集団有限公司副総経理

次に、国家発展和改革委員会経済貿易司の

王宝偉司長から「中国の省エネ・環境保護分

マとする講演が行われ、続いて電源開発株式

野におけるマクロコントロール政策」をテー

の電力分野における省エネ・環境対策の現状

会社執行役員の永吉洋特任審議役より「日本

また、中国機電産品進出口商会の張鈺晶副

と課題」についての講演があった。

会長からは「機電製品の輸出入取引における

環境・省エネ対策の実例」について、株式会

社日立製作所の尾見仁一環境ソリューショ

ン本部長からは「日立製作所の環境・省エネ

技術―都市ゴミ焼却技術」について、また、

総裁から「汎用技術の普及における環境・

中国通用技術（集団）控股有限責任公司の李

省エネ対策と日本への期待」について、石

油連盟の西川輝彦参与から「石油ローサル

ファー化技術」について、そして国電科技環

保集団有限公司の王雨蓬副総経理から「中国

の電力産業における省エネ・環境保護の新技

これらの発表に続いて、最後に、今後の両

術」について、それぞれ発表があった。

部会・分会の活動の方向性を確認する「覚書」

を、今回の定期協議の成果として取り交わし

た。

定期協議終了後、中国側参加者一行は国際
部会」を正式

ギー・環境保護技術の今後の一層の取引拡大

レゼンテーションが行われ、日中の省エネル

名古屋のトヨタ自動車元町工場・トヨタ会館

敬訪問し、神戸の川崎重工業兵庫車両工場、

協力銀行、経済産業省資源エネルギー庁を表
に設立する一

まず、日本側の秦野正司分会長と中国側の

に向けて、
充実した内容の交流の場となった。

を視察した。
（後藤雅彦）

方、中国側で
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2010 年までに関連制度を整備すること、
2012 年までに政策サポート、技術開発、
政策的奨励・制約メカニズムを構築すること
あり、世界的な開発競争が行われている段階

石油連盟参与

国側事務局である商務部亜洲司の宋耀明副司

である。一方、日本の自動車産業界の中国進

中国通用技術（集団）控股有限責任公司総裁

フォーラムの分科会に合わせ開催した第１

段階の目標を設定し、2017 年に

となった。更に 2010、
2012、
2017

株式会社日立製作所環境ソリューション本部長

年の

中国機電産品進出口商会副会長

長からそれに対するコメントがなされた。

電源開発株式会社執行役員特任審議役

回定期協議では、半日間という短い時間にも

国家発展和改革委員会経済貿易司長

出が進み、ハイブリッド自動車の中国におけ

はきわめて重要である。第 次五カ年計画の

散した石油専門委員会／分会の一部機能を残

商務部亜洲司副司長

かかわらず、日中双方から有意義な発言やプ

策定で明確になった中国の環境志向によっ

す意味で、石油関連の協力事業について必

日中長期貿易協議委員会事務局長

る生産開始など、中国での環境保護型自動車
の普及も始まっている。
という自動車大国同士が自動車分野での省エ

であり、日本の戦略、政策、技術動向が中国

て、日中の更なる協調の可能性と方向性が見

日中長期貿易協議会では、今次開催の「日

要があればこの「省エネ等技術交流促進部

省エネ・環境保護技術合作分会長、商務部機電和科技産業司長

は回収利用率 ％（材料再利用率 ％）を目
日中双方 名によるプレゼンテーションの

ネルギー、環境保護の経験を共有し、発展戦

にとり大変有用であることを指摘、今後双方

中省エネルギー・環境総合フォーラム」に合

省エネ等技術交流促進部会長、電源開発株式会社常務取締役

指すとしている。

革委員会工業司副司長は、世界的なエネル
略、政策面での調整、協調を図っていくこと

今や世界第 位の自動車市場の中国と日本

境・省エネルギー対応は中国でも喫緊の課題

ギー制約、環境悪化の中で自動車分野での環

の交流発展に大きな期待を寄せると表明し

え始めている。
（中島俊輔）

わせ、中国商務部機電和科技産業司の王琴華

省エネ・環境保護技術合作分会長、商務部機電和科技産業司長

も「 省 エ ネ・

技術交流促進

は「省エネ等

月に日本側で

受け、今年４

うした動きを

確認した。こ

討することを

会」で実施検

省エネ技術等交流促進部会／省エネ・環境保護技術合作分会
第１回定期協議

日中長期貿易協議委員会

フォーラムにおいても、引き続き自動車分科

た。また、来年中国で開催が予定される本

11

司長を団長とする中日長期貿易協議委員会省
エネ・環境保護技術合作分会一行を日本に招
聘し、第１回目の定期協議を開催することと

定期協議で、日中間における環境・省エネル
ギー協力の重要性に鑑み、
環境・省エネルギー
関連の技術設備の取引促進と、エネルギー取
引の円滑な遂行につながる事業の可能性を検
討する事業実施のため、従来の「技術設備部
会」を「省エネ等技術交流促進部会」に発展
改組し、併せて大慶原油の取引停止を受け解

講演する秦野部会長

省エネ等技術交流促進部会長、電源開発株式会社常務取締役

85

後、分科会の総括を行った劉賢利国家発展改

6

昨年９月開催の第 回日中長期貿易取決め

なった。
21

日中長期貿易協議委員会事務局次長

司会（日本側） 畠山忠久
総括（日本側） 秦野正司
（中国側） 王 琴 華
秦野正司
王琴華
西村英俊
宋耀明
王宝偉
発 表 者
永吉 洋
張鈺晶
尾見仁一
李
西川輝彦
王雨蓬

3

95

3
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百貨店等が集中する繁華街に登場したＷ杯マスコット「ゴレオ」

ろいの T シャツを着て、熱狂して
いた。
さらにワールドカップ人気に
よる経済効果も大きく、上海市内
の百貨店やスポーツショップでは
サッカー用品の売り上げが急増し
ていた。今大会の公式試合球は国
内販売価格が 990 元
（約 1 万 4,300
円）と、市民の平均的収入からみ
れば高額であるにもかかわらず、
開幕後 1 週間で売り切れる店も出
たという。また、市内のコンビニ
ではビールやポテトチップスなど
家庭で試合を観戦しながら食べら

6 月 9 日から開幕したサッカー

ると答えた人は 8％、
ワールドカッ

れる食品の売り上げが好調で、中

ワールドカップ・ドイツ大会は、

プの観戦が仕事に影響を及ぼすだ

にはワールドカップ専用コーナー

日本では日本チームが第一戦の

ろうと答えた人は 52％にも達し

を設置してビール、お菓子等を販

オーストラリア戦で敗退して以

た。また、試合の多くが、夜から

売している店も現れた。

降、国内での関心が一気に低下し

明け方にかけて行われるため、営

中国では 07 年に女子ワールド

た感があるが、ここ上海では、自

業時間を延長して対応するバーが

カップが開催されることが決まっ

国チームが出場していないにもか

増え、従業員の勤務時間の調整に

ており、さらに一部の中国メディ

かわらず、大変な盛り上がりをみ

追われる店も少なくなかったとい

アは、2018 年に実施されるワー

せていた。

う。

ルドカップの開催国に中国が立

2002 年の前回大会では、中国

また、上海市内のホテルでは、

候補する可能性があると伝えて

はワールドカップへの出場を果た

フロントにワールドカップの試合

いる。これまで卓球やバスケッ

したものの、
3 敗を喫して一次リー

日程やトーナメント表を掲示した

トボールに押され気味と思われる

グで敗退し、今回のドイツ大会に

り、ワールドカップ期間中に限り

サッカー人気は、今後も続いてい

至っては、まさかの予選一次リー

スポーツカフェ＆バー等の専用

くだろう。

グ敗退という思わぬ結果となった

ブースを設置したところも多い。

ことから、市民のワールドカップ

中国語でワールドカップのこと

に対する関心が低いといわれてい

を「世界杯」と表記する。中国中

た。開幕を 1 カ月前に控えた 5 月

央電視台のスポーツ専用チャンネ

中旬の段階になっても、例えば重

ルでは、
「我愛世界杯（ワールド

慶市にある旅行代理店では、06

カップ大好き）
」という番組が連

年 2 月からワールドカップ観戦の

日連夜放映され、全試合を中継し

ツアーを募集していたが参加者は

ていたほか、スタジオにつめかけ

わずか 6 人、上海市においてはツ

た聴衆は番組名をあしらったおそ

ホテルの１階部分に設けられた
Ｗ杯専用コーナー（市内ホテル）

アーを組む旅行代理店はほとんど
ないという状態だった。
と こ ろ が、 い ざ 開 幕 し て み る
と、さまざまな場面で大変な盛り
上がりをみせた。上海で行ったイ
ンターネット調査（上海市民信箱
が約 6,800 人を対象に実施）では、
試合に合わせて勤務時間を調整す
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サッカーワールドカップ・
ドイツ大会で盛り上がる上海
上海事務所

所長代理

林

智哉

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 TOPICS

堅調な推移をたどる

珠江デルタ地域の日系企業
ーその経営動向と技術移転状況ー

堅調な動きを示す
日系企業

合、当初 人でスタートしたが、セ

ターセンターに進出した T 社の場

いては、 年に深圳市のテクノセン

筆者らによる珠江デルタ地域の調

査は 回目である。前回は珠江デル

タが世界の工場として注目されるよ

うになった 年初めであった。今回

ンターを卒業し自前の工場をもつよ

うになった 年には 300 人とな

り、 年

月には 1000 人の従

業員を抱えている。また、 年にテ

もいわれた労働力の逼迫化、香港系

によるコストアップ、当時無尽蔵と

民元の切り上げや最低賃金引き上げ

年頃と異なり、反日騒動の発生、人

増加とともに、生産も拡大傾向にあ

と増加している。こうした従業員の

H 社は、 年 月には 210 人へ

人でスタートした金属プレス加工

クノセンターセンターに入居し、

調査前に伝えられていた情報は、

企業の投資の減退や台湾系企業の華

かかわらず、筆者らが調査対象とし

ば、このような投資環境の変化にも

ものであった。しかし結論からいえ

る日系企業の経営の変調を窺わせる

デルタ経済やこの地域に進出してい

は、これまで拡大を遂げてきた珠江

が拡がり、産業自体の規模がより一

ることに加え、自動車産業へも集積

電機や OA 機器産業が集積してい

華南地域において、従来から電子 ･

しているのは、広東省を中心とした

このように日系企業が堅調に推移

車用ワイヤーハーネス企業 S 社で

100 人で操業を始めた大手自動

る。広東省自身も外資誘致の重点を

さらにそれを上回っているとみられ

が、その後も年々大幅に増加し、

産、トヨタ（ 年 月から）が乗用

また東莞市の大手複写機企業 K 社

伴って日系の自動車部品メーカーに

車生産を行っている。また、これに

月 に は 6600 人 に 達 し た。

では、 年に 2000 人弱であっ
たのが、 年

3

となっている。一方、中小企業にお

さらに広東省では自動車組み立

よる広東省への進出も増えている。

5

月には 6100 人

年

こうした中、広州市ではホンダ、日

自動車産業へとシフトさせており、

移転したことを補うばかりでなく、

台湾系電子機器企業が長江デルタへ

層拡大したためといわれている。こ

していた。

た企業では生産の拡大や雇用者数の

5

うした自動車産業の拡大は、香港 ･

06

増加がみられ、堅調な経営ぶりを示

3

06

06

は 年に従業員が 579 人だった

例えば、 年に惠州市に進出し、
95

06

02
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94

30

99

3

る。

02

03

東移転などがみられ、こうした動き

03

06

2

99

3

河崎亜洲夫

義永 忠一
四日市大学
桃山学院大学

2006 年 3 月、広東省を中心とする華南地域（特に深圳・東莞・惠州市）および香港で日系企業等の
実態調査を実施した。調査の目的は、日本からの中国進出企業の経営動向や技術移転状況などの把握
である。日系の大・中小 7 企業、香港貿易発展局（TDC）など 3 経済機関、団体へのヒアリング調
査を通じて明らかになったことを紹介したい。
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年 月よりそれまでの月額の最低

その状況を示す例として、工場の

き上げており、 年も同じ時期にさ

賃金を 480 元から 580 元に引

迫が見られるようになった。

とが大切で、一般的に日系企業では

入口の掲示板にワーカー募集の貼紙

らなる引き上げが実施されるものと

コミュニケーションを十分に図るこ

る。深圳テクノセンターの創設者の
こうした配慮がなされているよう

を出すと、 、 年前までは 人の

て工場の建設が始まろうとしてい
メンバーで、その発展に尽力してき
だ。当然のことだが、従業員を大切

7

た I 氏とともに深圳駅から同セン

05

ターへ向かう途中の深圳市郊外で大

にする工場はストライキの発生が少

募集に対し 100 人もの応募が殺

見込まれている。もっともこのよう

ことであった。
車中からの印象では、

自動車組み立て工場を建設するとの
にとって中国珠

う。外資系企業

いてみてみよ

対応可能な

の掲示板で

工場の入口

の採用には

もワーカー

の、それで

ているもの

幅に減少し

応募者は大

業が多くみられた。マニュアル化に

ニュアル化に力を入れている日系企

上げるために、教育研修や作業のマ

る。従業員一人ひとりの生産効率を

系企業では生産性の向上を図ってい

たコストアップへの対応として、日

コストアップの要因となる。こうし

が生じれば、企業にとっては深刻な

ただ、大幅な人民元の切り上げなど

て低賃金であることは間違いない。

まらないという。とはいえ確かに

状況にあ

ついては、従業員の転職が依然多い

しても、日本と比較すれば依然とし

に法定最低賃金が引き上げられたと

きわめて大規模な工場であり、今
江デルタ地域へ

次に労働力の逼迫化への対応につ

後、ここがさらに大きな自動車産業
の投資の誘因と

が新たな

集積地となることを予想させるもの
なったのは、内

注１

であった。

陸部からの低賃
金で若い良質な

る。ただ以

状況に対応したものでもある。

影響するといわれる。このため、賃

条件や経営幹部の経営姿勢が大きく

否かは、それぞれの工場自体の労働

た場合に大規模化 ･ 長期化するか

か否か、あるいはストライキが生じ

それが工場ストライキへとつながる

い。中国で反日デモが起きた際に、

する日系企業の適応努力も見逃せな

域の投資環境の変化に対応しようと

域の産業発展だけではない。この地

経営が堅調である理由は、広東省地

珠江デルタに進出した日系企業の

加え、経済発展の著しい華東地域へ

力は以前に比べ減少していることに

促されたりしたことで、出稼ぎ労働

の撤廃による農業への若者の回帰が

内陸部でも工場が増えたり、農業税

かし、最近では

在していた。し

余剰労働力が存

は極めて多くの

内陸の農村部に

た。 こ れ ま で、

の存在であっ

特に女性労働力

は、賃金の上昇が生じる。地方政府

こうした労働力の逼迫化の下で

たいとのことであった。

結婚後も働いてもらえる環境を整え

制を廃止し、
将来は託児所を設置し、

る日系企業ではそれまでの 歳定年

はなく、あ

ており、その特徴を一言で表すこと

工場で独自のワーカー教育が行われ

要な意味を持ってくる。それぞれの

る。したがって効率性向上のために

ことを前提に管理を行う必要があ

技能蓄積がないワーカーが存在する

る珠江デルタ地域の工場では、常に

出 稼 ぎ 労 働 力、

前のように

金や福利厚生の面で十分に配慮し、

出稼ぎ労働力がシフトしているため

は法定最低賃金の引上げを行ってい

いう状況で

雇用可能と

が無尽蔵に

若年労働力

労働者の不満に拍車をかけるような

に、珠江デルタ地域での労働力の逼

は難しいが、強いて共通点をあげる

22

1

は、教育研修やマニュアル作成が重

年で半数の従業員が入れ替わ

マニュアル化の
強化

隙を与えないこと、また従業員との

る。深圳市では特区の外において、

環境変化への
適応努力

10

労働力は逼迫していると伝えられるが…（珠江デルタの外資系企業で働く女性労働者）

氏によれば、東風汽車

到したが、最近では 人程度しか集

06

ないという。

10

きな工場建設の現場が見えた。I

6

注１ ハルビン自動車としている別の調査もある。
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画像付きマニュアル

め、コスト面からもマニュアル化に

ツが重要視されがちである。そのた

ことができるワーカーが厳しい現場

する。それと同時に、試作に携わる

と、ワーカーのレベルの高さを実感

も比較的簡単に習得可能な技能まで

なかったことにより、本来なら誰で

マニュアルによる学習を重視してこ

「体で覚える」という考え方が強く、

してさらに重要なことは、日本では

写真は M 社工場内の部品のアッ
は消極的な場合が少なくない。しか

での評価を幾度も経て、優秀なワー

が属人化されていることである。中

アルが作成されていく様子をみる

センブリーのラインである。担当者
し、珠江デルタではコンピュータ操

カーとして選抜された結果とすれ

国でのこのような話は、技能を闇雲

が多く、
「習うより慣れ」で勘やコ

が組付けを行う部品の場所や手順な
作ができるワーカーを別途雇用し、

ば、中国の人的資源の豊かさを実感

おり、その際に

によって行って

されたワーカー

の日本の技術者によると、ある機械

訪れた時のエピソードを聞いた。そ

いについて、日本の技術者が中国を

ある部品を加工する機械の取り扱

の高さと作業内容のマニュアル化が

デルタの工場の特徴としては離職率

これまで述べてきたように、珠江

る。限られた時

試作が行われ

で、数回の製造

が開始されるま

の技術者にとっての「 年の経験」

きマニュアルを作成した。この日本

指示を事細かに記録し、それに基づ

傍に付き添い、その技術者の動作や

者が中国に滞在している間、ずっと

門 人にまでに成長した。名古屋に

うちプレス部門 170 人、金型部

上げが 億円、従業員が 210 人、

に業績を伸ばし、 年 月には売り

センター内で操業開始して以来順調

間の中で、現地

は、 人のワーカーによって分解、
によって製造試

解釈、再構成、知識化されて、マニュ

このエピソードが示すことの一つ

アル化されたのである。
際の量産に用い

はワーカーの水準の高さである。そ

作が行われ、実
られるマニュ

14

05

10

近の新しい取り組みとして、 年

6

に売り上げが伸びているという。最

ある本社工場でも、中国進出を契機

40

行っていなかった。

いる。日本の工場では金型の内製は

月から社内で金型の製造を開始して

04

10

28
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なら、それは「見える化」の徹底で

ど、画像を使って細かく指示したマ
マニュアルを専門に作成する部署を

ある。

ニュアルが各ワーカーの前に吊り下

に「暗黙知化」するのではなく、伝

える努力の重要性を感じさせられる

するところである。

ワイヤーハーネスを製造する大

出来事である。

事細かな組み立

の操作は順調に運転している限り誰

あげられる。一方、少数ながら離職

「暗黙知化」
よりも
「マニュアル化」
を 志向

設けていた。

を前提とする日本の現場では、人材

手の S 社では、製造試作を中国の

げられている。一定の長期継続雇用
教育は OJT としてなされること

て工程のマニュ

が操作をしても何も問題はないが、

率が低い、即ちワーカーが定着して

工場内で選抜

アル化がなされ

いったん材料の補填が滞り、再度稼

いる企業も見受けられた。

喜ばれる
総合的な技能育成

ている。完成車

動するときの操作には 年の経験が

う H 社は、 年 月に深圳テクノ

例えば、金属プレス加工製造を行

メーカーによる

そこで、現地のワーカー（推定年

必要とのことであった。
け、最終的な決

齢 代前半の女性） 人はその技術

1

設計変更を受
定を受けた生産

02

10

2
のワーカーたち

20

2
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部門が明確に分かれていた。この時

カーになりたがるという。
通常、
ロー

なった者が減給を覚悟で金型のワー

模が一段と拡大しているからであ

は自動車産業の集積が興り、産業規

機器などの産業集積に加え、最近で

H 社の中国での金型部門の指導
は何かトラブルが発生すると、現場

カルの金型企業では分業が徹底され

る。また、生産性の向上やより付加

歳）
からは型が悪いとか、設計側からは

ており、機械 台に対して 人が張

年 よ り I 氏（

がその職務にあたっている。I 氏
プレスの使い方が悪いなどと、互い

長を務めた人物であり、定年後 H
もめたという。相互に情報提供を求

にその責任を擦り付け合い、非常に

場ではさまざまな NC 機械 台を

り付く形をとっているが、日本の現

やマニュアル化などによる技能者一

価値の高い製品への移行、教育研修

者 と し て、
はかつて日本で金型製造企業の工場
社に移り、中国工場に勤務するよ

計においては、生産性を考えて設計

取得するためのルール作りに取り組

中国人だけで金型製造の ISO を

設計者として H 社に来る前に現場

計者が辞めた。現在の製造部長は、

みを行った結果、これまで 人の設

設計者に現場を経験させる取り組

金型部門は 人で、
うち設計が 人、

により現場を経験させている。現在

て一本化し、設計担当者も OJT

た。そこで現在では金型製造部とし

来的に独立の可能性がある金型部門

とって、働きながら技術が学べ、将

と考えている。中国人ワーカーに

現場担当者を中国において育てよう

では当然とされている全体がわかる

るという。同社の方針として、日本

やり方を歓迎し、士気は高まってい

カーは総合的に技能が学べる同社の

の方式で行っている。
このため、
ワー

要な場合では、現場の技能育成方法

な機械化のもとでなお熟練技能が必

ものである。また、金型製造のよう

珠江デルタ地域の実情に対応させた

が活発な従業員がほとんどを占める

ては、工場勤務がはじめてで、転職

これらのうちマニュアル化につい

ある。

適応努力によることも理由の一つで

経営環境の変化に対する日系企業の

機械の精度が ％であるという。設

％、技術が ％、そして加工する

％ が決まる。その金型は設計が

プレス加工は金型によって品質の

んでいる。

することが重要である。中国人の設

での就労は、非常に魅力的であるこ

製造が 人となっている。

程度の経験を踏まえ、現場での技術

人事権を与えるかわりに、最終的な

代で部長に就任した。この部長には

4

をある程度身につけた上、設計を行

教えるのではなく、さまざまな技能

を総合的に教えていく日本的な方式

ナンスや生産性等の面では、I 氏

な設計」はできる。しかし、メンテ

た技術を使って、いわゆる「きれい

れまでローカル企業で身に付けてき

ら）
。中国で採用した設計者は、そ

なく、将来、独立することを心から

長が独立することを望まないのでは

いる。ただ、I 氏は決してこの部

ばらくは独立しないものと期待して

いないことから、I 氏としてもし

だ独立できるほどの実力は備わって

営環境は変化している。

ルタ地域での日系企業を取り巻く経

るコストアップなど、最近の珠江デ

化、賃金上昇や人民元切り上げによ

反日デモの発生や労働力の逼迫

調な経営を続ける日系企業ではある

ただ、珠江デルタにおいて現在堅

げている事例をみることができた。

離職率を低下させることに効果を上

が、従業員の士気を高め、従業員の

がレイアウト指導を行い、何度も設

楽しみにしているとのことであっ

このような変化の中でも、今回調

が激しさを増すものと予想されるこ

が多くみられた。こうした日系企業

とから、さらなる経営努力や現地化
金型部門の新規人員は、会社全体

が堅調な経営状態である理由は、珠

査したところでは、従業員の増加や

で募集して採用した者の中から優秀

江 デ ル タ 地 域 が 従 来 の 電 子・OA

への適応・適用が求められる。

な者を集めている。プレスで班長に

生産の拡大を実現している日系企業

が、今後、内外の競争や環境の変化
計のやり直しをさせることが多い。
が重要になっている。
金型部門の運営において、当初
03

02

た。

おわりに

として、単一技能だけをバラバラに

を経験していたので、入社後すぐに

40

責任を持たせている。この部長はま

20

4

36

わせるようにしている（ 年 月か

3

5

この点で中国での金型製造には検査

05

とだろう。

計者には、まず工程を考える必要の

人が担当しており、H 社でもこ

4

係長、課長となり、 年半後には

1

ない簡単な型の製造から始め、 年

人ひとりの生産効率の引き上げ等、

めたりもしたが、うまくいかなかっ

1

65

うになった。現在 I 氏の指導の下、

1

02
20 30

年から 年頃までは設計部門と現場
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過熱が続く中国経済、
準備が進む北京五輪

引き締めが続く
経済政策
（１）預金準備率引き上げ
不動産投資をはじめとして過熱状

％、

％ に引き下げられ
月に

けているが、急激な需要縮小を招か

政府は次々と引き締めの手を打ち続

になるが、金融引き締め政策とし

れ、今回でもとの水準に戻ったこと

出しにしているのが特徴である。

といえよう。
「銀行が貸した資金が

資本比率の低い中小銀行への影響は

く、株価への影響は小さい」
、
「自己

株式市場に向かっているわけではな

・ ％ポイントと小幅であった。

相対的に大きいが、総じて市場金

。

一致している

との反応が多かった。５月のマネー

が、市場関係者は「織り込み済み」

国務院が過熱抑制のための６項目の

にも本腰を入れており、 月 日に

中国政府は不動産市場の引き締め

銀行貸出総量増加率が ％に達し、

17

方針を発表、続いて 月からは「住

5

宅供給構造の調整、住宅価格の安定

加対策がとられるのは時間の問題で

幣供給は確実に増え過ぎており、追

宅の供給促進と低収入世帯の住宅難

と略称されており、①エコノミー住

通達を施行した。前者は「国６条」

に関する意見の通達」という新たな

あると思われていたからだ。人民銀

間目標の 割に達したことから、貨

6

19
1

～ 月の累計新規貸出額が既に年

16

サプライ（ ）の増加率が ・ ％、

（注１）

表し、市場の過剰反応を避けるとい

（２）不動産市場の動向

措置が小幅なものであるとの認識で

中国のエコノミストの間では今回の

り返されるだろう」
といったように、

引き上げと預金準備率引き上げが繰

「今後、さらに３～４回の貸出金利

このため、当初から実際の投資抑制
景気過熱は衰えを見せず、対策第

民元預金準備率を ・ ％ポイント

弾として 月 日から金融機関の人

2
う人民銀行の慎重さは相変わらずだ

16

引き上げ、 ％にした。

5

5

金曜日（ 月 日）の夜 時に発
8

0

7

8

6

M2

7

5

30
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行も今回の引上げの目的は貸出総量

増加スピードの抑制にあると明言し
ている。
％ から

中 国 の 預 金 準 備 率 は、1999
年に

た 後、2003 年

04

年 月に ・ ％と順次引き上げら

7

6

5

て、 ・ ポイントの幅は「穏健的」

7

ないよう、小幅な調整策を慎重に小

態が続くマクロ経済に対して、中国

9

8

4

0
5

中国人民銀行は、 月 日から貸出
28

金利を引き上げたが、引き上げ幅は

4

利への影響が大きいとはいえない」
、

27

効果は小さいと予想していた通り、

0
1

開会式が行われる国家体育館 ( ニックネーム；鳥の巣 ) の建設現場
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政策強化、③古い住宅を立ち退かせ
指摘されるなど、個人消費も過熱の

り、貯蓄を控えて消費に回す傾向が

熱を帯びてきている。北京市内には

込んだオリンピックグッズの販売が

まる今日この頃だが、ブームを当て

市民の間にもオリンピック熱が高

大きいという。

の店は市内専門店の中でも規模的に

商品を卸している問屋によれば、こ

結構な売り上げだろう。この商店に

売総額が ・ ％増と高い伸びとな

る開発の合理的抑制、④不動産統計
様相を呈してきている。マクロ経済

オリンピックグッズの販売はオリ

解消、②税制、融資抑制による土地

と情報発表制度の整備、などの方針

専用の売り場が設けられ、オリン

のみに許される特権で、販売網参入

の過熱傾向は当分おさまる気配が感

だ各種装飾品等が市民や外国人観光

の努力の結果得た販売権によって大

をうたっている。後者の通達では、

客向けに大々的に売り出されてい

きな利益を期待するのは当然のこと

ンピック委員会の認可を受けた業者

る。繁華街の王府井にあるデパート

だろう。販売価格については市政府

ピックのトレードマークを織り込ん

「新東安市場」一角にも 100 平方

の認証を受けた上で決めるなど、通

。

（注３）

メートルほどの特設コーナーが設け

常の商品より厳しい管理がされてい

て、品定めや商品を買っていく姿が

みられる。並んでいる商品は一般の

ものに比べかなり高い値が付いてい

るが、オリンピックに向けて熱く

なった消費者心理は多少の高値をも

後ますます売り上げへの期待が高ま

のともせず、このチャンスを逃さな

いよう商品を大量に買い込む買い物

ることから、ニセモノの横行が心配

の面でも管理は厳重で、ニセモノが

されるところだが、店員によるとこ

円）
、週末はさらに伸びるとのこと

入り込む余地はないとのことだ。

は平日で 万～ 万元（１元は約

客や観光客が多いようだ。売り上げ

こうしたオリンピックグッズは今

られた。ここでは T シャツ、
トレー

売り場には常時 人前後の客がい

で 2000 種類にも及ぶという。

クグッズは現在販売されているもの

いるとのこと。こうしたオリンピッ

よると衣類、玩具が特によく売れて

多彩な商品が売られている。店員に

等の日用品、ぬいぐるみ、玩具など

キーホルダー、カップ、ペン、扇子

る。

じられない

北京五輪に向け
盛りあがる
気運

ナー、帽子等の衣類のほか、装飾品、

これを具体化すべく、各都市への住
宅建設計画制定の義務づけ、住宅取
得後５年以内の転売の規制（営業税
徴収）
、個人住宅ローンの頭金比率
の引き上げ、プロジェクト規模に対
する不動産開発企業の自己資本比率
規制の引き上げなどの政策を打ち出
している。
しかし、実際にこれら政策の効果
が実際に現れるのは７月以降で、数

2

（１）売れ行き上々のオリンピック

で、日本に比べ物価の安い北京では

オリンピックグッズの特設コーナー（北京新東安市場）

字としては８月頃といわれている。
現在、住宅価格の上昇幅は都市に
よってばらつきが大きく、上昇幅の
大きい都市ほどこの政策によって受
ける影響が大きいものとみられる。
各都市の住宅価格は今年４月の下落
傾向が続かず、５月には反転上昇す
る都市が多くなっていて、 都市の
平均で ・ ％の上昇となった。下
記グラフ第１ 図のように、特に大
。
（注２）

連、深圳では高い伸び率を示してい
るが、上海では下落した

年１～５月の都市部固定資産投
資額は ・ ％増加となり、不動産
だけでなく鉱業、製造業、運輸業な
どへの投資も依然として高い伸び率

（出所）国家発展改革委員会および国家統計局資料より作成

14

注１ マネーサプライと預金準 第１図 06 年５月の主要都市別住宅価格上昇率
備率は中国人民銀行の発表およ 20
び
「南方日報」
（06年6月17日）
、
15.2
13.7
エコノミストのコメントは「南 15
11.4
方日報」
（同上）による。なお、
10.3
9
06 年 1 〜 6 月の GDP 成長率 10
が発表になった直後の 7 月 21
5
日、人民銀行は再度の預金準備
率引上げを表明した。
0
注 2 国家発展改革委員会及び
-0.8
国家統計局発表資料、
「新京報」
-5
（06 年 6 月 15 日）
、
ジェトロ
「中
-6.2
国経済」06 年 7 月号による。 -10
注 3 国家統計局発表、“China
%
大連 深圳 フフホト 福州 北京 錦州 上海
Daily”
（06 年 6 月 15 日）
による。

関連商品

14

70

10

7

8

3

を示している。また、５月の小売販
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い競技とそうでない競技とをどのよ

があり、その後北京市の広報関係部

副主任はメディア業界での業務経歴

採用された職員が多くいます。
（王

独自の文

うにバランスよく販売するか等が課

門を経てオリンピック委員会に入っ

すが、例えば比較的観客の集まり易

化をオリ

題となっています。

たとのこと）

では中国

ンピック

― 北京オリンピックの特徴とし

参加国に

― オリンピックの運営資金はどの

れ（身障者のオリンピックであるパ

て、学校教育にオリンピックを取り

紹介して

ように調達するのですか？

ラリンピックは、その後 月 日か

入れると聞いていますが？

いきたい
と考えて
います。
種目数
は大分類
種、小分類で 302 種になる

のオリンピックへの期待の高さがう

大変な騒ぎだったそうだ。中国国民

内はそれまで見たこともないような

競技が行われます。新たに建設する

（馬術）
、青島（海洋競技）などでも

で競技が行われ、北京のほか、香港

予定です。中国全土の 近い競技場

で

かがえるといえよう。北京オリン

競技場は

カ所で、開会式が行わ

ピック招致委員会は
「緑の五輪」
、「発

れる国家体育館（愛称は「鳥の巣」
）

リンピック開催に向けて雰囲気が盛

シュ等にみられるように、急激にオ

北京市内では各種宣伝や建設ラッ

会式についてはスピルバーグ監督に

で行っています。ここで行われる開

が、建設そのものは中国の自主技術

は海外の技術を取り入れています

がその代表です。鳥巣の設計段階で

り上がりつつある。そこで今回、実

設も進めています。

設備、道路・空港などのインフラ建

と、そのほかにエネルギー等の供給

会場施設の建設はもちろんのこ

備等の状況はいかがですか？

各種会場施設の建設や入場券販売準

― 今現在の準備の進捗状況、特に

演出を依頼する予定です。

回オリンピック組織委員会メ

このオリンピックの理念としては

ですか？

― 北京オリンピックの特色とは何

副主任に聞いた。

ディアコミュニケーション部の王恵

第

施機関の取り組み状況等について、

を前面に掲げ、招致に成功した。

展途上国初の五輪」等のうたい文句

によると、その決定の瞬間の北京市

で、当時北京に駐在していた日本人

に決まったのは 年 月 日のこと

年のオリンピックの開催が北京

超といわれる。

ら 日まで）
、総運営費は 億ドル

6

15

9

13

毎年 億元の予算を投じて、オリン

北京オリンピック委員会の劉主席は

市場開発部と契約したスポンサーか

運営費は北京オリンピック委員会

発表しています。全土で 万カ所に

ピックの教育スタッフ育成の計画を

スコット等オリンピックグッズの売

らの資金、チケットの販売収入、マ

そこで主に小学校低学年向けのオリ

及ぶオリンピック教育拠点を設置、

ないと考えています。

れる予定です。収支に関しては問題

り上げによる収入などによって賄わ

このほか、今回新設の施設には、

ンピック教育を行う計画です。

― 各国の代表や大勢の観客が集ま

オリンピック開催時の安全確保は

た施設の後の運営主体が資金協力す

に引き渡されるものがあり、こうし

オリンピック終了後に市政府や大学

オリンピック委員会の最重要課題

る場合もあります。

ると警備が気になりますが。

で、①過去の開催国の経験を聴取、

― 北京オリンピックのマスコット

北京オリンピックのマスコットで

について教えてください。

② 万人の警備員確保、③安全な施

設の建設等の方法で、安全にオリン

ピックを開催することを目指してい

北京オリンピック委員会は国際オ

ら公募に

全世界か

あ る 福

リンピック委員会によって設立され

より、最

ます。

ました。このため、国際オリンピッ

終的には

娃（フー

ク委員会から派遣された職員のほ

６００種

― 北京オリンピック委員会の構

か、国務院や北京市などから推薦さ

類のデザ

ワー）は

れた人が幹部を務めています。
また、

インの中

成、特徴を教えてください。

インターネット等での公募によって
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（２）北京オリンピック最新事情

8

（北京オリンピック委員会に聞く）

北京オリンピックは 年の 月
8

日から 日間にわたって繰り広げら

08

7

緑（環境保護）
、科学技術、人文を

入場券の販売方法は現在検討中で

国家体育館 ( 鳥の巣 ) の完成模型

16

３つの柱として掲げています。人文

50

01

4

2

12

40

28

17

08
29

北京オリンピックのマスコット「福娃 ( フーワー )」

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 CHINA TREND CHECK

この記事は競輪の補助金を受けて実施した調査事業の成果です。

から選ばれたものです。魚、パンダ

し、候補地選定に影響が出始めた

― スポンサーとしての役割とはど

一般に、外国でのオリンピックへ

スポンサーとして割り当てられた

北京での開催によってオリンピック

がありますが、
中国の人たちにとり、

の参加はハードルが高いという印象

大会運営機材・運営オペレーション

が身近なものに感じられるという大

のようなものでしょうか？

今回取材の一環として、スポンサー

の提供等です。各オリンピック共通

年のロサンゼルス大会から大々的に

企業のオリンピックへの取り組みに

などをシンボルとした５つのキャラ

ついて、松下電器（中国）有限公司

の「 The Olympic Partner
」は

比べ中国ではお役所的な手続きが多

行われるようになった。

迎 （ Bei Jing Huan Ying ）
」と
Ni
なり、
「北京歓迎你！（北京へよう
の北京奥林匹克（オリンピック）推

設備〔松下電器（ Panasonic
）が受
け持つ〕
、携帯電話、飲料など重な

いという傾向はありますが、各機関

）をつなげると「貝晶歓

こそ！）
」という意味の文と同じ読
進室・林卓一室長と経営企画部公共

らない分野ごとに各１社ずつ割り当

ともオリンピックの成功という共通

は何ですか？

迎迎、

み方になるのがミソです。

関係部門・澁谷俊彦副部長に聞いた。

てられるので、大会期間中、該当分

の目的を持ち熱心に対応してくれま

けはなぜか同一分野に２社という構

(The Olympic できます。ただ、北京オリンピック
のスポンサーとして、ビール会社だ

子供へのマナー教育、外国人と意志

また、北京市政府ではこの機会に

活動についていえば、過去の大会に

を 務 め て い る。北 京 オ リ
Partner)
ンピックでも唯一の日系企業スポン

成になっています。

ウル大会から国際オリンピック委

通整備を進

サーとして大会をサポートすること

今年の委員会の課題は競技場の建

めることな

になっている。

んでいま

力で取り組

に対し、全

スポンサーシッププログラムの構想

受け、グローバル企業が参加する

負担増の問題が顕在化したことを

オリンピック開催費用の開催地

― 北京オリンピック独自の特徴を

定です。

は１００％ハイビジョン化される予

製品です。北京オリンピックの放送

器、テレビモニターなどが主な納入

等セキュリティー関連機器、放送機

ブランドとしては大
Panasonic
型映像機器、音響機器、監視カメラ

り、こうしたことからも施設建設の

面も改善されることが期待されてお

ら、今回のインフラ整備でそうした

できる施設が不足していることか

にも、北京市は大規模な催しに対応

交流を図るための英語習得などを奨

のスポンサーによるバックアップが

器を通じて各家庭へお届けする」と

「各会場での感動を当社の放送機

本、中国、そしてその他アジアの選

るところです。私どもとしても日

で、アジアの国々の活躍が期待され

今回はアジアでの開催ということ

進捗は比較的早いようです。

励しているとのことです。このほか

す。

が考えられるようになりました。具

す。

どが挙げら

― 松下電器のオリンピックへの取

（３）北京オリンピックに対するス

教えてください。
年のカルガ

気通信の松下電器、エネルギーの

ンサーとしてサポートしている。電

）スポンサープロ
Olympic Partner
グラムが始まったわけです。松下電

す。開発・製造・販売が一丸となっ

” を北京オリンピック
the Passion
での当社のスローガンに掲げていま

リー、ソウル大会よりＴＯＰ（ The い う コ ン セ プ ト、 即 ち “

の相互理解が深まることを願ってい

したスポーツの祭典を通じて、各国

成功したことから、

GE、飲料のコカコーラ等各分野別

器もこの時からオリンピックのスポ

ます。
（北京事務所：高島竜祐、渡
20

辺敬信、張玉 ）

Sharing 手がメダルを獲得するなど活躍して
欲しいと思っています。そしてこう
に世界的に著名な企業が名を連ねて

てこのテーマの実現を意識するよう
にしています。

ンサーとして 年近くにわたり大会

から選ばれた企業 社がトップスポ

現在、オリンピックに対して世界

体的には 年のロサンゼルス大会で

全対策と交

れます。こ

り組みについて紹介して下さい。

A
V

ポンサーとしての取り組み

員会のスポンサー

きな効果があります。私たちの準備

―オリンピック委員会の現在の課題

松下電器は 年のカルガリー、ソ

野の製品・サービスは優先的に納入

クターの名前（貝貝、晶晶、歓歓、

84

れらの課題

設を順調に進めること、また環境保

88

いる。こうしたスポンサーによる活

88

84

運営をサポートしています。

11

動はオリンピックの資金難が顕在化
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オリンピックメディア・コミュニケーション部
の職員 ( 中央が王副主任 )
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近藤公認会計士事務所

近藤 義雄

より低い場合には、その減額した金額を資
産減損損失引当金として計上します。ここ
で資産の回収可能金額とは、資産の公正価
値から処分費用を控除した金額と資産の見
積将来キャッシュフローの現在価値とのい
ずれか低い金額を指します。このような減
損の会計処理は現行制度と同じですが、新
準則では回収可能金額が回復して帳簿価額
を上回ったときに減損の戻し処理を禁じて
いる点が現行制度と大きく異なる改正点と
なっています。
棚卸資産では減損引当金の戻し処理が認
められていますが、固定資産では戻し処理
は行うことができません。伝えられるとこ
ろによれば、減損の戻し処理を認めること
によってある期間では減損を計上 ( 損失計
上 ) し、その後の期間で戻し処理 ( 利益計
上 ) を意図的に行うことにより利益操作が
行われることを禁止したとのことですが、
日本の減損会計でも戻し処理が禁止されて
おり、日中ともに国際会計基準と相違する
会計処理となっています。

3. 収入の認識基準

中国の新企業会計準則

国際会計基準 (IAS)
国際財務報告基準書 (IFRS)

基本原則

財務諸表の作成と表示に関するフレームワーク

第1号

棚卸資産

IAS 第 2 号

棚卸資産

第2号

長期持分投資

IAS 第 28 号

関連会社に対する投資

第3号

投資不動産

IAS 第 40 号

投資不動産

第4号

固定資産

IAS 第 16 号

有形固定資産

第5号

生物資産

－

第6号

無形資産

IAS 第 38 号

第7号

非貨幣性資産の交換

無形資産

－

第8号

資産減損

IAS 第 36 号

資産の減損

第9号

従業員給与報酬

IAS 第 19 号

従業員給付

第 10 号

企業年金基金

IAS 第 26 号

退職給付制度の会計及び報告

第 11 号

株式給付

IFRS 第 2 号

株式報酬

第 12 号

債務再編

－

第 13 号

偶発事象

IAS 第 10 号

後発事象

第 14 号

収入

IAS 第 18 号

収益

第 15 号

建設契約

IAS 第 11 号

工事契約

第 16 号

政府補助金

IAS 第 20 号

政府補助金の会計処理及び
政府援助の開示

第 17 号

借入費用

IAS 第 23 号

借入費用

第 18 号

所得税

IAS 第 12 号

法人所得税

第 19 号

外貨換算

IAS 第 23 号

外国為替レート変動の影響

第 20 号

企業結合

IFRS 第 3 号

企業結合

第 21 号

リース

IAS 第 17 号

リース

現行制度では、
「収入とは、企業が商品
第 22 号
金融商品の認識と測定
IAS 第 39 号
金融商品 : 認識及び測定
販売、役務提供および資産使用権の譲渡等、
第 23 号
金融資産の移転
IAS 第 39 号
金融商品 : 認識及び測定
日常の活動を行う中で形成された経済利益
第 24 号
ヘッジ
IAS 第 39 号
金融商品 : 認識及び測定
の総流入を指す」と定義されていますが、
第 25 号
原保険契約
IFRS 第 4 号
保険契約
新準則では「収入とは、日常の活動を行う
第 26 号
再保険契約
IFRS 第 4 号
保険契約
中で形成され、所有者持分の増加をもたら
第 27 号
石油天然ガス探鉱開発
－
すことができ、所有者の投入資本と関係の
会計方針、会計上の見積りの変
会計方針、会計上の見積りの
第 28 号
IAS 第 8 号
更および誤謬修正
変更及び誤謬
ない経済的利益の総流入を指す」と定義が
第
29
号
後発事象
IAS
第
10
号
後発事象
改定されました。
第 30 号
財務諸表の表示
IAS 第 1 号
財務諸表の表示
収入の会計基準の実質的な改正点は、利
第 31 号
キャッシュフロー計算書
IAS 第 7 号
キャッシュフロー計算書
息収入について実際利率法（実効利率法）に
第 32 号
中間財務報告書
IAS 第 34 号
中間財務報告
よる繰延法が採用されたこと、商業割引の
第 33 号
連結財務諸表
IAS 第 27 号
連結及び個別財務諸表
会計処理が明確にされたこと、商品販売と
第 34 号
1 株当たり利益
IAS 第 33 号
1 株当たり利益
役務提供が同時に提供される混合販売の区
第 35 号
セグメント報告
IAS 第 14 号
セグメント別報告
分基準が明確にされたことが掲げられます。
第 36 号
関連当事者の開示
IAS 第 24 号
関連当事者の開示
実際利率法による繰延法とは、たとえば
第 37 号
金融商品の開示及び表示
IAS 第 32 号
金融商品 : 開示及び表示
実質的に融資の性格を有する契約により長
第 38 号
企業会計準則の初度適用
IFRS 第 1 号
国際財務報告基準の初度適用
期の未収入金が発生した場合に、実際の利
率を使用して将来の見積キャッシュフロー金額の現在価値を計算し
に測定できる場合は、商品販売と役務提供をそれぞれの収入として計
て、その公正価値と契約金額の差額を未認識融資収益として繰り延べ
上すること、両者を十分に区分できないかまたは十分に個別に測定で
て、
将来の回収期間にわたり利息の収益計上を行う会計処理です。
ファ
きない場合は、両者を合わせて商品販売収入として計上することが要
イナンスリースにおける未認識融資収益の会計処理を一般の収入に対
求されています。
してもあてはめた会計処理となっています。
以上、簡単ですが新準則の一端をご紹介しました。新準則の基本準
商業割引とは、企業が商品販売を促進するために商品の標準価格に
則と主要な個別準則である棚卸資産、固定資産、資産減損、収入、リー
認める価格控除を指し、収入としては商業割引を控除した金額で収入
ス、キャッシュフロー計算書、連結財務諸表については、拙著「中国
金額を計上することが明文化されました。また、商品販売と役務提供
現地法人の経営・会計・税務 ( 第 4 版 )」( 中央経済社 2006 年７月出
の混合販売については、両者が十分に区分することができ、かつ個別
版 ) に翻訳を掲載しましたので、ご参照ください。
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中国の新企業会計準則

中国で新しい会計準則が公布されたと聞きましたが、どのような基準が発表さ
れたのですか。
中国政府財政部は 2006 年 2 月 15 日に新しい企業会計準則を公布しました。この新企業会計準則（新準則）は、
１つの基本原則と 38 の個別準則から成っており、07 年 1 月 1 日から中国国内の上場会社に対して適用が開始さ
れます。

それでは、日系企業である外国投資企
業には適用されないのですか。
新準則は当面、中国国内の上場会社に対してのみ適用
されますので、外国投資企業への影響は今のところあり
ません。しかし、上場会社への適用実績を見て、3 年か
ら 5 年の後に外国投資企業等のすべての企業に対して適用される見
込みとなっていますので、数年後には日系企業もこの新準則に準拠し
なければならなくなります。また、新準則は早期適用も奨励されてい
ますので、
上場会社以外でも 07 年から適用開始することが可能となっ
ています。
現在のところ、外国投資企業には企業会計制度と現行の企業会計準
則の一部が適用されています。新準則を適用した企業には、この現行
の企業会計制度と企業会計準則（現行制度）は適用されません。外国
投資企業は、新準則を早期適用しない限り、現行制度によるものとさ
れています。

新準則にはどのようなものがあるのです
か。
新準則は、現行の企業会計準則（現行準則）と比べて
国際会計基準により近いものとなっています。国際会計
基準とは、国際会計基準審議会が公表している「国際会
計基準書」(IAS: International Accounting Standards) と国際財務報
告基準書 (IFRS: International Accounting and Financial Reporting
Standards) を指しており、図表のとおり新企業会計準則の構成とそ
の内容は、これらの基準書に近いものとなっています。なお、図表で
比較対照している IAS と IFRS の基準書は、中国の新準則と完全に対
応しているものもありますが、類似または一部適用のものもあります
ので、ご留意ください。

日本の会計基準と比べて、中国の新準則
はどう違うのですか。
中国は今回の新準則の制定によって、よりいっそう国
際会計基準に近づいたものとなっています。図表で示し
たとおりに全体の構成とその内容はほとんど国際会計基
準書の構成と類似したものとなっています。もちろん、個別の会計処
理については中国の実情に合わせて国際会計基準とは異なった会計処
理を採用していますが、全体的な印象は国際会計基準の構成に類似し
たものとなっています。
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日本の会計基準も国際会計基準との統合が図られており、00 年前
後に始まった会計ビックバンによって、これまで連結会計 ( 実質支配
力基準の採用 )、キャッシュフロー計算書、金融商品会計 ( 時価主義
会計とヘッジ会計 )、退職給付会計、税効果会計、減損会計、企業結
合会計 ( 合併買収の会計基準 )、株式報酬 ( ストックオプションの会
計基準 ) 等の会計基準を制定してきました。
中国の新準則でも新たに金融商品会計、ヘッジ会計、企業結合会計、
従業員給付会計、株式給付 ( ストックオプション ) 等の新基準が採用
されており、日本ではまだ制定されていない投資不動産、保険契約、
借入費用、石油天然ガス探鉱開発等の基準も制定しました。
中国の新準則の制定も日本の企業会計基準の改定と制定も、全世界
的な会計のコンバージョン ( 統合化 ) の流れに沿ったものとなってい
ます。その意味では、企業の国際化にともなう会計の共通化が図られ
ており、中国の日系企業は現在よりも日本と欧米に共通または類似し
た会計基準を持つことになります。
ただし、日本の会計基準も中国の会計基準も国際会計基準とは一部
で異なる会計処理を採用していますので、その相違については留意す
る必要があります。

中国現地の日系企業が現行制度から将来
的に新準則に移行したときには、どのよ
うな会計処理の変更があるかを教えてく
ださい。
ここでは、紙幅の関係でごく一部を紹介することしか
できませんが、一般の日系企業が遭遇する可能性の高い
会計処理について、簡単に説明したいと思います。

1. 棚卸資産

まず棚卸資産ですが、現行制度では棚卸資産の評価方法としては
先入先出法、加重平均法、移動平均法、個別評価法、後入先出法が認
められていますが、新準則では先入先出法、加重平均法、個別評価法
が認められ、実質的に後入先出法が適用できなくなります。
また、新準則では新たに借入費用の資産化の範囲が拡大され、棚卸
資産と投資不動産についても取得のために要した借入費用を棚卸資産
の原価に計上することが認められました。棚卸資産の減損については
現行制度と変わりはなく、原価が正味実現可能価額より低くなったと
きは棚卸資産評価損失引当金を計上し、正味実現可能価額が原価以上
に回復したときは減損引当金の戻し処理が行われます。

2. 固定資産

次に、固定資産については現行制度と同様に減損のテストを実施し
て、減損の兆候があるならば、資産の回収可能金額が資産の帳簿金額
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制度情報

四川省で注目される法規・政府通達等

（05 年 11 月～ 06 年 5 月現在）

文書番号

法規・政府通達の名称

公布機関

―

投資環境の更なる優良

成都市人民政府

化に関する意見

弁公庁

公布/施行期日
2005.11.8

内容の概略
投資企業へのサービス内容を改善して重要プロジェクト
を更に誘致するための意見。主な内容は、行政環境の優
良化、物流環境の改善（国内外物流企業の誘致、物流園
区・センターの開発、空運・鉄道運輸・海運など輸送条
件の改善）、輸出加工区の管理強化、電力サービスの改善、
情報サービス拡大、環境保護の強化など。

川府発

鉱物資源の開発秩序の

[2005]

更なる整頓と規範化に

締、希土や金鉱等重要鉱物の管理など鉱物資源開発の整

32 号

関する通知

頓と規範化に関する通知。

―

中央と地方の輸出税還

四川省人民政府

成都市人民政府

2005.11.14

2005.11.23

無資格の採掘活動の禁止、開発管理面での違法行為の取

国務院が公布した通知を受けたもの。主な内容は、輸出

付の負担メカニズムの

税還付の負担比率（基数を超えた部分は中央と地方そ

健全化に関する通知

れぞれ 92.5：7.5 で分担、地方の部分は省と市それぞれ
35%と 65%で分担等）、地方分担を郷・鎮及び企業に負
担させてはいけないなど。

―

四川省都市住宅取壊移

四川省人民代表

転管理条例

大会常務委員会

2005.11.25

住宅の取壊移転の申請用資料、取壊移転後の補償金額及
び補償面積の計算方法（取壊した面積が 45㎡以下の場
合は、45㎡より狭くない面積で補償し、45㎡～ 60㎡の
場合には実際のコストで計算し、60㎡を超えた場合には
市場価格で計算）、賃借した住宅の取壊移転時の注意事
項などが主な内容。

－

国家級知的財産権モデ

成都市人民政府

2005.12.12

国家知的財産権局の「知的財産権のモデル事業に関する

ル都市設置に関する実

指導意見」に基づいたもの。事業目標（特許申請量の増

施意見

加率を年平均 15%以上に設定、市レベルの知的財産権
管理機構の建設強化など）、事業内容（知的財産権の管
理体系、サービス体系、保護体系の健全化、知的財産権
の形成と移転環境の整備）、事業の保障措置などを定め
ている。

―

成都市 2006 年外商投

成都市人民政府

2005.12.20

実施対象（05 年 12 月 31 日までに成都市の「外商投資

資企業のネット上の連

弁公庁

公布

企業批准証書」をもって成都市工商局に登録した外国投

合年度審査事業の実施

2006.1.1

資企業）、実施手順（外国投資企業は全国ネット上の連

案

施行

合年度審査の HP（www.lhnj.com.cn) で「年度審査報告書」
を作成、初回審査を終了した企業は、5 月 15 日までに「年
度審査報告書」と他の審査用資料をもって所在地の行政
センターで工商・対外経済貿易・財政などの部門の手続
を行う）などの内容。

川弁発

四川省省級機関国有資

四川省人民政府

[2005］

産管理暫定弁法

弁公庁

45 号

2005.12.22

省級機関の国有資産の監督、管理事業を強化し、国有資
産の安全性を維持して資産の利用率を高めるため、省レ
ベルの共産党機関、行政機関、民主党派等及びその直属
事業組織、公的資金で開設した各種経済事業体の国有資
産管理に適用する弁法。資産管理の主な内容は、財産所
有権の判定と登録、資産の清算、審査確認、処置、紛争
処理、管理方式の選択と実施、非営業性資産から営業性
資産へ転換時の審査批准、資産統計報告、成績評価、監
督と責任追及など。資産管理の主な方式は、直接管理、
委託管理、授権による経営と処置。
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文書番号

法規・政府通達の名称

公布機関

公布 / 施行期日

内容の概略

川府発

循環型経済の更なる発

四川省人民政府

2005.12.28

循環型経済発展の指導思想、基本的原則、主な目標（2010

[2005]

展に関する実施意見

年までに工業固形廃棄物の総合利用率 75%、都市生活

38 号

ゴミの処理率 80%以上、汚水処理率 70%以上など）、重
点事業（省エネの強化、クリーナープロダクションの推
進、資源総合利用の展開、環境保護産業の発展）と分野
（鉱物資源開発分野、資源消費分野、廃棄物の発生と利
用分野、再生資源の回収と利用分野、社会型消費分野）、
政策措置（経済構造の調整と産業構造のグレードアップ、
循環型経済技術の開発と応用、循環型経済モデル事業の
促進）等の内容。

川府発

四川省重点プロジェク

[2006]

ト管理暫定弁法

四川省人民政府

2006.1.19

「国務院の投資体制改革に関する決定」、「国家重点建設
プロジェクト管理弁法」に基づいたもの。重点プロジェ

9号

クトとは、四川省にある国家重点プロジェクト、生態建
設、環境保護のプロジェクト、インフラ施設、基礎産業
と支柱産業のプロジェクト、ハイテク及び産業発展と技
術進歩を牽引するプロジェクトなど。重点プロジェクト
の申請及び年度審査方法、電力・交通など各部門での重
点プロジェクトの物資運輸、電力供給・水供給などの保
障、プロジェクト目標の評価制度の設立、資格取消の条
件などについての内容。

四川省人民

四川省外国投資企業批

2006.2.7

主な内容は、当規定の施行日より四川省が公布する「中

政府令

准証書管理に関する若

公布

華人民共和国外商投資企業批准証書」には「四川省人民

第 198 号

干の規定

2006.3.10

政府外商投資企業批准証書専用章」を追加すべきこと、

―

成都市外商投資プロ

四川省人民政府

成都市人民政府

施行

「専用章」は省商務行政主管部門が管理するというもの。

2006.2.9

「外商投資産業指導目録」の投資金額による審査許可機

ジェクト審査許可暫定

公布

関の分類、プロジェクト申請報告の内容、審査評価期間、

弁法

2006.3.10

審査許可条件、許可したプロジェクト変更申請条件など。

施行
川府函

流通業発展の促進に関

[2006]

する若干の意見

四川省人民政府

2006.3.22

「国務院の流通業発展の促進に関する若干の意見」に基
づいた四川省全体の物流発展レベル向上のための意見。

64 号

近代的商品市場体系の構築、農村市場体系の建設、近代
的流通体系の発展（チェーン店経営、近代的物流業、電
子ビジネス）、会議展覧及び商業サービス業の促進、食
品安全のためのインフラ施設建設の推進、流通企業改革
の強化、流通分野の対外開放の拡大、流通業発展の保障
体制の構築など。

―

四川省対外経貿発展促

四川省外経貿庁

進資金管理暫定弁法

四川省財政庁

2006.3.22

促進資金の使用原則と分野（対外貿易企業の輸出事業へ
の支援、政策支持体制の確立、対外経済貿易事業への経
費補助金）、申請条件、管理と評価システムなどの内容。

川科高

四川省科技型中小企業

四川省科学技術

2006.4.11

省改革資金の申請のためのプロジェクトの条件、範囲及

[2006」

の技術改革資金プロ

庁

び資金の支援方式（①利息補助②無償援助）、プロジェ

6号

ジェクト管理弁法

四川省財政庁

クトの申請と受理、内容の審査評価、監督管理などが主
な内容。
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nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

nomic association

中国中小企業政策シンポジウム開催
Japan China Economic association

Japan China Economic association

nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

6/9

2006 年 6 月

６月９日、虎ノ門パストラルにおいて、中国中小企業政策シンポジウムが開催された。このシンポジウム
は中小企業基盤整備機構と日中経済協会が主催したものである。シンポジウムには中小企業関係者、大学・
nomic association
Japan China Economic association
Japan China Economic association
シンクタンクの研究者、コンサルタント、中小企業支援機関等の役職員等約 200 名が参加し、中国からは
中国社会科学院中小企業研究センター主任の陳乃醒博士を招聘した。
nomic association
Japan
China Economic association
Japan China Economic
association
陳博士は中国の「中小企業白書」ともいうべき『中国中小企業発展と予測（2004-2005）
』
（国家発展改
革委員会・中国社会科学院中小企業研究センター編）の主編者であり、中国の中小企業研究の第一人者であ
nomic association る。緊密化する日中経済関係の中で、そのビジネス基盤を支える中小企業の発展動向を適格に把握する必要
Japan China Economic association
Japan China Economic association
性がますます高まっている。

6/14

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

nomic association

第 73 回理事会・第 20 回評議員会を開催

Japan
China
Economic association
Japan
China
Economic association
6
月 14 日、
霞が関東京會舘ゴールドスタールームにおいて第
73 回理事会
・第 20 回評議員会を開催した。
議長はそれぞれ千速晃会長、荒木浩評議員会議長が務めた。
理事会には理事
49 名（委任状
34 名）
、監事 1 名、顧問 3 名が出席、評議員会には評議員
30 名（委任
Japan China
Economic
association
Japan China Economic
association
状 57 名）が出席し、下記議案の審議が行われ、いずれも原案通り承認された。
〔理事会議案〕
Japan
China
Japan China Economic association
第１号議案
平成 Economic
17 年度事業 association
報告書・決算報告書 ( 案 ) につ
いて China Economic association
Japan
Japan China Economic association
第２号議案 一部評議員の選
任について
Japan China Economic association
Japan China Economic association
第３号議案 役付理事の互選
について
第４号議案
顧問規程の改定
Japan
China
Economic association
Japan China Economic association
について
第５号議案 顧問の推薦につ
Japan China Economic association
Japan China Economic association
いて
第６号議案 日本自転車振興
Japan
China Economic association
Japan China Economic association
会補助金による事業の実施に
ついて
〔評議員会議案〕
Japan China Economic association
Japan China Economic association
第１号議案 平成 17 年度事業報告書・決算報告書 ( 案 ) について
第２号議案 一部理事の選任について
Japan
China Economic association
Japan
China Economic association
また、事務局から①「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」
（報告）
、②中国現地企業日本人経営者管
理者特別研修（7 月予定）
、③ 2006 年日中経済協会訪中代表団（9 月予定）についてそれぞれ紹介した。
理事会・評議員会に引き続き、同會舘エメラルドルームにおいて中国大使館王毅大使、許同茂公使、呂淑
Japan China Economic association
Japan China Economic association
雲公使、日中友好議員連盟高村正彦会長を来賓に迎え、代理出席を含む約 80 名の理事・評議員による懇親
会を開催した。
Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association
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Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Econ

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Econ

Japan China国家発展改革委員会・張暁強副主任一行の昼食懇談会を開催
Economic association
Japan China Economic association

Japan China Econ

Japan

Economic association

Japan China Econ

Economic association

Japan China Econ

Economic association

Japan China Econ

Economic association

Japan China Econ

Japan China Economic association

Japan China Econ

Japan China Economic association

Japan China Econ

6/16

Japan
Japan
Japan

６月 15 日から東京で開催の『世界経済フォーラム』
に参加するため、国家発展改革委員会の張暁強副主任
China Economic association
Japan China
一行が来日され、16 日千速会長主催による昼食懇談
会を開催した。張副主任は、03 年の日経協訪中団の
China国家発展改革委員会との全体会議で、同委員会を代表
Economic association
Japan China
して応対して頂いたことがある。懇談会では、５月末
Chinaに実施した「省エネ・環境総合フォーラム」の成果と
Economic association
Japan China
評価、今後の日中関係のあり方をはじめ、韓国も含め
た３国間協力の重要性などをめぐり、意見交換を行っ
Chinaた。
Economic association
Japan China

Japan China Economic association
6/21

Japan China Economic association

06 年度第１回業務諮問部会開催

６月 21 日に日中経済協会会議室にて、06 年度第１回
Japan China Economic association
Japan
業務諮問部会が開催された。
業務諮問部会は 99 年度から拓殖大学の渡辺利夫現学長
当協会主要賛助会員の実務責任者約
名（現
Chinaを部会長に、
Economic
association
Japan20China
Economic association
Japan
在 22 名）を部会メンバーとして、協会事業の計画と結果
等についての諮問意見を得るとともに、それらを当会の業
China Economic association
Japan China Economic association
Japan
務遂行の重要な参考とすることを主な目的に、年に１〜２
回開催されている。
China 今回は、①
Economic
association
Japan China Economic association
Japan
05 年度の事業結果、②最近開催された大規
模事業である「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」
、③ 9 月に予定されている 06 年度日中経済協会
China訪中代表団の計画、④その他業務部の当面の主要事業である「中国現地企業日本人経営管理者特別研修（社
Economic association
Japan China Economic association
Japan
長塾）
」の予定、の４テーマについて、事務局より概要を説明し、メンバーからの質問や意見提示を受けた。

Japan China Economic association

China Econ

Japan

China Econ

Japan
Japan
Japan

Japan China Economic association
6/27

Japan~7/2
China Economic association

China Econ

China Econ

China Econ

Japan China Economic association

Japan China Econ

Japan China Economic association

Japan China Econ

中国内陸地区（青海省）投資促進代表団が来日

6 月 27Japan
日から 7 月China
2 日まで、青海省人民政府蘇森副省長を団長とする一
Japan China 日中経済協会の受入れにより
Economic association
Economic association
Japan China Econ

Japan
Japan
Japan
Japan
Japan

行 15 名が来日した。
滞在中、一行は関連企業や関連団体と幅広く交流を
China Economic association
Japan China
行い、港湾施設などを視察した。交流の中では、青海省
の投資状況を紹介するとともに、さまざまな角度から日
China本の実情について理解を深め、青海省と日本との今後の
Economic association
Japan China
協力関係の構築について関係者と積極的な意見交換が行
われた。
China Economic association
Japan China
また、6 月 28 日に都内で開催した「中国内陸地区
（青海省）投資説明会・懇談会」では、第 11 次五カ年
China計画が今年
Economic
association
Japan China
1 月から新たにスタートしたことを踏まえ、
青海省の投資状況（経済概況、産業振興政策及び青海省
11 次五カ年計画等）が紹介され、参加者との意見交
China第 Economic
association
Japan China
換が行われた。

Japan China Economic association
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Economic association

Japan China Econ

Economic association

Japan China Econ

Economic association

Japan China Econ

Economic association

Japan China Econ

Economic association

Japan China Econ

Japan China Economic association

Japan China Econ
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2006 年日中経済協力会議ー於吉林開幕式

「2006年日中経済協力会議－於吉林」開催
吉林省長春市で中国東北振興と
日中経済協力の促進について協議

５月

～
於吉林 」

日 の ２ 日 間 に わ た り、

「2006 年日中経済協力会議

名となり、本会議としては中国において開

とで、現実的な議論が行われた。主なテー

マは、中国運輸業における各種情報の開示

する政府の積極的な指導・政策・情報開示

催した最大規模のものとなった。
① 本会議が大規模であったことに加

の必要性などであった。司会進行は吉田進

についての問題点、国有企業のＭ＆Ａに関

え、中国東北各地からバランスよく参加者

氏（日中東北開発協会副会長、㈶環日本海

１．会議の成果

の拡充を主な目的として、2000 年か

が集まったことで、
「東北全体の会議」と

この会議は日本と中国東北地方の経済協力
ら始まり今回が６回目となった。日中東北

日中経済協会、
（社）日本経済団体連合会

ル自治区人民政府が主催し、日本側は（財）

省人民政府、黒龍江省人民政府、内モンゴ

交換を行うことができた。特にエグゼク

たことで、幅広く建設的かつ現実的な意見

いて、適切な発言者やパネリストを選定し

ドテーブル、分科会等の各プログラムにお

② 基調報告、エグゼクティブ・ラウン

加した

経済に対して大きな影響力をもつ企業が参

銀行など、それぞれの分野を代表し、かつ

三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほコーポレート

三菱商事、商船三井、日本通運、日本郵船、

日本からは東芝、日立、トヨタ自動車、

経済研究所理事長兼所長）が務めた。

等が共催、経済産業省、在瀋陽日本国総領

ティブ・ラウンドテーブルでは、初めて中

いうにふさわしい会議となった。

事館、日本貿易振興機構（ジェトロ）
、関

開発協会、ならびに吉林省人民政府、遼寧

係地方自治体等が後援、中国側は商務部、

国企業幹部の出席が実現し、各分科会の陣

一方、中国からは長春第一自動車、長春

注１

。

国務院東北地区等旧工業基地振興指導小組

宮城県と岩手県の特別参加各団

代 表 団（124 名 ）
、ならびに

長とする日中東北開発協会訪中

日本からは、千速晃会長を団

が進められている。投資貿易分科会では、

いるばかりでなく、日常的に実務的な検討

築）については毎年本会議で継続協議して

ＩＴ（日中間のネットコミュニティーの構

開発を含む日中間・北東アジアの運輸）と

③ ４つの分科会のうち、運輸（図們江

が主体となった。

側は各企業の政策、中国側は各企業の紹介

今回のそれぞれの発表については、日本

る企業である。

が参加した。いずれも地域、業界を代表す

公司、内蒙古草原興発股份有限公司の６社

資産監督管理委員会、黒龍江港運集団有限

大成集団、長春徳大有限公司、大連市国有

（計 名）が会議に出席し、中国

今年初めて取り上げたＭ＆ Ａについて今

容も一層充実した。

長 を は じ め と す る 同 政 府 幹 部、

側は吉林省人民政府から王珉省

後、
日中間で継続協議する方向で合意した。

（弁公室）等が後援した。

長春市など吉林省各市政府の市

地域分科会では会議終了後のフォローにつ

ことは中国の農畜産業の集約化である。

中国側の紹介の中で、特に興味深かった
長、副市長等の幹部、企業・団

年に設立した内蒙古草原興発は、 カ所の
④ 本会議が継続開催されていることか

を 1000 万頭、肉牛を 万頭処理する

加工工場をもち、肉鶏を年間１億羽、肉羊

いて検討を始めている。
ら、本会議が日本と中国東北地方との交流
およびコミュニケーションの場として、重

２．注目される話題が出た

いる。

要な役割を果たすことへの期待が高まって
黒龍江省代表団（谷煥民省長助

代表団（李万才副省長以下 名）
、
理以下 名）
、内蒙古自治区代表

48

亜洲司副司長以下５名）
、遼寧省

ど 150 名が出席し、また、中

体・研究機関等の幹部関係者な

93
央政府代表団（商務部・宋耀明

76

12

能力を持っている。 年には 万頭の生き

50

15

エグゼクティブ・ラウンドテーブル

ていることも注目される。長春大成集団

万ト

団（黄 阿拉騰別立格主席助理以

加工し、160 万トンの澱粉糖、

では年間 300 万トンのトウモロコシを
ルでは、中国企業幹部が初めて出席したこ

今回のエグゼクティブ・ラウンドテーブ

ノール生産の研究開発と実用化が進展し

また、トウモロコシを原料にしたエタ

た羊を中東に輸出している。

02
下 名）が参加した。このため、

50

日中双方の会議出席者は 438

15

49

40
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23

が吉林省長春市の南湖賓館で開催された。

｜

22
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タノールを製造できるとのことであった。

11

1

・ トンのトウモロコシから トンのエ

150 万トンの生産体制が構築できると

予定である。第 次五カ年計画期間中には

1

10

万トンのグルタミン酸

1

ンの変性澱粉、

など 200 種類以上の製品を生産してい

に ％のバイオエタノールを添加して、バ

10

長春市では、３年前から自動車用ガソリン

8

いう。祝業精長春市長によると、 トンの

20

る。年間の輸出額は 億 2000 万ドル

9

エタノールを製造するには通常 トンの石

イオマスによる代替エネルギー政策を実施

76

1

している。

３．具体的な成果をあげつつある

分科会

投資貿易分科会では「中国東北地区の

マとして、ジェトロ、総合商社、

M&A 環境の現状と今後の可能性」をテー

弁護士、吉林省国有資産監督管

理委員会等が参加、中国東北地

方におけるＭ＆Ａの環境に関す

る報告と意見交換が行われたほ

か、この地方のＭ＆Ａに関する

情報交換を行うための日中間の

枠組み作りの提案がなされ、今

年の吉林会議で開設され

01

後双方で検討することになった。

たＩＴ分科会では、メインテー

マを「日中地域振興のための産

業協同ネットコミュニティーの

構築」として、これまで日中の

関係者が交流を続けてきた。今

回は電子タグやＣＡＤのネット

ワーク上での活用等について報

日本側が立ち上げた関連ホーム

告、意見交換が行われた。今後、

ページなどを活用して議論を深

め、具体的プロジェクトの実施

に向けて交流の拡大を図ること

となった。

運輸分科会では「北東アジア

全体からみた吉林省輸送ルート

の意義と図們江輸送回廊の整備

の方向」をテーマとして、吉林

省図們江地区開発弁公室、同省

交通庁、琿春市政府、琿春辺境
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本国総領事館・阿部孝哉総領事
〔基調報告〕
国務院東北振興弁公室・武士国司長、
吉林省・李錦斌副省長、
遼寧省・李万才副省長、黒龍江省・谷煥民省長助理、内モン
ゴル自治区・黄 阿拉騰別立格主席助理、長春市・祝業精市
長、日中東北開発協会・古賀憲介特別顧問、宮城県・村井嘉
浩知事、岩手県・増田寛也知事、( 社 ) 東北経済連合会・幕
田圭一会長、( 財 ) 日中経済協会・緒方謙二郎理事長
(3) エグゼクティブ・ラウンドテーブル：5 月 22 日午後
〔司会〕
日本側：日中東北開発協会副会長 吉田進
中国側：長春市副市長
劉実
〔パネラー〕
日本側：
東芝取締役執行役専務
清川佑二
日立（中国）投資有限公司董事 ･ 副総経理
鶴田和彦
トヨタ自動車（中国 ) 投資有限公司副総経理
鹿子木潔
商船三井相談役
堀憲明
日本郵船取締役・常務経営委員 中国総代表
菊地晋
日本通運中国総代表
池田俊彦
三菱商事常務執行役員・中国総代表
武田勝年
三菱東京 UFJ 銀行常務執行役員・国際部門副部門長
川俣喜昭
みずほコーポレート銀行中国営業推進部長
中澤幸太郎
中国側：
一汽集団進出口公司副総経理
劉春輝
吉林徳大有限公司董事長
王秀林
長春大成集団営業総監
王鉄光
大連市国有資産監督管理委員会副主任
袁輝
黒龍江航運集団有限公司副総経理
凌震声
内モンゴル草原興発股份有限公司総経理助理
高貴艶
(4) 分科会：5 月 23 日午前
1) 投資貿易分科会：
「中国東北地区の M&A 環境の現状と
今後の可能性」
主査：江原規由 ジェトロ企画部事業推進主幹 ( 中国・北
アジア）
李鉄
吉林省商務庁副庁長
2) ＩＴ分科会：
「日中地域振興のための産業協同ネットコ
ミュニティーの構築」
主査：伊藤征一 星城大学教授高度ネットワーク社会研究
所長
馬軍
吉林省信息産業庁副庁長
3) 運輸分科会：
「北東アジア全体からみた吉林省輸送ルー
トの意義と図們江輸送回廊の整備の方向」
主査：三橋郁雄 ( 財 ) 環日本海経済研究所 (ERINA) 特別
研究員
張東輝
吉林省図們江地区開発弁公室副主任
4) 地域協力分科会「日中両国地域間交流の促進」
主査：遠藤芳雄 ㈳東北経済連合会常務理事・事務局長
孫英利
長春市人民政府副秘書長
(5) 閉幕式：５月 23 日午後
総括：吉林省・李錦斌副省長
閉会挨拶：長春市・祝業精市長、
日中東北開発協会・千速晃
会長
(6) 企業視察（いずれも長春市内の日系企業）
：5 月 23 日午後
一汽傑克賽尓汽車空調有限公司、一汽東機工減振器有限公
司、
一汽光洋転向装置有限公司

油を必要とするが、吉林の製法を用いれば

１．開催目的：中国東北振興と日中経済協力の促進
・企業間協力による経済発展〈中国国有・民営企業と日本
企業との間の協力〉
・図們江地域開発〈北東アジア輸送回廊の発展と投資環境
の改善〉
・環境対策〈中国東北地方と日本の自治体との間の協力〉
２．開催日程：2006 年５月 22 日（月）～ 23 日（火）
３．開催会場：中国吉林省長春市南湖賓館主楼
４．実施体制および参加者
〔日本側〕
主催・実施主管
日中東北開発協会、
財団法人日中経済協会
共催
社団法人日本経済団体連合会、日本国際貿易促進協会、日中
投資促進機構、財団法人環日本海経済研究所、社団法人東北
経済連合会、
日中経済貿易センター
後援
経済産業省、在瀋陽日本国総領事館、日本貿易振興機構、青
森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、北海
道、神奈川県、富山県、長野県、鳥取県、島根県、愛媛県、仙台
市、在中国日本商工会議所（北京）
、瀋陽日本人会、大連日本
商工クラブ、
黒龍江省日本商工会、
長春日本商工会
参加者
・訪中代表団（団長は千速晃会長）
：124 名
・特別参加者（宮城県および岩手県）
：12 名
〔中国側〕
主催・実施主管
吉林省商務庁、
長春市人民政府
主催
吉林省人民政府、遼寧省人民政府、黒龍江省人民政府、内モ
ンゴル自治区人民政府
後援
商務部、国務院東北地区等旧工業基地振興指導小組（弁公
室）
、長春市人民政府、ハルビン市人民政府、瀋陽市人民政
府、
大連市人民政府、
フホホト市人民政府
参加者
・吉林省人民政府（王珉省長を始めとした同政府幹部、長春
市等吉林省各市政府の市長、副市長等の幹部、企業・団体・
研究機関等幹部関係者等）
：150 名
・中央政府代表団（商務部・宋耀明亜洲司副司長他）
：５名
・遼寧省代表団（李万才副省長他）
：48 名
・黒龍江省代表団（谷煥民省長助理他）
：50 名
・内蒙古自治区代表団（黄阿拉騰別立格主席助理他）
：49 名
〔日中双方合わせて 438 名が参加〕
５．会議日程
(1) 主要メンバーによる会談：5 月 21 日午後
〔日本側〕
千速晃団長および副団長
〔中国側〕
吉林省・王珉省長、国家商務部亜洲司・宋耀明副司長、国務
院振興東北弁公室・武士国司長、遼寧省・李万才副省長、黒
龍江省・谷煥民省長助理、内モンゴル自治区・黄 阿拉騰別
立格主席助理
(2) 開幕式および基調報告：5 月 22 日午前
〔開幕式挨拶〕
吉林省・王珉省長、
国家商務部・宋耀明亜洲司副司長、
長春市・
崔傑常務副市長、日中東北開発協会・千速晃会長、在瀋陽日

である。今年 月には年産 万トンのエタ

ノールプラントが増設され、稼働を始める

「2006 年日中経済協力会議－於吉林」概要
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れた。今後、日中双方で、関係する地域間

よる地域間交流の支援に関する報告が行わ

協力、今後の発展の見通し等について報告

らみた吉林省輸送ルートの意義と図們江

の相互協力に関し、規模やレベルの拡大、

経済合作区、瀋陽鉄道局等、日中韓の約

輸送回廊の整備の方向に関して報告、意

向上に努め、特に環境保護等の分野で協力

を行い、国際協力銀行からは対中円借款に

見交換を行った。今後、日中双方で、図

50

名の代表が参加し、北東アジア全体か

們江国際協力開発の障害となっているロ

■ NPO 北東アジア輸送回廊ネットワーク（NEANET）
企画委員会開催 (6/21)
6 月 21 日、花田進（元モンゴル大使）会長、堀憲明（商船三井相
談役）
・岩崎（日中東北開発協会副会長）各副会長など 20 名が出席し
て NEANET 企画委員会を開催、
日本海横断航路開設について協議した。
委員会では、まず三橋郁雄（環日本海経済研究所特別研究員）理事
企画部長から、
5 月 25 日にロシア沿海州スラビアンカで行われた日本・
中国・韓国・ロシアの関係者による日本海横断航路（新潟－ザルビノ
間国際フェリー航路事業）の協議結果について報告がなされ、航路運

することが確認された。

6 月 20 日、瀋陽市政府対外経済貿易合作局趙凱副局長が来会し、
同市東京事務局開催への協力要請があった。同市では東京のほか、
大阪、
福岡、札幌に各事務所を開設する方針とのこと。

シア、北朝鮮の港湾施設、道路、鉄道等

■瀋陽市政府の東京事務所新設予定 (6/20)

４．今後の課題

ベルアップを図るため、経済協力に関する

6 月 15 ～ 19 日、黒龍江省ハルビン市において第 17 回中国ハルビ
ン経済貿易商談会が開催された。この商談会には世界 51 の国と地域
から 12 万 5,000 人が参加、このうち海外からは１万 2,000 人が参加
した。海外勢による展示ブースは、
出展数の多い順からロシア、
ベラルー
シ、ハンガリー、日本、韓国であった。
今回の商談会では、海外との取引総額 ( 契約ベース ) は 88 億 3,000
万ドル、中国国内での契約額は 940 億 9,000 万人民元で、締結され
た外商投資プロジェクトは 900 件、契約総額は 20 億ドルであった。
契約額１億ドル以上の分野は、輸出ではアパレル、機械電気製品、果物、
野菜、紡績品、繊維製品、鞄 ･ 靴、家具、金属 ( 鉄など )、輸入では原油、
機械電気製品、
木材、
化学工業原料、
金属 ( 鉄など )、
紙パルプ等であった。
本商談会には当協会瀋陽事務所・西槙躍主席代表が参加した。

交通輸送インフラの建設を推進すること

地域協力分科会では「日中両国地域間

適切なテーマの設定、参加者の人選、現地

■第 17 回中国ハルビン経済貿易商談会（6/15~19）

① イベント、および協議内容の質的レ

交流の促進」をテーマとして、長春、瀋陽、

日系企業との交流や商談会の設定など、会

－ 2006 年６月の日中東北開発協会の活動から－

が提案された。

大連、ハルビン、フフホトの各副市長が

ある。

員と事務局が協力して検討を重なる必要が

② 継続的に開催する意義

は大きく、日中経済協力の実

態に即した適切な改革を行い

つつ、発展を目指すべきであ

る。日本と中国東北関係者と

の緊密な協力が必要である。

07

年は黒龍江省ハルビ

15

③

08

43
2

行う。 年は日本での開催を

1

ン市での開催に向けて準備を

8 13

検討する。

注１ 日本の対中輸出のうち
・ ％を占める電機や ・
％を占める輸送機械を主体
とした高度組立産業は ・ ％
に 達 し て い る。 ま た、 日 立 は

中 国 に お い て 120 の 事 業 体、
３万 5000 人の従業員、東芝
は の事業体、２万人の従業員
を有しており、年間の売り上げ
は両社とも 億ドルに達してい

る。

10

64

それぞれの都市の経済貿易概況、地域間

王珉吉林省長と会見する千速晃会長

JCNDA NEWS

営の主体等について意見を交換した。今後、今秋または来春の航路開
設に向けて、引き続き検討を進めることになった。

■吉林省李副省長一行来会 (6/30)
6 月 30 日、吉林省李錦斌副省長一行 6 名が来会し、緒方、岩崎両
副会長、西村理事長らと会談を行った。緒方副会長から歓迎の挨拶と
5 月末開催の日中省エネルギー・環境総合フォーラム等の紹介があっ
た後、李錦斌副省長から以下のような紹介がった。
今回の訪日は関係団体やトヨタ自動車等の関係企業への訪問が目的
である。
5 月、長春にて開催した日中経済協力会議では、日本側から 136 名
もの多数の方が参加され、今後の経済協力、図們江地域の国際協力開発、
環境保護等について協議し、大きな成功を収めた。
吉林省の経済発展の状況は良好であり、東北振興政策などの国家の
経済政策にも恵まれ、吉林省自身の優位性を活かした発展のまたとな
い機会を得ている。日中東北開発協会と日中経済協会は、日本では大
きな影響力を有する組織であり、今後も両国の企業間交流のために協
力を賜りたい。
9 月 2 日から長春で第２回東北アジア投資貿易博覧会を開催する。
世界のベスト 500 社の中から約 70 社が参加し、ブース展示、商談を
行い、海外からは 5 万人が参加する予定。日本からも多数の企業を組
織し、視察団を派遣して欲しい。
李副省長の紹介の後、岩崎副会長から日中経済協力会議に対する協
力のお礼を述べるとともに、この会議の投資貿易分科会で提案された
中国東北地方のＭ＆Ａに関する情報交換 ･ 検討のためのプラットホー
ム作りに取組みたい旨発言があり、これに対し李副省長は賛意を表明、
同省商務庁を中心に対応するとのことであった。
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