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どう築く
日中省エネ・環境
新時代

日中経済協会訪中代表団は、日本経済界を代表する大型訪中団の一つ。1975 年に始まり、今年は
32 回目。ほぼ毎年秋に派遣され、中国指導者に会見し、中国政治経済情勢を定点観測する場とも
言われている。温家宝総理と握手する千速会長

小泉純一郎首相が終戦記念日に靖国神社を参拝後、中国首脳
が日本経済界の要人と会談する初めての場として注目された
今年の日中経済協会訪中代表団（9 月 3 ～ 9 日）
。日本の首相
交代をにらみ、温家宝総理は改めて対日関係改善への期待を
表明した。同時に、今回の日本経済界と中国政府との対話は、
日中の新しい協力分野として期待される省エネルギー・環境
保護をめぐり、次の段階として具体的ビジネス環境をどう築
いていくのかが焦点となった。
日中経済協会調査部

課長

山本祐子
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に、中国は、今年から始まった第

直轄市に下ろす」と明記した。

き下げ等は細分化して各省・自治区・

長の先行きへの不透明感、さらに生

数年の国内外の資源需給逼迫や、成

活水準が向上した国民の世論の後押

しを受けて、成長政策は大きく方向

として盛り込んだことだ。新五カ年

減することを「拘束力のある指標」

当たりエネルギー消費を ％、主要

の 2010 年までに、ＧＤＰ単位

れまでと異なるのは、今回、 年後

した質的高成長への転換である。こ

公平感を重視する、持続可能で安定

から、環境や資源に配慮し、社会の

にして消極的だった。しかし、ここ

益に繋がらない環境保護措置に往々

してきた中国の、特に現場では、利

理である）
」として経済成長を重視

し、
「発展是硬道理（発展こそが真

ネルで交流が行われてきた。しか

間、企業間、団体間など様々なチャ

に注目し、従来から中央・地方政府

て、日本は早い段階からその必要性

中国の省資源や環境保全につい

ら 300 名、日本から 550 名の

ので、過去最大規模となる、中国か

中国大使館の５者共催で行われたも

家発展改革委員会、商務部、駐日本

は、日中経済協会と経済産業省、国

ているといえよう。このフォーラム

の方向に傾いたことを端的に物語っ

ことは、日中交流の流れも大きくこ

フォーラム」が開催されたが、この

の「 日中省エネルギー・環境総合

日中の共通認識に

月末、東京で初

計画は、これら指標について「法的

転換した。今年

「中国の GDP1 単位当たりのエ

重二

副団長

山岡

建夫

副団長

贄田

興嗣

政府団員
秘書長

永塚 誠一
緒方謙二郎

汚染物質の排出量を ％それぞれ削

上島

社会発展総合評価と成績評価に組み

副団長

ネルギー問題は貴国の発展の制約要

佑

込む。目標数値は細分化して関連部

高垣

因。日本は 年代、徹底した省エネ

副団長

門に課し、うちエネルギーの対ＧＤ

宏幸

5

と環境に対する大規模投資で今日の

藤村

20

Ｐ原単位や主要汚染物質排出総量引

副団長

10

安定成長の基を築いた。中国の持続

敏

可能な発展のために、
日本との対話・

井植

交流を深めて、資源の濫消費と環境

副団長

汚染を早期に解決することは不可避

敬

だ」
。中国の総合政策官庁である国

今井

家発展改革委員会との会議で、今井

特別顧問

敬新日本製鐵名誉会長はこのように
述べた。

晃
長
団

8

行政のノルマとなった省エネ・
環境保護

代表団は、最高顧問、団長、特別顧問、副団長、政府団員、顧問、
団員、秘書団員、事務局、同行記者 125 名で構成した。

効力を持ち、各地区・各部門の経済

での非効率な「粗放型」の経済成長

ち、資源を無頓着に消費するこれま

設という目標を掲げている。すなわ

次五カ年計画で、調和ある社会の建

11
今井敬新日本製鉄名誉会長は日本経済の現状を紹介

ネルギー消費は日本の約 倍で、エ

5
千速

財団法人日中経済協会名誉会長
社団法人日本経済団体連合会会長
キヤノン株式会社代表取締役会長
財団法人日中経済協会会長
新日本製鐵株式会社代表取締役会長
財団法人日中経済協会名誉顧問
新日本製鐵株式会社名誉会長
財団法人日中経済協会副会長
三洋電機株式会社最高顧問
財団法人日中経済協会副会長
株式会社荏原製作所名誉会長
財団法人日中経済協会副会長
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問
財団法人日中経済協会副会長
三井物産株式会社顧問
財団法人日中経済協会副会長
ＪＵＫＩ株式会社代表取締役会長
財団法人日中経済協会副会長
東工コーセン株式会社代表取締役会長
経済産業省通商政策局通商交渉官
財団法人日中経済協会理事長ほか
■主なメンバー：
最高顧問 御手洗冨士夫

70

本誌でも何度か取り上げたよう
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国家発展改革委員会との全体会議は
9 月 4 日午前に行われた
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中電国華電力公司北
京熱電分公司では環
境保護への取り組み
を視察

850 名が参加。二階俊博経済産
業大臣、小池百合子環境大臣、薄熙
来商務部部長、姜偉新国家発展改革
委員会副主任や千速晃日中経済協会
会長が基調講演を行い、日中両国政
府から「省エネ・環境対策の緊急性・
必要性を両国の共通問題として協力
していこうとの認識が形成された」
と評価された。また、次回を中国で
開催することで合意している。
（本
誌 月号に詳細記事）

不可欠な「正当な対価」

8

して移転できなければ、日中協力と

境保護技術だが、企業のビジネスと

世界に冠たる日本の省エネ・環

備が不可欠」
であることを強調した。

く、ビジネスとして成り立つ条件整

の円滑な移転には正当な対価に基づ

発と改良を重ねている」として、「そ

をそのプラットフォームとして発展

家発展改革委員会の反応はかなり前

こうした日本側の提案に対し、国

財政を呼び水に、主体は企業

いっても結局は長続きせず、成果も
出ない。今回の訪中団はこの点に的
を絞り、個別ビジネスを推進する枠

させることを強く提案した。団長を

向きなものだったと言える。省エ

組みを作り、前述の〝フォーラム〟

務めた千速晃日中経済協会会長（新

ネ・環境保護政策に責任を負う資源

して、５月末の〝フォーラム〟開催

日本製鐵会長）は、国家発展改革委

「我々は、
〝フォーラム〟が、双方が

後 カ月間に中国政府が行った省エ

節約・環境保護司の趙家栄司長は、

省エネ中長期計画で選定した「十大

実務的に合作を展開する対話のプ

員会との会議の場で、特に、中国が
重点省エネルギー事業」と「省エネ
クトに焦点を当て、これらに対する

1000 社」という具体的プロジェ

する」と日本側の期待に応えた。そ

術協力を促進することを心から希望

ラットフォームとなり、企業間の技

べた。

し、日本企業の参加を歓迎すると述

ネ・環境保全事業の取り組みを紹介

委員会の支援で行うことを要請した。
「十大重点省エネルギー事業」と「省エネ 1,000 社」

日本の技術や経験の移転促進を、同

3

どちらも昨年 6 月の「節約型社会の順調な建設の短期
的重点に関する国務院の通知」
（国発〈2005〉21 号）に
実施が謳われたもの。
「省エネ 1,000 社」 は、鉄鋼、非鉄、石炭、電力、石
油・石油化学、化学、建材、紡織、製紙の 9 業種におい
て、04 年のエネルギー消費量が標準炭換算 18 万トン以
上の 1,008 社を対象に、行政指導で省エネ対策を実施さ
せる。今年 4 月の「1,000 社企業省エネ行動実施方案の
発布に関する通達」によれば、目標管理や報告義務を課し、
毎年一定額の資金を省エネ技術改造に費やさなければな
らないとされる。その見返りとして、企業所得税や増値
税の優遇、資金支援などの措置が盛り込まれている。
「十大重点事業」は、今年 7 月の実施意見（発改環資
〈2006〉1457 号）で内容が明らかになった。①石炭燃
焼工業ボイラー改造、②地域熱電コジェネレーション、
③余熱余圧利用、④石油節約・代替、⑤電機系統の省エネ、
⑥エネルギー系統最適化（システムの省エネ）、⑦建築省
エネ、⑧緑色照明、⑨政府機関の省エネ、⑩省エネモニ
タリングと技術サービス体系構築が対象である。重点事
業毎に対象となる産業及び設備・システムを例示し、公
共料金や基準等、必要な政策パッケージ、主管部門、関

係団体にも言及しているが、実施主体は企業である。

そして、
「省エネ・環境対策技術
は、民間企業自身が保有し、常に開
千速会長はビジネスベースの協力の必要性を訴えた

趙家栄司長は日本との実務協力に期待

6
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国家発展改革委員会に対し、日本経済界がそれぞれの立場で省エネ・環境保護分野での協力を具体的ビ
ジネスとして進めることを中国側に強くアピールした。

井植敏三洋電機最高顧問は、「持続可
能な成長実現の課題として、少子高齢
化と環境保全を挙げ、日本企業がその

知恵を惜しみなく提供し、中国でも積
極的なビジネスの展開を図りたい」と
意欲を示した。

藤村宏幸荏原製作所名誉会長は、次回の
フォーラムは同一の目標に向けて歩み
始めた日中の官・学・民が更に具体的に
何を生み出していくのかが問われるとし
て、
「政府に求められる役目は、制度作り、
学界の役目は上位コンセプトや技術の研
究・開発、民間企業には制度、コンセプト、

技術を最大限有効に活用する設備のエン
ジニアリング及び製造と稼動が期待され
る」と述べ、今後、官・学・民の日中協
働の取り組みに相応しい若干のフラッグ
シッププロジェクト計画の情報を国家発
展改革委員会が集約し、それに基づいて
交流できる仕組みを作るよう要請した。

大橋光夫昭和電工会長は、中国の石化業
界が競争を勝ち抜くためには、既存設備
の効率化が必須だが、日本では省エネ
やコスト低減の技術は、各製品毎に各
社が長年に亙り個別に蓄積してきたも
のであり、国内同業企業間でも公開さ

れていないものが多いため、如何なる
対価で中国に提供できるか、中国企業
が提供された技術秘密を厳守できるか、
個別に充分協議する必要があることを
強調。次回のフォーラムに化学業界が
合流することを提案した。

（１） 月に国務院は「省エネ活動

の強化に関する決定」を公表、 次

7

社の省エネ活動に対する指導、
管理、

（４）循環経済面では、
「 循環経済

監督を強化する。

五カ年計画要綱が定めたエネルギー

法」が本年の全人代の立法計画に含

家電リサイクルに関する管理条例の

回収システム確立上の問題について

研究・制定作業も進んでいる。現在、

十大重点省エネ事業についての意

調整中。モデル単位の評価選定作業

次五カ年計画

見 」を公表。本事業の実施を通じ

が節約でき、そのエネルギー原単位

％削減への寄与率は ％に相当す

援している。

まずは省エネから

注目された温家宝総理との会見で

も省エネ・環境保護が重要なテーマ

を強める。本年上半期に国は 億人

民元を拠出し、十大重点事業のモデ

となった。温総理は訪中団に対し

つのメッセージを語った（ ページ

3

1000 社のエネルギー消費量は

対 象 に 省 エ ネ 活 動 を 進 め て い る。

庁 と 共 同 で、1000 社 の 企 業 を

（３）国家発展改革委員会は他の省

む。

の敷居を引き下げ、行政と司法を組

保護に触れ、法律による取り締まり

投資の拡大に関して特に知的財産権

省エネルギーを挙げた。また、相互

として環境保護、
新エネルギー開発、

協力の強化であり、新しい協力分野

目標責任書」を締結した。国家発展

家発展改革委員会の間で、
「省エネ

ネ工作会議」では、所在地政府と国

し、工業汚染・社会汚染いずれに関

議定書の調印国であることを強調

言及すると、温総理は、中国は京都

用水など水のリサイクルの重要性に

束した。さらに、千速団長が、工業

中国のエネルギー消費量の３ 分の

に全文）が、その第一は日中の経済

13

み合わせた形で保護を強化すると約

50

を占める。本年 月開催した「省エ
7

１、工業のエネルギー消費量の ％

金融機関および民間の資金を呼び込

央の投資により、地方政府、企業、

ルケースや重大案件を支援した。中

5

からの資金による。中央政府も支援

己調達、金融機関の融資、社会全般

る。本事業の資金は、主に企業の自

40

して一部循環経済プロジェクトを支

は基本的に終了し、国が資金を投入

省 庁 と 共 同 で、
「

まれ、基本的な枠組みができた。廃

原単位 ％削減の目標徹底について

11

て、 億４０００万トン標準炭換算

11

（ ２） 国 家 発 展 改 革 委 員 会 は 他 の

具体的措置を打ち出した。

20

2

改革委員会は、今後この 1000
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中国経済のファンダメンタルズは向上

韓永文秘書長

える経済的な効果が期待できる省エ

うだが、実際に取り組むのは目に見

め、政策的には幅広く考えているよ

た。

しても日本との協力を望むと回答し

日本が得意な水や資源の節約につな

ぶのに充分の価値がある」
と応じた。

経験を積んでおり、これは中国が学

特に省エネ、環境保全の面で多くの

と述べ、韓永文秘書長も、
「日本は、

てきた知識や技術が中国に役立つ」

ギーの効率化については日本が蓄え

ことに力を注ぐべきだろう。

ネスベースで日本の技術を移転する

を千載一遇のチャンスとして、ビジ

日本としては、中国のこうした姿勢

業も当然、
中国市場をにらんでいる。

本だけの専売特許ではない。欧米企

世界のトップレベルといっても、日

ただ、省エネ・環境技術は日本が

えられる雰囲気作り、すなわち、信

日本の技術や製品が中国で温かく迎

のはもちろんだが、それに加えて、

な市場メカニズム確立が求められる

円滑な移転のために、中国側の公正

だけでなく、日本の国益でもある。

環境保護への取り組みは中国のため

中国としては地球環境問題を含

ネからになろう。国家発展改革委員

がる技術に対する期待がこれまでに

い。

頼関係の醸成が急務なのも間違いな

会との対話の締めくくりで、御手洗

なく高まっている。
同時に、
隣国である中国の省エネ・

冨士夫日本経団連会長は、
「エネル

国家発展改革委員会を代表して出席し
た韓永文秘書長は、第 11 次五カ年計画
の 5 つの方向性、今年上半期の中国の経
済情勢と課題、同委員会の対応について
次のように紹介した。
❶新五カ年計画では 5 つの方向性を打ち
出した。即ち、国内市場立脚、省資源型
社会への転換、自主革新能力の向上、地
域格差の是正、調和ある社会の建設であ
り、これらを推進するために市場メカニズムをさらに重視する。
❷計画初年度の今年上半期の経済状況には 5 つの特徴がある。①高成長、低
物価、②貿易が高い伸び、石炭・コークス・鋼材の輸出抑制が効果現れる、
③雇用の改善と最低賃金・生活保護水準の引き上げ、④国民所得が向上し小
売額も伸びた、⑤農村改革、資源製品価格改革、株式・為替改革の進展だ。
❸直面する課題は、固定資産投資規模の伸びが速すぎる、銀行貸出規模が大
きすぎる、国際収支の不均衡の 3 つで、これらが交錯して中国経済の加速的
成長を生み出している。
❹経済の過度の成長は望むところではないが、政府としては現状を過熱とは
考えていない。それはマクロコントロールの効果で、中国経済の基盤が 03 年、
04 年より向上したからだ。即ち、食糧需給が基本的に均衡し、石炭・電力・
石油・輸送の条件が改善され、企業も資源節約に力を入れている、素材産業
の伸びが下降し、機械・電子が増加するなど工業構造が急速に変化した、イ
ンフレ圧力の減少に現れている。
❺安定成長のために、貸出利率や法定準備率の引き上げ、不動産価格の抑制、
資源節約、製造業等での市場参入のハードル引き上げなどの措置を採った。
このほか、不動産価格の高騰、農産物価格の下落気味であることにも注目し
ている。

月 日（曜日）

活動内容

９月３日 ( 日 )

成田→北京 NH905 便

９月４日 ( 月 )

国家発展改革委員会との全体会議【長富宮飯店１F「芙蓉庁 ( 東 )」】
企業視察①中電国華電力公司北京熱電分公司②北京現代自動車
中国国際貿易促進委員会万季飛会長招宴【貴賓楼飯店「王府庁」】

９月５日 ( 火 )

薄熙来商務部部長との会見【商務部２F「会見庁」】
商務部との全体会議【商務部８F「多機能庁】
宮本大使主催昼食会【大使公邸】
温家宝国務院総理との会見【人民大会堂南門「香港庁」】
訪中代表団主催レセプション【長富宮飯店１F「芙蓉庁」】
北京五輪組織委員会（建設中メインスタジアム）

９月６日 ( 水 )

《帰国組》北京→成田 NH906 便
《山東省訪問団》北京→済南 SC1156 便
張高麗山東省書記、韓寓群山東省省長との会見
山東省人民政府主催歓迎宴【山東大厦】

９月７日 ( 水 )

国際緑色産業博覧会
企業視察①済南鋼鉄集団公司②力諾集団
済南→曲阜（孔林）
済寧市投資説明会、済寧市歓迎宴会、古典舞踊・音楽鑑賞

９月８日 ( 水 )

孔子廟・孔府
曲阜→泰安（泰山）
泰安市高新技術開発区、泰安市歓迎宴

９月９日 ( 水 )

泰安→済南（趵突泉）
済南→北京 SC1155 便

北京→成田 NH906 便
JC ECONOMIC JOURNAL 2006.11
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商務部との間では、主に日中間のビジ
ネス環境を改善するための意見交換を
行った。薄熙来部長、陳健部長助理（ア
ジア担当）は共に、
「日中省エネルギー・
環境総合フォーラム」を高く評価し、
省エネ・環境保護が日中経済協力の新
しい発展分野であることを強調した。

ビジネス環境改善に
向けた対話

今後 年の中国の重要な課題
は省エネと環境保護
薄熙来商務部長

薄熙来部長は、まずフォーラム

を「日中経済界の省エネ・環境交

流に良いプラットフォームが形成

された」と評価。鄧小平訪日にさ

かのぼる日中経済協力の歴史を回

顧し、日本経済人の中国経済に対

する貢献を称えた。

御手洗会長は、中国の法規の透

明性確保、知財権保護、サービス

次五カ年計画、とりわ

貿易自由化について更なる改善を

要請し、

け環境・省エネ分野で日本経済界

が協力することを約束した。千速

会長は、
「フォーラム」を個別ビジ

ネス推進の枠組みのプラットフォ

ームとすることを提案、ビジネス

として成り立つ条件整備が不可欠

であることを強調し、さらに、日

中 の 更 な る ビ ジ ネ ス 拡 大 の た め、

「日中韓投資協定」の早期締結交渉

開始、
「ビジネス環境行動アジェン

ダ」の早期公表を要請した。

これに対し薄部長は、引き続き

知財権保護、法制の透明性を向上

することを約束した。また、
省エネ・

環境分野は今後 年の中国経済の

望した。さらに、多発するアンチ

9 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.11
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重要課題だとして日本の協力を希

10

薄熙来部長との会見

違法な汚染物廃棄取締りを
呼びかけるポスター
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り返すに止まった。知財権保護につ

FTA 交渉が先だとする立場を繰

韓投資協定については、商務部は

担当者が回答した。このうち、日中

開発については、大規模で先進的な

示した。中国での外資系企業の研究

体的に促進したいと前向きな態度を

専門的なシンポジウムを開催して具

め、可能性の大きい分野だとして、

ては、陳健部長助理が特に発言を求

いては、最近の取り組みが詳細に紹

センター設立を奨励する規定を制定

本側が所見・要望を述べ、商務部の

1845 億ドルに達した日中貿易
介され、引き続き取り締まりを強化

中であることが明らかになった。外

～

陳健部長助理は基調説明で、 年
が、今年

東アジア市場統合の展望

簡 素 化、 組 織 の 効 率

ワークが形成され、生産と貿易

「アジア規模での生産ネット

―上島重二三井物産顧問

化 を 図 っ て お り、 引

の拡大が所得の増加を通じて域

は 兆 3900 億ドルに達し、

えた。中国は東アジア FTA

の設立に積極的かつオープン。

10
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ダンピングの価格の認定に不利だと

月では 1129 億
することが表明された。第三国に対

資に関わる許認可の問題について

して、
市場経済地位の認定を求めた。

ドルに上り、年間では 2000 億

する日中企業が連携してのプラント

は、商業領域を含め権限を下部機関

ますます緊密化する日中経済関係

ドルを突破すること、また、１～７

輸出をめぐる新たな協力関係につい

き続き進める方向に

内需要を喚起し、それが更なる

まっており、 年の域内貿易額

「東アジアの相互依存度は高

―尹宗華国際司副司長

策定・公表を希望する」

ジネス行動アジェンダ」の早期

投資協定」
の早期交渉開始と
「ビ

経営環境が必要性だ。
「日中韓

事業活動ができるような投資・

え、域内において自由な投資・

ア全体を一体化した地域と捉

る好循環が実現している。アジ

投資機会と生産・貿易につなが

あることを強調した。

へ 委 譲 し、 手 続 き の

月の日本の対中投資が実行ベースで
559 億ドルに達し、日本は貿易
では中国の第３の、投資では第２の
パートナーであると述べ、中国経済
が高成長を続け、日本経済も回復し
ていることから、日中経済関係が新
たな成長期に入ることに期待感を表
明した。その一方、
「中日間の困難
な局面が経済面にも影を落とすこと
は避けられない」として「障害を取
り除く」ことが必要だと指摘した。
また、中国が東アジア経済統合を推
進していること、知財権保護・イノ
ベーション型国家戦略を実行しよう
としていること、審査の透明性向上
など投資環境を改善し、優遇税制改
革や法制度の整備に務めているこ
と、省エネ・環境保護など日中協力
の新しい成長分野の育成を検討して
いることを強調した。

05

Ｅ Ｕ に 次 ぎ、NAFTA を 超

1

05

第３国へのプラント輸出でも協力を

基調説明を行う陳健部長助理

7

続いて、 つのテーマについて日

商務部で行われた全体会議

1
5
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学術には日中韓 FTA が 年、
点について改善を期待する。

―周世傑産業司副司長

「日中の企業による第三国への

プラント輸出は積極的に支持し

ている。これまでも双日と武漢

に対して実際に適用される罰金

第三国での日中企業連携の
促進

カ国の企業はいずれも歓迎だと
の高額化、③中国専利法（特許

に参加したほか、丸紅と東方電

―李玲条約法律司巡視員

自国のサプライヤーが提供する

入銀行と日本の国際協力銀行が

火力発電所受注では、中国輸出

鋼鉄がインド・韓国で国際入札

聞く。FTA 交渉においては、
･ 実用新案 ･ 意匠）における

―西村英俊双日特別顧問

投資も不可欠な構成要素の一つ

機のベトナム・ハイフォン石炭

と投資はいずれも FTA 交渉
「中国政府は 年に知財保護
行、宣伝を行っている。商標、

の行動計画を公布、法整備、執

行うことになっており、成功事

部分についてのファイナンスを

例。輸銀と輸出信用保険の 金

聞く。商務部のウェブサイトで

的財産戦略が策定されていると

新がスローガンとなり、国家知

うな国際ルールに一致していな

用についてはどの部分がどのよ

いる。なお、世界公知基準の採

における取り締まりを強化して

ンを実施した。商務部は展示会

を対象に 100 日キャンペー

新聞出版署がソフト、ＡＶ製品

を行っている。 月には文化部・

の権利侵害、海賊版取り締まり

る「山鷹二号作戦」
、ネット上

海襄陽市場の閉鎖や、公安によ

化し、偽物市場として有名な上

市場を対象に模倣品の摘発を強

たいと考えているほか、消費財

ヤーに対し明解に情報開示され

は、付保条件が中国のサプライ

が円滑にいかない。貿易保険で

リスク負担が高いことから利用

高く、また中国側パートナーの

は中国製のコンテンツの比率が

金融についての中国輸銀の要件

みがそろわない。例えば、制度

ため、日中双方の企業間で足並

適用条件そのものに違いがある

両国の制度に条件開示の程度や

する必要があるが、現状では、

度金融や輸出保険の制度を活用

指している。これにあたり、制

案件での日中の建設的合作を目

―清川佑二東芝顧問

て検討することを提案したい」

方、金融機関同士の交流につい

らの方向性、具体的協力のあり

開催し、こうした業務のこれか

時期に専門的なシンポジウムを

協力で可能性が大きい。適当な

「この分野は今後の日中経済

―陳健部長助理

特許などの法律を改正し整備し

も知財侵害取締情報が公表さ

いのか、文書でいただければ関

ておらず、個別案件によって引

「 東 芝 中 国 は 、従 業 員

権通報センター』が全国約 の

7

融機関と直接交流してはどうか」

れ、今年 月からは『知的財産

連部門に知らせたい。特許法の

受け条件にばらつきがある。中

万

がエンジニアで、映像・情報機

3000 名 の う ち 1000 名

2

50

「 次五カ年計画では自主創

都市に設置された。日本経済界

改正草案が知財局のサイトに公

中国での R&D 協力と市
場拡大

も引き続き中国における知財保

開されているので、意見があれ

国政府はどのように考えるか」

護強化活動に協力したい。模倣

2

の問題である」

知財権保護の現状と問題点

06

ば直接申し出て欲しい」

―山岡建夫 JUKI 会長

「第三国での産業用プラント

世界公知基準の採用」

する行為の禁止、②権利侵害者

①他人の商品のデザインを模倣

3

であり、モノ・サービスの貿易

了した。企業アンケートでも

東アジアは 年を経て検討は終

3

品の問題は依然深刻。特に次の

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.11
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韓国系自動車メーカー、北京現代で説明を受ける

力、ガス、水、交通等の各種イ

整備をお願いしたい」

器、半導体・電子部品、エネル

維持管理と言う観点からは、ラ

きることが大切。一方、技術の

WIN・WIN 関 係 を 構 築 で

で、許認可手続きの簡素化、商

に検討し、進めている。その中

へ委譲することについて積極的

関わる許認可の権限を下部機関

大な資金と時間をかけて開発さ

ギー・産業機器の分野で研究開

イセンス契約を含めて、知的財

務関係の政府省庁の機構の効率

でも、引き続き外資

外資が大規模かつ先

の 敷 居 を 引 き 下 げ、

究開発センター設立

容は、外資による研

を制定中だ。その内

の奨励に関する規定

ており、商務部はそ

ターの設立を奨励し

る。地方保護主義的な気風を排

もままならないという声があ

令が執行されず、売掛金の回収

法はしっかりした法律だが、法

をお願いしたい。②中国の契約

のより一層の迅速な審査、認可

要望がある。日系企業の申請へ

後も一部日系企業からは改善の

について。行政許可法の施行以

挙げて困難、問題の解決に協力

出いただきたい。我々は全力を

したならば、文書で外資司に提

活動の中で、何か問題点に直面

たい。日本企業が中国での事業

認可段階の削減も積極的に進め

認可の手続き簡素化、そして許

ればならないと思う。また、許

研修、教育活動に力を入れなけ

認可、審査事業に携わる人々の

12
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ける研究開発体制は今後さらに

中国における日系企業の活
動と政府への要望

―邱麗新外資司処長

ンフラストラクチャーの一層の

―磯貝眞理丸紅専務執行役員・

「商務部は現在、外国投資に

整備し、技術人材の長期的育成

れており、企業の命運に関わる

中国総代表、中国日本商会会頭

を図る。民間企業の技術は、厖

ため、提供する場合は相手先と

発に取り組んでいる。中国にお

産権の保護が重要で

商務部が直接審査、許認可する

化を図っている。
「外国投資商

「中国の経済発展は中国人民

ことになっていたが、今年３月

あり、この点に関し

の努力の賜物であるが、長年取

よりその審査作業の一部を各地

業領域管理規則」では、当初、

引を行い、投資し、技術を提供

の商務部門に権限委譲した。商

ては、さらなる施策

―邱麗新外資司処長

してきた日本企業も重要な貢献

務部としては、今後下部機関に

の充実を期待する」

次五カ年計画

ができたのではないかと思う。

対して、権限の委譲と共に、許

「

つ要望したい。①政府許認可

進レベルの研究開発

除し、より公平、透明な法令の

する」

による研究開発セン

センター設立を奨励

執行を実現していただきたい。

よび企業活動の基礎となる電

③安定的な従業員の雇用環境お

することである」

3
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温家宝総理会見録

代表団は、 9 月 5 日午後 3 時 45 分より約 1 時間、 人民大会堂香港庁に
おいて温家宝総理と会見した。 会見には、 万季飛中国国際貿易促進委員
会会長、薄熙来商務部部長、武大偉外交部副部長、于平中国国際貿易
促進委員会副会長、邱国洪外交部アジア司副司長が同席した。以下は、
その記録全文である。

温家宝総理と会談する御手洗会長、千速団長

温家宝総理：団は何人くらいです

か。

御手洗最高顧問：全団 125 名

で、今までで最大の人数です。

温家宝：今までで一番多いですね。

いついらっしゃいましたか。

御手洗：一昨日到着しました。

温家宝：北京の後、どちらにいら

御手洗：山東です。

っしゃいますか。

温家宝：中国にはどのくらい滞在

しますか。

御手洗：長い人で 週間です。

温家宝：ちょうどよい時期に来ら

れました。まさに秋の天高く爽快

な季節です。

私は、ご在席の日中経済協会の

日本の友人の皆様を心から歓迎い

たします。また、この機会をお借

りして御手洗先生の日本経団連会

長ご就任をお祝い申し上げます。

御手洗：ありがとうございます。

温家宝：日中経済協会の友人にお

回

年間変わって

会いするのは、今回で連続

協力の成果でもあります。ご在席

協力の成果であり、また経済界の

に相当します。これは両国政府の

これは我々の国交回復時の数百倍

は 1844 億ドルに達しました。

感じます。去年の双方の貿易額

日経済友好協力の発展の速さを

す。皆 さんに お会いすると、中

おらず、恒例行事になっていま

目になります。

4

の日本経済界の皆様は、両国経貿
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な国家関係発展の促進に大きく努

れただけでなく、また両国の友好

て、経済界のリーダー達と直接お

て、経団連を訪問いただきまし

は一度東京にいらっしゃいまし

う意味で是非総理におかれまして

温家宝：御手洗先生、ありがとう

す。宜しくお願い申し上げます。

解とご支援を賜りたいと思いま

おかれましては、なお一層のご理

大・発展のために、温家宝総理に

両国の経済の更なる強力な拡

力されました。実際、このように
話しをする機会を賜りたいと思い

せていきたいと存じます。そうい

多くの日本の友好人士、友人の皆

思いますが、これにつきまして日

本はすでに中国の第 のパートナ

しています。貿易でも投資でも日

に、両国と両国人民の利益に合致

を強化すべきです。これは根本的

１つ目は、中日両国は経貿協力

す。

らも３つ申し上げたいと思いま

3

ーですが、
中日両国は近隣であり、

我々の間の経済貿易協力にはまだ

大きな潜在力があります。我々は

より一層協力分野を、環境保護、

新エネルギー開発、省エネルギー

等新しい分野を含め、拡大するべ

きです。経済貿易関係を拡大する

いに技術や管理を学習し、参考に

と同時に、人的交流を強化し、互

すべきです。

２つ目は相互の投資拡大です。

日本企業が中国に投資することを

歓迎し、我々も、実力があり信用

のある中国企業が日本に投資す

ることを奨励します。我々双方

で、企業が相互に投資するために

良好な環境を作らなければなりま

せん。中国は WTO 加盟後、厳

年で 1000 に上る

格に我々の約束を履行してきまし

た。この

14
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関係の発展促進に大きな貢献をさ

様にお会いして、我々は中日関係

ございます。さきほど述べられた

す。

るだけの支援をしていきたいとい

つの方面の問題について、私か

ます。
よろしくお願いいたします。

保、知的財産権の保護、サービス

ピ ッ ク、2010 年 の 万 博 に つ

て述べさせていただきたいと思い

た。我々の経験や知識を貴国にお

ございますが、さらにもう一つだ

北京五輪組織委員会ビルに劉敬民北京市副市長・執行副主席を訪ねた

の基盤を、中日関係の希望と明日
点目は中国におけるビジネス

環境の改善でございますが、日本

御手洗：温家宝首相におかれまし
貿易の自由化について、さらなる

を見る思いです。
の経済界としては、中国の法律規

ては、たいへんお忙しい中お時間
たいと思っております。また、投

改善に強力に取り組んでいただき

制等における更なる透明感の確

を割いていただき、ありがとうご
資環境の改善につきましては、今

ざいました。お会いできましたこ
とに心から感謝申し上げます。私

行われております日中韓三カ国の
投資協定をできるだけ早期に決着

月に経団連会長になりまし

は

をつけていただきたいと思いま

て、初めての公式訪問国が中国と
なりました。日中経済協会の訪問
す。

点目は、中国の持続的経済発

団の顧問としてここに参りまし
て、温家宝総理とこうして会見で

きましては、中国にとりましては

展に対する協力の強化です。どの

とりわけ、環境問題、省エネル

国際社会と共に歩くと、そして世

きますことをたいへん光栄に思っ

遇するものでございますが、日本
ギー問題につきましては、お互い

界に貢献するという姿勢を示され

国に取りましても、経済発展の途

におきましてもかつて公害問題、

に協力することによりまして、両

ている、大変重要な行事であると

中では、たいへん大きな問題に遭

の展望につきまして、ご高見を賜

エネルギーの不足、欧米との貿易

国の WIN・WIN の関係が構

でございまして、総理の日中関係
りたいと思いますが、その前に日

摩擦、通貨問題と、たくさんの問

築できるものと確信しておりま

ております。たいへん貴重な機会

本の経済界から つのことについ

を解決して乗り越えて参りまし

題に遭遇しまして、一つ一つこれ

の活発な交流をさらに活発にして

続的発展の上で何らかのお役に立

伝えすることによって、貴国の持

うことをご報告申し上げたいと思

１点目は、多層な階層において

ます。

いきたいと思います。日本経済界

け付け加えさせていただきたいと

本の経済界と致しましては、でき

におきましては引き続き各層の交

てば、両国の関係の強化に貢献す

います。

以上 つが経済に関することで

流を強化していくことによりまし

思 い ま す。2008 年 の オ リ ン

3

2
3

るのではないかと存じます。

3

3

て、日中間の協力をさらに深化さ

5

5
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うち我々は 108 を開放してお

サービス貿易がありますが、その

平均関税水準は 年前の ・ ％

法律法規を改定しました。我々の

は、両国国家関係が正常かつ良好

的安定的発展を維持するために

３つ目に、中日両国経済が持続

ています。

に有利な条件を創造したいと思っ

し、中日間の経貿協力強化にさら

今後も引き続き対外開放を拡大

かも毎回、日本の友人が様々な地

式はたいへん良いと思います。し

経済協会のこのような相互交流方

着眼しなければなりません。日中

大局であり、我々は大局と未来に

きます。これは確かに中日関係の

導者の正常な交流はすぐにでもで

論をして参りました。日本が悩ん

た。京都議定書で世界の方々と議

とに先進国で、長年悩んできまし

につきましては、日本は残念なこ

染、水の汚染、つまり河川の汚染

千速：ご指摘のありました大気汚

じております。

際、 つの非常に重要な、
「拘束

は、

護の任務は非常に重大です。我々

化の発展段階にあります。環境保

良い。中国はまさに工業化・都市

温家宝：千速会長のご意見は大変

らは以上です。

5

深化によって、経済発展に影響す

働力資源があります。改革開放の

く、素質が絶えず高まっている労

在力があります。中国にはまた賢

そのために中国市場には巨大な潜

た。
中国の人口は世界で最も多く、

インフラも大いに改善されまし

基礎をしっかりと形成し、中国の

の発展のために、物質的技術的な

中国は改革開放 年で、より一層

緒に、中日共同声明など つの重

の基礎の上に、我々は、日本と一

を取り除くことを希望します。こ

できるだけ早急にこの政治的障害

す。私は中日双方が共に努力し、

に有識者が目にしたくないもので

ています。これは両国の人民、特

政治関係面において障害が存在し

もが知っている理由により、中日

でなければなりません。目下、誰

す。ありがとうございました。

への理解を深めることを歓迎しま

国にたくさん来ていただき、中国

省を訪問すると伺っています。中

と記憶していますが、今回は山東

す。私は、前回は東北に行かれた

方を参観・訪問する機会がありま

本としては中国をはじめ他の国に

全体、人類全体の問題であり、日

いてどう進めていくかです。地球

後の問題は、世界の環境問題につ

までご協力申し上げてきました。

り、中国の製鉄業の改善にはこれ

じます。私は鉄鋼業に携わってお

をご活用いただけたらうれしく存

ては、是非日本の経験、環境技術

できた工業用水、工業排水につい

御手洗：日本経団連としても重慶

意見がございますか。

力強化を望んでいます。ほかにご

染防止であれ、すべて日本との協

す。工業汚染防止であれ、社会汚

す。中国は京都議定書の調印国で

排出量を ％減らすというもので

消耗を ％低減させ、汚染物質の

た。つまり、 年間でエネルギー

性」と呼ばれる目標を確立しまし

ました。世界には 160 項目の

から今年は ・ ％に引き下がり

次五カ年計画を制定する

り、発展途上国では多い方です。

15

として未来に目を向ける」方針に

要文書を基礎として、
「歴史を鑑

次に代表団団長である千速さんか

御手洗：ありがとうございました。

考えております。中国の皆様と一

我々の技術・経験を提供したいと

ております。
第 期が完成すると、

まして、今年から第２期が始まっ

で環境植林事業を第１期が終わり

る体制面の障碍が取り除かれ、私

緒に共同の作業を進めてきたいと

1000 ヘク タールとなり、楽

ジェクトです。引き続き進めてく

はこれらが中日間の経済貿易発展

ら…。

しみにしています。

ださい。必ず支援します。

基づいて、中日友好関係を引き続

ついて、周辺国間で協力すること

存じます。日本政府もこの問題に

ん。これは両国人民の利益に合致

に良好な基礎を築いたと思いま

新日鐵会長の千速でございます。

千速団長：私は日中経済協会会長、

し、また地域の安定、平和、発展

千速： 月の日本での省エネ・環

き発展させていきたいと思いま

に有利です。私はご在席の日本の

ざいます。

境保護フォーラムのレポートでご

す。中日は近隣であり、
和平共存、

つの重要な法律、特許法、版権法、

友人、ならびに今日はここにおら

す。中国は知的財産権保護を重視

温家宝：子孫に福をもたらすプロ

商標法を制定しました。我々は今

れない、より多くの中日友好に心

しており、しかも政府の決心と採

について非常に前向きです。私か

後さらに法律執行の力を強め、権

温家宝：何度もお会いしてよく存

利侵害海賊行為を法律により取り

ある皆様が、積極的に促進してく

保護を強化します。これは対外開

つて表明したように、日中間の政

す。胡錦濤主席と私はいずれもか

対する訪日の御招請に感謝しま

御手洗先生と日本経済界の私に

締まる、その法律の敷居を引き下

世々代々友好でなければなりませ

5

2

ださるよう希望します。

放に必要なだけでなく、中国自身

み合わせる方式で知財権に対する

の発展と自主革新能力の向上に必

し合いは大変良かった。今回の

温家宝： ありがとう。今日の話

5

ります。我々は、知財権保護の

10

20

げます。行政保護と司法保護を組

った行動には目を見張るものがあ

3

治的障害さえ取り除けば、中日指

功しますようお祈りします。

また、皆さんの中国ご訪問が成

らによくされるよう希望します。

日中双方の経済協力の活動をさ

北京五輪のマスコット

3

要です。総じて言えば、我々は、
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調和ある社会を目指し大きく政策の舵を切った中国︒特定の業種や地域を指定した循環経済の実験が始
まった︒一級行政区レベルでは 省・市︑その一つが山東省である︒今回︑代表団は同省の中でも内陸
部に位置する済南市︑済寧市︑泰安市を訪問した︒

山東省

6

16
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「調和ある社会」に挑戦する
国を上回るエネルギー消費削減目標を設定

気候も農業に適している︒そのため︑

年全国

位︑二次産業

位にランクされた

同省の域内総生産は︑第一次産業︵農業︶では全国

山東省は東西に長い菱形をしている︒東半分は黄海に突き出す山
東半島だ︒海に面して青島︑威海︑煙台などおなじみの地名が並ぶ︒

も 位と︑工業︑農業共に強いことが他省と異なる点だ︒
済南はその黄河を跨いで位置し︑その南に泰山を擁する泰安市︑さ

西半分は内陸で︑中央に泰山︑その北を黄河が横切る︒今回訪れた

2

回緑色産業国際博覧会﹂開幕式に参加し︑済南鋼鉄などの有力

企業を参観した︒また︑済寧市と泰安市で地元の経済状況や開発区

第

代表団は︑まず済南市で張高麗書記︑韓寓群省長に会見︑
﹁山東省

1
山東省は日本では沿海のイメージが強いが︑実際に海に面してい

にも足を運んだ︒

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.11

05

の投資環境をヒアリングし︑省の主力の観光資源である曲阜や泰山

らに南に孔子の故郷︑曲阜のある済寧市と続く︒

2

2
市︑面積のおよそ

市で︑省都済南を含む残りの

10

３分の２は内陸にある︒内陸部分は黄河の堆積平野で土地が肥沃だ︒

るのは青島など

7

（山東省外事弁公室作成の全省地図）
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第１表：山東省全 17 市の指標ランキング（2004 年）
面積

人口
（ｋ㎡）

一人当たり面積

（出所）「中国城市統計年鑑」2005 年版、「山東省統計年鑑」2005 年版

域内総生産

（万人）

一人当たり GDP

（億元）

第一次産業

第二次産業

うち工業

第三次産業

（元）

臨沂

17,184 臨沂

1,015 東営

44.3 青島

2,163.8 濰坊

180.4 青島

1,171.4 青島

1,024.1 青島

830.6 東営

50,155

濰坊

15,859 渮沢

881 濱州

25.6 煙台

1,630.9 煙台

171.2 煙台

924.7 煙台

839.7 済南

757.8 威海

40,677

煙台

13,746 濰坊

851 威海

21.9 済南

1,618.9 青島

161.8 淄博

796.9 淄博

707.9 煙台

535.0 青島

29,808

渮沢

12,239 済寧

802 煙台

21.3 濰坊

1,246.4 済寧

152.6 済南

742.4 東営

645.2 濰坊

382.5 淄博

29,729

青島

10,922 青島

731 日照

18.9 淄博

1,231.0 臨沂

147.0 東営

720.2 濰坊

618.5 済寧

380.7 済南

27,610

済寧

10,685 煙台

647 徳州

18.9 済寧

1,102.2 渮沢

136.0 濰坊

683.5 済南

617.0 淄博

380.0 煙台

25,059

徳州

10,356 済南

590 濰坊

18.6 臨沂

1,012.0 済南

118.7 威海

616.3 威海

568.5 臨沂

333.6 莱蕪

18,042

濱州

9,445 聊城

566 莱蕪

18.1 威海

1,008.8 徳州

118.2 済寧

568.9 済寧

495.3 威海

293.6 濰坊

14,678

聊城

8,715 泰安

550 臨沂

16.9 東営

891.9 聊城

116.3 臨沂

531.4 臨沂

437.4 泰安

252.1 濱州

14,134

済南

8,177 徳州

549 聊城

15.4 泰安

732.1 威海

98.9 泰安

386.1 泰安

322.5 徳州

207.9 日照

13,875

東営

7,923 淄博

415 青島

14.9 徳州

686.9 泰安

93.9 徳州

360.7 徳州

322.0 聊城

141.8 棗庄

13,811

泰安

7,762 濱州

369 淄博

14.3 聊城

572.7 濱州

80.7 聊城

314.6 棗庄

271.6 棗庄

140.0 済寧

13,767

淄博

5,938 棗庄

365 泰安

14.1 濱州

519.5 日照

62.6 棗庄

308.8 聊城

266.9 濱州

138.7 泰安

13,341

威海

5,436 日照

280 渮沢

13.9 棗庄

503.3 棗庄

54.5 濱州

300.0 濱州

258.1 日照

134.1 徳州

12,542

日照

5,310 威海

248 済南

13.9 日照

387.8 淄博

54.1 日照

191.1 日照

158.1 東営

130.9 聊城

10,134

棗庄

4,550 東営

179 済寧

13.3 渮沢

365.0 東営

40.7 渮沢

148.4 莱蕪

127.4 渮沢

80.7 臨沂

9,990

莱蕪

2,246 莱蕪

124 棗庄

12.5 莱蕪

223.9 莱蕪

16.9 莱蕪

141.4 渮沢

123.6 莱蕪

65.5 渮沢

4,160

山東省 156,493 山東省 9,163 山東省

17.1 山東省 15,490.7 山東省 1,778.3 山東省 8,724.5 山東省 7,799.3 山東省 4,987.9 山東省 16,925

山東省の面積は 15.6 万平方キロ、日本の 4 割弱に相当する。17 の
市があり、最も広い臨沂市は 1.7 万平方キロで岩手県より広く、最
も面積の狭い莱蕪市でも東京都と同じくらいだ。人口は 9,163 万
人で、うち 6,000 万人が農業人口。特に内陸部は人口密度が高く、
歴史的に東北地方に多くの移民を出したのはこれに起因する。域内

2

日本との協力で経済構造を改
善したい―張高麗書記

兆元、年間で 兆元に達する見

1

「山東省の GDP は今年上期で

込み。調和のとれた発展をめざ

年、実行ベースで

月は

7

05

す、投資先として有望な地域だ。

～

1

直接投資は

5

110 億ドル、今年

・ ％増。日本の多くの大企業

が投資しており、高い収益を上げ

ている。ハイアールなど山東企業

も対日進出している。アサヒビー

ルとの農業事業は北京で調印の発

表会を行った。

しかし日本との経済協力にはま

15

総生産では青島市をトップに沿海の都市が上位に並ぶ。一人当たり
GDP では勝利油田のある東営市が北京を上回るレベルとなっている
が、省の平均以下は 10 市あり、特に全国でも最低レベルに相当す
る渮沢市等内陸部の経済力引き上げが、今後、調和ある社会建設上
の課題であろう。

張高麗山東省委書記（右）と会談する山岡建夫ＪＵＫＩ会長
山東省のトップ、張高麗書記は福建省出身の 60 歳。60 年代に厦門大学経
済学部に学び、石油工業に従事、80 年代からは広東省で経済政策を担当、
副省長や深圳市書記を経て、01 年に山東省に転任した。済南市の片側４車
線の環状道路やハイテク団地整備は張書記の発案によるという。04 年に日
本を訪問し、小泉純一郎総理と会見、山東半島製造業基地化構想で日中経
済協会と意見交換した。
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万

生産が消費に間に合わない状態

量は 170 万トンだったが、

生産、輸出メーカー。 年の生産

8000 人で、中国最大の中厚板

年創業の製鉄会社。従業員

東省は発展の重要な段階にある
発展の重点は次のとおり。①加工

で、引き続き成長が期待できる。

標だ。消費の伸びは年率 ％と、

が、日本との協力で省の経済構造

だ潜在的余地が大きい。現在、山

を改善したい。例えば農業。山東

年には 1042 万トンと 年で

3

製造業。
「半島都市群」 都市（青

は全国農産物輸出の ％を占める

造業基地発展を加速する。支柱産

東営、日照）
、特に膠東半島の製
業としては電子情報、機械、化学、

島、煙台、威海、済南、淄博、濰坊、

は改造が必要であり、
新しい電子、
食品、紡織、新素材、バイオなど。

が、農業産業化、品質などを日本

新素材、IT は全国に比べ後れ

に学びたい。工業も従来型製造業

ている。
第三次産業も奨励するが、
②サービス業。③インフラ強化。
を投入。エネルギー面では新エネ

鉄道建設に 年間で 800 億元

ここでも日本との協力の可能性は
高い」
ルギー、太陽エネルギー、バイオ

技術の開発研究を重視。⑥環境保

マス、原子力に重点を置く。④省
中西部地域。農業技術、農副産物

護、省エネルギー。日本の企業・

新エネルギー、環境・省エネ
で日本との協力を期待
―韓寓群省長
加工を発展させたい。⑤新技術と

次五カ年計画では

「山東省

「山東の対日農産物輸出高は全

金融界との協力を希望」
国一。日本の新制度の有無に関わ
らず、省の法規でも食品の品質管
理を要求している。これは調和あ
る社会建設の重要な部分でもあ
また、アサヒビールなど日本企

る」
業 社が同省莱陽市で立ち上げた
農業法人「 山東朝日緑源農業高
新技術有限公司」 （注）については、
張書記、韓省長とも明確な支持を

05

倍以上に伸びた。水のリサイク

10

月には新日鐵から導入した

ルや省エネに取り組んでおり、こ
の

CDQ（コークス乾式消火設備）

が稼働予定。省は、産業構造調整

の一環として、隣接する莱蕪市の

莱蕪製鉄（年産 1000 万トン）

と共に山東鋼鉄集団というホール

ディングカンパニーの下に編制す

ることを決定している。

力諾集団（リーノグループ）

年設立の民営化学企業。主力

は、漢方薬・西洋薬、ガラ

ス新素材、太陽光エネルギ

ー製品、塗料などで、グル

ープ傘下にはドイツ・パラ

ディグマ社との合弁（鉱山

機械、ガラス、真空集熱管、

太陽光温水器 ）や、金融、

貿易会社を持ち、全国 省

市区に展開。特に太陽エネ

ルギー関連に強く、国内市

場シェアは、ボロシリケイ

トガラスチューブ ％、太

ガラス ％、耐熱ガラス

％。目下の課題はブランド
構築という。
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5

10

陽真空集熱管 ％、電光源

65

（注）
「山東朝日緑源農業高新技術有限公司」
：アサヒビール、住友化学、伊藤
忠商事による、日本の最先端の農業技術を導入した農業法人。莱陽市に設立。
資本金１５億円。生産から流通・小売りまで一貫管理する。約１００ヘクター
ルの農地で、農薬や化学肥料を極力使わず、風力や太陽光発電を使用して、
酪農や野菜栽培を行う。生産物は北京など都市部に出荷するとされている。

力諾集団（リーノグループ）

16

8

95

10

30

40

表明した。

国の循環経済モデル企業に指
定―済南鋼鉄集団公司
済南市北郊に位置する、1958

70

3

94

5

山東の行政全般を担当す
る韓寓群省長は、江蘇省
出 身 の 63 歳。60 年 代
に南京化工学院を卒業
後、済寧合成洗剤廠に配
属。同廠廠長を経て、済
寧市市長、書記を歴任。
03 年から山東省長に就
任。05 年に訪日し、山
東省の外資導入や観光Ｐ
Ｒに務めた。今回は、主
に山東省の 11 次五カ年
計画について紹介した

して、電子・新素材のほか、海洋
山東省は第11次五カ年計画で引続きＧＤＰ平均10％以上の伸びを目指す

済南鋼鉄の 300 万トン圧延ライン

35

GDP 毎年 ％以上の伸びが目

10 11
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がなく、直接雇用社員の離職率も

口は 550 万人、面積は 7700

業開発区に集中している。ここは

うだ。外資企業は済寧ハイテク産

ることが済寧市の優位性と言えそ

お、賃金レベルは、

歳で月額

本食の入手難などだそうだ。な

環境面で、交通の便や、娯楽、日

リットは主に日本人駐在者の生活

関係が築けることをあげた。デメ

菜の栽培品種は 以上、その栽培

おり、国際機関が認定した有機野

有機・無公害農産物に力を入れて

の鉱産資源のほか、
農業も盛んで、

源としては、石炭、石膏、岩塩等

その景観は一見の価値がある。資

がその南麓に広がる。広々とした

（孔家の住居）
・孔林（孔家の墓地）

にわたり守られてきた孔廟・孔府

栄え、また現在まで 2000 年

との直行便が予定されている。ま

は済寧空港が稼働し、北京、上海

青島港まで 300 キロ。年末に

しては、日照港まで 200 キロ、

済南空港から１時間、泰山の
町ー泰安市

面積は 万ムーに達し、中国最大

の有機農産物基地だという。
また、

中国最大の乳業メーカー蒙牛集団

が操業しており、ここに加盟して

する。工業は自動車、電気、無機

部品関係が強いとのこと。市内に

20
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鄒県発電所（447 万㎾）がある。

省 級 の 開 発 区 で、2000 社 が

1720 元＋福利厚生 250 元、

平方キロ。泰山をバックに市街地

済寧という地名は日本では知名
登記している。主な日系企業は小

ボーナスを含む年収は約 万元と

％未満であり、市・省と良好な

度がないが、実は、孔子、孟子、
松山推建機有限公司、明谷魯杭医

水・電力・石炭と三拍子揃ってい

顔回、荘子ら春秋の思想家の出身
薬有限公司など 社。アクセスと

水・電力・石炭の３大資源で
誘致狙う―済寧市

開いた魯国の都として 800 年

を擁する由緒ある土地柄である。

いる乳牛の飼育頭数は 万頭に達
済南市と済寧市の間に泰安市が

た、北京～上海高速鉄道の駅もで

非金属新材料、ファインケミカル

きるとのことであった。赴任して

ある。名峰泰山を訪れる観光客は

が 大主導産業で、
特に特殊車両・

万平

からは日本人が一番多いそうだ。人

年間のべ 500 万人に上り、海外

孔子一族の墓地、孔林は曲阜の東にある。面積は 2 平方キロで
10 万人が眠っているという。写真は孔子の墓

年半になる小松山推の山下総経

理は、済寧進出のメリットとし

6

微山湖があり水資源が豊富で、石

て、石炭・電力・水が豊富で停電

人口は 800 万、面積は

40

30

3

れ、
さらにアジア最大の石炭火力、

15

のことであった。

地であり、所轄の曲阜は周公旦が

1
曲阜の中心にある孔府（孔子直系の住居）は宮殿を模
した造り

1

方キロ。南に長江以北最大の湖、

17

20

炭埋蔵量は 260 億トンといわ

1

「泉都」済南市も過度の取水で地下水位が低下。趵突泉の
水の噴き出しが戻ったのは３年前
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つの省級開発区があり、うち泰

安ハイテク開発区は従来は泰山の
東南麓にあったが、新たに市街地

り組みは、地
方 の 現 場 で、
確かにこれま
でとは異なっ
た状況を生み
だしているよ
うだ。しかし、
現実には、中
国全体では今
年上半期、エ
ネルギー消費

との間で提携関係を形成し、
農業、

市内で開幕した「山東省第 回緑

代表団が訪問した翌日から済南

の幹部は、ここ数年、国有企業経

事権を握る市国有資産管理委員会

の場でも、済寧市の国有企業の人

識は相当高いようだ。団との交流

の問題が解決すれば、全国の 分

ギーの消費も 分の１だ。山東省

政の 分の１を占めるが、エネル

阪、アパレル）など。区内最大の

属、自動車部品、ギア）
、天龍（大

工業（大阪、ボイラー）
、日精（金

古河ユニコ（特殊車両）
、中外炉

ールを行っていた。開幕式では才

ネ・環境保護の技術・設備のアピ

国、フランス等の外国企業が省エ

組みを展示したほか、日本、韓

企業経営者も、ゴミ焼却発電や汚

た、泰安市の公共事業を担う国有

含む社会への貢献だと話した。ま

営者の考課の最重点は環境保護を

省エネ・環境保護となれば、日本

本に輸出されている。その土地の

する多くの農産物が山東省から日

つきは深く、特に野菜をはじめと

た。山東省と日本との経済的結び

の１の問題が解決できる」と述べ

としても他人事ではない。

た公共事業を展開している様子を
語ってくれた。調和ある社会の取

水処理など環境保護に重点を置い

10
利民副省長が、
「山東省はエコロ

10

10

2

ジー省の道を歩む。今後 年間で
22

5

エネルギー消費を ％減少し、汚

青島の日系企業のブース

は減らないど
ころか逆に
・ ％増加

強調した。中国全体の目標値はエ

色産業国際博覧会」は、省内の企

た。
「山東省は全国の GDP、財

ど巨大な建物が広々とした団地内

業や の市がその環境保護の取り

出 ％減であるから、山東省の意

体的事業の実務的な促進を提案し

省エネ、環境保護、製造業など具

張高麗書記は会見で、日中経協

後の取り組みが注目される。

するのか、今

てこれを達成

的にどうやっ

山東省は具体

し た と い う。

8
ネルギー消費 ％減、汚染物質排

染物質排出を ％減少する。
」と

0

に整然と並んでいる。開発区に入

山 東 省 の 問 題 が 解 決 す れ ば、
全国の 分の１の問題が解決

第二回山東省緑色産業国際博覧会の開幕式には欧米、ロシア、韓国も出席

居している日系企業は 社あり、

年前に設立され、泰山医学院な

の南に新区が増設された。ここは

16

20

東岳・泰山（1,545 メートル）は五岳の筆頭。歴代の皇帝は天に通じる山
として封禅の儀式を行い、道教・仏教の信仰の山でもあった。こうした伝統
は「泰山文化」と呼ばれている

10

17

企業は泰山玻璃繊維という内資の

8

グラスファイバーメーカーとのこ
とであった。
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スピードで進むことになる。現在の

馮昭奎

ンフラ整備に余裕を生むという〝好

〝住宅ブーム〟は 2010 年代まで

中国社会科学院研究員

環境〟をもたらす。特に最近では中

億平米。その後 2020 年ま

で毎年 億平米の住宅建設が進むと

は

続き、今後 年間で新規の住宅需要

2020 年まで
あらゆる分野で発展

いる。

西部にまでインフラ整備が拡大して

愛知大学客員教授

〝世界の工場〟
中国はどこまで発展するか？
その展望と近未来予測
億の人口を抱える中国は改革

開放以来 年もの長い間、年率平均
・ ％の高い経済成長を維持する

ことができた。史上空前の出来事で
このような成長を誰も予想できな
かった。
この高成長の背景に、中国の産
業や社会の構造の大変化がある。そ

予測される。

教育レベルも向上し、高校教育を

受けた人口も急速に増加、 年の大

学進学率は ％に達した。教育水準

03
と、とりわけ鉄鋼の生産量の躍進が

億人に達し

の進展が急速に進んだ。農村から

の直接投資を引きつける大きな魅力

の高い豊富な労働力供給は外国企業

は「世界の建築現場」といわれるよ

の半分で中国の鉄鋼が使われ、中国

以上を中国が占める。世界の建築物

という。ちなみに、西側先進国全体

に中国の農村余剰労働力は 億人超

に移動すると予測されている。さら

1200 万人以上の農村人口が都市

人 に 達 し た。 ち な み に 日 本 は

携帯ユーザーは

ザー（網民）は 億 2000 万人、

情報化の流れも進み、ネットユー

話、テレビ、有線テレビなど、この

分野で中国は最大の消費国、最大の

一方、 年の WTO 加盟実現で

村人口が都市に流入することになり、

国民収入の向上に伴い住宅、乗

中国は半開放社会から市場、社会、

生産国、最大の輸出国となった。

用車、通信、旅行、都市インフラ、

社会全体が活力にあふれるだろう。
インフラ整備が投資環境の改善を

経済で全面開放社会へと移行しつつ

年先には 万キロに達するだろう。

1

4

サービスやその他の文化経済も早い

米国でさえせいぜい 万キロ弱だ。

4

5

4
促し、外資の導入を呼び、さらにイ

9

億 5000 万
うになった。もう一つは中国国内の

3

8800 万人。携帯のほか固定電

40

の労働人口は、 億人未満である。

30
インフラ整備である。高速道路は現

25

中国では 2020 年には 億人の農
4

8

6

在 ・ 万キロが開通。これから毎

となっている。

都市に移った人口は

年間に都市化

5

19
あげられる。今や鉄鋼生産量は日本

中国ではこの

5

た。今後 〜 年間、引き続き毎年

の一つは重工業の比重が高まったこ

28

と米国を抜き、世界の生産量の ％

26

7

27

13
9
3

年 5000 キロ建設されると、

中国経済発展のシンボル：上海浦東

01

22
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ある。海外旅行に出かける人の数も
増え、一昨年は 2800 万人、年

低賃金のためにユニクロ
の 1000 円 の T シ ャ
ツで中国企業が受け取る
19,270 元

13,985 元

サービス業の GDP 比率

43.3%

40.3%

サービス業の就業者比率

35.3%

31.3%

1.3%

GDP 単位当たりエネルギー消費量

20%削減

-

工業生産単位当たり水使用量

＊

30%削減

-

0.45

55.8%

10％削減

未達成

47%

43%

都市部住民可処分所得伸び率

5%

9.6%

農村住民純収入伸び率

5%

5.3%

る。これが「世界の工場」の実態だ。

る。つまり中国の輸出が増えれば増

大部分を日本からの輸入に頼ってい

デバイスと原材料および製造機械の

た。しかしこれらの耐久性消費材は

ちの 7200 万台が中国製であっ

台のテレビが販売されたが、そのう

として、石油などエネルギー消費も

大量に商品を生産し輸出する代償

製品の大部分は生産額が高くない。

れることに象徴されるように、中国

しくは、億枚）といった単位で表さ

あれば「枚」ではなく「梱包」
（も

しかも、単価が安いため、衣類で

漠や荒れ地となっている。また、
水、

している。国土面積の半分近くが砂

ている土地が 3000 万平米に達

面積は ％も減少し、毎年砂漠化し

その一方、この 年間で中国の森林

な経済発展を遂げてきたわけだが、

奇跡の発展の裏側にある
問題と課題

えるほど日本からの輸入が増えるこ

増加し、その結果として自国の環境

大気、土壌などの汚染問題は増々深

膨大な人口を抱え、その上で急速

とになる。中国は世界に安価な商品

を破壊することになる。そのために

9年

8.5 年

2010 年人口

＊

13.6 億人

13.08 億人

耕地保有量

＊

1.2 億 ha

1.22 億 ha

森林被覆率

＊

20%

18.2%

都市部基本年金保険加入数

＊

2.23 億人

1.74 億人

新型農村医療制度加入率

＊

80%

23.5%

％、しかも 600 余の都市のう

また中国の都市の汚水処理率は

は看過できない。

もたらし、人民の健康を脅かす現状

と生態系の破壊は巨大な経済損失を

う提案したい。今のような環境汚染

体で「森林建設兵団」を組織するよ

土の実質的縮小」と戦うため軍民一

いう主権意識の強い中国として、「国

いえども手放す訳にはいかない）と

国民平均教育年数

％ で増え続けると 2010

4,500 万人

平均

フランスのある新聞は

4.2%

10

＊

利 益 は 100 円 に 過 ぎ

中国の成長の「 奇跡 」は同時に
「メード・イン・チャイナ」

農業労働力移転 (5 年間累計 )

23

都市化率

年には 5600 万人が海外旅行に

全世界に大きな影響を与え世界の
について「全世界で生産

4,500 万人

にも多いことに中国人は悩んでい

0.5

60%

農業かんがい用水有効利用係数

ない。

経済や貿易の成長に貢献してい
された靴 1300 億足の

2.0%

＊

研究開発費対 GDP 比率

出かけると予測される。

年の中国輸入総額は

〜
うち中国製は 億足（そ
の中から 億足が輸出）
、
全世界で造られるおも
ちゃは 個のうち 個が
中国の深圳で生産、クリ
スマスツリーは 本のう
売り出したスキーウエア

うち 枚が中国製、さらにアスピリ
ンやビタミン C、タバコ、タング
ステンまでが中国製‥‥」と報道し

都市雇用者数 (5 年間新規増 )

を提供しているが、中国が受け取る

た。

5%
都市部登録失業率

9.5%
1 人当たり GDP (2000 年の 2 倍 )

績
実
標
目
目

7.5%
経済成長率 (GDP 年平均成長率 )

刻化している。
「寸土必争」
（寸土と

億 3300 万

3

支払った有形、無形の犠牲があまり

年、世界で

5

利益は低い。中国人の労働者たちの

る。

6

2

主要汚染物質排出総量

る。
年の

兆 1700 億ドル、 〜

輸入累計は 兆ドルと予測され、こ
のうち 割以上がアジアからの輸入
になると見込まれる。中国は「世界
貿易成長の新しいエンジン」といえ
よう。

ち 本が中国製、欧州で

チャイナ」の洪水で世界があふれて
の半分、テレビの 分の 、洗濯機

は 着のうち 着、子供服の 枚の

表１：第 11 次 5 カ年計画 (2006 ～ 10 年 ) の主要発展目標

いる。近年、中国は世界のエアコン

一方、輸出では、
「メード・イン・

3

10

の 分の 、携帯電話の 分の 、

1

項

70

10

06

1

3

3

1

デジタルカメラの半分を生産してい

1

ち 200 余の都市は汚水処理率が

ゼロに近い。

環境問題のほか、中国では都市部

と農村部での地域格差の問題や経済

成長と社会発展のアンバランスも問

（注）目標欄の ＊印は拘束性目標数値、印なしは所期性目標数値。
（出所）温家宝総理 ｢11･5 計画｣ 要綱案報告より
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40

4

05
4

10･5 計画
11･5 計画 (2006 ～ 10 年 )

23
01
6

04

工業固形廃棄物総合利用率

45

8

2
4
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省エネと環境にやさしい車の普及が急がれる
（北京モーターショー）

省エネの余地もまだ十分に存在して

本を示すことになろう。逆に失敗す

「世界の工場」と騒がれる中国だ

が成功すれば、全世界に輝かしい手

ればすべての人々がその代価を払う

が、製品の研究開発や生産から流通

と仮定すると、中国の年間石油消費

成長をもたらしたのは、最も安くて

のひとつである。日本の奇跡的経済

働力を集約して使う加工、アセンブ

存している。現在の中国の強みは労

は「経済の成長速度に比べ社会発展

②脱「伝統的工業化」では資源多

る。中国が単独で「世界の工場」に

設備では ％以上が輸入に頼ってい

を持つ国では、西欧型の伝統的工業

ン教授は「中国のような膨大な人口

米国のワールドウォッチのブラウ

国際環境を形成するためにも重要な

を避ける必要がある。平和と発展の

動し、海外依存という受動的な側面

達に関し、中国はもっと主体的に行

また、国家戦略上、エネルギー調

立すれば、中国の持続的発展はあり

なグローバル化の流れに逆らって孤

存関係あることだ。もし、このよう

の発展とは切っても切れない相互依

は日本を含む東アジア地域の工業化

中国の今後の工業化の発展のために

とは異なったまったく新しい工業化

得ない。
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考え方を私は提案したい。即ち、①
脱「米国化」②脱「伝統的工業化」

ことになるだろう」
と指摘している。

販売までを自力で培った日本と比べ

いる。

③脱「石油文明化」である。

このことは同時に、優れた技術と人

脱「米国化」とは、 年前に人民
日報の丁剛記者が書いた記事が国内

て、中国は生産の全過程の「川上」

界市場で流通販売）でかなりの部分

（新製品の研究開発）と「川下」
（世

的資源を持つ日本と中国との協力関

テーマになることを表している。

係の構築が 世紀の日中間の最大の

に大きな反響を呼んだものだ。現在
中国での一人当たりの石油消費量は
米国（ トン）の 分の 。 年後

量は 億〜 億トンと計算される。

質の良い石油の輸入に頼ったことに

リなど「川中」部分に集中しており、

を外資企業に依存している。外資の

中国が米国をモデルとした車社会に

ある。しかしそういう時代は終わり

ハイテク設備と技術の輸入依存度は

③脱「石油文明化」も大きな課題

なるわけではないが、これでは全世

に近づいている。これからは「石油

全体で

の中国の人口が 億〜 億人になる

界の石油をすべて中国に回しても足

の源を開拓する」より「非石油の源

ファイバー製造設備では 100％、

〜

また、同年、胡錦涛主席は「科学

消費、環境負荷大というこれまでの

ドルの投資が必要と見込んでいる。

なったとはいえ、実際には「世界の

が相対的にマッチしていない」とい

％は日本などの東アジア諸国に依

りない。これから先、省エネと環境

を開拓する」
ことを重点にすること、

通信と半導体技術特許では

％ に達している。特に光

にやさしい車の普及が中国では急が

つまり脱「石油文明化」が現実的な

発展観」を提起し、発展の意味や方

工業化の発展パターンと自然が耐え

石炭の大規模液化、再生可能エネル

生産作業場」
という方が実態に近い。

れよう。

向性について人々に再び考え直させ

得る能力との矛盾の根源となってい

ギーの開発、太陽熱利用など石油依

こうした状況からいえることは、

％、石油化学工業設備や大型機械

た。都市と農村の発展、地域間の発

る。人類社会の発展と自然環境の矛

存を減らす方法はいくらでもあるは

道ではないかと思う。中国は向こう

展、経済と社会の発展、人間と自然

盾が激しくなり、異常気象、生態災

年間で省エネのため 3000 億

の調和のとれた発展、国内発展と対

ずだ。

70

ことだ。中国のエネルギー自給率は

1

う提案であった。

90
の道を開拓しなくてはならない。こ

％で、 年輸入した原油は日本の

分の 、
米国の 分の に過ぎず、
5

のような環境の上で持続可能な経済
の発展モデルを創造することに中国

05

1

中国が発展して行くため
の諸条件
「科学発展観」に関連する三つの

5

2 94

「発展のひずみ」を是正しようとい

害、悪性伝染病発生など問題は深刻

70

外発展の五つを統一して計画立案す

45

になるばかりだ。

う「跛行論」を指摘した。

題になっている。 年に温家宝総理

4

21

3

1

15

25

14

3

42

る必要があることを強調し、中国の

60

80

03
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上海事務所発

外国企業による上海の投資環境評価
2006 年上海市外商投資環境白書などの各種調査より

月

日﹆﹁2006 年 上

海市外商投資環境白書﹂が発
行 さ れ た。 こ の 白 書 は 上 海 市
対外経済貿易委員会と上海外
国投資工作委員会による初の
包括的な上海市の投資環境紹
介 で あ る。 ま た 最 近 で は﹆ 米
中貿易全国委員会や中国欧盟
商会も会員へのアンケート調
査結果を盛り込んだ提案書を
作 成 し た。 こ れ ら の 各 種 調 査
か ら﹆ 外 国 企 業 が 中 国﹆ 上 海

主要なアンケート結果
（回答上位を列記）

●上海における WTO 加盟時の公約履

行に対する総体的評価：

① ～ 点‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

① ～ 点‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

●上海外商投資環境の全体的評価：

② ～ 100 点 ‥‥‥‥‥‥ ・ ％

17 47
8 4

部および第 部は上海市対外経済

﹁上海市外商投資環境白書﹂の第

②蘇州‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ ・ ％

①上海‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

●投資先で最も理想的な都市：

② ～ 点‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

19 52
2 6

解説・データを記述している。ここ

会による上海市の投資環境に関する

貿易委員会と上海外国投資工作委員

③大規模拡大‥‥‥‥‥‥‥

②現状維持‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

①小規模拡大‥‥‥‥‥‥‥

●今後 年内の投資規模拡大の有無：

・ ％

では第 部﹁外資がみる上海の投資

6 89
6 7

しくみてみよう。調査対象について

ト結果がまとめられているので、詳

環境﹂に外商投資企業へのアンケー

②労働者の素質‥‥‥‥‥‥

①インフラ施設‥‥‥‥‥‥

要素（複数回答）
：

●上海での投資環境で国際競争力を持つ

・ ％

は、外資系企業 800 社に対して

①既に設立済‥‥‥‥‥‥‥

・ ％

・ ％

・ ％

②今後検討‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

めた。近年の収益状況として、
﹁比

にもたらすプラス影響：

・ ％

・ ％

●上海での現代サービス業の発展が企業

②基本的に期待‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

①かなり期待‥‥‥‥‥‥‥

●上海の投資環境が大幅に改善されるこ

別では製造業が ・ ％、規模別で

●上海での地域本部の設置計画：

③産業基盤‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

・ ％

21 24 51
6 9 2

②普通‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

①比較的大きい‥‥‥‥‥‥

5

の投資環境をどのように評価

89

79 89

3

は従業員数 100 ～ 500 人の企

31

とへの期待：

69 8

較的良好﹂が ・ ％を占める結果
4

し﹆ 何 を 問 題 と し て い る か が

90 80

70 80

アンケートを送付し、有効回答数は

7

④政府作業効率‥‥‥‥‥‥

は日系企業 ・ ％、米国系 ・

20

た、経営期間別では ～ 年が ・
10

％、 ～ 年が ・ ％を占め、
25

形態別では独資企業が ・ ％を占

15

48

25 55
8 4

32 49
9 3

6

業が ・ ％をそれぞれ占めた。ま

4

％と カ国で約半数を占めた。業種

9

70

45 46 56 69
1 5 8 5

27 37
7 1

24

4

7

浮き彫りになってくる。

「上海市外商投資環境白書」の
外商投資企業への
アンケート結果
2

213 社であった。内訳は国別で

3

2

47

11

となっている。
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上海事務所発

3

福建
成都市

4

広東

恵州大亜湾開発区
5

遼寧

大連市

5

湖南

長沙市

5

浙江

寧波大大榭開発区
武漢開発区

1

江蘇

蘇州工業園区
南昌市

2

上海

金橋輸出加工区
ｱﾓｲ海滄開発区

6

遼寧

瀋陽市

6

江蘇

徐州市

6

湖北
北京

北京市

7

江西

九江市

7

甘粛

蘭州開発区
8

山東

煙台市

8

浙江

金華市

8

広東

南沙開発区
天津

天津市

9

陝西

西安市

9

山東

青島開発区
広東

東莞市

10

河北

唐山市

10

江蘇

南通開発区
11

江蘇

無錫市

11

安徽

合肥市

11

北京

北京開発区

商投資企業は上海の投資環境を全般
的に高く評価しているといえる。ア
、上
注１

ンケートを配布した外商投資企業数
が 800 社と極めて少なく

海で地域本部を既に設立している企
業が ・ ％であることを勘案する
と、主に投資規模が比較的大きく、
収益状況が比較的良好で、経営期間

山東

威海市

12

河南

鄭州市

12

江蘇

南京開発区
広東

広州市

13

湖南

郴州市

13

浙江

寧波開発区

14

浙江

寧波市

14

内蒙古

14

山西

太原開発区

広東

肇慶市

15

江西

上饒市

15

山東

威海開発区

16

海南

三亜市

16

河南

洛陽市

16

寧夏

銀川開発区

17

広東

恵州市

17

河南

駐馬店市

17

天津

天津開発区

広東

珠海市

18

安徽

阜陽市

18

海南

海南洋浦開発区

19

江蘇

揚州市

19

吉林

松原市

19

江蘇

昆山開発区

20

湖北

武漢市

20

黒竜江

20

遼寧

大連開発区
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金橋輸出加工区が第 位に入ってい

る。こうした結果からも、外資企業

が上海の投資環境を高く評価してい

る（表 ）のは間違いないことが分

かる。

このアンケートでの﹁投資価値

を最も有する都市﹂の上位はすべて

沿海部に位置し、外資導入が進むと

共に既に産業集積がみられる地域ば

かりである。同時に、上海投資環境

の最大の課題として、まずビジネス

コストの高騰が挙げられたように、

これら地域では土地代や人件費など

ビジネスコストの高騰が重大な問題

となりつつある。ビジネスコストの

高騰にもかかわらず、外資を惹きつ

ける魅力をいかに持ち続けるかが、

上海を始めこれら沿海都市の今後の

次に外国機関による外商投資企

課題だ。

投資価値を最も有する都市について

業の対中投資環境についての評価を

２位が上海市で、開発区については

みてみよう。

の調査﹂では、第 位が蘇州市、第

﹁2006 多国籍企業による中国で

月末に公表された社会科学院による

別の調査結果をみてみよう。今年

画自賛的な側面も否めない。
そこで、

高く、白書では上海市当局による自

市については上海の評価が圧倒的に

一方、投資先で最も理想的な都

いえるだろう。

境をある程度は正確に表していると

9

10

アンケート結果からみると、外

南通市
江西

●上海の投資環境が国際競争力で直面す

揚州市
四川

7

る最大の課題（複数回答）
：

江蘇

江蘇
2

がある一定期間以上の企業を対象と

1

①ビジネスコストが高い‥‥‥ ・ ％
②法律規定が不完全‥‥‥‥‥ ・ ％
③政策の透明度が低い‥‥‥‥ ・ ％
●浦東改革テスト政策が上海の投資環境

3

4

1

してアンケートを実施したものと予

18

黒川市

にもたらすインパクト：

青島市

深圳市

蘇州市

上海市

想されるが、それでも上海の投資環

12

13

ﾌﾌﾎﾄ市

①一定程度‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％
②相当大‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

・ ％

・ ％

●外資が最も希望する上海でのサービス
業投資分野：
①仕入販売業‥‥‥‥‥‥‥
②物流運輸業‥‥‥‥‥‥‥

・ ％

・ ％

・ ％

・ ％

●中国企業買収による投資拡大計画の有
無：
①当面考えない‥‥‥‥‥‥
②近い将来買収の可能性有り‥
●仕入販売権申請に対する見方：
①上海の現状が良く分からない
②許認可面で改善の余地有り‥

●上海の知的財産権保護に対する評価：
①若干改善‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

②比較的大きく改善‥‥‥‥‥ ・ ％

・ ％

・ ％

●上海の電力供給不足問題に対する見
方：
①少し影響あり‥‥‥‥‥‥
②相当影響あり‥‥‥‥‥‥

●上海の生活面で最も関心の高い問題
（複数回答）
：
①交通状況‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

②医療条件‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

③住居環境‥‥‥‥‥‥‥‥ ・ ％

山東

広東

江蘇

上海

2

外資を惹きつける鍵
・
欧米機関による
アンケート結果

3

4
1

2

1

( 出所 )： 新華網「跨国公司最具投资价值排行揭晓 苏州第 1 北京第 7」より作成
URL:http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-08/31/content_5031673.ht

8

投資価値を最も
有する都市

37

15

1

開発区総合吸引力
20 強
投資潜在力を最も
有する都市

表1

41 43 54
3 2 5

31 42
9 3

21 32
2 4
17 56
4 3
17 46
3 9
26 57
8 7
28 31
2 5
46 53 74
5 1 2
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米中貿易全国委員会〔
US - China あるいは対中投資の深化に伴って日

％

①中国市場向け製品の中国生産 ‥‥ ％

②本国の顧客からの要請 ‥‥‥‥ ％

③透明性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●市場参入の目的：

③地域拠点の設立や拡張 ‥‥‥‥ ％

局は中国の他の都市に比べ外資のビ

● 年の利益（前年比）
：

②第１位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

② ～ ％‥‥‥‥‥‥‥‥‥

％

④ ～

③マイナス‥‥‥‥‥‥‥‥‥

府による規制や政策の透明性の欠

環境への不満として、人材確保、政

ていないとみている。その他、投資

の知財保護の取り組みが効果を上げ

け、改善していく努力が不可欠とい

れらの問題意識に対し真摯に耳を傾

には、上海当局が外資企業の持つこ

が、今後もさらに外資を惹きつける

公平な対応をするものと評価できる

①人材確保‥‥‥‥‥ 前年比悪化 ％

●中国投資環境の 大懸念事項：

④駐在員事務所等‥‥‥‥‥‥‥ ％

③減少‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

②横ばい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

①増加‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

％

％

％

④少額の損失‥‥‥‥‥‥‥‥

③損益ゼロ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

②利益計上‥‥‥‥‥‥‥‥‥

①高収益‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

● 年の予想損益：

如、許認可事項等が上位に入った。
えよう。

％

％

％

％

注３

米中貿易全国委員会による会員企業アン

④市場・過当競争‥‥ 同変化なし ％

③知的財産‥‥‥‥‥ 同変化なし ％

②許認可事項‥‥‥‥ 同変化なし ％

④許認可事項

③人材の確保

②知的財産保護

①政府による規制および政策の透明性欠如

％

1000 元高いとのデータ

ケートの主要結果

もあ

注２

給は他学科の学生より 500 元～
るなど、上海地域の日本語人材に対

④輸出入許可、割当

注４

古谷純子）

（日中経済協会 上海事務所 所長代理

⑤税関手続き

⑤政策の透明性欠如‥‥ 同変化なし ％

見通し：

％

％

●中国における WTO 加盟時の公約履

●中国投資環境の懸念事項：

日本語学科の卒業生が希望する初任

％

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ％

％

％

①市場アクセス等‥‥‥‥‥‥‥ ％

● 年の純利益率：

も評価が分かれた項目は知的財産保

ジネスマインドをよく理解し、
迅速・

％

②アジア向け輸出拠点‥‥‥‥‥

① ％以上‥‥‥‥‥‥‥‥‥

●自社における中国の重要性：

③米国向け輸出拠点‥‥‥‥‥‥ ％

性を高めるなど地方政府が自助努力

①上位 カ国・地域以内‥‥‥‥

いては、曖昧な裁量権を正し、透明

14 15 30

する逼迫感は顕著であるが、
対上海、

①普通‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

①やや楽観的‥‥‥‥‥‥‥‥

％

②良‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ％

②楽観的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

③不良‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

● WTO のコミットメント実現効果が
顕著な分野：

の主要結果

①効果的でない‥‥‥‥‥‥‥‥ ％

る評価：

①貿易・流通‥‥‥‥‥‥‥‥

％

● WTO のコミットメント実現失敗が

②全く効果的でない‥‥‥‥‥‥ ％

③効果的である‥‥‥‥‥‥‥‥ ％

顕著な分野：
①知的財産‥‥‥‥‥‥‥‥‥

●中国市場参入の第一義的目的：

％

13 14 52

③関税撤廃‥‥‥‥‥‥‥‥‥

●現在の知財法律法規と執行状況に対す

中国欧盟商会による会員企業アンケート

％

5
②市場へのアクセス‥‥‥‥‥‥ ％

％

46 51

●中国における 年後の自社ビジネスの

58 52 57 57 44

23 23 29 26

（以下 USCBC
本語以外でも人材確保の問題は大き
Business Council
と略）
〕
と中国欧盟商会
な懸念材料となっている。また、政
(EU
Chamber)
が今年、会員企業に対し実施した調
策の透明性の欠如や許認可事項につ
査結果の一部をまとめたものであ
る。
で改善可能な問題である。上海市当

護分野であり、欧米企業は中国政府

5

10

前項のアンケート結果と比べ、最

12

18 22 57

25 62

10 7 22 55

5

0 10 05

06 5

注１ 2005 年末時点で上海に進出して
いる日系企業数は 5060 社。
注２ 松村扶美「人事：中国人大学新卒
の就職状況について」
『BTMU 中国月報』
第 2 号 (2006 年 3 月 )
注３ The US-China Business
Council HP “US Companies Gain in
China, Still Face Hurdles”
(URL:http://www.uschina.org/public/
documents/2006/08/memberpriorities-survey.pdf)
注４「European Business in China
Position Paper 2006/2007」P10 ～
P16

5 38 44
16 21 25
14 31
②金融サービス‥‥‥‥‥‥‥‥ ％
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6 10 66 17

05

行の総体的評価：

華東開発区標準工場
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元 UFJ 銀行 上海支店
支店長 竹内 健

と緩和
が引き続き義務付けられています。このほか、資本金口座は法人所在

したが、06 年 5 月には、保有限度額は「企業の前年度経常項目の外

地と同一の省、直轄市での口座開設が義務付けられ、これは資本金資

貨収入額の 80%と外貨支出額の 50%の合計額」まで引き上げられ

金入金後の当局によるトレースを目的としているようです。
②貿易決済への規制

（それまでは前年外貨収入額の 50 〜 80%）
、前年度に外貨収入実績
のない企業も US $500 千にまで引き上げられました（ それまでは

また、貿易決済資金でも、05 年 6 月の規定で、輸出前受け金や仲

US $200 千）
。また以前は限度額超過猶予期間が 90 日で、銀行が

介貿易決済資金の入金や人民元への両替に関し、1 件 US $200 千

これを管理する必要がありましたが、今回猶予期限に関する規定がな

以上の場合は銀行が書面で取引の真実性を確認し、人民元への両替も

くなるとともに、当局が直接銀行と結んだ「外貨口座管理システム」

書面で確認後直接支払先に送金することとなり、真実性を確認できな

で管理し、銀行が管理する必要がなくなりました。これらの措置によ

い場合は、受取人口座に入金せず、｢決済待ち資金口座｣ に一度入金

り、企業の外貨決済口座の残高規制は形式的な規定のみ残り、実質的

することとなっています。これは輸出前受け金が税関での輸出手続き

には撤廃されたと考えられます。

をしていない資金のため、これを利用して投機資金の流入が可能と考

②対外送金の規制緩和

え、これを規制したものと思われる。
次に、外貨の流入ではありませんが、対外支払いを遅らせる動き

また、経常項目のうちサービス項目の送金についても手続きが簡素
化されました。US $50 千以下の送金は契約書とインボイスのみの

への規制強化として、05 年 3 月と 12 月に輸入決済の延払いに関し

銀行への提出で送金が可能となり（ 従来は税務エビデンスも必要）
、

規制が強化され、3 月には 1 件 US $500 千以上かつ通関後 90 日

US $100 千以下の送金は契約書、インボイス、税務エビデンスの銀

を越えるものは通関後 60 日以内に「延払い登記」を義務付け、また

行への提出で送金可能になりました（ 従来は US $50 千まで）
。

12 月には 1 件 US $200 千以上で支払期限が 180 日以上の取引は

③中国の対外投資への規制緩和

通関後 15 日以内に ｢延払い外債登記｣ を義務付け、これら登記をし

これら以外に、直接日系企業には関係ありませんが、今年の 4 月

ていない資金の対外支払いができなくなりました。これは輸入決済を

から 6 月にかけ、中国企業の対外投資を促進する規定や、中国の機

遅らせ、人民元切り上げを待つことを許さず、対外支払い資金は早く

関投資家の海外での証券投資を認める措置 (「QDII」) や中国人個人

支払いを実行させようとするものと思われます。

の外貨購入限度額を年間 2 万ドルまで引き上げるなどの外貨流出促

③

外貨資金の海外への流出および人民元から外
貨への両替は規制緩和

進（規制緩和）策が発表されています。
外貨管理局の 06 年 8 月 10 日の報告では、上記の外貨決済口座
の規制緩和により、06 年 6 月末の企業の経常外貨口座残高が 05 年

上記とは逆に、06 年 5 月から一連の人民元切り上げ圧力を減少す

末比 27%増加し、中国人個人の外貨購入額も今年 5 〜 7 月には前年

るため、海外への外貨の流出や人民元から外貨への両替を増加させる

同期比 1.4 〜 2.6 倍に増加。今年上半期の中国の対外投資は件数で

取引や外貨から人民元への両替を減少させる取引に対しては規制緩和

28.3%、金額で 76.3%増加。また 7 月までに中国主要銀行と主要外

を実施しています。

銀 6 行に海外証券投資のための 88 億ドルの取り扱い限度額を認め、

①外貨決済口座の規制緩和

地場保険会社 5 社に海外証券市場への投資を批准しているとのこと

まず、企業の経常資金（貿易決済資金等）を扱う外貨決済口座の開
設手続きが簡単になっています。これまでは外貨決済口座の開設、変
更、閉鎖は外貨管理局での事前審査が必要でしたが、外貨管理局での
事前審査が不要となり、銀行での手続きのみとなりました。ただし新
規設立企業のみ口座開設時に外貨管理局で営業許可証と企業コード証

です。

④

最後に

昨年 7 月の人民元切り上げ以降、人民元の対ドルレートは徐々に

による企業の基本情報の登記が必要です。またこれにより、従来の一

切り上がり、今年 7 月には 1 ドル 8 元を超え、さらに切り上げされ

社一外貨決済口座の原則がなくなり、複数口座の開設が容易となって

る傾向にあります。中国当局は急激な切り上げは避ける一方、段階的

います。

な実質切り上げは許容していくものと思われます。このような人民元

次に、外貨から人民元への両替を減少させる措置として、これまで

のレートの急激な変更を避けるため、種々の規制の強化緩和措置を実

も段階的に実施されてきた企業の経常資金の外貨保有限度額がさらに

行しており、今後のこれらの効果を確認していく必要があります。進

引き上げられました。これは従来から、企業の保有外貨限度額を設定

出企業にとっては昨年の親会社保証の登記のような混乱はひとまず収

しているため輸出の増加に伴い自動的に人民元への両替圧力が増加

まり、最近の変更も規制緩和の内容が多く、あまり混乱要因となって

し、外貨準備高の急増と人民元切り上げ圧力の増加をもたらしてきた

はいませんが、引き続き人民元の動向と外貨管理の動きについては注

ため、過去において何度か保有限度額の引き上げが実施されてきま

視していく必要があります。
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最近の外貨管理規制の動向

人民元為替レートの安定を目的とした規制強化
この 1 年、中国の外貨管理規制は引き続きめまぐるしく変化しています。中国進出企業
にとって重要な資金調達に対する親会社保証についての規定が二転三転しましたが、
どのようになりましたか。また、最近の制度変更では規制緩和と規制強化の両面の内
容がありますが、その外貨管理政策の背景や考え方は？
ご質問の通り、この 1 年の中国の外貨管理規制はめまぐるしく変化しています。特に現地法人の資金調達に

対する親会社保証関連規定は二転三転し、最終昨年 12 月の新規定で落ち着きました。また、昨年 7 月の人

民元レートの実質切り上げ以降、外貨資金の流出入や人民元との両替に関してはいくつかの新しい規定が出
されています。これらの最近の動きについては、中国の外貨管理当局の人民元レートの安定 ( 急激な再切り

上げを避ける ) を優先するという目的が明確に出ており、人民元切り上げ圧力となる動きに対しては規制を
厳しくし、逆に切り上げ圧力を減少する動きに対しては規制を緩和しています。このような背景と当局の意
図を理解すれば二転三転する外貨管理の動きも比較的理解しやすいと思います。今回は、中国進出企業にとっ

て大きな影響のある資金調達に対する親会社保証に関する規制の現状につき簡単に解説し、規制強化と緩和
措置については人民元レートの安定目的という観点から解説したいと思います。（ なお、本ジャーナル 05
年 11 月号にそれまでの動きを解説していますのであわせて参照ください）

①

中国進出企業の資金調達に関する規制の変遷
と現状

中国進出企業の資金調達
手段と各外貨管理手続き

親会社借入

昨年 3 月から 5 月にかけ、中国進出企業が中国内の金融機関から

海外からの
直接投資

からの債務保証に対し、｢偶発債務登記｣ が必要になるとともに、
「外
内 (「投注差」) 運用が義務付けられました。しかし、その後の銀行

中国内での
外貨調達

保証履行時に債務者が「外債登記」をする必要があり、この際、｢投
すが、
「投注差｣ を越える場合は、保証履行資金での人民元への両替

海外からの保証付き
外銀支店／地場銀行
からの借入

人民元調達

きません。したがって、｢投注差｣ を越える親会社保証をし、万が一
現地法人が債務不履行となった場合は、親会社が保証履行をしただけ
では自動的に親会社の肩代わりが完結せず、銀行との債権債務関係を
きれいにするためには増資し、増資資金で銀行債務を返済、その後現

②

借入実行時：銀行が登記
保証履行時：
「外債登記」

「外債登記」不要

▲

海外からの保証なし
外銀支店／地場銀行
からの借入

ができず、｢投注差｣ を越える部分の保証債権の保証人への譲渡もで

「外債登記」不要

▲

注差｣ 内であれば保証履行資金での返済や人民元への両替が可能で

海外からの保証なし
外銀支店／地場銀行
からの借入

借入実行時：銀行が登記
保証履行時：
「外債登記」

▲

行時には保証金額がたとえ ｢投注差｣ を越えていても制限を受けず、

海外からの保証付き
外銀支店／地場銀行
からの借入

▲

や進出企業の反対などもあり、昨年 12 月 1 日より海外からの保証
証履行時に「外債登記」をすることとなりました。つまり、貸出実

直接対外借入（
「外債」
）
→借入実行時：
「外債登記」

ファイナンスリース

外貨資金調達

付の中国内外貨および人民元借入については、借入実行時ではなく保

海外金融機関
からの借入

▲

調達する外貨及び人民元借入に対する海外の親会社や海外の金融機関
債」( 海外からの借入資金 ) と合算で、総投資額と登録資本金の差額

（出資）

海外からの外貨流入および外貨の人民元への
両替は規制強化

上記の海外からの保証履行に関する規定も、海外からの資金流入に

地法人を清算するか新たな資金で事業再建する等の方法をとらなけれ

対する規制強化の一環といえますが、昨年 7 月の人民元切り上げ以

ばなりません。

降も、海外から外貨資金の流入および外貨から人民元への両替に対し

なお、
「外債」と「投注差」の関係は以下のとおりとなっています。

ては規制を強化しています。
①資本金口座への規制

（中長期外債累計＋短期外債残高＋海外からの保証履行額）
≦ ( 総投資額 - 登録資本金 )= ｢投注差｣

たとえば、外資系企業設立時の資本金口座については、05 年 12
月の通達で 1 件 US $200 千超の人民元への両替は、資金使途説明
資料の提出と、両替資金の第 2 営業日以内での受取人への直接送金
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2006年8〜9月の法令から

一 全人代レベル

2007 年 月 日施行）

旧法である「企業破産法（試行）
」

規範性文書の届出審査、質問（原文は

「詢問」
）及び質疑（原文は「質詢」
）
、

特定問題調査、免職案の審議及び決定

等について具体的な規定を設けた。

土地の調整管理を強化する関
連問題についての通知

局、国家工商行政管理総局、中国証券監督管理委

員会、国家外貨管理局 2006 年 月 日公布

2006 年 月 日施行）

月

本規定は、2003 年

公布され、2003 年

月

日に

日に施

行された「外国投資者による国内企業

買収暫定規定」の改正であり、
主に「持

分（主として外国上場株式）を支払手

段とした買収」及び「特殊目的会社」

に関する規定が追加された。
いずれも、

実務上、既に先行して存在していた手

本通知による、以下の方針が示され

の影響、著名ないし老舗企業等の支配

また、重点業種や国家経済の安全へ

法を整理、規範化したものである。

た。土地管理及び耕地保護の責任をさ

等の可能性があるような買収について

（国務院 2006 年 月 日公布 同日施行）

らに明確化する（第 条）
。土地収用

細な規定が定められた。企業を破産に

と和議の手続についても、具体的で詳

法として、企業再生（原文は「重整」
）

また、債務超過の企業を再生させる方

ついての要件の拡大などもなされた。

して監督する形式及び手続を整えた。

常務委員会が「一府両院」の業務に対

状況に応じた規定を設けた。③全人代

る。②中国の国情及び実際に立脚し、

代常務委員会の監督業務の整理にあ

が挙げられている。①本法の主眼は人

格基準統一公布制度を確立する（第

する（第 条）
。工業用地払下最低価

設用地の関連税金及び費用政策を調整

収支管理を規範化する（第 条）
。建

ればならない（第 条）
。土地の払下

農民の長期的生計を確実に保障しなけ

後の補償と配置は、土地を収用された

査認可及び登記、独占禁止審査等につ

の国内企業買収に関する基本制度、審

む）もあり得ることが規定された。

同部による是正措置（取引中止等を含

は、商務部への届出義務があり、また

三 中央行政部門レベル

外国投資者の国内企業買収に
関する規定

（全 章 条）

して、整理・具体化等もなされている。

いて、近時の他の法令の改正等も反映

このほか、本規定は、外国投資者

至らしめた董事や総経理に対する責任

議、予算の審査及び認可、国民経済及

民検察院の特定活動報告の聴取及び審

本法は、人民政府、人民法院及び人

を強調する。

条）
。無断で農業用地を建設用地に転

追及の条項も盛り込まれた。
（全 章 136 条）

パートナーシップ企業法

日に施

（全人代常務委員会 2006 年 月 日公布

月

び社会発展計画・予算の執行状況報告

2

（商務部、国有資産監督管理委員会、国家税務総

適格外国機関投資家国内証券

投資管理規則

月

月

日に

日に施

月

日公布 2006 年

（中国証券監督管理委員会、人民銀行、国家外貨

管理局 2006 年

月 日施行）

公布され、2002 年

本規則は、2002 年

24

2007 年 月 日施行）

本法は、1997 年

行された「パートナーシップ企業法」

の聴取及び審議、監査業務報告の聴取
及び審議、
法律法規の実施状況の検査、

5

1

の改正である。
今回の改正は、有限責任のパート

61

5

3

6

4

30
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ナーシップ制を導入し、パートナーの
要件を完全な民事行為能力者に限って
いたものを、法人及び他の組織パート
ナーにまで拡大し、パートナーシップ

各級人民代表大会常務委員会

監督法
（全国人民代表大会常務委員会 2006 年 月

二 国務院レベル

企業の所得税納付方法等を規定した。 （全 章 条）
また、本法は、会計士事務所や弁護士

特殊パートナーシップ企業についても

事務所等の専門サービス業に従事する

接の適用対象が国有企業に限られてい
具体的な規定を設けた。

（1988 年 月 日施行）では、直

たのが、本法では中国における国有企
（全 章 109 条）

法人の破産に適用されることとなっ
た。また、本法は、破産手続を詳しく
定め、企業法人の破産要件をより明確
にした。
「管財人」
（原文は「管理人」
）

8

④憲法及び関連法令との関係を適切に

日公布 2007 年 月 日施行）

8

7

12

9

用することを禁じる（第 条）
。

という日本法上の破産管財人に近い概

3

4

11

12

27

1

本法の主な特徴としては、次の 点

48

8

8

8

8

6

1

1

2

9

12

6

8

1

念の導入や、破産詐害行為の否認等に

8

5

9

企業破産法
27

（全人代常務委員会 2006 年 月 日公布
8

業や、外商投資企業を含む全ての企業

1

処理することを重視した。⑤全人代常

1

1

11

（全 条）

1

8

6

務委員会の監督業務の民主化、公開化

1

31

6

3
27

1

1
2

北京事務所監修）

北京事務所
（森・濱田松本法律事務所
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券投資管理暫定規則」に定められる適

行された「適格外国機関投資家国内証
れ 100 億米ドル以上としていたが、

産残高や保有有価証券残高をそれぞ

問題を明確にした
（第 条）
。
本通知は、

国外投資外貨資金の出所及び移転関連

した。不動産主管部門は分譲・賃貸用

貨為替の統計監視を強化するよう要求

格外国機関投資家（QFII）の要件
年以上であ

本通知により「基金管理機構は、資産

金の出入金状況、口座収支等の状況を

国内委託管理者が、要求に従い外貨資

に執行しなければならない。

物件の予約販売契約の届出制度を厳格

（全 条）

務付け、統計監視を強化した。

報告し、国際収支を申告することを義

管理業務の経営年数が
り、直近の会計年度の運用資産残高が
億米ドル以上であること。保険会社

審査認可手続、受託保管・登録・決済、

本規則は、QFII の資格要件及び

い）を一部緩和したものである。

連問題についての通知」を参照された

資産が世界 100 位以内で、運用資

銀行については、直近の会計年度で総

高が 億米ドル以上であること。商業

直近の会計年度の保有する証券資産残

については、成立年数が 年以上で、 （全 条）

に関する通知

（国家外貨管理局、建設部 2006 年 月 日

輸出貨物の税金還付（免除）

月

日公布

の若干問題に関する通知

（ 国 家 税 務 総 局 2006 年

2006 年 月 日施行）

本通知は、①輸出企業が規定期限

請手続等の事項について規定したもの

関投資家及び受託管理者の具体的な申

（QFII）の資格要件、適格外国機

本 通 知 は、 適 格 外 国 機 関 投 資 家

外貨口座及びその収支範囲には、自社

管理会社の国外証券投資業務における

いなければならない（第 条）
。基金

らに中国証監会の関連規定に合致して

の限度額を取得しなければならず、さ

には外貨業務経営資格と国外証券投資

管理会社が国外証券投資業務を取扱う

投資の審査フローを明確にした。基金

本通知は、基金管理会社の国外証券

金は、不動産開発及び経営に使用して

い。外国投資者の専用外貨口座内の資

収入外資外貨登記を行ってはならな

額を支払わないときは、持分譲渡外貨

に、自社資金をもって一括で譲渡金全

内不動産企業を合併又は買収する場合

はならない（第 条）
。国外主体が国

していない場合は、外債を借入れて

金がプロジェクト投資総額の ％に達

ない場合、又は開発プロジェクト資本

合、
「国有土地使用証」を取得してい

登録資本金を全て払込んでいない場

確に規定した。外商投資不動産会社が

発経営等に関連する外貨管理問題を明

資不動産会社の市場への参入許可、開

について規定したものであり、外商投

内の分譲・賃貸用物件を購入する場合

本通知は、国外不動産購入主体が国

理部門、税金還付を享受できる企業等

の国産設備調達に対する税金還付の管

年 月 日公布 2006 年 月 日施行）

（国家税務総局、国家発展と開発委員会 2006

（全 項）

規定と解釈を置いた。

つかの具体的な問題について、明確な

（免除）の手続を行う過程で生じる幾

とを明らかにし、輸出貨物の税金還付

して、増値税を還付（免除）しないこ

できなかった貨物等四種類の貨物に対

内に税務期間に関連証憑を揃えて提出

付（免除）の申告をしたが、規定期限

ない貨物や、②輸出企業が既に税金還

内に税金還付（免除）の申告をしてい

適格外国機関投資家の具体的な資

外貨資金口座、
国外証券投資外貨口座、

はならない（第 条）
。また、国内分

定規則」は廃止される。
（全 章 条）

基金管理会社国外証券投資外
貨管理の関連問題に関する通
（国家外貨管理局 2006 年 月 日公布 同

知

投資管理規則」の実施に関す

日施行）

「適格外国機関投資家国内証券

る関連問題についての通知
24

（中国証券監督管理委員会 2006 年 月 日
公布 2006 年 月 日施行）

である。

1

格要件については、2002 年

9

日に施行された「適格外国機関投

外商投資プロジェクトの国産

設備調達に対する税金還付管

理に関する試行規則

の範囲、税金還付を享受できるプロジ

本規則は、外商投資プロジェクト

1

（全 項）

月

国内委託管理口座及び国外決済口座を

7

格外国機関投資家国内証券投資管理暫

資家国内証券投資管理暫定規則」で

譲・賃貸用物件の取引外貨収支及び外

公布 同日施行）

12

証券投資管理規則』の実施に関する関

投資運用、資金管理、管理監督につい

産残高が 100 億米ドル以上等」と

7

出の 6.「
『適格外国機関投資家国内

（具体的な要件の内容については、後

6

不動産市場外貨管理関連問題

て具体的に規定している。

12

24

35

引下げた（第 項）
。

1

5

6

9

7

7

1

8

12

6

16

4

本規則の施行に伴い、上記の「適

1

50

含むと規定した（第 条）
。調達する
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9

50

は、投資信託会社、保険会社の運用資

5

7

30

27

1

7

15

5
5

8

7

3
1
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び設備リストの取扱い、
届出登録管理、
及び一部農産物を原料とした加工品の

出のハイテク製品等の技術密集型産業

（税関総署 2006 年 月 日公布 同日施行）

上海ダイヤモンド取引所監督

税金還付申告及び審査確認、税金還付
輸出還付税率を若干引上げた。今回の

上海ダイヤモンド取引所（以下「取

設けた。

月

日公布

中外合作職業技能訓練学
校運営管理規則

（ 労 働 社 会 保 障 部 2006 年

2006 年 月 日施行）

潤滑油包装の小分け包装作業、マーク

設けた。このほか、外部から購入した

車両及び木材複合床板に対して範囲を

用旅客車の徴税範囲を明確にし、改装

にした。若干の石油製品、中・小型商

徴税範囲、税計算根拠等の問題を明確

技術又は製品が国の産業政策及び関連

定する企業の条件は、
①生産工程技術、

を行うことを指す（第 条）
。申請認

工程技術、技術又は製品に対して認定

及び支援政策に合致する資源総合利用

利用認定とは、国の資源総合利用奨励

本規則にいう国が奨励する資源総合

年 月 日公布 2006 年 月 日施行）

（発展改革委員会、財政部、税務総局 2006

定管理規則

国が奨励する資源総合利用認

続を行わなければならない（第 条）
。

手続に従い、取引所税関にて通関手

は、一般貿易方式のイヤモンド輸出入

易におけるダイヤモンドの国内販売

手続を行わなければならない。加工貿

対する監督管理規則」に従い輸出通関

する場合は、
「税関の加工貿易貨物に

貿易方式によりダイヤモンドを輸出入

関手続を行わなければならない。加工

出入する場合は、取引所にて輸出入通

一般貿易方式によりダイヤモンドを輸

の特殊監督管理区域である（第 条）
。

及びダイヤモンド取引手続を行う税関

（情報産業部 2006 年 月 日公布 同日施

（全 章 条）

法律責任について具体的に規定した。

練プロジェクトの実施、
管理及び監督、

練機構の設立、中外合作の職業技能訓

本規定は、中外合作による職業技能訓

（第 条）
。

トの設立、活動及び管理に適用される

練機構の運営又は学校運営プロジェク

の教育機構のが合作による職業技能訓

（財政部、国家税務総局 2006 年 月 日公
布 同日施行）

本通知は、主に 種類の消費商品の

（全 条）

国家電子情報産業基地及び産

業園発展政策を支援すること

に関する通知

本通知は、
国家電子情報産業基地
（以

出する場合は、税関は輸出還付税手

めに関連奨励政策を公布したものであ

「園区」という）の建設を推進するた

国家税務機関が徴収する（第 条）
。

入環節の消費税を消費環節に変更し、

売する場合は、輸入関税を免除し、輸

び研究開発センターを認定及び育成す

ことを奨励し、情報技術革新型企業及

区内に企業が研究開発機構を設立する

る。自主革新に関しては、基地及び園

さらに、取引所会員に対する管理及び

は、国外の優勢企業を特色園区に誘致

る（第 条）
。国際協力強化に関して

32
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医薬品及び一部の国家産業政策奨励輸

監督管理等について具体的に規定して
調整は、紡績、鉄鋼、非鉄金属、石炭、

引所」という）は、国務院の認可を受

添付等の簡単な加工の生産行為に対す

基準に合致していること②資源総合利

ダイヤモンドを国外から直接取引所に

行）

一部商品輸出還付税率の調整

の付帯設備条件が整っていること④環

続の関連証憑を発行しない（第 条）
。

下「基地」という）及び産業園（以下

境保護の要求に合致し、二次汚染がな

条）
。ダイヤモンドを取引所から輸

（財政部、発展改革委員会、商務部、税関総署、

ダイヤモンドを取引所で輸入し国内販
手続及びその監督管理に対して具体的
な規定を設けた。
（全 章 条）

ダイヤモンド加工管理について規定を

4

5

13

17

14

本通知によると、鋼材輸出還付税率

8

を ％下げ、一部の非鉄金属材料の輸

34

9

出還付税率を ～ ％下げ、重大な技
2

術設備、一部の IT 製品及びバイオ

5

行）

いこと（第 条）
。また、申請認定の

関連要求を満たせること、水道電気等

8

8

及び加工貿易禁止類商品リス

18

30

国家税務総局 2006 年 月 日公布、同日施

トの補充に関する通知

61

1

2

7

13

7

2

4

9

する通知

る徴税方法についても規定を設けた。

用製品が独立して損益計算ができるこ

輸入する場合、税関は輸入関税、輸入

11

と③原料（燃料）の供給源が安定して

本規定は、中国の教育機構と外国

26

12

ェクトの範囲、プロジェクト確認書及

いる。
機械等の複数の業種に及んでいる。

けて設立した、ダイヤモンドの輸出入

7

管理規則

（全 章 条）
（全 条）

1

9

環節増値税、消費税を徴収しない（第

消費税の若干具体的政策に関

22

おり、信頼性が高く、数量及び品質が

2

10

11
12

10

2

6

10

7

8
7

9
2
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し、多国籍企業が基地及び園区内に研
国国内におけるニュース・情報発布に

条）
。新華社通信は、外国通信社の中

格を照会する方式を通じて株式発行価

株式の公開発行は、価格照会対象に価

いて具体的に規定している。
本規則は、

理、監督管理措置及び法律責任等につ

情報化建設については、基地及び園区

際貿易紛争対応を支援する（第 条）
。

予防警戒システムを確立し、企業の国

に基点を置いてインタラクティブ産業

に対して詳細に規定した。外国通信社

ース・情報の代理及び予約購読・使用

ース・情報の条件、申請手続及びニュ

情報の外国通社の資格、発布するニュ

さらに、
中国国内で発布するニュース・

り発行価格を確定することもできる

もでき、主幹事引受会社との協議によ

会方式により発行価格を確定すること

条）
。上場会社の証券発行は、価格照

関する通知」
（証監公司字［2003］

社の株式の上場取引条件の関連問題に

令第 号）
、
「公開買付に係る被買収会

保有変更情報開示管理規則」
（証監会

収、免除申請、財務顧問、継続監督管

究開発センターを設立することを奨励
対して統一管理を実施する（第 条）
。

内の企業のために電子政府の構築を加

の知的財産権を有効に保護するため、 （第 条）
。証券販売については、新規

価格照会及び価格決定については、

する（第 条）
。また、基地及び園区

速し、電子署名、電子認証証書を強く

国内ユーザーがそのニュース・情報を

公開株の発行数が 億株以上の場合と

10

号）
、
「 上場会社の実質支配権の転

11

本規則については、新華社の外国通

いては、証券会社が引受ける前の手続

詳細な規定を設けた。証券引受けにつ

加すること及び保有株式期限について

を設けた。戦略投資家が株式発行に参

止される。

則の施行と同時に、これらの規定は廃

等を整理・修正したものであり、本規

通知」
（証監公司字［2004］ 号）

移行為の規範化の関連問題に関する

なければならず、基地の専門資金は

信社に対する実質的な検閲権を定めた

及び引受方式
（買取販売又は代理販売） （全 章 条）

はならないと規定した。

5000 万元／年を下回ってはなら

ものであるとして、外国メディア等は

は、基地及び園区は専門資金を設立し

ず、園区の専門資金は 1000 万元

（全 条）

情報開示においては、発行者と主幹事

引受会社は、発行過程において情報開

示義務、
開示内容及び手続を規定した。
（全 章 条）

上場会社買収管理規則

（証券監督管理委員会 2006 年 月 日公布

証券会社の情報開示の関連事

2006 年 月 日公布

項に関する通知

（証券監督管理委員会

同日施行）

則によると、外国通信社が中国国内に

発布機構が含まれる（第 条）
。本規

社の性質をもった外国ニュース・情報

本規則にいう外国通信社には、通信

下配售」
）とは、証券取引所の技術シ

「オフライン」割当販売（原文は「網

ステムを通して行う証券発行を指し、

上発行」
）とは、証券取引所の技術シ

本規則は、上場会社買収に関する権益

場資源の最適配置を図るものである。

序と社会公共利益の維持、及び証券市

投資者の合法的な権益、証券市場の秩

持分権益変更の規範化、上場会社及び

本規則は、上場会社買収及び関連

情報開示と継続更新を担当させなけれ

負わせ、
専門部門と専門要員を指定し、

を指定して情報開示の責任を専門的に

ならないこと、また高級管理職の一人

高級管理職等の情報を開示しなければ

経営性支店等、業務許可類型と製品、

通知は、証券会社が、会社の基本状況、

の関連事項について規定している。本

上を目指し、証券会社の情報開示制度

本通知は、証券市場の透明性の向

7

さらに、人材交流、研修及び業種管理

証券発行及び引受管理規則
（証券監督管理委員会 2006 年 月 日公布
2006 年 月 日施行）

本規則は、証券発行の価格照会及び
価格決定、証券販売、証券引受、情報

1

25

等についても規定した。
（全 章 条）

外国通信社の中国国内におけ

るニュース・情報発布管理規

則

90
ステムを通して行わず、主幹事引受会

2006 年 月 日施行）

10

17

おいて文字、画像、図表等のニュース・

開示等の手続及び行為について規定し

31

ばならないこと等の事項を明確に規定

7

9

開示、公開買付、協議買収、間接買

1

17

66

た。
「オンライン」
証券発行
（原文は
「網

68

9

9

社が行う証券発行を指す（第 条）
。
1

2

行）

6

16

22

及び引受けの具体的手続を規定した。

強く反発しているようである。

億株以下の場合の具体的な発行制限

従来の「上場会社買収管理規則」
（証

推進し、基地及び園区の電子ビジネス

使用する場合は、その出所を明記し、

16

格を確定しなければならない（第

運用のために電子認証サービスを提

かついかなる形式によっても譲渡して

4

22

監会令第 号）
、
「上場会社株主の株式

供する（第 条）
。資金投入について

3

／年を下回ってはならない（第 条）
。

4

9

14

（新華社通信 2006 年 月 日公布 同日施
10

15

10

5

7

25

情報を発布することに適用する（第
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9

19

9

14
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小売商販売促進行為管理規則

工商総局 2006 年

許可証を取得した後、さらに品質検査

とし、被保険者の介護費用支出のため

必要となった場合を保険金の給付条件

る日常生活能力に障害が生じて介護を

総局が授権した臨時証書発行機構に紡

に保障を提供する保険を指す（第

管理制度を実施し、経営者は臨時輸出

績品原産地証書を申請しなければなら

出手続を行う場合、紡績品許可専用章

営の基本条件を定めた。健康保険商品

本規則は、さらに健康保険専業化経

日公布 2006

本規則にいう小売商とは、法に従い

を捺印した許可証を検査し照合しなけ

の専門性の高さ等の特徴に鑑み、保険

月

工商行政管理部門に登記登録し、消費

ればならない。法定検査輸出に該当す

会社の健康保険商品の設計及び販売等

条）
。

者に直接商品を販売する企業及びその

る紡績品については、税関はさらに検

における責任を強化し、消費者権益の

ない（第 条）
。税関が関連紡績品輸

本規則は、証券取引所で上場した

支店等、個人商工業者を指す。本規則

査検疫機構が発行した「輸出貨物通関

保護を強めた。

非保険機構が国外保険類企業

に投資することに関する管理

規則

（保険監督管理委員会 2006 年 月 日公布

品リスト」を制定し、かつ調整するこ

質検査総局と「紡績品輸出臨時管理商

本規則は、商務部が税関総署及び品

務、価格、公安、税務、工商等の部門

に遵守すべき規則を明確にし、かつ商

された場合に保障を提供する保険を指

険者が一定期間収入が減少し又は中断

た場合を保険金の給付条件とし、被保

病又は傷害によって労働能力を喪失し

損失保険とは、保険契約に約定する疾

指す。このうち、能力喪失による収入

損失に対して保険金を給付する保険を

よって、健康が損なわれたことによる

収入損失保険及び介護保険等の方式に

疾病保険、医療保険、能力喪失による

規則にいう健康保険とは、保険会社が

険を専門に規範化した法規である。本

保険類企業に投資する場合は、合法的

買収する行為をいう（第 条）
。

は国外保険類企業の ％以上の持分を

いて国外保険類企業を設立する行為又

国外投資とは、非保険機構が国外にお

険料率算出機構を指す。本規則にいう

代理機構、保険ブローカー機構及び保

とは、国外で設立した保険会社、保険

を指す。本規則にいう国外保険類企業

会社及び保険資産管理会社を除く企業

において法に従い登記登録した、保険

（全 条）

の監督管理職責を規定した。

とを規定した（第 条）
。本リストに

紡績品輸出管理規則（暫定）
（商務部 2006 年 月 日公布 2007 年
月 日施行）

本規則によると、非保険機構が国外

34
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した。
（全 項）

中国証券登録決済有限責任会
年 月 日施行）

（商務部、発展改革委員会、公安部、税務総局、

社証券登録規則

又は既に発行され上場を予定している

にいう販売促進とは、小売商が消費者

証」の有無を確認しなければならない

（証券監督管理委員会 2006 年 月 日公布

証券及び証券デリバティブに適用す

を引き付け、販売を拡大するために展

同日施行）

る。本規則は、初期登録（中国語原文

（全 章 条）

に規定している。

販売促進商品価格ファイルの設立、商

健康保険管理規則

（保険監督管理委員会 2006 年 月 日公布

2006 年 月 日施行）

31

（全 章 条）

小売商が景品付き販売、
期間限定購入、

2006 年 月 日施行）

8

23

本規則にいう非保険機構とは、中国

1

1

53

9

1

7

本規則は、中国で初めて商業健康保

1

品品質保証等の問題について規定し、

直販企業の直販活動従事に対

数量限定購入、ポイント積立優待カー

8

25

22

な外貨資金の出所を有し、経営が安定

ド等の特定販売促進活動を展開する際

する管理強化の関連問題に関

する通知
（商務部 2006 年 月 日公布 同日施行）

本通知は、直販企業の直販活動従
事に対する管理強化を図ったものであ
る。
本通知は、直販企業が直販活動を
行う地域のサービス拠点計画の提出、
サービス拠点計画に基づくサービス拠
点の設立、直販企業の直販研修活動の
展開、保証金流用の禁止等の事項につ
いて具体的に規定している。
（全 条）

9

72

3

す。介護保険とは、保険契約に約定す

9

記載された紡績品に対しては臨時輸出

1

8

7

2

18

2

20

26

21
1

8

月

開する営業販売活動を指す（第 条）
。 （第 条）
。これに伴い「紡績品輸出臨

2

「初始登記」
）
、
変更登録、
市場退出登録、

14

時管理規則 」は、2007 年

15

本規則は、小売商が販売促進活動を展

23

20
10

証券登録関連サービス等について詳細

7

日より廃止する。

25

開する上での安全管理、
販売促進宣伝、

9

8

18
6

19
8
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しており、財務状況が良好でなけれ
ば、保監会に申請することはできない
（第 条）
。非保険機構がその国外保険
類企業の持分を譲渡する場合は、保監
会の認可を得なければならない（第

大な影響力を有することを指す。
本規則はさらに、会社が国外に保険
類機構、代表機構、連絡機構又は事務
所等の非営利性機構を設立する条件
や、提出資料、国外保険類機構管理規
則に対する管理及び監督検査、法律責

（全 条）

と等がある。

サルティングサービスの提供を請求し

反映し、政策情報サービス、法律コン

れた、不法に侵害された又は損害もし

た場合、又はその合法的権益が損なわ

産業損害調査情報閲覧及び情

くは不法侵害を受ける可能性があると

認める場合で、解決の協力を請求した

報開示の規定

（商務部 2006 年 月 日公布 2006 年

協力して処理し、回答するサービスを

条）
。また、審査認可の関連手続、提

本規定は、産業損害調査活動の公

指す。クレームサービスセンターは、

ときに、クレームサービスセンターが

開、公正、公平な展開、利害関係人の

本規則の規定に基づき、無償で中国企

月 日施行）

合法的な利益の確保を目指して制定さ

任等についても規定した。

輸出製品アンチダンピング事

国外保険会社及び保険仲介機構を買収

険会社及び保険仲介機構を設立し、②

とは、保険会社が①国外支店、国外保

規則にいう国外保険類機構を設立する

機構及び保険料率算出機構を指す。本

とは、保険代理機構、保険ブローカー

構を指す。本規則にいう保険仲介機構

機構」
）
、国外保険会社及び保険仲介機

保険会社の国外支店等（原文は「分支

ピング事件の応訴において負担する職

れた。さらに、業界組織がアンチダン

事件に応訴するよう促すものと規定さ

ず、会員企業が国外アンチダンピング

業界協力の責任を負わなければなら

れ、アンチダンピング事件応訴業務の

性の強化及び経済秩序の維持が規定さ

出入商会等の業界組織は、業界の自律

回調査等を含む。本規定によると、輸

件調査、再審調査、反吸収調査、反迂

業務に適用するものであり、新たな立

起されたアンチダンピング事件の応訴

本規定は、中国輸出製品に対して提

（全 章 条）

ついて詳細に規定した。

情報閲覧、情報開示の範囲、手続等に

本規定は、産業損害調査活動における

条、 条）
。

的な事実を通知することを指す（第

係人に産業損害裁定の根拠となる基本

る前の適切な期間に、商務部が利害関

開示」とは、事件の最終裁定が下され

摘録、複製できることを指し、
「情報

害調査に関する公開情報を検索、
閲覧、

救済措置公開情報開示室にて、産業損

事件の全ての利害関係人が商務部貿易

本 規 定 に い う「 情 報 閲 覧 」 と は、

ービス請求の提出、資料提出、サービ

ターのサービス内容及び主要職責、サ

サービス事項、クレームサービスセン

負う。このほか、サービス請求者及び

の行為に対して法に従い独立に責任を

ービスセンターは、法人格を有し、そ

府が援助すると規定した。クレームサ

供する責任を負い、その業務経費は政

（保険監督管理委員会 2006 年 月 日公布
2006 年 月 日施行）

付及び公布について規定した。

（全 章 条）

花火爆竹経営許可実施規則

（国家安全生産監督管理総局 2006 年 月

日公布 2006 年 月 日施行）

情報データーベースの構築、応訴期間

クレームサービスとは、本規則の規定

立することを禁止し、都市建設区内に

倉庫及び実物が存在する卸売場所を設

た。卸売企業が都市建設区に花火爆竹

小売経営者に対して厳格な規定を設け

本規則は、花火爆竹の卸売企業及び

8

本規則にいう国外保険類機構とは、

中国企業国外ビジネスクレー

1

7

（商務部 2006 年 月 日公布 2006 年

することを指す。本規則にいう買収と

責を明確にした。この職責には、監督

ムサービス暫定規則

10

月 日施行）

は、保険会社が国外保険会社と保険仲

管理システムの構築、公聴会の実施、

（商務部 2006 年 月 日公布 同日施行）

27

則

介機構の持分を譲受し、かつその保有

国外調査機関及び関連業界組織又は企

7

28

5

おける花火爆竹小売拠点の件数を制限

8

8

に合致するサービス請求者が、状況を

16

31

る、又は ％に不足するが当該機構に

26

ス請求の処理及び情報管理、統計の送

する持分が当該機構の議決権を有する

本規則にいう中国企業国外ビジネス

業国外ビジネスクレームサービスを提

れたものである。

（全 章 条）

4

件応訴規定

出資料及び関連審査認可及び監督管理
手続について規定した。
（全 条）

保険会社が国外保険類機構を

26

業との協議、司法救済の追及、弁護士

25

資本総額の ％ 及びそれ以上に達す

設立することに関する管理規

8

9

20

6

1

14

中一貫して弁護士事務所に協力するこ
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7

39

3

4

27

9

20

20

対し実際の支配権、共同支配権又は重

26

14

6

9

6

16

24
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制度情報

の確定や給料遅配紛争事件の申立期間

いては、各分局が登記（設立登記、変

しか含まれない外商投資商業企業につ

また、物質的媒質がある、通関方式を

局にて登記を行わなければならない。

を行う契約をする場合は、北京市商務

トウエアのアウトソーシングサービス

た場合、又は花火爆竹安全生産許可証
等の、労働紛争事件における幾つかの

更登記及び抹消登記を含む）する。①

採用するソフトウエアの輸出について

日より、
企業の経営範囲に「卸売り」

を取得していない単位もしくは個人に
法律適用問題について具体的に規定し

経営範囲に「小売」が含まれる企業、

本解釈は、労働紛争事件の発生日

対して黒火薬、花火の火薬、導火線を
た。

した。無許可で花火爆竹の経営を行っ

販売した場合は、相応の行政、民事、

は、国の現行規定に照らして関連する

税金費用の優遇奨励政策を享受するこ

②直販等の特殊な方式で経営する企

業、③自動車、薬品等の特殊な商品の

審査認可した企業の登記業務について

とができる。

（全 条）

「仲裁法」適用の若干問題に

ついての解釈

は、今後も上海市工商局が行う。

日公布

本市の最低時給基準を調整す
月

ることに関する通知
（ 上 海 労 働 保 障 局 2006 年
2006 年 月 日施行）

本通知によると、 月 日より、上

（全 条）

ばならない。

単位は規定に従い別途、支給しなけれ

5

ソフトウエア輸出契約登記業

務をさらに適切に行うことに
関する通知

（北京市政府 2006 年 月 日 同日施行）

北京地区において、対外経営権を有

する法人及びその他の組織は、通関、

ネット通販、又はその他の方式で国外

にソフトウエア製品を輸出する、ソフ

（なし）

六 その他

販売に従事している企業、④商務部が

情状によっては刑事処罰を与える。
（全 条）

四 司法解釈

（最高人民法院 2006 年 月 日公布 同日
施行）

本解釈は、
「仲裁法」及び「民事訴
訟法」等の関連規定に基づき、人民法

渉外民事又は商事事件の司法

文書送達問題に関する若干規

院による仲裁事件の審理における法律
適用について規定した。

定
（最高人民法院 2006 年 月 日公布 同日

本解釈は、「仲裁法」第 条にいう「そ

海市の非全日制の最低時給基準を 元
仲裁事項の確定（第 条）
、仲裁協議

から ・ 元に調整する。最低時給基

は商事事件を審理する際に、中国領域

五 地方レベル

（全 条）

等について詳しく規定した。

準には、個人及び単位が法に従い納付

本規定は、中国領域内で住所を持たな
い送達受取人に送達する場合の様々な
状況に応じて、それぞれ具体的な規定
を定めた。

6

1

3

ある（第 条）
。

に約束された仲裁機構の名称が不正確

6

施行）

7

内に住所を持たない送達受取人に司法

条）
、

8

1

する社会保険料を含まないものとし、

の他の書面形式」の範囲（第

9

9

外商投資商業企業の登記管轄

月

日公布

権を委譲することに関する通
月

18

労働紛争事件審理における法

知
（ 上 海 市 工 商 局 2006 年
2006 年 月 日施行）

9

13

3

10

律適用の若干問題に関する解
日公布
14

31

本規則によると、2006 年

1

釈（二）
月

8

36
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1

である場合の仲裁機構の確定
（第 条）

本規定は、人民法院が渉外民事又

1

8

16

9

18

3
文書を送達する場合に適用するもので

1

8

（ 最 高 人 民 法 院 2006 年
2006 年 月 日施行）
1

1

2

10

10

16

2

2

10

2

23

30

1
（全 条）

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。
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2006 年 9 月

9/3
〜9

06 年度日中経済協会
訪中代表団を派遣
日中経済協会は、第 32 回目となる 06 年度日中経
済協会訪中代表団を派遣した。団長は、千速晃日中経
済協会会長・新日本製鐵会長、最高顧問に御手洗冨士
夫日中経済協会名誉会長・日本経済団体連合会会長・
キヤノン会長。一行 125 名は 9 月 3 日〜 6 日に北京
市を訪問、さらに山岡健夫副会長を団長に 51 名が山
東省を訪問した。
4 年連続して温家宝国務院総理との会見が実現し、
温総理から、本団との会見は「恒例の行事」であると
の発言を得た。代表団はさらに、薄熙来商務部部長と
会見し、国家発展改革委員会・商務部と全体会議を行っ
た。
山東省では張高麗書記、韓寓群省長と会見し、済南
市・済寧市・泰安市を訪問して、循環型経済モデル省
として環境と経済の調和的発展を目指す地方の実状を
考察した。（本誌特集に詳細記事）

9/25
〜26

9/6
〜 10

国家発展改革委員会の朱之鑫副主任一行８名が、当
協会受入により９月６日から９月 10 日まで来日した。
一行は経済産業省ならびに内閣府と日中経済関係につ
いての定期協議を実施したほか、王子製紙の第一発電
所と苫小牧工場等を視察し、同社が進める持続可能な
社会に向けた資源循環型ビジネスモデルの現状と計画
について理解を深めた。

9/14
〜15

第 26 回日中石炭関係総合会議
を札幌で開催

日中長期貿易協議委員会石炭専門委員会と中日長
期貿易協議委員会石炭分会との共催により、第 26 回
日中石炭関係総合会議が９月 25 日（月）札幌市「札
幌コンベンションセンター」において日本側 118 名、
中国側 78 名の参加を得て開催した。日中石炭関係総
合会議は、日中両国の石炭事業に携わる関係者が一堂
に集い、Face to Face で、日中両国それぞれの状況
について報告を行うとともに、双方関心の事柄につい
て交流し相互理解を深める場として日中双方より高く
評価されてきているもの。
会議では、午前中の全体会議において、日本側代表
団団長の石炭資源開発株式会社・國田昌裕取締役社長
による日本側基調報告に続き、中国側代表団団長の中
国中煤能源集団公司・経天亮総経理（石炭分会長）他
による中国側基調報告が行われた。また午後はそれぞ
れ一般炭、原料炭に分かれての分科会を行った後、締
めくくりとして総括会議が行われ、終日活発な交流が
繰り広げられた。
翌 26 日は、一般炭グループは北海道電力の苫東厚
真発電所、原料炭グループは新日本製鐵の室蘭製鐵所
をそれぞれ視察した。
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国家発展改革委員会
朱之 副主任一行が来日

対中ビジネス要員研修を開催

日中経済協会では、賛助会員サービスの一環として、
会員各社において対中国ビジネスを担当、または今後
の担当予定者を対象とした「対中ビジネス要員研修」
を 9 月 14、15 日の２日間にわたり開催した。
本研修は、当協会が過去 10 年以上にわたって実施
してきた各種研修事業や中国との経済交流活動におけ
る長年の経験や蓄積してきたノウハウを十分に活用し
たもので、企業が対中国ビジネスを展開する上で理解
しておくべき基本知識と実務の修得を目指すもの。
当協会では、賛助会員を対象とした個別企業の社員
研修も協力・実施します。詳細は業務部まで。

9/26
〜30

中国中部投資貿易博覧会
に代表団を派遣

９月 26 〜 28 日湖南省長沙市において第１回中国
中部投資貿易博覧会が開催された。日中経済協会では
日本、上海等から 17 名の参加者を派遣した。
本博覧会は、第 11 次五カ年計画の重要プロジェク
トのひとつである中部崛起戦略に基づき、商務部や
中部６省人民政府等が主催して開催したもの。今年５
月に東京で開催された日中省エネルギー・環境総合
フォーラムで来日した薄煕来商務相が二階俊博経済産
業相（当時）と会見した際に、日本の経済界から 1,000
名の代表団の参加を呼びかけた。
当協会訪中団は中部地区の現状把握を目的として、
本博覧会参加の後、湖北省武漢市を訪問、武漢市の対
外誘致政策や外資系企業の進出状況を視察し、理解を
深めた。（本誌次号に特集を予定）
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ネット購入で入手したアイルランドタップダンスチームの公演チケット

カード決済、デビッドカード決済な
どを行っているところもあるようだ
が、カードホルダー自体が少ないの
か、あるいはカード決済に信憑性が
ないのか、例としてはそれほど多く
ない。
申し込みはネットでのみ受付、と
いう例もある。その中でも日本では
考えられなかったのが高校受験申し
込みだ。我が家の娘が６月に市立高
校を受験したが、申し込みは中学校
を通してではなく、北京市教育委員
会のホームページから、というのに
は驚いた。
「まずはホームページ上

中国互聯網信息中心（China Internet

会社があるが、北京でも日本に引け

で申し込んでください」
、というシ

Network Information Center） が 昨

をとらない商品構成で、消しゴムか

ステムになっている。もちろん、中

年末行った調査によると、中国では

ら冷蔵庫まで、とても充実している。

学校にも高校を受験する旨は伝え、

インターネットユーザーが１億人を

また、横浜に本社のあるドリップ

試験結果も中学校から伝達されるの

突破し、そのうちブロードバンドの

パックコーヒーの通信販売を専門に

だが、それでは、コンピューターを

ユーザーは 6,430 万人と、いずれも

している会社も、上海と北京のみの

持っていない子は受験できないのだ

世界第２位という結果が出た。

限定営業だったのが、10 月の連休

ろうか、という疑問が残った。

北京で生活していると、いろいろ
なところで「お申し込みはネットで。

明けからは中国全土を対象に営業を
始めた。

今一番ホット（？）なのは、2008
年北京オリンピックのボランティア

www. 〜〜〜」という場面に遭遇す

身近なところではお昼の弁当もあ

の申し込みだ。これもネットでの

る。例えば、コンサートや映画のチ

る。江蘇省が発祥という、国内大手

受付になっている。
【参考：http://

ケット販売などでは、雑誌やラジオ

の配達弁当専門店では、ネット上で

www.beijing2008.com/39/80/

などのコマーシャルで知ったホーム

注文ができるようになっている。週

article212038039.shtml】

ページを開いてみると、外国のオー

代わりのメニューはホームページ上

自ら商店に赴かなくても時間に関

ケストラやオペラ、国内の人気歌手

で確認でき、15 分単位で配達時間

係なく注文ができ、配達もしてくれ

のコンサート等々、ありとあらゆる

を指定することができる。普段は電

る、忙しい都会人にとっては便利な

チケットをネットで購入することが

話で注文するのだが、ネット注文を

ネットショッピングだが、品質が確

できる。

試したところ、よほどネットでの注

認できないとか、支払方法への不安

文利用者が少ないのか、すぐに確認

とか、まだまだ課題は多いようだ。

９月のある日、
『アイルランドの
タップダンスチームが北京で公演を

の電話がかかってきた。

ちなみに、前述したアイルランド

する』というラジオコマーシャルが

ただ、現状ではネットショッピン

タップダンスのチケットは、チケッ

流れたので、早速チケットを入手す

グの支払いはほとんどの場合が代引

ト配達業者のお兄さんに電話をして

べく、
「票务（チケット販売）
」をキー

きになっており、日本のようにクレ

職場に届けてもった。なぜか？

ワードに検索をかけてみると、出る

ジットカードや振込用紙同封という

ネットで予約した座席が確実に取れ

は出るはその件数なんと 664 万件。

形態にはなっていないところに不便

るかどうかが疑問だったのと、言葉

最近では事務用品のネットショッ

さがある。一部大手家電販売店では

のやり取りのない買い物に不安を感

ピングも浸透しつつある。先日も日

銀行口座からの振込みやクレジット

じたからだ。

本の大手事務用品メーカーが、上海
に続き北京でも事務用品のネット販
売を始めた。どんな品揃えなのか気
になり、早速会員登録をしたところ、
２週間ほど経って分厚いカタログが
送られてきた。日本には注文の翌日
には配達というオフィスサプライの

お申し込みはネットで・・・
北京事務所所長代理

葛西

敦
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長春

の経済発展を支える日本企業
2006 年７月 12 日、日中東北開発協会理事会での特別講演から

長春の経済発展は一汽の変身にあり

を打ち出している。長春市はその計画の中

で、今後の重点分野として自動車、化学、

トウモロコシ加工産業を挙げている。従来

は飼料としていたトウモロコシに付加価値

ルクスワーゲン）
が一汽と合弁で乗用車
（一

用するものである。この他に医薬と光電子

プラスチックや石油化学の代替品として利

住友商事総合研究所中国部長 川村哲也 （前住友商事長春事務所所長）
市は中国東北地方、吉林省の

汽 VW）生産を開始した。中国のモータ

産業があり、医薬では長白山麓が漢方薬の

を付け、糖類、澱粉、ポリオールに加工し、
省都である。東北地方は黒龍

リゼーションの波に乗り、 年までは乗用

長春
江省、吉林省、遼寧省の３省からなり、長

長春は東北地域の中心地になっている。こ

宝庫であることに加え、西洋医薬産業でも
べ経済的に取り残されてきた東北地区を梃

車がよく売れた。 年には華南、華東に比

西は内モンゴルとモンゴル、南は大連、北

した自動車関連産業が主体で

企業の動向でも一汽を中心と

の５大産業を重点的に育成することが長春
遇政策、国有企業に対する債務買取り等の

日系

入れしようと、中央政府による東北等旧工

線上に鉄道が延びている。歴史的には日本

する積極的な取り組みを行った。この振興

措置が講じられ、地元政府も外資誘致に対

はロシアを結ぶ交通の要衝で、大連から瀋

との関係は深く、長春では現在でもその当

市の政策である。

時の建物、道路、ダムなどがそのまま使わ

年まで長春の日系企業は多くな

は、一汽に部品供給するトキコ、光洋精工、

ある。
点設立を検討していた。 年の春に吉林省・

ゼクセル等の自動車部品メーカー、血液製

政策を受け、当社も東北地区での新たな拠
洪虎省長（当時）が訪日し、当社の岡社長

れている。
主な産業としては第一汽車（一汽）に代表

と面会したのが縁となって事務所設立が決

かった。以前から進出している企業として

も古い国有自動車会社で、中国を代表する

剤を生産するテルモ、大豆加工によるタン

される自動車製造がある。一汽は中国で最

まった。 年にトヨタ自動車が一汽と提携、

優秀な大学があり、優秀な学生がそろって

林大学、長春大学のような国家級・省級の

れは旧満州の流れをくむ東北師範大学、吉

長春の特徴の一つは大学が多いこと。こ

設備を導入して大量生産するドイツ的な生

るというのが現状だ。一汽は、従来の大型

以降、日本車へのシフトが急速に進んでい

はアウディ、VW が主流だったが、これ

がアテンザを生産するようになった。従来

に登録されている企業数は 社、派遣員数

している。今年 月現在、長春日本商工会

始めた。日系企業数は 年に比べ今は倍増

カーを含むトヨタ関連各社が長春に進出し

し、
トヨタが一汽と提携して以来、
部品メー

外に大規模企業はほとんどなかった。しか

また 年にはマツダからの技術供与で一汽

いる。しかし、問題は人材が地元に根付か

は 名である。このうち自動車関連企業が

パク質食品製造の不二蛋白があり、これ以

大企業だ。最近ではトヨタやマツダとも提

04

02

業地区振興政策が打ち出され、外資への優

春はその中心に位置している。
東は北朝鮮、

02

陽、長春、ハルビン、ロシアまで南北一直

03

産方式から、小回りの利く設備でやり繰り

携し、日本車の製造を積極的に行っている。

02

しながら適材適所で生産する日本的な生産

03
ないことだ。

心で、主にトラック生産が行われていた。

は一汽をはじめとする国産自動車産業が中

で、工場の至る所で標語、グラ
System)
フ、看板等を目にすることができる。

いる言葉が TPS

方式に変えつつある。その考え方を表して

伊藤忠、丸紅の５社が進出しており、各社

11

10

15

41

わらないだろう。

とも自動車関係の取引が主体である。自動

(Toyota Production 商社では住友商事、豊田通商、三井物産、

06

10

社、 名で半数以上を占めている。総合
一汽は長春市の面積の３分の１を有してお

00

り、従業員は 万人超、病院、学校、警察、

車産業が牽引するという流れは、今後も変

02

中国政府の第 次五カ年計画
（ ～ 年）

29

4
出版社も合わせ持つ典型的な国有企業の一

67
を受け、東北各省・市も自らの五カ年計画

長春の経済発展については、 年代まで
90

つであった。
その後 年にアウディ
（現フォ
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省の最高機関、党委員会の建物は旧関東軍司令部

古くより自動車産業を中心として発展してきた吉林省
長春市の最近の経済状況と、そこに進出している日本
企業の動向について、現地駐在経験者から聞いた。

もに自動車産業、ハイテク、農産物加工を
挙げており、それぞれの特徴がみられず、

ず、進出する日系企業としても考えていか
なければならい。魅力的で働き甲斐のある

長春、東北地域を作り上げていくことが将

来に向けた発展の鍵となる。

トヨタの長春進出と投資環境の変遷

豊田通商自動車事業第二部中国事業グループ課長職／サブリーダー

春が日系企業を誘致し、現地生産を要請す

いことが問題となっている。このことが長

浸透せず、それにより改革のスピードが遅

の意識が追いつかず、変化を受け入れるの

ているが、実際に会社を支える中間管理職

携を強め、日本型生産方式へと転換し始め

開するために、日系自動車メーカーとの提

シェアも低下している。こうした状況を打

は新興自動車メーカーに押され、相対的に

中国の自動車産業を牽引してきたが、今で

つながるというのが実感だ。過去、一汽は

長春市の投資環境の整備・改善に直接的に

力を持っており、一汽自らが変わることが

投資環境に関しても一汽が大きな影響

となる。日本語１級試験は大学で日本語を

東北３省を一括りでみると ・ ％で最多

であるが、長春、瀋陽、大連、ハルビンの

で、最も多いのは上海、北京、大連、広州

語能力検定試験１級受験者の出身地別内訳

年度に文部科学省が中国で実施した日本

しては、人材の教育と育成が挙げられる。

今後の発展における重要なファクターと

走る過積載車両による道路の傷みも激しい。

いとはいえない。高速道路は狭く、頻繁に

整備されているものの、質的には決して良

整備では、鉄道や道路等の基礎インフラは

う認識を高める必要がある。またインフラ

ビスという商品、サービスによる集客とい

質的な態度がいまだに多くみられる。サー

を吐く姿、服務員の従来からの国営企業体

前の光景がよくみられる。街中や屋内で痰

た。外資では VW、JCI、コカコーラ、

クセルや NOK、テルモ等が進出してい

であった。自動車関係の光洋、トキコ、ゼ

東北３省の他の都市と比べても少ない状況

進出は日本商工会のメンバーが 名余り、

活動も行った。当時の長春での日系外資の

出張者の対応、一汽や地元政府を含む渉外

で自社とトヨタの両方の案件に対応した。

員を派遣できる状況になく、その年は一人

トヨタも９月に事務所を開設したが、駐在

て、 月末に辞令を受け、９月に赴任した。

所設立の検討が同年 月に始まった。そし

進んだことから、トヨタとの間で長春事務

汽との特命交渉が開始され、具体的な話が

ていたが、 年初めからトヨタ上層部と一

川プロジェクトと天津汽車の案件を担当し

当時私は、トヨタ自動車の四

駐 在 は 突 然 の こ と で あ っ た。

人学校やインターナショナルスクール等の

べ劣る面が多分にあったと思う。

識・改善意識が目立ち始め、他の地域に比

頼事項に対する対応の遅さ、乏しい危機意

れたが、その保守的な体質からか次第に依

ヨタの進出を歓迎し、積極的に対応してく

表に出てこない。中国側政府は、当初はト

バーしているとのことで、業績不振企業は

計上では一汽の税収が財政の６～７割をカ

の企業も多数存在していたようだ。ただ統

の亜泰集団、長鈴集団等があった。長春で

ては長春客車工場、トラクター工場、吉林

ている。一汽以外に、長春の優良工場とし

全体の５分の１ほどを占めていたと記憶し

る。この年の長春の自動車生産台数は中国

としては大きな転機の年であったと思われ

ンザの技術提携契約の締結など、一汽集団

徳山賢治 （前豊田通商長春事務所副所長）

る上で克服すべき大きな課題といえる。つ

専攻し、日系企業に勤務する人が受けるよ

ペプシ等があった。当時の日本では長春の

教育インフラは整備されていなかった。医
年の一汽の経営は過去最高の業績を

当時の駐在員に家族帯同者はなく、日本

の優位性を明確にし PR できるかが重要

る。こうした優秀な人材をいかに地元に引

てしまい、地元に残らないという問題があ

もに順調で、トヨタとの包括提携契約が８

示し、VW との合弁事業は生産、販売と

この病院には日本の東北大学へ留学経験の

春市と仙台市が友好都市であることから、

本製の医療設備機械が導入されていた。長

中日聯誼病院に、日本の ODA による日

だと思う。東北３省、長春市、瀋陽市の第

月に締結されたほか、マツダの M6 アテ
11

40
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長春ではトヨタ自動車の動向が大きな意
味を持つ。長春市が毎年日本に派遣してい
どこに進出しても同じだと思ってしまう。

今後の発展動向を探る上で、長春市の発

長春の特徴をもっと真剣に考えていく必要

展の阻害要因を挙げると、華東、華南に比

る投資誘致ミッションは必ず愛知県を訪問

長春のみならず、天津、広州、成都でも生
べ公衆衛生、サービスに対する意識が大き

しており、全市をあげてトヨタ重視を打ち

産していることから、今後、トヨタが長春
く遅れていることだ。街を歩くと 年以上

があるだろう。

でどのような事業展開をしていくのかが現

出していることが分かる。一方、トヨタは

地日系企業でも大きな関心事となっている。

まり、一汽が変わることが長春市の全体の

うなハイレベルの試験だ。東北地域には日

情報が少なく、事業の立ち上げには長春日

療機関としては、吉林大学第５病院である

長春

投資環境を改善できる重要なファクターと

本語のできる優秀な人材が多いといえる。

本商工会に依存することが多かった。

は国有企業の占める割合が高く、業績不振

なっているのだ。

上海、北京、広州といった大都市に流出し

しかし、
こうした優秀な人材は地元を離れ、

5

02

き止め、育てていくかを地元政府のみなら

今後

30

が難しい。従って、上層部の意識が現場に

かに引き出すか、いかに長春

、長春の特徴やメリットをい

20

2

次五カ年計画の重点産業では各省・市と

26

04

7

02
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受け付けてくれず、事前に提携契約を結ん
設立した。このエンジン材料のためのアル

定、同年３月にエンジン生産の合弁工場が

年は V ６エンジンの長春での生産が決

でおくことで、緊急時の優先的対応を確保
ミ溶湯工場も同年７月に立ち上げ、 月ラ

ある医者が多かった。ただ、突然の診療は

することができた。

化に伴う当社商品の取り扱いが決まり、
年半ばから生産が本格化した。

中国政府の旗振りで 年から東北振興政

便、その後名古屋へ週２便が就航し、利便

性が高まった。生活環境では、駐在中の３

年間に飲食面で大きく改善がみられたもの

区はなく、外国人が少ないので、公安や安

治安はほとんど問題ない。市内に危険地

ロジェクトの立ち上げで 名になった。

ンに搭載されている。駐在員もエンジンプ

このエンジンは現在発売されているクラウ

インオフ、翌 年２月から生産開始した。

引き続き外資導入に積極的で当社プロジェ

長、
長春市長はそれぞれ途中で交代したが、

の動向として、これまで自動車系では日本

事務所を設置した。吉林省での外資系企業

の、住環境はあまり改善されなかった。

全部の目が行き届いている。ほとんどの駐
年はプリウスの立ち上げで総勢 名まで増

日系の合弁工場が一般のアパートを購入

フになり、
現在各代理店で販売されている。

弁化した。プリウスは同年 月にラインオ

いる。一汽の経営は、 年は前年に締結し

回、それぞれ日本で投資誘致活動を行って

本企業の投資誘致に目を向け始め、毎年２

トヨタの進出によって、省、市ともに日

が進んでいる。吉林省はもともと朝鮮族の

合弁工場が立ち上がるなど、第三国の投資

出、鍛造関係でインドメーカーと一汽との

動 車 タ イ ヤ で 韓 国 企 業 のＫ Ｕ Ｍ Ｈ Ｏ が 進

とドイツが中心であったが、昨年末から自

し、そこに居住する駐在員もいたが、管理

本食レストランは意外に多く、問
題なく食することができた。

年前半はトヨ

幅に上げた。一方、これまで主力であった

VW とのプロジェクトを中心に業績を大

が増えている。

の進出がきっかけとなり、韓国企業の進出

企業の進出もあった。長春ではＫＵＭＨＯ

居住区が多く、延辺朝鮮族自治州には韓国

ゴルフ場が今年オープンし、現在唯一の

VW、トラック、紅旗は販売に陰りがみえ
始め、ブランドによる業績にばらつきがみ

外資系ホテルであるシャングリラホテルの
販売台数 100 万台を突破し、
一汽にとっ

ほかに新たな外資ホテルが 年初頭に建設

られるようになった。 年には念願の年間
ては記念すべき年となった。 年になると
市場競争が激化、VW、トラック、紅旗の
販売台数が激減する。同年第１四半期に初
の赤字となり、吉林省政府が救済策を講じ

される予定で、こうした周辺環境も徐々に

改善されていくだろう。

エンジン本格生産、クラウン、マーク X、

タとのプロジェクトは極めて順調で、V ６

地元政府は積極的に対応しているが、長春

れていると思っている。外資誘致に関して、

格差がある。中でも吉林省は政策面でも遅

いるが、東北３省といっても地域によって

の最後の砦として注目されて

地方は中国における外資進出

プリウスの事業展開は非常にうまくいって

東北
おり、マツダもアテンザの販売台数を伸ば

増加し、 年には 名ほどになった。新空
ていた日本への定期便は最初に成田へ週

全体的に民営化が遅れており、このことが

進む中で、一汽は未だに国有企業である。

され難い。中国自動車メーカーの民営化が

なることはやむを得ず、斬新な政策が提出

もあり、地元の産業政策には一汽偏重型に

市はもともと一汽の貢献度が高かったこと
立した。

し、長春で一汽と合弁で販売総代理店を設

るという異常事態になった。しかし、トヨ

08

タの計画が具体化
し、

タ系の部品メーカーが長春に多数
出張で訪れた。トヨタの駐在員が
一挙に６名赴任し、当社も業務拡
の年の春先に中国全体で新型肺炎

大ということで１名増員した。こ
（SARS） が 流 行 し、 長 春 で も
ゴールデンウィーク明けから日本
からの出張がストップし、業務に
大きな支障が出た。一汽の社内に

05

長春日本商工会メンバーは毎年 名程度
10

も入れず、ロビー脇の隔離スペー

03

04

さないと感じた。飲食面では、日

たトヨタおよびマツダとのプロジェクトや

クトも支援を受けている。

年にはダイハツも長春市と吉林市に

在員はシャングリラホテル、
デイズホテル、
え、７月にはランドクルーザーの工場を合

06

当社が立ち上げた合弁工場はエンジン国産

05

や設備に問題があり、外国人の居住には適

16

が長春で開催され当社も参加した。吉林省

員住居は供給不足で、家賃は非常に高い。

策が始まり、 年に東北アジア貿易博覧会

04

04

南湖賓館等のホテルに滞在していた。駐在

05

港が 年 月に開港し、日系企業が要請し

70

スでの面会、会食の禁止など、関
束後の同年８月からプロジェクト
月にはランドク

9 06

係構築が難しかった。SARS 収
が本格稼動し、

ル ー ザ ー の ラ イ ン オ フ を 迎 え た。
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04

1

05

03
12

12

19

05
長春市内は冬でも自動車の通行に支障はない

トヨ
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地元経済にも影響を与えている。こ

うした国有企業的経営マインドは外

資とのプロジェクトを進める上で障

壁になることが多いと思う。

、人材面では、長春は

比較的教養レベルが高

い。過去の歴史的経緯もあり、特に

日本語人材は他の都市に比べ豊富

だ。ただ問題は若年層がよりよい待

遇を求めて地元を離れてしまうこと

である。大学側の話では、日本語人

材は 100％外に流出してしまい、

長春には残らないという。今後、若

年層の流出をいかにくい止めるかが

大きな課題だろう。工場の一般労働

北全体にいえることだ。定着率も高

者は非常に真面目で、この傾向は東

いようだ。対日感情の面では、長春

での日本人に対する信頼度は高い。

在でも当時の施設が数多く残ってい

昔は数十万人の日本人が居住し、現

る。インフラの面では、近年大都市

での停電や断水が問題になっている

が、長春はまだ大型企業が少ないと

いうこともあり、そうした面での問

題はない。
外資誘致の課題としては、

外資誘致における地元の優位点や優

遇政策を明確にし、いかに対外的に

アピールするかということで、この

ような施策を推進するための政策が

地元政府に求められるところだ。

一方
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JCNDA NEWS

2006 年 9 月の日中東北開発協会の活動から
■東北２大博覧会 ( 瀋陽 ･ 長春 ) に参加、各省要人と会
談 (8/27 ～ 9/4)

第 5 回中国国際設備製造業博覧会 (8 月 29 日～ 9 月 4 日、於瀋陽 )
および第 2 回中国吉林・東北アジア投資貿易博覧会 (9 月 2 ～ 6 日、
於長春 ) が開催され、世界各国から多数参加、当協会から岩崎副会長、
安田事務局長、西槙瀋陽事務所長一行が参加した。
一行は長春で吉林省 ･ 王雲坤書記とも会見、同省国有資産監督管理
委員会 ･ 馬明副主任との会談ではＭ＆Ａ経済協力の推進について協議
した。また瀋陽および長春で阿部孝哉総領事をはじめとする瀋陽総領
事館メンバーおよび日本企業幹部と懇談の機会を持った。
また、ハルビンで黒龍江省・孔令学省長助理およびハルビン市 ･ 張
桂華副市長と会談し、来年の日中経済協力会議のハルビン開催につい
て合意した。

■「NEAR 2006 in とやま」開催 (9/6 ～ 7)

9 月６～７日、富山市において、富山県・日本貿易振興機構 (JETRO)・
( 財 ) 富山県新世紀産業機構等の主催により「NEAR 2006 in とやま」
( 北東アジア地域産業部品 ･ 材料展 ) が開催された。北東アジア地域の
経済活性化と富山県企業のビジネスチャンス拡大を目的とするこのイ
ベントは今回 4 回目の開催で、中国、韓国、ロシア、モンゴル 4 カ国
と国内の企業 ･ 団体 151 社が出展、商談 ･ 投資説明会が行われた。
また、元通産省事務次官・福川伸次氏による基調講演や県内企業幹
部等によるパネルディスカッション等が行われ、オープニングセレモ
ニーでは石井隆一・富山県知事が富山の国際的な発展と今回の商談会
への期待を表明した。当協会からは岩崎副会長が参加した。

■中国遼寧瀋陽輸出加工区投資環境説明会開催 (9/7)

呂凡・瀋陽市渾南新区管理委員会副主任兼遼寧瀋陽輸出加工区管理
委員会主任をはじめとする同委員会代表団が訪日、９月７日都内ホテ
ルで瀋陽輸出加工区についての説明会を開催した。説明会の開催には、
当協会が協力した。
中国の東北地方旧工業基地振興政策に基づき、瀋陽輸出加工区は瀋
陽市の加工貿易の拠点として、旧工業基地の調整改造を促進し、地域
経済を発展させる新たな先駆的役割を果たしている。この加工区では、
区内に建設された標準工場のリース代に対する優遇政策のほか、特殊
保税区域として関税の免税措置を受けることができる。
現在、米国、ドイツ、英国、香港、台湾等の 15 企業が瀋陽輸出加
工区に工場を設立し、また日系企業ではコバック社が進出している。
瀋陽輸出加工区に関する詳細は下記ホームページ ( 日本語版有 ) を参
照のこと。
ホームページアドレス：http://www.syepz.gov.cn/htm/jp/
index_main.asp

■瀋陽市渾南新区管理委員会・黄凱主任一行来会（9/19）
9 月 19 日、黄凱瀋陽市渾南新区管理委員会主任一行 4 名が来会し、
岩崎副会長、安田事務局長と懇談した。黄主任からは「中国遼寧瀋陽

輸出加工区投資環境説明会」開催への当協会の協力に対するお礼と、
引き続き当該地区への投資誘致への協力の要請があった。

■ハルビン経済技術開発区・李主任一行来会 (9/20)

９月 20 日、ハルビン経済技術開発区管理委員会・李志恒主任一行５
名が来会、安田事務局長ほかが対応した。
李主任一行の訪日目的はハルビンに進出している日系企業や友好都
市関係にある地方自治体の訪問であった。現在、ハルビン市進出の日
系企業は約 30 社で、長年あまり変動がないが、最近、香港、台湾、欧
米の企業進出が増加している。企業改革の面では、公共サービス部門
の改革は難しいが、企業改革の遅れている大型国有企業の改革を進め
ていきたいとのことであった。

■琿春市・王副市長および小島衣料 ( 琿春 ) 幹部一行来
会（9/29）

９月 29 日、琿春市・王金玉副市長、小島衣料 ( 琿春 ) 服装有限公司・
全成哲総経理、同公司 ･ 及川英明執行役員ほか一行５名が来会、岩崎
副会長ほかが対応した。
王副市長からは、これまでの琿春市の開発状況、ならびに現在、新
設準備が進んでいる日本海横断航路（琿春－ザルビノ－新潟）の開通
に期待を寄せている旨の紹介があった。また、長春－図們、および図
們－琿春を結ぶ高速道路の建設が進められていること、市内発電所の
増設が行われているとの説明があった。
琿春市ではここ数年、外資の進出が進んでおり、日本からはアパレル、
木材加工、電池メーカーなどが進出している。中でも小島衣料は着実
に発展している。当市では日本での研修経験者を含め、日本語ができ
る人材が多いというメリットがある。

■ NPO 北東アジア輸送回廊ネットワーク（NEANET）
企画委員会開催 (9/29)
９月 29 日、花田 ( 前モンゴル大使 ) 会長、吉田 (ERINA 理事長 ) 顧
問、古賀 ( 日中東北開発協会特別顧問 ) 副会長、当協会から後藤部長な
ど 24 名出席のもとに NEANET 第 15 回企画委員会を開催、日本海横
断航路開設準備等について協議した。
三橋理事企画部長から９月 22 日、新潟で開催された NEANET、新
潟の港湾関係者と韓国の東春フェリー白晟昊社長との関係者会議につ
いて報告があり、新航路はザルビノ～束草～新潟～ザルビノの三角航
路とすることが合意された結果、束草港から新潟までの貨物および人
的輸送の採算性が好転、日中間の輸送も大幅に短縮できることが確認
された。また、吉田顧問から 9 月 19 日に新潟で開催された「新潟・
北東アジア国際観光フォーラム」
についての報告があった。会議には日・
中・韓・露・モンゴル他から各関係者が参加し、北東アジア観光の問
題点の集約等がなされた。新潟での温泉視察では、訪日歴 50 回の黒龍
江省の観光局関係者から「日本の温泉の良さに触れ、今までの訪日で
一番の感動」との好評を得た。
当日は琿春市合作区管理委員会関係者の特別参加もあった。
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中部崛起戦略が始動

第１回中国中部投資貿易博覧会、長沙で開催
編集後記
就任間もない安倍晋三首相が就任後の初めての外国訪問として中国・北京を訪れ、
胡錦濤国家主席、温家宝首相らと会談した。これまで歴史認識問題など、政治的
にはギクシャクした関係にあった日中関係だが、今回の訪中に際しての安倍首相
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5．今後取り上げてほしいテーマや情報について伺います。

１．「日中経協ジャーナル」をお読みになっていますか。
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2 時々刻々：世界の工場” 中国はどこまで発展するか？

1
3
5
7
9
11

マクロ経済の分析と展望
各地方の投資環境
中国社会一般
政治・時事
流通・物流
人事・組織
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法規・制度
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3 CHINA TREND CHECK：外国企業による上海の投資環境評価
4 中国ビジネス Q&A：最近の外貨管理規制の動向
5 制度情報：2006 年 8 ～ 9 月の法令から
6 情報クリップ：06 年度日中経済協会訪中代表団を派遣ほか

6．その他、
「日中経協ジャーナル」、日中経済協会についてご意見、ご要望をお聞かせ下さい。

7 現地便り：お申し込みはネットで・・・
8 東北コーナー：長春の経済発展を支える日本企業
9 DATA ROOM: 中国・日中の主要経済指標、06 年 8 月の日中貿易統計
10 06 年 8 月の主な出来事
7．お忙しいところご協力いただきありがとうございました。
回答者のご連絡先をお知らせ下さい。粗品をお送りします。

3．体裁についてお聞かせ下さい。
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