日中経済協会の新刊案内

日中間の環境ビジネスの開発や制度構築など実務レベルへのプラット
フォームとして大きな成果をあげた「日中省エネルギー・環境総合
フォーラム」
。そのすべての議事録、発表資料を網羅した報告書。
日中間の省エネ・環境問題に関する交流の基本情報が満載。これから
のビジネスに研究に活用度大！

2日間にわたるフォーラム・分科会の全報告内容を網羅

日中省エネルギー・環境総合フォーラム
2006.5.29−6.1
Tokyo Japan

A4 判 56 ページ

ご注文は

開催報告

待望の
新刊！

実費 5,000 円（消費税込） ■詳細内容、資料等掲載 CD-ROM 付き

電話 03-5511-2511

FAX.03-5511-2519

掲載内容

■基調講演（講演順）

二階俊博

■特別講演

薄煕来

経済産業大臣

中国商務部部長

王毅

中国駐日本国特命
全権大使

小池百合子
環境大臣

姜偉新

中国国家発展改革
委員会副主任

千速 晃

日中経済協会会長

小宮山 宏

東京大学総長

■テーマ別講演
高広生
肥塚雅博
李新民
小林光
陳家昌
山本隆彦
李兆前
関沢秀哲

中国国家発展改革委員会国家気候変化対策協調小組弁公室主任・・・
経済産業省産業技術環境局長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中国国家環境保護総局汚染控制司副司長・・・・・・・・・・・・・・・・・
環境省地球環境局長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中国科学技術部高新技術発展産業化司能源交通処処長・・・・・・・・・
新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 理事・・・・・・・・・・
山東省日照市人民政府市長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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）

中国における CDM 政策とその進展
日本の省エネルギー政策及び３R 政策
中国の環境保護状況と対策
日本における環境対策について
中国における省エネルギー・クリーンエネルギー技術の発展と展望
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
日照市の循環型経済発展に向けた実践と思考
日本鉄鋼業界における省エネルギー・３R・産業公害防止の経験と紹介

■テーマ別業種別分科会
第１分科会
第２分科会
第３分科会
第４分科会

省エネ環境保護政策法規、標準、産品認証
省エネサービス企業 (ESCO)と融資担保メカニズム
鉄鋼
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
（役職は 06 年 5 月末現在）
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ついに動き出した国家の中部支援策
長沙・武漢現地レポート

中部地区とは山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省の６省を指す。
この６省の総面積は 102.6 万平方メートルで全国の 10.7％を占め、人口
は３億 5202 万人（05 年末現在）で全国の 26.9％を占める（表１）
。
もともと中部地区は中国の主力穀倉地帯の一つであると同時に、豊富な
鉱産物資源に恵まれていることから、一定の工業基盤を備えてきた。しか
し、内陸に位置するために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、域内総生産は３兆 7230 億元（05 年）で全国の
20.3％を占めるにとどまっている。
ただ、省都をはじめとする中心的都市では消費意欲は高く、また地理的に
も真中に位置することから、市場あるいは物流拠点としてその潜在力が期
待されるところだ。
財団法人日中経済協会 調査部課長 髙見澤学
表１

中国中部地区の人口、面積、域内総生産（GRP）

地区

省

全国総計
東部計

05 年末人口（万人）

面積（万 k㎡）

シェア

130,756

100.00%

960.00

10,757

8.23%

79.31

46,388

東北計

山西

35.48%

3,355

安徽

9,380

7.17%

16.70

3.30%

6,326

102.64

27.51%

60.04%
9.36%
2.28%

2.94%

1.74%

10,587.4

5.78%

2.19%

6,511.3

ハルピン
6,520.1

10.69%

684.46

シェア

100.00%

5,375.1

4,056.8

1.95%

21.00

26.92%

35,976

4,179.5

1.74%

18.74

4.84%

35,202

へ！

16.66

4.37%

17,140.8

1.63%

1.45%

5,710

西部計

15.60

13.94

湖北
中部計

8.26%

4.68%

4,311

湖南

9.51% 109,924.6

6,120

江西
河南

シェア

100.00% 183,084.8

91.26

2.57%

05 年 GRP（億元）

37,230.3
長春

71.30%

33,493.3

2.22%
3.56%
3.56%

20.34%
18.29%

（出所）
「中国経済データハンドブック 2006 年版」
（日中経済協会 2006 年８月 P4 ～ 5）および『中国統計年鑑』
（2006 年版）より作成
瀋陽
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中部地区の最大のメリットの一つ

はその地理的優位性にある。華東地

区と西部地区をつなぐ東西ルート

と、東北・華北地区と華南地区を結

ぶ南北ルートの交差点にあり、歴史

的にも重要な軍事拠点として争奪の

対象となった地域で、現在も中国全

土を結ぶ交通の要所として注目を集

めている。京珠（北京～珠海）高速

をはじめとする高速道路が縦横に整

備され、鉄道網では南北を貫く京広

（北京～広州）
、京九鉄道（北京～香

港九龍）や東西を貫く隴海鉄道（連

雲港～蘭州）などが交差している。

また、長江の中流域に属しているこ

とから水運の重要拠点であるととも

に、航空輸送では北京、上海、広州、

成都など重要都市へも比較的短い時

間で移動することができる。

資機材、原材料、部材の調達や完

成品・商品等の販売輸送に便利なこ

とから、製造業の工場立地の条件と

しては優位性があり、また東西南北

を繋ぐ物流拠点として、物流や流通

等のサービス産業の発展が期待さ

れる。

もう一つのメリットとして、中部

地区は中原と呼ばれた黄河文明の発

祥の地であり、歴代王朝の都として

5 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12

中部地区の優位産業

ようこそ中部
内陸とはいえ省都クラスの消費水準は沿岸部に引けを取らない（湖南省長沙市）
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中央政府による中部地区の本格的

るところだ。

ス産業にも発展の可能性が見出され

ともに、それに付随する各種サービ

に活用し、観光産業を発展させると

が挙げられる。こうした資源を上手

豊富な歴史的遺産に恵まれている点

長きにわたり栄えてきたことから、

特に湖北省は長江水運を利用して、

ビス産業の発展をもたらすだろう。

信、金融、コンサルタント等のサー

して製造業をサポートする物流、通

機器、家電、自動車等の製造業、そ

可能性がある付加価値の高い電子

の利便性は、今後中国市場で成長の

中 部６ 省 の 地 理 的 優 位 性 と 交 通

点を目指す投資戦略があるようだ。

省は華南地区と中西部を南北につ

して、広東省と境を接している湖南

地区と中西部を東西に繋ぐ要所と

と隣接する安徽省と江西省は、沿海

開することが可能である。華東地区

の双方を対象としたビジネスを展

を有しており、海外市場と国内市場

比べて水運物流が発展する優位性

ができることから、他の中部地区に

しかし、今後、中国市場をターゲッ

べこうした面での整備が遅れている。

通システムなど、東部沿海地区に比

人材・意識の不足、未整備の市内交

欠如、サービス産業の発展に必要な

大志向が強く、環境に対する配慮の

い。いまだに盲目的な経済規模の拡

る中部地区だが、その反面問題も多

このように経済発展の期待が高ま

6
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とが肝要だ。

な経済発展のための政策は始まった

なぐ要所として、それぞれの地理的

トにしようとする日本企業にとって、

国内市場と海外市場への製品輸送

優位性を発揮するビジネスを展開

中部地区は大きな可能性を秘めた空

ばかりだが、既に多くの外資系企業
が中部地区に進出している。そこに

できるだろうし、山西省や河南省の

間であることは間違いない。

中部崛起促進政策の一環として、第１回中国中部貿易
投資博覧会が 06 年９月 26 ～ 28 日に湖南省長沙市の湖
南国際会議中心で開催された。この博覧会は中国国務院
の認可を得て、商務部、国家税務総局、国家工商総局、
国家広電総局、国家旅遊局、中国国際貿易促進会、中華
全国工商聯合会、中国工業経済連合会、および山西、安徽、
江西、河南、湖北、湖南の各省人民政府が主催したもので、
博覧会開催中、中国国内の約 20 省・直轄市・自治区お
よび海外約 110 の国と地域から約２万人が参加し、日本
からは二階俊博経済産業相を始め、産業界や観光業界等
の関係者約 1,000 名が出席した。
この博覧会の目的は中部地区への貿易と投資の呼びか
けと拡大を図るもので、中部地区の経済政策、優位産業、
投資環境、観光地などを紹介する各種のフォーラムやセ
ミナーが開催されたほか、
国内外の政府要人、
企業経営者、
専門家による講演や各種商談会も行われた。博覧会場で
は、中部地区各地の産業の紹介や進出企業による製品の
出展が行われており、世界各地から訪れたビジネスマン
が商談する場面も見られた。
この中部投資貿易博覧会は今後毎年開催される予定
で、来年は河南省の省都鄭州市で開催されるとのことだ。

は東部沿海地区のような輸出生産型

ような資源が豊富な地域では、その

中部投資貿易博覧会ハイレベルフォーラムでは二階俊博経済産業相が講演した（ビデオ出演）

資源を活かした事業展開を図るこ

中部初の大型投資貿易博覧会を開催

基地としてではなく、中国国内市場
を対象にした生産基地、サービス拠

中部投資貿易博覧会展示会場
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ようこそ中部へ！

第 11 次五カ年計画（十一五計画）における中部地区崛起促進政策
■中国の経済発展と中部地区の経済振興

これまで、中国の目覚しい経済発展を支えてきた華東や華南をはじめとする東部沿海地区の発展は、海に面する地理的

優位性を活かし、外国企業の輸出生産型基地として、外資系企業による製品輸出を牽引役に急速な経済発展を遂げてきた。
これに対し、中西部地区など内陸部では、外国企業誘致や経済振興が進まず、沿海地区との経済格差がますます拡大して

いる。中国政府はこの格差是正を目指し、西部大開発政策、東北旧工業地区振興に続き、05 年に中部地区の経済振興を
促す中部地区崛起促進政策を発表した。西部地区に比べ経済的に進んでいた中部地区は、中央政府による経済政策後回し
になり、これまで中央政府の積極的な支援がないまま、地方政府が独自に経済振興を実施せざるを得なかった。

06 年３月に開催された全国人民代表大会では、06 年から 10 年までの今後５年間の発展計画である十一五計画が採択

され、地域の協調的発展を促進するための重要施策として、従来の西部大開発や東北地区旧工業基地振興に加え、中部地

区の崛起促進が盛り込まれた。中部地区においては、既存の基礎を足がかりとして産業をレベルアップさせ、工業化と都
市化を推進し、東西をつなぐ役割と産業発展の優位性を背景に崛起を図ることとしている。そして、中央政府による支援

政策を支えに、今後、中部地区では外国企業を含めた具体的な企業誘致が積極的に行われるだろう。人手不足や賃金高騰、
電力不足に悩む沿海の中国企業も湖南省等中部地区に移転しているようだ。
(1) 現代農業の促進
中部地区は中国でも有数の農業生産地域だ。しかし、実際の農業生産において、農業機械や化学肥料などを利用して単

位面積当りの生産量をさらに高める余地があることから、農業の現代化を促進させ、食糧の生産地帯の建設強化、農業イ
ンフラ建設投資の増加、大口農産物の生産能力向上、農産物加工への転換、付加価値商品の生産増を図る必要がある。
(2) 大型石炭基地建設の強化と山元発電の発展

６省の中で山西省、河南省および安徽省は中国でも有数の石炭産地である。しかし、各地に非効率で環境・安全対策が

不十分な小型炭鉱が点在しており、さらには多くの違法炭鉱も存在している。こうした炭鉱での資源浪費、劣悪な労働環

境、炭鉱事故、環境汚染等は社会問題になっており、このような炭鉱を閉鎖・整頓し、石炭生産を大型企業に集約するな
ど、大型石炭基地建設の強化を図る必要がある。また、石炭輸送の逼迫を緩和するために、エネルギーを電力に転換して
消費地へ供給する山元発電や石炭生産企業による石炭・電力一体化経営を発展させる必要性がある。
(3) 優位産業の構造調整と原材料基地の形成
中部地区は豊富な鉱物資源に恵まれていることから、鉄鋼、化学工業、非鉄金属、建築材料等の産業が発展した。こう

した産業の優位性を高めるためにさらなる構造調整を行うとともに、高品質の原材料基地を形成することが求められる。
(4) 機械設備製造業とハイテク産業の発展

中部地区の機械産業では、地域的特徴を活かした従来の鉱山機械、自動車、農業機械、機関車車両、送・変電設備等の

機械設備製造に加え、ソフトウエア、光電子、新型材料、バイオプロセス等のハイテク産業を発展させる必要がある。
(5) 総合交通輸送システムの構築と輸送インフラの建設強化

中部地区の地理的優位性を活かして、総合交通輸送システムを構築し、幹線鉄道と自動車道路、内運河川港と地域空港

を重点的に建設するとしている。これは中部地区の交通輸送インフラの整備を通じ、物流拠点としての地位を高め、観光
産業の発展に有利な条件を提供する狙いがある。
(6) 物流インフラと市場システムの整備

上記交通輸送システムの構築と輸送インフラ建設を踏まえ、物流センター等の物流インフラ整備の強化と市場システム

の整備を行うことで、産業の活性化を図る狙いがある。
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長春

図１

中部６省産業別生産額の割合（2005年）
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（出所）『中国統計年鑑』2006 年版）より作成
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南昌

大同の雲崗石窟（山西省）

億 2000 万元、第三 次 産 業 が

6
3

1563 億 9000 万元で、それ

37
4

長沙

ぞ れ の 占 め る 割 合 は ・ ％、 ・

％、 ・ ％となっている（図１）
。

山西省では石炭資源が豊富なことか

ら、石炭採掘業等の鉱業分野を含

む第二次産業の占める割合が大き

くなっており、同年の一人当たり

GDP は 万 2495 元で、中部

1

3

武漢

江西省

湖南省

安徽省

河南省

６省の中で最も高い。

気候を利用した農業が適しており、

鄭州
全国最大の石炭産地

05

山西省では北方内陸地区の乾燥

4179 億 5000 万元、そのう

主な農産物としては綿花、乳製品

山西省

年の総生産額は

ち第一次産業が 262 億 4000

などがある。工業では石炭生産が

山西省の

万 元、 第 二 次 産 業 が 2353

太原

露天掘の平朔炭坑（山西省）
JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12
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安徽省
江西省

ぞれの占める割合は ・ ％、 ・

2187 億 5000 万元で、それ

限公司（
Chery Automobile）は
安徽省蕪湖市に本拠地を置き、日立

業だ。自動車メーカーの奇瑞汽車有

41

％、 ・ ％となっている（図１）
。

0

万トンと全国第

山西省

18

４ 億 3963・
１位であるほか、発電、鉄鋼業、化
学工業が盛んである。山西省の石炭
は日本にも鉄鋼用、電力用等に輸出
され、電源開発株式会社が山元での
ボタ発電にかかわるなど、石炭を巡
る山西省と日本とのつながりは深
い。主な観光資源では、３大石窟の
一つの大同雲崗石窟と平遥古城が世
界文化遺産に登録されているほか、

構造となっているが、同年の一人当

って、比較的バランスのとれた産業

部沿海地区に隣接していることもあ

安徽省は江蘇省や浙江省といった東

どの自然に恵まれることから観光産

は黄山、九華山のほか、沢山の湖な

徽省に進出している。また、安徽省

や三洋などの日系家電メーカーも安

5375 億 1000 万元、そのう

で、沿海地区への農産物の供給基地

果実類、肉類、水産品の生産が盛ん

発する。

とが災いし、毎年洪水等の水害が多

業が盛んであるが、水量が豊かなこ

である北岳・恒山などの自然も豊か

ち第一次産業が 966 億 5000

黄山は山水画の世界（安徽省）

だ。しかし、黄河水系に属している

産業では穀物類、油料作物、綿花、

安徽省の主な産業として、一次

６省の中では最も低い。

たり GDP は 8675 元と、中部

40
7

となっている。工業では石炭生産、

年の総生産額は

3

万 元、 第 二 次 産 業 が 2221 億

安徽省の

南昌

が、水量は多くなく、全省的に水が

晋祠、縣空寺等の史跡、五岳の一つ

長沙

湖南省

武漢

湖北省

鉄鋼業、家電、自動車などが主要産

安徽省

江西省

年の総生産額は

4056 億 8000 万元、そのう

ち第一次産業が 727 億 4000

万 元、 第 二 次 産 業 が 1917 億

5000 万 元、 第 三 次 産 業 が

1411 億 9000 万元で、それ

ぞれの占める割合は ・ ％、 ・

47

％、 ・ ％となっている（図１）
。

9

安徽省
合肥の開発区（安徽省）

南昌

17

いった沿海地区に隣接しているもの

江西省は浙江省、福建省、広東省と

34
8

太原

2000 万 元、 第 三 次 産 業 が

不足している。

鄭州

江西省の

長沙

湖南省

武漢

湖北省

05

山西省

合肥
華南とのつながり
河南省
深める

江西省

3

の、中部６省の中では総生産額が最

9 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12

太原

長江デルタへの農産物
鄭州
合肥
供給基地 河南省
05

0
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本からはスズキ、いすゞ、東芝、富

１兆 587 億 4000 万元で、中

果実、肉類、乳製品の生産量も比較

最大規模であるほか、綿花、野菜、

業では穀物や油料作物の生産が全国

も低い。また、同年の一人当たり

士フィルム等の企業が進出してい

部６ 省の中では最大の経済規模と

年の総生産額は

GDP では 9440 元と、中部６

る。また、省内には廬山、鄱陽湖等

河南省の

省の中では安徽省に次いで低い値と

的大きい。工業では、石炭、石油、

ト、化学工業などのエネルギー多消

なっている。そのうち第一次産業

5514 億 1000 万元、第三次

費産業が主な産業となっている。こ

の風光明媚な自然に恵まれ、焼き物

産業が 3181 億 3000 万元で、

のような豊かな経済基盤を背景に、

１）
、鉱工業を中心とした第二次産

た、四通八達の交通網を利用した全

所等の日本企業が進出している。ま

・ ％、 ・ ％となっており（図

業の割合が高くなっている。同年の

国の卸売市場としての役割を果たし

る。観光資源としては、古都安陽の

卸売市場である鄭州商品交易所があ

一人当たり GDP は１万 1346

河南省の主な産業としては、農

湖北省に次いで３番目である。

ており、鄭州には中国最大の農産物

日産自動車、黒川紀章建築設計事務

それぞれの占める割合は ・ ％、

なっている。これは他の中部５省と

安徽省

発電等のエネルギーや鉄鋼、セメン

諸葛（亮）孔明を祀る武侯祠（河南省南陽市）

9

済発展を阻害する要因になっている

合肥

は 1892 億 元、 第 二 次 産 業 は

景徳鎮のやきもの作業場（江西省）
南昌

江西省

17

ものと思われる。

太原

で有名な景徳鎮も江西省にある。

05

30
0

元で、中部６省の中では、山西省、

52
1

江西省の主な産業をみると、一

６省中、
鄭州
最大の経済規模を誇る

河南省

次産業では水産品が比較的豊富なほ

武漢

湖北省

かは、特に目立った農産物はなく、

山西省

長沙

湖南省

工業生産についても電気製品以外に
特段目立った産業はない。しかし、
農業、工業を発展させるための条件
の一つである豊富な水資源があるこ
とから、経済発展の期待は高く、日

河南省

比べ交通の便がやや不便なことが経

窯が立ち並ぶ景徳鎮の街並み（江西省）

JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12
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黄鶴樓から長江を望む（湖北省武漢市）
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％ となっている（ 図１）
。湖

た五岳の一つである中岳・嵩山等の

林寺などの歴史的遺産が豊富で、ま
省とともに中部地区経済を牽引する

などが主要産業となっており、河南

鋼、セメント、紡織、化学、自動車

りの GDP は１万 426 元で、

になっている。同年の一人当た

に比較的バランスのとれた構造

南省の産業構造も湖北省と同様

産が盛んで、二次産業では発電、鉄

自然にも恵まれ、毎年多くの観光客
経済基盤を有している。日産やホン

殷墟、洛陽の龍門石窟、白馬寺、少

が河南省を訪れる。

網は長江を通じた海外との交易も可
能にしている。長江水系の水量は多
く、三峡は世界的にも有名な景勝地
となっている。

安徽省

江西省

省の中では河南省、湖北省に次いで

第二次産業が 2596 億 7000

6

39

92

40

糖料作物、野菜、肉類の生産、

農業では穀物、油料作物、綿花、

湖南省の主な産業をみると、

中部６省の中では平均的な水準

江西省

年の総生産額は

ーが進出しており、四通八達の交通

ダといった自動車メーカーの進出に

安徽省

である。

6

伴い、多くの日系自動車部品メーカ

山西省

湖北省の

山西省

年の総生産額は

構成は比較的バランスがとれている

第３位となっている。このうち第一
では山西省に次いで２番目である。

万 元、 第 三 次 産 業 が 2640 億

次産業は 1274 億 2000 万元、
湖北省の主な産業をみると、一

5000 万元で、それぞれの占め

万 1431 元で、中部６省の中

次産業では穀物、油料作物、綿花、

る割合は ・ ％、 ・ ％、 ・
19

る。日本企業では平和堂（百貨

して物流、流通業が発展してい

華南と中部を結ぶ交通の要所と

ては商業・サービス業が中心で、

しかし、湖南省の主要産業とし

化学工業が比較的盛んである。

工業では鉄鋼、セメント、家電、

長沙は内陸部有数の商業都市

うだ。

致の準備が着々と進んでいるよ

た。中部崛起政策による投資誘

に多くのビルが建設されてい

おり、今回訪れた長沙でも郊外

から郊外へと開発地域を広げて

経済の発展とともに市街中心部

に平坦な地勢のところにあり、

中 部 地 区 の 大 都 市 は、 一 般

も順調な発展をみせている。

どの自然にも恵まれ、観光産業

つである南岳・衡山、洞庭湖な

いる。また、張家界や五岳の一

進出し、順調に事業を展開して

店）
、スズキ、日立、NEC が

湖南省には年間 400 万人の韓国人が訪れるという（長沙市の韓国街入口）

南昌

6511 億 3000 万元で中部６

湖南省の

長沙

湖南省

6520 億 1000 万元で、中部
６省の中では河南省に次いで第２位
となっている。このうち第一次産業
が 1082 億 1000 万 元、 第 二
次産業が 2810 億元、第三次産業
が 2628 億 元 で、そ れ ぞ れ の 占
める割合は ・ ％、 ・ ％、

鄭

。同年の一人当たりの GDP では

・ ％となっており（図１）
、産業

40

武漢

太原

野菜、果実、肉類、水産品などの生

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12

1

湖南省

南昌

43

太原

長沙

湖南省

武漢

湖北省

合肥

河南省

05
6

湖北省

鄭州
中部の重工業基地

16

州
中部の商業・
合肥
河南省
サービス業の中心地

05

湖北省

3

1

日中経済協会では、今回の中部投資貿易博覧会への参加に合わせ、
今後高い成長が見込まれる中部地区の実情視察を目的として、９月

中部地区の雄

部 最 大 の 都 市 で あ る。 面 積 は

武 漢 市 は 湖 北 省 の 省 都 で、 中

ナ埠頭（年取扱量 1000 万トン）

および貨物輸送用埠頭、武漢コンテ

で、武漢市内には燃料埠頭、自動車

水道を利用した大型船の航行が可能

性が突出した都市で、水運では長江

ど中国の主要都市へは１時間から１

ら北京、上海、重慶、成都、広州な

市内を貫いている。また、飛行機な

道（北京～広州）などの幹線鉄道が

市で交差しており、鉄道でも京広鉄

武漢市の経済概況

8549 万 平 方 キ ロ、 人 口 は

時間半以内で行くことができる。

網では京珠高速道路（北京～珠海）

年末現在 ）で、中
部地区における経済、文化、交通、

が国道 318 号（上海～ラサ）や

％増の 2238 億元で、９

年連続で最高値を更新している。こ

・

05

858 万人（

金融、
ビジネスの中心となっている。

滬蓉高速道路（上海～成都）と武漢

武漢市の 年の GDP は前年比

などの港湾設備が整っている。道路

市中心部の環状道路
中部地区の中でも特に交通の利便

7

既存の経済基盤を基礎に新たな投資誘致を目指す

武漢

東湖高新技術開発区

14

05
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25 日から 30 日まで中部地区視察団を派遣した。博覧会参加の後、
湖北省人民政府と武漢市人民政府の協力を得て、湖北省武漢市の経
済発展の状況を視察した。
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でに、武漢市に進出している外資

な都市でもあるとのこと。現在ま

政府は外資系銀行の投資誘致を促進

はあまり進んでいない。最近、中央

ど多くないため、外資系銀行の進出

地区への外資系企業の進出はそれほ

れている。開発区は中央環状線と外

西南部に位置し、東側には長江が流

設されている。この開発区は武漢市

は中部地区で最初の輸出加工区が開

けた国家級の開発区である。区内に

・

第二次産業生産額は同 ・
額は同

％増

万人という人材が豊富

系企業数は約 4900 社、投資額

するために、外資系銀行が投資する

環状線の中間にあって、武漢中心部

の人材が

の 1019 億元、第三次産業生産
は 249 億ドルに達しており、そ

場合の審査・許可を優先的する優遇

までは キロのところにあり、開発

のうち第一次産業生産額は同 ・

％ 増 の 1109 億
のうち日本企業は 270 社余りで、

策を実施した。また、武漢市ではこ

％ 増 の 109 億 5700 万 元、

4300 万元で、それぞれの占め
日本の産業界とも関係は緊密化し

万平方

メートル、現在既に開発された面積

区の開発可能面積は ・

資系銀行に対する補助金・奨励金な

は 万平方メートルである。

れに加え、 年１月から進出した外

としては、武漢鋼鉄と協力関係にあ

どの優遇策を実施するとの報道が伝

ているという。主な日系の進出企業

る割合は ・ ％、 ・ ％、 ・
％ であった。また一人当たりの

る新日本製鐵、東風自動車と提携

えられた。

ドル）であった。

している日産自動車やホンダ技研、

91

発足、 年４月に国務院の認可を受

武漢市経済技術開発区は 年５月

武漢市経済技術開発区

注１

視察団と会見した武漢市人民政

川崎重工、NEC のほか、これら

も進出している。

府・袁善腊副市長によれば、武漢市

万

大手自動車メーカーの中国進出に

に、市内にある

しかし、東部沿海地区に比べ中部

93

武漢市の経済概況を説明する袁善腊副市長（右から 3 人目）

の大学には

は鉄鋼業、自動車製造業、造船業が

GDP は２万 6238 元
（3245

40

伴って、多くの自動車部品メーカー

7

15

4

9
49

82

盛んな工業都市であるというほか

90

5

人の学生が在籍し、科学技術関連

東風日産のティアナ（中部投資貿易博覧会湖北省ブースで）

52

日の供水量は 万トン、電力供給に

ブル水源供給システムを採用し、１

インフラについて、水の供給はダ

38

ジェクト建設

送る）
﹂プロ

気東送（ 四川の天然ガスを東部に

ムが採用されている。このほか、﹁川

ついてもダブル回線電力供給システ

40

ジョー・シト

ホ ン ダ、 プ

合 弁 の 日 産、

東風汽車と

開発区には

ている。

鉄道等も整っ

設 備、 道 路、

通信、下水道

り、 熱 供 給、

保障されてお

ガスの供給が

によって天然

東風汽車とプジョー・シトロエンとの合弁企業神龍汽車有限公
司（武漢市経済技術開発区）

ロエン（フラ

13 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12
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コカコーラ（米国）などの食品メー

ン等の自動車部品メーカー、および
地で会社を設立する際には、武漢

方所得税免税措置などである。当

投資企業の免税・減税期間内の地

目までは半額 ）措置、生産型外国

カーのほか、機械、電子、情報、医
市経済技術開発区管理委員会によ

所得税の２ 免３ 減（ 利益計上年度

家級高新技術開発区となった。こ

技術開発区として、経済技術開発区

この開発区においても国家級高新
開発区に進出している日

と同様の優遇政策を受けることがで

学・専門学校が 校ある。

イテク農業分野に加え、その他のハ

歌い、踊る姿がみられた。参加するための

あり、開発区面積は 224

若男女が老外（外国人）の演奏に合わせて

イテク産業やソフト開発など新たな

があり、１時間ほど参加したが、多くの老

平方キロ、開発区への進出

が開催されていた。そこで夕食をとる機会

産業分野の投資に期待を寄せてい

表玄関の前を貸し切りでドイツビール祭り

企業数は内外資合わせて約

我々が武漢を訪れた９月下旬、ホテルの

る。

ドイツビール祭り

8000 社で、この他に大

老若男女がフィーバー

社ほどあり、主

56

発区では既存の光電子産業、

友電工などがある。この開

倉、自動車部品の丸順や住

電、光ファイバーの烽火藤

通 信 デ バ イ ス の NEC 日

話 生 産 の NEC 移 動、 光

な日系企業としては携帯電

る補助金等の制度もある。

いう。また、開発区管理委員会によ

内に会社設立の登記を完了できると

係書類さえ揃っていれば、１週間以

トップサービスが可能で、必要な関

設置されており、いわゆるワンス

設立登記に必要な関係機関の窓口が

きる。開発区管理委員会の中に会社

機械・電子一体化設備、ハ

バイオ医薬、環境保護設備、

30

14
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ンス）などの自動車メーカーやリケ

薬、
物流関係の企業が進出しており、
るサポートが受けられる。

武漢市東湖国家高新技術開
発区

今後はハイテク関連産業やサービス
産業の投資誘致に期待が寄せられて
いる。
この開発区では、東部沿海部の
国家級開発区と同様に各種の優遇

月に設立し、

武漢市にあるもう一つの国家級開
年

政策が享受できる。例えば、生産
開発区は、

発区である武漢市東湖国家高新技術

％）適用や経営

型外国投資企業に対する企業所得
税の優遇税率（

91

年３ 月に国務院の認可を受けて国

10

の開発区は武漢市東部の武昌区に

年以上の企業に対する企業

15

から２ 年間免除、３ 年目から５ 年

期間

88

系企業は
武漢市東湖国家高新技術開発区管理委員会

理が並ぶバイキング料理、本場のドイツビ

ールを堪能しながらフィーバーする武漢の

人々、宴は夜遅くまで続いていた。数年前

までは考えられない姿だ。武漢の人々のバ

イタリティーと経済的な豊かさを実感する

出来事だった。

注１：ジェトロ『通商弘報』
「武漢市、外資銀行に優遇策」
06 年 11 月９日
http://www5.jetro.go.jp/jet-bin/pro1.cgi/report-p.
html?1+4552b2a527342

●武漢市国家級開発区連絡先
武漢市経済技術開発区招商局
副局長 彭訓超
TEL：（86-27）8489-1006
携帯：138-7118-9938
FAX：（86-27）8421-1889
E-Mail：pengxunchao@hotmail.com
武漢市東湖国家高新技術開発区招商局
副局長 王意舒（日本語可）
TEL：（86-27）6788-0063
携帯：138-8605-0285
FAX：（86-27）6788-0110
E-Mail：wangyishumx@sohu.com

10

チケットも決して安くない。洋中折衷の料
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情」（作詞／作曲・中山大三郎、歌・

多かったが、1986年の「無錫旅

「魚米の郷」
。元々日本の観光客が

江と太湖に挟まれた風光明媚な

無錫は日本でよく知られる、長

ます。中国企業としては長春第一

企業としてはボッシュ等が出てい

クカンセイ、デンソー等、ドイツ

す。日本企業としてはカルソニッ

発展させることに力を入れていま

ず四輪や二輪の部品産業を集積・

等 が あ り ま す。無 錫 に は 300

尾形大作）のヒット以降、日系ホテ

社近い部品メーカーがあり、部品

東京・大阪・横浜・名古屋で観光

の合作に前向きであること。無錫

アップを必要としており、日本と

いこと。地元メーカーもグレード

ど大手が進出すると、優秀な技術

が難しいこと、自動車メーカーな

11 月 19 日（日）

11 月 19 日（日）

中日スポーツ・教育・文化交流活動

11 月 19 日～ 24 日

中国無錫―日本経済貿易観光文化業績展開幕式、
「無錫旅情」20 周年記念
大会―中日経済貿易観光文化交流会、
レセプション、
「桜姿梅韻」文藝の夕べ

1 月 15 日（月）

東京プリンスホ
テル

中国無錫クリエーティブ産業及びソフトアウトソーシング合作シンポジ
ウム、バイオ医薬産業投資合作フォーラム

1 月 16 日（火）

同上

中日環境エネルギー合作フォーラム及び宜興環境保護科学技術工業団地
説明会

1 月 22 日（月）

東京

中国無錫―日本経済貿易観光文化業績展、光電産業投資及び技術提携シ
ンポジウム、国際港と物流投資懇談会、
「無錫旅情」―中国無錫観光説明会

1 月 18 日（木）

ホテルニューオ
ータニ大阪

中国無錫機械設備及び自動車部品産業投資説明会

1 月 19 日（金）

横浜

★一連のイベントに関するお問い合わせは：
無錫市人民政府駐日本商務代表処 蘇健（日本語可）TEL03-3537-3238 FAX03-3537-3237
〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-1 秀和茅場町タワーレジデンス 2103 室

しています。下請部品メーカー発

学校を作って人材や技能者を養成

集を行うほか、市でも大学や職業

政府が企業と共同で大学に人材募

は思いません。また無錫では、市

すべての人材が大企業に流れると

（まとめ 調査部 山本祐子）

に力を入れています。

ナー探しのプラットフォーム作り

用するなど、市政府としてパート

を行ったり、インターネットも活

掘についても、地元外資向けに下

太湖国際科学技術団地、工業設計団地、クリエーティブ産業団地の視察・
交流

私の知る限り、大企業と中小企

11 月 19 日（日） 同上

請け部品メーカーを探すイベント

11 月 19 日～ 24 日

無錫市、江陰市、
宜興市

無錫観光新コースの視察

無錫ハイテク開
発区、濱湖開発区
中国無錫―日本経済貿易観光文化業績展、中日技術革新及びサービスア
ウトソーシング提携会議

業では人材の流れは双方向です。

「無錫旅情」懇親会

自動車のディーゼルエンジン工場

主とする経済交流も盛んになった
のほとんどが製造できますので、

文化交流と経済交流を結び付けた

は日系企業の一大集積地であり、

無錫には伝統的に自動車・機械・

「無錫旅情」20 周年記念―中日経済貿易観光文化交流会

無錫市人民大会
堂
11 月 18 日（土）
「無錫旅情」20 周年記念大会―中日友好歌の集い

（聞き手：藤原弘調査部長）

「無錫旅情」20周年
無錫と日本で記念イベント

●徐国偉無錫市人民政府副秘書長に聞く

ルの無錫大飯店が建ち、製造業を

錫の知名度を決定的にしたこの歌
日本のメーカーがでてきてもやり

（徐副秘書長）そうで、日本での無
に、市当局はさらなる発展を託し

メーカーは市場に近く、年 回の

そ の 理 由 と し て、 無 錫 の 部 品

易いはずです。
周年だそう

ているようだ。

▼ 「無錫旅情」から
動車展を追加）
、四輪車部品、二

自動車部品展開催や（今年から電

この機会を捉え、無錫市は一大

輪車部品の市場も常設されてい

一連の活動を行います。その宣伝

市も日本人向け学校や病院など生
とが挙げられます。

活環境の向上に力を入れているこ

▼

品メーカーに聞くと、品質面で満

▼

足のいく地元下請けが見つからな

現在の日本企業の対中投資の

傾向として自動車や家電の部品
メーカーがないと大手企業も来に

いため生産設備から原材料まで輸

電機の部品産業の基盤がありま

者、熟練工がそちらに転職してし

入しなければならず、コスト削減

す。特に自動車産業は、外資完成

まうとのことですが。

錫市の誘致策は？

くいと思いますが、この面での無

中国に進出した日本の中小部

メーカーの進出があります。部品

お願いしています。

活動のため来日しました。友好都

ること。労働者・技術者の層が厚

交流イベントを開催します。 月

ですね。

1

市の明石市や相模原市にも協力を

中旬に無錫で、来年 月中旬には

11

車メーカーのない現状に鑑み、ま
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20
1

世界約 カ国で公布されている「独占禁止法」
。その多くは、経済的独占を禁止するものだが、

中国における独占禁止立法制定作業は 1994 年より開始され、 年間にわたり多大な精力

が色濃く示されている。

現在中国で制定準備が進められている独占禁止法は、
「行政性独占」の禁止など、中国特有の特徴

80

12

が費やされてきたが、
2006 年 月 日、
全人代常務委員会は「独占禁止法草案（以下「草案」
）
」
27

代常務委員会での 回の審議を経て採択されることになっている。一部の専門家によると、この

に対する第一回目の審査を行った。中国の立法プロセスに基づくと、法律の制定は一般的に全人

6

「独占禁止法」は 年までに採択される可能性が高いとのことだ。

3

中国の

独占禁止法

市場経済

キーワード
安全保障

企業

中国の国情

大地法律事務所

弁護士 熊琳

本稿では、草案に見られる中国的特徴に関する規定について、中国の国情を踏まえ解説する。

07

「独占禁止法」の特徴
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局は市場の支配的地位の濫用につい
て、そして国家発展改革委員会は独
占協定における価格カルテルの取り

行政性独占の問題点について、以

下のような事例がある。

いては、関連業種の違法行為に対す

う。また、その他各種監督機関につ

に地方政府の「他地域商品の地元市

的に反映した概念である。現在、主

「行政性独占」は中国の国情を端

カード 枚につき 元の保証金の支

始めた。IC カード購入の際には、

わって交通 IC カードが採用され

バスや地下鉄の紙製の定期券に替

中国的特徴の典型例：
「行政性独占」

① 北京市では、今年 月から公共

る調査処理の行使権を有するものと

場への参入制限および地元商品の

締まりについてそれぞれ責任を負

草案によると、国務院は独占禁止
されている。また、地方政府関連機

独占禁止法執行機関
のシステム上の問題：
法律執行機関の多重
構造

委員会と独占禁止法執行機構を設立

5

払いが要求され、
使用者が IC カー

するとされている。このうち、独占

他地域への進

禁止委員会の主要任務は商務部、国
行権の行

関が独占

家工商行政管理総局、発展改革委員
使を授権

ドを破損または紛失した場合、公共

会を含む下級機関、および銀行業監
されてい

出制限」
、
「他

督管理委員会、
証券監督管理委員会、
る の は、

禁止法執

保険監督管理委員会等の特殊機関に
中国の国

交通機関の運営会社は使用者に対し

対する監督と調整である。独占禁止

土が広大

地域商品に対

法執行機構の主要任務は独占禁止法

であると

てその保証金を返却しないとしてい

令の具体的な執行である。そして草

いう事情

する現地同類

案では、独占禁止委員会と独占禁止

も絡むた

る。

法執行機構の関係については明言を

めであろ

いる。このた

占が行われて

業の行政性独

等により、企

行為の強制」

に対する独占

遇」
、
「事業者

る差別的待

採用等におけ

「検査基準の

条件の設置」
、

枚とされており、 枚あたり 元の

カードの第 次発行数は 500 万

北京市の発表によると、交通 IC

わたり無償で占有することになる。

は、膨大な乗客の資金を、長期間に

通機関による乗客からの保証金徴収

ているのではないだろうか。公共交

保証金を負担するのは公平性に欠け

かかわらず、カード購入者が 元の

かるコストはわずか数元であるにも

しかし、 枚の IC カードにか

く現している。こうした状況の下、

たるシステムは、中国の国情を色濃

ることになる。このような多層にわ

に及ぶ法律執行システムが形成され

能とされており、複数の機関、多層

務の履行権限を委譲させることが可

轄市の該当機関に独占禁止法執行業

務上の必要に応じて省、自治区、直

のではないか。さらに、執行効率の

を有している国家はあまり多くない

れほどに多層にわたる法律執行部門

が懸念される。国際的にみても、こ

なまでに分散され、混乱を招くこと

システムでは、法律執行権が不必要

法律執行

こうした

しかし

してはいるものの、行政性独占の法

草案はこの行政性独占行為を規制

される。

は、事前の十分な関連調査が必要と

る場合や支社などを設立する前に

め、企業がある地域に製品を販売す

判が出ているが、北京市公共交通総

この問題点に対し多くの疑問や批

ても、数千万元が徴収されたことに

だ。カード本体のコストを差し引い

保証金の総額は

20

億元になる計算

1

て北京市発展改革委員会の認可を受

1

1
力にはならないとの見通しだ。

なる。
各政府機関はそれぞれの機能に応じ

公司はいかなる説明も行わず、すべ

う。

避けている。

商品と異なる

20

的責任は非常に軽微で、十分な抑止

20

1

悪さによるコスト高も予想される。

また、独占禁止法執行機構は、業

1

た責務を負っている。例えば、商務
部は企業結合について、国家工商総

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12

20 元の保証金が必要な北京市公共交通機関の IC カード

JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 TOPICS

側にも自己評価や自己規制が要求さ

している。しかし、免除された企業

には行為そのものを

れ、事後に関連機関による管理監督

かし、横型独占協定

では、一般市民は言われるままにこ

違法とする「当然違

る縦型独占協定の禁止について規定

つ実質的損害を引き起こすとみられ

も市場競争により及ぼされる重大か

おり、草案において

禁止する」とされて

除・制限することを

件を設けて競争を排

又はその他の取引条

販 売 価 格 維 持 行 為、

取引活動において再

い て は、
「 事業者が

縦型独占協定につ

条件が同等な事業者に対し取引価格

合
（不当廉売）
、
正当な理由なくして、

スト割れの価格で商品を販売した場

消費者利益に損害を与えた場合、コ

ち、企業が不合理に価格を吊り上げ

れらの行為を禁止している。すなわ

契約の原則の濫用とされ、草案もこ

ような場合は、自由取引または自由

はないからである。しかし、以下の

場の支配的地位の発生自体が違法で

禁止する法律ではない。それは、市

あり、市場の支配的地位そのものを

支配的地位の濫用を禁止する法律で

しており、草案もこれと同様に禁止

独占協定の双方において一定条件を

草案は、横型独占協定および縦型

のサービス業においても、独占的地

電信、郵政、電力、医療、交通等

18
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けているとだけ主張している。現状
うした負担をするしかない。

用されておらず、さ

らには禁止条項の適

用を除外する場合の

免除条件が規定され

している。縦型独占協定は合理的な

等の取引条件で差別待遇を行った場

そもそも独占禁止法とは、市場の

経済的分析に基きケース・バイ・ケー

合（価格差別）
、正当な理由なくし

ている。

市場の支配的地位の
濫用

が行われることになっている。

行政性独占とは若干かけ離れる
が、生活に密着するところで、市
民は常に類似の問題に遭遇する可
能性がある。例えば、銀行カードは
知らないうちに年間費用が徴収され
たり、鉄道の切符払戻しには額面の
％の手数料が徴収されたりする。

スで判断を行う「合理的原則」が適

た場合（取引拒絶）
、ある事業者の

てある事業者に対する取引を拒絶し

関する規定として、横型独占協定

また、
談合入札行為については
「当

意思に反して商品またはサービスを

用される。

の販売任務が完了した後に、職員に

および縦型独占協定

然違法の原則」が適用され、いかな

強制的にセットで販売した場合（抱

注１

賃金を返還した。これは、地方の行

されている。横型独占協定による危

る条件下においても談合は免除され
このような情況がしばしばみられ

事項を列挙すると同時に、包括条項

満たす場合の免除制度の適用を規定

について規定
政機関による行政権力を濫用した競

害は甚大であることから、世界各国

き合わせ販売）等の行為により競争
る中で、行政性独占を完全に禁止す

を設置してこれを禁止している。し

注２

争の排除・制限による行政性独占の

ないものとされる。

ることは難しい。今後、こうした問

相手を排除した場合などである。

は横型独占協定の禁止を厳格に規定

草案では、独占協定
（カルテル）
に

独占協定に対する規
制と免除制度

法の原則」は直接適

題が争点のひとつになりそうだ。

額面金額の 20％が払い戻しの手数料として徴収対象に
（中国国内列車の乗車券）

一例だ。

差し引き、各機関による割当ビール

ル代金は、まずは公務員の賃金から

定数量のビールを割当て、そのビー

を下した。さらに政府は各機関に一

ビールを用いて接待を行うよう命令

が各関係機関に対して当該工場の

ビール工場を支援するため、県政府

② 福建省のある地域では、当地の

弁護士費用を負担することになる。

護士にもかかわらず、購入者がその

際には、デベロッパーが依頼した弁

供されない。不動産物件を購入する

固定電話では市内電話の明細書が提
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まま引継いだ経済体制下における規

位を有する経営者、古い習慣をその
規定されている。

加等の詳細な内容について具体的に

るために該当知的財産権を独占する

定領域において優勢な立場を維持す

た規定は柔軟性に欠ける面がある。

なように思えるが、
一方で、
こういっ

される「合理的原則」であり、市場

きケース・バイ・ケースで判断が成

用いるのは合理的な経済的分析に基

中国が市場の支配的地位において

る。

形だけの契約等の問題が見受けられ

分を所有する場合は、企業自身およ

者が企業買収またはその他企業の持

されている。これにより、外国投資

の申告基準、必要提出書類等が規定

おいて、外国投資者による企業買収

国国内企業の買収に関する規定』に

に施行された『外国投資者による中

引等は拒否すべきである。

イバル企業に対する制限性を伴う取

売、抱き合わせ販売、不当廉売、ラ

び価格差別、不当な高価での製品販

起したとしても、外部への授権およ

持つ相手側が合理的な取引条件を提

ると考える。従って、知的財産権を

ことも、知的財産権の濫用に含まれ

が含まれる）などの問題がある。

支出、起訴により被る間接的損失等

門家による証人費用等の有形財産の

こと（訴訟費用、証拠調査費用、専

証責任が重いこと、訴訟費用が高い

こと、損害賠償における被害者の挙

提訴側の勝訴の可能性が極めて低い

独占行為に対する訴訟については、

また、これとは別に 年 月 日

の支配的地位を有する企業は、経営

び相手側企業の前年度の販売額、市

定、業界自身の利益のみを優先した

活動としての市場活動における行為

場占有額等の関連情報を把握しなけ

まとめ

に対する制度を規範化する必要があ

ればならず、申告基準に合致する結

合は、法に従い行政不服審査を申請

執行機関による決定を不服とする場

している。即ち、企業が独占禁止法

として行政不服審査についても規定

草案では、企業に対する法的救済

の制定によって、中国の市場化が促

されていることがうかがえる。本法

おり、中国的特徴が非常に強く反映

中国特有の事情が十分に考慮されて

止立法経験を手本にすると同時に、

は、成熟した市場経済国家の独占禁

中国の独占禁止法の制定について

することが可能で、さらに行政不服

注１：
「横型独占協定」とは、同種製品の生産・
販売を行い、または同種サービスを提供し、互
いに直接競争関係にある複数の企業（例： つ
の製造会社、 つの販売会社）が共謀して実施
する競争制限行為を指す。
注２：
「縦型独占協定」とは、同一産業内で異
なる段階に従事し、売買関係にある複数の企業
（例：製造会社と販売会社、
卸売会社と小売会社）
が共謀して実施する競争制限行為を指す。

と思われる。

経営活動が大きく変わっていくもの

進されると同時に、多国籍企業を始
における多国籍企業の知的財産権濫

審査の決定に不服とする場合は法に

法的救済

法的救済と民事責任

り、関連の契約および協定締結にお

合行為においては、事前の関連資料

知的財産権の濫用

ばならないとされる。

は付帯条件に対する認可を得なけれ

る。また、免除条件を満たす場合に

いて、関連する調査および法律規則

草案ではＭ＆Ａなどによる企業結
合のモデルについて、販売額に基づ
く事前申告制度を採用している。草

用情況とその対策に関する研究報

めとする外資系企業の中国における

く設定されており、必然的に申告が

告』において、
「価格差別」
、
「不当

る民事責任について、
「企業による

基づき行政訴訟の提起が可能である。

必要なケースが多くなる。外商投資

な高価での製品販売」
、
「抱き合わせ

独占行為は、それが認定されてから

中国科学技術部は、 年の『中国

企業にとって、これにかかるコスト

販売」
、
「不当廉売」
、
「ライバル企業

初めて起訴されること」
、
および「被

民事責任

は大きな負担となる。

に対する特許利用不許可」を中国に

害者による賠償請求額は、その被害

れている。一見、企業にとって有利

2

草案では、企業の独占行為におけ

企業結合の定義、申告基準、申告を

おける多国籍企業による知的財産権

損失額を限度とすること」が規定さ

草案の企業結合に対する規定は、
必要としないケースのほか、提出書

濫用の「５大要因」としている。
筆者は、知的財産権の権利者が特

2

案における企業結合の申告基準は低

1

2

企業結合では画期的
な規定

の準備や自主申告を行う必要があ

8

に基いた審査が必要とされる。

9

類、初歩的審査、実質的審査、審査
における注意点および制限条件の付
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06

05

の重要な経済パートナーであること
は否定できない。

電子産業、サービス産業等の分野

に現れている。さらに、こうした

寄せていることは、無視できない事

日本の投資総額の

％ 以上を占め

し、史上最高額を更新した。これは

ち続けるだろうとの楽観的な予測

おける投資の中心」という立場を保

依然として「日本企業が東アジアに

けたことは明らかだった。中国の

工業製品輸出の方が大きな損失を受

差から、誰が見ても日本の中国への

特別関税を課した。この両者の価格

ンの３ つの工業製品に 100％の

輸出する自動車、携帯電話、エアコ

れに対し、中国政府は日本が中国に

対するセーフガードを実施した。こ

国が対日輸出する３品目の農産物に

2001 年６ 月、日 本 政 府 は 中

だろう。

な経済的利益をも損なうことになる

変なことに、国民一人ひとりの切実

を傷付けるばかりでなく、もっと大

自動車販売台数は日本との差を縮め

桁成長を実現した。この年の中国の

での生産台数を超え、４年連続で二

て 1000 万台に達し、日本国内

メーカーの海外での生産台数は初め

性化させた。

年、日本の自動車

とサービス業による対中投資を活

うした動きはすべての日本の製造業

車メーカーに追いつこうとした。こ

国で生産基地を建設し、欧米系自動

め、対中投資を大幅に増加させ、中

立した後、新たな自動車市場を求

メーカーは米国市場での地位を確

業に比べ遅かった。日本の自動車

の進出はドイツや米国等欧米系企

日本の自動車業界の中国市場へ

ている。 年下半期、日系ブランド

は 241 万台に達すると見込まれ

投資し、それによって年間生産台数

約 2200 億円（約

の日本６大自動車メーカーは中国に

ダ、マツダ、富士重工、三菱自動車

後、５年以内にトヨタ、日産、ホン

優位な立場に立とうとしている。今

め、新たな市場競争の中で少しでも

の認識から、投資戦略を明確に定

カーは今後も中国市場が発展すると

力が向上した。日本の自動車メー

自動車部品は同 ・ ％増で、輸出

産は前年比 ・ ％増となり、また

中国における自動車用エンジンの生

の高い部品生産も増加した。 年、

産が本格化するに従って、付加価値

億ドル）を
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中日間の低調な政治的関係による
両国の貿易関係や投資協力へのマイ

マーケットリサーチ、コンサルティ

進出企業に対して金融、保険、物流、

ある米国、香港、台湾からの投資

ング、広告、レストラン等のサービ

年は主な対中投資国・地域で

しかし、両国の経済界、産業界、あ

額が減少したが、
「政冷」状態の中、

スを提供する業界も中国に進出し

ナスの影響を避けることは難しい。
るいは多くの有識者の絶え間ない努

日本の対中直接投資額は前年比 ・

実である。つまり、経済的利益が双

る。こうした高い成長が続いてい

たからだ。そのため、中国は将来も

力によって、日本企業が依然中国市

％増の 億 3000 万ドルに達

方の関係の真の核心的問題であると

もある。

WTO 加盟で、日本がその最も大

た。日系自動車メーカーによる中国

熱くなる自動車産業の対中投資

きな受益国となったことは間違いな

05

の中国乗用車市場シェアは ％近く

30

従って日中間の対立は、国民の感情

15

での生産規模は日増しに拡大し、生

生じた摩擦は利益上の対立となる。

の相違であるとすると、経済関係で

治的問題における立場の違いが理念

る要因は、特に日本の自動車産業、

場に対し極めて大きな情熱と期待を

19

いうわけだ。中日両国の歴史的、政

65

髙見澤学）
（日本語訳：調査部

05
8

く、中日両国が相互依存、利益連動

0

19

0

9

32

05

05

中国国際貿易経済研究院
特別研究員・
対外経済貿易大学
兼任教授

呉徳烈

相互利益、
Win・Win
のための
中日経済貿易
関係を探る
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ている自動車メーカーである。中
大規模販売ネットワークを構築し

る。トヨタは中国における新たな

万台を超えるものと思われ

年には広州トヨタの販売台

積しており、日本や欧米の関連企業

ピュータ関連の工場や研究機関が集

上海周辺の沿海都市に IT、コン

れ始めている。中国では、広東や

日本では既に第４世代標準も検討さ

中国輸出総額のうち、半導体部品を

挙げられる。 年における日本の対

重要な生産基地となっていることが

由として、中国が IT 関連製品の

日中間の貿易額が拡大している理

伝統的な電子機器製造分野でも日

利用されている第３世代の通話機

提供している。現在、フランスで

年比 ％増であった。 年、日本が

ている。

国市場においても、日米の２ 大自
ており、仮に、既存のクラウンと

は部品を中国のこれら地域に送り、

包む電子製品は ・ ％を占め、前

え、

動 車 メ ー カ ー、 ト ヨ タ と GM に
レクサスの販売ネットワークを加

そこで組み立てた製品を欧米、
日本、

を占めた。

よる世界自動車メーカーナンバー
え る と、 合 計 300 カ 所 に な る。

本は引き続き対中投資の規模を拡大

はわずか 1000 万台だが、日本

05

数も

ワンの地位争奪戦が激しく繰り広
こうした新たなネットワークを通

モリー生産で日立は半分を占める

している。日立製作所中国総代表・

で は 4000 万 台 に 達 し て い る。

3

04

26

トヨタは世界で最も利益を出し

げられている。中国での上海 GM

して、ホンダや欧米系自動車ブラ
ンドに対する競争力を高めようと

計画は前年比 ％ 増の

日本では積極的に中小企業を活用

携帯電話においては、日本はフ

ことになる。

日本政府はさまざまな措置を通じ

ランスよりも進んでいる。フラン

して IT 産業の発展を図っている。
て、研究機関、大学、地方企業間の

スでは

話が普及し始め、日本ではドコモ

年から第３世代の携帯電

協力と連携を実現し、三位一体のハ
イテク産業集積区の建設を推進して

年５月にこの技術サービスを

塚田実氏によれば、日立環球存儲産

固定ネットワークにおいても日本

が

品（深圳）有限公司を含め、日立製

が大きくリードしており、各戸に

いる。

作所の中国への投資総額は５億ドル

光ファイバーによる超高速通信の

あるいはその他の国・地域に販売し

万台に達し

ているが、トヨタも中国進出の遅

しているわけだ。広州ホンダの例

の生産、販売台数は
れに甘んじることなく、新たに中
では、

行っている。一汽トヨタの中国で
ている。

万台とし

年の乗用車の生産、販売

国戦略を立て積極的な事業展開を
の販売台数は 万 2000 台を超

26

巨大なポテンシャルがある IT 協力

13

06
05

で、現在計画中のメモリー生産のす

12

40 07

01

端 末 が 設 置 さ れ て い る。 さ ら に、
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27

べての工事が完了すれば、中国のメ

日本の自動車メーカーは中国で積極的に事業展開

15
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シャルの大きな市場の一つであるこ

は貿易の質とレベルを高め、中国の

を新たな段階に進めること、２つ目

ジルで 1530 万リットル、米国

界最大のエタノール生産国はブラ

ル生産を増やそうとしている。世

サトウキビを栽培して、エタノー

幅は比較的大きく、電子コンピュー
とが分かる。日本経済が引き続き回

高付加価値製品の対日輸出を促進さ

は 1390 万 リ ッ ト ル を 生 産 し

エネルギー、環境保護分野での協力

タ、 プ リ ン タ 等 は 前 年 同 期 比 ・
復傾向にあることは中国にとっても

せること、３つ目は中国の地方や地

その他多くの科学技術分野はポテン

0%増、デジカメ、ボイスバー等は
歓迎すべきことで、日本市場はさら

ているが、中国の生産量はわずか

現在、日本はブラジルの協力を得て

では沖縄周辺で

違いなく、日本

であることは間

にやさしい燃料

ことから、環境

トウキビである

「日中循環経済の戦略パートナー」

り、こうした経験を中国に紹介し、

高いエネルギー効率を達成してお

造、エネルギー使用等の面で日本は

が明らかにしている。発電や製品製

高める必要があることは多くの資料

10

40

22
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中国から輸入した IT 製品の増加

同 ・ ％増、半導体等の電子部品

方の開発区への企業誘致、資本導入

「 緑 色 能 源（ ク リ ー ン エ ネ ル

燃料エタノールの生産と輸入を行っ

360 万リットル余りでしかない。

ギー）
」と呼ばれる天然ガスについ
世紀

ている。日本の三井物産の中国総代

て、日本は

から輸入し始め、現在、日本の電

農産物、繊維製品、有機栽培農業

力に関心を示している。

れている。また、新たな環境保護

％ が天然ガスによって賄わ

訪中した際に、相互利益、Win・

の分野での委託生産や投資も引き続

メーカーの一つであるアサヒビール

計画によれば、日本は今後４ 年以

は、伊藤忠商事、住友化工と提携し

Win という基本認識をつないで

の混合燃料）に

て山東省で 100 ヘクタールの土

エネルギーと環境にかかわる問題

転換して、温室

地を借りた。有機農法を目的とした

き増加している。日本最大のビール

効果ガス排出量

この農場では、スイートコーン、イ

％ の自動車をバイオ

を削減し、石油

チゴ、レタス等の栽培の準備を進め

内に国内で

など燃料となる

ており、現地の環境のために太陽エ

いくために、日本側は３つの新たな

資源の対外依存

ネルギーと風力エネルギーの利用が

中国のエネルギー使用の効率は非

度を軽減するよ

ル（ ア ル コ ー

常に悪く、今後、現在の 倍以上に

予定されている。

ル）の原料はサ

うだ。エタノー

は最大の制約要因になる可能性が

力の

表は、この分野での中国企業との協

年代に UAE

を拡大することである。

に多くの中国製品を吸収することが
できるはずだ。

は同 ・ ％増で、科学光学機器は
同 ・ ％増であった。このように、
日本にとって中国の IT、および

新たな発展が望めるエネルギーと
環境保護分野

70

マス燃料（ エタノールとガソリン

中国経済の急速な発展にとって、

20

18
協力目標を提案した。その一つは省

27

8
28
1 22 7
1

ある。日本経済界の大型代表団が

自動車のバイオマス燃料の試験利用
は既に始まっている（河南省南陽市
にある天冠集団のバイオエタノール
燃料の製造プラント）
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相互利益、
Win・Win
のための
中日経済貿易
関係を探る

を、
日本の産業界は表明した。過去、
なっている。こうした事実は、中日

ドル）で、前年同期比 ・ ％増と

いる。中日間の経済協力は新たな転

しているわけでないことを証明して

ずしも両国の経済関係に大きく影響

していること、また、
「政冷」が必

分析している人もいる。 年に東京

機会やプロジェクトが行われると

国間で数多くの協力および協調の

日本では、今後５年以内に日中両

は 3846 億円（ 億 4400 万

日本が中国に対して行った支援の重
両国の経済界の友好的な人々が中日

として協力を行う意志があること

点は、主に大気、水質保護、および
関係の中で、十分にその役割を果た

周年に

で「世界華商大会」が開催されるが、

この年は日中国交正常化

当たり、また日本の天皇の中国訪問

周年、香港の中国復帰 周年記念

進しており、上下水道における水と

でエネルギー再循環の協力事業を推

ヒビールは中国のビール工場と共同

分野でも協力が始まっている。アサ

ロセス、および家電リサイクル等の

エネルギーリサイクル産業、浄化プ

促進するための重要な役割を担っ

は政府官僚やハイレベルの交流を

解の手段である。こうした民間交流

また欠かすことのできない相互理

間や地方政府間の相互訪問、交流も

交流はもちろん重要なことだが、民

中日両国政府の間のハイレベル

復以前における上海バレー団と中

し得るものではない。中日国交回

握の実現は、政府間交流だけで成

れてはならない。人民団結、民心掌

政府間交流に対する推進効果を忘

の民間企業の貢献と、その両国の

中日間の経済交流における日本

アジア大会が開催される。このよう

は上海で万博が開催され、広州では

周 年 記 念 の 年 で あ る。2010 年

たる。 年は中華人民共和国設立

平和友好条約」締結 周年記念に当

ンピックが開かれ、この年は「日中

の年でもある。 年には北京でオリ

等による協力も必要で、例えば「大
阪エコロジー地球ネットワーク」は
山西省の植樹造林プロジェクトに参
加している。
このように日本の対中投資の方式
が多様化し、投資構造が変化してい
ることは注目すべきことだ。今後、
日本の対中投資構造の分析には、製
造業による直接投資のほかに、流通
業、サ ー ビ ス 業、金 融 業、不 動 産
業等の投資も含めなければならな
い。金融・サービス業を含めた 年

初めからの日本全体の対中投資額は

06
引き続き増加傾向にある。 年上半
06

LT 覚書は日中民間貿易の先駆けとなり、日中間の国交正
常化に寄与した（高碕事務所北京連絡事務所看板）

以 て 官 を 促 す 」た め に 行 わ れ た イ

球外交 」の展開は、まさに「 民を

国赤十字代表団の訪日、および「卓

両国のハイレベルの指導者による

の期待を抱いている。その一つは、

と同時に、中日両国の有識者は２つ

に一連の重要イベントが行われる

60

30

08

ベントだ。1950 ～ 年代の「中

09

開催された日本史上最大規模の「日

書貿易 」事務機構の設立、海外で

日民間貿易協定」の調印、
「LT 覚

ることだ。

われるために多くの機会が作られ

間、各地方間で交流が広く、深く行

相互訪問の実現、２つ目は両国の民

村山富市元首相の言葉にあるよう

を徐々に癒していくことができた。

相互感情の蓄積によって、歴史の傷

に、民間での広範な交流と地道な

治」を促した事例である。このよう

や資金の活路としても広範な市場を

輸出市場としてばかりでなく、技術

ビス等の発展が、日本企業の製品の

た。中国経済、科学技術およびサー

人たちが中国を訪れるようになっ

のない日本のビジネス界や学術界の

最近、これまで中国を訪れたこと

に、中日両国の人民は「歴史の傷口

にしたのではないだろうか。

提供していると、彼等は認識を新た
のだ。

を引きずっていては前進できない」

これらすべてが「経済」を以て「政

本工業展覧会」の北京での開催等、

60

あるだろう。また、日本の NGO

汚泥の再利用や再生可能エネルギー

依然として拡大方向にある民間交流

換期を迎えているといえよう。

ゴミ処理に関係する産業の育成に置
かれていた。それが、 年を境に環
境協力の重点が「循環」へと転換し、

3

ている。

年から鉄鋼産業の省エネルギー、

07

35

10

11

33

等の分野でも協力を強化する必要が

15

05

期、日本の全業種の対中投資総額
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相互利益、
Win・Win
のための
中日経済貿易
関係を探る

を得ることができた。東アジアは全

ア各国は未曾有の集団的な共通認識

である。この危機を通じて、東アジ

及んだ最初の経済危機であったこと

この危機が歴史上、東アジア全体に

に依存していることだ。この点、中

せず、米国等の他地域の市場に過分

域内に大きな最終消費市場が存在

一つである。２つ目は、東アジア地

危機が急速に広まった主な原因の

は東アジア金融危機が発生し、その

交渉 は 歴 史

で の FTA

る。 中 日 間

ことができ

を牽引する

持続的発展

ジア経済の

ず中日の「和諧」を実現することが

「和諧」の東アジアの建設には、ま

れている。

りでなく、多様な市場の出現も含ま

いう言葉には、市場規模を指すばか

中国の知的

貿易不均衡、

国には代えることのできない有利な

重要な立場にあるばかりでなく、両

ろんのこと、政治、安全の分野でも

アジア地域において経済的にはもち

術の提供者」としての役割を担うだ

となり、日本は引き続き「資金と技

の中で、
中国は最大の「市場提供者」

今後、東アジアの地域経済協力

関係など諸々の問題があり、歩み

他大国との

およびその

農 業 保 護、

日本による

年頃に時期が熟

ろう。そして、人民元は日本円と

寄りは難しい。

や NAFTA 内の 倍よりも大き

い。こうした状況下において、東
ある。中国の外貨保有高は

以上を占める日本が緊密に連携し、

同様に中核の通貨となる可能性が

ルは多層的だ。多角的な協力体制を

月末で 9411 億ドル余りに達し、

地域協力の健全なる発展は、十分

協調することで、域内経済協力圏

東アジア地域の経済発展のレベ
確立することによってのみ、それぞ

日本を抜いて世界第１位となった。

な経済力と協力を受けるだけの能

の形成を順調に進めていくことが

％ 以上を占める
れの経済発展に直面する困難と問

ちなみに日本は 8648 億ドルで

力があるか否かによる。東アジア

できるのだ。

60

中国と、東アジアの GDP の ％

アジアの人口の

題を解決することができる。地域協

ある。このことは、中日両国が金

地域内の一人当たりの GDP 格差

せば中日双方が協議を再開するの

力の点では２つの矛盾が存在する。

融分野での協力を推進する条件を

ではないかとの予測もある。

一つは、東アジア域内の貿易が絶え

は 100 倍以上で、EU 内の 倍

60

年６

30
満たしたことを意味している。同

08

条件が備わっている。

財産権保護、

必要だ。このため、中日両国は、東

21

ず増加しているにもかかわらず、適

16

06

JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12

24

民間交流を促進せよーー日中友好７団体の代表と会見する胡錦涛主席（06 年 3 月）

時に、米国、
EU お よ び
中南米市場
と協調する

体的な概念であり、地域内の各国・

国における東部、中部、西部の経済

問題などの

こ と で、 共

地域は歴史的な束縛を超えて「一体

の地域間格差には巨大な市場と発

困 惑のほか、

応すべき地域性の通貨制度の構築

東アジア協力を推進する中日の
「和諧」
年の東アジア金融危機を覚え

化」
、
「共同体」の概念を強め、手を

展のポテンシャルが秘められてい

標準の制定、

同して東ア

携えて共に進み、
「和諧」の東アジ

る。
「中国は 世紀最大の市場」と

が相対的に遅れていることだ。これ

ア構築に努めなければならないと。

ているだろうか。
その重要な意義は、

97
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中国の対外戦略と
「六中全会」
１０月以降、中国では大きな外交行事が目白押しに続いた。
安倍首相と胡錦涛主席の日中首脳会談、韓国盧泰愚大統領、
仏シラク大統領の訪中、中国・アセアン首脳会議、中国・アフ
リカ首脳会議、…と休む間もない首脳級の交流行事。その間、
北朝鮮の核実験を受けた国連安保理での制裁決議、さらには
6カ国協議再開に向けた動きも加わり、外交部報道官の記者
会見への注目度はがぜん高まった。中国外交がスポットライ
トを浴びる中、ともすれば日本の報道では扱いが小さかった
ようだが、内政では、来年の党大会に向けた「六中全会」
（中
国共産党第16 期中央委員会第 6 回全体会議）が開催されてい
た。ここで採択された「和諧」社会構築に関する文言と一連
の外交行事を並べてみると、中国政府の内政・外政を貫く一
貫した方向性がよく分かる。
今回は視野を広げて今秋の中国の外交・内政を見てみよう。

日中首脳会談で
好転した対日感情

月８～９日の安倍首相の中国公

式訪問以降、日本から人が来るたび

に、
「日中首脳会談を受けて対日感

情は好転したか？ 実際に目に見え

る変化はあるか？」と聞かれるよう

になった。

安倍首相訪中に対する中国側の好

意的評価は、上は総書記から下は地

方政府の担当者、民営企業の一般職

員に至るまで一貫している、という

のが多くの日本の駐在員が抱いてい

る感想であろう。

中国のメディアも、 月の半ば頃

までは、安倍首相（当時官房長官）

について、
「政治姿勢がタカ派的で

あり、岸元首相、安倍元外相につら

なる家系である」などという報じ方

であったが、
総理訪中が決定すると、

「この訪中は日中関係の氷を破るも

のだ」
、
「大多数の日本人は新首相に

日中関係の改善を望んでいる」
、
「ア

ジアの一体化を進める上で中日関係

改善は重要だ」という論調が主流と

なり、
「靖国神社についての態度が

曖昧であり、実際の行動を見る必要

がある」という日本研究者の主張は

影を潜めた。新聞でも、首相夫人が

北京市内の中学校を訪問したことが

好意的に大きく取り上げられ、安倍

25 JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12
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められない」と言われたり、操業開

囲気ががらりと変わり、懸案事項が

動き出したとはいえ、ビジネスの現

りかかっている。

始間もないのに「新都市開発で鉄道

場における中国リスクは一朝一夕に

言いぶりになっている（後述）
。同

り、アセアンとの関係も似たような

れば対外関係で多用する常套句であ

である。この言葉は、中国側から見

として使われ続けることになりそう

後の日中関係を表現するキーワード

略的互恵関係の構築」が謳われ、今

れた日中共同プレス発表では、
「戦

ものであった。首脳会談後に発表さ

増料金を払っている企業も多数ある

ある上に、安定供給と引き換えに割

慢せよという態度がそもそも問題で

府の説明であるが、１年くらいは我

供給過剰になる」というのが中国政

には完全に解決し、その後はむしろ

場が多いようだ。
「電力不足は来年

と考えて操業をやりくりしている工

る。計画的予告停電なら仕方がない

したとはいえ、依然として停電はあ

系企業の実名も挙がった。この企業

していると主張する記事が載り、日

系企業の工場が環境汚染を引き起こ

最近、インターネット上で、外資

響を受けるケースは後を絶たない。

など、地方政府による政策変更の影

釈を地方税務局が突然変更してくる

についての今までの税法上の文言解

課税強化の方針を受けて、課税対象

このほか、中央政府の企業所得税

復帰 周年式典（ 月 日挙行）に

は、六中全会と中華人民共和国国連

これらの外交行事の核心となる思想

あるので別として、中国側から見て

れた 月。北朝鮮問題は突発事態で

さながら外交月間のように感じら

25
糾弾するトーンになっている。

が、記事全体としては外資系企業を

演説テーマは、
「平和維持、発展促

周年記念式典での李肇星外交部長の

外交部が主催した国連議席回復

よく表れていると思われる。

10

らも日中間の新たな協力事業が注目

交流年でもあり、ビジネスの観点か

需給の反映、生活水準の向上の結果

昇が顕著だが、これらは労働市場の

ないのは当然である。 月の首脳会

会談で一気にすべて解決するはずも

こうした個別の問題が、日中首脳

はなく、この 文字のタイトルも具

は行事としてはさほど目立つもので

進、協力推進」であった。この式典

わざるを得ないなどという事例も聞

ぐれた企業は、結果として罰金を払

い」になり、地元の障害者を雇いは

づけられ、地元の障害者の「奪い合

ある。身体障害者の雇用が突然義務

然の政策変更による人為的な問題も

た。担当者が単に却下の口実にした

のある申請を却下した実例を聞い

ればならない」と言って、日系企業

まだ分からない。今は慎重に見なけ

者が、
「日中関係が今後どうなるか、

談後も、中央政府のある部局の担当

ピールするという姿勢からは、胡錦

ガンと、外交において平和維持をア

政における
「和諧社会」
というスロー

れがちであろう。しかしながら、内

らしい抽象的な言葉として見過ごさ

体性の乏しい、四字熟語好きの中国

業活動には様々な問題が連続して降

今年に入ってからも、外資企業の事

言えば、決してそんなことはない。

ら「本来農地だから工場の増築は認

な誘致で工場を建設したのに、後か

土地についても、地元政府の熱心

安倍訪中効果で、日中の政府間の雰

面を示しているのであろう。

国側にこうした見方もあるという一

だけかもしれないが、依然として中

内政に干渉している余裕もない。国

と紛争をしている暇はない。外国の

れる。すなわち、
「今の中国に外国

涛政権の一貫した基本方針が感じ取

しかしながら、
日中関係は好転し、
ビジネスの上のいわゆる「チャイナ

「中国リスク」は
解消したのか

であるのでやむをえない。一方、突

35
く。

12

リスク」も一気に解消されたのかと

10

26

JC ECONOMIC JOURNAL 2006.12

首相が中国の歴史・古典と中国茶が
華東、華南地区を中心にした水と電

駅を建設するので、
すぐに立ち退け」

。

好きだ、などとも報じられた
力の不足は、 年に比べかなり改善

注１

中国側の歓迎ぶりや警備は徹底した

プレス発表では、中国の指導者の訪

ようだ。
今年の夏は暑かったために、

によれば、排水口の清掃機を職員が

なくなるものではない。

日、国際会議における首脳会談も明

華北でも電力不足が顕在化し、東北

誤操作したために基準値を超える排

と言われたケースもある。

記され、今後は頻繁に首脳会談が行

地域の一部では事前予告なしの突然

35

10

徹底した安定志向
―外交は断固
「平和維持」

われることが確定した。経済分野に

雇用に関しては、沿岸部を中心に

水が一時的に出たとのことである

す る と さ れ て い る。2007 年 は

労働賃金の上昇や社会保障費用の上

の停電もあった。

国交回復 周年、日中スポーツ文化

おける閣僚間、官民の対話等も推進

05

されていこう。

35
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ち、交流を拡大してできるだけの経

外国とはとにかく関係を良好に保

安定化を防ぐことが最優先であり、

内の格差拡大を是正し中国社会の不

ある。その根本的な理由は、前述の

核保有に断固反対なのもそのためで

現状維持がベストなのだ。北朝鮮の

ている。中国にとっては朝鮮半島の

アジアの平和と安定が重要だと唱え

国アセアン全面経済協力枠組み

４．2002 年 に 署 名 し た「 中

１．～３．略

アン発展基金に 100 万米ドル、

を 賞 賛。 ア セ ア ン は 中 国 が ア セ

力を継続して支持していること

協議」は積極的な成果を挙げ

クトに 100 万米ドルを提供す

アセアン一体化提議プロジェエ

中国・アセアン記念首脳会議共同声明のポイント

済的利益を得て、中国の成長が止ま

た。2005 年 の 双 方 貿 易 額 は

．戦略パートナーシップ関係推

ることを歓迎。

億

1303 億 7000 万 米 ド ル、
アセアンの対中投資総額は

億 5800 万 米 ド ル。 中

米ドル、中国の対アセアン投資総
額は

進のため、以下の目標を表明。

○政治・安全協力

広西チュワン族自治区の区都南寧

に開催された中国アセアン博覧

をアセアンは歓迎。南寧で一昨年

○経済協力

南アジアの非核化

流、海上安全、災害復興協力、東

反 腐 敗 刑 事 司 法 協 力、 国 防 交

伝している。国境に関してはすべて

会およびビジネス投資サミット

資・旅行促進センター設立、中小

2015 年。 こ の ほ か、 貿 易 投

カ 国 は 2010 年、 そ の 他 は

域は従来の５分野から次の１０

企業発展、再生エネルギー協力、

自 由 貿 易 地 域 を 建 設。 原 加 盟 ６

分野に拡大。農業、
情報通信技術、

自由貿易区の形成が想定される。

人材資源開発、双方向投資、メコ

５．中国・アセアンの重点協力領

2010 年 に 中 国・ ア セ ア ン

では商務部の肝いりでアセアン博覧

会議」が 月

財政金融協力、航空サービス自由

区開発で協力、シンガポール・昆

化 等 も。 メ コ ン 川 流 域 な ど の 地

自然災害や伝染病などでも緊密

文化、旅行、公共衛生。このほか、
に協力。

ン川流域開発、交通、エネルギー、

同声明には、対

６．略

30

10

７．未来に向かい、相互理解と信

○地域・国際協力

アン研究センター等

セアン名誉奨学金設立、中国アセ

ることを支持。 （後略）

セアンが主導的な役割を発揮す

韓協力、東アジア首脳会議等でア

セアンフォーラム、アセアン日中

東アジア共同体が長期目標。ア

頼を深め、双方の戦略パートナー

中国がアセアン共同体建設の努

．アセアン各国のリーダーは、

８．～９．略

と発展を促進する。

力の深度を深め、東アジアの平和

関係確立の目標にふさわしく協

高等教育協力、青年交流、中国ア

明鉄道の建設。文化面では中等・

外友好関係を安

図が目立つ。中
国の東南アジア
研究者によれば
、東南アジア
注２

は中国と国境を
接する カ国の

10

という中国の意

定的に保ちたい

採択された共

日に行われた。

10

の成功は喜ばしい。中国アセアン

一定の妥協が成立した。北朝鮮のミ

中国・アセアン
首脳会議

識なのである。

らないようにしなくてはならない」 「そんな余裕はない」という現状認
ということだと思われる。
国務院新聞弁公室は、昨年以来、
「中国は既に周辺国との国境紛争を
すべて解決し、今後は平和発展の道

11

会が開催されて 年目。今年はさら

を歩む」と、白書を出して盛んに宣

31

国の対アセアン投資増加の意向

1

サイル発射、核実験と続いた事態に

周年記念首脳

ン対話関係創立

て「中国アセア

に力を入れて、温家宝総理が参加し

3

うち カ国を占
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30

15

ついても、中国政府は繰り返し北東

貴州省貴陽市経済開発区内のテレビ工場。中国アセアン自由貿易地
域ができれば、中国製品がアセアンをさらに席巻するだろうか？
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北京事務所発

め、地勢的に重要な位置にある。

諧社会建設に関する若干の重大問題

の決定」
（以下「決定」
）が採択され

た。 こ の 文 書 は、2020 年 ま で

の間、和諧社会を建設するための指

導思想、目標任務、工作原則、重大

。

注３

年

月に小康社会

部署などを定めた綱領的文書とされ

ている

11

建設の目標が掲げられ、 年 月に

02

して以来、足掛け 年にわたる研究

胡錦涛総書記が和諧社会建設を提唱

12

の結実がこの「決定」であると位置

づけられている。
「決定」のポイン

。

もに未来を築こう 」と題して、共

も引用されており、マルクス主義の

鄧小平理論や「３つの代表」理論

注４

日本とアセアンとの関係に比べれ

同声明に盛り込まれた事項以外に、

トをまとめてみた
ば、 年という歴史は浅く、投資額

社会科学論文のような体裁も取って

べく、戦略パートナーという「中国

ンザ防止などの新たな課題に挑戦す

関係を発展させた。貿易額は 年で

戦略パートナーと段階を踏んでその

議パートナー、
全面対話パートナー、

としている。首脳会議における温

ンとの結びつきを懸命に強めよう

だからこそ中国は政治主導でアセア

倍という評価もできる。むしろ、

易額の伸びにしても、
「 たったの 」

の構築度合いは比較にならない。貿

き、特に製造業のサプライチェーン

に代表されるビジネス上の結びつ

ても、まったく同じアプローチであ

も、中国からの経済協力の強化にし

ナーと位置づけるという用語にして

れば規模は小さいが、戦略パート

フリカに対する援助倍増表明に比べ

の中国アフリカ首脳会議におけるア

どの協力強化も謳われた。 月 日

1000 名の青少年の訪中招聘な

の事件だが、例えば 月 日に報じ

みても高位高官という点からも最大

次いでいる。上海の事件は規模から

地方政府の違法行為の摘発などが相

更迭事件をはじめとした汚職事件、

の引き締めにある。上海市のトップ

の本質は党中央による行政組織全体

いるが、
実質から言って、
この
「決定」

倍になり、アジア金融危機をとも
に乗り越え、反テロ、鳥インフルエ

5

今後

とその他の国家地域間の関係では最

家宝総理の演説では、
「手を携えと

11

28
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ることが分かる。

「和諧」のための
行政組織引き締め

内政での最大のイベントは 月

8

～ 日に北京で開かれた六中全会で

10

ある。ここで「中共中央社会主義和

11

年 間 で 8000 名 の 研 修、

中国アフリカ首脳会議を盛り上げる北京市内の装飾。
大規模な交通規制とあわせて、街中の華やかな装飾は北京市民の話題をさらった。

高の形式」
に到達したと述べている。

15

91

年以来 年間、中国とアセアンは協

04

30

15

5

15

4

9

15

15
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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。

られた河南省鄭州市の違法土
３．
「利益の調和」

人民の調停、行政調停、司法調停

１．
「政府の職能」
政府の公共サービス機能を強

地収用・立ち退き強制事件で
化。社会の安定、秩序のために、

を結合させる。土地収用、都市建

し、小中学生の学業負担を軽減さ

せる。

改革し、効率を高める。民生問題

限と責任を一致させ、管理体制を

解決する。

など、群集の利益を害する問題を

設、環境保護、企業の再編や破産

治療能力を高め、農村の三級衛生

ビスを提供する。重大疾病の予防・

全、有効、便利、低廉な医療サー

医療衛生改革を進め、民衆に安

６．
「医療改革」

解決に重点を置き、農村や基層社

院の「医徳、医風建設」を強め、

サービス網に重点を置く。公立医

法によって公民の知る権利、参

４．
「公平正義」

７．
「世論の先導」

新聞出版、ラジオテレビ、文学

一方的な費用徴収を規範化する。

サービスを均等化し、中央と地方

論を作るよう、社会責任感を強め、

芸術、社会科学は良好な思想と世

す る 権 利 を 保 障 す る。 基 本 公 共

の権限を明確にし、税収の分配を

加する権利、表明する権利、監督

政策体系を改善し政府への信頼を

改善して財政移転を規範化する。

行政公開を進め、情報化と電子行

２．
「収入の分配」

公共教育資源を農村、中西部、

な情報を流さねばならない。

党の主張を宣伝しなくてはならな

貧困地区等に傾斜し、都市部との

８．
「矛盾問題」

５．
「教育の公平」

減し、最低賃金制度を確立し、低

差を縮める。ＧＤＰの４％を教育

税制度の徴収管理と調節を強め

賃金水準に反映させる。個人所得

善する。業種別労働コスト情報を

準を作り、遠隔地手当てなどを改

むやみに費用を徴収するのを制止

金、貸付制度を改善する。学校が

障する。高等教育の奨学金、助学

し、農民工の子女の義務教育を保

させ、農村の義務教育経費を保障

る。

活動が国家と社会を危うくしてい

見られる。敵対勢力の浸透と破壊

格な者がいる。一部で腐敗現象が

いる。素質と能力が指導者に不適

注３：六中全会に関する記述は、 月 日付

け新華社電、および 、 日付け新京報記事

月

による。

日 付 け「 北 京 青 年 報 」
、
日付け「新京報」等による。

月

注２：中国現代国際関係研究院東南アジア大

注 １：

る。

誠実さに欠け、道徳を失う者が

い。突発事件の報道を整え、正確
収入者の収入を引き上げる。職務

に 充 て る。

年義務教育を普及

員賃金制度をつくる。諸手当の標

と職階を結合した全国統一の公務

就業を拡大し、農民の負担を軽

高める。

政建設を推進する。公共サービス

を向ける。行政審査制度を改革し、

会、遅れた地域煮に公共資源配置

民衆の権益保護制度をつくり、

も、市の書記や省の常務委員
サービス型の政府を建設する。権

注５
。格差が拡大する中、

といった高官が処分を受けて
いる
後を絶たない「腐敗」が社会
安定の根本をゆるがすという
認識が現在の党中央の発想の
基本になっており、内政面で
はこの「決定」が、外交面で
は先に見た外交姿勢が、その
ことをよく示しているように
思われる。

注目される
今後の経済
政策
こうした背景の下、安定的
経済成長を至上命題とする中
国の経済政策の今後について
は、まず本年末のＷＴＯ約束
期限に合わせた金融関係の市
場開放が注目点となる。本稿
が出る頃には、その内容が明
らかになっているかもしれな

増と、やや落ち着いたとはいえ相変
わらず投資中心の高い成長が続く
中、マクロ経済の舵取りにも引き続

しつつ、筆者が独自に抽出した。

注４：ポイントは 月 日付け新京報を参照

19

洋州研究室の翟崑主任の発言。共同声明およ

10

注５： 月 日付新京報による。

8

び温家宝総理の発言内容とともに、 月 日
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9
5

付け人民網転載の新華社電によるが、ポイン

20

19

19

10

い。また、会社法、企業破産法の整

7

き注意が必要である。

30

備に続き、労働法、独禁法、大店法

10

10

トは筆者が独自に抜粋加工した。

10

なども近々全人代に提出されて審議

9

10

31

「和諧社会建設に関する決定」のキーワードとポイント
（日中経済協会北京事務所長 高島竜祐）

9

されると見込まれており、経済関係
の法整備からも目が離せない状況と
なる。ＧＤＰは ～ 月で ・ ％
1
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土佐堀法律事務所
弁護士 村上幸隆

この場合、
（ア）訴訟又は仲裁を提起して第三債務者に対して債権取

②の要件に合致しない場合には、人民法院は債権者に対し、第三債務

立をしていない場合に、そのことだけで損害を与えたと判断されるの

者の住所地の人民法院に別途提訴するよう告知しなければなりません。

か、それとも（イ）訴訟又は仲裁を提起して第三債務者に対して債権

（3）債権者の債務者に対する提訴の結果と債権者代位訴訟

取立をしないことにより、債権者に損害を与えたこと（すなわち、
「訴

債権者代位訴訟は、債権者の債務者に対する先行訴訟の結果によって

訟又は仲裁を提起して第三債務者に対して債権取立をしない」と「債

左右されます。したがって、その判断が確定するまでは一旦手続が中

権者に損害を与えたこと」およびその間の「因果関係」
）が要求され

止されます（契約法司法解釈 5 条 2 項）
。

るのかについては明らかではありません。

（4）債権者が代位権行使訴訟において、債務者を第三者として関与

この要件については、日本法の「無資力要件」と中国法の「債権者損

させなかった場合

害要件」は、規定の仕方は異なるが、実質的には変わらないのではな

債権者代位権行使訴訟において、第三債務者が被告となることは当然

いかとの考え方があります。

のことです。この場合、債務者を第三者として訴訟提起しなかった場

（3）行使される権利に関しては、一身専属権でないこと（契約法 73
条 1 項但書、
契約法司法解釈 11 条 4 号・12 条）
が要件とされています。
一身専属権としては、扶養関係、撫養関係、膽養関係、相続関係に基
づき発生した給付請求権及び労働報酬、退職金、養老金、救済金、配
置金、生命保険、人身傷害賠償請求権等の権利を指します。

3

債権者代位権の行使方法

合には、人民法院は、債務者を第三者として訴訟に関与させることが
できます。また、この規定から当初より債務者を第三者として訴訟に
関与させることができるものと考えられます。
（5）代位訴訟における財産保全
一般に、訴訟提起前の財産保全申請については、担保提供が必要的で
すが（民事訴訟法 93 条 1 項）
、
訴訟提起中の財産保全申請については、

債権者代位権の行使は、人民法院に自己の名義をもって債務者の債権

担保提供を要求するか否かは人民法院の裁量となります（民事訴訟法

を代位行使する旨請求する方法によります（契約法 73 条、契約法司

92 条 2 項）
。

法解釈 14 ～ 19 条・22 条）
。

しかし、債権者代位訴訟においては、訴提起中の財産保全申請につい

すなわち、債権者代位権等は、人民法院を通じてのみ行使されること

ても担保提供を必要的なものとしています（契約法司法解釈 17 条）
。

になります。
この点が日本法と大きく異なる点です。日本法における代位権は裁判

5

債権者代位訴訟において第三者が主張しうる事由

第三債務者は、債務者から権利行使を受ける場合よりも、債権者代位

上、裁判外問わずに行使できますが、中国法における代位権は裁判外

行使訴訟において不利益な地位に立たされることはありません。

での行使が認められないことに注意を要します。

第三債務者は、債務者に対する抗弁を代位権行使訴訟における債権

4

債権者代位権行使訴訟の訴訟手続

（1）債権者代位権訴訟の管轄は、被告、即ち第三債務者の住所地で
す
（契約法司法解釈 14 条）
。これは被告住所地主義
（民事訴訟法 22 条）
の趣旨を確認したものです。

者に対しても主張することができます（契約法司法解釈 18 条 1 項）
。
当然の規定といえます。

6

債権者代位権行使の効力

中国法においては、自動的に債権者と債務者との間の債権債務関係が

この規定の意義については、単にそれだけでなく、契約履行地（民事

直ちに消滅するとして、相殺などの何らの意思表示も要求していませ

訴訟法 24 条）や不法行為地（民事訴訟法 29 条）の管轄を廃除して

ん（契約法解釈司法解釈 20 条）
。

被告住所地に専属的な管轄を認める規定であるとの考え方がありま

この点、日本法において代位権行使の効力につき、直接、債務者に帰

す。このように考えると、被告の住所地の人民法院においてのみ訴訟

属し、一般債権者の共同担保を構成するが、債務者が履行の受領を怠

を提起することができます。

る場合には債権者が代わりに受領することができ、債権者の債務者に

（2）債務者に対して訴訟を提起している債権者が、
同一法院において、

対する債権と債務者の債権者に対する返還請求権とを相殺することに

更に債務者の有する債権についても代位権行使訴訟を提起しようとす

より事実上の優先弁済を受けることができるとされていることと比べ

る場合

ても、優先的回収効果は直接的なものといえます。

この場合には、下記の 2 つの要件が必要となります（契約法司法解
釈 15 条 1 項）
。
①民事訴訟の提起要件を定める民事訴訟法 108 条の規定に合致する
こと

7

債権者代位権の行使の範囲

（1）債権者代位権の行使の範囲は、債権者の債権を限度とします（契
約法 73 条 2 項）
。
（2）債務者の第三債務者に対する債権の金額が債務者の債権者に対

②被告住所地主義に関する契約法司法解釈 14 条の規定に合致するこ

する債務の金額を超過する場合、債権者は債務者の有する債権の一部

と

についてのみ債権者代位権を行使できます（契約法解釈司法解釈 21

つまり、②は、第三債務者がその住所地で訴えられるという利益を確

条）
。

保しようするものであると考えられます。

債務者は、残余部分について別途訴訟を提起できます。
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中国ビジネス Q&A

債権者代位権の行使による債権回収
中国の現地法人が中国国内の会社に工作機械を売ったところ、その売掛先は、転売
先から代金を支払ってくれないとして売買代金を支払ってくれません。どのようにし
て債権を回収したらよいでしょうか。
債権回収のためには、まず債権発生時点で債権履行の確実性を確保する方策を採ることが必要です。
そのための方法として債権に担保をつける方法があります。
しかし、売掛先に担保対象となるような物がなかったり、保証人をつけるといっても資力がある適
当な保証人がいないなど、やむを得ず担保や保証なしに商品を売らざるを得ない場合もあります。
そうしたような場合、債権回収が困難になった時点でどのような対応が考えられるでしょうか。

Ⅰ 訴訟又は仲裁による判決などの取得と
債権差押

1

まず、訴訟を提起して判決を取得することが考えられます。売

買契約において仲裁条項が規定されていれば、当該仲裁機関において

Ⅱ 債権者代位権の行使による債権回収

1

債権者代位権とは

債権者代位権とは、
債務者に一定の状況がある場合に、
債務者に代わっ

仲裁申立をして仲裁裁決を取得します。

て債務者の第三債務者に対する債権の請求ができる制度です。

それをもとに売掛先の転売先に対する売買代金債権を差押する方法が

日本法においては日本民法 423 条において認められています。

あります。これがオーソドックスな方法です。

中国法においてもこの制度が認められています（契約法 73 条、最高

2

売掛先（債務者）の転売先（第三債務者）に対する債権に対す

る執行は「代位執行」ともいわれています。これは、第三者が異議を
述べず、また一定の期間内に義務を履行しない場合に限って、執行が
許容されるものとされています（
「
《民事訴訟法》適用の若干問題に関

人民法院 契約法適用の若干の問題に関する解釈（一）
（以下「契約
法司法解釈」という。
）11 条～ 22 条）
。

2

債権者代位権の要件

（1）被保全債権に関しては、下記の要件が必要です。

する規定」300 条、
「人民法院の執行工作の若干問題に関する規定（試

①金銭債権であること
（契約法 73 条 1 項、
契約法司法解釈 13 条 1 項・

行）の執行規定」
（以下「執行規定」という。
）61 条～ 69 条）
。

20 条）

（1）代位執行の要件

第三債務者に対する債権が金銭債権に限定されています。規定上は、

代位執行をする場合の要件は次の 2 つです。

日本法における債権者代位権の転用（登記請求権の代位行使など）は

①執行人が第三者に対する期限到来債権を有していること（執行規定

認められていません。

61 条 1 項）
。

②履行期が到来した債権であること（契約法 73 条、契約法司法解釈

②被執行人が債務を全額弁済することができない場合であること（執

11 条 3 号）

行規定 61 条 1 項）
。

③合法的債権であること（契約法司法解釈 11 条 1 号）

（2）代位執行の手続

いわば当然の規定ともいえます。しかし、例えば訴訟時効にかかった

①執行申立人又は被執行人の申立（執行規定 61 条 1 項）

ような債権はこの要件を満たさないと考えられます。また、判決を得

②人民法院から第三債務者に履行通知を直接送達（執行規定 61 条 2

たにもかかわらず執行期間内に執行しなかった債権についても、自然

項）

債務であって認められないとされる可能性があります。
（民事訴訟法

③法定期間内に第三債務者からの異議申立がなかったこと（執行規定

219 条。原被告の一方が個人の場合には 1 年、双方が法人の場合に

62 条～ 64 条）
。
異議が提出された場合、第三者への強制執行はできません（執行規定

は 6 か月以内に執行しなければならない。
）
（2）債務者に関しては、下記の要件が必要です。

63 条）
。

①債務者の債務不履行（契約法 73 条、契約法司法解釈 13 条）

④履行通知の指定期間内に第三債務者が履行をしなかったこと（執行

②債務者の権利不行使により債権者に損害を与えたこと（契約法 73

規定 65 条）
。

条、契約法司法解釈 11 条 2 号・13 条 1 項）

⑤人民法院による執行許可の裁定（執行規定 65 条）

これは、
「訴訟または仲裁によりその債務者に対して、金銭給付を内

⑥人民法院の執行完了（執行規定 69 条）

容とする期限の到来した債権を主張しないことにより、債権者の期限

日本法における債権差押と比べると、要件が厳しく手続も煩瑣です。

の到来した債権が実現しえないこと」を指します。
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制度情報

雲南省・陜西省で注目される経済関係法規・通達等

（2006 年 2 〜 9 月現在）

（雲南省）
文書番号

―

雲国税発
[2006]2 号

―

雲国税発
［2006］95 号

雲地税二字
[2006]42 号

―

―

法規・政府通達の名称

2006 年雲南省環境保
護事業要点

増値税一般納税者の他
地区での非独立採算分
機構設置に関する増値
税管理弁法

企業所得税の若干の業
務問題に関する通知

税金還付（免税）対象
外の輸出貨物の増税、
消費税の問題に関する
通知

物流企業の企業所得税
徴収問題に関する通知

「中共中央国務院の社
会主義新農村建設の推
進に関する若干意見」
の貫徹に関する実施意
見

雲南省外来投資促進条
例

公布機関

雲南省環
境保護局

雲南省国
家
税務局

雲南省国
家税務局

雲南省国
家税務局

雲南省地
方税務局

雲南省委
雲南省人
民政府

雲南省人
民代表大
会常務委
員会

公布 / 施行期日

内容の概略

2006.2.5

2006 年雲南省環境保護事業の要点は、以下の通り。
①雲南省の 9 カ所の高原河川の環境汚染総合管理事業の実施
②環境保護モデル都市、生態モデル工業園区、環境関連企業の建設
など循環経済の発展
③環境監督体制と環境保護法規の健全化
④都市用水汚染防止、生活ゴミ、医療・危険廃棄物処理等都市環境
の総合的管理事業の推進
⑤雲南省と珠江デルタ、上海市、四川省との環境保護プロジェクト
の継続展開

2006.2.5
公布
2006.1.1
施行

増値税一般納税者の経営管理と会計処理を行いやすくし、増値税の
徴収による地区税収利益移転、税収管理等の問題を解決するために
定めた弁法。分機構設立の場合、増値税一般納税者本部機構による
申請と国税機関の批准が必要となり、本部機構が分機構に移転した
貨物は販売とみなさず、分機構で販売した貨物と労務関連増値税は、
分機構所在地での納税（仮徴収）と本部機構所在地の連結計算によ
り行う。仮徴収と連続計算の申請条件、税金の計算方法、税収管理
等の内容も規定。

2006.2.5
公布
2006.1.4
施行

企業所得税に関する業務問題として、以下の内容について通知。
①民政福利企業の企業所得税優遇政策
②企業に適用する所得税率
③企業年金の税前控除
④企業固定資産修理費の税前控除
⑤個人投資者費用支出の税前控除
⑥企業の分機構所得税管理

2006.3.17

①輸出企業（小規模の納税者も含む、以下同じ）が税金還付（免税）
対象外となる貨物を輸出する場合の納税方法
②輸出企業が委託加工で輸出した税金還付（免税）対象外の貨物の
納税方法
③国家税務総局の規定による通関登記上の有効期限内に輸出された
大型設備、又は大口商品に対する輸出税還付政策の適用。
④税金還付（免税）の対象外となる貨物が消費財である場合の現行
の関連税収政策による消費税の納税

2006.4.11

近代的物流業発展の促進と物流企業の競争力向上のための通知。 物
流企業の同一の省、自治区、直轄市内に設立の他地域機構が本部の
統一的指導による統一経営、統一決算、統一管理を行う場合、当該
企業の所得税は、本部が統一して納税しなければならない。また、
物流企業が所得税の統一納付を申請する場合、年度納税を申請する
3 月 31 日までに、本部所在地の省級税務機関に統一納税報告及び関
連材料を提出しなければならない。

2006.3.23

雲南省社会主義新農村建設の指導思想、基本原則、発展目標を総括
した上で、産業発展、農民増収、貧困対策、インフラ施設建設、生
態環境保護、社会事業推進、精神的文明建設などの 10 大プロジェ
クトの実施、農業科技革新の推進、農村の社会化サービス、近代的
流通、近代的経営、新型の社会保障、基層部組織保障の 6 大体系の
健全化、都市と農村の建設計画、国民収入の再分配、都市と農村の
発展措置、農村の各種改革、都市と農村の地域的配置、都市と農村
の事業メカニズムの 6 大措置の統一的計画の内容について詳細に説
明している。

2006.3.31
公布
2006.6.1
施行

外国投資者を対象とする誘致プロジェクトの内容として、煙草、鉱
産物、電力、生物資源、観光、農業、ハイテク、情報文化、教育、
衛生、インフラ施設及び生態環境建設などの産業を挙げている。ま
た、外国投資者の条件によって以下の投資方式が利用できる。
①独資、合弁、合作、協力経営
②工業産業権と非特許技術などの無形資産での投資参入方式
③加工貿易
④ BOT 方式及び TOT 方式など多様化した方式による資金調達等
当条例の 2006 年 6 月 1 日実施によって、1998 年 9 月 25 日公布の「雲
南省外商投資条例」は廃止。
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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

雲環発
［2006］362
号

雲南省 2006 年違法汚
染物排出企業の整理整
頓、大衆の健康保障の
ための環境保護活動

雲南省環
境保護局
等 8 部門

2006.6.18

整理整頓の重点は、飲用水汚染問題、工業集中区と工業園区の環境
違法問題、建設中のプロジェクトの環境違法問題、道路沿線の環境
汚染問題等。主な措置は、関連制度の健全化、管理監督の強化、責
任追及制度の強化等。

「中華人民共和国農村
土地請負弁法」の実施
弁法

雲南省人
民代表大
会常務委
員会

2006.7.28
公布
2006.9.1
施行

「中華人民共和国農村土地請負法」に基づき、雲南省の実情に基づい
て制定した弁法。家庭請負、請負経営権の譲渡方式、その他請負方法、
紛争解決及び法律責任等について述べている。当条例の 2006 年 9
月 1 日実施によって、1996 年 5 月 27 日公布の「雲南省農業請負合
同条例」及び 1999 年 9 月 24 日公布の「雲南省農村土地請負条例は
廃止。

法規・政府通達の名称

公布機関

公布 / 施行期日

内容の概略

2006.3.18

流通企業の活力強化、国有流通企業改革の推進、国有流通企業の歴
史的問題の妥当な処理、大型流通企業集団の育成。中小流通企業の
更なる開放及び流通近代化の促進：
「陝西省『十一五』現代物流業発
展計画」による近代的物流業の発展、多様な近代的小売経営形式の
展開、農村流通ネットの健全化、優位性のある農業製品の国際市場
参入の強化、新型サービス業の規範化等。

2006.5.13

知的所有権創造能力の向上、知的所有権応用体系の設立（特許技術
産業化の推進、企業及び組織の知的所有権応用能力の強化、貿易成
長方式の改革、商標監督の実施、知的所有権サービス体系の健全化、
人材育成、外国に関連する知的所有権の管理レベルの向上等）に関
する内容。

省人大常
委会報告
「第 41 号」

（陝西省）
文書番号

陝政発
「2006］10 号

流通業発展の加速に関
する若干の意見

陝西省
人民政府

陝政発
[2006]17 号

知的所有権事業の強化
に関する若干の意見

陝西省
人民政府

陝地税発
[2006]73 号

企業所得税税前欠損額
の補填管理弁法

陝西省地
方税務局

2006.6.13

「中華人民共和国企業所得税暫定条例」に基づく、地税系統管理によ
る財務会計制度弁法。「企業所得税年度納税申請報告表」の「納税調
整後所得」が負数である場合は、赤字企業として申請できる。また、
納税者が欠損額を補う場合、申請時に企業税前欠損額補填台帳など
関連資料を提出しなければならない。

陝発改外資
[2006]621 号

陝西省 2006 年外国政
府借款候補プロジェク
ト計画の第 2 回計画の
通知

陝西省発
展改革委
員会

2006.6.23

陝西省宝鶏市中心病院の医療設備購入等 4 つの外国政府借款利用候
補プロジェクト内容の説明。プロジェクトに関わる借款の元金と利
息は、プロジェクト主体または地方政府が償還すること。

陝質監質
[2006]6 号

企業品質信用レベルの
評価管理弁法

陝西省品
質技術監
督局

2006.7.10

企業の品質信用レベルを A、B、C ランクに分ける。製品の品質、品
質管理及び品質体系構築状況、標準化管理と企業標準体系構築状況
等評価の主要内容と基準、評価審査機構の認定及び組織、プロセス
などについて規定。

陝発改外資
[2006]851 号

外国投資プロジェクト
の国
産設備税金還付の管
理暫定
弁法

陝西省発
展
改革委員
会

2006.8.18
公布
2006.7.1
施行

国家税務総局、国家発展改革委員会が 2006 年 7 月 24 日に公布した
弁法を転送公布したもの。総投資金額 3000 万ドル以上のプロジェ
クトは、省発展改革委員会の審査認可後、国家発展改革委員会に報
告。総投資金額 3000 万ドルに満たないプロジェクトは、省発展改
革委員会の審査認可後、プロジェクト確認書と省発展改革委員会確
認の国産設備リストを提出すること。

陝西省「十一五」計画

陝西省発
展改革委
員会

2006.8.25

［陝西省国民経済と社会発展第 11 次五カ年計画綱要］の要求に応じ、
陝西省の改革開放と近代化建設全体に関わる重点分野、薄弱領域等
を対象に計画を策定。うち、農業と農村経済、製造業、サービス業、
固定資産投資及び重大建設プロジェクト、生態建設、環境保護、都
市化発展などの面について詳述。

陝発改発
[2006]877 号
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るような錯覚に陥る。投資計画に

関して、中国人パートナーに「こ

れをしたらどうか？」と聞くと、

すぐに「やりましょう」という肯

定的な回答が返ってくる。
しかし、

中国ビジネスの実態はそう簡単な

ものではない。実際には複雑で、

計画が思うように進まなかった経

験を持つ日本人ビジネスマンも多
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1924 年 に ジ ュ ネ ー ブ で 設
立されたカランダッシュ社は、高
級装飾品や高級万年筆等の事務用
品を幅広く生産しているスイスの
企業である。
社名となっている
「カ
ランダッシュ」という言葉はロ
シア語で、
「鉛筆」を意味してい
る。この名前は、初代社長のアー
ノルド・シュワイツアーがモスク

いことだろう。

私が 年間日本に勤務した経験

にある
「戦勢は奇正に過ぎざるも、

い速さで進んでいる。孫子の兵法

は、変化のテンポもこれまでにな

に動き出す。常に変化する中国で

てが日本に比べて簡単、かつ迅速

がかかるのに対し、中国ではすべ

様にビジネスの方針決定には時間

からいえば、日本ではスイスと同

14

ワ生まれのフランスの有名な芸術
家であるエマニュエル・ポワレ
（1859 ～ 1909 年）の作品
を愛読したことから、彼を偲んで
命名したという。
今回、カランダッシュジャパン
社長のアンジェロ・ポンチェッタ
氏に、カランダッシュ社の中国市
場における販売戦略をはじめとし
たビジネス戦略について話を聞い
た。同氏はインドを除くアジア全
域をカバーするカランダッシュ社
のアジア総支配人でもあり、また
会頭も務める。

日本におけるスイス商工会議所の

■中国市場で成功するため
の秘訣
中国進出に際し、ビジネス戦略
を考える上で孫子の「兵法」が大
我々のような外国のビジネスマ

いに役立つ。
ンが中国企業との間で様々な提案
をすると、何事も簡単にすぐでき

講演のポイント

1 沿海部の高所得者層を販売ターゲットとして限定、

2 中国で収益が出るまでの期間を、進出の 5 年後と
今後 10 年間は内陸市場を狙わない。

3 高級品としてのイメージを維持するため、製品の
して投資・販売戦略を立てる。

はあるが、すべてスイスに送り組み立てる。

現地生産は行わない。一部部品の現地生産の計画

4 中国での販売会社は 1 社とする。製品供給と代金

る代金未回収問題はない。

回収を同時に行っており、中国進出企業が直面す

カランダッシュ社製主力製品のひとつ、高級ボールペン

カランダッシュ社温州市オフィスとスタッフ
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奇正の変は勝げて窮むべからず」
ということだろうが、
この意味は、
戦い方は「正」と「奇」の二つの
組み合わせによって成り立ち、そ
の組み合わせによる変化は無限で
地域や業種により、様々な変化

あるということだ。
をみせる中国市場へ参入するため

後 年間は当社のビジネスの対象

個人的経験からいえば、中国へ

とはならないと考えている。

の進出は長期的な計画が必要だ。

２～ 年という短期的な観点では

失敗する可能性が高く、当社とし

ては少なくとも 年で収益が出せ

ることを目指している。現状、製

品広告などに対する投資が大き

く、利益が出るのは 年ほど先の

ことになるだろう。

制するものこそが、中国市場での

先知なり」とあるように、情報を

成功、衆に出ずる所以のものは、

に「明君賢将の動きて人に勝ち、

が極めて重要となる。孫子の兵法

たこともあり、高級装飾品販売に

てモンブランの販売代理店であっ

タである。この販売会社は、かつ

舗をもつ中国のディストリビュー

して選んだのは、華南に 260 店

たケースはこれまで一度も発生し

止まることになるのだが、こうし

が支払わなければ、製品の供給が

に代金が支払われるために、代金

トラブルはない。製品と引き換え

ものの、高級装飾品としてのイメー

産にはコスト的にメリットがある

に組み立て、
「 Made in Swiss
」と
して中国へ輸出する。中国での生

はすべてスイスの工場に送り製品

昆明に販売拠点があり、今後は南

ブランやルイ・ヴィトンなどと競

て、各地に販売拠点があるモン

中国の高級装飾品市場におい

ら輸入されたということが重要だ。
当社の対中進出の鍵となった。当

京と杭州にも販売拠点を構築する

争しなければならないカランダッ

現在、当社は北京、上海、広州、
社の企業戦略として、複数の販売

計画だ。当社の製品はボールペン

シュ社にとって、生産コスト以上

実は、この現地販売会社の存在が

会社は活用しない。その理由は、

をはじめとする高級装飾品である

に重要なのが製品イメージである。

ことから、主要な市場は１億人以
上の富裕層を抱える沿海部が中心

（まとめ：日中経済協会調査部長 藤原弘）

で業務が複雑になるからだ。
ディストリビュータが１社であ

となる。内陸市場については、今

販売活動の把握や代金回収等の面
るディストリビュータが必要だ。

ることもあり、代金回収にかかる

中国側パートナーとして信頼でき

中国市場で失敗しないためには、

■カギを握る信頼できる
パートナーの存在

ジを維持するためには、スイスか

の生産を計画しているが、それら

行うことだ。部品の一部は中国で

生産についてあくまでもスイスで

て販売には力を入れるが、製品の

は、今後も中国を重要な市場とし

カランダッシュ社の経営方針

■スイスでの生産にこだわる

5

には、
戦争と同様に「正」と「奇」
を組み合わせた無数のビジネス戦
略のパターンを考え出す必要があ
り、ワンパターンのビジネス戦略
では対応できないものと覚悟して
巨大な中国市場での変化に対し

おかなければならない。
て、いかに臨機応変、かつ迅速に
ビジネス上の作戦計画を立案し、
実施するかが、中国市場における
成否の分かれ目となる。そのため

5

ていない。

には、まず中国市場での情報収集

10

3

関して豊富な経験を有している。

アンジェロ・ポンチェッタ

勝利を手にすることができるのだ。

カランダッシュジャパン社長・アジア総支配人

カランダッシュ社が販売会社と
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スイス企業
カランダッシュ社の
対中ビジネス戦略
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2006 年 12 月

10/13

日中経済協会・日中東北開発協会が瀋陽事務所を開設
日中経済協会と日中東北開発協会はこのほど

瀋陽事務所案内図

遼寧省瀋陽市に共同で事務所を開設した。日中
経済協会としては、北京、上海、成都に続き、
中国における 4 カ所目の拠点となる。
同市をはじめとした中国の東北地域と日本企
業の経済貿易交流は順調に増加しつつあり、さ
らには中国中央政府の東北振興政策の実施に伴
い、今後も一層の発展が見込まれる地域である。
本事務所では、中国関係機関との協力の下、経
済貿易交流の促進を図る各種の活動に取り組む
ほか、日本企業のサポート、現地情報の発信な
どに努めていく。
■日中経済協会・日中東北開発協会瀋陽事務所
所在地：遼寧省瀋陽市瀋河区悦賓街 1 号
方圓大廈 1103 室
TEL：（中国）024-2250-5758
FAX：（中国）024-2250-5759
首席代表：西槙

躍（にしまき すすむ）

瀋陽市政府の HP（日本語もあります）
http://www.shenyang.gov.cn/web/resource/
hlzd-rw/hlzd-zw-sy.htm
瀋陽 Data

遼寧省の省都

中国東北 3 省最大の都市

面積

1.3 万平方キロ

人口
北緯
東経

年平均気温
最低気温
最高気温

年間降雨量
域内総生産
日系企業数
主な日系企業

瀋陽位置図

740 万人

41 11 51 〜 43 2 13

122 25 9 〜 123 48 24
8.3℃

-28.5℃
36.1℃

501.5 ミリ

2,084 億元（前年比 16％増）（2005 年）
733 社（登録ベース）。契約累計額 13.7
億ドル、実際利用累計額 9.7 億ドル

東芝エレベーター、ブリヂストンタイヤ、
スチールコード，三洋エアコン，三菱エン
ジン，日野バス，松下蓄電池、アステラス
製薬（旧山之内製薬）
、古河ケーブルなど
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10/19

日中韓ビジネスフォーラム
第５回となる中日韓ビジネスフォーラムが 10 月 19 日、吉林省長春市で開催された。３カ国の経
済界、研究機関、政府から約 260 名が参加、
、東北旧工業基地振興戦略、環境・エネルギー問題、北
東アジア物流と観光分野の日中韓の経済協力強化をテーマに意見交換が行われた。分科会では３カ国
の鉄鋼・自動車の代表が産業の協力と発展について討論を行った。日中経済協会は西村英俊専務理事
（日中東北開発協会理事長）を派遣した。西村専務理事はコメンテーターとして、3 カ国の域内貿易が
すでに NAFTA を超え、FTA の地域を凌ぐ実績を有すると指摘、
「中日韓は東アジアの中核、模範とし
てより高度な協力を行うべき。東アジア規模の生産ネットワークの発展でシームレスな構造調整が求
められるが、それには痛みが伴う。その共有・克服には透明性の向上が必要だが、それには投資協定
の締結が必要だ」と訴えた。また、東北への日本からの投資促進策として、日本企業に成功事例を紹
介するセミナーの開催を提案した。フォーラムは３カ国の FTA 促進、07 年に日本で開催することな
どを盛り込んだ共同宣言を採択した。

10/24

緒方理事長が清華大学で環境・省エネについて講演
日中経済協会は、緒方謙二郎理事長が研究委員長を務める自由企業研究会の訪中団を派遣、同訪中団は
10 月 23 〜 29 日、北京、広州を訪問し、中国のエコノミストと交流すると共に、北京現代汽車、広州ホンダ、
広州トヨタ、など中国に進出している外資系自動車メーカーおよび部品メーカーを訪問した。24 日には、
清華大学で開催された「日中企業家フォーラム 成長と環境」で緒方理事長が講演、
環境保護と省エネルギー
分野での日本の経験を紹介した。

10/24
〜 25

中国青年指導者幹部が来日
―中国共産党中央党校訪日研修プログラムに協力
日中経済協会は、
日本政府が対中国経済協力計画の重点分野と位置付ける「日中相互理解増進」の中でも、
特にハイレベルな交流として位置付けられる、JICA（国際協力機構）実施の「中国共産党中央党校訪日研
修プログラム」に全面的に協力した。本研修事業は、中央党校の孫慶
聚副校長を団長とする青年指導者幹部約 80 名が 10 月 23 日から 10
日間来日し、行政、経済、環境の 3 グループに分かれて座学と視察
を行ったもの。
24 日は、今井敬新日本製鐵名誉会長、大橋光夫昭和電工会長が、
日中関係や日中間の産業協力等について講演、25 日は 3 グループに
分かれ、川崎市、東芝、松下電工を訪問、概況紹介を受け、工場、施
設等の見学を行った。
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孫慶聚中央党校副校長
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運転手の資質も格差が激しい

乗車拒否をや

その運転手は大変恐縮した様子で「対

めるよう注意

不起！」を繰り返す。一般に「対不起」

した。ところ

は謝罪の言葉だ。他人に不愉快な思い

が、その時点

をさせたときなどに軽い感覚で使わ

で白タク紛い

れる
「不好意思」
はよく耳にするが、
「対

にすでに別の

不起」は日本語の「すみません」より

客をゲットし

も程度が強いのか、知らない相手から

ていた運転手

聞くことはほとんどない。上海に赴任

は、あくまで

して以来、初対面の中国人からはほ

も乗車拒否の

とんど聞いたことのないその言葉に

姿勢を変え

面食らったが、
その後もその運転手は、

中国で生活していると何かと話題

ず、逆に係員に挑みかかった。集まる

時間を無駄にさせてしまい本当に申

になるタクシー。上海のタクシーはド

係員の数が増え双方のボルテージは

し訳ないとしきりに口にし、ラッシュ

ライバーの教育が比較的進んでいて

徐々に上がっていく。ついには係員の

時間帯にもかかわらず、行きと同じ料

トラブルが少ないといわれるが、それ

一人がタクシーの運転席に乗り込み、

金しか受け取らなかった。

でも運転の荒さや大音量で流すラジ

その車を撤去しようとすると、それを

これら２つの出来事は、個々の運

オ、携帯電話での長話など気になる点

阻止しようと窓越しに運転手が係員

転手の性格やその時の状況、私自身

は多い。今回、短い上海生活の中で経

につかみかかった。結局、その運転

の態度などが複雑に絡み合って、最

験したタクシーに絡む印象的な２つ

手は係員によってどこかに連行され、

終的に現れた結果であるといえるが、

の出来事を紹介しよう。

こちらは係員から今回の状況をメモ

別の見方をすれば、上海では 2010 年

するように指示された。名前、
連絡先、

に上海万博を控え、サービスマナーの

が大幅に遅れ、深夜 12 時を過ぎよう

そして言われるがまま「態度劣悪，我

改善が進められる中で、様々なレベル

としていた虹橋空港での出来事。上

生命没有安全」
と記載し、
事件は終わっ

でのサービス・対応が混在する過渡期

海に赴任して間もない身として心配

たかに思えた。しかしその後、係員の

にあり、こうした状況がこの２つの極

だったのは、タクシー乗り場に並ぶ

指示でその次に乗ったタクシーの運

端なケースに如実に現れたとも考え

長蛇の人の列となかなか来ないタク

転手も係員に噛み付いたのだ。なん

られる。

シー、そしてその隙をぬって客引き

とか出発できたものの、目的地に着

をする白タクの一群という状況だっ

くまでの間ひたすら文句を言い続け、

よって「星なし」から「５つ星」の

た。ところが、予想に反し乗り場は

おまけに 29 元の料金に対して 30 元

６段階にランク付けされ、それが乗

タクシーであふれていた。もちろん、

を渡したところ、つり銭は絶対に渡さ

客にも分かるように表示されている。

客の方も行列を作っていたが、これ

ないと言って譲らなかった。真偽は明

５つ星の運転手は、自分が５つ星であ

らをさばく空港係員の奮闘のかいも

らかでないが、その運転手は空港で４

ることに誇りをもっていて、安全運転

あって、タクシー、客の列とも順調に

時間も客待ちしたとのことだった。

やお客様第一のサービスを心がけて

１つは、出張帰りで飛行機の到着

上海のタクシー運転手は試験に

もう１つの経験は、市内の外出先

いるという。
また、
タクシー会社によっ

が訪れ、
一台のタクシーに乗り込んだ。

からの帰りの出来事。言い慣れないホ

ては運転手に対する教育を徹底して

自分の住むマンションの住所を告げ、

テルの名前を告げてタクシーに乗り

おり、高級ホテルなどではサービス水

これで一安心と緊張が解けた瞬間、状

込んだが、
走っている道がどうも違う。

準をもとに利用するタクシー会社を

況は一変した。突然、運転手が怒鳴り

実はその運転手は似たような名前の

指定しているところもある。こうした

出したのだ。どうやら、行き先が近い

別のホテルと勘違いしていたのだ。通

取り組みが現在の過渡的状況を後押

ことが気に入らないらしい。一般的に

常であれば、運転手の言い訳や反論

しし、タクシー業界全体のサービス向

いえば決して近い距離ではないが、空

を覚悟すべきところだが、意外にも

上に寄与することを期待したい。

流れていた。15 分程待って自分の番

港のタクシーは長距離客を期待して、
長時間客待ちをしていることが多い。
運転手は道路脇に車を止めて、早く降
りろと促すだけで全く動こうとしな
い。やむを得ず一旦車を降りて近くに
いた係員にそのことを告げたところ、
係員はすぐにそのタクシー運転手に

過渡期にある
上海
「的哥
（タクシードライバー）
」
のサービスマナー
上海事務所所長代理

上嶋英夫
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瀋陽事務所開設で
東北三省から大きな期待

情報クリップ（P.36）で紹介した瀋陽事務所
の開設にあたり、日中経済協会と東北開発協会
は 10 月13 日に瀋陽市で開設披露を行った。
当日は、緒方謙二郎副会長（日中経済協会理
事長）
、岩崎篤意副会長、西村英俊理事長（日中
経済協会専務理事）らが出席し、来賓として中
国側からは遼寧省人民政府・王金笛副秘書長、
瀋陽市・宋琦副市長、遼寧省経済委員会・楊錫
懐副主任、遼寧省中小企業庁・陳鉄城副庁長、
遼寧省対外経済貿易合作庁・邸万興副庁長、遼
寧省外事弁公室・曲力民処長、黒龍江省招商局・
張振東副局長、吉林省商務庁・韓英珍副庁長、
大連市対外貿易経済合作局・于涛副局長、長春
市対外貿易経済合作局・候志君副局長等の東北
３省の関係者、ならびに、日本側からは在瀋陽
日本国総領事館・阿部孝哉総領事、瀋陽日本人
会・世古健治会長、大連日本商工クラブ・岡本
忠士会長をはじめとする現地駐在員や報道関係
者など、総勢 120 名が出席した。これら東北
三省の出席者からは本事務所の活動について大
きな期待が寄せられた。

瀋陽事務所開設披露
（西槇首席代表）
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開所祝いにかけつけた瀋陽市・陳政高党書記と緒方副会長
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瀋陽事務所開設

に強化し、中日両国の経済貿易関係を深化

における国際都市建設を進める中で、共存

の設立は、大連市と日本経済界が交流を深

北地方、吉林省との経済貿易関係をさらに

ミングで設立されることは、日本と中国東

日中東北開発協会の瀋陽事務所がこのタイ
めるためのプラットフォームを提供するも
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ので、大連市はこれを機会に日中経済協会

させ、東北旧工業基地の振興と北東アジア

ならびに日中東北開発協会との協力をさら

日本は遼寧省にとって重要な経済貿易協

■遼寧省・張文岳省長
力パートナーである。現在、日本の 都市
と友好関係を結んでいる。遼寧省に進出

共 栄、 共 同 発 展、Win・Win を 実 現

■吉林省・王雲坤党書記

していきたい。

している日系企業は 年末で 5446 社、

外資契約額は 109 億ドルに達している。
交流、協力を一層強化し、遼寧省と日本各

瀋陽事務所設立を機会に、日本経済界との
地との協力関係をさらに拡大したい。

日中経済協会・日中東北開発協会の瀋

く、日本と中国東北地方の経済貿易関係を

プラットフォームとしての役割ばかりでな

陽事務所は日中両国企業の協力のための
瀋陽市と日本の経済貿易協力は継続的に

刷新し、より高いレベルに向けた協力のた

■瀋陽市・陳政高党書記

発展してきた。瀋陽市に進出の日系企業は

めの役割を果たすことになる。両協会と中

同時にパートナーである。今後、瀋陽事務

績があり、吉林省の古き良き友人であると

国東北地方との交流と経験は既に多くの実

年末で 733 社、実行ベースでの投資
総額は 億 6700 万ドルであった。こ
第４ 位である。現在、ブリヂストン、三

所が日本と吉林省との友情の増進と経済貿

の金額は瀋陽市に投資している カ国中、
菱、東芝、三洋等の日系企業は事業を順調

ものと信じている。吉林省としても瀋陽事

易協力の拡大に、必ずや大きな貢献をする

■吉林省・王珉省長

務所の発展を全力で支援したい。

に展開している。今後も瀋陽事務所を通じ
など、瀋陽市の旧工業基地振興に向けた協
力をお願いしたい。瀋陽事務所が中国東北
地方と日本との協力・交流の重要な架け橋

現在、吉林省の旧工業基地振興政策は最

も重要な時期を迎えている。吉林省の経済

成長率は毎年 ％以上に達しており、第

は毎年 ％以上としている。
日中経済協会・

次五カ年計画期間中のＧＤＰ成長率の目標

11

となることを切に希望する。

■大連市・夏徳仁市長
大連市に進出の日系企業は 年 月現在
で 3343 社、実行ベースの投資総額は

10

当日は緒方副会長の挨拶に続いて、王金笛副秘書長、宋琦副市長、阿

20

7

億 9000 万ドルである。瀋陽事務所

12

06

部孝哉総領事が祝辞を述べた。以下、東北三省の政府から寄せられた

05

た、さらに多くの日本企業の積極的な紹介

80

9

05

73

メッセージを紹介する。また、瀋陽市・陳政高党書記がかけつけ、緒方、
岩崎両副会長と会談した。

事務所開設にあたり、黒龍江省人民政府、
吉林省人民政府、遼寧省人民政府等の中国
側関係機関や、東北経済連合会、環日本海
経済研究所、北陸環日本海経済交流促進協
議会、札幌市等の日本側関係機関などから
多くの祝電が寄せられた。
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緊密化し、あわせて吉林省の経済振興に対
し積極的な役割を果たすことになると信じ
ている。

■長春市・祝業精市長
長春市はこれまでに仙台市など日本の
都市と友好都市関係を結んでいる。長春市
にはトヨタ自動車、伊藤忠、丸紅などの日
系企業 354 社が進出している。日本企
業による投資総額は 億 200 万ドルで、
長春市に投資している カ国中、日本は第

「2007年日中経済協力会議
於ハルビン」開催について
協議

増偉副部長、瀋陽市・陳政高党書記、吉林省・田学仁

常務副省長、黒龍江省・劉海生副省長など、多数の政

今回の博覧会には中国内外の企業 523 社が出展

府高官が参加した。

し、展示ブースは 2090（国内企業 1240、外

国企業 850）に達し、世界のベスト 500 社ラン

キング企業からも 名の CEO が参加した。日本か

協議を行うため、当協会岩崎副会長と安田事務局長が

展示ブースでの主な出展製品は、デジタル工作機械、

らは東芝、松下、日立などの企業関係者が参加した。

「2007 年日中経済協力会議」の開催について
訪中した。 月 日に黒龍江省人民政府・孔令学省長

50

助理、ハルビン市・張桂華副市長とそれぞれ会談し、

山機械設備、環境保護設備、金属加工機械、建設機械

ガスタービン、大型送電変電設備、石油化学設備、鉱

月

日まで、中国・遼寧省瀋陽市

が総展示面積の 分の を占め、そのほかにも工作機

来年 月下旬を目途にハルビン市で同協力会議を開催
する旨基本的合意をみた。

日から

「第 回中国国際設備製造業博
覧会」に日中東北開発協会訪中
代表団が参加
月

において第 回中国国際設備製造業博覧会が開催され
た。この博覧会は中国商務部、国務院振興東北地区等
老工業基地指導小組弁公室、
中国国際貿易促進委員会、
遼寧省人民政府が主催し、中国機械工業連合会、中国
機電産器進出商会、瀋陽市人民政府、中国国際貿易
促進委員会遼寧省分会が実施および後援機関と
なった。

械・金属加工機械、木材加工機械、家具製造機械、金

属製品、工具、金型、電気・電子（製品、機器）など

多岐にわたる製品が紹介された。

博覧会開催期間中、
「世界ベスト 500 社 CEO

フ ォ ー ラ ム 」 や「 ヨ ー ロ ッ パ・ ア ジ ア 設 備 製 造 者

2006 年大会」も同時に開催され、岩崎副会長が

「ヨーロッパ・アジア設備製造者 2006 年大会」で

講演を行った。

「第 回中国吉林・東北アジア
投資貿易博覧会」に岩崎副会長
参加

回中国吉林・東北アジア投資貿易博覧会が開催された。

月 日から 日まで、吉林省長春市において第
同・張文岳省長、国家発展改革委員会・張国宝

この博覧会は中国商務部、国務院東北弁公室、吉林省

月 日の開幕式には、遼寧省・李克強書記、

2

４位である。日中経済協会と日中東北開発
協会の努力によって、日本と長春市がさら
に幅広い経済貿易の交流と協力を促進でき
ると信じている。長春市としては中日両国
経済の共同発展を実現するために、更なる
良好な実績を上げていきたい。

■黒龍江省・張左己省長
日中経済協会、ならびに日中東北開発協
会は日本と中国東北地方との経済技術交
流や協力を促進する上で中心的な役割を
担い、中日両国間の経済技術交流活動に尽
力し、積極的な貢献をしてきた。我々は、

2

副主任（国務院東北弁公室主任）
、商務部・姜

2

両協会の瀋陽事務所が設立されることで、

28

9

3

6

様々な分野で双方の交流と協力が強化さ
れ、その過程で生じる問題を調整する場に
おいても瀋陽事務所が重要な役割を果たす
ものと信じている。双方が各分野で実質的
な交流と協力を絶えず推進することは我々
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8

5

29

14

共通の目標であり、黒龍江省は貴協会と共
に最大限の努力をしていきたい。

2

29

8

2

9

5

5

8

9

60
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日の開幕式では呉儀副総理による開幕宣言

2

人民政府の主催によるもの。

9

月

の後、商務部・薄熙来部長、国務院東北弁公室・張国

宝主任から祝辞が述べられた。開幕式には吉林省・王

36

雲坤党書記、同省・王珉省長等も参加した。

この博覧会には世界 カ国・地域から 6000 人

8

71

が参加し、世界ベスト 500 社ランキング企業のう

2

ちの 社から関係者が参加した。外国企業による展示

5

ブースは前回より ・ ％増の 827 ブースで、全

体の ・ ％を占めた。国内企業による展示ブースは

844 ブースであった。展示内容としては設備製造、

電子、投資、サービス、食品、医療保険、建材、冶金、

化学、体育用品、軽工業、紡績などのほか、トヨタ自

動車等世界ベスト 500 社ランキング企業による特

また、本博覧会開催期間中に「UNDP 東北アジ

別展示が行われていた。

アおよび大図們江地域投資フォーラム」と「日中企業

経済貿易合作交流会」が開催されたほか、薄熙来部長

当協会としては、岩崎副会長が日中企業経済貿易合作

ならびに王珉省長と海外参加者との会談も行われた。

交流会で発言したほか、王雲坤党書記と単独会見を

行った。
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2006 年 10 月の日中東北開発協会の活動から
■ジグジット駐日モンゴル国大使を訪問 (10/４)
10 月４日、当協会岩崎副会長と後藤業務部長は今年８月に

駐日モンゴル国特命全権大使に就任したレンツェンドー・ジグ

ジット氏を訪問し、
「’06 モンゴル経済視察団」の報告を行うと

ともに、今後の協力について意見交換を行った。ジグジット大
使に対し、今年 11 月に開催する当協会主催の北東アジア経済
委員会への出席と講演を依頼した。

■大連長興島臨港興業区招商局・殷長椿副局長一行が
来会 (10/20）

設備製造区が 25.0 平方キロ、物流区が 6.3 平方キロ、造船お

よび船舶関連産業区が 9.0 平方キロとなっている。また、シン
ガポールとの間で自由貿易区の設立を検討しており、蘇州のシ

ンガポール工業区のようなスタイルを目指している。現在、こ
の工業区ではインフラ整備を進めており、長興島と瀋陽－大連
高速道路をつなぐ全長 78 キロの高速道路が 07 年末に開通予

定で、また、長興島とハルビン－大連鉄道をつなぐ鉄道も現在

建設中である。港湾設備については、島の南西部で 1 万トン級
のバルク埠頭が稼動中であり、５万トン級バース１基、７万ト
ン級バース２基の多目的埠頭を建設中である。

10 月 20 日、大連長興島臨港工業区招商局・殷長樁副局長

■ NPO 北東アジア輸送回廊ネットワーク (NEANET)
企画委員会を開催 (10/27)

殷副局長によると、今回の訪日の目的は日本の関係団体・企

10月27日、
花田(前モンゴル大使)会長、
吉田(ERINA理事長)

一行２名が来会し、安田事務局長等が対応した。

業等の訪問である。中国東北地方の旧工業基地振興政策、およ

顧問等 14 名が出席して、NEANET 第 16 回企画委員会が開催

づいて、昨年６月に大連長興島臨港工業区が設立されたが、こ

た。当協会からは後藤部長が出席した。

び大連を北東アジア最大の航運センターにするという戦略に基
の工業区の目的は大連の持続的発展の後背地として、海外の臨

され、日本海横断航路開設準備等のテーマについて協議を行っ
当日は、花田会長から日本モンゴル友好年 (06 ～ 07 年 ) の

海型工業や東北の旧工業基地の重点産業がシフトすることに対

活動およびモンゴル開発計画案の作成への協力についての報告

キロの所にあり、東西 30 キロ、南北 11 キロ、面積 252.5 平

２月に新潟で開催予定 ) と NEANEA が合同で開催を検討して

応するためである。渤海湾に面した長興島は大連市の北 130
方キロの揚子江以北で、中国最大の島である。この工業区が今
後 15 年の間に開発する計画面積は 129.7 平方キロで、その内
訳は港湾区が 21.1 平方キロ、産業区が 71.7 平方キロ、居住

および観光区が 36.9 平方キロとなっている。そのうち、産業

区は石油化工区が 25.4 平方キロ、高級鋼材区が 6.0 平方キロ、

があり、吉田顧問からは「北東アジア経済フォーラム」(07 年

いる国際フォーラムについての報告があった。また、三橋理事
企画部長からは 10 月 20 ～ 22 日にウラジオストック・ザル

ビノで行われた日本海横断航路に関するロシア側関係者との会
談の報告があった。
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4 時々刻々：相互利益、Win-Win のための中日経済貿易関係を探る
5 CHINA TREND CHECK：中国の対外戦略と「六中全会」

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
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

2
4
6
8
10
12

法規・制度
産業・プロジェクト・個別商品
財政・金融
個別企業情報
統計資料
その他（下欄に具体的にお書きください）

6 中国ビジネス Q&A：債権者代位権の行使による債権回収
7 制度情報：雲南省・陜西省で注目される経済関係法規・通達等（０６年２～９月）
8 欧米の対中動向：スイス企業 カランダッシュ社の対中ビジネス戦略

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、ご要望をお聞かせください。

9 情報クリップ：瀋陽事務所を開設、日中韓ビジネスフォーラムほか
10 現地便り：過渡期にある上海「的哥（タクシードライバー）
」のサービスマナー
11 東北コーナー：瀋陽事務所開設で東北三省から大きな期待
12 DATA ROOM: 中国・日中の主要経済指標、06 年 9 月の日中貿易統計
13 06 年 9 月の主な出来事

ご氏名

3．体裁についてお聞かせください。
《ページ数》

《文字》

A

多い

B

ちょうどよい B

C

少ない

ご勤務先

《図表・写真》

A もっと大きくしてほしい A もっと多い方がよい
現状でよい

C もっと小さくてよい

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ください。粗品をお送りします。

B

現状でよい

C もっと少なくてよい

《デザイン・レイアウト》
A 見やすい
B

現状でよい

C 要改善

勤務先住所
電

話

メールアドレス
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