日中経済協会 千速晃会長 （日中長期貿易協議委員会委員長・日中東北開発協会会長、
新日本製鐵株式会社代表取締役会長）は、一月二十二日、死去されました。

謹んでお知らせ申し上げます。

千速会長は、日中関係が難しい局面にあった二〇〇五年

七月に第五代会長に就任されました。歴史を常に省み、近

隣諸国と友好を重ね、その上で共に発展することが大切で

あるとの信念の下、この一年半、特に省エネルギー・環境

保護分野での交流推進を核に、日中の信頼関係再構築に力

を尽くされました。日中関係が好転し始めた今、これから
と言うときに、突然の悲報となりました。

日中経済協会・日中長期貿易協議委員会・日中東北開発

協会は、千速会長のご尽力に報いるべく、日中関係のより
よい発展のために一層の努力をして参ります。

【弔電を頂いた中国の主な方々】

呉儀副総理、唐家璇国務委員、宋健中日友協会長、陳錦華中国企業連合会会長、兪正声湖北省書記、

石広生全人代常務委員（元外経貿部長）
、薄煕来商務部長、李栄融国有資産監督管理委員会主任、

万季飛中国国際貿易促進委員会会長、陳昊蘇中国人民対外友好協会会長、武大偉外交部副部長、王毅中国大使

大東文化大学名誉教授

小島麗逸

年

年間を更

中国の高度成長は本年で

目に入り、日本の

28

１町村当たり ・

回にもな

件は８万２０００件を超えた。

で全国で発生した集団抗議事

題は深刻で、２００５年だけ

みると矛盾累々。特に農村問

一語に尽きる。しかし、内を

と中国の躍進はすばらしいの

新し続けている。外からみる

18

4

と環境汚染がらみである。

と近接して進まねばならない。中

産性が第二次、三次産業の生産性

評価するには条件があり、その生

展の証左でもある。ただし、発展と

も止めることができない。それは発

が縮小していくのは経済法則で何人

一次産業の国民経済に占める比重

農業と農産物加工工業の
衰退

計画で救えるだろうか。

年に打ち出された新農村建設

06

る。その３分の２は農地収用

2

零落する
農村経済を救えるか
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スペシャルレポート
ス

中国農業の地殻変動
中

割合を就業比と GDP 比でみると、

国の一次産業が国民経済に占める

今日では農家所得のうち農業からの

いかが分かる。
これが所得に反映し、

％と
％ であ

年は
％と ・

％、

収入は ％を切った。
％と

1980 年はそれぞれ ％と ％、
年は

年は

を都市に流出させないよう妨害して

生産が ・ 年をピークに 世紀に

か生産できなかったということであ
本や台湾では差が５～ ポイントで

21

入り停滞しているからである。ピー

98

きたツケ。もう一つは主要農産物の

怠り、それでいて増大する農村人口

政策を行い、政府は農業投資支援を

る。一つは長い間農業から絞り取る

この低生産性には２つの理由があ

40

97

る。両者の格差は約 ポイント。日

業に働いて GDP の ％くらいし

る。 年は労働力の約半分が一次産

％、

30

ある。中国農業の生産性がいかに低

ク時を１００とすると、その後の最

低年生産量は、米 ％、小麦 ％、

03 30

トウモロコシ ％（いずれも 年）

20

減、
甜菜 ％（ 年）減、
麻類に至っ

04 13

ては ％減、西北、東北の乾燥地帯

40

がなく微増しているが、輸入が激増

大豆や綿花はそれほどの落ち込み

はピーク時の３分の１となった。

の山地農業として重要であった雑穀

75

移をまとめたが、大豆は 年に比し

断を許さない。第１表に輸入量の推

し、いつ国内生産が減産に入るか予

地平線まで続く大豆畑（黒龍江省黒河市遜克県）

95

年は 倍、綿花は 年に比し 倍

90

00

貿易は 年から純赤字に転化した。

の輸入量である。この結果、農産物

05

２作物の自給率は坂を転げ落ちるよ

うに低下し、今日大豆は ％、綿花

は ％となった。

た。 年、前者の油料原料生産構成

原料と植物油の全国比率の変化をみ

黒龍江、安徽、河北）を取り、油料

ない上位６省（河南、四川、湖北、

江蘇、遼寧、広東）と、それをもた

た。国際港湾をもつ上位４省
（山東、

搾油工業の地域的変化に着目してみ

油原料の輸入が著増しているので、

の衰退を招いている。大豆を含む搾

粉、綿紡、搾乳など内陸の加工産業

影響を受けるのみならず、精米、製

は、農家収入が減産により直接的に

農村経済にとってこのような変化

38

比は ・ ％、食用油構成比は ・
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第１表

大豆、食用油料子実、食用油、綿花の輸入量
年

4

％ で あ っ た の が、

03

年では ・

食用油料子実

食用植物油

綿花

1995

29.4

39.1

353.3

74.0

1998

320.0

460.5

205.5

20.0

1999

431.9

692.8

209.0

5.0

2000

1,041.9

1,340.3

179.1

5.0

2001

1,394.0

1,567.0

165.0

6.0

2002

1,131.5

1,194.0

318.9

18.0

2003

2,074.1

2,091.0

540.9

87.0

2004

2,023.0

1,975.8

676.9

191.0

2005

2,659.0

621.0

257.0

2006(1-9 月 )

2,125.2

2,203.0

497.3

329.0

2006( 予 )

2,833.6

2,937.3

(663.1)

(420.0)

（注）（ ）内は推計値。
（出所）『中国対外経済貿易年鑑』、『中国対外経済貿易白書』の各年版、
『中国統計年鑑』2006 年版。『農民日報』2006 年 11 月 21 日 p.6

20

第２表

いると解釈できる。

00

年全国の３ 分の１ 以

年産綿花の

11

05

41

綿花は、

70

上を生産する新疆で

％に当たる 万トンが 月になっ

農産物輸出入額の変化
年

輸出

（単位：億ドル）

輸入

輸出入差額

2001

119.4

99.8

19.6

2002

135.1

102.0

33.1

2003

158.5

164.4

-48.2

2004

162.9

247.8

-84.9

2005

271.8

(285.0)

-17.5

2006(1-9 月 )

221.0

244.0

-23.0

（注）① 2005 年の輸入額は同年 1 ～ 9 月の推計。
②農産物の範囲が 01、02 年と 03 年以下とは異なる可能性がある。
（出所）『中国農業年鑑』03 年版 p.290、04 年版 p.233、05 年版 p.301、
『農民日報』2006 年 8 月 29 日 p.3、11 月 21 日 p.6

100

綿花

80

大豆

60
40
20
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

05

重工業化した時代。第２期は 年代

初期から 年までの、農民を土地の

緊縛からほどいたが、都市側が様々

年からで、農民

06

な手段で農民の流入を防ぐ攻防戦の

時代。第３ 期が

の零落に対し中央の支援予算を増加

し、
農業補助政策を採用しはじめた。

第１期は農民から搾取したが、党は

貧農出身者を最も高く持ち上げ、ほ

めそやした。第２期は、都市人は流

入する農民は汚く「２ 等公民 」と

さげすむようになった。第３期では

12

人々はどういう農民観を形成するの

05

06

であろうか。

1

それはともあれ、 年農政を示す

06

重要決議がいくつもある。 年 月

3

末の全国農村会議、 年 月国務院

11

の農民工に関する重大決定、 月の

（注）自給率＝生産量÷生産―輸出＋輸入で算出。05、06 年の数値は著者推計。
（出所）『中国対外経済貿易年鑑』、『中国対外経済貿易白書』の各年版、
『中国統計年鑑』2006 年版。『農民日報』2006 年 11 月 21 日 p.6

温家宝総理の政府活動報告と第 次

カ年計画は８月に公表された。 月

大豆・綿花の自給率の推移

120

五 カ 年 計 画（2006 ～ 2010

糧、繊維原料作物、油料作物、糖料

の中共６中全会の調和ある社会の建

10

第1図

年）
、農業、農村に関する詳しい五

作物）が停滞か減産、そして、その

設の決定と矢継ぎ早である。

これらの諸決定の内容を統一的に

表現したのが
「社会主義新農村建設」

という言葉である。その具体的政策

内容は出来上がっていないが、農村

経済の個別分野で少しずつ公表され

るようになった。
それに入るまえに、

農村で新しく発生している農村社会

問題を紹介する。

内陸での加工工業の衰退が一次産業

の生産性を向上させえない要因と

なっている。

農政の大転換

年まで

期農政、農民を土地に緊縛

1950 年代中頃から

が第

し、農民から絞り取り、その資金で

78

36

9

％、 ・1%と変化した。つまり

40 6

食用油生産が急拡大していることが

わかる。逆に後者の 省合計で食用

97

ても売れ残り、価格の低落を招い

部分が保税区で加工されるためで、

油生産構成比が 年 ％であったが

に搾油原料を輸入するようになっ

３０００キロ以上離れた新疆から陸

33

ているという。（注１）輸入のかなりの

て、搾油工場立地が港湾周辺に移り

路で運びコスト高になった綿花を企

年には ％と縮小している。大量

つつあることを示す。全体として搾

業がどうして使用しようか。

このように伝統的４大農産物（食

油工業生産は発展してきたが、内陸

部農村の工場が閉鎖に追い込まれて

1

03

大豆

（単位：万トン）

80
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の 歳以上の独居老人に相当する。

ではない。日本語的にいえば、農村

ドロ老人と理解してしまうが、そう

くる。空巣老人と我々が聞くとコソ

扱いではない。

いなまれる‥‥。これは正常な取り

収が 650 元しかない。孤独にさ

らが三度の飯さえままならない。年

下積みで支えてきた農民だ。その彼

ために、資金を国が吸い取るために

暮らすことを至福としてきた。 歳

に三世代、四世代が同じ屋根の下で

厚い小説があるが、中国では伝統的

のみで取り上げられる。県町政府は

均の当該地生産額の数倍程度の補償

がないので抵抗できない。前３年平

収用するだけである。農民は所有権

らは所有者でないので購入しない、

国有名義となり開発できる。農民か

計画が承認されると、対象の土地は

ば工業団地や商業用地である。この

ための地目変更申請を行う。たとえ

こで県や町村政府が「公共目的」の

ないとこの方法は適用できない。そ

たい。

高齢である。新しい職業を習得しが

る。彼らは年齢が出稼ぎ者に比し、

た現代中国版エンクロージャーであ

うために農民を追い出し、零落させ

で、英国の産業革命期に羊放牧を行

る。これはまさに土地囲い込み運動

５０００ 万人いると推計されてい

た「 三 無 農 民 」 は ４ ０ ０ ０ 万 ～

こうして土地を取り上げられ

ている。

ろでは棗の木１本にも税が課せられ

「空巣老人」と
「三無農民」

を超えると老齢化社会に入ったとい

「空巣老人」問題は究極的には過

それを造成し売り出す。その収入は

両方とも新語でカッコ付きで出て

い、 ％を超えると高齢社会という。

疎化問題である。 年の人口センサ

国際的には 歳以上が全人口の７％

以上といえば過去 ～ 年工業化の

60

える市町村がいくつもある。中国は

スは初めて現住所統計と戸籍人口統

莫大で、地方政府に入る。取り分

差などという範疇と異なる、新しい

以上の２つは農村と都市の所得格

％、省政府が

～

が、それより ・ ～ ・ 倍も中

齢化の速度は日本が最も速かった

では ％に過疎化現象がみえる。

全国に２８５０ある県（市）行政区

級行政区（広域市行政区）は ％。

からかなりの町や村まで
「工業用地」

及んだ。県（市）政府が２８５０だ

末までにこの申請が約８５００件に

ILO（世界労働機構）では就業に

る人間差別を解消することにある。

がある。農民工に対しては戸籍によ

％は人生の不幸を嘆き、 ％が孤

ターの最近の調査では、農村老人の

場経済化過程で土地をどのように商

の土地は国有と決められている。市

憲法により農地は集団所有制、都市

達したといわれている。分税制では

県以下の財政債務累積額は 兆元に

よる地方財政の悪化がある。今日、

１回の不妊検査の強要、これらの証

いという暫住証、働いてよいという

方法を編み出した。都市に住んでよ

出稼ぎ農民政策と農村政策の２つ

国の方が速いのである。そして、若

「三無農民」とは土地が収用され、

おいて、人種、性、宗教による差別

独感にさいなまれているという。（注２）

品化するか。国有地に対しては所有

収入のよいものを中央政府が取り上

明書が高価である。賃金の遅配、欠

政府が地主化したわけである。 年

者の流出が多い農村の老齢化のス

計画を申請したわけである。これが

三 度 の 食事にありつけない老人が

権（市政府保有）と使用権とを分離

げてしまった。末端農村ではしかた

配は日常茶飯事、子供は公立学校が

都市部で ％、農村部では ％

中国は戸籍による差別という新しい

５％、年平均収入が 650 元（日

し、使用権を期限付きで売買する制

がないので、農民に正税でない課徴

受け入れないので互いにお金を出し

ワーキングビザ、女性には カ月に
本円＝ 9750 円）
。年金受給者は

度を編み出した。集団所有制である

金を課すようになった。ひどいとこ

（注３）

農地に対しては、いったん国有化し

2

1

この背景には 年以降の分税制に

社会保障も新しい職業もない農民を

要するに、省から町村までの地方

％取るという推計もある。

～

は最終売買価格を 100 とすると、
県政府が

計とを併記して公表した。前者が後
いることを示す。省級行政単位は
あるが（台湾を除く）
、このうち

10 30

ピードは都市よりはるかに速い。

新政策の内容

今日全国で ・ ％、 年に７％に
達したので、わずか５年で ・ ポ
イント上昇した。年に ・ ポイン
ト強、この分でいくと 2015 年

20

をしてはならないと規定している。

％が現住所人口の減。その下の地

40

第二次バブル過熱の要因である。

に ％に達しよう。先進国の中で老

15
いう。 年頃から深刻化し始めた。

1

北京にある中国老齢科学研究セン

4

35

28

94

73

02

3

04

39 31

1

1

51

30

農村問題である。

50

農民が数％、町村政府が ～ ％、

日本は ％で、農村部では ％を超

40

00

者より少なければ過疎化が進行して

40

4

1

00

0

2

9

65

のみ。老舎に『四世同堂』という分
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20

65

70
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合って寺子屋を開校したら市当局に
務教育をやってこなかったのかが批

しろ農村だけどうして政府費用で義

て再生した例は稀有である。日本の

退産業や人口流出地に補助金を出し

（

的改革がないと実行不可能である。

労災もない。自動車の免許証を取ろ
負担は減るかといえば否である。こ

判されるべきである。しかし、農民

る。中国農業の中には発展して国際

業の過去の歴史をみれば明白であ

農業、石炭、非鉄金属鉱山、繊維産

に物権が成立していないので、担保

る方法がある。しかし、これは土地

政策的低利融資による金融を利用す

）財政での支援が難しければ、

つぶされる。医療保険、失業保険、
うとしても出身地でしか発行しな
の 年、小学校の統廃合がひどく、

挙に暇がない。平等を求めた共産党
が朝晩モーターバイクで送り迎えし

小学生でさえ町に下宿させるか、親

用小麦（強力粉、薄力粉用）
、専用

する。物権法改正が話題になって数

がないところでは不良債権のみ累積

がやることか。この差別政策を改め

年以上たったが、農地を私有化でき

るか否かの問題にぶつかって改正に

トウモロコシ（加工用）
、
大豆、
柑橘、

リンゴ、羊肉、牛肉、ミルク、水産、

なくてはならないところが多い。
新農村建設の中で明確にされてい

成功していない。

ようという政策である。都市住民の
間で「２等公民」観が染み付いてし

茶の 種につき、生産ベルト地帯建

に農村義務教育費の政府負担、第４

２に農業生産への補助金支給、第３

農業税と非正式の税外税の撤廃、第

農村政策は多岐にわたる。第１に

年金にいたっては遠い彼岸の話であ

こでも中央政府の怠慢が存在する。

組織で政府の金は入っていない。こ

療制度はあるが、これは農民の互助

ネットである。一部の農村に合作医

の一部である。

可能性がある。しかし、全農村の中

がないが、後の８業種はより発展の

設構想を打ち出した。前３者は望み

へタダ金をつぎ込んだら底なしの泥

村幹部の腐敗はかなりひどい。ここ

沼に足を入れることにならないか。

た。ただし、第２の生産への補助金

第１、第２、第３ は実施に入っ

どは各部門が計画を立てている。

院以下、町のクリニック建設補助な

てきた。ここへ手をつけ始めたら天

対してこの面で金を出すことを怠っ

これが効かない上に、政府は農村に

代は強制労働で建設してきた。今日

いる。農村インフラは、人民公社時

②住宅 １家庭１戸、 人 間基準、

計４兆５０００億元

①農村インフラ １人５０００元、

村人口９億として計算している。

ている。 （注４）建設部の建設基準で農

所が新農村建設の必要資金を試算し

るところで、細かい補助金行政がで

執行力が農村では著しく低下してい

出せないのではないか。党員の法の

踏み入れたら泥に足をとられて抜け

わけにはいかないが、いったん足を

という中国語を思い出す。進まない

このようにみてくると、進退両難

はＷＴＯのグリーンボックスの範囲

現在のところ雀の涙ほどである。第

が出して立て直すということは、口

大海原のような農村に資金を政府

の中央政府の支農予算は３３４７億

５年間で行うとして年４兆元。 年

２政府負担としても 兆元はいる。

年の

注１ 『農民日報』 年 月 日付
注２ 『農民日報』 年 月４日付
注３ 『農民日報』 年 月 日付

きようか。

１戸８万元、計 兆元

万元、計

③社会福祉 義務教育を含む公共
サービス、１ 戸当たり
兆７５００億元

１の負担の撤廃は農民にはプラスに

で言うのは簡単だが宇宙船を天空に

元のうち、インフラ建設は４０４億
分の１ である。

％に及ぶ。財政の革命

26

子・農業機械購入補助である。漸次
他業種までひろげると思われるが、
大海原のような数多くの農家がある

なるが、県町村財政負債がうなぎの

向けて上げるより難しい。いくつか

元のみ。

②は個人として、①、③は３分の

ぼりに増大しよう。これへの手当て

をあげよう。

ので、
おそらく主産地のみであろう。

なくして成功するか否かは判断でき

GDP の

06

注４ 『農民日報』 年 月 日付

24 25

1

05

20

11 11 12 8

1

11
（ ）経済史の過去の経験から、衰

25 11

06 06 06 06

18

ない。第３はとてもよいことだ。む

新農村建設の実現の
可能性

文学的な資金がいる。

（ ）国家発展改革委員会産業研究

に農村の各種インフラ建設の政府補

4

で、食糧作物主産区に対し、優良種

2

24

90

（ ）補助金支給は腐敗を生む。農

ないのが社会福祉のセイフティー

競争力をもつ業種もある。 年、専

い。‥‥書いていくとその差別は枚

3

る。 年後半いちど試して失敗して

11

助、第５に社会サービスでは県立病

まったので改められるか否か。

02

10

1

8
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特集

スペシャルレポート
ス

中国農業の地殻変動
中

年連続の輸入超過

――

高島竜祐

輸出拡大目指す
中国農産物貿易

日中経済協会北京事務所所長

億米ドル

月、中 国 の 農

輸出入とも拡大﹆
入超が続く

2006 年１ ～

産品輸出額は 245・

（前年同期比 ・ ％増）
、輸入額は

7

10

7

265・ 億米ドル（同 ・ ％増）

12

13

中国はＷＴＯ加盟後 年が経ち、

輸入超過の年になると見られる。

輸入も伸び、結果として３年連続の

が伸びた一方で、経済成長に伴って

変わらないと思われ、農産物は輸出

となった。通年でもこの増加傾向は

8

易は輸入超過でかつ超過幅が拡大し

びつつあるように見える。農産物貿

た農業でも増産・輸出努力が実を結

く国際競争に負けることが心配され

経過期間を終了したが、生産性が低

5

ているが、 年 月 ～ 日に開催

9 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.2

4

3

スーパーマーケットの輸入食品
売り場（北京市）
。専用コーナー
には、酒、清涼飲料、果汁、お
菓子、缶詰などはもとより、チー
ズなど生鮮食品も豊富に並ぶ。
国産品より割高だが需要はある。

06

12

22

23
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12.7%

100.0%

35,880

された中央農村工作会議でもこのこ

年連

年

とを問題視する報道はなかった。貿
易競争が激化する中で食料の
連続増産と農民平均収入の

続 ％以上の増加を達成したことが
報告され、農業補助や農村公共投資
を増やし、農業の現代化による生産
力向上を打ち出している。こうした
姿勢は、商務部対外貿易司による今
年 月 日の「我が国の農産品輸出
克服して増加しており、

年には
300 億ドルを突破することが確

地域別輸出比率

うに、輸出振興政策が順調であると

実である」という報告に見られるよ

のは、いわゆるポジティブリストに

が大きい。日本向けが微増となった

うもろこしの輸出調整によるところ

むしろ、輸出先の多様化は農産品輸

出の安定につながると捉え、日本市

る。最大輸出先の日本向けは微増に

輸出先はアジアが６割以上を占め

韓国、香港を「６大市場」と呼び、

である日本、ＥＵ、米国、アセアン、

いる。商務部は、従来の主要輸出先

場に頼る構図からの脱却を歓迎して

とどまったものの、アセアン、ＥＵ、

これに対して西アジア、南米、ロシ

品目別に輸出を見ると、水産品が

南米、北米等多くの地域で前年同期
少したのは韓国のみだが、これはと

アを「新興市場」と呼ぶ。

大洋州
その他のアジア
1％
7％

比大幅増となった。主要輸出先で減

輸出は全地域で高い伸び

いう自信に裏打ちされている。
〈第

水牛が遊ぶ冬の耕地（海南省）。政府は機械化や科学的管理を取り入れた
農業の現代化を唱えるが、農業の生産性向上は容易ではない。

よる効果と見られるが、中国政府は

2,456,508

１表〉
〈第１図〉

合計

35.4%

334,263
大洋州

ASEAN
10％

韓国
9％

香港
9％

その他の欧州
5％
アフリカ
3％

日本
26％

南米
3％

1.5%

13.6%

北米

3
3

06

北米
14％

322,821

23.9%

2.7%
31.8%

61.2%

アフリカ

は、外国の技術障壁やコスト上昇を

5

第１図

香港

13.1%
66,426

18.0%
ＥＵ１５
南米

1.3%

217,709

韓国

20.4%

2.8%

215,132

69,074
欧州

8.9%

28.4%

ＡＳＥＡＮ

442,354

8.8%
29.5%

9.7%

238,582

659,855

日本
アジア

-5.1%

26.9%

1,508,511

3.2%

61.4%

5.0%

輸出金額（万ドル）

前年同期比

シェア

地域別農産品輸出（2006 年 1 ～ 10 月）
第１表

6

1

EU15
13％

10
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リンゴ果汁

41,922

きのこの缶詰
とうもろこし
豚肉

第４表

北米

ロシア
米国
韓国

香港、北朝鮮

60.5

前年同期比

120.6

83.7

-9.9%

15.0%

40.8%

地域別農産品輸入（2006 年 1 ～ 10 月）
輸入金額（万ドル）

日本

ＡＳＥＡＮ

ＥＵ１５
ロシア

ブラジル

大洋州
合計

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.2

646,363
28,908

403,586
102,257
297,788
169,650

前年同期比

43.1%
14.8%

シェア

24.3%
1.1%

8.6%

11.2%

7.6%

336,171

38.3%

251,438

-2.2%

2,657,533

30.1%

15.2%

24.1%

8.4%

691,696

21.7%

44.4%

34.1%

106,118
667,991

シェア

3.8%

6.4%
4.0%

3.9%

25.1%

9.0%

26.0%

13.4%

12.6%
9.5%

100.0%

06

対日輸出とポジティブリ
スト

南米

-5.9%

日本

年の対日農産物輸出について、

欧州

-68.9%

輸出（億ドル）

民営企業

アフリカ

29,817

12.0%

33,049

外商投資企業

アジア

34.3%

企業形態別農産物輸出（2006 年 1 ～ 11 月）

国有企業

第５表

33,064

日本

06

60

出されているわけではない。中でも

-3.6%

元レートの上昇とエネルギー価格高

48,536

11.4%

全体を牽引している。ウナギ、
イカ、

焼いたうなぎ

56,538

ドイツ

江蘇、福建は 年に ％以上も伸び

インドネシア、日本

鶏肉製品

5.8%

騰等による生産コスト増を補って、

42.3%

45,196

にんにく

エビ等が主力であるが、養殖の増産

111,397

ソーセージの皮

た。商務部は、山西、海南、寧夏な

モロッコ

結果として輸出企業の利益率を引き

主要相手国

12.6%

効果と見られる。野菜、果物、肉類

前年同期比

45,750

ども ％以上の伸びを示していると

茶

20

上げている。特にニンニク、リンゴ

輸出金額（万ドル）

農産物輸出を省市別に見ると、山

主要品目別農産品輸出と相手国（2006 年 1 〜 10 月）

がこれに続き、このうちニンニクが

0.2%

（注）畜産品、鶏肉製品は他の項目と重複がある

第３表

して、
中西部の成長に期待している。

5.1%

110,587

果汁、キノコ缶詰等の輸出平均価格

182,394

金額、伸び率とも最大で、鶏肉製品、

鳥肉等産品

さらに、
輸出企業の形態別で見ると、

畜産品

53.6%

は ％以上上昇しており、 年の国

20.8%

87,576

ウナギ、ソーセージの皮、茶、リン

92,560

国有企業が減少し民営企業に取って

飲料、酒、酢

内の農産品生産価格指数は低下傾向

食用果物、堅果

-6.4%

ゴ果汁なども主要輸出品である。コ

9.3%

102,264

代わられつつある。
〈第４表〉

食用油原料、薬用植物、稲わら、飼料

にあるので、輸出の利益が農業所得

17.1%

102,434

メ（韓国向けが急増）
、小麦の輸出

294,990

肉類製品

向上に貢献しているといえる。

野菜、果物、堅果等製品

22.4%

超過が拡大している。
〈第２表〉
〈第

30.9%

298,200

３表〉

食用野菜

東、広東、浙江、福建、遼寧、江蘇、

10.5%

327,014

商務部によれば、輸出農産物の高

水産物製品

北京の７省市が総額の７割を占めて

前年同期比

379,045

付加価値化が進展し、平均輸出価格

輸出金額（万ドル）

水産物

おり、中国全土からまんべんなく輸

分類別農産品輸出（2006 年 1 〜 10 月）
（上位 8 分類）

は上昇しており、これが対ドル人民

第２表

06
20

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 SPECIAL REPORT

て、①輸出先が一部の市場に過度に

年を振り返れば、こうした課題

り、さらなる農産品の輸出拡大を目

日本側としても中国への情報提供や

ブリストであったのは間違いない。

貿易は中国の入超になっている。〈第

の重要性が大きく、このため農産物

よりも資源・原材料の入手先として

易司発表資料による。単位のドルはすべて米ドル

12
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商務部は前述の報告で以下の点を指

ストが高く利益率が低い、③ブラン

集中している、②運送コストなどコ

農産物輸入は、アジアからが大幅

ドの確立と新市場開拓の努力が不足

アジアからの輸入が増加

ジティブリスト対応などコストもか
に増加しており、南米、北米からの

している、の つである。

摘している。平均単価が伸びず、ポ
さんだため、
利益率が低下したこと。
輸入がこれに次いで増加している。
伝統的に米国からの大豆、綿花輸入

加工農産品は伸びたが水産品などの
伸びが他地域より低いこと。山東、
マレーシアのパーム油などの増加が

指す、というのが中国政府の現在の

は着々と解決に向かって進行してお

区の伸び率が低いこと。さらに、ネ

目立つ。分類別では、穀物輸入が大

認識である。

が多いが、 年はタイの天然ゴム、

ギやキノコでは日本国内の値段も上

きく減少した一方、その他はおしな

浙江、江蘇、広東の主要対日輸出地

がっているが、コスト上昇によって

意見交換に努力しており、７月以降

５表〉
〈第６表〉
〈第２図〉
〈第７表〉

（注）統計数字はすべて中国政府の商務部対外貿

べて増加し、特に野菜、鶏肉などの
穀物輸入減少は中国国内の増産効

中国の輸出者はその恩恵を受けられ
ティブリストの影響等から６、７月

果のためと思われるが、全体として

増加幅が大きい。

に減少した対日農産物輸出は、９月

は、経済成長と共に一次産品輸入が

ないことなどである。総じて、ポジ

以降回復しつつあるが、シイタケ、

増える構造になっているのは間違い
より、その農産物輸入が増える傾向

ネギなどの生鮮品は依然として危機
従来から先進国の検疫・食品衛生

が明らかである。中国から見たアセ

ない。またアセアンとの FTA に

基準、アンチダンピング等に悩まさ

アンとの貿易関係は、タイとベトナ

にあるという。

れてきた中国農産物輸出であるが、

だけでも、ウナギ、シイタケ、野菜

ＷＴＯ加盟によって中国の農業と

中国政府は、以下の点を輸出拡大の

362,265

ムを除けば、中国製品の市場という

などについて日本側が頻繁に中国食

世界の農産物市場との連動性が強ま
食品安全工作委員会が開かれたと報

阻害要因と考えている。すなわち、

252,320

年の最大の課題が日本のポジティ

品土畜輸出入協会などと意見交換を

じられているが、食品衛生基準に関

中国農業の生産規模が小さく、中小

EU15
6％
ロシア
4％
その他の南米
12％

ブラジル
12％

マレーシア

155,157

55.3%

パーム油

19.3%

318,458

紙パルプ

り、農産品の輸入圧力が高まる中、

してはこのような定期的で密接な情

企業性が高いことを根本的原因とし

その他の欧州
5％

カナダ

18.4%

ロシア

アフリカ
4％

タイ

18.6%

主要相手国

北米
24％

ブラジル

79.1%

原木

米国

ASEAN
15％

76.1%

287,382

天然ゴム

25.8%

1％

ロシア

433,367

牛皮、馬皮

46,456

310,603

鳥肉等産品

その他のアジア
8％
日本

11.3%

5.9%

24.7%

大洋州
9％

196,923

綿花

している。９月には第 回中国ＥＵ

報交換が必要であろう。

穀物

ブラジル、米国

冷凍魚

10.1%
62,985

食用果物、堅果

-0.8%
259,319

食品工業廃棄物、配合動物飼料

51,298

畜産品

47.3%

59,320

砂糖及び砂糖菓子

-45.0%
118,310

666,187

動植物油脂及び分解品

-3.7%

前年同期比

613,073

06

3

10.1%

15.0%

68,613

食用野菜

0.5%

313,072

水産品

前年同期比

輸入金額（万ドル）

食用油原料、薬用植物、稲わら、飼料

地域別輸入比率

輸出金額（万$）

大豆

1

第2図

主要品目別農産品輸入と相手国（2006 年 1 ～ 10 月）

第７表

06

分類別農産品輸入（2006 年 1 ～ 10 月）
（上位８分類）
第６表

06

（注）畜産品、鶏肉製品は他の項目と重複がある。
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コラム❶

日中農産物貿易は恒常的に日本側
の大幅輸入超過だが︑最近︑日本は
農林水産省を先頭に︑官民挙げて中
国への農産物輸出の拡大に取り組ん
でいる︒日本の農産物は︑価格は高
く て も そ の 安 全 性 と 品 質 の 高 さ で︑
豊かになった中国の都市部の消費者
にも受け入れられる余地は十分ある
ようだ︒日本食レストランや贈答用
の需要増加を受けて日本の対中農産
物輸出は増加傾向にあり︑コメの輸
出についても政府間の協議が行われ
ている︒

援助や情報提供は有効であろう︒ポッ

障壁も多く︑これらに対する行政の

販売に至る前に越えねばならない

の連休期間中︑北海道の水産企業が

年 月 日〜 月 日の労働節

日本北海道フェアを開催した︒北京

プの準備︑ＰＲビデオの作成︑試食

︵文責 日中経済協会北京事務所 高島竜祐︶

品補助︑広告宣伝支援︑衛生検査代金・

名前があっても興味を引かないよう

まず目が行くため︑いくら北海道の

販売員のいない時間帯では︑価格に

顧 客 も 関 心 を 持 っ て い た よ う だ が︑

売 員 が つ い て 試 食 さ せ て い る 間 は︑

大事だと感じたとのこと︒また︑販

し食べ方をとにかく教えていく事が

がないので︑まずは︑レシピを整備

の４つしかなく︑焼いて食べる習慣

料理は蒸す︑煮る︑揚げる︑炒める︑

商品への反応としては︑中国の魚

ストになったようだ︒

ていく希望も出たようで︑貴重なテ

り上げた︒このフェアを今後継続し

着しており︑合計で９００点弱を売

おいしいというイメージが中国で定

北海道は美しい観光地で︑食べ物も

下 り ず︑鮮 魚 の み で 行 っ た と い う︒

であったが︑加工商品の輸入許可が

本来は菓子類を中心に実施する予定

刀 魚︑姫 ボ ッ ケ の ８ 品 目 で あ っ た︒

ラバガニ︑ナメタガレイ︑毛蟹︑秋

品は︑チカ︑鮭︑すけそうだら︑タ

西直門店︑望京店︶である︒取扱商

豊 台 北 路 店︑ 大 興 店︑ ア ジ ア 村 店︑

洋華堂の北京市内６店舗︵十里堡店︑

して行われたものだ︒場所は︑華糖

で店舗を多数展開するイトーヨーカ

7

運送費等の補助等が考えられる︒

5

ドーの現地法人﹁華糖洋華堂﹂と協

27

力し︑その８周年イベントの一環と

4

だった︒試食販売の重要性が実感で

写真の奥さんは、味見をしてから鮭を１０
切れほど買って行った。食べ方の分からな
い新しい食材の場合には、たくさん試食さ
せて味を試してもらう事が重要

こうした中︑各都道府県をはじめ
地方自治体は︑それぞれの特産品を
中国各地に売り込むべく︑民間と協
力して特産フェアの開催や販路開拓
アドバイスに取り組んでいる︒一例

06

きる︒

13
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として︑札幌市が行った北海道フェ
アを見てみよう︒

開店直後の店内の様子

北海道の味を中国へ
地方自治体の農産物
対中輸出促進への取組み

２００元以上のお買い上げには景品を提供
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上、
「小康」
未満 ―――――

村で見た人と暮らし
ロシア

●

黒河市政府
車陸村

黒河市

●

統計数字からはイメージしにくい、現実の農村の暮らしはどうなっているのだろうか。一例
として、最近訪れた北と南の２つの農村のケースを紹介したい。取り上げるのは、黒龍江省
黒河市の車陸村と江蘇省塩城市の龍海村。２村とも「温飽」レベルはクリアしたが「小康」
レベルには届かないという生活水準はほぼ同じである。異なるのは今の生活水準を前者は農
業だけで達成しているが、後者は農業以外の収入で維持していることだ。その違いは 1 人当
たり耕地面積の大小が決定している。
日中経済協会調査部課長 山本祐子

黒龍江省

概況比較（2005 年）

ハルピン

単位
所在地

塩城市

江蘇省

塩城市政府

●
●

南京

龍海村
上海市

Ⅰ

Ⅱ

江蘇省塩城市亭湖区
張庄街道龍海村

黒龍江省黒河市遜克県
車陸郷車陸村

面積（市／区・県／街道・郷）

k㎡

人口（市／区・県／街道・郷）

万人

14983 ／ 696 ／ 20.7
798 ／ 81 ／ 3.1

68726 ／ 17344 ／
175 ／ 11 ／

ＧＤＰ（市／区・県／街道・郷）

億元

1011 ／ 67 ／ 3.12

120 ／ 8 ／

GDP 成長率（市、前年比）

％

14.3

10.8

第 1,2,3 産業比（市／区・県）

％

22.3:45.6:32.1 ／

37.8:15.7:46.5 ／47:16:37

財政収入（市／区・県／街道・郷）

億元

87 ／ 5 ／ 0.2

5.8 ／ 0.13 ／

財政支出（市／区・県）

億元

89 ／ 3.8

24.2 ／ 2.1

固定資産投資額（市／区・県／街道・郷） 億元

500 ／ 37 ／ 1.98

27 ／

社会消費品小売総額（市／区・県）

億元

317 ／ 30

26 ／

市の耕地面積（1 人当たり）

万 ha

77（1.45 畝）

71（6.59 畝）

食糧生産量（市／区・県）

万トン

484 ／ 20

171 ／

1 人当たりＧＤＰ（市）

元

12658

6877

平均賃金（市／区・県）

元

13648 ／ 14162

12179 ／

農民１人当たり純収入（市／区・県／街道・郷） 元

4893 ／

3324 ／ 4100 ／

主力農産物

小麦、水稲の二毛作

／ 4846

大豆の一期作

（出所）「中国城市統計年鑑」、塩城市・亭湖区 HP、黒河市・遜克県 HP より作成。

まぶしい緑ーー 360 度地平線まで大豆畑（車陸郷）
JC ECONOMIC JOURNAL 2007.2

14

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 SPECIAL REPORT

スペシャルレポート
ス

中国農業の地殻変動
中

年間農業労働従事時間は カ月未満 ――

人当たり ・ ㏊ にも達す

人当たり平均耕

地は ・ 畝（ 分の ㏊ ）だが、

ムー

る。中国の農民

農民

黒龍江省黒河市遜克県車陸郷車陸村

●ポイント
＊ 一人 当た り耕地 面 積の 広さ

シャン

ここの農民の使う耕地の単位は畝で
なく垧（㏊ ）だ。

軒の農家に耕地面積を聞いた。

少ない家で ・ ㏊ 、多い家で
㏊ であった。 ・ ㏊ は、舅 人・

20

と 機械 化水 準 の高 さは全 国

86

1

夫婦 人の 人世帯で、夫婦は工場

1

＊高い大豆単一品目依存度
＊ 経済発 展 のカギ を 握る のは

1

5

5

1

克県はアムール川を境とするロシア

距離で北に 500 キロ。黒河市遜

黒龍江省の省都ハルビンから直線

ず、高齢の舅だけが耕地を持つ。

勤務扱いのため土地が割り当てられ

20

拓地が含まれる。 年代半ば、
「第

7
川、南は小興安嶺がなだらかに起伏

2

二の黒龍江を創る」
スローガンの下、

18
する広大かつ肥沃な土地である。同

8

盛んに開拓が行われた。小興安嶺の
広いが、人口わずか 万人。 年

8
1000 人。ほとんどが大豆生産

東西に細長い村である。人口は約

陸村を訪れた。アムール川に沿った

後は山林に戻すことになっていると

いた。ただし、山地は契約期間終了

て 1000 ㏊ もの大豆畑になって

～ ㏊ の耕

多くの家で広い庭に様々な農機が
置いてある。前述の

8

地の農家には、トラクター 台、馬

7

2

鍬、畝を造る機具大小 台、農薬散

24

1

2

広がる景色は圧巻である。

2

布機などが並ぶ。価格はトラクター
2

恵まれた耕地面積と高い機
械化度
9

2

馬力 万元、 馬力 ・ 万元、
55

東西南北、地平線まで緑の大豆畑が

いう。

アムール河中洲の無人島が開拓され

天辺まで大豆畑だ。近隣の郷では、

90
農家だ。抜けるような青い空の下、

月、同県の の村のうちの一つ、車

06

7

74

11

県は ・ 万平方キロと岩手県より

との国境地帯にある。北はアムール

㏊ は村長の家で、後の 軒は ～
㏊ と ㏊ だった。これらには開

「隣のロシア」

08

1

3

有数

3

15 1

1

2

4

2

ケース❶
1

遜克県の耕地面積は ・ 万㏊ 、

15 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.2

アムール川から見た小興安嶺。かなりの面
積が大豆畑に
アムール川に臨む大豆倉庫
農業機械服務隊の基地

2つの

「温飽」
以
特集
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い小麦、手間がかかるトウモロコシ

半年間は農作業ができない。播種・

5000 元。肥 料・ 農 薬 等 費 用 が

元 と す る と、 売 上 は 4000 ～

7

る。幅数百メートルの川向うはロシ

村のすぐ目の前はアムール川であ

「隣のロシア」

0

典型的な台所。右下の瓶に水を汲んでおく

16

かめ

から生産請負制になると、単価の安

ほとんどの農作業を自前の機械で行

は敬遠され、今では作付の 割以上

が大豆となった。主に搾油用だが、

納豆に使える極小粒大豆もある。

年前から農薬や化学肥料が基準以下

の有機栽培にも着手したという。

農家の収益を聞いた。大豆価格

斤（500 グ ラ

一番高くて ・ 元だったらしい。

㏊ の収穫は 4000 ～ 5000

斤（ トン～ ・ トン）
。 斤

管理・収穫は機械化されており、誰

㏊ 1000 ～ 1500 元 な の

で、 ㏊ 当たり利益は 2500 ～

に聞いても実際の労働は年間 カ月
未満という。余った時間は何をして

～ ・

元で売れたと懐か

4000 元の間ということのよう
・

いるのか聞くと、何もしていないと
稼ぎに行く人もいない。逆に全国各

しむ人もいた。近年は低落傾向で、

害も懸念されよう。なお、小麦は

斤 ・ ～ ・ 元とのことだった。

1

きい。連作による土地の疲弊と病虫

品目のため価格低迷による打撃は大

地から移住者が来る。元々、東北は

大豆に依存する生産構造
年前、村では国の計画どおりに
産していた。冬は木材伐採の仕事も
ある。機械もなく、農民は 年中休
む暇もなかった。それが 年代半ば

6

今でも続いているようだ。

WTO 加盟の影響大である。単一

7

1

4
山東をはじめ移住者が多い。それは

1

だ。数年前、米国が自然災害の年は

1

1

0
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馬 鍬 5000 元、 畝 造 り 数 千 元。
うそうだ。
棟 備 え、100

農業機械服務隊もある。赤煉瓦の
立派な格納庫を
馬力や 馬力の大型コンバイン、大
万元で買い取

型トラクターや修理工場を持つ。数
年前に国から村が

は、人 に よ っ て

ム） ・ ～ ・ 元、 ・ 元、
1

・ 元という回答だった。 年は

9

り、
集団所有になった。村長を頭に、
農繁期、仕事のあるときだけ村の若

4

1

者を組織して農作業を請け負う。

9

05 02

1

ここでは 月に大豆を播種し、

1
0

17

5

月に収穫する。収穫後はすぐ冬にな

8

1

2

10

り、零下 ～ 度という厳寒のため

1

2
40

答える。農閑期に都市部や南方へ出

3

1

80

アムール川を見降す中国側の見張り台

車陸村から見たアムール川。
対岸はロシア・アムール州

09 0

2

5

30

1

80

20

小麦、大豆、トウモロコシ、粟を生

30

7 〜 8ha を持つ農家。夫人はロシア 3 世。その広い庭には農機がずらり
こうした古い家には移住者が住む。
ここは 3 棟続きの長屋
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アで、あまりの近さに驚かされる。

対岸は人家もなく、荒涼とした林や

茂みが続き、高い見張り塔だけが目

立つ。村民にもロシアの血を引く人

が多い。 世は 代、 世は 代前

後だ。農民は小舟を持ち、アムール

川で漁もしている。ただ、ロシア側

水域に入ると密漁になるので要注意

だ。拿捕や銃撃されることがあり、

実際に死者が出ていると聞いた。
そのロシアは県の経済成長のカギ

も握る。県は 年からロシアでの野

菜 栽 培 を 開 始。 現 在、3000 ～

4000 人が野菜や大豆を栽培し
万㏊ の農地があり、うち

ている。遜克対岸のミハイロフ区
だけで

万㏊ が遊休地だという。県は

口に、 年には省の対外派遣労務基
地実験県に認定された。 次五カ年
万㏊ を播種し、畜産も行う

計画ではロシアで野菜 3000㏊ 、
大豆

予定だ。ロシアは土地はタダだが農
産品税が課され、諸費用を差し引く
と、大豆栽培は ㏊ 1000 元程

ロシアへの農業出稼ぎを
計画中の男性の話

︵黒河市在住︑ 代︶

を 請 負 い︑ ジ ャ ガ イ モ︑

30

万元の投資で

万元の利

大豆︑ キュ ウリ など を生 産を 計
画︒

益を見 込む︒中国から農業技術

者と農 業機 械を 持ち 込む︒ロシ

ア人は人口が少ない上︑ 社会 保

障が手厚く︑特 に男 性の 労働 意

欲が低 い︒農作業はロシア人女
性を 日 100 ルーブル︵約

度、野菜の利益はこれを上回るとい

ない。農業補助は 畝 元あるとい

たが、ここでは数年前から払ってい

がっている。電力はロシアから安く

鉄鉱石や金の精錬が事業としてあ

とのこと。一方で社会資本整備は途

く、小中学生の教育費も年間数百元

上水道は朝昼晩各 ～ 時間の給水

上である。電気は一日中使えるが、
課題のようだ。

引けるが、変電所建設資金の調達が

う。
「攤派」
（不法な費用徴収）もな

9

ムー

う。また、県では車陸村の東の窪地

中国では昨年、農業税が撤廃され

とりあえずはやっていける
が、弱い基盤

らく見合わせることに︶

産物価格が低迷したため︑し ば

年末に一括支払う︒
︵その後︑農

なるの で︑半額を支払って後は

元︶で 雇う︒日払いだと来なく

30

40

年、国の対露農業技術合作モデル窓

04

2

3

11

30
ha

60

03

1

1

2

80

05

3

㏊ に工業団地を造成する計画だ。

1

1

2

27 キロ離れた県庁所在地の鎮にある自由
市場。ロシア人客も多い
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17

20

整備が待たれる村の幹線道路

村にある中国電信の車陸支局

30

1

村でいちばん近代的な村長の家。左は帰省中の長女、
隣は夫人
村長の家の台所と洗面所は都市と同じレベル
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がめ

る。 ㏊ の農家も娘

人は黒河に

で、車が走るたびに土埃が舞上がっ

がないと整備できないということ

が、村外につながる道路は国の許可

ない。村内の道路は舗装されていた

子供は中学までは村にいるが、高校

備えて様子を見ているためである。

足しているため。もう一つは将来に

一つは慣れ親しんだ従来の水準で満

現状のままにしておく理由は２つ。

のものになる。村に残した耕地はど

ていては、蓄えは将来に備えるため

保障もなく、かつ大豆価格が低迷し

とを検討中だ。年金や医療など社会

ず、親が子供の側に行って暮らすこ

いる。都市に出た子供は村には戻ら

きるとのことだった。多くの村民が

ていた。携帯も含め電話は村に支局
からは キロ離れた県庁所在地に、

で、間は水瓶に汲み置く。下水道は

もあり、普及しているようだ。た

18

は 1000 万元だが、ほとんど職

なく、副県長の話では県の財政収入

だ、地元政府にこれといった税収は

天津の大学に在学中だ。前述の ・

市に行く。村長の息子は広東、娘は

大学・専門学校はさらに遠くの大都

すとのことだった。 年も経つと村

帰って世話するか、または請負に出

うするのか聞くと、必要な時だけ

㏊ の耕地の農家は夫婦に 人の

娘がいるが、一人はロシアでネイリ

員の給与に消えるとのことだった。
地元民はほとんどが煉瓦造り・ス

スト、一人は黒河で看護士をしてい

に曝されている

＊都市部に隣接し、開発の波

が多い

＊無錫、上海などへの出稼ぎ

狭い耕地

＊農 業 だけ では 生活 でき ない

●ポイント

の住民の構成は大きく変わるのかも
知れない。

る。 階建ても多い。

く。農家は皆南向きに建てられてい

塩城市亭湖区張荘街道龍海村

都市に飲み込まれる農村 ――

レート屋根の家に住む。
藁葺き屋根・
土壁の旧い家も残るが、これらは余
所から来た人たちが住んでいるそう
だ。典型的な造りは、 間は玄関・
台所・居間兼用、 間は寝室の２間
である。炊事は薪や石炭を使い、冬
の暖はオンドルで採る。自転車、バ
イク、
カラーテレビ、
冷凍ストッカー
や洗濯物絞り機がある。
電気洗濯機、
電気冷蔵庫、ビデオ、パソコンは見
あたらない。浴室・洗面所はなく、
トイレは母屋と別にあり、汲み取り
式である。質素だが、これが精一杯
なのかというとそうでもない。
村長の家は 間で、家の中にシャ

ゴールデンウィーク

月末。
「黄金週」でごった
返す上海を出て長江を渡ると、蘇北

年
台所はシステムキッチンで、床はフ

（江蘇省北部）平原は緑一面の小麦

ワー・水洗トイレ・洗面所があり、

10

塩城市は上海から北に直線距離で

約 300 キロ。省内では
「面積第一、

人口第二」で、 ・ 万平方キロに

フォームしたそうだ。ある程度の耕

耕地の割に人家が多いのが目に付

畑だった。そこここに集落があり、

海村の一農家を訪ねた。西から東に

このうち人口約 2000 人の龍

つの村がある。

は面積 平方キロ、人口 万人で

どのコミュニティを指す。張荘街道

いう表記になっている。街道は町な

に隣接するため、住所が「街道」と

ジェダオ

市政府所在地の亭湖区にあり市街地

800 万人が住む。今回訪れた村は

5

地を持つ農家ならやろうと思えばで

9

1
2

ローリングである。 万元かけてリ

1

1
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住宅道路建設のため舗装材が積んであった（龍海村）

訪問した家の台所

27

ケース❷

4

2

5
06

1

6
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請負土地登記証（

かけて平屋の母屋、納屋、次男夫婦
の家
（ 階建て）
が並ぶ。
母屋は台所、
食堂兼居間、寝室の 間。家の南側
は菜園で、かなりの面積を菜種が占
める。北側は自留地の小麦畑、さら
に北に耕地がある。

〜

年のもの）

「 口 糧 田 」は 農 民 が 自 分 で 食 べ
均で決まる。張庄では 人

・

るための食糧生産農地で、人口平
畝。責任田は口糧田以外の土地を

労 働 力 平 均 で 割 っ て 担 当 さ せ る。
自留地は主に自家消費の野菜など
を栽培するための土地。このほか

～

年前

あ る。 村 の 浄 水
場は

にできたが、電気

時

代節約のため夜
時から朝

まで地下水汲み

上げポンプを止

めてしまう。ピー

にくい。いずれは

ク時にも水が出

割り当てられた。当時この家には

市の浄水場とつ

家畜数に応じて飼料栽培の農地が
戸主、小学校教師の妻、次男、三

なげる計画だと

川に流される。

汚水はそのまま

く、台所や洗濯の

いう。下水道はな

男、戸主の母の 人が住んでいた。
長男は解放軍に入隊。対象は、口
・

糧田は戸主、妻、次男、三男、母
の半分（戸主の兄と折半）で

人分。責任田は戸主と次男の２
人分。自留地は長男の分も入れて

燃料はこの家

はプロパンガス

を 使 っ て い た が、

多くは藁を燃や

年間足りるそうだ。太陽熱温水

す。家の脇に積み上げてある藁で

・ 人分という計算である。

江沢民総書記時代の
「小農村工程」
では村の幹線道路（幅 ・ メート

器も普及している。生活ゴミ処理

はない。庭や道端、土手にプラス

ル）が整備された。キロ当たり 万

元を投入、豊かな省南部（蘇南）に

チックを含めそのまま捨てられて

人 畝の耕地

ムー

いるのも少なくない。

よる蘇北支援の一環として省が 万

元を負担した。現在の
「新農村建設」
では幅 ・ メートルの住宅道路を
整備する。家の前はその家も負担す
るそうだ。

1

16

この地域は小麦と水稲の二毛作
である。小麦は

月に播種

月に播種し、

話は固定も携帯も問題ないがブ

月に収穫する。水稲は

電力は張荘に変電所がある。電

1

家電はカラーテレビ、洗濯機、冷
蔵庫、電子レンジ、炊飯器…と大抵

45

8

5

6

揃っている。トイレは納屋の一角に

5

ロードバンドはない。水は不便で

10

あり、水洗ではないが洋式である。

1

7
5

次男の家には洗面所兼浴室もあり、

9

99

4

左端は土地の所在地。どこがあたるかはくじ引き

太陽熱温水器でシャワーが使える。

江沢民時代にできた橋と道路

0

4

0.2

5

訪問した農家を北から見たところ。
両端はお隣り
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1

4.85

計

0.2

5.5 人
飼料地

5

0.55
豚1頭

口糧田

84
5

2.075
0.1

1.075

合

5

5

2.025

0.45
2人
自留地

合 計
（畝）
対象となる
人口・家畜数

単位あたり
（畝）
4.5 人
責任田

2

3

2
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する。何を植えるかは農家の自由と

することになった。農家の負担は農

廃止され、村幹部の給与は国が支給

があり、同居の次男とその妻は公務

師の妻に毎月 1750 元の退職金

実際には、この家では元小学校教

り厳しいだろう。

いうが、実際には同じ品目を栽培し

業用の水代だけで、直接補助もある

員で、戸籍上は「農村戸籍」だが農

たという。 年から農業税や攤派が

ている。品種は農家ごとに違い、よ

ため、今なら放棄しなかっただろう

業で生計を立てているわけではな

し、 月に田植えをして 月に収穫

く見ると緑の小麦の大平原は、穂・

という。直接補助は 年からで、水

年は水稲にさらに 元、小麦に 元

ムー

この家の「請負土地登記証」を見

田の耕作が、今では借り手が収穫の

のため、引き受け手のなかった責任

やはり山東、上海、無錫等への出稼

では葡萄園や養豚・養鶏も盛んだが、

・

～

ムー

畝

32

ムー

畝 あ た り 生 産 量 は、 小 麦

ムー

存在しない「純農家」

引く手あまただそうだ。

ぎが多い。その送金は年 人 万元
～

年の第 期請負時代のものだ。
︿
期（

ページ囲み参照﹀請負制は 年に
年間延長され、今は第

2029 年 ）に あ た る。当 時、こ
ムー

の家の耕地は ・ 畝（ ・ ㏊ ）
であった。
現在は自留地を除き

8

糧商人と個別交渉する。 年は小麦

600 斤（300 キロ）
。買付は食

工場に出稼ぎに行き、そこで結婚し

近所に住む兄の次男は無錫の紡織

畝 で は、小 麦 が

た。このようにして人口が都市に移

耕地にかかる農業税や「攤派」で、

わる際、
責任田は放棄した。理由は、

穫時の人件費がある。近所の人を

には肥料・農薬のほか、田植えや収

1080 斤で 1026 元。コスト

能性も高い。

ろうか。しかし、農地自体が減る可

家の南は幅 メートルほどの川に

耕作しても赤字になるからだ。最も

元で計 200
てる、結婚する、人口登記など様々

元。収穫時には広東から北上してく

がるのどかな風景だが、そこは今

人 120 元を

年、一戸建て住宅団地に変わるとい
ムー

める。今は、毎月

1

ムー

る安徽人のコンバインを雇う。これ

面し、川向こうはナタネや小麦が広

5
な名目で、土地の広さと労働力に対

人

人雇って

4

う。その土地を収用された農民への

50

ら費用と自家消費分を引くと利益

1
して課されるため、生産意欲が大幅

1

・ 畝あったとしても生活はかな
85

4

地に対し年間 2000 元徴収され

4

補償は地元政府と開発者が契約で決

6

は年間 1000 元程度にすぎない。

5

に減退した。別の農家では 畝の土

日

ひどかったのが ～ 年前。家を建

630 斤で 409・

斤 だ っ た。 ・

ればいつか大規模化が実現するのだ

ムー

住宅を購入して無錫市の戸籍に入っ

開発に直面する農村

は女性と老人ばかりだった。

の時期だったが、畑を耕しているの

くらいという。ちょうど水稲の播種

1

が ・ 元／斤、水稲が ・ 元／

350 斤（175 キ ロ ）
、水稲

1

元、水稲が

95

家の生産請負制が始まった

一部を貸し手にお裾分けするくらい

だけの土地の分配は不可能だ。地元

畝は必要だというが、この村でそれ

10

ムー

茎の長さや色の違いで、200 ～
かれている。これがそれぞれの農家

が追加され、合計 元になった。そ

06

の持ち分なのだ。 人当たり耕地は

20

1

30 19 99
99
0

畝× 人（戸主、妻、次男、

65

85

（ ・ ㏊ ）である。内訳は口糧田
・

4

次男の妻）のみだ。第 期請負に変

0 05

5

45 12

1

1

84

非常に狭い。

い。農業で生活するためには最低

稲 畝あたり 元が補填される。

05

300 坪くらいの細長い区画に分

6

せてくれた。人民公社が解体して農

1

10

1

05

45 15

8

0

0

20
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99

2

1
2

0

4

かまどの裏側には藁が積まれている
昔ながらの藁を燃やすかまど

□で囲ったのがこの農家の耕地 1.8 畝
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近い将来ベッドタウンになってしま

ら車で 分程度の距離であるため、

一生支払うのだそうだ。市中心部か

した中国人が「 年前の張荘」だと

海村からは数キロの距離だが、同行

書を務めた胡喬木の故居がある。龍

だ。同じ塩城市にかつて毛沢東の秘

変化していることは間違いない。そ

部の影響も織り交ぜ、農村が刻々と

中に、中央の政策や WTO など外

ぎない。ただ、一見単調な暮らしの

中国の農村…と一口にいっても実

く、貧しく見えた。紹介した つの

とんどなく、人口密度は張庄より高

れていない。農業税は口糧田と自

降は徴収が撤廃されたため発行さ

～

二子を生む人が増えているらしい。

名、副主任

名で構成する。推薦

村政府は主任

張荘街道の役場Ⓑ
名、委員

1
万元程度だ

外の職員もいる。公務員
の年収は

が、最近は賃上げが早い
とのことだった。

Ⓐ

歳以上の

人で立候補でき、そのうち何
人かを党支部が選び、
村民が投票する。 年は

員は 数名。数名の定員

街道の弁事処での公務

たそうだ。村の上にある

現職の村主任が落選し

05

05

18

人

1

ある。
Ⓑ

簿工本費、婚姻証書費の

種類が

牌収費、居民身分証工本費、戸口

工本費、生猪定点屠宰収費、門（楼）

証書工本費、外来務工農民暫住証

動産所有権登記証書工本費、土地

水利工程水費、義務教育収費、不

番号も明記されている。項目には、

の徴収根拠文書と金額、通報電話

80

Ⓒ

ない。

の早さは私たちの予想以上かも知れ

う可能性は十分にある。

状は地域によってかなり異なる。報

ケースもあくまでその村の状況に過

いうほど様相が違う。 階建てはほ

道される姿を鵜呑みにするのは危険

年前は第二子を生めば逮

留地を対象に 元程度が課されて
年は

いた。カードにはこのほかの費用

～

計画生育を呼びかけるスローガンⒶ

2

捕され、家を壊すほど厳しかった。
倍で、

05

・ 万元だったそうだ。最近は第

罰金は平均収入の

15

2

3

年が最後で、 年以

10

8

現在は罰金か 日間の拘留で済む。

6

8

20

農民負担監督カードⒸ
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苗代の準備。一農家ごとに区画されている
小川に投棄された大量の生活ゴミ
張荘では大規模な葡萄園も盛ん
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コラム❷

山東省で︑日本企業が中国の農業
経営に新しいモデルを示しつつある︒
昨年 月にアサヒビール︑住友化学︑
伊藤忠商事の３社が立ち上げた山東
朝日緑源農業高新技術有限公司︒青
の農地を賃借し︑地元農民と共にレ

島の北に位置する莱陽市に約 100

培︵露地︶
︑
イチゴなどの果実栽培︵温

タスやスイートコーンなどの野菜栽

特徴は︑環境︑省エネルギー︑IT

室︶
︑酪農︵乳牛︶を行う︒
の活用だ︒牛糞を用いた堆肥を野菜や
果実の畑に施し︑化学肥料に頼らず地
力を維持する循環型農法で環境を守
る︒風力や太陽光発電の導入により省
による栽培管理を施したビニールハ

エネルギー農園にする︒各種センサー
ウスや︑農作物の生産履歴管理︑Ｉ
Ｃタグによる乳牛の個体管理などト
レーサビリティーを充実し︑温度管理
を徹底した鮮度物流システムの構築

所在地： 山東省莱陽市
代表者： 董事長 岩崎次弥
設 立： ２００６年５月
資本金： １５億円
出資比率：アサヒビール 73%、住友化学 17%、
伊藤忠商事 10%
事業概要：野菜、果物、牛乳等の高付加価値農作物
の生産・加工・販売

三農問題解決に向けたアサヒビールの新ビジネスモデル

イチゴの種子は、
とよのか、女峰、
アイベリーの
特許切れのもの
を使用

など︑最先端のＩＴを駆使した農場経

山東朝日緑源農業高新技術有限公司

日本の技術で
中国に「明るい農村」

夫する日本の栽培方法や︑ 時間温度

んなく色が付くよう光の入り方を工

い︒日本の技術者は︑イチゴにまんべ

ターゲットは安全・安心・高品質を

営を行う︒

求める都市部の富裕層だ︒すでにレタ

管理をするなどのきめ細かい農業技

術を日々彼らに伝授しており︑総経

ス トン︑スイートコーン トンが

月までに出荷され︑イチゴも 月 日

地元農民とは親密に連携している︒イ

ジーランドから 400 頭が 月には

12

到着する予定だ︒このほかニンニクは

指導してくれた日本の専門家にまず

同公司では︑2011 年を目処に

感激させたそうだ︒

食べさせたいといって︑この専門家を

現地では元ＪＩＣＡの農業専門家

農業を行っていた農家がおり︑同公

現在使用している土地は元々そこで

の事業に取組んでいる︒朝日緑源が

農業は自然が相手である︒当面は地道

入を確保したいと考えている︒ただ︑

なると共に︑ロイヤルティーによる収

開し︑中国の三農問題解決の一助と

を確立し︑その上で他市︑他省にも展

の循環型・高品質農業ビジネスモデル

司が支払う土地賃貸料は彼らにこれ

名のほか︑地元農民もこ

までの収入とあまり変わらない水準

な取り組みで経験を一歩一歩積み重

︵文責 日中経済協会 山本祐子︶

で分配されているという︒そしてこ

が朝日緑源で働いている︒主婦も多

ねていくということだ︒

人正社員

8

う し た 農 家 の う ち 100 人 あ ま り

10

を含む日本人スタッフが

黒字化を目指し︑知財権を付加したこ

し︑ 月に苗付けを予定している︒

12

名︑中国

4

春頃出荷予定︑アスパラも 月に播種

チゴの初出荷の際は︑農家の主婦が︑

理自ら現場に足を運び指導するなど︑

80

にサンプル出荷された︒乳牛はニュー

20

から青島市内のスーパー︑ケーキ店

9

19

24

建設中の牛舎

5

3

24 時間の温度管理が行われるビニールハウス

ｈａ
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日本語情報誌も発刊相次ぐ

ロの刺身に舌鼓を打つ。また、日本
人向けハイエンドのお店である岩盤
浴でも、行く度に、必ず OL と思し
き若い中国人と一緒になる。上海
地区の大卒の平均月給が 2,000 〜
2,500 元である（逼迫している日本
語人材はさらに 500 〜 1,000 元程
度高いが…）ことを考えると、入浴
料は決して安い金額ではない。
中国経済は直接投資と輸出の両輪
に支えられているものの、内需に結
び付かないことが弱点だと指摘され
る。マクロ統計的にはその通りだが、
上海の若者の消費動向をみると、
「自
分たちの収入以上の消費をしている

すこし古い数字だが、2005 年末

享受できる機会も少なくない。足裏

のでは？」と感じてしまう。一人っ

の上海進出企業数は 5,060 社（上海

や全身のマッサージも、上海では清

子政策の結果として 4 人の祖父母か

市工商行政管理局発表）
、在留邦人は

潔感溢れる店内で 1 時間当たり 50

ら潤沢なお小遣いをもらっているの

約４万人（在上海日本国総領事館の

〜 60 元程度で受けることができ、

か、それとも統計が消費動向を過少

統計）
。短期出張者などを含めるとス

肩こりに悩む日本の友人から羨まし

評価しているのか、はたまたローン

ポット的には５万人ないしは 10 万

がられる。日本でも話題の岩盤浴が

地獄に陥っているのかは分かりかね

人の日本人が常時、上海に滞在して

上海にも登場。１回 80 分で 150 元、

るところだ。

いるようだ。上海日本商工クラブに

使用する洗顔用品や化粧品はすべて

は、06 年９月 30 日現在で 1,714 社

日本のものである。サービス業は、

ると、寒風吹き荒ぶ路上での物乞い

の法人会員が登録されており、既に

２〜３年前にはみよう見真似で店舗

や建設現場の出稼ぎ労働者をよく見

バンコクを抜き世界最大規模となっ

の数だけがどんどん増え、量的な増

かける。格段に住みやすくなった上

た。

加が主流であったが、最近は質的な

海で、その変化を享受している人た

変化がみられる。

ちがいる一方で、その対極に位置す

上海駐在が３年を超え、最近特

お洒落なレストランを一歩外に出

に感じるのは、ここ１年間で在留日

家族帯同の駐在員も増え、上海日

本人からみた生活環境が大幅に改善

本人学校は今年 10 月現在で生徒数

そうした人々と遭遇する度に、中

されたことだ。もともと日本食や日

が 2,400 人に達し、日本人学校とし

国経済が抱える問題の深刻さを痛感

本食材の入手に困ることはなかった

ては世界最大規模となった。これも、

し、複雑な思いを禁じ得ない。

が、日本と同じ新鮮な刺身のバリ

駐在員家族にとり上海が一層住み易

エーションは少なかった。それが、

くなったことの証であろう。

舌がとろけるような大トロ、中トロ、

る人々も確かに存在しているのだ。

地元の人たちもこうしたレストラ

タラバガニなどを盛り込んだコース

ンやマッサージ店をよく利用してい

料理が 250 元程度で食べられる日

る。以前は中国人は冷えた食事や生

本食レストランや、味も雰囲気も日

ものはほとんど食べなかったし、レ

本とほとんど変わらない割烹も現れ

ストランでビールを注文しても冷え

た。昨年には、日本から週 2 回海産

たビールは置いていなかった。しか

物が空輸され、水揚げ翌日には新鮮

し、今では多くの地元の人たちがト

な魚介類が日本人経営の魚屋に並ぶ
ようになり、旬の鯵が８〜 10 元程
度で売られ、さらには、黒毛和牛が
お手ごろ価格で食べられる焼肉店も
誕生。今や種類だけではなく質の面
でも日本と同じ感覚で食を楽しむこ
とができる。
日本にいるとき以上のサービスを
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食とサービスの向上著しい上海
上海事務所所長代理

古谷純子
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二松学舎大学・日中経済協会 共催

東アジア発展の
カギを握る
日本、
中国、
韓国の
協調体制
二松学舎大学教授

大学院国際政治経済学研究科長

国際政治経済シンポジウム
ー日本と東アジアの対話ー

開催

手島茂樹

2006 年 12 月 2 日、日中経済協会と二松学舎大学は共催で、
日本貿易振興機構・台湾貿易センター・交流協会・
海外投融資情報財団・光洋物産の後援のもとに、
「日本と東アジアの対話
ーー東アジア・トライアングル（日・中・韓）のダイナミズムと中国市場を機軸とした
関係強化についてーー」と題する国際シンポジウムを開催した。
当日会場には、ビジネスマン・研究者・学生等合計 300 人が参集し、
会場からの質問も多く出て、盛況のうちに終始した。

はじめに

シンポジウムの冒頭、筆者より

つのポイント、①対内直接投資を梃

子とした経済発展モデルの東アジア

における成功、②東アジアの立地の

優位性︵生産コスト、市場︶をフル

に利用した日本企業の事業展開、③

中国の可能性︵市場の可能性と日本

との政治協調の可能性︶
、④岐路に

立つ日本企業の競争力の東アジア事

業展開の中での再生、⑤投資立地と

しての中国と ASEAN の競争を

指摘、
特に③と④の検討を提起した。

これを受け、国際政治セッションと

国際経済・ビジネスセッションの二

部構成で議論がなされた。

国際政治セッション

３カ国協調に影を
落とす﹁北の核﹂

国際政治セッションでは、北京大

学教授・宋成有氏、前外務審議官・

田中均氏、法政大学教授・趙宏偉氏、

宇都宮大学教授・伊藤一彦氏の 人

4

5
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ジアの平和的発展の基本構造が確立

とを指摘した。推進要因は、①東ア

には推進要因と阻害要因とがあるこ

ネルディスカッションを行った。

官・松田康博氏を討論者に加え、パ

であると述べた。

係を推進すべき

依存的な協力関

の 面 で も、相 互

保 障・ 環 境 保 護

創 造・ 地 域 安 全

経済関係だけでなく、新しい文化の

ればならないとした上で、日中韓は

朝鮮にどう対応すべきかを考えなけ

アではなく、日中韓は隣国として北

は強力な影響力を持っているがアジ

険性である。この問題につき、米国

発問題と北東アジアでの核拡散の危

あり、消極面としては北朝鮮の核開

世界有数の経済規模を誇ること等で

アジアにとって経済効果は大きく望

ASEAN プラス６ で行うことが

統合を ASEAN プラス３でなく、

枠組みでなく、機能ベースの経済

え方をとることはできない。政治的

アの軸が必要」という多極主義の考

安定のために米国に対立する東アジ

ア秩序形成に際し、日本は「世界の

ことが必要である。ただし、東アジ

事国は一定の包括合意を達成する

米中韓日の立場は異なるが、今や当

わりの始まり」の時期が来ている。

アジアの秩序に組み込むための「終

アジアでも可能である。北朝鮮を東

ても、相互協力を強化することは東

だと指摘した。欧州とは状況が違っ

はこうした現代の歴史に立脚すべき

朝鮮の体制変革は出来ない。韓国は

制裁に象徴的な意味で参加しても北

開発阻止に失敗した。中国は北朝鮮

の追求を阻止することが出来ず、核

ようになった。中国は北朝鮮の国益

糧として巧みな小国外交を展開する

シアの間で苦労し、そうした苦労を

方で、北朝鮮は小国として中国とロ

間を過ごしてきたと述べた。その一

れ、日本を敵国とみなしながら 年

のある国で、中国とロシアに支えら

ば
「血で結ばれた戦友としての友誼」

説明を行い、北朝鮮は中国から見れ

中国の歴史的な関係について詳細な

最後に、伊藤一彦氏は朝鮮半島と

関係になった。

を持ち、友人関係というよりは親戚

関係が深まり、核問題等で共通認識

組みがあること、④日中韓 カ国は

されていること、②日中韓の経済・

次 に、 田 中 均

ましい。また、大量破壊兵器の阻止

米韓同盟があるにもかかわらず、北

が報告、続いて防衛研究所主任研究

貿易関係は緊密化していること、③

氏 は「 植 民 地 支

等を目指す場合、米国も含めた安全

朝鮮に対し宥和的である。

宋成有氏は、東アジア 国の関係

ASEAN プラス３ の地域協力枠

配 」と「 侵 略 戦

保障体制を構築すべきである。

も の の、民 主 体

害になっている

の関係強化の障

り、① ASEAN プラス３、②上

いるのは、
「ユーラシア統合」であ

た。江沢民、胡錦濤政権が目指して

の基本戦略について次のように述べ

のシフトという効果があったが、こ

解決という共通利益のための協調へ

という対立構造から、北朝鮮問題の

朝鮮の核問題は日本対中国・韓国

カッションでは、松田康博氏が北

引き続き行われたパネルディス

制・ 人 権 お よ び

海協力機構、③中国・インド・ロシ

の問題の解決には米国を入れた６者

第 番目に、趙宏偉氏は中国外交

市場主義の確立

ア カ国の協力体制によって、米国
国民主化の 年、

形成を目指している。また、注目す

台頭を容認する国際関係の新秩序の

の単独支配を打破し、中国の平和的

が、日本は日米同盟と APEC の

めて両者が強国として並立している

した。また日中関係では、歴史上初

協議に頼らざるを得ないことを指摘

年、韓
年

べきこととして、中国と韓国との間

中国の最近

間も現代の歴史

日本の

を達成した戦後

の歴史が日中韓

60

枠組みの受益者であり、中国は多極

3

では、小泉政権の 年間の間に協調
5

5 20

3

3

60

であり、日中 韓
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争 」と い う 過 去

中国の可能性（市場の可能性と日本との政治協調の可能性）、
岐路に立つ日本企業の競争力の東アジア事業展開の中での再生の検討を提起
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配達会社の SDFIL の成功事例

である。これらは、大手食品包装・

経験を踏まえて、日本企業と中国企

をみても明白だ。

次に、卓振偉氏はこれまでの事業

締役社長・卓振偉氏、Foxconn

業との経営比較を行った。日本人に

事総経理・浦上清氏、大昌行代表取

上海条約機構、中国・インド・ロシ
︵鴻 海︶グループ・軽 金 属 セ ン タ ー

質疑応答で、田中氏は核不拡散条
パン代表取締役社長アンジェロ・ポ

工会議所会頭・カランダッシュジャ

のためだけでなく、自己のアイデン

て会社のために働くことは生活の糧

が中国人は逆である。日本人にとっ

︵約 兆円︶で世界最大の EMS 企

湾最大の輸出企業であり、売上規模

の事業について紹介した。同社は台

摘した。

好感を持つ中国人が増えていると指

候があり、テレビ番組等でも日本に

宋成有氏は、最近中国には良い兆

応していくべきだとした。

に日本がリーダーシップを持って対

荷、中国国内の所得格差等の諸問題

消費、中国が環境に与える大きな負

題である中国の非効率なエネルギー

を強調した。さらに、東アジアの課

制を確立することが必要であること

続きの下で効率的な集団安全保障体

る必要がある。一方、日本からの派

シンガポール等アジア人材も活用す

る。中国人だけでなく、香港、台湾、

スエンジニア等の役割が中心にな

が必要で、技術知識を持ったセール

案件の発掘・現地顧客への技術支援

の「関係」の掘り下げが重要である。

化や現地人材の活用・現地企業等と

対しては地域本社による経営の現地

要であるのに対し、中国地場顧客に

は顧客の本社に対して行うことが必

外資系顧客の場合、技術的な売込み

するものとに分けることができる。

客に対するものと中国地場顧客に対

中国における販売活動は、外資系顧

多様化しつつあることを指摘した。

ネスが製造から販売・サービスへと

浦上清氏は、日本企業の中国ビジ

パネルデイスカッションを行った。

討論者に加え、筆者が座長となって

引き続き日中経済協会・藤原弘氏を

成であるので、目標達成に対する報

国人の会社選択の基準はキャリア形

立することが必要である。また、中

する際、従業員に絶対的な権威を確

者が中国における子会社を経営管理

国人はそうではない。日本人の経営

等の時間管理に几帳面であるが、中

しばしば中断される。日本人は期限

をやろうとするので、個々の作業が

するが、中国人は同時に多くのこと

とつのことを集中的に達成しようと

ロニックである。日本人は一度にひ

ニックなのに対し、中国人はポリク

的な相違として、日本人はモノクロ

般的である。日本人と中国人の文化

とっては幹部社員を除けば転職が一

雇用制は当たり前だが、中国人に

ベースで行う。日本人にとって終身

業であるが、中国人は仕事を個人

本人にとって会社での仕事は協同作

が、中国人は生活のために働く。日

ティティーを見出すためでもある

る。 年以降、日本と台湾で研究開

かの分野で研究・開発に注力してい

社の弱点であったが、現在はいくつ

リジナルな技術を持たないことが同

供していること等が挙げられる。オ

ウォリティ、エンジニアリングを提

顧客に対して高水準のスピード、ク

と製造能力が世界一であること、⑥

内製化を図ったこと、⑤金型の設計

したこと、④ほとんどの主要部品の

ており、人材の発掘・育成等に成功

事・風土上のカルチャーが台湾と似

通信・家電へと拡大したこと、③人

き下げたこと、②事業分野を情報・

事業規模を拡大して生産コストを引

湾企業に対する優遇措置を利用し、

を収めた理由として、①中国での台

万人を雇用している。中国で大成功

点は世界中に広がり、世界全体で

けで 万人を雇用している。生産拠

幹部も半数はここに居住し、龍華だ

事実上の本拠地を置き、社長以下の

業である。現在は香港近郊の龍華に

国際経済・ビジネスセッションで

材と共有することが求められる。

進することにより、これらを現地人

評価システムを確立することも重要

ある。時には解雇も必要だし、業績

欧州で行う体制にした。

発を行い、生産・設計は中国、北米、

日︑中の
経営感覚の違いを
認識せよ！

は、元日立亜洲︵香港︶有限公司董

25

10

04

国際経済・
ビジネスセッション

遣者には、企業のビジョンや価値観

酬とペナルティを明らかにすべきで

3

の明確化・業務内容の形式知化を推

4

26
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化を目指して ASEAN プラス３、
ア カ国の協力体制に依拠しようと

とって会社は家族よりも大事である

番目の井藤忠男氏はFoxconn

CTO・井藤忠男氏、在日スイス商

約︵NPT︶の枠組みを日本が壊す
ンツェッタ氏の 人が報告を行い、

している。

ことはありえないこと、民主的な手

3

3
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して行動すること

込み、⑤先駆者と

にわたる収益の見

でに成功、④長期

の主要競合先がす

業が成功、③同社

等で他のスイス企

規模市場、②時計

億人以上いる大

いて、①富裕層が

社は中国市場につ

た。その結果、当

から情報を収集し

館・商工会議所等

国 専 門 家・ 大 使

析し、さらに、中

クロ経済統計を分

くの人と会い、マ

を知るために、多

があれば低価格のものが歓迎される

産業分野と同様に、ある程度の品質

品については、自動車産業でも他の

速に競争力を持つかもしれない。製

いう狙いもある。こうした企業は急

メーカーとしての声価を高めようと

る。デンソーとの取引には、高品質

日本企業に納入しているケースもあ

の努力が進んでおり、デンソー等の

中心に部品の高品質化、低価格化へ

用いる。一方で、香港・台湾企業を

品質が要求される場合には日本製を

メーカーのみならず、現地企業も高

の体系が確立されており、日系部品

本製の自動車部品は高品質・高価格

も容易でないことが報告された。日

ビジネスは販売の面でも調達の面で

弘氏より、日本企業にとって、中国

カッションでは、まず討論者の藤原

引き続き行われたパネルディス

とっての最適な調達について井藤氏

調達の問題に関し、日本企業に

り込んでいけばよいと述べた。

層をターゲットに、適宜新製品を送

困難であり、本物だけを求める富裕

よって製造されているので模倣は

社製品は特殊な手作業、特殊素材に

ではないかとの質問に、同氏は、同

ブランドを維持するのは難しいの

ツェッタ氏に対し、総代理店契約で

くかが重要であると指摘した。ポン

市場を掘り起こし、アクセスしてい

備という視点から、いかにこうした

り、物流ネットワークや販売網の整

加価値品市場は高成長を続けてお

また、卓振偉氏は、中国での高付

というのも選択肢のひとつだ。

価格に徹してローエンドはやらない

あるが、日本企業本来の高品質・高

本企業もそうすべきだとの考え方も

ンド市場でも成功しているので、日

るので、日本企業が高品質・高価格

の重要性との結論

大市場が成り立つ可能性があり、そ

に質問したところ、できる限り現地

金でカランダッシュ・ブランドに投

を導き出した。一方、法令非遵守、

ういう意味で日本企業は大きな試練

化を進めることが唯一の方法とのこ

が必要で、孫子の

ビジネス交渉の長期化、汚職、企業

に直面している。

とであったが、浦上氏からは、現地

のポジションを獲得することは難し

最後に、アンジェロ・ポンツェッ

秘密漏洩等のリスクもある。しかし

日本企業にとっての中国における

調達を可能な限り進める一方、製品

資可能な信頼できるパートナーを見

タ氏はカランダッシュの中国事業に

リスクをとらなければ報酬もない。

製品の市場と調達の問題についての

の性質によって価格と品質のベスト

兵法を知ることが

ついて紹介した。カランダッシュは

同社は生産をスイスに保持し続ける

討論を筆者が提起、これについて浦

ミックスを考え、必要に応じ、日本

いと指摘した。ノキアなどはローエ

スイスの高級ボールペンメーカーで

ことによって手工業技術とブランド

上氏は、携帯電話市場に関し、ノキ

から調達するものもあるとの見解が

付け出した。

あり、日本はアジア太平洋地域最大

ネームを維持する一方、高級品に対

アやモトローラはすでに 億人の中

有効だ。中国市場

％ を占める

する需要を掘り起こすために、十分

60

が、最近 年間は中国市場へのアク

国市場で上位機種市場を確立してい

4

5

の市場で地域全体の

セスを行っている。中国向け販売戦

な経験を持ち、自己リスク、自己資

寄せられた。

略を考える際には「MBA プラス」
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再開発が進む旧白雲空港の跡地
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南京 年

への参加を当局は認めていない。無届デ
今、南京の治安は中国の中では良い方

う断固たる意志を感じたものだ。また、

底に埋め込まれているはずだが、現在南

私が南京への出向が決まったことを報

で、日本でいえば京都や奈良といった感

抗日運動の際にも、南京ではデモもな

一般市民も日本人に親切だ。

モ、集会に参加した者は即刻逮捕する」

告すると、
日本では様々な質問を受けた。

じで比較的のんびりしている。
「南京大

かった。若者たちの間でインターネット

京に滞在している日本人に対して何らか

「治安は大丈夫なのか」
「日本人はいるの

虐殺」の記念館があり、遊覧バスのコー

のメールで盛んにデモや集会を呼びかけ

さらに良いことに物価が安い。上海の物

と上海の半分以下になる。
輸入品は割高。

賃貸料も、市内でも中心部を少し離れる

の都市とは思えないほど。マンションの

れた南京は全く別世界で、同じ長江沿い

このように治安の面では問題はなく、

局の「南京で抗日の火をつけない」とい

か」
「日本人と分かると迫害を受けるの

スにも入っている。南京市民（600 万

ていたが、公安当局が完全にこれを押さ

月の北京や上海等での

ではないのか」というものだった。

人以上）の小学生以上のほとんどが、こ

2005 年

日本人の脳裏には、南京という言葉を

価が高いのは有名だが、300 キロ離

人捕虜や一般市民に対する略奪や暴行、

国の首都南京を占領し、その前後に中国

期の 1937 年、旧日本軍は当時の中

い浮かべるのかも知れない。日中戦争初

え込み、個人の携帯電話に「デモ、集会

と厳しいお達しだ。南京市政府、公安当

井上邦彦
の行動を起こす懸念はない。

新日本工機（南京有限公司）
董事・副総経理

の事件についての教育を受け、意識の根

ことだ。

虐殺事件を起こした、
「南京大虐殺」の

8

聞いただけで過去のいまわしい事件を思

治 安が良く、物価も安い南京

注目の地域

4
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べ割高だ。

日本料理の値段も競争が激しい上海に比

て、問題があるとすぐ「北京に聞いてみ

一方で、中央集権的な考え方が残ってい

る」との回答で、一向に埒が明かないこ

ともある。

とくに新しいスキームでの資金調達の

日本企業誘致に熱心な南京市
さて、新日本工機（SNK）南京の事

には一気に 倍の１０８１・ ドル、
年にはさらに 倍の２０７２・ ドル、
年には３３００万ドルと着実に売上を

伸ばし、翌 年に江寧工場を建設した。
私が

年 前 に SNK 南 京 に 着 任 し

て い た と き、 日 本 人 の 南 京 駐 在 員 は
年間で倍増し、400 人くらいに

200 人くらいといわれていたが、こ
の
増えている。しかし、南京は長江デルタ
地帯の中で、日系企業の進出が出遅れて
おり、市政府はもっと日本企業を誘致し
たいという考えのようだ。抗日運動に
よって日系企業が撤退するようなことに
なれば、南京市にとっては大きな痛手を

の間には、関西空港から週 便、中国東

キャップを背負っている。日本と南京と

で南京は中国国内での移動にハンディ

もに全国を飛び回っているが、立地面

おり営業部隊、アフターサービス部隊と

当社のユーザーは中国全土に広がって

中国全土を飛び回る
営業マンたち

心の注意を払うことが大事だ。

む方向に上手に回答が引き出せるよう細

相手の面子を立てながら、こちらの望

いこともある。

の上こちらの思うような結果が得られな

調子で非常に時間がかかってしまう。そ

がないので北京に聞いてみる」といった

れぞれが異口同音に「今までやったこと

際には、外貨管理局、税関、銀行などそ

設備、金型、機械製品の製造のほか、そ
のソフト技術の開発、生産、販売さらに、
これらに関連する技術サービスを併行し
て営業活動を行っている。
年に南京で事業を開始してから、初

年度売上高 219 万ドル、翌年、 年
00

01

被ることになりかねない。抗日運動を起
こさせなかった理由がよく分かる。

方航空の直行便が飛んでおり、飛行時

間は約 時間 分と、大阪在住の人は便

利だ。南京は上海市に隣接しているが

300 キロも離れて、交通手段としては

列車かバスを利用することになり、これ

が結構大変。また南京市においても、

間半、便利になると期待されている。

道が走るとのことで、上海までは約１時

月頃には北京 | 上海間の在来線に高速鉄

4

97

南京は大都会でない分、官公庁のお偉

2

72

方と面談することは容易だ。しかも南京

20

5

2

04

市の場合、
日本企業はウエルカムであり、

2

2

日系企業への対応は好意的である。ただ
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業展開については、当社は各種工作機械
古い町並みと高層ビルが混在する
南京市の城壁

99
03
2
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東部の外資企業の西部への再投資
を優先的に整備し、都市機能を高め、

進する。これら都市のインフラ施設

第２に、一部重点都市の発展を促

戦略型へそれぞれ転換する。

策へ、計画を臨機応変型から統一的

遇政策を個別企業対応から統一的政

地方間の利益関係の調整を行い、集

新たな利益メカニズムの構築と各

化を図る。これら目標達成のため、

て、外資誘致事業の強化とシステム

よび投資管理等の統一化を実現し

化、優遇政策、プロジェクト立地お

フラ施設建設、外資誘致標準の明確

第５は、多様な海運ルートの開発

積極的に促進させる。

フラの共同建設、外資の共同誘致を

両地域の協力関係を発展させ、イン

とで外資誘致能力の強化が図れる。

協力強化によって分業体制を行うこ

協力関係があることから、地域間の

ぞれの優位性があると同時に、相互

都市と重慶市）地域の産業にはそれ

誘致の基本的立場は、誘致対象の重
空間的配置構造を調整する。都市化

中化・統一化によって重複・浪費を

による外資誘致である。海運ルート

調メカニズムを構築し、宣伝、イン

点を海外企業から東部地区企業へ、

による工業化を促し、都市を中心と

防止し、各地の外資企業を都市へ、

の確保は外資系企業の原料と製品の

第４は、地域経済一体化による地

発口である。陸上輸送ルートの増強、

り、外資誘致の規模拡大のための突

および鉄道・海上連結輸送は最も経

済的な大口製品輸送方法である。現

として、瀘州コンテナ港整備と重慶

港との連結輸送が進められている。

②四川省の優位性と東部外資系企業

誘致

第１は、資源開発による誘致であ

る。四川省は豊富な自然資源を利用

し、資源開発型の外資系企業を誘致

ロジェクトと関連施設への投資を奨

励すべきだ。四川省の資源としては

水資源、天然ガス、その他鉱産物、

生物、農業資源があり、開発の潜在
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ジェクト規模をより大・中型へ、優

全面性から専門性へ、個別企業から

して産業の集約化を図り、市場体系、

都市の外資企業を開発区へ集中さ

国際市場参入を促す重要な条件であ

東部外資系企業
再投資誘致の
基本的立場

産業連関型投資へ、分散的活動から

情報および各種仲介サービス、近代

せる。

域の競争力強化である。そのために、

旅客・貨物の国際線輸送便数の増加、

（ ）基本的立場

集中的・統一的活動へそれぞれ転換

物流体系の健全化によって、大企業

地域内の資源配置を最適化させ、特

河川・海上連結輸送の付属施設の整

（ ）具体的措置

第３に、外国資金の導入政策を強

徴産業の形成を促進する。成渝（成

する。

第１に、誘致の重点について、対

化する。四川省における外資誘致協

在、河川・海上連結輸送の重点整備

備を図る。
中でも河川・海上連結輸送、

四川省 の

東部外資系企業誘致のための四川省政府の研究成果について、 月号では全体の投資の流れの中で、
四川省の優位性を紹介した。今回は企業誘致の基本的立場と誘致のための提言を紹介する。
1

して、外国投資者による資源開発プ

①マクロ環境の更なる改善
象を個別企業から産業全体へ、プロ

の運営に有利な専業協力体系を形成

すること。

1

2

東部外資系企業
誘致作戦②

成都事務所発
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の優位性を発揮して、東部地域のエ

四川省の「第 次五カ年計画」の

計画を策定し、その中で東部外資系

要求、および東部外資系企業の内陸

第４は、資本集約型の製造業によ

企業の再投資誘致を重点的内容とし

ネルギー多消費型企業を重点的に誘

る誘致である。国有製造企業は投資

て位置付ける。

移転の実態に基づく新たな外資利用

能力の欠如、技術改造の遅れといっ

（ ）東部外資系企業による再投資

変化に応じた製品開発を行い、国有

企業との協力を促し、市場ニーズの

合わせて、東部外資系企業と四川省

とで協力の可能性が高まる。実状に

び付け、双方の優位性を利用するこ

企業の革新意識や市場販売理念と結

展の基礎となっている。東部外資系

じることが重要。

や土地問題で実効性のある措置を講

収優遇政策の実施を図り、費用徴収

特にソフト環境の整備、再投資の税

投資誘致を促すためには、投資環境、

つの流れがある。東部外資系企業の

を経由し、内陸地区へと展開する一

外資が珠江デルタから長江デルタ

の誘致促進政策の策定

企業の技術水準と経営管理の向上を

（ ）東部台湾系企業の投資誘致を

る誘致である。これまで外資系企業

第３は、エネルギーの優位性によ

域市場でのシェアを拡大することが

自治区までに販路を拡大し、西部地

ることで、外資企業は隣接の省、市、

つであることから、四川省に投資す

は西部地域の主要な商品集散地の一

の直接投資に移行している。四川省

上昇に伴い、外資企業は市場立地型

ある。消費市場の拡大と消費水準の

特徴は現地化を進めることだ。生産

重を占める。台湾企業のもう１つの

こうした台湾企業の投資が大きな比

する傾向がある。江蘇省蘇州市では、

投資すると他の企業も相次いで進出

は有利である。台湾企業は、１社が

省に次いで多く、台湾企業の誘致に

四川省籍の台湾人は広東省、福建

重視

第２は、人的資源による誘致であ

食品加工業等の労働集約型産業や、

不足という問題に直面し、豊富で安

現在エネルギーコストの上昇と供給

（ ）東部外資系企業への宣伝を強化

比率は年々大きくなっている。

台湾企業による大陸での原材料調達

コスト低減や現地市場開拓のため、

ソフトウエア、コンサルタント業等

価なエネルギーを得られる地域を求
（ ）外資企業誘致計画の策定

東部外資系企業誘致
作戦への提言

できる。

第５は、市場優位性による誘致で

図る。

していることから、四川省の経済発

た問題を抱えるが、膨大な資産を有

致する。

11

が投資したエネルギー多消費型企業

の知識集約型産業へ東部外資系企業

めている。四川省では、エネルギー

1

る。四川省の豊富な人的資源を充分

力と市場ニーズは大きい。

2

3

するなど宣伝を強化し、外資系企業

外資系企業のネットワークを利用

4

に活用し、農業、採掘業、紡績業、 （建築材料、
鉄合金、
電解アルミ等）
は、

を誘致する。
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西部地域における多国籍企業の進出拠点となるか（成都輸出加工区）
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成都事務所発

に四川省、およびその優位性産業に

の中心的存在として、それぞれの開

整を行うことを提案する。

（ ）重慶市との共同誘致作戦

中心的都市では、インフラ施設の整

四川省の成都平原にある多くの

（ ）ソフト環境と附属施設の整備を

と管理体制を改革する必要がある。

方式を改め、外資誘致のための組織

な海外商談活動等の粗放型外資誘致

企業を開発区に集中させ、各市（地

すべきであろう。各地にある外資系

数年間で一定規模の企業集約を形成

点園区の機能をさらに強化し、今後

電子工業園区、医薬工業園区など重

湾工業園区、
シンガポール工業園区、

となる。そこで、四川省としては台

せることが大規模誘致の重要な手段

成都が西部地域における多国籍企業

資動向に即した誘致政策を策定し、

での経験を踏まえて多国籍企業の投

投資を促している。四川省はこれま

籍企業は、さらに多くの関連企業の

フェニックスやインテルなどの多国

成果を上げた。四川省に進出した

誘致面で目的を持った誘致に著しい

ここ数年、四川省は多国籍企業の

（ ）海運ルートにおける問題の解決

ムを構築すべきである。

共同で建設し、新たな利益メカニズ

分に基づく双方のインフラ・設備を

策定して、合理的な開発区機能の区

し、両市への外資誘致計画を共同で

同誘致を行う体制や専門組織を設置

ている。成都市は重慶市とともに共

致を実施する上で有利な条件となっ

りと産業の相互補完関係は、共同誘

成都市と重慶市の経済的なつなが

備の面は東部沿海地域に近づきつ

方）
・県の間の誘致競争における矛

の本部、あるいは研究開発センター

（ ）多国籍企業の誘致を重点に

つあるが、ソフト環境では依然とし

盾をなくすため、
「各地の誘致プロ

となるよう重点政策を実施すべきで

発区の条件に基づき企業群を形成さ

て大きな差がある。特にサービスの

ジェクトからの税収のそれぞれの地

ある。

対する理解を深めてもらう。大規模

規範化、長期的継続性、政策の優

方による分配享受」という方法をと

重視

海運ルートの建設は、一部の「両

頭在外（原材料を海外から輸入し、

する。債券市場は、外

への投資ルートを提供

に多岐にわたる四川省

東部地域の外資系企業

投融資などを通じて、

金設立、その他各種の

債権市場、共同出資基

資方 法 や、株 式市場、

資産投資など多様な投

BOT、TOT、譲渡、株式投資、

化した調達と配送におけるニーズを

始めとする外資系企業のグローバル

範囲を全省に拡大し、多国籍企業を

合理的な方法である。この連携輸送

物輸送における問題を解決する最も

る。河川と海上の連携輸送は大口貨

う企業の投資に影響をもたらしてい

り、製品の輸出や原材料の輸入を伴

企業にとって最大の問題となってお

ら輸入、または製品を海外へ輸出）
」

るいは「一頭在外（原材料を海外か

かつ製品を海外へ輸出）
」企業、あ

部から資金調達を行う

満たすよう努力すべきである。

（ ）大型物流企業の誘致

る。

方法を開拓すべきであ

を高めるなどの新たな

を建設し、その流動性

なサービスを有する物流専門企業が

業のニーズに応えるためには、高度

性、効率の良い運営を伴う外資系企

細分化された作業分担、高い専門

川省としては債券市場

主要な方法であり、四

（ ）誘致方式の多様化

遇性、体制の適応性などが著しい。

移転によって各市・県の間の利益調

ることで、省あるいは市政府が財政

よって改善が可能だ。例えば、外資
系企業協調センターのネットワー
クと監督システムを充実させ、政府
と企業間の連携を強化し、外資系企
業の生産経営上の課題解決を支援
することなど。
（ ）開発区機能の整備
立地選定する際に、外資系企業は
「集約経済」を比較的重視している。
一部の外国企業、特に大型の多国籍
企業の誘致に成功している地域で

10

11

は、多くの関連企業が進出し、産業
集約地を形成している。外資系企業
同士が一カ所に集中することで取引
や情報収集にかかるコストの削減、
あるいは不確定要素の減少を実現で
きる。このため、開発区を投資誘致

インテルの成都工場
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ソフト環境については監督強化に

7

8

5

6
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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。

必要となる。四川省としては、こう
した物流サービスへの急速な需要の
増加に対応するために、全世界的な
物流ネットを有し、かつブランド力
のある物流企業を誘致して、近代的
な物流産業の発展を図らなければな
らない。

おわりに
中国における外資系企業の投資傾
向は転換しつつある。小規模投資か
ら大規模投資へ、短期的観点から長
期的発展へ、ローテクからハイテク
へ、加工業から近代的サービス業へ、
そして沿岸部から内陸部へと、徐々
に発展しているといってもよい。こ
こ数年、東部地域に進出した外資系
企業が急速に内陸部へ進出し始めて
いるように、こうした展開は必然的
であるといえるだろう。
こうした流れを受け、四川省は、
東部地区の外資系企業の移転ニーズ
を踏まえ、労働力・人材、資源・エ
ネルギー、土地などの生産要素、市
場の潜在力、重化学工業等の工業基
盤などの優位性を活かし、珠江デル
タや長江デルタをはじめとする東部
沿海地域の労働集約型企業、知識集
約型企業、土地集約型企業、資源集
約型企業、エネルギー集約型企業に
対して誘致活動を展開し、四川省や

強化すべきである。

州などでの誘致活動を

北京、上海、深圳、広

多国籍企業が集中する

る外資系企業、または

売を大きく展開してい

その周辺地域で製品販

これまでの大規模な粗放型の海外誘

らない。また、誘致方式としては、

へとそれぞれ転換を図らなければな

変型から統一的戦略を踏まえた計画

策へ、投資誘致計画の面では臨機応

のための優遇措置から統一的優遇政

である。投資環境の面では個別企業

致する地域や業種を

へと方向を転換し、誘

域を海外から東部地区

は、誘致対象の重点地

その基本的な考え方

である。

ネットを通じた誘致へと転換すべき

致活動の委託）
」
、あるいはインター

による外資の誘致）
」や「委託誘致（誘

致活動から「以外引外（外資系企業

立地戦略センター、投

一部多国籍企業の産業

し、西部地域における

主要地域として建設

ビス産業が展開できる

テク産業や近代的サー

などの中心都市をハイ

的方法としては、成都

ければならない。具体

を共同で進め、分業協力体制を形成

設置し、地域の物流システムの構築

慶市との共同誘致体制と専門組織を

各市・県の間の利益調整を行い、重

の地方人民政府は財政移転によって

構築し、企業群を形成する。省・市

な条件を利用して産業リンケージを

する必要がある。開発区の持つ有利

して、目的を持った誘致活動を展開

資系企業の発展状況を専門的に研究

珠江デルタや長江デルタなど外資

資センター、開発セン

する。このほか、
「海鉄聯運（海と鉄

絞った上で、東部地区

ターにしなければなら

道の連携輸送）
」の範囲を全省まで拡

系企業が多く進出している都市に外

ない。生産要素が豊か

大し、グローバルな物流ネットとブ

の外資系企業の再投資

な都市では資金集約型

ランド力を有する物流企業を誘致し

資誘致のための事務所を開設し、外

企業、エネルギー集約

て、四川省の近代的物流産業の発展

を四川省に向けさせな

型企業、労働集約型企

を促すべきである。

（翻訳整理：成都事務所 何怡）

業を重点に誘致し、比

較優位性を活かすべき
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成都と重慶との協力による連携輸送体系構築が外資系企業の誘致を促す
（重慶市内を流れる長江）
モトローラなどの東部進出企業も成都に進出
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池上事務所
代表

池上隆介

るＡ類からＤ類までの企業分類に従って、保証金が徴収または免除

を課税し、最終輸出企業に対して還付することになっていますが、
「深

となります。一般の企業は、企業分類がＢ類ですが、それが制限品

加工結転」を監督管理する税関では、信用のある企業には免税とし、

目を輸入する場合には、輸入関税と増値税に相当する金額の 50％が

そうでない企業には課税している例が広く見られるなど、税務局と

保証金として徴収されることになります（注 8）。保証金は、製品を輸出

税関の扱いが異なっているという問題が指摘されています（注 13）。い

した後、輸入原材料を輸出製品に使用したことが確認されれば返還

ずれにしても、今後の「深加工結転」のあり方は、関係部門間の意

されますが、その間の企業の資金負担は小さくなく、もしも制限品

見が一致することが前提になるものと思われます。

目が拡大されると、それを使用する加工貿易企業は操業に支障をき
たすことが予想されます。

以上は、全て可能性の話にすぎませんが、現実に実行された場合、
加工貿易企業に対して大きな影響を及ぼすことは明らかです。特に、

今のところ商務部では、制限品目の拡大については公式の見解を

「来料加工」という比較的付加価値の低い取引形態の企業、また広東

示していませんが、報道によれば、制限類商品目録を制定するには

省に多数設立されている法人化していない「来料加工廠」にとっては、

各方面の意見を聞く必要があるため、近い時期に発表することはあ

致命的な打撃となる可能性があります（注 14）。今後は、保税の待遇を

（注 9）

りえない、と述べたということです

。また、現在の制限品目は、

享受するための条件が厳しくなることを念頭に置いて、それに適応

輸入原材料だけが対象で、輸出製品は含まれていません。製品の輸

する形態、組織、事業スキームを検討することが必要になるものと

出を抑えることも狙っているのであれば、関係規定を改定しなけれ

思われます。

ばならず、その時間も必要になります。しかし、制限品目を拡大す
ること自体は否定しておらず、いずれ実施される可能性が高いと思
われます。
加工貿易制度の中期的な目標については、上記の「第 11 次五カ年
計画要綱」の記述のほか、
「外資利用『十一・五』計画」の「加工貿
易の発展を規範化する関係規定を制定し、加工貿易への投資参入メカ
ニズムを健全化し、加工貿易の発展モデルの転換と昇級を促進する」
という記述があります（注 10）。
「加工貿易への投資参入メカニズムを健
全化」するとは、加工貿易の認可条件・基準を引き上げることでは
ないかと思われます。現在は、上記の企業分類がＤ類の企業、また
加工能力を持たない企業が認可されない以外、特別な条件はありま
せんが、今後は労働、安全生産、環境保護などの面での “ 企業の社会
的責任 ” 基準や、一定の経営規模、設備・技術条件などの基準が新た
に設けられる可能性があります（注 11）。
また、商務部の「商務発展第 11 次 5 カ年計画」でも、加工貿易の
中期的目標が示されています。全文は公表されていませんが、産業
構造の高度化や技術移転の促進のほか、加工貿易企業を徐々に中部
地区と「封鎖管理を実行する特殊区域」
（注：輸出加工区と見られま
す）に誘導することが明らかにされています（注 12）。しかし、これら
を強制するようなやり方を採れば、大きな混乱を招きかねないため、
政策を整備しながら徐々に進めていくものと思われます。
一方、こうした政府の方針とは別に、保税政策を柱とする加工貿
易制度に対しては、従来、様々な批判があり、多くの意見が提起さ
れています。最近では特に、
「深加工結転」
（中国内での加工貿易企
業間の保税取引で、
「転廠」ともいいます）に対して課税を求める意
見がよく見受けられます。その主旨は、国産原材料の使用が阻害さ
れていることや、取引の過程で保税品が内販されるなどの違法行為
が横行していることから、国内販売と見なして輸入関税と増値税を
徴収すべき、というものです。
しかし、国産原材料が使用されないという問題については、
「深加
工結転」に使用される国産原材料に対して、税務局が増値税の輸出還
付を認めず、税関も輸出されたものとして保税扱いをすることに反
対していることが原因という批判があります。また、
課税については、
元々、税務局の規定では、企業間で代金決済をする場合は、増値税

（注 1）「商務部、税関総署、国家環境保護総局公告 2006 年第 82 号」（2006 年
11 月 1 日発布、2006 年 11 月 22 日実施）。「加工貿易禁止商品目録」については、
商務部ホームページを参照。
http://cys.mofcom.gov.cn/accessory/200611/1162540012749.xls
（注 2）9 月 15 日付の増値税輸出還付率調整に関する通知は、「一部商品の輸
出税還付率調整及び加工貿易禁止類商品目録追加に関する通知」（財税［2006］
139 号、2006 年 9 月 14 日発布、2006 年 9 月 15 日実施）。還付取り消し品目リ
ストについては、商務部ホームページを参照。
http://www.mofcom.gov.cn/accessory/200609/1158299499802.xls
（注 3）
「商務部の新規加工貿易禁止類目録についての解読」、商務部ホームページ。
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/zhengcejd/200611/20061103690055.
html
（注 4）「国民経済・社会発展第 11 次五ヵ年計画要綱」、「第 35 章対外貿易成長
方式の早期転換」の中の一節。
（注 5）上記（注 3）に同じ。（注 6）「国務院弁公庁の国家経済貿易委員会等部
門の加工貿易銀行保証金台帳制度をさらに完備化することに関する意見の転送
発布の通知」（国弁発［1999］35 号、1999 年 4 月 5 日発布・実施）
（注 7）「加工貿易政策調整に臨んでの香港業者の対策」（香港貿易発展局ホーム
ページ、2006 年 11 月 1 日付）が一例。http://gbcode.tdctrade.com/gb/www.
tdctrade.com/alert/chi/cba-c0611-2.htm
（注 8）Ａ類企業は、税関の信用が最も高い企業で、
「加工貿易銀行保証金台帳制度」
が適用されず、制限品目を輸入しても保証金を徴収されることはありませんが、
その認定を受けている企業は全体の数％と言われています。なお、2 年以内に規
則違反記録のある企業はＣ類とされ、制限品目に限らず、一般の許可品目を輸
入する場合も、輸入関税・増値税と同額の保証金が徴収されます。Ｄ類企業は、
過去 2 年以内に密輸か重大な違法行為がある企業が対象で、2 年間、加工貿易
が禁止されます。
（注 9）「加工貿易への参入の敷居は高くなる」、各種ウェブサイトに掲載。原出
所は『中国質量新聞網』、2006 年 12 月 21 日付。http://mailianf6.huisun.com/
news/news_show_16525.htm
（注 10）「外資利用『11・5』計画」（国家発展改革委員会、2006 年 11 月発布）、
「4.「11・5」における我が国外資利用の政策措置」の一節。
（注 11）上記（注 9）に同じ。
（注 12）「商務部関係責任者が『商務発展第 11 次五カ年計画』について記者の
質問に答える」、商務部ホームページに 2006 年 10 月 17 日付で掲載。
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/zhengcejd/200610/20061003385017.
html
（注 13）「我が国の加工貿易政策の問題と改善提案」、各種ウェブサイトに掲載。
作者、発表時期とも不明。
http://www.zhaolunwen.com/11/20066212249477543.htm
（注 14）「来料加工」とは、外国側委託者が全ての原材料を無償で供給し、中国
側受託者が全ての製品を無償で戻し、加工賃だけを決済するもので、外国側委
託者が主体的な立場となる取引をいいます。また、広東省の「来料加工廠」は、
鎮や村の貿易権を持つ会社が契約上の受託者となり、実際には委託側が運営管
理を行う工場をさしますが、工場自身には法人格がありません。なお、「来料加
工」に対して、原材料輸入、製品輸出それぞれで代金を決済する取引で、中国
側受託者が主体となって原材料輸入と製品輸出を保税で行う取引を「進料加工」
といいます。
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加工貿易の現状と今後の展望
2006 年 11 月から多くの原材料・製品が
加工貿易禁止品目に指定されたということ
ですが、その内容と背景について説明して
ください。

熱によるエネルギー・資源の不足と環境汚染、輸出の急増による貿

今回、2006 年 11 月 22 日付で「加工貿易禁止類商

（注：耕地の維持、水・エネルギー・重要鉱産物資源の供給保証、環

品目録」に追加された品目は、税関の商品分類（関税率

境汚染物質の排出量削減など）が主要な目標の上位にあげられてい

（注 1）

ます。また、加工貿易については、
「産業レベルと加工深度の向上に

表上のＨＳ番号 10 桁ベース）で 804 品目あります

。

これより前、9 月 15 日付で広範な輸出品に対する増値
税輸出還付率が調整され、一部の品目は還付が取り消され、同時に
加工貿易も禁止されましたが、今回は還付が取り消された品目に若
干の修正を加えて発表されたものです（注 2）。

易摩擦の激化といった問題が深刻化しており、産業構造全体の調整
が不可欠の情勢となっています。06 年は、2010 年までの第 11 次五
カ年計画がスタートした年ですが、計画要綱では、
「産業構造の最適
化と昇級」
、
「資源の利用効率の顕著な向上」
、
「発展持続能力の増強」

重点を置き、国内の連携能力を増強し、国内産業のレベルアップを
促進する」と述べられています（注 4）。
今回の加工貿易禁止品目の拡大は、
その第 1 ステップで、
まずは “ 両
高一資 ” と言われる高エネルギー消費、高汚染の品目と、国内資源

目録では、品目ごとに「輸入禁止」
、
「輸出禁止」
、
「輸出入禁止」と

を大量に消費する品目の加工貿易を禁止することで、それらの加工・

いう注釈が付いています。それぞれの内訳は、加工貿易の主管部で

生産を行う企業を淘汰し、加工貿易構造の高度化を狙ったものと言

ある商務部の説明によれば、次のとおりです（注 3）。

えるでしょう。商務部では、
「今後、国のマクロコントロール、産業
発展、環境保護などの要請に従い、商務部は関係部門とともに加工

輸入禁止品目

輸出禁止品目

：主に国際条約で輸入を禁止しているもの、

貿易の商品分類管理規則の整備を進めていく。業種・製品の許可目

加工の過程で重大な汚染を発生するもの

録を情勢変化に合わせて調整する制度を確立し、高エネルギー消費、

で、虎の骨、鉱産物の砂や残渣、繊維屑

高汚染、国内資源を大量に消費する商品を徐々に加工貿易禁止類目

など 77 品目。

録に組み入れ、加工貿易の商品構造を改善し、加工貿易の発展レベ

：主に加工用の一次原材料で、板材、硫黄、

ルを高めていく」と説明しています（注 5）。

土石類、金属原料など 503 品目。
輸出入禁止品目：主に加工度が低く、エネルギー消費と汚
染の程度が高いもので、ミネラルウォー
ター、石炭、タール、可燃気体、農薬な
ど 224 品目。
これら 804 品目は、加工貿易として保税での輸入・輸出ができな

では、加工貿易制度は今後、どのように変
わっていくのでしょうか。また、それによっ
て、加工貿易を行っている企業はどういう影
響を受けるでしょうか。

くなりますが、一般貿易との形で輸入・輸出を行うこと、即ち、関税・

現在、注目されているのは制限品目の扱いです。加

増値税を支払って輸入し、輸入増値税の還付または控除を受けずに

工貿易制限品目も、禁止品目と同じく 99 年に「加工

輸出することは可能とされています。ただ、保税の場合と比べると、

貿易銀行保証金台帳制度」が全国で実施された際に、

大変なコストアップになることは明らかです。また、輸出禁止品目

商品分類の一つとして設けられたものです。関係規定

については、加工貿易の原材料として輸入する場合には、引き続き

によれば、制限品目とは、
「輸入原材料で、国内外の価格差が大きく、

保税が適用されることになっています。

税関が監督管理をしにくい敏感商品」（注 6）で、現在、12 種類が指定

実施時期は 06 年 11 月 22 日からですが、この日までに対象品目

されています。

について加工貿易の認可を受けた場合はその契約期間終了まで、また
税関から企業単位でネットワーク管理を受けている企業は 1 年後の

①プラスチック原料（一次形状ポリエチレン）、②ポリ（エ

07 年 11 月 21 日まで保税での輸入・輸出が認められるという経過措

チレン）テレフタレート、③合成繊維原料（長繊維糸・短繊

置が採られました。保税区・輸出加工区など税関の特殊監督管理区

維）、④綿花、⑤綿糸、⑥綿織物（未漂白および漂白済み綿

域にある企業にも適用されますが、804 品目の目録が公布された 06

生地）、⑦鋼材（亜鉛電気メッキ製を除く鉄または非合金鋼

年 11 月 1 日までに設立された企業には適用しないとされています。

のフラットロール製品、ステンレス製のフラットロール製

なお、加工貿易禁止品目は、これまでにも 4 回発表されていますが、

品）、⑧食糖、⑨羊毛、⑩天然ゴム、⑪植物油、⑫冷凍鶏

いずれも今回と同様、高エネルギー消費や高汚染の品目が中心です。
商務部によれば、過去の分と今回の分を合わせて 1145 品目（ＨＳ番
号 10 桁ベース）で、ＨＳ番号総数の 9.3％に上るということです。
今回、多くの品目が加工貿易禁止目録に追加された背景には、産業

これらはどれも原材料ですが、今後は一般の製品にまで拡大される
のではないかと見られています。香港や台湾の加工貿易業者の間で
は、アパレル、靴、カバン、家具、プラスチック・ゴム製品などが制

構造調整を推進しようという政府の意図があると考えられます。こ

限品目に追加されるのではないかと不安視されているようです（注 7）。

の数年、高成長が加速する中で、乱開発による農地の減少、投資過

制限品目を加工貿易の原材料として輸入する場合、税関の評価によ
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制度情報

上海市で公布された地方法規及び政府通達の最新情況

（2006 年 8 〜 12 月現在）

文書番号

滬建建管
［2006］86 号

法規・政府通達の名称

『上海市建設工事契約
登記備案工作の改正に
関する通知』

『輸出貨物の税金還付
滬国税進
と免税問題に関する通
［2006］37 号
知』

公布機関

建設管理
弁公室

市国税局

滬国税進
［2006］30 号

『貨物輸送企業納税申
告管理の強化関する通
知』

市国税局

滬文広影視
［2006］940
号

『インターネット・カ
フェバーのチェーン経
営企業の規範と発展に
関する通知』

文化広播
影視管理
局

滬安監管監二
［2006］108
号

『上海市小企業安全生
産分級管理監督弁法
（試行）』

滬国税所一
［2006］201
号

『アパレル生産企業の
広告費支出と企業所得
税の納税前の控除基準
に関する通知』

滬労保関発
［2006］38 号

滬労保就発
［2006］36 号

『区域性 / 業界性集団
協商を展開する作業に
関する意見』

『上海市で実施する職
業資格の業務参画許可
制度に関する実施意
見』

上海市安
全生産監
督管理局

市国税局

労働社会
保障局
市総工会
市企業連
合会
市企業家
協会

市国税局

公布 / 施行期日

内容の概略

2006.8.1

上海市の行政管轄区内における建設工事プロジェクトに関する各種
の契約の登記 / 報告制度の改正に関する通知。本通知の適用範囲に
は、測量、設計、監理、入札代理、価格評価コンサルティング、ゼ
ネコン、各種施工のサブコン、労務請負等の契約が含まれる。また
通知では登記 / 報告の受理機関、登記 / 報告の手続フローなどの改
正内容を定めており、06 年 9 月 1 日より施行している。建設事業に
関与する外商投資企業は必知の通知。

2006.8.1

中央の国家税務総局が公布した通知（［2006］102 号）の上海市へ
の下達。06 年 8 月 1 日より新たに輸出業務が発生する企業と小型の
輸出企業は、統一的に月ごとに免 / 還付を計算する方法で免税額あ
るいは還付額を確定することとし、その手続方法とフローを詳細に
定めている。

2006.8.1

同じく国家税務総局が公布した通知（［2006］99 号）の下達で、貨
物企業が発票（公認の領収書）を発行する際の事前納税とこの段階
で「地税局の貨物輸送業発票代理発シート」を記載し、営業税の納
税申告の際に申告表と共に「地税局の貨物輸送業発票代理発シート」
を地方税務局へ提出する方式を定めている。また仲介機関による発
票の代理発行、貨物輸送行が発行する発票の照合、照合期間、違反
者への処分方法、納税者の企業所得税の申告時における発票金額と
所得総額の照合等について詳細を定めている。貨物輸送業に関与す
る外商投資企業は必知の通知である。

2006.8.2

インターネット・カフェバーのチェーン店を経営する企業の管理に
関する通知。チェーン店を展開する企業に対して資本構成、営業網、
CI、サービス品質、経営規模等で評価基準を設けている。さらにこ
の評価基準に基づく申請、認可、経営許可証の交付、政府の監督管
理機関等についても定めている。

2006.8.2

中央法の『安全生産法』に基づいて上海市で公布されたローカル法
で、小型企業の安全生産の信頼度を 4 ランクで評価し、当局による
監督検査の強化と違反企業への処罰を含む行政指導を目的として制
定している。4 ランクの評価分けは別に公布する「上海市小企業安
全生産信用程度評価ガイド」に基づいて確定し、ランクに応じて定
期検査を実施、最低の D ランクで評価された場合は毎月 1 回の監督
検査が強いられる。ランクは安全に関する企業努力や事故の発生に
応じて上下する。また、各企業は自社の安全生産に関連する情報の
開示と報告が義務づけられている。

2006.8.4

アパレル生産企業が支出する広告費については、06 年 1 月 1 日より、
国税局が 00 年に公布した『企業所得税の納税前の控除弁法』（国税
発［2000］84 号）の第 41 条で定める規定に合致している場合は、
販売（営業）収入の 8％の比率で広告費を計上でき、これを所得税
課税分から控除される。

2006.8.17

上海市の労働行政当局と労使を代表する機関が共同で公布した通知
である。日本には労働組合の地域別組織として「地域連合」、業界
別組織として「産別連合」があるが、これらの横断的な労働組合組
織が企業との間で集団協議を締結する例は「産別連合」に見られる。
上海市で公布された本通知は、工会（労働組合）が企業との間で地
域ごと、あるいは業界ごとの集団協議の締結することを意図してい
る。本意見では、経済技術開発区やハイテク産業園区も地域性集団
協議の対象地区となっており、交渉代表者の選出方法、協議事項の
範囲、協議の進め方、締結する集団協議の効力や争議処理等を定め
ている。

2006.8.28

ボイラーやクレーンの操作員などの資格を必要とする職種につい
て、資格評価や資格証の交付等を定めた行政通知。通知では、資格
証の取得を義務づける職種として、ボイラー工、起重機操作工、電
気修理工、自動車運転手を特定し、その資格証書のランク、交付機
関等を定め、さらに当該職種に就業する場合の労働社会保障局にお
ける資格審査と証書の照合を義務づけている。企業がこれらの職種
の労働者を採用する際には事前に本通知の内容を熟知し、採用の可
否を判断すべきである。また無資格の従業員を関連する職種に従事
させた場合は企業側にも法律責任が及ぶので十分に注意しなければ
ならない。
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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

滬衛医政
［2006］84 号

『外国医師の短期滞在
による医療従事の管理
に関する通知』

衛生局

2006.9.6

外国人医師の中国国内おける医療従事に関する規定で、
「外国医師短
期執医許可証」の取得義務を定め、さらに申請方法、申請に必要な
要件、受理機関なども定めている。

―

『上海証券取引所上場
企業株主総会ネット投
票実施細則』

上海証券
交易所

2006.9.8

上海証券取引所に上場する企業が開催する株主総会での議案採決に
おけるネット投票を認め、この方式を詳細に定めた実施細則である。
（本件は法令の範疇に入らないが、上場企業の董事会運営に関する規
範性文件として特に紹介している）

2006.9.11

銀行の業務を管理監督する中国銀行業管理監督委員会（銀監会）の
上海市における地方行政組織の上海銀監局が制定、公布した制度で、
上海市の外資銀行、外資財務公司、外資金融機構に適用する。本制
度では外資銀行における経営・管理上で発生する各種の事件、金融
リスクや社会的に影響の大きい金融事件等について、具体的な情状
を列挙し、これを「突発事件」と定義して、その内容、経緯、対策
等について上海銀監局への報告を義務づけているが、ここでは事件
発生から 24 時間以内の緊急報告 / 事件の経過に応じた毎日の報告
/ リスク情況について 10 日ごとの報告、といった強制的規定を設け
ている。また、本制度に違反した場合の行政処分や法律責任につい
ても定めている。

2006.9.18

これまで外商投資商業企業の登記管轄権は上海市工商行政管理局が
保有してきたが、本通知に基づいて 10 月 1 日より、登記管轄権は
市の工商局から当該企業が所属する区域の工商局分局へ委譲される
ことになった。このため、10 月 1 日より、企業の経営範囲内に卸業
務が含まれる外商投資商業企業はその所在地の工商局分局が受理す
る。また現登記内容の変更や抹消についても分局が受理する。ただ
し、①経営範囲内に小売業務が含まれている場合、②商務部の認可
を必要とする場合、③直売、通信販売、ネット販売、ライセンス販
売、委託経営、販売代理、商業管理等の特殊な経営方式、④糧穀、綿、
植物油、砂糖、薬品、タバコ、自動車、原油、農業生産資料などの
商品を販売する企業－－については従来どおり市の工商行政管理局
が登記管轄権を有する。

2006.10.26

上海市における人民元の銀行決算口座管理システムを厳格に執行す
ることを目的として、主管機関である人民銀行上海分行が公布した
行政通知で、『人民元銀行決算口座管理弁法』と『上海市人民元銀
行決算口座管理弁法実施細則』等の規章制度に基づく管理を強調し
ている。預金者の申請資料の真実性、完全性、規範性、営業許可証、
税務登記証等の厳格な審査照合をはじめとして口座管理にかかわる
各種の行内規範の見直しや、
「基本預金口座開設許可証」の使用等に
ついても厳格な管理方法を定めている。

2006.11.10

国が定める労働時間制度には、広く普遍的に採用される標準労働時
間制があるが、これとは異なる形式で不定労働時間性と総合労働時
間制がある。この二つの制度は労働行政当局の認可を得て導入が可
能で、特殊な職務 / 職種については超過勤務手当の不支給が可能と
なっている。この制度は、これまで国の法令として『企業で実行す
る不定労働時間制および総合労働時間制に関する審査認可弁法』、上
海市のローカル法として『不定労働時間制および総合労働時間制に
関する審査認可弁法に関する通知』が現行法だが、制度の導入にか
かわる行政当局への申請と審査の基準などについては特定法が存在
しなかった。このために公布されたのが本通知で、これから新たに
制度の導入を検討している外商投資企業には必知の法令。

2006.11.12

日本との間でコンテナ貨物を取り扱う運輸企業に適用する行政通知
で、日中間のコンテナ貨物の輸送業務におけるコンテナ便の基本情
報の報告（毎月）を義務づけている。本通知では便名 / コンテナ数
量 / 船主 / 経営状況、各種の営業収入および関連するサービス収入、
日本からの折り返し便の輸送量との比率などに関する報告を義務づ
けている。日系の海運企業には必知の法令。

2006.11.13

国家税務局 / 国家発展改革委員会が公布した同名の通知の上海市に
対する下達と操作方法に関する通知。外商投資企業が国産設備を購
入し、これによって税金還付を受けようとする場合は本通知に基づ
いて、申告に必要な文書の取得、申告、項目申請報告などの手続を
行わなければならない。本通知では申告に必要な各種文書の様式が
添付されている。

滬銀監通
『上海市・外資銀行突
［2006］75 号
発事件報告制度』

―

『外商投資商業企業に
対する登記管轄権の委
譲に関する通知』

上海銀発
［2006］230
号

『上海市・銀行業界に
おける人民元の銀行決
算口座管理制度を一段
と厳格に執行する事項
に関する通知』

『上海市・企業が実施
する不定労働時間制お
滬労保福発
よび総合労働時間制の
［2006］40 号
審査認可に関する通
知』

－

『中日コンテナ貨物航
路と市場の監督管理の
強化に関する通知』

『外商投資項目・国産
滬国税進
設備の購入に伴う税金
［2006］55 号 還付の管理試行弁法に
関する通知』

中国銀監
会上海銀
監局

上海市工
商行政管
理局

中国人民
銀行上海
分行

労働社会
保障局

上海市港
湾管理局

市国税局
発展改革
委員会

注：公布機関はいずれも上海市の立法機関および行政機関。外商投資企業が留意すべき法令をまとめたもの。
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nomic association

Japan China Economic association

2006
年 12 月 association
Japan China
Economic

nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

12/18
nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association
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北京市発展改革委員会中小企業処一行を受け入れ

現在中国では市場経済の進展と共に、経済の基礎を成す健全な中小企業の育成発展が強く求められてい

る。特に金融の側面からそうした動きを支援する信用保証制度を今後確立していく必要があるものと認識
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されており、現在多方面でその研究が進められている。こうした状況を踏まえ、当会では、北京市発展和
改革委員会中小企業処・侯廷遠副処長を団長とする標記一行 8 名を受け入れた。一行は、経済産業省中小

企業庁金融課をはじめ東京信用保証協会、中小企業金融公庫ほかを訪問し、日本の当該分野における関係
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政策、関連制度をはじめ実際の運用状況や諸経験等についてヒヤリングするとともに意見交換を行った。
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日中省エネルギー・環境ビジネス推
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進協議会が発足

題を克服する強力な推進母体、
「日中省エネルギー・環

nomic association
Japan China
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境ビジネス推進協議会」
（略称：JC-BASE）の設立総会が

Japan China Economic association

12 月 21 日、霞が関ビル東京會舘で行われた。

nomic association冒頭、事務局代表を務める日中経済協会の緒方理事長
Japan China Economic association
が開会の辞を述べ、11 月 30 日に設立発起人会を立ち上

Japan China Economic association

設立総会で挨拶する甘利経済産業相

げ、36 人の発起人の協力により、220 社の企業・団体が参加したことを明らかにした。

nomic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

発起人を代表して千速晃日中経済協会会長と南直哉省エネルギーセンター会長が挨拶した。千速会長は、

対中省エネルギー・環境協力においては、企業への正当な対価と、技術流出や知財権問題への対処が重要
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なことを指摘し、そのための情報共有・意見集約の場として貢献したいと述べた。南会長は、真の意味で
互恵的な協力関係を築くためには民間企業のビジネスベースの本格的拡大が不可欠であると述べた。

nomic association来賓として挨拶した甘利明経済産業大臣は、日中首脳会談や中国国家発展改革委員会馬凱主任との会談
Japan China Economic association
Japan China Economic association
など、政府間で省エネルギー・環境協力が重視テーマとなっていることを紹介し、協議会の活動に期待す

ると共に、政府としても緊密に連携していくことを強調した。
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次に事務局が本協議会の設立趣旨、規約、人事、事業計画等を説明、審議を経て原案通り承認された。閉

会に引き続いて行われた設立披露パーティーには約200名が出席、
来賓として孔弦佑代理大使らが挨拶した。
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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
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日中省エネルギー・環境ビジネス推進協議会（JC － BASE）
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名誉顧問
御手洗冨士夫 社団法人日本経済団体連合会会長・財団法人日中経済協会名誉会長
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※設立趣意書、役員名簿、事業計画書及び参加申込書は日中経済協会ホームページの新着情報をご覧下さい。
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URL は、http://www.jc-web.or.jp
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大連の経済発展を支える日本企業
2006 年 11 月 30 日、日中東北開発協会理事会での特別講演から
最近の経済状況と日系企業動向について、２人の現地駐在経験者が語る。

大連から北東アジア経済圏へ
朝陽貿易株式会社代表取締役副社長

で い た が、 長 期 出 張 者 な ど も 含 め る と

5000 ～ 6000 人 の 日 本 人 が 大 連

にいたのではないか。大連市の統計によ

ゲートウェイとして古くから発展してき

る。大連日本商工クラブのメンバー企業は

だが、これには飲食店なども含まれてい

ると、大連進出の日系企業は 3000 社

た。日清戦争後、ロシアが旅順と大連を租

約 680 社で、北京の日本商工会を上回

井上隆 （前三井物産（大連）有限公司総経理）

借し、パリをモデルとしたヨーロッパ風の

東北振興と大連
社会主義経済体制の中で、一時は経済の

り、上海に次ぐ中国第 番目の規模となっ

日本が関東州として直轄植民地化し、第二

街づくりを始め、その後、日露戦争を経て
次世界大戦終結後の 1945 年まで約

優等生とまでいわれた遼寧省だが、この遼寧
市場経済、中でもＷＴＯ加盟後の競争社会で

省を始めとする東北地方の大型国有企業が

得ない状態に陥っていた。そこで、中国政

立ち行かなくなり、抜本的対策をとらざるを

旅順、金州あたりは満州国と区別され、最

年間統治した。
この関東州と呼ばれた大連、

いち早く大連に進出し、開発区入り口の便

イリオグループ）や広島の三島食品などは

1984 年のことだ。日清製油（日清オ

輸出拡大を図り、華南、華東地区などの沿

ラする一方、外資導入による開発、雇用創出、

館は当時のままで、旧満鉄本社も瀋陽鉄路

が、中山広場にある横浜正金銀行や大連賓

建物はすでに新しく建て替えられている

うど 年が経過、設備の減価償却が終わり

三井物産の投資会社の中で進出してちょ

たことは、西部大開発にせよ、あるいは東

満鉄総裁、石田礼助氏が三井物産大連支店

三井物産の大先輩である山本条太郎氏が

トウエア開発などが中心で、製造業では昭

出する日系企業はアウトソーシングのソフ

駐在したのは 年、その後２年半の間、進

増益体制に転じているところもある。私が

北振興にせよ、広い地域をすべて同時に発

長を務めたように、三井物産とは深いゆか

局が使用している。

展させるのではなく、地域内で比較的発展

りがある。
や高速道路を拡充するなどインフラ整備

和電工や PCC（九州松下）などはあっ

たが基本的には大型製造業の投資が少な

は旅順までの７つの区を指す。その北にあ

一般に大連とは、北は開発区北部から南

で、規定をオーバーしていた時間外勤務時

猫スト事件である。その発端は大連東芝

駐在中、一番印象に残ったのが昨年の山

く、生産拡大に伴う増資が主であった。
に発展させ、統計上は地域全体の成長率を

る瓦房店、普蘭店、荘河までを行政区とす

を進め、外資を呼び込むことによりさら

04

上げるというものだ。大連の 年１～９月

大連の日系企業

している省都などの重点都市に対し、空港

中国の経済発展政策について私が実感し

10

以降は企業進出が急増した。

東芝、キヤノンなどの進出も早く、 年代

利な場所に入居している。
マブチモーター、

盛期には約 万人の日本人が居住していた

は日中東北開発協会の発足の年でもある

ている。大連に経済技術開発区ができたの

2

府は 年 月に「中国東北地方の旧工業基地

40
1920 年代に建てられた老朽化した

といわれる。

19

海部との格差是正を図ることとした。

投入し、東北地方の古い国有企業をリスト

振興政策」を打出し、国家予算を大規模に

10

の中での格差を助長するかもしれないが、

なっている。これは、見方によっては地域

人が住んでいる。大連市の人口はここ数年

同じくらいの面積で、そこに約 600 万

るグレーター大連は、日本の新潟県とほぼ

質的な手取り賃金が減ることになり、一部

を是正しようとしたところ、ワーカーの実

間に対して行政当局から指導が入り、それ

私が日本に帰国する直前は、居住登録

らの指導で、月に 人 100 元ほどの賃

らないまま山猫ストとなった。行政当局か

のワーカーが出勤せず、その首謀者がわか

間微増傾向にあり、大幅な増加はない。
ベ ー ス で 約 3400 人 の 日 本 人 が 住 ん

1

ることが重要だろう。

線、そして線から面への展開をうまく進め

の GDP は前年同期比 ％の２桁成長に

06

地域全体の成長率を上げることで、点から

16

大連は遼寧、吉林、黒龍江の東北三省の
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上げによって決着したのだが、このことが
他の企業にも伝わって、７月から９月にか
けて 社あまりで山猫ストが発生した。こ
の事件の特徴として、一定の利益を出して
いる日系の独資企業ばかりが狙い打ちにさ

合ったが法的に支払わざるを得ないという

市内から１時間半ほどだが、2010 年を

入れている。この地域は高速道路を使えば

から、最近では庄河と長興島の開発に力を

つの産業を中核としている。

油化学工業、設備製造、電子情報産業の４

としての充実を図っているほか、造船、石

ンテナ、自動車、冷蔵貨物の物流センター

ことになり、賃上げとも相まって企業の負

大連のある遼寧省に目を向けると、二等

り、また市内では住宅地としての環境対策

担が著しく増加した。中国北方は南方に比

目途に、空港を金州の北側の郊外に移転す

辺の蘇州や杭州、また北方では天津近辺が

での距離が最大のネックで、現在は上海周

移転を決め、九州の永佐化工と合弁で大

緩衝材を生産していたが、最近庄河への

プモールドという葦を原料にした容器や

いる。大連港では 万トンの深水バースを

鉄鉱石も採れるが、最近では輸入が増えて

製鉄所への重要な原料供給基地だ。省内で

枯渇が近い撫順炭鉱だが、鞍山、本渓等の

ている。この状況を打開すべく、外資企業

なっており、全国政治協商会議の委員も務

全国ナンバーワンクラスの卵生産業者と

で、旅順の養鶏場で卵生産を始め、いまや

もう一つの港である営口でも開発が進んで

が荷揚げされ、鉄道で鞍山へ輸送される。

建設、年間 1000 万トンの輸入鉄鉱石

30

た。また、最近では魏富海氏、薄熙来氏が

れたという報道が日本の新聞でも紹介され

を払うというような奨励金制度が設置さ

餌を与え、コレステロール値が通常の卵の

めている。この卵は褐色の鶏に海草入りの

最 近、 丹 東、 荘 河、 大 連・ 長 興 島、 営

いるが、水深が浅い渤海は冬に凍る。

している。気候、風土も快適で、 月から

に、日本語人材も豊富で、教育機関も充実

出荷している。 年、スウェーデン企業の

鶏の鳴き声をブランドネームとして全国に

省側では鴨緑江、吉林省側では図們江で国

に力が入れられている。北朝鮮とは、遼寧

大連は中国で最も親日的といえるよう

市長だった時代を懐かしむ声もある。

口、錦州までのルートを高速で結ぶ「５点

5

１線」計画が打ち出され、この地域の開発

0

が、緑色食品として、
「ガガダー」という

3

３分の１だという。一般の卵よりは割高だ

0

身赴任者でも生活しやすい環境にある。大

とする清潔な日本食レストランも多く、単

２月までの寒い時期を除けば、海鮮を中心

な環境で、鳥インフルエンザを防止する生

生産を開始、養鶏場から卵処理までを清潔

SANOVO と合弁でエッグパウダーの

能かもしれない。丹東と対岸の新義州を結

あり、特に川が凍る冬場は容易に越境が可

ころは「中朝一歩跨ぎ」といわれる距離に

境を接している、丹東などの川幅の狭いと

ぶ鉄道は中朝貿易の輸送の 割を占めると

産管理をしている。
なっているのではないだろうか。また、整

大連は「１つのセンター、４つの基地」

近年、環渤海経済圏や北東アジア経済圏

いわれるが、最近は取り締まり強化で緊張
地元の中国人の利用者が増えている。週末

を重点項目として、大窯湾保税港区の設置

の話題がよく議論される。東北振興政策も

北東アジア経済圏の発展に向けて

は韓国からゴルフバッグを担いで来る人も

にみられるように北東アジアの国際海運セ

この経済圏の広がりの中で活性化するので

が高まっているものと思われる。
増え、コンペの予約が難しくなっている。

ンター建設に力を入れ、原油、鉄鉱石、コ

備されたコースのゴルフ場もあり、最近は

外資の進出によって開発区が手狭にな

40
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きた。大連日本商工クラブが市政府に掛け

べ賃金が安いという理由で、大連への進出

辺三角形の南端が旅順で、西端が営口、東

端が丹東である。大連から瀋陽までは片道

ることが決まり、今後は便利になるだろう。
大連では色々な人と会う機会に恵まれ

４車線の高速道路が通じており、その距離

を決めた企業もあるが、今後は徐々に賃金
面での優位性がなくなるだろう。

た。ここで印象的であった２人の中国人を

間半で到着できる。瀋陽から露天掘りで有

は 370 キロ、営口や鞍山を経て約３時

Market 紹介したい。一人目は関運科氏で、古くか
ら松下等と製品販売などを通じて活躍さ

名な炭鉱のある撫順までは キロである。

こ の 年 間、 Factory China
として大
連への進出が相次いだが、今後は

れている人である。もともと開発区でパル

新たに注目されており、中国の都市投資環

きな工場を建設した。もう一人は韓偉氏

に目を向け、中国の消費に対応して
China
いく必要がある。そのためには、消費地ま

境ランキングで大連は第２グループに属し

13

20

誘致の仲介者に投資額の ・ ～ ・ ％

経済開発区金馬路

連料理の海鮮料理は日本料理がベースに

05

れていたようで、何らかの組織的な連携プ
レーではないかとも憶測されたが、結局の
ところその点は分からなかった。この影響
によって、ストが発生しなかった企業でも
賃上げを余儀なくされたところがあるよう

日から３ 月末まで各家

人当たり年間

れに関し、大連市は燃料である石炭の高
騰に伴う暖房費として、

1000 元程度の負担を企業に要請して

1

7

だ。中国の労働組合である「工会」が機能
月

しなかった点も指摘されている。
大連では

15

庭にも暖房用のスチームが供給される。こ

11

12

15
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はないだろうか。日本を上にし、中国を下
輸送できる。 年 月から試運転が始まり、

可能で、約 3000 トンの貨物が１度に

し、日本企業訪問、ＩＴ関連企業誘致、大

長就任当時、ソフトウェア関連産業を重視

大連で生じたという報道はない。

東北と山東・江蘇・浙江の鉄道網を直線的

民代表大会で「環渤海経済圏」構想が 次

月にそれぞれ打出され、 年 月の全国人

中国東北地方の復興を目指した「東北地

に配置した逆さ日本海地図をみながら、日
につなぎ、輸送の短縮化・効率化を目指し

連企業がかなり増えている。

Ｔ産業育成の成果として、大連にはＩＴ関

方の旧工業基地振興政策」が 年 月に、

本としても日本海ルートの活性化を図り、
ている。このような動きは、今後の北東ア

連でのＩＴ人材育成、関連大学との連携を

北東アジア発展に寄与できないものかと考
ジアの活性化につながるであろう。

日系企業は大連の最大の貿易投資パートナー

大連を含む「 点 線」発展戦略が 年

五カ年計画に盛り込まれるなど、中央政府

が相次いで一連の大型政策を策定し、大連

年４月頃から香港、広東省等でＳＡＲ

Ｓが猛威を振るい、中国経済に大きな影響

の発展に拍車がかかっている。

拡大する日系企業の大連進出

を与えた。大連も例外ではなく、日本から
の観光客減少や進出食品加工業者の原材料
調達に障害が出た。ＳＡＲＳや鳥インフル

着任前の 年から 年までは、大連日本
クが議論され、中国以外の国への進出を検

商工会の会員企業数が示す（ 年：273

エンザの発生により、中国一極集中のリス

の人民元業務が上海、深圳、大連、天津の

社、

グ事業に携わっている。駐在中は主に企

撤退、業務監査等に関するコンサルティン

計画は産業経済の拡大と都市機能の総合的

衛星都市とする都市発展計画である。この

びに瓦房店市、普蘭店市、荘河市の３市を

構想で、大連市内と開発区の２地区、なら

らリスク分散のために北方の大連への進出
を考える企業も現れてきた。ちなみに、

年４月に上海や北京で発生した反日デモが

年：280 社、

98

年：283 社）ように日系企業の進出

年：273 社、
討する企業が出てきた一方、企業によって

行（現三菱東京 UFJ 銀行）が大連で外
銀初の人民元業務を開始した。

業の中国進出のサポートだったが、最近で

向上を図るもので、空港や港の基盤整備を

は中国内の他地域（華南、華東地域等）か

４都市で解禁され、 年 月に東京三菱銀

同年 月、中国の WTO 加盟により外銀

鈴木彰文 （前東京三菱銀行大連支店副支店長）

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング国際事業本部海外アドバイザリー事業部部長

変化する相談内容
年夏から約３年半、大連支店で副支店

サーチ＆コンサルティング株式会社海外事

はそれに加え、進出後の事業展開、撤退な

含め物流、貿易、金融等の機能拡大が柱と

月 末 671 社 と

月時点の大連の外資

年

は低迷、その後進出企業が増え会員数も

年 338 社、

年

系企業数は 8162 社で、うち日系企業

なっている。

は 2054 社と、外資系企業全体の ・

年末では外資

％ を占め、

年 月時点の日系企業数は 3371 社と、

3184 社で全体の ・

系 企 業 数 11128 社、 う ち 日 系 企 業

％ を占めた。これが、

25

06

年８月に発表された「大大連構想」は、

ど、企業の動向に合わせ、業務内容もバラ

なっており、環境にやさしい都市づくりが

10

長として勤務した。現在は三菱 UFJ リ

10

年末で

増加傾向にある。ちなみに、大連経済開

発区における外資企業累計数は

常に大きく、大連市にとって日本は貿易投

ある。大連での日系企業のプレゼンスは非

2037 社、うち日系企業は 573 社で

05

年先を見越した「グレート大連」建設の

エティーに富み、
様変わりしている。また、

00

05

6

業アドバイザリー事業部で、企業の中国へ

1

01

06

2

28

の進出や製販現地法人設立、事業の再編・

以前は中国案件が相談の６～７割を占めて

テーマとなっている。これによって、大連

年１ 月に大連市長が交代し、新任の

介している。

の投資環境が変化していることも顧客に紹

いたが、最近ではＡＳＥＡＮ、特にベトナ
ムへの進出相談が多い。

着々と発展戦略を進める大連

夏徳仁市長は就任早々日本重視の姿勢をみ
せ、旧正月返上で訪日した。 年 月にも
カ所の地方自治体を訪問し、精力的に企

日本で「大連ジャパンウイーク」を開催、

年６月、大連市が都市づくりの４つの

1

03

3

06

11

06

5

98

02

7

業誘致や青年交流などの活動を行った。市

01

02

2

02

基本戦略（①国際化戦略、②情報化戦略、
展戦略）を発表、このマスタープランに基

03

懸命に実施したことは印象的であった。Ｉ

フェリーには、鉄道貨物車両が約 両搭載

11

える。煙台と旅順の間で最近就航した鉄道

06

③科学技術、教育強化都市戦略、④協調発

11

99

資の最大のパートナーで、この状況は今後

年

月 時 点 で 210 億 1000 万

大連市の契約ベースの外資利用累計額

も続くのではないかと思われる。

は

ド ル、

年 末 で は 533 億 ド ル で

05 2

06

8

02

03

11

05

大連ソフトウエアパーク

50

づく都市作りが進められることになった。
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あ っ た。 契 約 ベ ー ス の 外 資 利 用 額 は

25

億 7000 万 ド ル で、 こ

年まで下降

00

97

年に

45

億 7500 万 ド

年

05

03

年

億 6000 万 ド ル、

31

れが横ばいから徐々に

年

04

傾 向 が 続 き、

ル、

04

億 8200 万 ド ル と 変 化 し た。 実

51

年では全

年では全体

億 300 万 ド ル に 対 し て 日 本

億 6000 万 ド ル、

05

22

行 ベ ー ス の 外 資 利 用 額 は、

が

億 400 万 ド ル に 対 し て 日 本 が

30 5

体の

の

億 4800 万ドルと、３分の１には達

を盛り返している。

していないものの、日系企業のプレゼンス

8

大連進出日系企業の特徴としては、以前

は生産型企業が主体で日系企業全体の 割

近くを占めたが、最近は IT ソフト産業

の企業進出も増加しているほか、関西の中

75 06
3

小企業の進出もある。ちなみに大連ソフト

ウエアパークの外資企業数は 年 月現在

1

で 117 社、うち日系企業は 社である。

大連の優位性を見つめ直す

「大大連」
、
「東北振興」
、
「 点 線」
、
「環

渤海経済圏」等、一連の政策により大連の

インフラ面での整備が進み、機能別に発展

しつつある。一方、
中国の産業政策の転換、

土地や人件費の上昇傾向を嫌い、以前であ

れば大連に進出したであろう企業もＡＳＥ

ＡＮに目を向けるケースが多くなっている

のも事実である。
大連駐在の経験を活かし、

海外事業アドバイザーとして大連の投資環

境、優位性を見つめ直し、引き続き日系企

業をサポートして行きたい。

5

9

JCNDA NEWS

2006 年 12 月の日中東北開発協会の活動から
■日本海横断航路開設に向けたセミナー開催 (12/6)

海高速道路でつなぎ、臨海経済ベルトを建設する新経済政策である。

日本海経済研究所の主催で標記セミナーを都内で開催した。国土交

期開発面積 195 平方キロのうち 06 年 10 月末までに 45 億元投入

１２月６日、NPO 北東アジア輸送回廊ネットワーク、当協会、環

通省、新潟、舞鶴、敦賀、境港等の港湾関係者、ＪＥＴＲＯ、ＯＣＤＩ、
ＥＢＲＤ、ＪＢＩＣ、大手商社、船社、運輸、報道、当ＮＰＯの関

係者約６０名が参加した。また、ロシアからはＪ．テキエフ・沿海

州政府副議長兼ベルクート社会長、Ｅ．クシオンツェル極東海運研

究所副所長、韓国からは白晟昊・東春フェリー社長が特別参加した。
セミナーでは日本海横断航路の開設と４カ国合弁航路運航会社およ

び投資会社の設立、トロイツァ ( 旧名ザルビノ ) 新港建設計画につ
いての説明があった。

■遼寧省李副省長一行との夕食懇談会開催 (12/18)

日中東北開発協会と日中経済協会は 12 月 18 日に都内のホテル

で遼寧省李万才副省長一行との夕食懇談会を開催した。

日本側からは当協会 ･ 古賀特別顧問、緒方 ･ 岩崎両副会長、西村

理事長、三田地事務局長のほか、会員企業関係者が出席、遼寧省側
は李副省長のほか、同省財務庁、国土資源庁、対外貿易経済合作庁
等の関係者が出席した。
５点１線計画地図

李副省長によると、

この戦略は 06 年末で 1 年になるが、計画面積 480 平方キロ、初
して 77 平方キロを整備した。プロジェクト数は 130 件、250 億

元にのぼり、商談中のものが 200 件、2,000 億元である。東北振

興の重要政策の一環として国内外の注目を集めており、この戦略が
成功すれば、中国における第４の成長スポットになると評価されて

いる。国家発展改革委員会・東北振興弁公室からも高い評価を受け、
遼寧省・シンガポール理事会では呉儀副総理がこの戦略を重点的に
紹介、その結果、シンガポールとの協力では大連・長興島が中心的
プロジェクトと位置付けられた。06 年 10 月には、温家宝総理が広

西壮族自治区で開催された中国・ＡＳＥＡＮ会議でこの戦略に言及
した。この 1 年間で外国のビジネスマンや有識者が続々と大連を視
察、五鉱公司や第一重慶集団も進出したほか、韓国のＳＴＸ集団が
造船に投資、香港マンコックグループも進出したとのことだ。李副

省長は「
『おいしいものは最後に食べる』ということわざもあるが、
日本の大手企業の進出を楽しみにしている」と述べた。

■遼寧省造船代表団一行来会 (12/19)

12 月 19 日、遼寧省造船代表団一行７名が来会した。協会からは

３年目となった東北振

西村理事長、三田地事務局長らが対応した。

１線戦略ともに経過は

の企業視察である。遼寧省中小企業庁・陳鉄城副庁長を団長とし、

～ 10 月を前年同期比

( 所在地：葫芦島、10 万～ 30 万トンクラスのコンテナ船等の大型

興政策、1 年目の５点

良好であり、06 年１
で 比 較 す る と、GDP
は 13 ％ 増、 総 額 は
9,300 億 人 民 元 に 達

一行の来日目的は日本の大手造船メーカーのＩＨＩや三菱重工等

大連理工大学の船舶製造関係の教授と渤海船舶重工有限責任公司

船舶を製造 )、盤錦船舶修理製造パーク ( ５万トンクラスの船舶を製
造 ) 等の関係者がメンバー。

陳団長によると、大連理工大学内に産学共同研究施設として造船

し、外資導入は同期比

をメインとした船舶製造国家プロジェクト研究センターを設置して

輸出は 18％増の 270

などのメーカーが参加し、
造船に関するリサーチ、
エンジニアリング、

61％増の 58 億ドル、
億ドルにのぼり、例年になく好成績とのことであった。

５点１線戦略は、遼寧省内の５つの重点開発区〔①大連・長興島

臨港工業区、②営口沿海産業基地、③錦州湾沿海経済区 ( 錦州西海

工業園区と葫芦島北港工業区を含む )、④丹東産業園区、⑤大連花
園口工業園区 ( 荘河市 )〕の各臨海工業区等を全長 1,443 キロの臨

いる。大連理工大学船舶工程学院や大連の造船メーカー、大連重型
実機応用等を一貫して研究しているとのこと。

中国の造船業は生産量では日本や韓国を４～５年で追い抜くと考

えられ、現在ＬＮＧやＬＰＧ輸送用の大型タンカーに関する技術を
導入する必要がある。
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中国の水とビジネス
編集後記
最後に項羽に打ち勝った劉邦は常に食糧の確保に努めていた。魏と
の戦いで諸葛孔明は常に食糧の確保に悩んでいた。食糧は国の豊か
さを示す重要なバロメータだ。「農業は国の本なり」と言われるよ
うに、豊かな国造りには農業の発展が欠かせない。新農村建設計画
によって農業の発展を図る中国、第 11 次五カ年計画での成果が問
われる。（T）
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