日中経済協会の新刊案内

勝負球
中国ビジネスに決め球の２冊

新たに改訂資料
約 70 ページ追加！

地方指導者全員
の略歴を追加！
新五カ年計画
（2006~10 年）
の概要・指標を
掲載

一橋大学法科
大学院の教科書
として採用！

中国経済データハンドブック 2006 年版

2006 中国投資ハンドブック

中国の社会・経済を理解するための基本データ集。
政府機関や大手商社、銀行、メーカーで戦略スタッフ
の必携書と高い評価を得ています。

最新の中国投資環境の重要ファクターを網羅！
情報満載の「改訂資料」もつきました。

A4 版、158 ページ、データ・図表中心、毎年更新
定価：4,725 円（税込み）

B ５版・510 ページ
定価：12,600 円（税込み）

〔内容〕1. 概況（1）政治・経済基本データ一覧（2）省別人事（3）省別経済（4）
主要都市の月別平均気温と年間降水量（5）祝祭日 2. 政治体制（1）政府機構図（2）
中央組織人事（3）国務院組織人事（4）党大会及び党中央委員会全体会議の開催
状況（5）全国人民代表大会の開催状況（6）国家指導者及び対外経済関係部門指
導者の略歴（7）地方指導者の略歴（8）主要経済関連政府機関組織人事 3.2005
年の経済 2005 年の国民経済・社会発展に関する統計公報 4.2006 年の経済（1）
2006 年の計画（2）2006 年上半期の経済統計 5. 第 11 次五カ年計画（1）概要（2）
主要指標 6. 国内経済（1）国内総生産の推移と構成（2）日本、中国、米国の主要
指標比較（3）人口（4）農業（5）工業（6）商業（7）中国の企業（8）エネルギー（9）
運輸・通信（10）固定資産投資（11）労働・賃金（12）物価（13）財政・金融 7. 対
外経済（1）貿易（2）投資（3）国際収支 8. 地域経済の発展（1）主都市データ（2）
各種開発区等位置図（3）各種開放都市等位置図（4）対外開放地区の種類（5）全
国地域区分 9. 法制度中国の主要法令一覧表 10. 日中経済（1）貿易（2）直接投資
（3）対中円借款（4）日中長期貿易取決め（LT）契約状況（5）中国に拠点を持つ
日本の金融機関（6）在留邦人数 （7）日中政府間協定等リスト（8）日中共同声明（9）
日中平和友好条約巻末中国関係大事記、在日本中国経済関係機関連絡先、中国政府
機関・ビジネス関係参考 URL、在中国日本大使館、総領事館連絡先、財団法人日中
経済協会連絡先

戦略と実務の必読書

〔改訂資料の内容〕１. 節約型社会の構築と循環経済の発展２. 中国現地法人の設立
と経営実務（１）外商投資企業の設立投資形態選択の傾向、設立審査のポイントな
ど（２）用地の選定と取得土地管理、土地使用に関する注意点など（３）生産拠点
展開の留意点：PL 法、消費者権益保護と工業製品生産許可証制度製品品質検査活
動の強化、「工業製品生産許可証管理制度」改正など（４）販売：商業領域管理規
則（８号令）による商業企業の設立と展開商業企業の設立、経営範囲拡大による販
売、商業企業設立の注意点など（５）労働契約法（草案）と外資系企業の労務管理
労働契約法（草案）の概要と特徴など（６）中国の外貨管理制度と中国進出企業の
資金調達対外決済の留意点、人民元為替制度、資金調達など３. 中国での企業経営
リスクマネジメント（１）企業防衛の法的手段治安管理処罰法の施行、治安管理に
関連する企業内のリスクと危機管理対策（２）外商投資企業経営と環境保護中国の
環境法体系と 11・５期環境立法構想、リスク管理とＣＳＲなど【付録】『2006 中
国投資ハンドブック』正誤表

●ご購入は

政府刊行物東京サービスステーション

東京官書普及株式会社 通信販売課

〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
Tel.03-3292-3701 Fax.03-3292-1670
下記ホームページからもお申し込みになれます。
URL http://www.tokyo-kansho.co.jp
※賛助会員は総務部までご連絡ください。Tel.03-5511-2511

創価大学

億 9700

みられるとおり、 年の 6060 万

型回転窯）によるもので、第１表に

ドしたのは NSP キルン（余熱加焼

この間のセメント生産の拡大をリー

産量の半分を超えたと見られる 注１。

4000 万トンに倍増し、世界の生

12

トンから 年には６億 2400 万ト

00

浜 勝彦

中国のセメント産業は 2000 年代に入って急速にその生産を伸ばし、現
在その生産は世界生産の半分を超えたと見られる。今世紀に入り、中国
では日本の年間総生産量を超える 1 億トンを毎年増産してきたが、この
過程にはいくつかの解明すべき問題点が含まれている。本稿では、主に
生産の面から中国セメント産業の急伸が抱える諸問題を概観してみたい。

文学部教授

中国の新鋭セメント生産
ラインの生産能力と資金
問題

中国ではセメント産業においても

1980 年 以 来の改 革 開 放で外 国

投資と技術移転が行われてきた。そ

年には

の結果、生産量の伸び率は波型の発

展を示 し、

06 5

万トンに達し、さらに 年には 億

00

るシェアも ％を上回った。

拡大のほとんどを担い、生産におけ

ンへと生産量を伸ばし、全国生産の

06

年代後半には、中国経済は一般

50

製 品の供 給 過 剰 段 階に入り、 折か

90

今世紀中国セメント産業の
急伸と構造調整の課題
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第1表

最近 6 年間のセメント生産量と NSP によるセメント生産量
セメント生産量
万ｔ

NSP セメント生産量

伸び率（％）

万ｔ

伸び率（％）

比重 (％ )

2000

59,700

4.19

6,060

8.60

10.15

2001

66,400

11.22

8,220

35.64

12.38

2002

72,500

9.19

12,270

49.27

16.92

2003

86,200

18.90

18,840

53.55

21.86

2004

97,000

12.53

31,480

67.09

32.45

2005

106,400

9.69

47,371

50.48

44.52

2006

124,000

16.54

62,400

31.73

50.32

（出所）『中国水泥』2006 年 3 月号に 2006 年を追加

中国のセメント生産は 06 年に 12 億 4,000 万トンに達し、最近 6 年間で 6 億 4,300 万トン
の増産。この間の生産拡大は NSP キルンによるもので、増産部分のほとんどを占めた。生産
のシェアは 00 年 10.15％から 06 年 50.32％へと拡大。

第2表

最近 6 年間の全国セメント投資実行額
投資額 ( 億元 )

増加速度 (% )

2001

113.97

39.53

2002

159.58

40.02

2003

321.07

101.20

2004

434.55

35.35

2005

412.51

-5.07

2006

338.00

-4.10

（出所）『水泥新技術』2006 年 4 月号に 2006 年を追加

セメント産業における実行ベースでの固定資産投資は
年平均 40％ほどの伸び。03 年は 321 億元で 101.2％
と倍増。04 年と 05 年は 400 億元程度で推移。

06 年８月に正式稼動した設計能力日産
5,000 トンの NSP キルン（洛陽黄河同力
水泥、河南省）

中国セメント産業の
動向と日中協力

02

らのアジア金融危機の影響もあって

5

投 資が落 ち込み、 セメント 生 産 も

01

停滞を余儀なくされた。これに対し

て、 年からの 年間は、 年に胡

4

錦濤総書記、温家宝総理の新体制が

00

発足して、2020 年に一人当たり

GDP を 年比 倍増とする計画を

打ち出したことで、地方の新指導部

が意欲的発展を図り、 国産 NSP

キルンが実用段階に入ったことに加

え、有力企業の生産集中度が拡大し

たことなどにより、セメント産業の

急進展の時代となった。

このような背景から、自力で日産

万 トンの NSP キルンを設 計 建

設 する実 力 をつけた 中 国は年 間 約

3000 万トンのセメント輸出を行

い、また、セメント生産設備の輸出

3

も本格化させており、すでに世界のセ

メント生産設備輸出の 割を占める

に至った。同時に、 年から世界のセ

メント巨大資本が中国のセメント企業

への投資と合併・買収を活発化させ

ており、中国セメント産業は世界全

体の半分の生産量を基礎に、世界の

セメント産業国際化の流れを捉えて
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世界市場に乗り出そうとしている。

しかしながら、セメントは最も基

本的な建設素材であり、その生産は

国内固定資産投資の伸びと強い関連

表のとおりだ

がある。セメント産業における実行

固 定 資 産 投 資は第
2

05

1
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第3表

2005 年現在のＮＳＰクリンカー生産ライン
生産ライン
（本）

規模 (t/d)
700-900

クリンカ−能力
( 万 t/a)

クリンカ−総量に
占める比率（％）

6.60

2,300-2,800

165

12,775

29.57

3,000-3,500

16

1,528

3.54

4,000-4,500

15

1,882

4.36

5,000-8,000

85

13,522

31.30

4

1,240

2.87

615

43,197

10,000
合計

100.00

7

18
2

出所 :『中国水泥』2006 年 3 月号

7

04

。同じく、

注２

5 62

6

なっていることがわかる

63

68

3

04

年の経済類型による資産負債比率

5

44

を見ると、全国総計で ％に達して

1

58

9

おり、国有経済で ・ ％、私営経

51

済で ・ ％、会社制企業で ％程

も過去の借入金の負担が大きいこと

がわかる 注３。

NSP 生 産 ライ ン

03

を自前で製造できる段

02

階に入った中国セメン

ト産業は、 年と 年

に NSP 生 産 ライン

の竣工規模を前年比倍

増させた。ところがこ

の段階で全国的に経済

03

が過熱の様相を見せた

ことから、 年後半か

ら中央政府はマクロコ

ントロール政策を展開

し始めた。 年春には

江蘇鉄本鋼鉄有限公

司の鉄鋼コンビナート

建 設 手 続 き違 反 事 件

が明るみに出て、地方

と業界の暴走にブレー

04

マ クロ コ ン ト
ロール政策への
対応

05 年末現在で 4 億 3,197 万トンの生産能力を持つ 615 本の NSP 生産ラインについて、そ
の規模 別構成は日産 2,000 トン未満の生 産ラインは 284 本、クリンカー生 産能力全 体の
21.76％、日産 2,000 ～ 4,500 トンは 242 本、生産能力全体の 44.07％、5,000 トン以上
は 89 本、生産能力全体の 34.17％を占めた。06 年には生産ライン 89 本、生産能力 8,383
万トンを新たに追加。

69 04

10

24

が、投資主体別に計画投資額の比率

2,852

5

を見ると、 年では国有企業が ・

46

3

％、有限責任会社が ・ ％、株

2,000

4

％、 私 営 経 済 が ・

2.91

式 制 会 社が

1,256

％、外資系企業が ％程度を占め

26

度、外資系企業が ・ ％であった。

1,500-1,800

た。資金調達方法では、 年の投資

6.54

現在は自己資金が主流であるにして

2,824

資金の源泉は自己資金が ・ ％、

75

％、 外資利用

1,100-1,400

国 内 貸 付 金が ・

2.12
10.19

・ ％となっており、主に会社制

916
4,402

企 業による自 己 資 金 投 資が主 流と

41
142

1,000

郊外に次々と建設され
る住宅群。衰えを知ら
ない固定資産投資によ
りセメント需要の伸び
は暫く続きそうだ。
（湖南省長沙市）
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キをかける政策が本格化した。セメ

化しつつあり、中国でも集塵設備や

ロ排出、原料の多様化を目指して進

8月

ント産業も、鉄鋼、電解アルミと共

7 月 国務院「投資体制改革に関する決定」施行

廃熱発電設備のキルン設計段階から

3 月 「バラ積みセメント管理弁法」公布・施行

にこのマクロコントロール政策の主な

1 月 国家環境総局「103 号文書貫徹執行に関する緊急通知」提出

の一体化、工業廃棄物の原料化、都

2004 年

対象として取り上げられてしまった。

国務院「鉄鋼、電解アルミ、セメント業の盲目投資を制止する事に関する若干の
意見通知」
（103 号文書）発布

市ごみ処理施設としての位置付け等

12 月

NSP 生産ラインで今後の中国セメ

6 部委「セメント業の盲目投資を防ぎ構造調整を早めることに関する若干の意見」
提出

の動きが進んでいる一方、同時に非

11 月

ント産業の中核を形成しつつあるこの

2003 年

効率な旧式キルンをどのように淘汰

12 月 経済貿易委員会「セメント産業整頓・発展規画」論証会開催

機会を守り抜くために、国家発展改

2002 年

革委員会の専門家や中国セメント協

会、セメント産業界は、廃棄物処理

や排熱利用など循環型経済の構築に

つながるという点で鉄鋼や電解アルミ

産業とは違うということを明確にし、

積極的にセメント産業の調査研究報

告、構造調整に関する意見提出、マ

クロコントロール措置に関する提案な

どを行い、発展改革委員会上層部の

賛同を得ることが出来た。国の産業

政策の支持の下に、セメント産業の

発展と構造調整は快速に走り始めて、

新型キルンの導入と非効率なキルンの

淘汰がある程度進み、大きく注目さ

れる成果を勝ち取ったとされる 注４。

新エネルギー、
環境新戦略への取組み

セメント生産工場では、大量の石

灰石と粘土、石炭等の原料・燃料が

消費され、また生産過程では大量の

二酸化炭素と粉塵、余熱を放出する

ため様々な問題が生じる。セメント

生産キルンに関しては、近年ではゼ

第 4 表 中国セメント産業におけるマクロコントロールと構造調整政策の展開

発展改革委員会「鉄鋼、電解アルミ、セメント業プロジェクト整理に関する関連
意見の通知」提出

11 月 発展改革委員会「省エネ中長期専門規画」公布
12 月 「セメント産業大気汚染物質排出基準」公布
2005 年

5 月 「国家エネルギー指導グループ」発足
8月

国務院「節約型社会建設を立派に行う近期重点工作に関する通知」提出
国務院「循環経済の発展を速める若干の意見に関する通知」提出

12 月 国務院「産業構造調整促進暫定規定」、
「産業構造調整指導目録」公布
2006 年

3 月 国務院「生産能力過剰業種の構造調整を早める事に関する通知」提出
4 月 8 部委行局の「セメント産業の構造調整加速に関する若干の意見」提出
4 月 「1000 企業省エネ行動実施方案」発表
6月

発展改革委員会「高エネルギー消費業種の盲目的拡張を防止することに関する通
知」提出

6月

発展改革委員会「固定資産投資のコントロールを強化して新着工プロジェクトを
厳しく制限することに関する意見」提出

10 月 発展改革委員会「セメント産業の発展専門規画」通知
10 月 発展改革委員会「セメント産業の発展政策」通知
2007 年

1月

発展改革委員会、国土資源部、人民銀行の「セメント産業構造調整国家重点支
持大型企業（集団）リスト公布に関する通知」提出

2月

発展改革委員会弁公庁「立ち遅れたセメント生産能力淘汰関連活動を立派に行う
ことに関する通知」提出
（出所）各種報道から筆者作成
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06 年からセメント産業に関す
る具体的政策が発表され始め
た。それ以前は産業およびエ
ネルギー全体に関する政策が
主であった。
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合わせたセメント産業政策を集大成

させた。

省エネ・環境に合わせたセメント

産業政策に関しては、第４表のよう

に、 ～ 年に具体的な展開が見ら

れる。

セメント産業政策の市場
的対応から行政的対応へ
の転換

年 月 日付で、国家発展改革

委員会、国土資源部、中国人民銀行

連名の「セメント産業構造調整で国

家が重点的に支持する大型企業（集

団）リスト公布に関する通知」が提

ストが公開された。

また、 年 月 日には、国家発

展改革委員会弁公庁から、「立ち遅

れたセメント生産設備の淘汰に係る

億 5000 万 トンの小 規

注５

。この「通知」によれば、

活動を行うことに関する通知」が出

された

年で

模セメント企業（年産 万トン以下、

が標準に達しない企業）の生産能力

を淘汰するとして、各省・市の具体

的淘汰数値を下逹した。また、国家

発展改革委員会工業司の劉明副処長

の説明によれば、国家発展改革委員

8
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させるかが大きな課題となっている。
こうしたなか、 年には「産業構
造調整促進暫定規定」が公布され、
「産 業 構 造 調 整 指 導 目 録」 が定 め
られるとともに、 月に初めて閣僚
級の「国家エネルギー指導グループ」
が発足し、節約型社会の構築と循環
経済の発展を柱とする新たなエネル
ギー戦略の枠組みが示された。 年
月の全国人民代表大会で 年から

の「経済社会発展 次五カ年計画」
が採択され、新五カ年計画開始と地
月にはマクロコ

方リーダーの改選があって経済に過
熱現象が再発し、
ントロール強化措置がとられた。そ
の年の中心的な課題は、新たなエネ

出され、全国的大型企業 社および

地域的大型企業 社、合計 社のリ

12

60

ルギー政策目標として 2010 年
までに GDP 単 位 当 たりのエネル
ギー消費を ％前後引き下げるとい
う具体的数値が掲げられたのに合わ
せて、業種ごとに省エネ目標を具体
化することに置かれた。
また、「1000 企業省エネ行動
実施方案」が提出され、エネルギー

18

および環境保護対策とセメント品質

20

多消費企業 1008 社について、そ
れぞれ省エネの具体化が求められた。
建材企業では 社が指名され、その
ほとんどがセメント関連産業であっ
た。 月には国家発展改革委員会が
項規劃 ）
」と「セメント産業の発展
政策」を通知して、省エネ・環境に

48

2

06

06

31

07

06

05

06

05

5

11

6

12

2

20

97

「セメント産業の発展特別計画（専

10

4

3

淘汰の対象になってい
る湿式キルン（陝西秦
嶺水泥集団、陝西省）
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メント生産能力淘汰工作会議」を開

適切な時期に北京で「立ち遅れたセ

会と各省・市が責任書に署名して、

場の集中度を高め、市場コントロー

編を重点的に支持しており、区域市

第二に、国が大企業集団の発展と再

国のセメント需要が高いことである。

は省エネ・環境対策推進のために市

ついては順調に進まなかった。政府

されたが、小企業の淘汰と省エネに

商業銀行のセメント業種への融資が

ントロールの重点業種であることで、

にセメント産業は依然としてマクロコ

次に、不利な要因であるが、第一

2006

2005

くとしている。
である。第三に、内外企業所得税が

ル能力を高める事は業界全体に有利

トロール政策に対して、NSP によ
統一されて ％から ％へと引き下

年の時点では、政府のマクロコン

る生産が支配的になれば市場法則に

場法則重視から行政手段重視へと政

厳しく、資金調達が企業の難題となっ

げられることは、国内企業にとって

策を転換せざるを得なかったものと

ている。 第 二に石炭、 電力、 石油、

より小規模企業は淘汰される（
「上

見られる。しかも現実には地方政府

輸送価格の引き上げが既定の事実で

140

2004

2003

2002

1999

好ましい効果をもたらす。

の補助金負担が可能かどうか、すな

あることだ。 年には資源環境価格

46.48

60

大圧小、先立後破」）の考えが主張

わち財政力の問題が大きく問われる

改 革が新たに始 まり、「石 炭 新 政」
が実施される。石炭に係るコストの
制度改革が行われ、石炭の資源コス
ト、環境コスト、安全コスト、生産

るという。この石炭価格の上昇は下
とになる。エネルギー費用はすでに

30.37

40

2001

1998

2000

-4.06

-20

ものと思われる。

年のセメント産業を取
り巻く情勢

存のコストに算入される。山西省の

転換コスト等の「外部コスト」は既
第１図のセメント産業利潤総額を

試算によると、これだけで１トン当
たりの石炭コストが ～ 元増加す

年には減少があったもの

年には 150 億 元という 最

みると、
の、

高水準に達した。 年の動向はどう
まず、有利な要因としては次の点

セメント生産コストの ％前後を占

流の生産物のコストに反映されるこ
が挙げられる。第一に、かなり高い

めるに至り、価格の上昇は利潤の少

なるのだろうか．

成長の下で、インフラ建設、新農村

ないセメント企業にとって極めて厳し
注６

建 設、 都市化建 設、 住宅建 設が依

いものとなろう。

20

7.63

-19.51

0

108.84
注４ 牛建国の新春挨拶『中国水泥』07 年 1月号

80.5
80
注６ 曾学敏論文『中国水泥』07 年 2 月号

136.23
注３ 曾学敏論文『中国水泥』05 年 4 月号

150.38
者のコメント

160

注２ 曹会保論文『中国水泥』05 年 3 月号

（億元）

副処長の報告、および中国セメント協会責任

33

07

然として重点政策となっており、中
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80

1998 ～ 2006 年のセメント産業利潤総額
おける劉明中国国家発展改革委員会工業司

25

80

120

100
注５ 『中国水泥』07 年 3 月号、dcement.com

07 年 2 月 27 日

07

70

05

第１図
注１ 数字は 3 月 19 日の日中セメントセミナーに

04

07

06

-40

（出所）
『中国水泥』2004 年 4 月号に 2004 年から 2006 年の数字を追加

登録規模以上のセメント企業の利潤総額は、98 年の 19 億 5,100 万元の赤字から 00 年の
7 億 6,300 万元の黒字に転換し、03 年の利潤総額は前年比 134.17％増となった。05 年
の利潤幅の減少要因は、①セメント価格の低迷、②局部的な生産能力過剰による大企業同士
の価格競争の展開、③産業集中度が低いことによる弱体した価格交渉権と上流企業と安い市
場価格への利益の流出、④新鋭 NSP 設備に対する企業の管理能力不足による優位性の不十
分な展開などがあげられる。

中国セメント産業の
動向と日中協力

喜多見

淳一

経済発展と社会資本整備に欠かせないセメントだが、

その生産には膨大なエネルギーを必要とし、環境へ
の影響も大きい。わが国セメント業界は世界でもトッ
プクラスのエネルギー効率と環境対策を誇っている。
一方、セメント生産が急速に伸びている中国では、エ
ネルギー効率向上と環境対策が喫緊の課題である。
本稿では、わが国セメント産業の国際化に関する基
本的な認識ならびに日本が官民一体で実施している
中国セメント産業に対する協力について紹介する。

港湾、トンネル、橋梁、ダム、高層

源の有効利用、エネルギーの効率的

化による気候変動問題への対応、資

造過程において多くの天然資源、熱

京オリンピックや 2010 年の上海

成長・発展に加え、2008 年の北

ギー原単位、工場の維持管理・環境

術革新・改善を進め、品質、エネル

からなる各工程において恒常的な技

の原料工程、焼成工程、仕上げ工程

に対応しながら、セメント製造過程

においても、「資源節約型社会の構

されている中国の第 次五カ年計画

して位置付けている。 年から実施

対策、環境対策を喫緊の政策課題と

問題にも直面しており、省エネルギー

大幅な増大とそれに伴う深刻な環境

その一方で、エネルギー使用量の

保全などの面で世界トップクラスの
水準を確立してきた。

また、近年、わが国の社会的課題

06

い）社会の構築」を最優先課題とし

築」や「環境友好型（環境にやさし

11

10
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となりつつある廃棄物処理対策の推

進、循環型社会に向けた対応を進め

てきており、これまでの積極的な取

注１

り組みによりめざましい成果を上げ

ている。

（ ）わが国セメント産業の優れた省

建築などの社会資本の整備には欠か

利用に大きく貢献することができる。

分の を占めているが、経済的な

エネルギー、電力エネルギーを消費

万博などの様々な大型プロジェクトの

わが国のセメント産業は、 度の

2

石油危機や円高不況などの環境変化

増加が見込まれている。

し、かつ、大量生産型の装置産業で

1

進行によりさらなるセメント需要の

2
もある。

しかし、同時にセメント産業は、製

せない基礎資材であり、経済の発展

室効果ガス削減に寄与し、地球温暖

地球規模の省エネルギーの推進、温

メントを製造することが可能となり、

よりクリーンで環境負荷の少ないセ

造工程に積極的に普及していけば、

廃棄物利用技術を世界のセメント製

エネルギー技術、環境負荷低減技術、

2

中国のセメント生産量は世界の約

1

に大きな役割を果たすものである。

（ ）セメントは、道路、鉄道、空港、

背景

経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課長

わが国の中国セメント産業に対
する協力の取り組みについて
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て掲げ、2010 年までの今後 年

間にＧＤＰ一人当たりのエネルギー
消費原単位を ％改善し、主要汚染
物質を ％削減することを目標とし

のである。

要になりつつあるとの認識に基づくも

境の変化などから国際的な対応も必

を中心とした市場の将来性や輸出環

に加え、東南アジアおよび東アジア

セメントをめぐる国内の環境の変化

テーマに掲げられた。これは、当時、

メント産業の国際化についても検討の

的な支援などを行っている。

おける活動に関する環境整備や側面

て、中国を含めたアジア諸国などに

わが国のセメント産業の国際化につい

としては上記の指摘を踏まえながら、

変化はあるものの、基本的な方向性

以来、経済産業省は、諸般の情勢

極的に推進することが必要であろう」

同委員会の報告では、わが国セメ

ント産業の国際化の意義と課題につ

いて次の つの点が提起された。

省エネ・環境分野におけ
る中国との協力関係の
進展

持・向上と経営基盤の安定化

③国際的な企業としての競争力の維

われて来た。民間ベースでは、 年

に政府および民間両チャネルから行

関係は、これまで主に技術面を中心

セメント分野における日中の協力

④国内生産設備との関係（生産設備

ローバルな環境対策

②セメント製造技術の普及によるグ

①アジアの成長基盤整備への貢献

5

その他
中国（45.0％）

61.0％

幅な削減を目標に掲げている。

の整備）

術協力を中心に実施され、 年末現

代から直接投資、共同研究および技

在、間接または直接の資本参加を含

め 企業の 工場が中国で稼働して

いる。

最近では、 年 月の安倍晋三首

日本大学理工学部教授（当時）
︺を

題検討委員会」
︹委員長 ： 岸谷孝一

験者を中心に「セメント産業基本問

年 月にセメント産業界、学識経

産業の在り方を取りまとめるため、

経済産業省では、わが国セメント

への移転を意味するものであり、地

優れた環境技術、省エネ技術の海外

と考えられるが、これは、わが国の

ント産業としても国際展開は不可避

等の観点を踏まえると、わが国セメ

らにはアジア地域の経済発展への貢献

企業としての国際競争力の維持、さ

「グローバルな企業戦略の展開 ：

は、セメント分野においても省エネ

強化に合意したところである。今後

結し、 両 国 関 係 部 門との協 力 関 係

ジェクトの実施に関する覚書」を締

ギー・環境ビジネス推進モデルプロ

展改革委員会主任が「日中省エネル

甘利明経済産業大臣／馬凱国家発

対話が一段と加速し、本年 月には

相の訪中を機に日中の政府ベースの

（出所）各国セメント協会、CEMBUREAU ※いずれも生産量はクリンカ輸出を含む

球環境問題への対応の意味からも積

されている。

際面の対応について以下の点が強調

さらに、検討のまとめとして、国

援

⑤セメント産業の国際化のための支

90

インド 韓国
豪州
米国
日本

世界のセメント生産量 (2005 年 )

わが国セメント産業の
国際化に関する基本的
な考え方

06

4

ている。
こうした方針の下に、中国セメン
ト産業においては、「セメント産業の
構造調整の加速に関する若干意見の
通知」
（ 年 月 日）に基づく熱
および電力など総合エネルギー消費
原単位を ％削減、「セメント産業

（出所）『Toward a Sustainable Cement Industry Substudy 8 : CLIMATE CHANGE
(March 2002)』(Battello)

発足させ検討を行った。ここではセ

10

（指数：日本＝ 100）

大気汚染物質排出基準」
（ 年 月

日公布）に基づく粉塵排出量の大

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.6

7

06

50

4
12

第2図

ロシア
中国
中南米
韓国

13

日本

西欧

20

4

4

100

131

150

130

04

12

100

米国

10

06

25

93

152

178

145

177

200

29

クリンカ（セメントの中間製品）生産に必要なエネルギー
消費量国際比較（2000 年）
第１図
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ジア太平洋パートナーシップ（ APP
：
Asia-Pacific Partnership

on Clean Development and

ニーで開催された APP 閣僚会合で

国が有する実用段階の技術を相手国

を中心とする開発途上国向けにわが

この事業は、主にアジア・太平洋

ス」が設置されている。セメントタ

の中の一つして「セメントタスクフォー

セクターが取り上げられており、そ

協力対象分野には、 つの個別産業

12
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ルギーおよび環境技術に特化した協
力がより一層進捗することが見込ま
れる。
その際、わが国のセメント産業を

）を通じた協力
Climate
APP は、 年 月に豪州・シド

高い知的財産権の保護に関しては、
正式に設立された地域協力のパート

はじめとしてわが国産業界の関心が
上記覚書や既存の枠組みの中で適時
インド、韓国、米国の カ国が参加
している。APP は、アジア太平洋
地域において増大するエネルギー需
要や気候変動問題へ対処することを
目的としており、クリーンで効率的

と共同で導入し、その技術の普及を

スクフォースは、わが国（筆者）が

な技術の開発・普及・移転のための

図るものであり、中国のセメント産

議長を務め、各国の政府、セメント
企業、セメント関係団体などの官民
メンバーから構成されている。これま

れており、「セメントアクションプラ

ン」の着実な実施を通じ、クリーン

エネルギー技術の情報共有や普及を
会合（ 年

エネルギーに取り組んでいくことと

意欲的に進め、ＣＯ ２削減および省

中心に実施されている。この成果と

メントアクションプラン」の合意や最

している。

月）が開催され、「セ
して中国国内でも当該技術の有効性

善技術の特定に関して活発な議論を

）日中省エネルギー・環境総合

このフォーラムは、日中双方が両

フォーラムを通じた貢献

（

が認知され、わが国との合弁企業な

今後は、第 回豪州・メルボルン

注３

行っている。

年 月）
、第 回インド・ニューデリー

月）
、第 回中国・西安会合（同

06

どを介して日本国内を凌ぐ規模での

ル事業」が、設備設置面での協力を

事業」、「セメント排熱有効利用モデ

具体的には、セメント排熱を利用

注２

8

会合（ 年 月開催予定）が予定さ

4

9

普及が実現している。
（ ）クリーン開発と気候に関するア

07

3

4

3

2

1

07

9

4

で第 回米国・シアトル会合（ 年

95

した「セメント排熱発電設備モデル

る。

業に対しては 年から実施されてい

業技術総合開発機構）を通じたエネ

）ＮＥＤＯ（新エネルギー・産

6

地域協力を推進している。APP の

（

セメント分野における
これまでの中国への協力

ナーシップであり、日本、豪州、中国、

1

意見交換が行われていくこととなる。

06

ルギー有効利用技術の普及事業

1
2

06 年 9 月に開催された APP 第２回中国・西安会議
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日本セメント産業の省エネ・環境保全技術紹介セミナー（河南省鄭州市、06 年 12 月）

提供するものである。 年 月に東

どについて幅広い交流と協力の場を

に関する制度、政策、経験、技術な

国の企業に対して省エネ・環境分野

取り組み、中国側から余熱再燃焼発

副産物の活用、ＣＯ ２削減に関する

側からセメント産業における廃棄物、

中双方の取り組みが紹介され、日本

いて、省エネ・環境対策にかかる日

を通じて日中両国のセメント産業の

行い、意見交換およびビジネス交流

が国企業の専門家から技術の紹介を

技術、廃棄物利用技術について、わ

い省エネルギー技術、環境負荷低減

京で開催された第 回フォーラムで

開催予定の第 回フォーラムに向け
て、日本側の推進母体として設置さ

わが国の中国セメント産業に対す

おわりに

を実施した。

設備設置状況に関するサンプル調査

国の 100 工場について生産、販売、

交流が深められた。また、併せて中

は、基調講演と つのテーマ別・業
種別分科会が設けられた。セメント
産業に関しては、第 分科会（ガラ

今後は、 年 月に中国・北京で

電技術の説明が行われた。

5

ス、セメント、新型建築材料）にお

れた「日中省エネルギー・
環境ビジネス推進協議会」
において準備が進められる
ことになる。

ト産業に対して①現状調査、

この事業は、中国セメン

する基盤整備調査普及事業

が国のセメント産業の持つ省エネル

側の意向を十分確認し、さらにはわ

ギー施策を十分考慮し、かつ、中国

業の各種の構造調整および省エネル

る協力については、中国セメント産

②政府の取り組み状況、③

ギー技術、環境負荷低減技術、廃棄

（ ）中国セメント産業に関

今後の課題分析、④有効な

物利用技術の効果的な周知、普及を

どへのビジネスチャンスの創出を最大

実現しつつ、わが国セメント産業な

技術の成果・普及などを中
心に政府委託事業として
年度以降実施している。

ギー・環境保全技術の紹介

本セメント産業の省エネル

国国内数カ所における「日

メント工場の現地調査、中

協会の協力の下、複数のセ

委員会および中国セメント

温暖化問題への貢献と共にわが国セ

のである。今後とも気候変動、地球

プレゼンスを高めることを促進するも

の技術的優位性を背景にした国際的

強化、ひいてはわが国セメント産業

産業の技術開発による国際競争力の

これらの協力は、わが国セメント

限に図っていきたい。

セミナー」を実施した。当

メント産業の発展のために積極的に

年度は、中国国家発展改革

該セミナーでは、中国セメ

支援を行う。
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06 06
ント産業において関心の高

注１ 社団法人セメント協会ホームページ：
http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/.html
注２NEDH ホームページ：
http://www.nedo.go.jp/introducing/index.html
注３ APP 日本語サイト：
http://www.asiapacificpartnership.jp/
APP 米国事務局ウェブサイト：
http://www.asiapacificpartnership.org/CementTF.htm
「環境管理」2007 年 3 月号ほか

9

2

06

4

07

4

1

6
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中国セメント産業の
動向と日中協力

こんなに違う！ 日中のセメント産業をめぐる社会環境

日中セメント協力への大前提

経済産業省とセメント業界が協力して進めようとしている中国へ
までの日本の経験をそのまま中国に当てはめることは難しい︒本

の省エネ・環境支援︒そこには社会環境の大きな違いから︑これ
稿では︑セメント産業をめぐる両国の環境の違いを紹介するとと
もに︑その違いを超えて協力の方向性を模索する日中両国の努力
についてレポートする︒

韓国と︑そうした技術を求めてい
る中国︑インドに分けることがで

けだが︑協力をスムーズに行うた

がその協力のターゲットになるわ

きる︒日本の場合︑中国とインド

これまで︑経済産業省がセメン

めには︑そうした国の現状を十分

セメント産業を巡る日中両国
の環境の違い

ト業界と一緒に行ってきた国際協

に把握する必要がある︒
ま ず︑セメント需 要であるが︑

力は︑2006 年１月にオースト
リーン開発と気候に関するアジア

減などの影響を受け︑セメントに

日本では政府による公共事業の削

ラリアのシドニーで開催された﹁ク

年７月設立︶の第１回閣僚会

太平洋パートナーシップ︵APP︶
﹂
議で８つの協力分野が特定された

ないのに対し︑中国では 年の北

対する大きな需要の伸びは見込め

︵

ことが大きな契機となった︒日本
がその１分野であるセメントタス

変わらず伸びていることから︑セメ

海万博を控え︑固定資産投資が相

京オリンピックや 2010 年の上

ントに対する需要はますます増え

降︑より積極的な取組みが始まり︑
具体的な方法についての模索が始

益という面からすると︑中国では

る傾向にある︒このため︑企業収

クフォースの議長に指定されて以

加６カ国から提出される各種提案

まった︒議長を務める日本は︑参

る調整を行っているが︑各国それ

をとりまとめ︑各国の意見に対す

ある一方︑日本では本業であるセメ

セメント生産による収益がすべてで

する責任があり︑そのための施設

は排出者側が無害化処理して処分

ント生産よりも︑廃棄物の処理費

うことで産業廃棄物の処理を依頼

ぞれの利害︑戦略的狙い︑目論見

する社会システムになっているが︑

建設には膨大な投資が伴う︒そこ

用による収益確保の傾向が強いよ

中国ではセメント企業が原料の一部

うだ︒
両国のセメント産業の企業収益

かがえる︒

るセメント企業に︑有償で引取っ

てもらうというわけだ︒一方︑中国

で︑生産過程で廃棄物処理ができ

げられる︒日本では︑産業廃棄物

反対の現象が生じていることが挙

環境汚染廃
棄物測定

として廃棄物を購入するという正

りまとめには並々ならぬ苦労もう

一般廃棄物
（生活ゴミ）

にこうした違いが生じる要因とし

環境基準

地方政府環境部門、またはその委託業者が
回収。一般には分別されていない
国家基準のほか、地方自治体や地域住民との 基本的には国家基準（GB）を遵守することで
間でより厳しい基準を設定。
問題なし。基準を越えた汚染物質の排出には
行政と企業が一体となった環境対策を実施、 「廃汚費」という罰金を支払えばよい
企業側もそのためにコストを負担
企業と地方自治体環境部門との間をテレメー 定期的に所管の環境局の担当者が訪問して測
ターで結び、自治体側では随時工場からの汚 定
染物質の排出量を観測できる

地方自治体が分別回収

業者が買い取り

業者が有償で回収

産業廃棄物

て︑日本では︑一般的に排出者側

設備に対す
る工夫

APP では︑省エネ・環境の面

企業運営

で比較優位の技術を有し︑提供す

セメント需要

がセメント企業に処理費用を支払

廃棄物調達

中国

日本

る側の日本︑米国︑オーストラリア︑

使用廃棄物

固定資産投資が増加しており、セメント需要
は大きく伸びる見込み
セメント生産・販売による収益が主要、その
ためエネルギーコスト削減は大きな課題
先進的設備を導入することで満足することが
多い。独自の工夫を加えることに対する意識
は高くない
石炭灰、高炉スラグ、廃タイヤ、汚泥、廃白土、 石炭灰、高炉スラグ、ボタ、非鉄金属精練ス
廃プラスチック、廃油、都市ゴミなど（主に原 ラグ（主に原料として利用）
料、燃料として利用）
セメント企業は廃棄物排出者から処理費用を セメント企業は廃棄物を排出者から購入して
受け取って廃棄物をセメント工場で処理する
いる

政府による公共事業の抑制政策などにより、
セメント需要の大きな伸びは見込めず
セメント販売による収益と廃棄物処理費用に
よる収益、廃棄物処理の観点から効率を重視
企業・工場単位で既存設備に対する工夫・改
造を行い、さらなる効率向上を図っている。

項目

08

などが複雑に絡み合い︑調整や取

日本と中国のセメント産業を巡る環境の違い
第１表

05

学
髙見澤
財団法人日中経済協会調査部課長
クリンカ原料や混合剤として使用されるボタの焼却灰
（陝西秦嶺水泥集団）
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原料調達コストを削減することが

ぜることで︑石灰石や石炭などの

では原料として安価な廃棄物を混

技術的にはセメントの製造工程は

するだけの工程である︒そのため︑

し︑出来上がったクリンカを粉に

主 成 分とする原 料を高 熱で焼 成
て進められている︒

の導入は国の重要な政策の一つとし

で︑旧式設備の淘汰と新型キルン

導 入したことで満 足してしまい︑

セメント工場では最新式の設備を

対する挑戦がモノをいう︒中国の

要で︑長年の経験と新たなものに

く必要があるだろう︒

拠に具体的なビジネスに入ってい

ルギーによる長期的な経済性を根

活動を地道に続ける一方︑省エネ

すでに成熟したものとされ︑日本

それで十分かといえば︑実はそう

運営上の工夫や管理手法の改善に

セメント生産過程では︑各セメ

では︑新型キルンを導入すれば

できる︒
このため日本では︑コスト削減

ネルギー 効 率の改 善や環 境 対 策

理の手法に対して提案を行い︑エ

の強化を図るという面では︑コン

ント工場の製造プロセスや生産管

受ける︒こうした分野で日本の経

よってエネルギー効率の向上を図

験を中国に伝えることは︑退職し

ろうとする意識が薄いとの印象を

現場での対応が重要になってくる︒

う簡単なものではなく︑各工場や
それぞれの条件やときどきの状態

ではない︒効率向上への道筋はそ

実状だ︒ただ︑セメントの品質に

サルティングやエネルギーサービス

のセメントメーカーでもこの分野で

ついての研究開発は引き続き行わ

た熟練技術者の再雇用への道を開

︵ESCO︶といった事 業 展 開の

の研究開発は行われていないのが

に効率よく廃棄物を処理してセメ

によって運転方法を変えたり︑装

くことにもなり︑新たなビジネス

減という観点からではなく︑いか
ント原燃料としての価値を高める
れており︑特に最近では廃棄物利

置に工夫を加えるなどの努力が必

を目的としたエネルギー効率の低

かという観点で操業が行われるこ
用の際の原料配合比率やエコセメ

可能性が考えられる︒

ントなど新製品に対する研究が盛

また︑セメント生産以外の分野

る︒セメントの排熱発電の導入や

で省エネルギーを図る可能性もあ

企業による売り込みが積極的に行

も急速に導入が進んでいる︒日系

はすでに実証されており︑中国で

インバーター化による省エネ効果

でのビジネスを展開するには︑ま

われており︑かなりの実績をあげ

ているようだ︒

会的︑政治的側面から十分に認識

させる必要がある︒そうした啓蒙

ず各層にその重要性を経済的︑社

中国において省エネ・環境分野

省エネ・環境ビジネスの
方向性

ないだろうか︒

としての可能性が見出せるのでは

図られているとはいい難い︒この点︑

とから︑最大限の省エネルギーが

従って︑中国のセメント産業のエ

んに進められている︒

めの最大限の省エネルギーを求め
ネルギー効率を改善するには︑効

セメント生産のコストを下げるた
ようとする中国側の姿勢の方が正
率が悪いとされる竪窯キルンや湿
回転窯である︑NSP キルンを導

式キルンを淘汰し︑最新鋭の乾式

統である︒

中国セメント企業が抱える問
題と日本企業の強み

である︒当然︑こうしたことは中

入するだけで問題は解決するはず

セメントの製造過程はそれほど

国政府も十分認識しているところ
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複雑なものではなく︑要は石灰を

セメント排熱発電コントロールシステム
（上海金山水泥廠）
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省エネと環境保全に挑む
中国のセメント企業

では低い数値である︒防音壁に

合︑原料の混合材としてフライ

アッシュを利用︵混合率 ・ ％︶

し︑廃プラスチックやペーパー

基の

ファンと消音装置で防音対策を

スラグなどの可燃性廃棄物の燃

囲まれた粉砕装置や合計

施しているほか︑水の循環利用

％︶を始めた

組みもなされていた︒またイン

代替燃料化の研究も進めている

ほか︑生活ごみの焼却灰の混合︑

焼︵ 燃料代替率

バ ー タ ー や 節 電 器 の 大 量 導 入︑

％まで高めるなどの取り

国内有数の競争地である︒セメ

率を
政策を背景に︑各メーカーは様々

省で最多の 439 社
︵ 年末︶
と︑

カーが乱立する中国のセメント

そうだ︒ただし日本と決定的に

廃棄物を排出した他産業の製造

シュ︑可燃廃棄物などをすべて

カーでは︑大規模な設備投資に

スを利用した排熱発電設備の導

買い取るという点だ︒日本では︑

よる省エネルギー対策︑環境対

物処理費用を支払うが︑中国では

業者がセメントメーカーに廃棄

入を計画しているという︒
4500 トンの新型乾式キルン

セメントメーカーが原料や燃料

格高騰や利用量が一定でない等

として購入するため︑廃棄物の価

を備え︑粉塵対策では工場内の

乾式キルンを備えた工場では︑

カ所すべての設備にバグ

インバーターや排熱発電の施設

合計

も︑かつては廃タイヤや廃油を利

フィルターを取り付けている︒粉

用していたが他産業との価格競

の問題がある︒上海市内にある

の基準が満たされる点から国産

争で敗れたために使えなくなり︑

年産 100 万トンのメーカーで

の低出力の設備で済ませている

を既に導入したところもある︒し

企業が多く︑今後さらなる効率の

製薬会社からの廃棄物は別の再

また︑中国では廃棄物の回収シ

向上が求められた際には︑既存

ステムが日本のように完全な形で

に入らなくなったという︒

カーもこうした需要が見込まれ

利用方法が確立されると全く手

ることから︑現地法人や合弁企業

は確立されていないため︑例えば

要となるだろう︒日系の設備メー

を設立して盛んにセールスを展

︵日中経済協会事業開発部︶

ごみの分別などの問題もある︒

あるいは金属など不燃ごみと可燃

場合には安定した回収量の確保︑

燃料として一般廃棄物を処理する

前述の広州市のメーカーの場

■前途多難な廃棄物利用

価格競争で苦労している︒

開しているが︑ローカル企業との

設備の改良や新機材の導入が必

かしながら費用が安価で︑最低限

■コストの壁

策を進めている︒同社では日産

を実現し︑今後はキルンの窯首

異なるのは︑スラグやフライアッ

月実績

の冷却機と窯尻の予熱器の排ガ

原料製造工程に細分破砕工程を

いようだ︒

■進む設備の更新
︱︱広州企業の事例

〜

に入る広州市のセメントメー

加えるなど大幅な省エネルギー

熱発電を設置した生産ラインへ

を訪れてみると課題も少なくな

カー 165 万トンで省内トップ

方針を打ち出している︒同時に

ことや将来的に竪窯を全廃する

2000 社程度まで再編成する

ント年産 220 万トン︑クリン

ギー対策を掲げている︒これらの

12
8

極的に取り組んでいるが︑現場

4

な設備の改良や技術の導入に積

国内におよそ 5000 のメー

24

産業︒中国政府は 2010 年に

95

／㎥以 下 と 中 国

塵濃度は

78

クリンカー熱消費の低減や︑排

年

広東省は沿海部の巨大な需要
位︵

の更新︑セメント生産の単位当
国内第

11

を背景に︑セメント生産量では

％減を目

1

たりのエネルギー消費量を削減
︵2010年まで に
06

5

は 3500 社︑2020 年には

05

広州のセメント工場：可燃性廃棄物利用（上）
NSP キルン（下）

5

7800 万トン︶
︑企業数では全

30
mg

25

標︶させることなどの省エネル

中国セメント産業の
動向と日中協力
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長い冬が終わり、草花が芽吹く春に、
遼寧省の北鎮幽州医巫閭山にある青岩
寺を訪ねた。瀋陽から京瀋高速で１時
間、瀋陽細河開発区を経て北鎮市へ行
き、そこから 5 キロのところに青岩寺が
ある。
医巫閭山は中国の「五大鎮山」の北
鎮山（東鎮山は山東省の青州沂山、西
鎮山は陜西省の雍州呉山、中鎮山は山
西省の冀州霍山、南鎮山は浙江省の揚
州会稽山）であり、
また東北三大名山
（千
山、長白山）の一つでもある。明代に
は女真族やモンゴル族の侵入を防ぐ防
衛拠点となり、北の鎮めである医巫閭山
が重視され、また、清代の康熙帝をは
じめ、北京から清朝発祥の地、瀋陽に
ある祖先の墓に参拝した際に、医巫閭
山に何度も滞在したという。現在では、
北鎮廟、鐘鼓楼、石碑等が残っている。
青岩寺は医巫閭山の南側の眺めのよ
い場所にあり、東北では有数の仏教地
とされている。下院、中院、上院、文
殊院に分かれ、全 1,088 段の石の階段
がある。門を入ると、いろいろな木がす
ぐに目に入るが、その中に「松人恋」と
呼ばれる松が特に目を引く。その昔、山
の麓に働き者の松という若者と、青とい
う美しい娘が住んでいた。二人は幼なじ
みであった。青岩寺に、将来必ず幸せ
な家庭を築こうと誓っていたが、あると
き地元の意地悪な一人の金持ちが青の
両親を脅し、無理やり青を妾にしようと
した。青は泣いて家を飛び出し、松の
もとに向かい、二人は抱き合って山の上
から身を投げた。ところが、不思議なこ
とに二人の身体は中に浮いたままで、目
の前には一人の白髪の老婆がいた。老
婆は水の入った木製のお守りを二人に渡
し、
「心に仏様がいることを信じていれ
ば、どんな災いでも転じて福となるよ、
早くお帰り」と言った。二人は驚いたが、
その言葉を信じて家に戻ると、その金持

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.6

ちは崖から落ちて死んだと
いう。その日、二人は下院
への道端に松の木を植え
た。それがこの
「松人恋」
で、
今では平等、友好、善良
のシンボルとなっている。
下院の門には「未開静
域」と書かれた文字が見
える。 そこを入ると大 雄
宝殿、天主殿などがある。
下院を出てさらに登ると
老母（観音菩薩）の化身
がいるとされる中院に至
る。中院には「線香殿」があり、主に身
体が不自由な人に用意された御殿であ
る。上院まで行けない人がそこで線香
をあげると、その煙が垂直に立ち上り、
上院にいる老母を拝んだことになるとい
う。中院を出て、石の階段を登ると、そ
こが上院である。上院は山の崖を利用し
て築かれ、
「青岩古刹」の文字が書かれ
ている。回りには松の木が茂り、壮観
である。自然にできた石の階段をさらに
登ると、石の洞窟が現れる。洞窟の深
さは 5.5 メートル、高さおよび幅はそれ
ぞれ 4 メートル、入り口は直径が２メー
トルある。洞内には蓮の台座の上にみ
かげ石の観音像があり、その回りには
十八羅漢像が並んでる。この観音像が
俗に
「歪脖老母」と呼ばれる本尊である。
この特別な形は世界で唯一のものとして
知られている。
北鎮市管理委員会書記の劉氏は次の
言い伝えがあることを教えてくれた。
観音像が出来上がり、僧侶たちは吉
日を選んで、麓の人々にそれを山に運ば
せた。その像を洞内に入れようとした時、
像の頭が高過ぎて入れることができな
い。その時、ある一人が「仏様の頭がも
う少し横になったら入るのになあ」と言っ
たとたん、不思議にも像の頭は横に傾き、
蓮の台座の上に運ばれていった。人々は
驚き、像の頭がまっすぐになったかどう
かも確認せず、慌てて逃げ出してしまっ
た。今でも頭は横になったままだ。
また、
60 年代、
文化大革命の時のこと、
青岩寺の西の麓に住んでいた 4 人の悪
者が観音像を勝手に持ち出したことが

あった。老母の祟りかどうかは分らない
が、その 4 人はみな短命であったという。
観音像に線香をあげた後、洞内で跪
き、僧侶の合図に合わせて３回拝礼し、
願い事を黙読する。拝礼後は、青岩寺
の最高峰である文殊院に行く。文殊院
には知恵の神である文殊菩薩が祀られ
ており、合格祈願の聖地となっている。
このお寺では、年中行事が対外的な
宣伝のチラシやパンフレットにも記載さ
れている。例えば、合格祈願、商売繁
盛、健康祈願等があり、どの行事の時
にもたくさんの人が集まり、観音像まで
は通常の２倍以上も時間がかかってしま
うそうだ。
「歪脖老母」への参拝の心構えは以
下の通り。①事前に願い事を決めておく
こと、②願い事は 3 つ以内とすること、
③参拝当日の衣服は内・外ともに清潔に
し、女性の場合スカートは不可、④願
い事は心の中で黙読し、口に出したらご
利益なし、⑤願い事が叶ったら必ずお礼
のために参拝すること、⑥心を込めて精
進すること。
この日、参拝者の中に、座布団を手
に 3 歩に１回頭を地に擦り付けて移動す
る人をよく見かけた。その時、人々のな
かに仏の存在を実感し、すがすがしい
春の風が吹く大自然のたくましさに触れ
る中で、社会の平和、人々の幸福、時
代の進歩が何よりも大切なことだと感じ
た。老母に祈願して、企業の販売実績
が倍増したり、新商品開発の願望がか
なったりした個人経営者や企業責任者も
たくさんいるそうだ。これから東北地方
に投資をしようとする人は、まず老母に
お願いしてそのご利益の程を試してはい
かが？お帰りの際は地元の水で作ったワ
イン、特産の漬物、豚足、焼き鳥もお
土産にどうぞ！

青岩寺の「歪脖老母」
瀋陽事務所

趙炎
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温家宝首相に同行して来日した国家発展改
革委員会の馬凱主任。その目的は日中経済
閣僚会議およびエネルギー閣僚対話への参
加と日中エネルギー協力セミナーの開催であ
る。これまでにない大規模な大手中国企業
経営者の来日とセミナーへの参加。その中
国側の意気込みとそれに応える日本側との
議論をレポートする。
歓迎レセプションで乾杯する甘利大臣と馬主任

新たなビジネスを求めて！

中国巨大企業トップが勢ぞろいした
日中エネルギー協力セミナー
温家宝首相、馬凱主任
の来日

13

日中国交回復 周年記念にふさわしく

日中友好の気運を高めた。短い時間で

はあったが、温首相は精力的に活動し、

安倍晋三首相や御手洗冨士夫日本経団

連会長、張富士夫日中経済協会会長な

ど各界の要人と懇談したほか、一般国

温首相の来日に際し、国家発展改革

50

民と交流を深め、帰国の途に着いた。

委員会の馬凱主任が大手中国企業

社余りの経営者を率いて同行したこと

は、日本経済界にとって重要な意味が

開催されたアジア太平洋経済協力会議

あった。昨年 月にベトナムのハノイで

（APEC）では、安倍首相と胡錦濤

11

４月 ～ 日、中国首相としては６

年半ぶりとなる温家宝首相が来日し、

セミナーで挨拶する甘利経済産業相

11

第１表：締結された民間の６つの合意文書

35

合意文書
（主な内容）

日本側

調印者

中国側

長期的協力に関する覚書
（新エネルギーおよび海外石油開
発協力）

新日本石油

中国石油天然
ガス集団

交流と協力の枠組みに関する協
議書
（再生可能エネルギー開発協力）

電源開発

中国電力投資
集団

再生可能エネルギーの共同開発
に関する包括協議書（再生可能エ
ネルギーの共同開発）

九州電力
住友商事

中国大唐集団

中国の石炭火力発電所へのリノベ
ーション促進事業に関する覚書
（石炭火力の効率化・環境対策）

国際協力銀
石炭エネルギー
センター

中国電力企業
聯合

省エネルギー政策共同研究に関
する覚書
（省エネルギー政策）

日本エネルギー
経済研究所

中国発改委能
源研究所

液化天然ガス（LNG）スポット取
引に関する売買基本契約
（LNG スポット取引）

英国三井物産

中国海洋石油

注１ ４月 12 日に開催された第１回日中経済閣僚会議では安倍首相と温首相が出席し、共
同議長として日本側は麻生太郎外相、中国側は曾培炎副首相を指名、今回曾副首相は参加
しなかったが、次回以降参加する予定。日本側メンバーは麻生外相のほか、尾身幸次財務相、
甘利明経済産業相、大田弘子経済財政担当相で、中国側は曾副首相のほか、李肇星外相（４
月 27 日付で李肇星外相は退任、後任は外交部次官の楊潔篪氏が昇格）、馬凱国家発展改
革委員会主任、薄煕来商務相として、議題に応じて他の閣僚も参加する。
JC ECONOMIC JOURNAL 2007.6
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開幕式では、まず甘利大臣、馬主任

司（SINOPEC）
、 中国海洋石油

司（CNPC）
、中国石油化工集団公

回の場合、 中国石油天然 ガス集 団公

にないレベルの訪日団を派遣することで

側の期待の高さを示す上でも、これまで

今回の温首相の訪日をきっかけに、中国

見えてこないのが現実だ。こうした中、

中々具体的な大型プロジェクトの進展が

レベルで、日中間の省エネルギー・環

の挨拶に続いて、６つの合意文書（第

総公司（CNOOC）の３大石油企業、

日本国政府や日本企業の動きを促そう

業 経 営 者 らが来日したこと自 体は決

１表）が締結された。挨拶の中で甘利

神華集団有限公司や中国中煤能源集団

とした狙いがあるものと思われる。また

側約 150 名、計約 650 名が参加

を創設し、これと
大臣は、閣僚対話の場においても民間

公司といった中国最大の石炭企業、さら

国家主席との間で首脳会談が行われ、

中経済閣僚会議

るために、複数の経済閣僚から成る日

の協力が円滑に進むよう具体的な議論

には中国華能集団公司や中国電力工程

境協力の提案がなされている。しかし、

は別に省エネルギー・環境政策を話し

を行うとともに、今回のセミナーが実

同時に、中国企業へ独自に日本企業と

して珍しいことではない。しかし、今

合うエネルギー閣僚対話を行うことが

り大きいものとなるよう期待している

顧問集団公司などの巨大電力関連企業

こうした分野での協力・ビジネスを進

した。

合意された。今回の馬凱主任の来日の

と述べた。また、馬主任は、エネルギー

の経営トップが参加しており、これほど

めてもよいという中国政府のお墨付き

幅広い経済分野での相互協力を推進す

目的は、そうした首脳レベルでの合意

消費大国である日中両国が国際エネル

の陣容で臨んだことはこれまでにない。

を与えるきっかけになったともいえるだ

注１

を受け、初めて開催される経済閣僚会

ギー市場の安定と相互利益、世界のエ

昨年来、政府レベル、あるいは民間

して、 各 中 国 企 業は精

ろう。今回の訪日を利用

ネルギー安全保障のために協力するこ
続いて行われた分科会は、電力、石

力 的に関 係 機 関、 企 業

との必要性を強調した。
油・天然ガス、石炭、新エネルギー・

を訪 問し、 交 流を深 め

今回のセミナーでは、

再生可能エネルギーの４分野に別れ、

するが、このようにこれだけの経営トッ

日本側としても中国側の

活動を行ったようだ。

議へ参加し、また甘利明経済産業大臣

プが同時に講演する機会は中々ないこ

期待に応え得る陣容で分

直接ビジネスにつながる

とのエネルギー閣僚対話を実施、さら

とから、予想を上回る参加者の申込み

それぞれ関連企業の経営トップらによ

には両国の大手エネルギー企業の経営

ことができた。各工業会

調にプログラムを進める
分科会終了後に行われた昼食歓迎レ

や 業 界 団 体、 な ら びに

科 会に臨み、 比 較 的 順

セプションでは、セミナー出席者間での

そ うした 機 関を通じて

が殺到し、座席の確保に苦労するほど

ミナー」を開催することであった。

情報交換や意見交換など、交流が盛ん

各 企 業からの協 力、 支

企業経営者が同行することは今日では

中国の指導者が海外訪問する場合、

調査部課長 髙見澤学）

（まとめ ：

えた。

日本側の期待の高さが窺

ることができたもので、

援があったことで実現す

に行われた。

の盛況となった。

る講演がなされた。詳細は次項で紹介

セミナーで行われた調印式。

トップによる「日中エネルギー協力セ

日中エネルギー協力セミ
ナー
日 中エネルギー協 力セミナーは４
月 日午前に東京のホテルニューオー

（NEDO）および日中経済協会、中

一般的であり、首相訪日に合わせて企

大手企業経営者来日の
目的と意義

国側は国家発展・改革委員会の主催で

エネルギー・産 業 技 術 総 合 開 発 機 構

開催され、日本側約 500 名、中国
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セミナーで挨拶する馬凱国家発展改革
委員会主任

タ ニで、 日 本 側 は 経 済 産 業 省、 新

12
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取組みとして「石炭ガス化複合発電」

① クリーンコール 発 電 プログラムの

援策についての具体的事例

組んでいる排出権ビジネスモデルの支

活用」について、国際協力銀行が取り

④「省エネ事業促進における排出権の

（IGCC）モデル発電所の建設計画

⑤新型軽水炉の技術的特徴（建築技術

核燃料供給、人材開発・養成等での日

プロジェクト管理、運転保守・保安管理、

や、原子力発電分野における技術開発、

世代原子力発電技術の導入状況の紹介

③中国原子力発電事業の現状、第三

る日中協力の希望

を図っている日本は、その優れた技術を

広い分野で最新技術の開発やその展開

た。その上で、発電・送電分野など幅

が極めて重要であるとの認識で一致し

的なリーダーシップを発揮していくこと

問題解決のためには、日中両国が積極

との考えを示した。

活かして、積極的な役割を果たしたい

日本側からは、以下の紹介がなされ

中協力の希望

①東京電力を例に日本の電力系統の考

は大変有意義であり、本セミナーを機

会し、積極的な意見交換を行えたこと

日中の電力関係企業のトップが一堂に

え方や設備形成面の課題、そして日中

関係がさらに密接かつ深化することを

会に、今後、電力分野における両国の

た。

ト送電技術などの最新技術

エネルギー安全保障のた
めの二国間協力

石油・天然ガス分科会

（まとめ ： 業務部主査 吉井文吾）

切に希望し、閉会となった。

の協力案件となっている 100 万ボル

②石炭火力発電に関するアジア太平洋

パートナーシップでの議論や実際の熱効

率向上に向けた管理手法、「石炭ガス
端技術

化複合発電」
（IGCC）などの最先

③電源開発自社発電所に導入している

最 新の「超 々 臨 界 圧 技 術 」
（USC）

ス化 複 合 発 電 技 術 」
（IGCC） と

から総勢約 180 名が参加し、関心

石油・天然ガス分科会には日中双方

■講演概要

「石炭ガス化燃料電池複合発電技術」

の高さを窺わせた。日本側は資源エネ

を は じ め、 現 在 開 発 中 の、「 石 炭 ガ

（IGCF）

20
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なされた。

約 160 名が参加した。日本側は資

（天津濱海新区臨港工業区）やクリー

日中エネルギー協力セミナー分科会
源エネルギー庁電力・ガス事業部政策

電力分科会

の高度化も含め）
、今後の原子力発電

分野における日中協力の可能性のある

ンコール発電有限公司の設立について

分野

課・宮川正課長、中国側は国家発展改

超超臨界発電ユニット、大型循環流動

■今後の展開

②クリーンコール発電について超臨界・

床ボイラーユニット、IGCC 技術等

革委員会能源局電力処・郝衛平処長が
名、中国側講演者３名で順調に進めら

省エネ事業促進における排出権の活用について
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れぞれ司会を務めた。

局石油・天然ガス処の胡衛平処長がそ

長、中国側は国家発展改革委員会能源

ルギー庁資源燃料部政策課の嶋田隆課

な内容であった。

れを基礎とした日中協力の可能性が主

度利用および環境への取組、そしてそ

開と、各組織におけるエネルギーの高

３つ目は環境分野で、ガソリンや軽油で

ステムについての協力要請がなされた。

の効率的な管理手法や関連する情報シ

案があったほか、中国側からエネルギー

ンや LNG 受入基地の建設など、輸

ついても需要の増加に備え、パイプライ

油依存も年々高まっている。天然ガスに

る石油消費大国となって、海外への石

燃料、廃棄物の有効利用などに対する

下）
、バイオマスや DME などの代替

の安定供給や有効利用に協力すること

費大国としての立場から、エネルギー

たなか、日中両国は同じエネルギー消

入インフラの整備を進めている。こうし

での協力の可能性が述べられた。その１

中国側の関心の高さが窺えた。

のサルファーフリー（硫黄分 ppm 以

つは石油・天然ガスの安定供給で、双

■今後の展開

今回のセミナーでは、主に３つの分野

国側３名の計８名で、中国側は主に中
方のプレゼンテーターから日中間での原

プレゼンテーターは日本側５名、中
国における石油・天然ガスの生産や貿
油の委託精製、アジアにおける共同備

力の可能性について述べたのに対し、日

ルギー協力は中国が石油輸出国との認

唆された。過去における日中間のエネ

共同石油開発等についての可能性が示

ミアムに対する共同対応、産油国での

における協力、中東原油のアジアプレ

蓄、中東からの原油・天然ガスの輸送

では別の産業になるほどの違いがある。

という下流分野
（Down Stream）

や利用方法は異なり、精製・化学工業

緒に扱うことはあるが、その取扱方法

う上流分野（Up Stream）では一

水素であることから、探鉱・開発を行

そもそも石油と天然ガスは同じ炭化

組が展開される際に、日本の経験が活

している。今後、中国でのこうした取

リン、軽油）のサルファーフリーを実現

また環境分野では、日本は世界に先

む時間的余裕を作り出す必要がある。

し、次世代エネルギーの開発に取り組

な問 題の深 刻 化を少しでも引き延 ば

天然ガス不足や価格高騰といった重大

で、将来、
いずれは訪れるであろう石油・

障と省エネルギー・環境に係る日中協

易の現状を踏まえ、エネルギー安全保

本側はそれぞれの企業・機構の事業展

識から生じたもので、主に中国での石油

こうした異なった性格の分野を一つの分

かされるよう期待したい。

中国は急速な経済発展の下、石油に

駆けて 年１月から輸送用燃料（ガソ

開発や中国の原油輸出に対する協力で

科会として取りまとめることは難しいも

日中双方から IGCC、燃料電池、冷

対する需要が急増し、今や日本を上回

（写真上）車社会においては燃料のクリーン化が求
められる（北京市）
（写真下）石油・天然ガス分科会場

熱利用といった技術的な面での協力の提

（まとめ ： 調査部課長 髙見澤学）

石炭分科会

クリーン利用と安定供給
で日中協調を

■分科会概要と今後の展開

約 110 名が参加した石炭分科会

に関する日中間のこれまでの協力や今

では、石炭のクリーン利用、炭鉱保安

後の協力可能性、中国国内における石

炭産業を巡る現状、石炭貿易における

両国の相互依存関係について中国側

3

名、日本側 名が講演し、関係者の交

4

では実りある分科会であった。

のの、幅広く協力の可能性を探る意味

持続可能な社会をめざした日立の省エネソリ 株式会社日立製作所執行役専務（中国総代表
ューション
兼中国 CIO）：塚田實
三菱ガス化学株式会社取締役会長：大平晃
日本における DME の開発動向

れている。２つ目は省エネルギー分野で、

発想を転換した協力のあり方が求めら

ガス業界における天然ガスの高度利用につい
東京ガス株式会社代表取締役社長：鳥原光憲
て
中国石油化工集団公司董事長：陳同海
石油貿易における中日協力と協調

05

流を深めた。
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あったが、
中国が石油輸入国となった今、

●石油・天然ガス分科会プログラム
司会・総括：
資源エネルギー庁資源燃料部政策課長 嶋田隆（日本側）
国家発展改革委員会能源局石油・天然ガス処処長 胡衛平（中国側）
講演テーマ
講演者
石油連盟会長、新日本石油株式会社代表取締
中国市場の安定化に向けた二国間協力
役会長：渡文明
互恵・Win-Win 関係の構築と中日エネルギ
中国石油天然ガス集団公司総経理：蒋潔敏
ー協力の推進
石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）
JOGMEC の資源開発・備蓄への取組
理事長：掛札勲

未来に向けた中日間の新たなエネルギー協力 中国海洋石油総公司総経理：傳成玉
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石炭分野における CDM、DME、石炭ガス化
日揮株式会社代表取締役社長：竹内敬介
発電並びに未利用資源の有効利用
中国石炭鉱区のコールベッドメタンガス開発
煤炭信息研究総院院長：黄盛初
前途及び中日協力のチャンス
釧路コールマイン株式会社代表取締役社長：
海底炭鉱開発と国際交流
中島太郎

日中協調の石炭高度利用拡大

続いて神華集団の陳必亭董

の重要性を強調した。

中国炭の対日輸出窓口である中煤能

源集団公司の経天亮総経理は、輸出炭

に占める日本のシェアが 年の ％から

年に ％に下がったことを指摘、

割は LT に基づく取引だが、合理的

事長は、年産 億トンの世界

最大の石炭企業である同社が

輸出価格であれば一定数量の取引を維

型設備開発製造、炭鉱災害防止、省

資源、環境保護、CBM 開発、石炭

持すると述べた。日本に対しては超大

と述べ、石炭採鉱、発電、鉄

ガス化・ 液 化での協 力 期 待を表 明し

社是に規模拡大と同時に技術

道輸送、石炭化学における環

た。また同集団の 年の石炭生産量は

でも世界水準を目指している

境・省エネを含む技術的先進

億 5000 万トンを目指すこ

とを明らかにした。

には

9062 万 ト ンに達 し、2010 年

年輸出 2000 万トン中

性を強調した。また同集団の

460 万トンが日本向けであ

火力発電機は順調に稼働して

メタンの CDM 事業開発、石炭から

おける技 術 協 力の提 案を行い、 炭 鉱

アリング企 業の立 場から石 炭 分 野に

日 揮の竹 内 敬 介 社 長 は、エンジニ

硫技術について日本との協力

石 炭 IGCC（ ガ ス 化 複 合 発 電 ）
、

の DME（ ジメチルエーテル）製造、

石炭資源開発の國田昌裕社

CCS（CO ２回 収・ 貯 留 ）CDM、

に期待を表明した。

億 7700

年に

低品位炭・バイオマス等未利用資源の

長 は、

有効利用技術について同社の経験と実

ち中国炭は 2100 万トンで、原則

万トンとなった日本の石炭輸
念があり、課題として安全・安定供給、

日中長期貿易取決め（LT）に基づく

中国における炭層ガス開発と利用の現

入と需給の見通しを紹介。う
境 対 策にも 豊 富

環境問題の克服、石炭の高度利用拡大

が、品質、デリバリーという従来から

状と、政府が大臣クラスの協調指導グ

績を紹介した。
な経験を有する。

とクリーンコールテクノロジー
（CCT）

ループを設置、炭層ガスの抽出・利用

ネルギーだが、ア

引き続き重要なエ

世紀も

藤勝良理事長が、

CCT や炭鉱保安技術移転を推進す

に、今後は人材育成を継続し、民間で

発研修など協力実績を振り返るととも

環境改善化モデル事業、保安技術開

と指摘し、共同探査、石炭液化研究、

の輸出を継続し、世界的石炭需給の安

取引等の意義があり、中国が一定数量

LT は中国政府の関与による長期安定

国際価格の維持も課題となったと指摘。

は増値税還付廃止や輸出税課税により

うち

うち 件が炭層ガス回収利用であり、

国が承認した CDM 事業 344 件の

いることを紹介した。 年 月までに

政策を昨年から打ち出すなど重視して

事業に対する資金面・税制面での優遇
石 炭は

ジア域内では需給

定に寄与するよう要請した。

煤炭信息研究総院の黄盛初院長は、
分 科 会では ま

間で緊密な対話を行ってきたが、昨年

の問題があり、解決に向け日中当事者

中国中煤能源集団公司総経理：経天亮

日本にとってかけがえのない存在である

日中石炭貿易について

の開発・普及を挙げた。さらに中国は

石炭資源開発株式会社取締役社長：國田昌裕

ず、 石 炭 エ ネ ル

石炭貿易について

るなど、日本の資本と技術を活かした

がタイト化する懸

件が日本との協力であったが、

3
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中国は、高成長を支える膨大なエネ
石炭の確認埋蔵量は 1000 億トン

ルギー需要の 割を石炭に依存する。
年の生 産 量は世 界 最 大の

28

年 設 立 以 来、 自 主 革 新を

7

02

07

を超え、
億 8000 万トンに達した。同時に、

石炭の直接燃焼による大量消費とそれ
硫黄酸化物や煤塵による大気汚染が深

に対する環境対策が不十分なことから
刻だ。さらに鉱害復旧対策や炭層ガス

21

7

の安全問題など、石炭にかかわる課題

06

いると述べた。さらに乾式脱

り、同集団の導入した日本製

06

06

は山積といってよい状態にある。
一方、日本は発
電用をはじめ一次
エネルギーの約
割が石炭だが、そ
の ％を海外炭に
時に石炭の高度利

依存している。同
用、クリーンコー
ルテクノロジーで
は世界の先端レベ

自主創新を堅持し、石炭高効率開発利用と転
神華集団有限公司董事長：陳必亭
化を実現する

ギーセンターの安

害 復 旧 はじ め 環

95

06

講演者
財団法人石炭エネルギーセンター理事長：安
藤勝良
日中石炭協力の増進

谷明人（日本側）
魏鵬遠（中国側）
●石炭分科会プログラム
司会・総括
資源エネルギー庁資源燃料部石炭課長
国家発展改革委員会能源局石炭処処長
講演テーマ

23

2

1

2

ル を 維 持 し、 鉱

06

99

1

4 20

21

石炭分科会場
中国では消費量の７割が原炭のまま利用される
（吉林市）
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今後、通気性が悪い軟弱炭層の高効率
ガス抜き技術など日中協力の潜在性は
大きいとして日本の技術・資金に期待
を表明した。
釧 路コールマインの中 島 太 郎 社 長
は、日本唯一の坑内掘石炭生産会社で
ある同社の概況と、日本の先進的な採
炭技術を海外に移転する事業の実績に
ついてビデオを使用して紹介した。同
社は 年以降、中国を含む海外技術者
1000 名を受入れ、 炭鉱技術者を
500 名以上海外に派遣している。
講演に引き続き質疑応答が行われ、
CO ２
の貯留コスト、廃鉱による地盤沈
下対策など環境面の日本の経験、石炭
液化の商業化にあたっての中国における
（まとめ：調査部課長 山本祐子）

課題の 点について意見交換が行われ
た。

新エネルギー・再生可能エネ
ルギー分科会

中国バイオマス液体燃料産業の発展状況と分
河南天冠企業集団有限公司董事長：張暁陽
析

今後の協力の前途を

会者から、本分野の

り で は、 日 中 両 司

規劃の制定などを実施しているが、さ

再生可能エネルギー法の制定、中長期

励 政 策の制 定を要 する。 中 国は既に

再生可能エネルギーの加速に資する奨

減の技術など。第三に、各国において

非シリコン材料の関連技術、コスト削

が採られるよう期待したい。例えば、

展望し得る総括メッ

分科会の締めくく

■今後の展開

セ ー ジが 発 信 さ れ

らなる努力が必要。これまでの日本の

経済産業省、NEDO の協力に感謝

た。

中 国 側 司 会・ 史

分科会は、日中双方から総勢約 180

新エネルギー・再生可能エネルギー

に、バイオマス、木質系バイオエタノー

に関する日中間の協力のレビューととも

ターにより、太陽光発電、風力発電等

名、中国側４名の計９名のプレゼンテー

的な議事運営に務めた結果、日本側５

エネルギー処の史処長がそれぞれ効率

術分野で先進的かつ成熟した経験があ

に、日本には、再生可能エネルギー技

を進めていかなければならない。第二

方でその重要性のキャンペーンや教育

エネルギー開発は重要であり、中日双

わる気候変動問題にとって、再生可能

とができる。第一に、人類全体にかか

は３点に集約するこ

エネルギー技術において、今後ますま

ていると指 摘。 地 球を救 う再 生 可 能

レベルの研究者による研究が進んでき

いては、日・中・米の３ カ国のトップ

振り返りつつ、特に最先端の分野にお

やくお返しできるようになってきたと

教えてもらってきたが、ここ 年よう

藤課長は、日本は千年以上中国から

これを受 けて、 日 本 側 司 会 者・ 安

したい。

名が参加し、石油・天然ガス分科会と

ル、水素貯蔵、地熱エネルギー等に亙

り、その運用と改善に資する普及政策

す協力が進むことへの期待が表明され

処長によれば、それ

同様に高い関心が寄せられた分科会で

る今後の技術開発の方向性とコストダ

を備えている。こうした技術面での交

■分科会概要

あった。司会は、日本側は資源エネル

ウンを含む実用化にかかわる意見交換

の点では、日本側において実質的措置

ギー庁新エネルギー・省エネルギー部

国能生物発電有限公司董事長：林銘山

た。 （まとめ ： 業務部課長 十川美香）

ゼファー株式会社代表取締役社長：伊藤瞭介
中国におけるバイオマス発電について

流をさらに拡大したい。特に技術移転

変貌する小型風力発電の世界

時間のうちに展開された。

株式会社荏原製作所名誉会長：藤村宏幸

など、極めて充実した内容の議論が短

中国におけるバイオマス利用について

国家発展改革委員会能源局再生可能

新エネルギー・再生可能
エネルギーは技術協力に
期待

●新エネルギー・再生可能エネルギー分科会プログラム
司会・総括：
資源エネルギー庁新エネルギー・省エネルギー部新エネルギー課長 安藤晴彦（日本側）
国家発展改革委員会能源局再生可能エネルギー処長 史立山（中国側）
講演テーマ
講演者
太陽光発電の普及と実践
京セラ株式会社名誉会長：稲盛和夫
無錫尚徳太陽能電力有限公司董事長兼 CEO：
中日太陽電池産業協力の前途
施正栄

新エネルギー課の安藤課長、中国側は

中国の地熱及び地熱ポンプ技術の応用

（写真上）新エネルギー・再生可能エネルギー分科
会場
（写真下）太陽光発電の普及に伴い太陽電池パネル
の需要は急増（北京市）
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独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構副理事長：光川寛
独立行政法人産業技術総合研究所エネ
ルギー技術研究部門主幹研究員兼水素
エネルギーグループ長：秋葉悦男
北京市華清地熱開発有限責任公司常務総経
理：陳燕民
②

①
NEDO の新・再生可能エネルギー分野
における取り組み
②
日本における水素貯蔵技術の研究開発

①

02

3

10
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会、労働者、有識者等

選出して立法委員会を結成、ほぼ３

国総工会等の関係機関から代表者を

員会、国務院・労働社会保障部、全

タートしている。全人代法制工作委

草作業は実質的には 200３年にス

立法計画に着手してきた。法案の起

まで施 行される可 能 性

労働契約法が草案のま

そのことを考慮すれば、

体が異例な措置であり、

活 動を設 定 すること自

の予測としては、「公聴

ぼった。この時期の大方

見方が一般的であった。また、この公

ことを指摘するものであった。

ところが、全人代はこの新法＝『労

ウェブサイトを通じて、極めて強い調

カ商会や EU 代表部などは文書や

に向かっているというべきである。各

年 月より施行されているが、この

経済への転換期に相当する 1995

『労働法』は、計画経済から市場

付けられている。

定的な社会の実現を目指す精神に裏

保護政策を堅持し、調和のとれた安

かつ中国特有の社会主義的な労働者

の労働法制を意識しながらも、なお

化と密接に関係しており、先進諸国

うな政策傾向は、市場経済社会の深

縮小を企図するものである。このよ

に対する規制強化とこれの相対的な

権益の拡大、使用者側の経営自主権

の関係から見ると、労働側の合法的

種の労働問題の法制化の趨勢を労使

使用者による教育・訓練に関する規程も盛り込まれる模様（河北省の日系企業）

法律では、国有企業、私営企業、外

商投資企業といったような企業形態

を問わずに正式に雇用するすべての

労働者との間で労働契約の締結を義

務付けている。すなわち「労働契約

制」の全面的な導入を支える根拠法

となっている。さらに労働契約制度

を補完する法制として、中国の工会

（労働組合）を定める基本法として

機能してきた『工会法』を 年に改

正。さらに『労働法』とほぼ同時に

施行した『集団契約規定』も 年の

月に改正した。これらの法改正の

動きは中国型市場経済システムが具

体的に機能していく時期に対応する

ものであり、社会と労働現場の劇的

24
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企業関係者、各種業界

中国の労働政策全般を定める基本
の幅 広い分 野から賛 否

はじめに

法は『労働法』である。全国人民代
両論が寄せられ、その数

団体、 総工会、 外国商

表大会はこの『労働法』とは別に、「労
は

万 1849 件にの

働契約行為」を特に定める基本法の

年に及ぶ諮問や内部討論を経た後、

は極めて低い」といった

年

月に国務院を通

初期法案は

過、翌 年 月に開催された全人代

働契約法（草案）
』をいきなり施行

子で草案の内容を論評した。「論評」

中国の労働法制について、その歴

聴の機会に合わせて、中国のアメリ

せずに、全社会的に意見を聴取する

はおおむね中国に投資する外商投資

史的な制定経過と現状分析を踏まえ

労働に関連する法制度
の強化
異例の公聴活動を実施してその正式

企業の立場を擁護しており、草案ど
注１

て今後の趨勢を予測した場合、それ

施行に慎重な姿勢で臨んだ。

おりの施行は中国が進めてきた外資

年 月 日から 月 日まで実施し

06

1

19

は一言でいって〝整備と強化〟の方向

でも通過した。

3

導入政策に極めて不利な要因となる

20

01

12

4

04

06

20

た全社会的な公聴活動では、全国の

3

5

05

労働契約法
の立法動向について
上海事務所発
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表１：原草案の 12 の特徴と条文内容の解説

な変化に沿って、これらの労働基本

ある。また地域的には沿岸の発達し

後しか普及していない意外な実態に

や市場動向に左右される労働集約型

途をたどる都市部の私営企業や景気

80

矛盾

しかし、前述する労働基本三法の

のメーカーにおいては、たとえ労働

契約を締結していても、契約期間を

た都市部では ％近くの企業で普及

しているが、これらの地域でも鎮や

3

社会的な普遍化について、その実情

から見ると、本来の立法目的を果た

気と生産の調整弁になり得る短臨工

1

カ月から カ月程度に設定し、景

下する。ましてや内陸部の普及度と

体制で操業するような事象が多発し

農村部の普及度となるとにわかに低

例えば、「労働契約制度」の普及

なると惨憺たる低率にとどまってい

ている。すなわち、法の無視あるい

しているとは言い難い実情がある。

度を見れば一部の産業（特に建設業

る状態にある。また劇的な増加の一

20

は現行法の巧妙な悪用が横行してい

る。このような事情については工会の

組織化率でも同様のことが言えるし、

経営者の肉親や利害関係者が工会の

主席に就任する私営企業が常見され

る。また労働側の集団的な利益確保

を目的として締結する集団契約の締

結事情を見ても同様に極めて低い普

及率にとどまっている。

相対的には遵法意識の高い外商投

資 企 業や日 系 企 業の関 係 者から見

れば、このような制度と実情の乖離

情況は、意外な実態というべきかも

しれないが、このような事情こそが、

労働契約法の制定を加速させる主因

となっている。総じて言えば、労働

契約法草案は主に以下のような事情

を背景として起草されている。

①国有企業の組織改革と私営企業や

外商投資企業の増加により雇用シス

テムが変化した。

②上記の変化に伴って労働契約制度

が導入されたが、法律の無視と悪用

が顕在化している。
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や労働集約型メーカー）では ％前

労働契約の書面締結を義務づけているが、不履行が処罰に相当
する規定は定めていない。ただし、すでに労働関係が存在してい
るにもかかわらず未締結の場合、その労働契約は無期限労働契
約と見なされる。
労働契約の内容をめぐる労使間の見解相違が生じた場合の処理
労働契約の内容で労使の見解
に関する特別規定で、契約内容について見解が一致しない場合は、
の相違が生じた場合の処理方法
４
通常の見解をもってこれを解釈し、２種類以上の解釈がある場合
（ただしその後の三次草案で削
は労働側に有利な解釈を採用しなければならないと定める。使用
除）
者に極めて不利な条文である。
非技術性職種の試用期間は 1 カ月以内、技術性職種の試用期間
は 2 カ月以内、高級専門技術職の試用期間は 6 カ月以内、当該
試用期間の長短を職種別で定 労働者に対して 1 回に限って試用期間の約定が可能。
５
める
この規定の背景には、繁忙期に試用期間だけの雇用形態で一定
時期を乗り切るような雇用手段、特に製造 / 加工業等で常見さ
れる雇用手段を防止する狙いがある。
契約締結時における労働者への担保の請求、担保名義による労
働者の財産を受領、労働者の居住民身分証明書等の合法証書類
６ 労働契約の締結時の禁止行為
の差し押さえの禁止規定で、実際には既にいくつかの地方性労働
契約条例で定めてきた。例えば、江蘇省、杭州市、遼寧省、吉
林省、河北省の地方性労働契約条例に同様の規定が存在する。
使用者による教育・訓練に関す 教育・訓練に伴う服務期間を明確に定める。既成の地方性労働
７
る規定を明文化
契約条例のバラツキを統一。
労働者に対する競争制限に関す 使用者が労働者に要求する競争制限も明確に定める。同じように
８
る規定を明文化
既成の地方性労働契約条例のバラツキを統一。
労働契約の合法的解除に関する現行規定の部分的な修正であり、
労働契約の履行期間中の解除
９
無期限労働契約を締結する労働者との途中解除では解雇予告手
規定を一部変更
当としての 1 カ月分の賃金支給に言及。
『労働法』で条件つきで合法化されてきた人員削減に伴う労働契
約の途中解除について、新たに、①削減規模の大小による説明責
人員削減計画に伴う労働契約
10
任、②長期雇用の労働者の残留に関する規定が付加され、③勤
の解除で新たな規定を設ける
続が長期の労働者 / 労働契約期間が長期間にわたる労働者 / 無
期限労働契約を締結する労働者を優先的な残留条件としている。
労働契約の終了時でも経 済補 使用者にとって極めて不利な条文であり、深刻な人件費コストの
11
償金の支払を義務づける
増加を不可避とする規定である。
外商投資企業あるいは外国企業駐在事務所には馴染みの深い間
接雇用方式について、派遣労働者の受入組織（企業）における
勤続年数が満 1 年に達し、受入組織が当該労働者を継続雇用す
労 働力派 遣 会社を通じた間接
12
る場合、労働力派遣会社と労働者は労働契約を終了し、受入組
雇用方式に新たな規制を設ける
織との労働契約の締結に切り替える。受入組織が当該労働者を
使用しない場合、当該労働者が所属していた職場では労働力派
遣方式による他の労働者を雇用の禁止を定める。

三法の施行と改正が進められ、その

－

内容を整備・強化している。

解 説
規章制度の制定、従業員への告知、監督官庁への報告のいずれ
の事項についても義務づけている。

労働政策の実情と労働
契約法の立法精神

原草案の 12 の特徴
使用者による規章制度（就業規
１
則等）の制定義務と告知義務
労働報酬を含む各種労働条件
２ の告知義務、労働 側の知情権
の保証。
労働契約の書面締結の義務づ
け、未締結の場合の “ 見なし規
３
定 ”（ ただしその後の三次草案
で削除）

（１）労働法制の整備と実情に見る

No
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上海事務所発

の権利意識の増強に伴って労使間の

化を強制する「労働契約の終了でも

経済補償金を支払う義務」の規定は

草案にすでに関心を示してきた日系

制度の実務的な処理に多大な影響を

与える。ある条文は、現行規定を否

定あるいは廃止するものであり、あ

る条文は新たな実施細則や政府通達

等といえども実 質 的には

ち、法理論上では労使対

を加えた第三次草案が 年 月 日

務委員会で審議され、その後の修正

第二次草案は 年 月の全人代常

また、例えばこの草案では、間接

労働契約条例の修正は必至となる。

駆けて労働契約行為を定めた地方性

ここでは、 前 表にある「原 草 案」

て、この条文に再修正がないかぎり、

うべきである。

精神」が貫かれているとい

の合法的権益を拡大する

法の各条文には「労働者

策（とりわけ雇用政策）に大きな変

例えば、企業側の今後の労務管理政

続けている条文と判断すべきである。

ていないことを意味し、それは生き

していない部分は、修正が加えられ

投資企業から酷評される「経済補償

さらに、国内企業の経営者や外商

変化をもたらすことになる。

処の従業員雇用システムに決定的な

公司を使ってきた外国企業駐在代表

12

26
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③この結果、比較的に労働環境に恵

労働契約法（原草案）
の特徴

欧米や日本のような先進諸国の労

企業の関係者は、
『労働法』あるい

矛盾が顕在化し労使紛争が多発して

④「雇用の自由化」が進むにつれて
働 法 制の変 遷と労 使 関 係の歴 史を

は進出地の地方性労働契約条例の現

まれた都市部でも都市戸籍労働者と

三次草案でも生きており、わずかに

大規模な労働市場が出現し、違法な
見れば明らかなように、国の経済的

行規定と草案の相違およびその特徴

労働契約法の施行は、現行の『労

いる。

労務派遣行為が横行し、劣悪な労働
発展と社会の安定は相乗的に作用す

をすでに承知していると思われるが、

働法』の関係条項の改正を必然化す

外省労働者あるいは農民工の格差と

条件を強いられる労働者が激増して

る。したがって、その国の労働と社

その内容が依然として不明な企業関

るどころか、国および地方の労働関

金額の計算基準に修正が加えられた

いる。

会保障に関連する政策や法制度も経

係者に対して〝おさらい〟の意味で

連法令の改正も不可避となる。労働

昨年 月に公布された労働契約法

⑤市場競争の激化に伴うコスト削減

済の発展情況に応じて漸進的に変化

原草案の特徴を表１で列記し、その

契約草案の条文は、このように現行

（２）労働契約法の立法精神

策として労働条件を犠牲にする動き

する。社会経済の発展がある限り、

内容を簡潔に解説する。

矛盾が拡大している。

が顕著になっており、特に内資企業

その変化は漸進的な変化であり、決

だけである。

で労働関連法と社会保障制度を無視

して後退的なものではない。そこで、

施行に至る今後の動向

した違法行為が常見される。

制定は、社会経済の発展
情 況に応じたものと見な

使用者側が圧倒的優位に

に開催された全人代常務委員会で審

雇用と労働力派遣組織を定める条文

の公布を必然化する。特に地方の実

立つ労働関係において、法

議された。この結果、原草案および

に関する別途の規定、特例、あるい

情に合わせながら中央法の制定に先

制度の面から不利な労働

二次草案に対する主要な修正部分は
神で起 草されたものであ

24

対外服務公司（FESCO）や中智

4

の の事項のうちで三次草案で言及

07
る。 すなわち、 労働契約

は条文などを設けていない。したがっ

側を支え、その権利と権

12

以下のとおりである。

06
益を保護し、拡大する精

ければならない。 すなわ

第三次草案における
主要な修正部分と
原草案の関係
この度の中国における労働契約法の

3

⑥国民的な法治教育の推進と労働者
労働契約法では労働者保護の色彩が強くなる見込み（広東省の外資系企業）
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表２：労働契約法（三次草案）の修正結果
No

言及事項

三次草案で見る修正結果

金」の規定は、
賃金事項を定める『労

それは内陸部と西部地区への外資に

終焉と転換を裏付けるものであるが、

れる。

欲は明らかに冷え込むことが予測さ

基本法は、 月 日、 月 日、

社会公衆に巨大な影響を与える大型

月 日を正式施行日とするが、労働

1

働契約の違反および解除に関する経

全人代では、一次草案から三次草

ないと見るのが大方の見方である。

よる投資を促す新たな国策に不利な

るが、三次草案から施行に至るまで

（上海事務所、
協力：上海市京達律師事務所）

済補償弁法』
（ 年 月）の修正を

であり、経済社会の発達した沿岸部

には、政府部内と中央と地方の関係

1

契約法の制定事情から見て、年内は

そして、施行に至る最も巨大な障

と同様に内陸や西部地域でも適用さ

部門との間で、上述を一例とする種々

1

案に至るまでにほぼ 年を要してい

壁は、国の基本政策となってきた外

れる。ただでさえインフラが欠如す

の調整作業を必要とする。またこれ

95

影響を与える。労働契約法は中央法

資導入政策への影響である。この法

る状態で、沿岸地域並みの労務管理

13

強制する。

律の施行は、
〝安い労働力〟を売り物
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注１ 中 央 法の立 法 機 関（ 全 人 代 ）が広く 社
会 に 向 けて 実 施 し た 重 要 法 案の 公 聴 活 動 は、
1954 年の「 憲 法 草 案 」からこの「 労 働 契
約法草案」に至るまでに合計 件の法案が公聴
にかけられている。

８ 間接雇用

●労働力派遣組織と派遣労働者との労働契約機関は 2 年の固定期間とする
●労働力派遣を受け入れる雇用者は以下に義務を履行
①国の労働基準の執行
②派遣労働者に勤務要求と労働報酬の告知
③超過勤務手当、ボーナスの支払、当該職場に関連する福利待遇の提供
④派遣労働者が担当する職務と職位で必要とする訓練の実施
⑤継続雇用の場合は、正常な賃金引き上げシステムを構築する
●雇用者は職務上の要求に応じて労働力派遣組織との間で派遣期間を確定
●継続雇用する期間を短期間に分割することを禁止
●労働力派遣組織の派遣労働者に対する派遣協議の告知を義務付け
●労働力派遣組織によるピンハネ行為の禁止
●派遣労働者は同一労働・同一賃金を享受する権利を保証。工会に参加あ
るいは組織化する権利の保証
●派遣労働者による労働契約解除の権利の保証
●労務派遣の職務を臨時性、補助性または代替性の職務とする
●雇用者による労働力派遣会社を設立、当該組織への労働者派遣の禁止

までの通例として、国の経済政策や

（二次草案増加案）
●労働者の月額賃金が使用者の所在地の前年度における企業労働者月平均
賃金の三倍を上回る場合は、その企業労働者月平均賃金額の三倍を労働
６ 経済補償金
者に支払う。経済補償の上限は 12 年とする
●経済補償金で計算する月額賃金の基準は労働者との労働契約を解除また
は終了する前の 12 カ月間の本人の平均月額賃金
（二次草案の増加案、集団契約と工会の役割については特に一章を設ける方
向にある）
●工会が未組織の企業では労働者が推挙する代表者と集団契約を締結する
工会の組織化
７
●県級以下の区域内では地域性集団契約を締結できる。産業別あるいは地
集団契約の締結
域別の集団契約は当地の同業あるいは同一区域の労使に拘束力を有する
●労働者は使用者との間で、労働安全衛生、賃金の引き上げ、女性労働者
の保護等に関する個別集団契約を締結できる

リスクが見込まれる地域への投資意

５ 人員削減

●人員削減規模を「20 人以上あるいは 20 人以下であるが全従業員の 10％
以上」に修正（原案は 50 人以上に言及するのみであった）
●人員削減の 30 日前までに工会または全従業員に対する事情説明と意見
聴取を義務化、労働保障部門への削減計画の報告を義務化
●以下の状況下で人員削減を可能とする
①破産法に基づいて組織整理を実施する場合
②生産経営上で重大な困難に直面している場合
③汚染防止のために移転する場合
④労働契約を締結した時点に依拠した客観状況に重大な変化が生じたそ
の他原因で労働契約を履行できない場合
⑤組織再編、技術革新、経営方式により労働契約を変更した後に依然と
して人員削減を必要とする場合（二次草案の増加案）
●以下の条件を有する者は人員削減の対象から除外して残留する
①当該組織における勤続が長期にわたり、固定期間労働契約を締結している者
②無期限労働契約を締結している者
③家庭内に他の就業者が存在せず扶養する老人あるいは未成年者を抱え
ている者

にして推進してきた外資導入政策の

●労働側との協議を義務づけ
社内規章制度の
●労働側の修正案提出権の保証
１ 制定
●法律違反の規章制度を制定した場合の行政処分を定める。労働者に損害
従業員の関与
があった場合の使用者の賠償責任を定める
●採用日より労働関係が成立
労働関係の成立
●労働関係が成立後の雇用手続きと労働契約を締結の義務づけ
２ 労働契約の締結
●採用時に未締結の場合は 1 カ月以内に締結を義務づけ
義務
●採用前に契約を締結している場合は採用日を労働関係の成立日とする
●労働契約期間が 1 年未満の場合、1 カ月以内
●労働契約期間が 1 年以上 3 年未満の場合、2 カ月以内
（現行は多数の省市で 3 カ月以内）
●労働契約期間が 3 年以上または無期限の場合、試用期間は 6 カ月以内
３ 試用期間
●労働契約で試用期間のみを約定する場合または契約期間を試用期間とす
る場合、その試用期間は成立せず、これを契約期間とする
●試用期間中の賃金はその職位における最低賃金または労働契約で約定し
た賃金の 80％を下回ってはならない
●試用期間中の労働契約の解除では使用者に理由を説明する義務
●労働契約または保密協議で秘密保持を約定している場合は、競業制限を
約定できる
保密の約定
４
●競業制限の約定のみについては高級管理者、高級技術者、使用者の商業
競業制限の約定
的秘密を知り、保密の責任を負う従業員との間に限定される
●競業制限の約定には経済補償が必要で、競業制限期間は 2 年が限度

1
1
5
1

10
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山東省青島

月にフィンランドで開催さ

ASEM 首脳会議と
アジア・ヨーロッパ博覧会
年

（ASEM：Asia

Europe

―

年 に 中 国 で 第７ 回

Meeting） 首 脳 会 議 に お い て、
温 家 宝 首 相 は、

大臣、閣僚がアジア ･ ヨーロッパ博覧

ASEM 首脳会議等に出席する各国の

期に開催されることになった。その際、

行政大臣および同次官級会議と同じ時

れる ASEM 首脳会議、中小企業担当

ジア ･ ヨーロッパ博覧会は北京で行わ

賛同を得た。国務院の批准を経て、ア

博覧会を開催するよう提案し、出席者の

ASEM 首脳会議と中小企業貿易投資

07

会の開幕式、フォーラムなどに参加する

覧会

注目の地域

9

れ た 第 ６ 回 ア ジ ア・ ヨ ー ロ ッ パ 会 合

06

2007 年 10 月 29 日～ 11 月 1 日、山東省青島市において「アジア・ヨーロッパ会議（ASEM）貿易投資

博覧会（以下「アジア ･ ヨーロッパ博覧会」）が開催される。本博覧会は商務部、国家発展改革委員会、

外交部、山東省人民政府が主催、青島市政府が実施機関となり、中国中小企業対外協力協調センター

が協賛する。アジア ･ ヨーロッパ会議設立後、初めて中小企業貿易投資分野で行われることとなった重

要なイベントを紹介する。
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予定で、ASEM45 カ国の政府関係
機関や中小企業も代表団を本博覧会に派
遣することになっている。
ASEM は 1996 年 ３ 月 に 設 立
され、アジアと欧州との政治的な対話、
経済協力と文化交流を強化することを目
的としており、アジアと欧州をつなげる
唯一の政治的対話の大規模なフォーラム
カ国、中国、

として大きな役割を担っている。現在、
ASEM は ASEAN
日本、韓国、インド、パキスタン、モン
ゴル、EU カ国などを含めた の国お
よび組織からなっており、その構成国お
よび地域の人口は世界全体の４割、国内
総生産は全世界の５割、貿易額は世界貿
易総額の６割をそれぞれ占めている。

新製品・新技術紹介、投資、融資相談、

原料・資材国際調達商談、輸出入製品、

た、展示会場には健康・生活用品、金型、

観光資源などが主な対象分野である。ま

具製品、日用雑貨製品、健康・生活用品、

維製品と服飾製品、室内装飾用資材、用

び紙製品、農産物と食品加工、家庭用繊

料・資材、包装材料、包装機械設備およ

械製造設備および周辺設備、新型建築材

本博覧会では、環境保護関連製品、機

さらには優秀な投融資プロジェクトが本

域の中小企業の開発した新製品、
新技術、

することになるだろう。また、各国・地

進出に効果的なビジネスチャンスを提供

いては中国市場、ならびに国際市場への

関係者を多数招く予定で、出展企業にお

体、国際調達グループや大規模流通販売

会では、国内外の専門バイヤー、業界団

進させることを目的としている。本博覧

技術、経済貿易に関する交流や協力を促

各国・地域の中小企業間での企業情報、

および地域の企業に、新製品・新技術を

観光案内、食品加工、海産物などの専門

博覧会に集まり、これまでのないハイレ

経済貿易分野での協力を図ろうとしてい

展示ゾーンを設ける予定である。
さらに、

ベルな中小企業の交流と協力の機会にな

紹介するステージを提供するとともに、

環境保護、サービス貿易、観光、金型な

ると期待される。

る。

どの専門的なシンポジウムなども予定さ

（アジア ･ ヨーロッパ会議 中小企業貿易投資

博覧会組織委員会）

れている。

アジア• ヨーロッパ 会議
中小企業貿易投資博覧会組織委員会

輸入品の展示とビジネス
チャンス
中国商務部易小准次官は、 年 月

日に北京で行われたアジア ･ ヨーロッ
%が中小企業によるもの

パ博覧会の記者会見で、
「中国の対外貿
易総額の約

で、他のアジア ･ ヨーロッパ諸国でも
こうした状況は変らない。今回のアジア
･ ヨーロッパ会議博覧会の開催を通じ
て、中国企業にさらに輸入拡大のステー
ジを構築させたい」と語った。
今回の、輸入品展示場の開設は、日本

●お問合せ先

中小企業の発展促進の
ビッグ ･ ステージ
今回のアジア ･ ヨーロッパ博覧会は
「アジア ･ ヨーロッパ中小企業貿易と投
資を活発に」をテーマとして、
展示活動、
政策説明会、
シンポジウムなどを通じて、
アジア ･ ヨーロッパ各国における中小
企業の新製品や新技術を幅広く展示し、
貿易や投資に関する政策、投資環境、投
資誘致のプロジェクト等を詳細に紹介す
るものである。また、各メンバー国およ
び地域の中小企業にビジネスにつながる

8

45

ような幅広い相互協力や交流のステージ

2

をはじめとして、ASEM メンバー国

住所：青島市山東路２号甲華仁国際ビル 19F
（266071）
TEL: 86-532-81978632/85913522
FAX: 86-532-85913516/1762
HP: www.asem-expo.com

www.asem-expo.gov.cn

07

10

を提供し、それによって各国・地域間の
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アジア･ヨーロッパ博
ビジネスチャンスが広がる中小企業のためのステージ

2007 年 10 月に山東省青島で開催
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中島敏法律特許事務所
弁護士 中島 敏

権侵害行為として取り締まることができる法律上の根拠が誕生する

該発明創造について中国へ提出した特許出願は特許権を付与され

ことになり、特許権の保護が強化されます。

ず、②国家秘密を漏泄したときには、
「国家秘密保守法」により刑

3 発展途上国としての国益保護
発展途上国としての中国の国益を明確にする規定として、中国内
で完成した発明創造に対する中国当局の管理を強化すること、お

事責任を負うことがあります。中国に研究開発機関を設置するケー
スが増加し、中国で研究開発される発明創造が多くなると予測さ
れますので、この改正の影響は少なくないと思われます。
（２）遺伝資源の保護
中国、
日本を含む多くの国家が「生物多様性条約」に加盟しており、

よび中国内の遺伝資源を特許法上保護する規定を新設したことが

この条約には①遺伝資源に対する国家主権の原則、②充分な情報

挙げられます。

に基づく同意、③利益の公平な分配の原則が定められています。

（１）中国で完成した発明の外国への出願
まず、中国内で完成した発明の特許出願については、現行法第

遺伝資源大国である中国は、自国遺伝資源の保護を特許法に規
定することを建議しています。

20 条に「中国の単位または個人が国内で完成した発明創造を外国

該当する条項は、2 カ条です。出願書類に記載すべき事項を定め

へ特許出願をしようとする場合は、まず国務院特許行政部門に特

る第 26 条に「発明創造の完成が遺伝資源に依存している場合、出

許出願し、その指定した特許代理機構に手続を委任し、かつ本法

願人は明細書において当該遺伝資源の出所を明記しなければなら

第 4 条の規定を遵守しなければならない」と規定されていますが、

ない」と規定するとともに、不特許事由を定める第 25 条に「発明

その内容は必ずしも明確ではありません。

創造の完成が遺伝資源に依存し、当該遺伝資源の取得又は利用が

すなわち、①対象となる発明は中国内で中国人が完成した発明
に限られるのか、それとも中国内で外国人が完成した発明も含ま

関係法律法規の規定に違反する場合は、特許権を付与しない」と
規定します。

れるのか否か、②外国人または外国企業が出願前に「特許を出願

明細書に記載すべき「遺伝資源の出所」の意義については、国

する権利」を取得して、これに基づいて外国へ特許出願する場合に

家知識産権局は、
「入手にあたっての直接の出所」
（source）であっ

本条の適用があるのか否か、③外国人または外国の企業が中国人

て「根源的な出所」
（origin）ではないと説明しています。また、
「当

または中国の単位から特許を出願する権利等を譲り受けることにつ

該遺伝資源の取得または利用」に関する「法律法規」については、

いては「国務院の関係主管部門の許可」を得なければならないこと

いまだ中国では制定されていません。
「遺伝資源利用基本法」のよ

とされています（現行法第 10 条第 2 項）が、その「許可」を得る

うな法律を全人大で制定するとの口頭説明もありましたが、現在

手続規定が特許法または実施細則に存在せず不明である等が問題

では「遺伝資源管理条例」の制定を国務院が準備中であり、統一

であり、実際にも「許可」が申請された事案もありませんでした。

的な遺伝資源管理制度の制定を目指しています。具体的にどのよう

これらの問題点を解消するために、送審稿では中国で完成した
発明創造を外国へ特許出願することに関する第 20 条第 1 項の規
定を本来「国家秘密の保護」に関する規定である第 4 条に移し、
その第 2 項として「いかなる単位または個人も中国で完成した発明
創造を外国へ特許出願する場合は、国務院特許行政部分の許可を
得なければならない」と改訂するよう建議しました。これによると、
①適用対象となる出願人は中国の単位または個人に限らず、外国

な制度が組み立てられるのか予断を許しません。

4 その他の改正点
送審稿は全 81 条から成り、現行法（全 69 条）と比べて 12 ヶ条
増加しています。このうち、改正個所は 47ヶ条に及んでいます。
主な改正点としては、
共有特許権に関する規定の新設
（第 14 条）
、

の単位または個人をも含む「いかなる単位または個人」であること

平面的な標識の作用を有するにすぎない意匠を不登録とすること

が法文上も明確にされました。②対象となる発明創造は、中国で

（第 25 条）
、意匠の簡潔な説明の記載義務（第 27 条）と当該説明

完成した発明創造がすべて含まれ、中国人が完成した発明創造に

の権利解釈への利用（第 58 条）
、実用新案、意匠検索報告提出の

限られないこととなりました。③中国で完成した発明創造を外国へ

義務化（第 61 条）
、渉外代理機構の廃止（第 19 条）等が提言され

特許出願するには、国務院特許行政部門、すなわち国家知識産権

ており、強制実施権に関し WTOドーハ閣僚会議「TRIPs 協定と公

局の許可を得ることが必要となりました。他方、第一国出願を中

共健康に関する宣言」に基づく発展途上国または後発的発展途上

国に対して行うべきとする規定は送審稿では削除されています。し

国へ輸出するための強制実施許諾（第 50 条）
、提訴前の証拠保全

かし、国家知識産権局の許可を得るために要する期間を考えれば、

措置の新設
（第 70 条）
、
権利行使における信義誠実原則
（第 73 条）
、

先願主義のもとにおいては事実上まず中国へ第一国出願を行い、

悪意特許権者の賠償責任（第 63 条）
、公知技術の抗弁（第 62 条）
、

国家知識産権局の許可を得たのち、優先権制度を利用して外国へ

故意侵害者に対する行政罰（第 64 条）
、法定賠償額の高額化（第

特許出願を行う順序を経ることが必要でしょう。

68 条）
、時効規定の修正（第 72 条）
、薬品または医療機器の審査

送審稿は国家知識産権局の許可を得ることなく外国へ特許出願
した場合のペナルティについても規定しており、これによると①当

認可のための製造、輸入等（第 74 条）
、特許行政管理部門の調査
権限の強化（第 67 条）等が挙げられます。
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中国ビジネス Q&A

中国特許法の第三次改正草案について
中国特許法の改正準備が進んでいると聞きましたが、いまはどの段階ですか。どのよう
な改正内容が予定されていますか。
中国特許法は、2008 年頃に第三次改正を行うことが予定されており、いまその準備
が進められています。その施行は 09 年になるのではないかと思われます。

1改正準備の現段階
中国国家知識産権局は、改正に向けて検討項目を整理し、局内

特許権の付与を阻害する「公知技術」の範囲を「出願日前に同様
の発明または実用新案が国内外の出版物に公開発表され、国内で
公開実施されまたはその他の方式で公衆に知られ」ている技術と

外の専門家による報告集「特許法及び特許法実施細則第三次改正

定義しているのを
「出願前に国内外において出版物に公開発表され、

専題研究報告」
（40 テーマ、全 3 巻、1743 頁）を 06 年 4 月に公

公開実施されまたはその他の方法で公衆に知られている技術」と

刊しました。さらに、同年 8 月には「意見徴収稿」を公表しました。

改正し、
「公開実施されまたはその他の方法で公衆に知られている

この意見徴収稿については、国家知識産権局、国務院法制弁公室、

技術」についても「国内外」における公知、すなわち統一的な世界

全人大法制工作委員会からなる代表団が同年 9 月に日本と米国を

公知の基準を採用することを建議しています。また意匠特許につい

訪問し、その内容を特許庁や関係団体に説明して討論を行いまし

ても、現行法第 23 条が公知意匠の範囲を「出願前に国内外の出

た。筆者もこの討論会に参加し、のちに修正の意見書面も提出し

版物に公開発表されまたは国内で公開実施された意匠」と定義し

ました。

ているのを「出願日以前に国内外において出版物に公開発表され、

中国国家知識産権局は、国内外から寄せられた意見を検討した

公開使用されまたはその他の方法で公衆に知られている意匠」と

うえで、06 年 12 月には同局としての最終案である「送審稿」
（建

改正し、同じように統一的な世界公知の基準を採用することを建議

議稿）を決定し、これを国務院法制弁公室に提出しました。
ここでは、
「送審稿」を中心に改正案の内容を説明します。

しています。
（２）意匠特許登録要件の厳格化

なお、最初の中国特許法は 84 年 3 月 12 日に成立し、85 年 4

さらに、意匠特許の登録要件として現行法は公知意匠と同一ま

月 1 日から施行されています。92 年 9 月 4 日に第一次改正（93 年

たは近似でないことのみを要求していますが、これを「属する分野

1 月 1 日施行）
、00 年 8 月 25 日に第二次改正（01 年 7 月 1 日施行）

の意匠創造者にとって、公知意匠の特徴の組合せと比べて明らかな

がなされていますので、今後予定されているのは第三次改正に相当

区別を有しないこと」すなわち inventive step を要求するよう改

します。

正することを建議しています。中国では意匠特許が極めて多数出願、

中国特許法第三次改正の趣旨は、大きく 2 つの方面に分れます。

登録されていますが、その水準は高くないといわれています。この

1 つは、中国特許の保護要件と保護内容を国際レベルにまで高

ような現状を打破するためにも、意匠特許の登録要件を厳格化す

めることです。もう1 つは、発展途上国としての中国の国益を明確
化してこれを条文に盛り込むことです。

2 特許保護要件の厳格化と保護内容の高度化
（１）特許保護要件の国際水準化

るよう改正することは妥当なことです。
（３）意匠特許権の保護強化
意匠特許権の保護を強化しました。現行法では意匠特許権の侵
害となる行為は、特許権者の許諾を得ずに生産経営の目的で意匠
特許物品を製造し、販売し、輸入する行為に限られています（第
11 条）
。しかし、中国では各所の「展示会」等に特許意匠を模倣し

特許保護を国際レベルに向上させることについては、現在の特許

た物品が見本品として出展されることが少なくありません。このよ

法では特許権付与の要件である新規性、進歩性判断の基礎として

うな出展は「販売」行為とはいえませんので、見本品としての出展

絶対的な世界新規の原則を採用していませんが、改正にあたっては、

だけでは、これを特許権侵害として取り締まることができません。

世界新規の原則を徹底し、どのような方式によるかを問わず、世界

この点が、現行法の欠陥として国内外から指摘されてきました。

のいずれの国におけるかを問わず、公知であった技術または意匠は

国家知識産権局は、06 年 8 月の意見徴収稿では、この点を改

新規性を有さず、またこれに基づいて容易に想到できたものは創

正条項に含めていませんでしたが、送審稿では意匠特許権侵害に

造性を欠くものとして特許されないこととするよう建議しています。

該当する行為に「販売を申し出る」行為を加えました（送審稿第 12

具体的な条文としては、現行法第 22 条が発明または実用新案

条）
。これにより特許意匠の模倣品が展示会に出展する行為を特許
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Ⅰ
マクロ経済主要目標

融資構造を最適化︒

③マネーサプライの適度な伸びを保ち︑

への支援を強める︒

・省エネ・環境保護と自主的創造革新

開発促進等へ建設投資増額︒

・農村改善︑社会諸事業発展︑西部大

央予算経常的建設資金 804 億元︒

・長期建設国債発行 500 億元︑中

央投資の合理化を図る︒

②長期建設国債の発行額を縮小し︑中

金の運用効率を向上させる︒

・収入増加・支出節約を進め︑財政資

・財政収入の超過分を適正に運用する︒

億元減の 2450 億元に抑制︒

・中央財政赤字は前年度予算費 500

続き財政の支出構造を調整︒

・大型農産物卸売市場の整備︑大型農

ラ施設建設支援を強化︒

②農村の消費需要を拡大︑流通インフ

層の収入増を図ることが鍵︒

①国民所得の分配構造を調整︑低収入

︵３︶消費需要の拡大に力を入れる︒

資金保全と工事の質を確保︒

③投資プロジェクト監督・管理を強化︑

わるプロジェクト建設を強化︒

②経済社会の全局と長期的発展にかか

動メカニズムを確立︒

・新規着工プロジェクト管理の部門間連

豪華なビル等の建設を禁止︒

・行政機関のビル新築︑拡張を規制︑

適正執行︑都市の建設規模規制︒

・新規プロジェクト参入基準︑手続きを

ロジェクト参入基準引き上げ︒

・土地利用︑環境保護等の面で建設プ

・広義のマネーサプライ︵M 2︶の所期

産物流通企業育成を実施︒
＊公共文化サービス体系整備を強化︒

期融資規模をコントロール︒

・銀行系統の流動性管理を強化︑中長

・エコノミー住宅制度を改善︑規範化︑

賃貸 ･ 分譲住宅建設を加速︒

③不動産市場規制政策を実行︑低価格

図り︑経済の安定運営を維持︒

１．引き続きマクロ規制強化と改善を

︵２︶引き続き固定資産投資への規制を

派に実行する︒

・市場価格に対する巡回検査活動を立

価格動向の監視・分析を強化︒

・価格総水準︑重要な商品 ･ サービス

④価格総水準の基本的な安定を保つ︒

・市場への監督・管理を強化し︑消費

学校の費用徴収公示制推進︒

⑤医療費用 ･ 医薬品価格政策を完備︑

を拡大︑電子商取引を発展︒

④農村観光︑文化︑健康等の消費分野

まり︑不動産価格高騰を抑制︒

・不動産の法律法規違反行為を取り締
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①中央財政赤字を適切に減少し︑引き

＊ 高 等 教 育 機 関 募 集 人 数は大 学 生

伸び率は ％とする︒
＊人口自然増加率は７・ ‰以内に抑

・﹁三農﹂
︑中小企業︑自主創造革新︑

生産の伸び率は ％前後︒

制︒

実質伸び率は ％︒
農村部住民１人当たり純収入の実質伸
び率は ％︒
％︒

強化する︒

者の合法的権益を保護︒

︵１︶穏健な財政政策と通貨政策の実

①土地の審査・許認可と貸出審査を厳
とする︒

︵４︶経済運営の調節作業を進める︒

施を堅持する︒

格化︑市場参入基準を厳守︒

5

＊ GDP に占める研究と試験開発経

政策方針

＊都市部新規就業者 900 万人以上
6

＊都市部住民１人当たり可処分所得の

4

8

6

＊社会消費財小売総額の所期伸び率は

6

＊消費者物価水準の上昇率は ％以内
3

Ⅱ

低所得世帯の居住条件改善︒

16

環境保護等への融資を強化︒

4

費支出を ・ ％まで引き上げる︒
567 万人､ 大学院生 ・ 万人︒

56

＊国際収支不均衡の改善を図る︒

＊歳入は 兆 4065 億元︑国内総

1

とし︑登録失業率を ・ ％に抑制︒

4

07年3月全人代における
国家発展改革委員会の
報告より
42

中国の
2007年
経済・社会
発展計画
12
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・穀物作付農家等助成策充実︑良質種

食糧生産基地建設を推進︒

・良質食糧産業項目整備と大型商品化

①食糧生産の安定的な発展を図る︒

強化︑農業 ･ 農村経済構造調整促進︒

︵１︶支援・優遇策を定着 ･ 充実 ･

新農村の建設を着実に推進︒

２．農村経済発展を重点に︑社会主義

需給面の整合性を強化︒

・引き続き石炭︑電力︑石油︑運輸の

電力需要側管理確立推進︒

・電力使用効率向上モデル事業を展開︑

理的配置で運営効率を向上︒

・交通運輸方式総合調整︑交通資源合

通インフラ施設建設に注力︒

・石炭運輸ルートの積出港︑重要な交

再生可能エネルギーを発展︒

・最適化を念頭に火力 ･ 水力発電 ･

構築︑輸送網 ･ 施設建設加速︒

・石油・ガス資源開発︑石油備蓄体系

中小型炭鉱は統廃合︑改造︒

・現代化した大型炭鉱建設を重点とし︑

・郷鎮総合文化センター整備をスター

農村合作医療制度の範囲拡大︒

・農村医療衛生サービス体系整備︑新

校校舎改築を始動︒

寄宿制学校整備事業推進︑中西部中学

クトと西部﹁二つの基本﹂任務を完遂︑

・農村小中学校現代遠隔教育プロジェ

教科書提供︑寄宿生活費補助︒

・義務教育学費・雑費免除︑貧困家庭

④農村の社会事業の発展を速める︒

ンフラ整備への投入を増やす︒

・道路︑送電︑安全な飲料水等農村イ

ンプ所建設を支援︒

地区節水施設改造︑中部地区の排水ポ

小型農地水利施設整備強化︑大型灌漑

・土地肥沃化プロジェクト実施︑中 ･

善する︒

③引き続き農村の生産・生活条件を改

疫病予防体系を整備︒

・農産物品質安全検査測定体系︑動物

プロジェクトを実施︒

良品種プロジェクト︑
現代農業のモデル・

を強化︑飼育・養殖団地整備奨励︑優

・綿花︑搾油・製糖作物生産基地建設

改良︑先進的技術を普及︒

・ 項目の重点省エネプロジェクトを全

②重点分野を際立たせること︒

ニズムを完備する︒

系確立を急ぎ︑事業実績評価考課メカ

制を執行︑統計指標とモニタリング体

・省エネ︑汚染物質排出削減目標責任

①目標責任を徹底させること︒

進︒

劣性生産能力産業整理︑集約型発展促

併・再編︑エネルギー消耗・高汚染︑

進技術で在来産業改造︑企業の吸収合

サービス業とハイテク産業を発展︑先

経済構造調整と成長パターンを転換︑

出削減︑ 土地節約や集約的利用等で

︵１︶省エネ・消耗低減や汚染物質排

地の節約や集約的利用を強化︒

３．省エネ・排出削減︑環境保護と土

を樹立︑管理弁法を充実︒

・農業支援投資の情報交換メカニズム

メカニズムを構築する︒

⑥農村向けの投入の安定的増加を図る

拡大︑職業技能訓練を展開︒

・農村の合作経済組織発展で県域経済

⑤循環型経済を発展させること︒

策︑買電価格優遇策制定︒

・余熱︑ゴミ焼却等による発電奨励政

運転無断停止発電所処罰︒

・脱硫装置設置発電所の売電価格優遇︑

理料金徴収を開始︒

を発動︑全市制都市で期限内にゴミ処

充実︑全都市・町で汚水処理料金徴収

・電気・水道料金省エネ差別化政策を

制政策を充実︑省エネを支援︒

・省エネ・消耗低減に資する財政・税

④政策面の支持を強化すること︒

淘汰︒

万トン分︑製鋼 3500 万トン分を

・ 立 ち遅れた 製 鉄 生 産 能 力 3000

・既存石炭燃焼発電所について二酸化

装置取り付けを義務化︒

展︑小型発電所抑制作業加速︒

・火力発電の大型発電プロジェクト発

度を樹立︒

・公共施設のエネルギー消費原単位制

費限度額を設定︑実施︒

・エネルギー多消費製品のエネルギー消

る︒

②現代農業の建設を積極的に推し進め

監視とコントロールを強化︒

・食糧の生産︑在庫︑輸出入に対する

続き最低買付価格政策実行︒

・重点地区︑重要食糧品種に対し引き

る︒

向上させ︑農業の産業化経営を促進す

牧畜・水産業を発展︑品質・安全性を

・第二次︑第三次産業︑高収益作物や

拓する︒

⑤農民の収入増につながるルートを開

トさせる︒

価・審査制を実行する︒

・固定資産投資プロジェクトの省エネ評

と︒

③根源から省エネの達成を確保するこ

管理を強化︑技術普及推進︒

・エネルギー多消費重点企業の省エネ

面的に展開︒

出基準違反企業に改造を強制︒

・クリーン生産を全面的に推進し︑排

⑥環境保護を強化すること︒

再資源化のテスト作業を行う︒

・資源の総合的利用を積極的に展開︑

速︑第一期テスト作業推進︒

・国の循環型経済発展計画の作成を加

硫黄対応計画を公布︑実施︒

・新規建設の火力発電所すべてに脱硫

子と農機具購入補助金拡大︒

・基礎科学研究関連施設と技術装備を
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技術研究院と生産企業を再編︒

国家認定企業技術センターを選び応用

実験室と国家工程研究センター建設︑

重大科学技術基盤施設整備︑国家工程

・重大科学技術特別プロジェクト実施︑

する︒

策の実施細則をさらに若干作成︑公布

実施︑自主的創造革新を支える関連政

①国家中長期科学技術発展計画要綱を

構造最適化とグレードアップ促進︒

４．自主的創造革新能力を向上︑産業

化させる︒

・土地譲渡における収支の管理を規範

渡価格基準を厳格に執行︒

・建設用地定額指標と工業用地最低譲

強化︑農地の無断転用禁止︒

・厳しい土地管理制度実行︑総量規制

すること︒

⑧土地を節約し︑それを集約的に利用

その他施設の監督を強化︒

・重点企業・汚染源へのオンライン監視︑

実施状況の監督・検査を強化︒

・省エネ・排出削減特別検査を展開︑

⑦監督・検査をうまく行うこと︒

飲用水の安全保障を強化︒

⑥代替エネルギー事業の秩序立った発

船インフラ施設整備を加速︒

・ハイテク船舶・設備自主化︑大型造

設備の自主化事業を推進︒

・原子力発電プロジェクトのカギとなる

策定︑特別プロジェクト案制定︒

・重大技術装置購入 ･ 使用奨励規定

る︒

⑤装置製造業の振興に大いに力を入れ

ハイテク産業基地を新規建設︒

・電子情報︑バイオ︑航空・宇宙関連

ロジェクトを引き続き実施︒

・ハイテクプロジェクト︑産業化特別プ

強させる︒

④ハイテク産業のコアコンピテンスを増

造︑技術改良を強化︒

・先進的情報技術利用で在来産業を改

剰の発生に歯止めをかける︒

・他業種の変動を見守り︑生産能力過

造調整を速める︒

理制度を充実︑生産能力過剰業種の構

造調整の指導目録を実行︑業種参入管

・産業構造調整促進暫定規定と産業構

③産業構造の調整と最適化を行う︒

を吸収し︑質的向上を図る︒

・先進的な経験︑技術と管理ノウハウ

租税︑価格面の政策を活用︒

・業種参入基準を緩和︑規範化︑財政︑

化事業を積極的に推進︒

⑦都市の総合的受容能力を向上︑都市

区画計画編成作業を推進︒

⑥国や省のレベルに分け︑主体機能の

区の経済・社会発展を加速︒

⑤旧革命根拠地や民族・辺境・貧困地

圳等の包括的改革事業推進︒

・天津濱海新区開発策徹底︑浦東︑深

で先頭に立つことを奨励︒

④東部地区は改革開放等の様々な分野

からの産業移転を受け入れる︒

・対外開放レベルを向上︑東部︑海外

通業の発展を加速︒

交通運輸システム整備を強化︑現代流

先進製造業とハイテク産業基地︑総合

・食糧基地︑エネルギー・原材料基地︑

策・措置を着実に実施する︒

③中部地 区の勃興促 進に向けた諸政

経済パターン転換モデル事業継続︒

・ 産 業 最 適 化とグレードアップ推 進︑

的に推進する︒

②東北地区等旧工業基地の振興を積極

協同と相互促進を強化する︒

・西部の人材開発と法整備︑地域間の

技術や教育の発展を加速︒

・インフラ整備︑生態環境整備と科学

①西部大開発を引き続き推し進める︒

展を促進する︒

会社︑ノンバンクの改革を推進︒

・政策銀行︑商業銀行︑金融資産管理

着実に推進する︒

・中国農業銀行の改革を段階をおって

る︒

④金融分野の改革と創造革新を加速す

導する関連政策・措置を徹底︒

・非公有制経済発展を奨励︑支援︑誘

市政公共事業改革を推進︒

・電信等諸業種の管理体制改革を深化︑

務分離等事業を推進︒

･ 破産︑社会的機能分離︑副次的業

業統治構造等を健全化︑国有企業閉鎖

・国有大型企業株式制改革を加速︑企

③引き続き企業の改革を推し進める︒

金融サービス水準を向上︒

・新型金融組織︑小額信用貸付組織等︑

り︑農民の権益を確保する︒

・土地請負関係の安定化と充実化を図

改革等︑総合的改革に注力︒

・郷鎮機構︑義務教育と財政管理体制

②農村の改革を全面的に深化させる︒

ビス方式改善︑行政問責制強化︒

・行政運営メカニズム充実︑管理サー

る︒

①行政管理体制の改革を鋭意推進す

体制改革協同推進メカニズム確立︒

︵１︶全般的指導 ･ 統括的調整を強化︑

開放の質とレベルを向上︒

６．諸般の改革を引き続き深化︑対外

・公共技術プラットフォームを整備︑知

展を図る︒

⑧海洋経済発展計画の編成を行い︑海

・複層的な金融市場体系を構築︑債券

５．地域間経済のバランスの取れた発

的財産権保護を強化する︒

・中長期発展計画︑個別計画制定を急

洋経済発展をサポートする︒

プロジェクト建設に取り組む︒

②サービス業の発展に拍車をかける︒

ぎモデル事業を先行させる︒

・重点流域・区域の汚染総合対策継続︒

・サービス業における重点分野計画と
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・プロジェクトの審査・確認手順を改善︑

⑥投資体制の改革を深化させる︒

方案を制定︒

・付加価値税転換の全面実施に関する

管理制度改革を深化させる︒

・財政移転支出制度を完備させ︑予算

⑤財政・税制の改革を着実に推進する︒

スクを防ぎ︑解消する︒

・監督・管理体系を完備させ︑金融リ

レート形成メカニズムを充実︒

・金利市場化改革を進め︑人民元為替

市場基礎的制度作りを強化︒

・多国間貿易のルールの制定とＦＴＡ

の対外投資協力を奨励︒

・海外投資促進政策措置を充実︑企業

う分野・地域への移転を導く︒

・サービス業対外開放推進︑政策に合

外資利用の質的向上を図る︒

⑨先進技術︑管理︑人材の導入を軸に︑

ターン転換︑グレードアップ︒

・参入基準を引き上げ︑加工貿易をパ

要物資備蓄を強化︒

物︑先進技術・設備の輸入を拡大︑重

高付加価値製品の輸出拡大︑重要鉱産

・農村部計画出産家庭に対する奨励・

出生人口の素質向上を図る︒

④現行の政策と低出産レベルを維持︑

アムの建設に全力を傾けていく︒

・2008 年オリンピック大会スタジ

文化・自然遺産保護を強化︒

・公共文化サービス体系整備︑文化財︑

出版︑スポーツ等の事業を発展︒

③文化︑
ラジオ ･ 映画 ･ テレビ︑
報道・

を後押しする︒

・中国伝統医薬と民族医薬事業の発展

仕事を着実に行う︒

・引き続き重大伝染病の予防・治療の

④食品・医薬品安全および安全生産に

全国農村部で確立︒

・最低生活保障制度を都市部で充実︑

を健全化︑安全性を確保︒

・社会保険基金︑住宅積立金管理制度

続ポータビリティ規定を検討︒

・地域間移転に伴う社会保険関係の継

重病医療保障事業推進︒

険モデル事業︑農民就労者労災保険と

全企業に普及︑都市部住民基本医療保

・都市部の養老・医療 ･ 労災保険を

ける︒

③社会保障システムの整備に拍車をか

・奨学金︑就学助成金制度を確立︑充実︑

﹁211 プログラム﹂を継続実施︒

・高等教育・教学の質的改革を速め︑

農村の中等職業教育を支援︒

・職業教育の基礎能力の整備を強化︑

困 ･ 辺境 ･ 民族地区へ傾斜︒

・公共教育資源を農村︑中西部 ･ 貧

①教育事業の優先発展を堅持する︒

を適宜に引き上げる︒

・第一次分配における労働報酬の割合

②所得分配の適正化に取り組む︒

・労働契約制度を全面的に推し広める︒

ス業を発展︑就業訓練を強化︒

・労働集約型産業︑中小企業︑サービ

る︒

①引き続き積極的な就業政策を実施す

・社会治安防犯・抑制体系整備を強化︑

に関わる訴訟等の問題を重視︒

・土地収用・移転︑企業体制改革︑法

⑥社会の安定を維持︑促進する︒

底︑被災地復旧作業を推進︒

ダム地域住民転住支援後期政策を徹

・貧困脱却扶助資金を適正に管理運用︑

取り組んでいく︒

⑤引き続き貧困脱却扶助・開発事業に

の衛生監督・管理を強化︒

学資ローン政策を徹底︒

・最低賃金制度を厳格に執行︑独占業

安心・安定・安全活動展開︒

８．人民の利益にかかわる問題を解決︑

・特別整頓活動で食品の品質や飲食業

かかわる事業を強化する︒

構築に積極的に参与する︒
７．教育︑医療衛生︑文化事業を発展︑

扶助制度を全面的に推進︒

行政登録制の統一と規範化︒
⑦資源関連生産物の価格形成メカニズ

経済社会発展協調性を増強︒

・建設管理業務の民間委託制度を推進︒
ムを充実させる︒

②公共医療衛生体系と基本医療サービ

種の所得分配を規範化︒

・企業の安全生産責任強化︑学校や娯

格等を調節︑価格改革を推進︒

ス体系を完備させる︒

・租税の徴収・管理を強化︑法外な所

調和のとれた社会を建設︒

⑧対外貿易の成長パターンの転換を速

・都市・農村住民をカバーする基本医

得に対して効果的に調節する︒

国民経済と社会発展計画案の報告﹂経済日報

・精製油︑天然ガス︑用水︑送配電価

める︒

療衛生保健制度を逐次構築︒

・賃金支給の保証金制度を実施︑農民

200 ７年 月 日より作成︶
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楽施設の安全予防対策強化︒

・知的財産権やコア技術を持つ製品︑

・都市部のコミュニティー医療衛生サー

就労者の合法的権益を守る︒

︵国家発展・改革委員会﹁2006 年国民経

ビス体系を充実︑医療費負担軽減︒

中国の
2007年
経済・社会
発展計画
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制度情報

上海市で公布された地方法規および政府通達の最新情況

（2006 年 12 〜 07 年 3 月現在）

文書番号

法規・政府通達の名称

滬地税流
『営業税納税者申告弁
［2006］61 号
法』

公布機関

市地税局

公布 / 施行期日

内容の概略

2006.12.6

国家税務総局が公布した法令だが、上海市では全市をフルカバーする
徴税システムが未整備であったために、ただちに施行しなかった。こ
のシステムが 06 年末に完成したことで、本法令の公布によって 07 年
1 月 1 日から正式に施行された。交通運輸業 / サービス業 / 娯楽業
/ 建築業等の営業税の課税対象となる業種に従事する外商投資企業は
必知の通知である。

－

『上海市・集団契約若
干規定』（草案）

市人民代
表大会

2006.12.8

企業と労働者が集団的に締結する労働契約は、中国では「集団契約」
と称される。これを定める中央法は 05 年の 5 月に旧法を改正して施
行された『集団契約規定』である。これまで、上海にはこのローカル
法は存在しなかったが、この法令（草案）を公布することで集団契約
のローカル版の施行の動きが表面化した。

滬国税徴
［2006］57 号

『小規模納税者に適用
する増値税納税申告の
推進に関する意見』

市国税局

2006.12.20

国家税務総局が公布した同名の通知の下達であり、小規模納税者を適
用対象としたものである。年間営業額が 180 万人民元に達しない納税
者はこの法令に準拠して納税申告する。

2006.12.27

これまで、輸出貨物の代金回収が長期に設定されている場合は、
『輸
出代金照合消込弁法』
（03 年 91 号文件）と『輸出代金照合消込管理
弁法実施細則』
（03 年 107 号文件）に基づき、その増値税還付を「遠
期収匯備案証明」
（長期間回収報告証明）によって増値税還付処理が
行われてきた。この通知はこれらの実務をさらに規範化するために公
布された。ここでは貨物輸出後に長期間にわたり代金を回収するよう
なケースについて実施する外貨管理局と税関への報告と消込の手続き
を詳細に定めている。また手続きフローを誤った場合は “ 国内販売 ”
と見なして還付を取り消すことが定められているので、製品を輸出す
る企業は必知の法令である。

滬国税進
［2006］61 号

『代金長期回収の輸出
貨物の増値税還付に係
る問題に関する通知』

市国税局
市外貨管
理局

－

『外商投資企業の容易
に製品化できる毒物の
輸出入に関する審査・
確認手続および注意事
項』

市対外経
済貿易委
員会

2006.12.30

中央政府（商務部）が 06 年 7 号文件として公布した『易製毒化学品輸
出入管理規定』に基づいて、これを上海市で施行するための実施細則
である。対象となる化学物質はベンゼン、アセトン、ブタン、硫酸、塩
酸（混合物を含む）で、これらの物質の輸出入を行う企業は必知の法
令である。

滬財会
［2007］5 号

『外商投資企業 2006 年
度会計決算報告の様式
と編制の説明に関する
通知』

市財政局

2007. １.12

06 年度における外商投資企業の会計検査報告について、構成する報
告表の種別と編成方法等について、通常企業（非金融系）と金融系企
業（銀行 / 証券 / 保険等の企業）に分けて説明した通知である。

滬府発
［2007］4 号

『上海滞在の外国人の
集団的な宗教活動の臨
時地点の指定に関する
試行弁法』

市人民政
府

2007.2.8

上海に滞在する外国人の信教の自由を保障し、かつ中国の公共社会
の利益を保護するために公布されたもので、関連する中央法である『外
国人宗教活動管理規定』とその『実施細則』が根拠法となっている。
本弁法は、上海に滞在する外国人の宗教活動について、その活動場
所の指定、申請、主催者の義務、公安や衛生管理等について定めて
いる。試行は 07 年 5 月 1 日。

滬国税流
［2007］21 号

『2007 年における増値
税一般納税者の年度資
格検査の実施に関する
通知』

市国税局

2007.2.17

07 年度の年度検査の期間は 3 月 1 日より 5 月 31 日とし、検査対象は
上海市において 07 年 3 月 1 日以前に「増値税一般納税者」と認定さ
れた納税者とする。

2007.2.28

虹橋、閔行、漕河涇の三大技術開発区と浦東新区で登記する製品輸
出型企業と先進技術企業に対して適用してきた優遇税制の延長に関す
る通知である。昨年の同じ期日にも同様の公布がなされている。これ
によって該当する外商投資企業に対する地方税の優遇政策が 07 年ま
で延長されることになった。適用企業は以下のとおりである。
①虹橋、閔行、漕河涇の技術開発区内の生産性外商投資企業。
②浦東新区内の外商投資企業。
③上海市の製品輸出型および先進技術型の外商投資企業。

2007.3.15

毎年公表される数値で、企業の社会保険を処理する人事部関係者は
必知の通達である。06 年度（前年度）の上海市企業労働者年間平均
賃金は 2 万 9,569 元、平均月額賃金は 2,464 元、増加率は前年度比
10.2％増、金額にして 299 元増である（05 年度は 2,235 元）。これによっ
て、企業は、従業員の 07 年度における社会保険料について、この数
値を基準として計上しなければならない。

滬地税外
［2007］9 号

『一部の外商投資企業
の地方所得税優遇政策
を 2007 年末まで延期
することに関する通
知』

『上海市・2006 年度の
滬労保綜発
企業従業員月額平均賃
［2007］12 号 金、及び増加率の公布
に関する通知』

市国税局

労働社会
保障局
市統計局

（注）発布機関はいずれも上海市の立法機関および行政機関である。外商投資企業にとって留意すべきと思われる法令をまとめたものである。
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2007 年 4 月

4/12

温家宝首相来日、経済人を前に「融氷」のスピーチ
6 年半ぶりに中国首脳として正式に日本を訪問した温家宝首相は、12 日昼、経済 5 団体（日本経団連、
経済同友会、日本商工会議所、日本貿易会、日中経済協会）主催の歓迎会に出席した。用意された原
稿をあえて読まず、冒頭、成功裏に開催された前日の首脳会談をふりかえって、自作の「漢俳」を披露し
ながら、経済人など 300 人を超える参加者に、ゆっくり語りかける姿が印象的であった。
■スピーチの概要
「よき雨は時節を知る」
。首脳会談の雰囲気はとてもよく、
昨晩 12 時を過ぎて、ひとり詠んだ漢俳をご披露したい。
和風化細雨
桜花吐艶迎朋友
冬去春来早

和風、細雨に化し
桜花、艶を吐き朋友を迎ふ
冬去り春来ること早し

今回の旅を「融氷之旅（氷を融かす旅）
」にとの願いは
実現するだろう。
中国が平和発展の道を行くことは、人口が多く、国力の
基礎が薄弱で、生産力が未発達であり、また「尚徳不
尚武、講信修睦」
（武より徳を尊び、信頼と修好を基本
とする）という中国の文化的伝統のゆえなのである。こ
のことは世界の発展の流れに沿ったもので、中国の長期
的基本方針である。戦後の日本も平和の道を選び、そ
の結果経済大国、国際的に重要な影響力のある国となっ
た。友邦として、中国は日本が平和の道を歩むことを支
持する。両国国民は手を携えて共に平和と発展のために
力をあわせようではないか。

歓迎昼食会で講演する温首相

この後、12 日夜は日中文化スポーツ交流年実行委員会、日中友好 7 団体、在日中国企業、華人・華
僑団体など 12 団体共催の歓迎レセプションが行われ、安倍首相も温首相とともに出席。主催者代表で
挨拶した日中文化交流協会・辻井喬会長は、温首相の「漢俳」への返句を披露した。
陽光満街路
和平偉友来春風
誰阻情信愛

4/12

陽光が街路に満ち
にこやかな、いつも変わらない態度を示される偉い友が春風とともに来る
誰か信愛の情を阻まんや

日中エネルギー協力セミナー開催
４月 12 日、
日本側は経済産業省、
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）および日中経済協会、
中国側は国家発展・改革委員会の主催で日中エネルギー協力セミナーが開催された。甘利明経済産業相、
馬凱国家発展・改革委員会主任の出席の下、日中間の協力に関する６つの合意文書が調印されたほか、
電力、石油・天然ガス、石炭、新エネルギー・再生可能エネルギーの４分野の分科会が行われた。本件
については本誌 TOPICS（P18 〜 23）で詳細を報告。
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4/13

経天亮・中国中煤能源集団公司総経理一行が来会
経天亮・中国中煤能源集団公司総経理一行が４月１３日、当協
会および日中長期貿易協議委員会を訪問し、緒方理事長・委員
会事務局代表、西村専務理事・委員会事務局長らと懇談した。
経天亮総経理は、温家宝首相に同行した中国の代表的エネル
ギー企業トップの一人と来日したもので、前日開催された「日中エ
ネルギー協力セミナー」での「石炭分科会」において、日中石炭
貿易の現状や日中長期貿易協議委員会の枠組みによる石炭取引
の安定的発展に向けての講演を行った。
懇談の席上、経天亮総経理からは、中国国内での石炭価格上
昇の背景についての説明がなされるとともに、最近の組織改編に
より、
中煤公司に国内外向けの石炭を取り扱う
「石炭販売センター」
が設けられ、王育傑・中国煤炭進出口公司副総経理が責任者と
なっているとの紹介があった。
また、陳威・中国中煤能源集団公司駐日代表処首席代表は、

協会を表敬訪問した経天亮総経理

４月末で香港支店長に転任し、後任として、公司本部輸出部より
朴昌国氏が着任するとの紹介があった。

4/24
〜 25

張富士夫新会長、中国を訪問
日中経済協会・張富士夫会長は、
4 月 24 〜 25 日、
就任後初めて中国を訪問し、当協会と関係の深い中
国国際貿易促進委員会万季飛会長、解振華国家発
展改革委員会副主任、武大偉外交部副部長、陳健
商務部部長助理に面会し、会長就任の抱負を語る
とともに、9 月末に予定している第 33 回日中経済
協会訪中代表団や第 2 回日中省エネルギー・環境
総合フォーラムについて、日本側の準備状況を紹介
し、中国側の協力を要請した。

国家発展改革委員会・解振華副主任と会見する張会長（4/24）

中央消防署

⓬番出口

本町通

東警察署
テイジン
ビル
❶番出口

至動物園前、
天下茶屋
○最寄駅

大阪商工会議所2階

❹番
出口

NTT会館
大阪銀行協会

地下鉄中央線

至馬場町
森ノ宮

谷町四丁目駅

業務開始日 ２００７年６月１１日（月）

東郵便局

堺筋本町駅

新住所 〒 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２−８
大阪商工会議所ビルディング２階
電 話 ０６−４７９２−１７７６
ＦＡＸ ０６−４７９２−１７７８

大阪国際
ビル
至御堂筋
本町

地下鉄谷町線

６月１１日（月）から業務を開始することになりました。

至東梅田、
大日

日中経済協会
関西本部
松屋町筋

日中経済協会は関西本部事務所を下記に移転し、

阪神高速道路

地下鉄堺筋線

関西本部事務所を移転

N

至天六、
北千里

至長田
生駒

至阿倍野、
八尾南
地下鉄堺筋線 堺筋本町駅より徒歩8分
地下鉄谷町線 谷町4丁目駅より徒歩8分
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名が来日

分野の専門家で、長年農業問題に取組み大

な目的であった。韓新省長はもともと農業

動車、石油化学、農産品加工、医薬、光電

省として重点的に力を入れる産業分野は自

る。森林被覆率は ％、木材貯蔵量は 億

品 化 率、 輸 出 量はいずれも全 国 最 大であ

きに渡り、

投資成長率は ％で第１位であった。今後、 （ ）豊富な天然資源

吉林省の概況

吉林省の発展方向と投資貿易博覧会
（李錦斌副省長）

韓長賦・新吉林省長ならびに省政府代表団総勢
吉林省の投資環境、各種プロジェクトをＰＲ
吉林省経済貿易交流会・懇談会を開催

％、全国の省・市・自治区のなかで第２位、

年における吉林省の GDP 成長率は

韓 長 賦・吉 林 省 長を団 長とする同 省 訪
吉林省の重点産業と進出日系企業
（韓長賦省長）

日代表団総勢 人が４月１～５日に来日し
た。今回、東京での経済貿易交流会開催、

きな実績を上げてきた。本年 月に吉林省

子 ･ 情報、エネルギー、冶金、建材、紡績、

長に就任し、今回の訪日が就任後初めての
重要な対外活動であった。

吉 林 省は農 業 大 省である。これまで長

人 当たりの食 糧 生 産 量、 商

地と労働力コストは沿海部に比べはるかに

低く、韓国の中小企業の北進に理想的な条

件を備えている。

（ ）拡大する対外開放

カ国から約 8000 社の外

吉林省は世界 150 カ国と経済貿易関

係を持ち、

資企業が進出しており、その累積直接投資

額は 100 億ドルに達している。主な企業

ドイツのフォルクスワーゲン、シーメンスな

としては日本のトヨタ、伊藤忠、米国のＧＥ、

どである。また、日本の北洋銀行と協力枠

組み協定を結んでいる。

（ ）東北地域旧工業基地振興政策による

中央政府が実施している東北地域旧工業

優遇措置

る日系企業はトヨタ、伊藤忠、住友商事等

ナーであり、 年末現在で同省に進出してい

吉林省にとって日本は重要な協力パート

埋蔵量は 180 億トンで全国最大である。

は極めて豊富で、特にオイルシェールの確認

オイルシェール、珪藻土、ミネラルウォーター

る。埋蔵する鉱産物資源は 種、なかでも

土地使用、開発区の建設などに対し奨励策

しても国有企業改革、自動車産業の発展、

有企業との合併等、多岐に渡る。省政府と

続きの簡素化、金融や税制面での優遇、国

基地振興政策では、外資の投資を奨励する

を開催した。説明会には日本の企業関係者

ホテルで「吉林省経済貿易交流会・懇談会」

を含め 286 社、実行ベースの投資総額は

また、同省は二大天然漢方薬生産基地のう

を打ち出し、透明度の高い環境を作っている。

6000 万立方メートルで全国第 位であ

約 300 名が参加した。冒頭、王毅・駐

約４億ドルである。今年９月に長春で開催す

ちの１つとされ、朝鮮ニンジンと鹿茸の最大

ための優遇措置を設けている。その内容は手

日本国中国大使、韓長賦・吉林省長、緒方

る第３回中国吉林・東北アジア投資貿易博

％ を占 める。 半 径 1000 キロ

東北三省の人口は 億人、経済総量は全国
の ・

以内には日本、韓国、ロシアが含まれ、北京、

天津、山東へも放射的に影響を及ぼしてい

（ ）自動車、石油化学

伝統産業における外資発展の可能性

得に努めている。

目録』を制定中で、同省でも優遇政策の獲

現在、中央政府は『中西部優勢産業指導

謙二郎・日中経済協会理事長らが挨拶、続

％ 以 上を維 持

しており、 年は 1675 億元に達した。

売総額の年平均成長率は

ここ数年の吉林省における社会消費品小

（ ）発展する省内マーケット

の生産地である。

日中経済協会、当協会の協力の下、吉林

60

覧会には、日本から多数の参加を希望する。

投資環境について説明を行った。交流会の後、
同省主催の昼食懇
談 会 が 行 わ れた。
当協会からは古賀
特別顧問、緒方・
永持・吉田・岩崎
各副会長、西村理

10

年における吉 林 省の自 動 車 生 産 量は

万 台、2010 年の発 展 目 標としては

100 万台以上を目指している。 年の完

成 車の生 産 高は前 年 比

％ 増の 1240

億 元で、 自動車部 品は同

％ 増の 300

億 8000 万人、世界の経済総量の５ 分

る。また半径 2000 キロ以内の人口は

06

1

06

省人民政府代表団は４月３日午前に都内の

1

3

1

06

60

6

億 元 で あった。 自 動 車 部 品 メ ー カ ー 約

6

事長、三田地事務

吉林省の重点産業について紹介する
韓省長（吉林省経済貿易交流会）

いて李錦斌・同省副省長が吉林省の概況と

いる。

観光等で、いずれも優位性と特色を有して

日本の関係官庁・団体・企業との交流が主

70
1

2

8

の１を北東アジア地域が占める。同省の土

21

36

局 長 らが 出 席 し、
吉林省政府幹部等
と交流を行った。
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300 社の中には日本の光洋精工、ドイツ
のシーメンス等の大手外資メーカーも進出
している。Ｖ６エンジンの生産を開始したト
ヨタは１年目で 億元の売上げを実現した。
第一自動車の自動車部品の省内調達率は約
％であり、外資メーカーにとっても参入の

チャンスといえよう。

ス長短繊維の合弁生産プロジェクトがある。

年末までの日本から吉林省への投資総

額は４億ドル、進出日系企業は 286 社

文化遺産である集安高句麗遺跡、④長春の

長春映画世紀城である。現在、韓国や香港

よる投資総額

である。現在、トヨタと第一自動車集団に

（ ）農畜産品

などの観光施設の建設に関心を寄せており、

の投資家が長白山のスキー場およびホテル

億ドルのＶ６エンジンプロ

吉林省には、アジア最大のコーンスターチ
精肉メーカーで年産量肉牛 万頭・肉羊
億 2500 万羽の吉林徳大が

暇村プロジェクトへの外資による投資を希望

長白山松江スキー場、望天鵝国際スキー休

二製油の農産品二次加工プロジェクトなどの

アリングシステム研究開発プロジェクト、不

ジェクト、光洋精工と第一自動車集団のステ

700 ブースと見込まれる。

外からは 7000 人、 国際展示 ブースは

日本との関係

吉林省長略歴

1954 年 月生まれ
出 身 地 ： 黒龍江省
学
歴 ： 中国人民大学農業経済学科卒
主 な 職 歴：
1986 年 共産主義青年団中央委員、
宣伝部部長
1990 年 共産主義青年団中央委員、
青農部部長
2001 年 中国農業部副部長
2002 年 国務院政策研究室副主任
2006 年 中国共産党吉林省委員会副書
記、吉林省代理省長
2007 年 吉林省省長（１月）

韓 長賦

重要プロジェクトが順調に進展している。

している。

第３回中国吉林・東北アジア投資貿易博覧会

過去２回行った東北アジア投資貿易博覧

会の累計参加者は 万人、うち海外からの

参加者 万 3000 人、対外貿易成約額

元であった。今年は９月２～６日に長春で

７億ドル、プロジェクト投資総額 950 億

海地区は風力資源が豊富である。オースト

（ ）観光資源
吉林省の四大観光資源は①中国十大名山

中経済協会および日中東北開発協会協力の

緒方謙二郎理事長（日中経済協会として）

2007 年遼寧省対外開放開発セミナー開催
張文岳・遼寧省長を団長とする同省訪日

らが挨拶し、続いて張文岳省長から遼寧省

の概況と投資環境などが紹介された。

下、４月 日午後に都内ホテルで開催され、

代表団総勢 200 人が４月

日本の企業関係者等約 300 名が参加し

～ 日に来

うちの一つで、毎年 100 種類、約 600

た。当協会からは古賀憲介特別顧問、永持・

遼寧省と日本との経済協力（張文
岳省長）

外開放開発セミナーの開催、および日本の

同セミナーは遼 寧 省 人 民 政 府 主 催、日

である。

緒方・贄田・吉田・岩崎各副会長、西村理

事長、三田地事務局長らが出席した。冒頭、

遼寧省の経済概況

関係官庁・団体・企業との交流が主な目的

二階俊博衆議院議員、呂淑雲公使参事官、

日した。今回の訪日は、東京での遼寧省対

化繊集団とイタリア企業による投資総額

企業との投資総額 5000 万ドルのビスコー

2

40
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張文岳・遼寧省長および総勢 200 名からなる省政府代表団来日
遼寧省の投資環境、各種プロジェクトをＰＲ

の一つの長白山、②吉林市の霧氷、③世界

会を開 催 する。 参 加 者は５ 万 人、 う ち海

第３回中国吉林・東北アジア投資貿易博覧

総額 億 2500 万ドルの 5000 万

ラリア・タスマニア水力発電社による投資

7000 億 で、特に中西部平原と東部近

吉林省の風力発電の開発可能発電量は年

（ ）エネルギー開発

り、今後の協力に期待している。

モロコシの二次加工分野に関心を示してお

ある。三井物産や住友商事等の商社はトウ

で年産量

万頭の長春皓月、国内最大の鶏肉メーカー

10
kW

風力発電プロジェクトは既に稼動している。

1

10

30

メーカーである長春大成集団、イスラム用

2

3

4

万トンの石油化学製品を生産している。奇峰

石油化学工業は吉林省の二大基幹産業の

10

1
kWh

1

18

12

億 5000 万ドルの年産 万トンのアクリ

2

24

日本側企業関係者約 300 名が参加した吉林省経済貿易交流会

ルプロジェクト、オーストリアおよびドイツ

15

17

40

遼 寧 省の

年 の GDP は 前 年 比

・

％ 増の 9257 億元で 年以来の最大

の伸び率であった。同省と日本との貿易額
は 109 億ドル、うち同省から日本への輸

「五点一線」沿海経済ベルトは北東アジア
の中心に位置し、海を挟んで日本、韓国、
北朝鮮を臨み、大連港、営口港、錦州港、
丹 東 等に５つの税 関、257 カ 所の港 湾
バースを有している。貨物の運輸能力は
億 5300 万 トン、コンテナ運 輸 能 力は

出が 億ドルで、日本が最大の貿易相手国
であった。実行ベースでの外資利用額は同
107 万 TEU である。沿海経済ベルト

％ 増の 億 9000 万ドル、

豊富なほか、有色金属、レアアースの埋蔵

であり、石油、天然ガス、石炭の埋蔵量が

中国の東北地方は重要なエネルギー基地

２．天然資源

の海岸線は 2920 キロに及ぶ。

年

・
億

末時点で進出している日系企業は 5900
社 で、 実 行 ベー スの 投 資 総 額 は 約
9000 万ドルに達した。
「五点一線」戦略構想

を占めるほか、東北地方の面積の ・ ％、

人口の ・ ％、GDP の ・ ％、対外

貿易の ・ ％、実行ベースでの外資直接

れている。今年、遼寧省では 100 件の重

点工業プロジェクトに力を入れる予定で、そ

の中には瀋陽・大連のＮＣ旋盤産業化基地

団の 万トンエチレン等の重要案件が含ま

油所および 100 万トンエチレン、華錦集

建設、撫順石油化学の 1000 万トン製

遼寧省では「遼政発〔2006〕３号文件」

投資額の ・ ％をそれぞれ占めている。

を制定、 項目の優遇政策を発表した。こ

れる。

電子情報、バイオエンジニアリング、製薬、

れは５つの重点地区で省に上納する増値税、

新材料などのハイテク産業化プロジェクトを

３．科学技術分野

産税に対して、省財政から各種税の還付額
を免除するものである。

「五点一線」戦略で、既に開発済みの面積

は 平方キロで全体の ％を占め、151

区、丹東産業園区、大連庄河花園口工業園

報、冶金、造船などの工業体系が整っており、

以前から石油化学、 機械設備、 電 子・情

遼寧省は重要な重化学工業基地であり、

元である。韓国・STX 集団の投資額 億

クトでは 140 件、投資総額は 700 億

は 490 億元に達した。契約済みのプロジェ

件のプロジェクトが実施され、その総投資額

生産基地を建設し、ブランド力を高める。

果物、花卉、漢方薬、食用菌類、木材の各

なことから、高級穀物、牧畜、漁業、青果、

遼寧省は農産品、畜産品、水産品が豊富

業区、営口沿海産業基地、錦州湾沿海経済
区の５地域を高速道路で結び、沿海経済地

旅客専用鉄道、東辺道鉄道、庄河・阜新・

トのほか、中部環状道路、ハルビン／大連

100 件の重点インフラ建設プロジェク

５．インフラ分野
動した。

ドルの造船所プロジェクトが大連長興島で始

リング、大連工作機械、大連鉄鋼廠、大連
船舶重工など競争力のある企業が多い。

鉄嶺等 カ所の発電所建設、瀋陽の地下鉄
「五点一線」 沿海経済ベル

総量は膨大で、国際的な経済協力には重要

極東地区、中国東北地方を含み、その経済

北東アジア経済圏は日本、韓国、ロシア

設プロジェクトがある。

産品卸売り市場、 カ所の物流基地等の建

１．沿海経済ベルト
トは大 ･ 中６ 都市と８つの

な意義がある。「五点一線」沿海経済ベルト

７．観光分野

４．都市機能

県級市に跨っており、インフ

は 300 件の重点プロジェクトを打ち出し

１・２号線建設などが重点である。

ラ等の都市機能は十分に働い

ており、その総投資額は 300 億ドルであ

カ所の大型卸売り市場、 カ所の農副

６．サービス分野

強い経済力を有しており、現

遼寧省は観光資源が豊富で、瀋陽の故宮、

ど６カ所の文化遺産のほか、歴史都市で有

る。

名な丹東等の観光都市 カ所を有している。

代物流、金融、サービス業が

今後の重点分野として、中・高級工作機

五女山の高句麗王城、九門口の水上長城な

械、Ｎ Ｃ 旋盤、 送変 電・発電設備、 石油

また、大連の国際ファッションショーや瀋陽

５．
「五点一線」戦略の効果

化学ユーティリティ設備、冶金・鉱山重機、

２．工業分野

20
「五点一線」 沿海経済ベル

10

い都市である。

10

20

の氷祭りなどのイベントも豊富である。

発 展し、 輻 射 的 影 響 力が強

ている。全国的にも大連市は

17

今後の日本との経済協力の重点分野

学、盤錦遼河油田、大連客車、瓦房店ベア

４．農業分野

大連の国際都市化が重点となっている。

計画している。ソフトウェア産業が集積する

を従来の ％増とし、行政関連の費用徴収

営業税、企業所得税、個人所得税、家屋財

62

大連石油化学、大連西太平洋、錦州石油化

量も多い。

9

帯を形成するというものである。本構想で

遼寧省では 年１月に「五点一線」戦略

18

2
2

10

３．工業基礎

6

3

5

自動車および関連部品、造船などが挙げら
40

行うものである。
１．地理的優位性

遼寧省と日本との経済協力について説明する
張省長（遼寧省対外開放開発セミナー）

構想を打出した。これは大連長興島臨港工

47 11

20

13
06
81

は、以下のような優位性をもって投資誘致

40

69

7

12

94

06
59

06

70

トは渤海地域の面積の約 ％
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JCNDA NEWS

2007 年 4 月の日中東北開発協会の活動から

■瀋陽市趙長義副市長 一 行との夕食 懇談会
(4/17)
４月１７日、瀋陽市趙長義副市長一行６名が来会、西村理事長、
三田地事務局長らと夕食懇談会を行った。席上、関連プロジェク
トや日本と瀋陽市との今後の協力等に関して幅広く意見交換した。

■阜新市張市長助役一行来会 (4/19)

４月１９日、阜新市張本剛市長助役一行６名が来会、西村理事長、

後藤業務部長と懇談を行った。
阜新市は遼寧省の北西に位置する人口 193 万人、うち都市中
心部が 78 万人の都市である。同市では石炭の露天掘りが有名で、
現在の年産量は2,200万トン、
今後 20年は採掘可能である。
現在、
粉炭や石炭屑をリサイクルし、資源化を進めている。また、最近
では石炭ガスを利用した発電プロジェクトをオーストラリア企業と

200 億元で、中央政府の同市に対する支援の強さが現れている。
また、製油所建設のプロジェクトも進められており、今後は重化学
工業、石油工業が産業の核となるものと思われる。このほか、鉄鋼・
アルミニウムメーカーの設備改造を行い、高純度アルミニウム製造
ラインの拡張等を行っていく。
同市の改革に合わせて西隣の瀋陽市との経済同一都市化計画が
正式に始動した。両市中心部の距離は 45 キロであり、そこを高
速道路により15 分で結ぶ計画である。これにより人と物の流れを
拡大し、10 年後に１つの都市にすることを目指している。
また、両市の中間地点に新たな新都市を建設して、統合の促進
を図る計画もあり、中央政府や関連の政策銀行もこれを支援して
いる。

■第３６回北東アジア経済委員会開催 (4/27)

当協会は４月２７日、
第３６回北東アジア経済委員会を開催した。

契約、今後具体化していく予定である。鉄鉱石の埋蔵量は５億ト

当日は、特別講師として駐日モンゴル国特命全権大使のレンツェン

ン以上で、金、シリコン、ガラス原料等の資源にも恵まれている。

ドー・ジグジット氏を迎え、
「今後１０年間の日本 ･ モンゴル基本行

このほか、風力資源に恵まれており、現在 5,000kW 級の発電設

動計画 ( アクションプラン ) に関するモンゴル国側の考え方と今後

備を建設中である。

の実行について」と題する特別講演の後、意見交換を行った ( 詳

同市は石炭を中心とした資源型都市であることから、産業転換
のモデル都市に指定されており、産業の転換と発展が今後の課題
である。同市の発展は中央政府と遼寧省政府からも重視されてお
り、財政、税制上の政策的な支援を受けている。

細は次号掲載予定 )。
また、経済産業省北東アジア課から日本・モンゴル間の貿易・
投資拡大のための官民合同協議の創設について報告が行われた。

■撫順市劉市長一行来会（4/19）

■ NPO 北 東 アジ ア 輸 送 回 廊 ネットワー ク
(NEANET) 企画委員会開催 (4/27)

田地事務局長らと懇談した。

長 ) 顧問、当協会から後藤部長など１１名出席のもとに NEANET

４月 19 日、撫順市劉強市長一行７名が来会、西村理事長、三

同市はもともと石炭生産で有名であったが、100 年近い採掘に
より資源が枯渇し、地盤沈下による住民家屋の倒壊など環境破壊

４月 27 日、花田 ( 前モンゴル大使 ) 会長、吉田 (ERINA 理事

第１８回企画委員会を開催、日本海横断航路開設準備等について
協議を行った。

が進んだ。ここ 2 年間、各炭鉱でのバラック家屋の改造を進めて

まず、吉田顧問から「北東アジアフェリー航路投資㈱」設立 ( ３

おり、今年末に完成予定である。これにより 35 万人の住宅環境

月 20 日 ) と「北東アジアフェリー航路㈱」( ４カ国合弁運航会社 )

が改善する。

設立準備状況等について報告が行われ、続いて、当協会後藤部長

温家宝総理も撫順での対応を重視しており、今年の春節に同市
を訪れ、農家で年越しの餃子を農民と一緒に作るなど、同市民は
温総理の温かい配慮に感動した。
同市の課題は石炭を中心とした資源型都市をどのように転換し、

が当協会第 36 回北東アジア経済委員会におけるジグジット・モ
ンゴル大使による特別講演について報告を行った。
また、事務局から北東アジアフェリー航路開設記念行事案 (9
月延吉開催予定 )、延辺投資国際博覧会におけるセミナーおよび

産業を発展させていくかである。06 年 3 月に温総理の指示で年

北東アジア国際観光フォーラム (ＩＦＮＡＴ ) の開催案について報

産 100 万トンのエチレン工場の建設が決定された。建設費用は

告があった。
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2007年7月号は・・・
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香港返還10 周年、
この10 年間の経済動向
編集後記
世界最大の石炭生産国の中国では、石炭は一次エネルギー消費
の７割を占める。その中国が今年に入ってから石炭の純輸入国に
なっている。中国が石油の純輸入国になってからは久しいが、
「石
炭よ、ついにお前もか！」。数年前には考えられなかった情勢の変
化だ。先人たちが苦労して築いた中国からの長期安定的な石炭調
達の歴史は、すでに昔話になりつつあるのだろうか。
（T）
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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）

アジア・ヨーロッパ博覧会

7 中国ビジネス Q&A：中国特許法の第三次改正草案について
8 中国の２００７年経済・社会発展計画

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 制度情報：上海市で公布された地方法規および政府通達の最新情況
10 情報クリップ：温家宝首相来日、経済人を前に「融氷」のスピーチほか
11 東北コーナー：韓長賦・新吉林省長ならびに省政府代表団総勢70名が来日ほか
12 DATA ROOM: 中国・日中の主要経済指標、07 年３月の日中貿易統計
13 07 年３月の主な出来事
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3．体裁についてお聞かせください。
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《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
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現状でよい
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