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第

期党大会が終り﹆注目された第５世代の

登用を含め﹆新指導体制が固まった。今後５

月

21

朱

鄧小平路線への批判がなされていた。

な議論が行われ、現行の改革路線や

建栄

認識された社会分野の改革の重要性

的評価

東洋学園大学人文学部教授

全体

中国共産党大会は、人事面では中継

確立されていないことを示していた。

の中心的なキーワード、指導思想が

このことは、共産党内をまとめる一つ

ぎ的な党大会と位置付けられること

また、これまで「三つの代表」論を

だ。５ 年 前の第

中国の党大会で最も注目されたのは

大きく取り上げなかった。これまで

中に盛り込まれたことに、大きな意

盛り込まれたのに対し、今回は任期

または退陣後にその思想が党規約に

本や中国のマスコミは 期党大会を

トップ人事で、今回は、前指導体制

番目のポイントは、特に社会分

で、５ 年後の正式な継承に向けて、

され、また第５世代が登場したこと

一般に経済改革と政治制度改革の二

示されたこと。中国の改革といえば、

野の改革に重点を置く方針が明確に

の遂行に大きな違いが出る。ここ数

れるか否かによって、具体的な政策

規約に指導部の指導思想が盛り込ま

ロギーを重視する中国共産党は、党

を展開していくことになる。イデオ

はこの戦略的思想の下で各種の改革

付けられたことだ。今後、現指導部

まれ、重要な指導思想の一つに位置

観」という考え方が党規約に盛り込

次に、 現 指 導 部の「科 学 的 発 展

大規模な政治制度改革は大混乱を招

決するとは思えない。正直なところ、

化の実現によってすべての問題が解

るが、政治制度改革、いわゆる民主

く政治的民主化の必要性が強調され

ない。中国の問題を議論する際によ

は直ちに取り組めるような問題では

できないし、政治制度の大幅な改革

面する多くの問題に対処することは

ない。経済改革では現在の中国が直

中国を理解することはそう簡単では

つの改革をイメージするが、現実の

年、中国では左派、右派の双方で様々

力シフトの中間段階だといえる。

次の指導者競争が始まったという権

の胡錦濤世代に完全にバトンタッチ

義がある。

含め、いずれも指導者が退陣する際、

期 党 大 会ほど日

ポイントは、まず、今回の第 期

17

で中核をなした江沢民世代から現在

17

16

年 間 の 方 向 性 を 占 う 条 件 を 徹 底 的 に 分 析 し﹆

世紀日中関係展望委員会討議より︶
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志雄

３名の専門家が今期党大会を総括する。︵
日第 回

高原明生
東京大学大学院法学研究科教授

3
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第 期党大会

党大会が行われた人民大会堂

17
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建栄
朱
東洋学園大学人文学部教授

関
野村資本市場研究所シニアフェロー

第17期党大会
新指導体制の行方

徹底分析
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とが、現指導部のコンセンサスとし

ある社会分野の改革に重点を置くこ

味から、経済と政治の中間的存在で

くリスクが大きいので、そうした意

胡錦濤は比較的控えめな性格で、実

う人事を行う必要はない。また、③

分の体制を強化し、さらに三選を狙

で引退が決まっているので、今後自

きないし、 ② 胡 錦 濤は 2012 年

常に前任者の顔を立てる一面がある。

務的といえるし、④人事においては

て認識されたのではないか。

人事

ないし５名が江沢民人脈とされてい

が描かれ、 常 務 委 員９ 名のう ち４
名の常務委員の誰かが江沢民の意向

維持していくことになる。また、９

立てながらも胡錦濤ー温家宝体制を

今後５年間の政治運営は、江沢民の

る。 呉 邦 国、 賈 慶 林、 李 長 春、 周

を受けて胡錦濤に反対するというこ

マスコミには、今回の新指導体制

永康だが、習近平については江沢民

とも考えられない。今回の人事は別

影響力を否定するのではなく、顔を

と胡錦濤の双方が押したということ

の観 点で見るべき だろ う。つまり、

事では、当時は指導部の大半は江沢

し、多くの要職に就けることはでき

て誰もひいきする人物を大幅に抜擢

今のところ胡錦濤の後任は習近平の

可能性が大きいとみられる。ただ、

次期党大会人事がこれで決まったわ

けではない。今回、習近平が選ばれ

た背景についての確かな情報が少な

く、おそらく今日までの彼に対する

すべてのプラスの要素・評価がうま

く噛み合ったのではないかと思 う。

彼の父、習仲勲が 年に失脚したこ

耀邦を補佐して老幹部の名誉回復に

とが多くの同情を集め、文革後は胡

尽力したことで高い評価を受けた。

民が抜擢したのだが、江沢民が 年

というもの。曽慶紅はもともと江沢

られる。また、習近平本人は若いと

ラスの要素として働いていると考え

この父親に対する好印象が息子にプ

建栄氏

は胡 錦 濤 対 江 沢 民 人 脈という図 式

で ・ 名として計算すると、現指

引っ張られる時代ではなく、集団指

中国はすでに強力なカリスマによって

ただ、この議論はあまり意味がない

導体制に転換しつつあること、そし

導部の江沢民人脈は ・ 名となる。
だろう。例えば、 年前の党大会人
民人脈といわれたが、その人脈が実

曽 慶 紅が留 任しなかったことは、

ず、常にバランスを考えなければな

派と保守派に分けて論じたことに真

私にとってサプライズであった。これ

際の政策運営に影響を与えたのか？

の意味があったのか？全くなかったと

については三つの解釈がある。一つは、

らない時代となった。

はいえないが、指導体制の全体像を

日本の一部の報道にも見られるよう

過去の中国の政府人事をすべて改革

見る上で二元論で考えるのは意味が

に、胡錦濤が自身の権力基盤強化の
ためにライバルとなる曽慶紅を故意

ない。
今 回の人 事で胡 錦 濤が決 定 的な

に外したというもので、私はこの見
方は当てはまらないと思う。二つ目

リーダーシップを果たせなかったのは
確かだろ う。た だ、 ① 今は毛 沢 東

は、私自身のうがった見方かもしれ

62

朱

気を理解し、若返り化を進め、自身

評判・評価を落としているとの雰囲

沢民に近づき過ぎたことが中国内で

ことだが、曽慶紅本人がこれまで江

三つ目の解釈は、最近よくいわれる

民が忘れられなかったと考えられる。

なったのだが、そのときの一件を江沢

降、胡錦濤指導体制を支えることに

の決定的な立役者となった。それ以

に党軍事委員会主席を辞任したとき

ており、よく知っている人は評価す

一方、薄熙来は考え方がはっきりし

を重視した人間関係を築いてきた。

労した経験を活かし、常にバランス

件を満たしている。また、地方で苦

黙の了解がある点では、彼はその条

になるには様々な経験が必要との暗

でもある。今の中国でトップリーダー

また沿海部でもトップを務めた人物

きに下放されて地方での経験を有し、

京のスローガンを繰り返 すだけで、

くなかった。例えば浙江省では、
「北

で聞いた習近平の評価は必ずしも良

ところが、最近私が浙江省や上海

価もある。

ジがあり、人間関係が不得意との評

るが、一般には厳しい人物とのイメー

名が常 務 委 員に

期 党 大 会でポスト胡 錦 濤・温 家

なったことだ。この 名が今後、第

近 平と李 克 強の

三番目に、特に注目されるのが習

引いたという解釈である。

の影響力を温存するために自ら身を

04

宝の有力候補になるのは間違いない。
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5

や鄧小平のようなカリスマ性のある

ないが、江沢民に足元をすくわれた

2

2

5

5

指導者が必要だった時代とは比較で

18

4

0

「中国の改革といえば、一般に経済改革と政治制度改革の二つの改革をイメージするが、現実の中国
を理解することはそう簡単ではない」朱 建栄

展の功績は習近平にあるとしている

いう類のもの。今、浙江省の経済発

具体的な政策は何もしていない」と

調整力が試され、どちらがトップの

担当するものと思われる。指導力と

は常務副首相として主に地方経済を

を管轄し、党務担当になり、李克強

民、朱鎔基、呉邦国、陳良宇がしな

習近平が外出の際には、以前の江沢

たのかは分らない。また、上海では、

認識した上で「無為の政治」をやっ

与えるとのこと。今回の書記処は習

若手に任せ、これまで以上の権限を

的に第一線で行動するのは書記処の

務委員会を政策決定機関とし、機動

人事についてもう一点、今後は常

育成コースに入っていたという。従っ

張高麗、薄煕来等がその候補として

平、王岐山、李克強、李源朝、汪洋、

終的に選ばれたとの説もある。習近

摘した。社会分野の改革には格差問

署を明確にする」と述べたことを指

に打ち出し、それに対する政策と部

重点とする社会建設の加速化を明確

で、胡錦濤総書記が「民生の改善を

されていくが、経済改革と政治改革

民主、基層民主化」において直接選

は「党内の選挙制度」、第七は「党内

部導入されているが、それを拡大し

の二分化としてではなく、その中間

次に、この５年間に政治改革の前

ていくことになる。基層民主化につ

挙を行うことである。江蘇省や四川

段 階として、 党 内 民 主 化と基 層 民

いては、党大会前の記者会見で既に

的な社会改革という分野を設けて重

主化の双方に取り組んでいく可能性

300 カ所 以 上の郷・ 鎮で行 政 首

省などでは党内の直接選挙制度が一

も大きい。党中央組織部長の李源朝

長の直接選挙が実験的に行われたこ

点的に取り組んでいくと思われる。

が 月１日に論文を発表し、「党内

で、党員が幹部に対して積極的に意

党員の民主的権利を保障すること」

に「党員の主体的な地位を尊重し、

要措置を詳しく列挙している。第一

て、「党内民主建設を推進する」重

民主制度の完全化」を指導思想とし

の結果を踏まえて、今後 年間に全

にこうした実験が各地で行われ、そ

ほとんど知られていなかった。実際

報道はしない」との指導部の方針で

年間は 只做不説 、「黙々とやり、

とが明らかにされた。ただ、ここ数

導部に対する監督が期待されている

後５年間における各地の党代表の指

メカニズムを改善する」ことで、今

対応していくのはよいことだ。ただ

る多くの問題に現指導部が実務的に

題と課題だが、経済・社会が直面す

最後に、今回の党大会が残した問

国的に郷鎮レベルの行政市長の直接

こと。第四は「政治局が中央委員会

し、こうした問題の対処方法に関し、

見を出せるように改革すること。第

や地方に対して、また、地方の党委

中国社会の構造的変化、中間層の拡

選挙が拡がるか、あるいは少なくと

員会が委員会全体に対してそれぞれ

大、権利意識の向上・台頭について

二は「党務の公開、透明化」で、党

定期的に業務活動報告を行う等、説

指導部がどこまで認識し、構造的に

も実験段階から数カ所の省・自治区

明責任を果たす制度を整備」するこ

対処するかが今回の党大会では十分

務の決議や決定プロセスがさらに党

と。第五はトップへの過度の権限集

に示されなかった。当面の問題を直

で全面的に実施される可能性が出て

中の問題で、今後は常務委員会だけ

視するだけでなく、指導部は社会構

員に公開されること。第三は「党の

でなく、委員会全体での討論と無記

造の変化に対してさらなる抜本的な

きたといえよう。

名投票が要求されていること。第六

代表大会制度、地方委員会の仕事の

﹄

が、中国のある研究者によれば、
「浙
座に座るのかは今後の実績次第だ。
また、この 名以外の候補の中から

かった道路封鎖を常に行ったとして

近 平 以 外に李 源 朝、 令 計 画、 王 滬

て、突然の抜擢ではなく、候補の中

題、社会保障、教育、医療などの分野、

第17期党大会
新指導体制の行方

展観について、あるいはそれを唱える政権が今後 5 年間、
提起である」高原明生

江省は民営経済が最も発展している
場所で、指導者が何も言わないこと

反発を受けたようだ。しかし、今回

寧といった若手が起用された。今後

総 書 記が躍り出てくる可 能 性もあ

の抜擢は、先ほどの彼に対するプラ

は、こうした若手の活躍に注目すべ

が最 良の策であった」 とのことだ。

スの要素に加え、この１～２年の権
きだ。

る。

力闘争の結果ではなく、以前からの

まず、社会改革の段階を設けるこ

から２名を絞り込んだと理解される

さらに一定の世論の自由化が含まれ

5

習近平がたまたまなのか、その点を

中国指導部による「第三梯隊（次の
で、政治局委員人事を絡めて４～５

と が重 要 だ。 国 務 院 研 究 室 主 任・

課題

政策

年前からマークし、経験を積ませて

魏礼群は、第 期党大会の記者会見

次の世代の候補）
」 作りの発想の中

いたニューリーダー候補の中から最

のだが、この見方はまだ分からない

にある収入向上や環境問題、政治改

ると思う。また、経済改革の延長上
今後５年間はその真価が問われる

革の前段階にある一部の問題も対処

部分が多い。
ことになる。当面は習近平が書記局

11

2
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対策を行い、 年、 年後に政治民

てる必要がある。

今回は、今後の展望についての問
的発展観に対する反発が内部にある

克強についてのマイナスの要因で科学

高原明生

題意識から、あえて論争的で挑戦的
ことだ。科学的発展観とはバランス
のとれた発展を強調するもので、そ
の必要性については誰も否定するこ

あるいはそれを唱える政権が今後
年間、その方向性を維持できるのか、

とができない。ところが、経済成長
によって大きな利益を得ている人か
らすると、あまりにもバランスが強

まず、人事の面で非常に驚いたの

ではないか」と心配になる。マクロ・

分捕って貧しき人達に分け与えるの

調されることで、「自分たちの富を

は胡錦濤の後継者として習近平が指

コントロールを強 化して、「成 長 率

の方向性

名されたこと。このままいけば、ほ

を ％から８％に下げよう」と言う

習近平の序列順位が李克強の上に

るのが自然だろう。

厳しい権力闘争がそこにあったと見

和 気 藹 々と決まったものではなく、

めた話し合いが行われたのだろうが、

たのかだ。おそらく、長老たちも含

題は、なぜこのような人事配置となっ

世代 ２でほぼ決まりだと思う。問

になるだろう。そして、李克強は次

ぼ間違いなく習近平が次のリーダー

人事

題提起である。

その政策を実現できるのかという問

5

な論点を提示する。科学的発展観、

東京大学大学院法学研究科教授

科学的発展観の方向性

主化へとつながるよう長期戦略を立

15

なった理由に、 重要な二つのファク

11

と、その３％分の自分たちの利益が

「あえて論争的で挑戦的な問題を提示する。 科学的発
さらにその先もこの方向性で大丈夫なのかという問題
高原明生氏

10

ターがあると思われる。その一つは李

いる。

り、その影響を受けやすいとされて

ジネス界と 近 密 な 関 係 を 築いてお

国人の認識として、「太子党」はビ

ての指導者達の子弟グループで、中

子党」の存在である。これは、かつ

うわけだ。もう一つ大事なことは「太

ればそれ以上の不利益を被る、とい

減る、あるいは所得の再分配も加わ

なる印象を与えるとされる。従って、

朴で、同じ太子党でも薄熙来とは異

村で苦労した経験もあり、人柄も素

他方、彼は太子党だが、文革中に農

という 判 断 があったのではないか。

らすれば、「この人ならばよろしい」

かもしれない。成長を重視する側か

なか大変で、彼のある種の能力なの

の話があったが、黙っているのもなか

「均衡対成長」という図式を描いた

を見いだす部門だ。地方についても、

ろは、成長促進によって大きな利益

多い。一方、強い権限を有するとこ

まり大きな権限を有さないところが

民政部、環境保護総局のような、あ

門の出身で、孟建柱は絵に描いたよ

国強や周永康は曽慶紅と同じ石油部

近い関係にあるといわれている。賀

康、その後任の孟建柱は、曽慶紅と

織部長の賀国強、前公安部長の周永

員会書記のポストに就いた前中央組

今回非常に重要な中央規律検査委

胡錦濤にしても受け入れやすい人物

場合、均衡を重視するのは内陸、成

うな上海閥だ。こうした規律や公安

それに加えて、科学的発展観の実

長を重視するのは沿海である。李克

司法部門のポストを胡錦濤人脈でな

であったと思われる。また、解放軍

強は、均衡を重視する共青団の直系

い人が占める意味については考えさ

現のために活躍すべき中国の行政機

という党派性があまりにも際立った。

せられる。これに対して、胡錦濤の

との関係も指摘されている。

もし、李克強が河南や遼寧だけでな

共青団系はどうかというと、中央組

関を見ると、例えば労働社会保障部、

く、習近平のように沿海地方の指導

織部長に李源朝が就任した。こうし

だけを訪問したことだ。当時の江蘇

者も経験していれば、また違った結

もう一つは習近平についてのプラス

省党委員会書記は李源朝。全体の状

た文脈の中で興味深いのは、党大会

要因で、習近平は指導者として福建、

況から、胡錦濤の彼に対する期待が

果だったかもしれないとの感触もあ

浙江、上海と、すべて沿海地域で活

込められていたのではないかとの印

の期間中、胡錦濤は江蘇省の代表団

躍してきた。先ほど朱先生から「浙

象を受けた。

る。

江、上海では何も言わなかった」と

7 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.12
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政治改革なくして科学的発展観の貫徹はなし

蘇省代表団を訪ねた時に語っている。
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と「急速」の順番を入れ換えたことが

今 回、 党 規 約に科 学 的 発 展 観が
「良好な発展」とは、例えば効率改善、

されるように、これまでの成長一辺

ポイントであると、胡錦濤自身が江

盛り込まれ、重大戦略思想と位置づ
地域間バランス、環境保護などを指

本来、
私は経済を中心に中国をフォ

倒から公 平 性と環 境を重 視した政

の方向性

けられたのは確かだが、実は江沢民
す。しかし、何年も言い続けている

ローしているが、現在の中国で経済

策へ転換したこと。各論の中で、教

政策

が唱えた「三つの代表」重要思想よ
にもかかわらず、実績はあまり上がっ

基層と上部構造の矛盾が顕在化し、

育と医療の分野において「社会力量

志雄

りも格下の扱いだ。共産党のいわゆ
てない。様々な要因を考えると、今

経済面だけでは話が自己完結できな

関

る「行動指南」といわれる指針には、
回提起された方向性が本当に実現で

残った。「社会力量」は新たな言葉

で、おそらく先 進 国での NPO や

れながら分析してみたい。

野村資本市場研究所シニアフェロー

マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、

の参入を促す」という言葉が印象に

最後に、今後、実態として改革的

いことから、政治についても若干触

想があるが、科学的発展観はそれら
な派閥政治の進展が見られるのでは

きるか、いささか不安なところだ。

と同格には扱われず、「指導思想」と

NGO に近いのではないか。これま

での諸外国の経験では、教育と医療

の基準

政権を評価する場合の基準につい

評価

政策の方向性を明らかに異にする人

ないかとの印象を持っている。それは、

江沢民の時代に、政治報告で取扱

中国で常に強調される雇用問題に

に参入する社会力量といえば宗教団

を基準に考えるのが最も適している

ついて、今回、
「創業による雇用創出」

て、政権の維持を挙げる人もいるが、

と思う。その意味で、今回の党大会

という言葉があった。市場経済化が

達が実際に党内にいることと関係し

は経済改革、そして先ほどの朱先生

進む中で、いつまでも国有企業に期

う領域として政治・経済に文化を加
えたことが、江沢民の一つの功績、特

新規政治局委員を選ぶ際に、まず民

が指 摘した社 会 改 革を含め、 おお

待するのではなく、今後は中小企業

体や教会が多い。今後、中国がこれ

徴になったが、今回はそれに社会を

主推薦という呼称で予備投票が行わ

むね正しい方向に向かっていると評

も含めた民営企業の力を借りなけれ

私としては鄧小平が提示した「生産

加えて、
「四位一体」と表現している。

れたことだ。中央委員、中央委員候

価できるが、サプライズはなかった。

ばならないとの認識に至ったのだろ

ている。今回、特に注目されたのは、

民生改善のための施策だが、具体的

補、および中央規律検査委員会の常

新たに政治局委員を目指す人はある

一方で、経済・社会に比べ政治改革

う。所得分配については労働分配率

をどう具体化していくのか注目した

には都市住民と農民の格差解消や社

務委員ら 400 名以上が投票した。

的発展観のスローガンが何度も繰り

種の運 動を展 開 するのではないか。

のテンポは依然として緩慢で、今後

を上げなければならないことを明確

力の向上」、「総合国力の向上」、「人

会保障の充実で、まさに再分配が課

仮に、 年後もこれを行うとすると、

返され、同じような政策が唱えられ

ただ、それは党規に違反するので露

の経済改革の妨げになるとの心配も

いとしている。

を得る機会を増やさなければならな

が、今後は財産性収入（資本収入）

る所得分配とは矛盾することになる

に強調する一方で、従来の労働によ

に対する評価

ることは、「科学的発展観」に象徴

まず、経済改革に関して評価でき

経済改革

ある。

い。

もいわれていない。

鄧小平理論、「三つの代表」 重要思

一方で、経済・社会に比べ政治改革のテンポは依然
もある」関 志雄

民の生活水準の向上」の三つの有利

題だ。過去３～４年にわたって科学

ながら、その実績は決して芳しいも

骨にはできない。分派活動は厳禁だ

民主」の発揚につながるのではないか。

のではなかった。その背景には、抵抗

経済面では「国民経済の良好で急

このような多元的な政治のあり方が、

からだ。しかし、現実に政策の勉強

速な発展の促進」としたこと。従来は

今回の党大会を契機に発展する可能

勢力の存在があったとの見方もでき

「急速で良好な発展」といわれていた

性もある。

会等は行われており、これは「党内

のを、
昨年の経済工作会議から
「良好」

るだろう。
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く農村部も対象とした社会保障制度

いるので、今回は都市部ばかりでな

るものの、農村部ではかなり遅れて

在都市部では何とか形になりつつあ

セイフティ・ネット）については、現

また、社会保障制度（ソーシャル・

言があっても良 かったと思 う。 今、

営化に関するもう少し思い切った発

所有制改革について、具体的には民

し真剣に考えるべきだと思う。また、

使われず、その対応についてもう少

られなかった。バブルという言葉も

しての資本市場が形成されつつあり、

市場改革が進み、民営化の受け皿と

重視という点では、「生態文明の建
既に公有制の堅持を主張する段階で

の差別をなくさなければならない。

欧型の民主社会主義をめぐって学者

もいくつかある。党大会の前に、北

その一方で不十分と考えられる点

りに熱意が感じられたことである。

と。そして、汚職に対する取り締ま

実施する」という提案も書かれたこ

比率による人代代表の選出を徐々に

必要で、まさに 年代以降の日本が

よる監督や公正な裁判などの条件が

規制だけでなく、市民とマスコミに

ない。また、環境問題の解決には法

利を生かす形で頑張ってもらうしか

対しても一人一票を与え、政治的権

わらない。農民を始めとする弱者に

の間で活発な議論が展開され、さら

経験したことだ。

象を受けた。この四つの基本原則さ

と述べている点に、今さらという印

東思想）を堅持しなければならない」

導、マルクス・レーニン主義と毛沢

主義、 人民民主主義、 共産党の指

いながら、「四つの基本原 則（社会

しまった。しかも「思想解放」と言

待していたが、報告を見て失望して

の形で党大会で反映されるものと期

評価があったことから、今回何らか

である」と、民主主義に対する高い

では「民主主義は人類の共通の価値

ないと思う。こう考えると、先ほど

選挙という洗礼を受けなければなら

すればよいのか、最終的には公平な

な正当性を身に着けるためにはどう

いと言ってよい。共産党として新た

やこれを信奉する人はほとんどいな

なくなってきており、中国ではもは

としての共産主義の求心力はすでに

れないこともよくある。イデオロギー

同じことでも一党独裁の中国は許さ

主 義ということで許されることが、

不利益を被っている。インドが民主

の社会主義国であるが故に、数々の

外交面において、中国は世界最大

え堅持すれば、政治改革はやらなく

だ。調和の取れた社会への取り組み

は既得権益という壁をいかに破るか

ことを指摘しておきたい。その一つ

行わなければ、多くの問題が生じる

高 原 先 生と同 様に、 政 治 改 革を

出してもこれを貫徹することはでき

素晴らしい「科学的発展観」を打ち

政治改革を行わなければ、せっかく

とも理解して欲しい。結論として、

ければリスクとコストが高くなるこ

配する気持ちも分かるが、改革しな

改革すると大混乱に陥る」ことを心

は一種の「総論賛成、各論反対」と

ない。

したいという気持ちだけでは何も変

いう状況に陥っている。弱者を救済

いか。

の朱先生の発言にもあった「下手に

に今年 月に温家宝が発表した論文

60

て良いと言っているに等しいのではな

2

の構築が盛り込まれた。さらに環境
設」 が経済建設、 政治建設、 文化

その他重要と思われる課題もいく

その上、集団所有の農地は農民自ら

はない。三農問題を解決するために

つかある。その一つはバブルに対する

がこれを処分できないこともネックの

建設、社会建設といった最高レベル

マクロ経済政策についてである。 現

一つとなっている。今回の党大会でこ

は、戸籍制度の改革を通じて農民へ

在、不動産や株価がバブルの様相を

れらの重要課題について思い切った政

の言葉と同列に取り扱われている。

呈して、一歩間違えば中国も 年代

たが、残念なことに、ほとんど触れ

策が打ち出されるものと期待してい

に、今回の党大会ではマクロ経済政

られなかった。

の日本のようになるかもしれないの
策に関しては軽いトーンでしか触れ

に対する評価
政治改革に関して評価できる点は、

「全 国 民は法の下では平 等である」
という法治の考え方がはっきりと明
記され、「政策立案、執行、監督の
相互制約を進めていこう」との言葉
に、三権分立を匂わせる新鮮な感じ
を受 けたたこと。 また、 人 民 代 表
大会の選挙において、現在の選挙の
ルールでは「 人の農民が 人の都
1

市住民に相当する」となっているの

4

が、今回は「都市と農村で同じ人口

9 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.12

政治改革

志雄氏
関

「おおむね正しい方向に向かっていると評価できるが、
として緩慢で、今後の経済改革の妨げになるとの心配
第17期党大会
新指導体制の行方
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胡主席（さらに中央軍事委員会主席

治局常務委員の顔ぶれは序列順に、

れば、GDP の拡大は庶民の福祉を

の任期が 年延長）
、呉邦国・全国

る必要があるということ。言い換え

犠牲にしてはならないということで、

会」へと発展し、それまでに国民１

2020 年までに中国が「創造的社

対する革新が強調された。胡主席は、

つ中国製品の生産およびサービスに

る。同時に、独自の知的財産権をも

る「人民本位」主義の証左ともいえ

それは胡 主 席と温 家 宝 首 相が掲 げ

つまり 代前半の党幹部である。そ

公安相。習氏と李氏のみが第 世代、

央規律検査委員会書記、周永康・前

神文明建設委員会主任、賀国強・中

前遼寧省党委書記、李長春・中央精

習近平・前上海市党委書記、李克強・

理、賈慶林・全国政治協商会議主席、

人民代表大会常務委員長、温家宝総

の事実から、両氏の強みと弱点、さ

造を現代化し、または中国共産党と

指導部が、共産党のレーニン主義構

らかにしなかった。そのため胡ー温

心ともいえる青写真については一切明

像を提示したが、政治改革分野の核

だが、党内の各派閥・勢力とバラン

員 204 名の約

内最大派閥である共青団系（中央委

一に、現在、胡錦濤氏は中国共産党

の興味深い新事実が見てとれる。第

この最高統治機関の編成から多く

名しかいない。この李氏は前共青

団書記で、次の最高指導者とすべく

胡氏が大いに目をかけている。

賀国強氏と周永康氏、この２人の

新政治局常務委員は、曽慶江副主席

いわゆる「上海閥」のリーダーの地

副主席は現在、江沢民前主席から、

手腕・気構え・先見性を兼ね備えた

新指導部と派閥均衡

位を引き継いでいる。胡氏と曽氏と

10
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開催が待ち望まれていた第 期中
国共産党大会において、今後 年間
の中国の発展の方向性が決定された。
冒頭、党総書記である胡錦濤国家主
席が、党、政府および軍の全権掌握
を確認した。「共青団（中国共産主
義青年団）派」と呼ばれる胡氏の派
閥は、中国共産党内の最大勢力とな

人当たりの GDP が 3000 ドル

に達することを望んでいると述べた。

らには上層指導者との個人的な結び

他の社会グループとの間である程度

スを取っていかざるを得ないというこ

つきを理解することが重要である。

の権力分担を許容するという気はな

と。従って、
政治局常務委員の中の
「胡

％）のリーダー

く、そのことが社会・政治的安定を

派」は胡氏本人、温氏、李克強氏の

の指導候補生の育成を始めていると

世代や第 世代（現在 代の党員）

生じている。さらに、共産党が第

悪化させるのではないかとの懸念が

面を強調した調和的社会・経済発展

共産党指導部は概して景気の良い

5

と緊密な結び付きを有している。曽

❶

ウィリー・ウーラップ・ラム（林和立）

り、すでに 2012 年後半に予定さ
れている第 期大会での第 世代（現
在 歳代の党員）への権力移譲に向
け、手堅いスタートを切った。政治
改革については、党内民主の促進と
いう限られた方針がとられるほかは、
大きな動きはないとの見通しだ。
経済・社会分野では、会期中に共
産党規約に明文化された「科学的発

米国ジェームスタウン財団シニアフェロー／秋田国際教養大学特任教授

5

50

人材が不足しているように思われる。

はいえ、改革のペースを速めるための

20

展観」に合致した政策が求められる。
この考えの要旨は、経済の発展は中
国の様々な階層および地方の利害と
要望に応えなければならないという
もので、その成果は現第 世代指導
部のもう一つの主要目標である「和諧
（調和）社会」の創出につながると
考えられる。これは貧富格差や、繁
栄している沿岸地方と貧しい奥地と
の地域間格差を縮小しなければなら
ないことを意味する。それはハード
面（生産工場、港湾、空港といった

3

第17期党大会
新指導体制の行方
第17期中国共産党大会では、新たな重点政策や方向性が見え
たばかりでなく、積み残されている課題も浮き彫りになった。新
規指導体制の下、今後の政策運営の方向性を、人事、政治、経済
のそれぞれの観点から、香港在住のスペシャリストが分析する。

10 17

固定資産施設やインフラ）とソフト

5

5

4

面（医療や教育）のバランス、また、

40

大会最終日に発表された 名の政

9

18

開発と環境保護とのバランスを考え

6

50

新指導体制、
民主化と過熱抑制にどう挑む
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合ってきたといえる。しかし依然と

になって以降、両氏は上手く協力し

士だったが、 年に胡氏が党総書記

は、江前主席の在職期間中は政敵同

官と ％にのぼる軍出身の中央委員

の政治局常務委員として、最高司令

は人民解放軍の指揮権を有する唯一

的引立てを行っている。また、胡氏

あるメンバーに対し、最大限の政治

氏は温首相が 年後の第 期党大会

高司令官として胡氏の後を継ぎ、李

2012 年に習 氏が党 総 書 記 兼 最

序列において李克強氏に優るため、

いていた。習氏は政治局常務委員の

よるのである。

なる派閥にも属さないという事実に

な合意形成型政治スタイルと、いか

よるものではなく、むしろ彼の地味

彼が非凡な才能を有していることに

だ。中立的で有能な賀氏は、中国の

の政治的帰属が重要となる理由なの
さない習氏である。現在 歳、その

局常務委員は、いかなる派閥にも属

今回、最大の関心の的となる政治

歳の曽 慶 紅 副 主 席が就

54

の後に引退した時点でその後任とな

18

だが、失脚した陳良宇氏に代わって

進歩的党長老を父に持つ「太子党」

習近平氏は、習仲勛という高名な

る。これは大上海圏ゆかりの上級幹

が、曽氏と江前主席の支援を得てい

る。習氏は上海閥には属していない

継にと望んでいることも明白といえ

克 強 氏 を、2012 年に自 身の後

今年 月に上海市党委書記に就任し

ると予想される。

しかし、胡氏が長年の弟分たる李

してこの２人の間にはわだかまりが

最高腐敗対策機関である中央規律検
地位は中共中央書記処担当書記で

にも支援を与えている。

査委員会の長として胡派の呉官正氏
ある。かつてこの職には、党大会後

ある。そしてそのことが賀氏と周氏

の後釜に座っている。一方、周氏は、
引 退した
68

5

側には習氏の政治局常務委員への抜

たばかりである。当時、最高指導者

験を積んだ幹部を第 期党大会での

部が、習氏のような浙江や上海で経

団的決定」に従うことに同意したこ

氏が自身の後継者指名において、
「集

的垂直上昇」を果たしたことは、胡

の彼が最高位に突然「ヘリコプター

る意図は全くなかった。しかし、そ

擢、ないしは胡氏の後継者候補とす

地方の双方で 名以上の共青団同窓

る。胡主席が過去数年にわたり中央・

共青団派の影響力を抑えたがってい

実な党員たちも急速に拡大している

望んでいるからである。上海閥の忠

中国共産党最高権力者とすることを

18

曽氏とは姻戚関係にあり、政法委員
会書記という立場から、警察、検察
院、裁判所を管轄している。「胡氏と
その一派は、汚職関連の調査資料を
管理していたからこそ、昨年 月に
前上海市党書記の陳良宇をクビにで
きた」と北京在住の退職した党幹部
は言う。中央規律検査委員会が曽派
の影響下に置かれれば、胡氏は重要
な政治的武器を失うことになる。
残りの政治局常務委員は、派閥的
には中立の「騎墻（様子見）派」と
みなすことができる。呉邦国、賈慶
林、李長春の各氏は、江前主席によっ
て 年に初めて政治局常務委員に招
き入れられたが、江氏の影響力の翳
りを受けて胡氏陣営に多少なりとも
接近している。残る習近平氏も胡氏
寄りであるとみて良い。当然のことな
がら、胡氏はまず政治局常務委員同

浙江両省において、目立ちはしない

身の習氏は上海市と同様に、福建・

だったからである。また、陝西省出

相手だった胡耀邦元党総書記の戦友

1980 年 代に胡 氏の重 要な相 談

これは、一つには父親の習仲勛氏が、

胡氏はそれなりに良好な関係にある。

受け入れられたことなのだ。習氏と

やすい問題に対し、リスクをはらん

政治改革といった論争を引き起こし

者として誉れ高い胡氏と温首相が、

になる。これは、穏健で慎重な指導

る意志決定に基づいて行われること

の主要な決定は依然として総意によ

指導部の「核」になるとはいえ、党

の原則を受け入れたことで、胡氏が

胡氏が派閥間のバランスを取ると

生を上級幹部に抜擢させたことも非

ものの概して申し分のない実績を積

だ政策選択をこれまで以上に回避し

とを示唆している。習氏の最大の利

んできている。今回、誰も予期し得

ようとしていることをうかがわせる。

難を招いた。

なかった 習 氏の最 高 位への抜 擢は、

点は、彼が中国共産党内の全派閥に

25

9

3

20

02

士の中で、自らの路線に従う傾向の

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.12

02

地方都市でも
不動産開発は過熱気味
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中央軍事委員会主席といった党内主

る。これは、共産党規約に総書記や

例えば、政治局員の 歳定年制であ

いくつかの重要な慣例も確立された。

るというものであった。本大会では

共に、党内に安定した制度を構築す

指導部が党内民主を拡張していくと

だ。胡氏は政治報告

たにもかかわらずに

化再開の嘆願があっ

指導部に対して自由

も、党大会の直前に

た長老の李鋭氏から

重要な役割も果たし

ストに昇進する際に

氏が閣僚レベルのポ

年代初めに胡

東 氏のかつての秘 書

導 部 は、 実 業 家 や 専

以 降、 中 国 共 産 党 指

部が占めている。 年

政府および軍の上級幹

央委員の大多数は党、

る。 全 204 名の中

に制限されたままであ

級は公 民 権 が実 質 的

いったプロレタリア階

ている農民や労働者と

主要受益者と想定され

また、共産党支配の

済 政 策の大 綱は、 国 がさ らに技 術

胡 主 席が明 らかにした 新たな経

を試みている。

年すでに、もっと大胆な「党内民主」

及しなかった。ベトナム共産党は昨

らに徹底した自由化策については言

ルの幹部を選ぶための選挙など、さ

るとも述べた。しかし、政治局レベ

会を監督する試みが継続して行われ

の党代表大会が同じレベルの党委員

随時拡大する」と誓った。県レベル

要ポストの在職期間や定年の規定が
全体を「確実に発展

門職階層の党員を集め

革 新を重 視し、工 業・ 農 業 分 野で

なっている。

ないにもかかわらず、一般認識となっ
する社 会 主 義 民 主」

ることに非常に熱心で

の技術的連携を推し進めるというも

た政治局常務委員の力量と資質が疑

利、参政権、自己表現権、政府監督

主的管理の権利」のほか、「知る権

ているものだ。

問視されている。中でもある指導者

権」をもたせると約束した。しかし、

口にした。 年に、政府と国有企業

その候補委員に選出された。しかし、

3000 億元を投じ、この金額は前

は技術研究開発（Ｒ＆Ｄ）におよそ

名 ほ ど 中 央 委 員と

農民と労働者は依然として権力の回

年比 ・

％ 増、 同 年の GDP の

廊から距離をおかれ、意思決定にお

約 ・ ％に相当する（インテルや

胡主席は「党内民主」という限定

て運動することを禁止し続けている。

合や農民組合を結成し、権利を求め

中国共産党は労働者や農民が労働組

の ％に達 すると予 想されている。

は、2010 年 代 初 めには GDP

発費は含まず）
。こうした研究開発費

に設立した技術研究所等への研究開

マイクロソフト等の多国籍企業が中国

ける発言権は依然制限されている。

した目標についてさえ、ほんのわずか

の演説中、胡氏は「草の根レベルの

な申し出しかしていない。党大会で

最初の月探査衛星打ち上げを予定し

当局が党大会閉幕のわずか数日後に、

年 間の中 国の高い GDP

たのは偶然ではない。

過去

党組織を指導する団体メンバーの選

出において、直接選挙の適用範囲を

12
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かったことだ。 毛 沢

今大会で胡氏は党の構造改革を強
に当て、「法に基づき、

あった。第 期党大会

のであった。党大会の演説中、胡氏

政治改革の展望

調した。これは特に上級幹部の「統
民主選挙と民主的決

では、元実業家の国有

は「技術創新」という言葉を 回も

❷

治能力」の増進に加え、胡氏が「党

定を行う」ことを誓

企 業 家と 国 家 幹 部 が

は、地方の党委書記を務めた時代の

直接選挙の適用範囲を村からもう一
上げる等の差し迫った問題には全く

01

で、

の存亡にかかわる問題」と述べた汚

い、人々に「民主選

疑惑が風評の的となってきた。上海

つ上の行政単位である郷・鎮に引き

械工業部で同僚だった江前主席とは、

触れなかった。ただ、基層人民代表

57

17

胡主席の党大会での基調声明は、

職との闘いを指している。しかし、大

挙、民主的決定、民

閥とは関係が希薄だが、 年代に機
それ以降親密な関係にある。報道に

大会において、農民に都市住民と同
のみである。ちなみに、インターネッ

よれば、多くの大会代表がその指導
今 回、 国 民の知 識 階 層を失 望さ

トを含むメディアのほか、知識人や

じ水準の代表権を与えると約束した

せたのは、特権階級が弱者を食い物

NGO 活動家に対する規制は、江前

06

6

42

20

者の留任に不満を示したという。

にする弊害への唯一の解決策とされ

主席の在職中よりもはるかに厳しく

20

80

る政治改革に、党総書記が言及しな

22

1

2

70

マクロ経済管理・調整﹂
❸﹁を
担う新経済チーム

多数の政治局員と特に 期目に入っ

農民と労働者の
発言権は依然
制限されている

第17期党大会
新指導体制の行方

68
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担当副首相として 期目）
、張徳江氏

重要産業を担う企業が多国籍企業に

済部門、とりわけ不動産市場と株式

党・国家指導部は、過熱気味の経

岐山氏（現北京市長、工業・インフ

て海外貿易担当副首相の予定）
、王

（現広東省党委書記、呉儀氏に代わっ

資産を取得し続けるだろう。

であることを受け、胡氏は今大会で、
よって根絶されないよう、海外の投

市場を落ち着かせる努力を重ねてい

ラ整備担当副首相）である。いまや

委員等は、工業およびサービス業の

経 済 発 展に拍 車をかける手 段とし
資家による対中投資は一定のガイド

くことになる。 年初めに温首相は

成長率は、主に貿易と固定資産投資

て、国内消費（特に消費者支出）を
ラインに従うべきと示唆しているが、

2

一層重視すべきことを指摘した。ま

新指導部は
国内消費を
一層重視

た当局は、製造業に比べ小規模とな
認めたかは定かでない。

今次党大会が保護貿易論者的見解を

させたが、満足のいく結果にはなって

マクロ経済の管理・調整政策を開始

抑えるため、これまで以上の強力な

手に負えないほどに過熱した経済を

億ドル近くに上るなかで、海外投資

よると、消費者物価指数は今年 ％

えるものと見られる。公式見通しに

9

社をモデルにしてい

含め、常に中国への海外直接投資等

氏 等の最高指導 者が今次党大 会を

もう一つ注目すべきは、胡氏や温

担う二大金融区として指定している。

中国の金融センターとしての役割を

京ー天津ー渤海経済圏の濱海新区を

浦東新区のほか、急速に発展する北

ここ 年ほど、米国

させると予想される。

公司が活動を本格化

に、この中国投資総

導者が指名された後

行業・金融分野の指

し、中国の新しい銀

次温家宝内閣が発足

大により、国内企業のチャンスが狭

家は、多国籍企業の中国での足場拡

求める見解を表明した。多くの実業

出席した企業家たちは、保護貿易を

に代表ないしはオブザーバーとして

と強調していることだ。今期党大会

のバランスを取らなければならない

国人による海外投資等の「流出資本」

は、これからも海外

のコングロマリット

沢な資金を誇る中国

大石油企業を含む潤

かったとはいえ、 三

連企業を買収できな

業やテクノロジー関

米国のエネルギー企

議 会の反 発によって

次型増加」措置の効果は未だ現れて

となく引き上げたが、こうした「逐

は利率と銀行の自己資本比率を何度

その他食品の価格はかなり高くなる

いない。

第 期党大会は胡・温政権の中間

昇している。中国人は

を 超 えた 水 準 まで上

民 が支 払い可 能 な 額

に、依然として一般市

年 兆元以上の税収を得ると予測さ

いるのは間違いない。中央政府は今

貧富の格差、地域間格差が拡大して

成果は多くの分野で未確定のままだ。

地点に当たるが、「胡・温新政」の

拡大によって、温家宝政権は国連が

れるほど、想定外の急速な歳入額の

たちを押しつぶす「三

定めた貧困ライン以下の生活をして

億 5000 万 人の中 国 国 民

を支援する財源を、これまで以上に

いる

第二次温家宝内閣

有することになる。すでに政府支出

当）
、回良玉氏（農業

クロ経済管理・調整担

克強氏（財政およびマ

る。 筆 頭 副 首 相 は 李

ポストは決定済みであ

いが、４名の副首相の

は疑わしい。

される功績を後世に残せるかどうか

具体的な成果を上げなければ、賛美

拡大し、社会正義を推進させ、より

熱を落ち着かせ、社会保障の範囲を

るとはいえ、胡・温指導部が経済過

全人大まで公表されな

の ％以上が社会福祉に使われてい

の顔ぶれは 年 月の

る。

つの大山」に譬えてい

教育費の つを、自分

高額の家賃、医療費、

医 療・ 教 育 費と 同 様

と見られている。また不動産価格は、

4

なる。今年 月以降、中国人民銀行

施策が実施されるかが今後の焦点と

特に北京市は、中国国内の金融サー
における北京の存在はさらに際立っ

程度の上昇とされているが、肉類や

％ を超

ビス業において多大な期待を集めて
たものになると見られる。今年 月

中国の外貨準備高が 兆 5000

いる。その一つの理由は、株式市場
に設立された中国投資総公司は、シ

おらず、今年の GDP も

るサービス部門の拡張を目指す積極

04

が加熱気味なために、銀行・保険・

的な施策を講ずる見通しを示した。
1

ンガポール政府の投資会社テマセク

年のうちに大きく発展すると見込ま
る。来年 月に第二

証券業分野の機関・企業が、今後
れているためだ。さらに、上海市の

の「流入資本」と、増えつつある中

められていると不満を述べた。国務
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中国共産党第 期中央委員会

名の略歴と政治局委員

業︵1967 年︶
︒

︵現職は常務委員選任時点︶

研究室︑製品管理局に勤務︒ 年中国機械

名リスト

略歴 1942 年生︒
原籍天津市︒ 年入党︒

設備輸出入総公司総経理︒ 年山西太原重

甘粛省地質局地質力学隊技術員・党委常務

委常務委員・副書記・省委組織部長︑ 年

型機器廠廠長・党委書記︒ 年より福建省

員長︒

委員・副隊長︑甘粛省地質局副処長・工程

員︑第 期全国人民代表大会常務委員会委

現職 中国共産党第 期中央政治局常務委

政治局常務委員

胡錦濤 Hu Jintao
現職 中国共産党第 期中央委員会総書記︑
党中央軍事委員会主席︑中華人民共和国国
学歴 清華大学無線電子系真空管専攻卒業

同省副省長を兼任︑ 年省長︑ 年同省委

任︑地質鉱産部副部長・党組副書記︑中国

り北京市委副書記・副市長・代理市長・市

年上海市電真空部品公司副経理︒ 年上

海市計器電信工業局党委副書記︒ 年上海

中央政治局委員︑中央書記処書記︒ 年国
務院副総理︒ 年 月国務院総理に選出︒

第 期党中央委員・中央書記処候補書記︒

第 期・ 期中央委員︑中央政治局候補委
期中央政治局常務委員︒

員︑中央政治局委員︑中央書記処書記︒第

賈慶林 Jia Qinglin
現職 中国共産党第 期中央政治局常務委

員︑中国人民政治協商会議第 期全国委員
会主席︒

第 期・ 期・ 期党中央委員︒第 期・

期中央政治局委員︑第 期中央政治局常

務委員︒

李 長 春 Li Changchun
現職 中国共産党第 期中央政治局常務委

員︒

学歴 ハルビン工業大学電機系工業企業自

動化専攻卒業︵1966 年︶
︒

年入党︒ 年〜 年遼寧省瀋陽市スイッ

略歴 1944 年生︒原籍遼寧省大連市︒

チ廠技術員︑ 年〜 年瀋陽市電器工業公

年入党︒ 年〜 年第一機械工業部設備

略歴 1940 年生︒原籍河北省泊頭市︒

造専攻卒業︵1962 年︶
︒

委副書記︒ 年瀋陽市機電工業局副局長︑

市電器制御設備工業公司副経理・経理・党

司革命委員会副主任・党委常務委員︑瀋陽

学歴 河北工学院電力系電機電器設計・製

書記︑ 年省人大常務委員会主任︒ 年よ

略歴 1941 年生︒原籍安徽省肥東県︒

共産党中央弁公室副主任・主任を歴任︒中

委書記・市長︒ 年 月に全国政協主席に

家主席︒

師・副局長︑地質鉱産部政策法規研究室主

年入党︒ 年上海電子管三廠勤務︒ 年

国共産党中央書記処候補書記︑中央直属機

選出︒

︵1967 年︶
︒

上海電子管三廠党委副書記・革命委副主任・

関工作委書記を兼務︒ 年より中国共産党

学歴 清華大学水利工程系卒業︵1965
年︶
︒
略歴 1942 年生︒原籍安徽省績渓県︒
年入党︒水利電力部劉家峡工程局房建隊

廠長︒ 年上海市電子素子工業公司副経理︒

93

90

96

15

勤務︒水利電力部第 工程局 813 分局
書・副処長・副主任︑ 年共青団甘粛省委

市党委常務委員兼市科技工作党委書記︒

年党上海市委副書記︒ 年党上海市委書記︒
年党中央政治局委員︑党上海市委書記︒
年より中国共産党中央政治局委員︑中央
バー︒ 年より国務院副総理︒ 年 月全
第 期・ 期中央候補委員︒第 期中央
政治局委員︑中央書記処書記に補選︒第

期中央政治局委員︒第 期中央政治局常務
委員︒

16

技術員・秘書︑ 年以降︑甘粛省建設委秘
書記︑ 年以降︑団中央書記処書記・第一
書記︑中国少年先鋒隊工作委主任︑全国青
年チベット自治区党委書記︒ 年より党

連第 期主席を歴任︒ 年貴州省党委書記︑

年国家副主席︑国家中央軍事委員会副主席︑

人代常務委員会委員長に選出︒

書記処書記︑党中央財政経済指導小組メン

中央党校校長を兼務︒ 年 月党総書記︑
年 月国家主席︑ 年 月︑国家中央軍

事委員会主席に選出︒
第 期党中央候補委員・委員︒第 期中
央委員︒第 期・ 期中央政治局委員・常

17

80

プラント総局技術員︑共産主義青年団委書

副市長︑市経済委員会主任︑市委書記︑市

党委副書記︒ 年より瀋陽市委副秘書長︑

80

長︒ 年より遼寧省委副書記兼瀋陽市委書

81

中央軍事委員会副主席︒ 期中央政治局常

91

3

94

記︒ 年〜 年同部江西奉新﹁五七﹂幹部

温家宝 Wen Jiabao
現職 中国共産党第 期中央政治局常務委

03

16

75

98

97

員︑国務院総理︒

69

学校にて労働︒７１年より同部弁公庁政策

71

中央政治局常務委員︑中央書記処書記︒

9

学歴 北京地質学院地質構造専攻大学院卒

69

務委員・中央書記処書記︒ 期 中全会で

Wu Bangguo

78

85 83

25

65

10

14

85

務委員・総書記・中央軍事委主席︒
呉邦国

68

03

15

75

3

17

16

65

15

62

3

14

13

67

13

14

76
85

83

81

64
79

78

12

16

59

4

15

03

92

11

15

14

15

05

02

3

16

16

17

13

3

12

95

98

94 92

82

85

17
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第17期党大会
新指導体制の行方
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記︑副省長︑代理省長︑省長︒ 年より河

現職 中国共産党第 期中央政治局常務委
員︑中央書記処書記︑中国共産党上海市委

書記︒ 年共産党河南省委員会副書記︒

年︑河南省副省長︑代省長︒ 年︑河南省

長︑寧徳地区委員会書記︑福州市委員会書

記︑福州市人民代表大会常務委員会主任を

省長︒ 年︑河南省委員会書記︒ 年︑河

南省人民代表大会常務委員会主任︒ 年︑

南省委副書記︑副省長︑代理省長︑省長︑

歴任後︑ 年︑共産党福建省委員会常務委

員︑福州市委員会書記︑福州市人民代表大

遼寧省委員会委員︑常務委員︑書記︒ 年︑

員会書記︒
学歴 清華大学工程化学系卒業︵1969

会常務委員会主任︒ 年︑福建省委員会副

省委書記︑省人大常務委員会主任︒ 年広
年︶
︑清華大学人文社会科学院在職研究生︑
法学博士︒

2000 年福建省第 期人民代表大会第

書記︑福州市委員会書記︑副省長︑代省長︒

遼寧省委員会書記︒

遼寧省人民代表大会常務委員会主任︒ 年︑

中共第 期︑第 期中央委員︑第 期全

略歴 1953 年生︒原籍陝西省富平県︒

回大会にて福建省長︒その後浙江省委員

国人民代表大会常務委員︵安徽省︶
︒

生卒業︑法学学士︑経済学博士︒

年︑同庁庁長︒ 年〜 年︑山東省委員会

主任︒ 年〜 年︑同庁副庁長︒ 年〜

年︑山東省委員会常務委員︑済南市委員会

書記︒ 年〜 年︑化学工業部副部長︑党

委員会副書記︑省長︒ 年〜 年︑重慶市

記︑副省長︑代省長︒ 年〜 年︑福建省

中共第 期︑ 期︑ 期中央候補委員︑

局委員︑中央書記処書記︑中央組織部部長︒

16 02 99

年入党︒共産党河北省正定県委員会書

会副書記に転出︒ 年︑浙江省副省長︑代

理省長︑浙江省書記︒ 年︑浙江省人民代

︵新︶賀国 強 He Guoqiang
現職 中国共産党第 期中央政治局常務委

員︑中央紀律検査委員会書記︒

卒業︵1966 年︶
︑高級工程師︒

学歴 北京化工学院無機化工系無機物専攻

略 歴 1943 年 生︒ 原 籍 湖 南 省 湘 郷︒

年入党︒ 年〜 年︑山東魯南化肥廠に

記︒ 年〜 年︑同廠副廠長兼副総工程師︒

て合成部門技術員︑現場主任︑現場支部書

略歴 1955 年生︒原籍安徽省定遠県︒

社東陵大隊で労働︒ 年︑同大隊党支部書

記︒ 年 月︑北京大学法律系に入学︑学

組副書記︒ 年〜 年︑福建省委員会副書

員︑学校部部長兼全国学生聯合会秘書長︒

団北京大学委員会書記︑共青団中央常務委

生会責任者をつとめる︒ 年︑共産党青年

86

委員会書記︒ 年〜 年︑第 期中央政治

99 97

07

期︑ 期中央委員︑ 期中央政治局委員︑

14

共青団中央書記処書記︒ 年〜 年︑在職

究生︒ 年︑第 期全国青年聯合会副主席︒

13

記︑福建省厦門市委員会常務委員︑副市

表大会常務委員会主任︒ 年 月︑上海市
委員会委員︑常務委員︑書記に︒

中共第 期中央候補委員︑ 期中央委員︑
期中央委員︒

8

年︑共青団中央書記処候補書記︒ 年︑

97

中央書記処書記︒

16

のまま北京大学経済学院修士︑博士課程研

年中国青年政治学院院長を兼任︒ 年〜

02

東省委書記︒

98

06 05 04

91

87

84

87

86

84

96

96

12

第 期中央候補委員︒第 期・ 期・

03

99

員︑中国共産党遼寧省委員会書記︑遼寧省

︵新︶李克 強 Li Keqiang
現職 中国共産党第 期中央政治局常務委

16

17

78

年〜 年︑山東省化学石油工業庁調度室

80

常務委員︑済南市委員会副書記︒ 年〜

80

年入党︒ 年︑安徽省鳳陽県大廟人民公

学歴 北京大学法学部︑経済学院在職研究

78

82 82

16

85

93

15

95

期・ 期中央委員︒第 期・ 期中央政治

98

02

15

67

3

人民代表大会常務委員会主任︒

66

07

16

82

91

76

局委員︒第 期中央政治局常務委員︒

95

02

17

15

3

Xi Jinping

下線は新任者

3

17

年︑共青団第 期中央委員会書記処第一
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93

17

■軍機関

9

03

88

常務委員
委
員
中央規律検査委員会

15
習近平 劉雲山 李源潮 何勇 令計画 王滬寧
記

賀国強
何勇 張恵新 馬馼 孫忠同 干以勝 張毅
黄樹賢 李玉賦
19 名（07 年 10 月選出時）
127 名（
〃
）
書
記
副 書 記

98

候補委員

74

7

13

員

胡錦濤
郭伯雄 徐才厚
梁光烈 陳炳徳 李継耐 廖錫龍 常万全 靖志遠
呉勝利 許其亮
主
席
副 主 席
委
員
党中央軍事委員会

78

90

胡錦濤 呉邦国 温家宝 賈慶林 李長春 習近平 李克強
賀国強 周永康
習近平 王剛 王楽泉 王兆国 王岐山 回良玉 劉淇 劉
雲山 劉延東 李長春 李克強 李源潮 呉邦国 汪洋 張
高麗 張徳江 周永康 胡錦濤 兪正声 賀国強 賈慶林
徐才厚 郭伯雄 温家宝 薄熙来

74
204 名（07 年 10 月選出時）
167 名（
〃
）

13

16

常務委員

政 委
治
局

76

83

98 93

90

14

書
記 書
処

15

胡錦濤

中
国
共
産
党
全
国
代
表
大
会

︵新︶習近平

■党機関

16

総書記

中
国
共
産
党
第
17
期
中
央
委
員
会

中 央 委 員
中央候補委員

16 12

中央組織人事

JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 SPECIAL REPORT
︵新︶周 永 康 Zhou Yongkang
現職 中国共産党第 期中央政治局常務委

員︑国務委員兼公安部部長︒

学歴 北京石油学院探査系地球物理探査専

65

全人代常務委員長 呉邦国

1941 安徽肥東

64

王

剛 1942 吉林扶余

71

劉

淇 1942 江蘇武進

75

周永康 1942 江蘇無錫

64

胡錦濤 1942 安徽績渓

64

郭伯雄 1942 陜西礼泉

63

国務院総理

温家宝 1942

65

中央紀検委書記

賀国強 1943 湖南湘郷

66

遼寧瓦房
店

71

王楽泉 1944 山東寿光

66

中央党校修士

回良玉 1944 吉林楡樹

66

吉林省農業学校

李長春 1944 遼寧大連

65

中央統一戦線部部
劉延東 1945 江蘇南通
長

64

湖北省書記

兪正声 1945 浙江紹興

64

天津市書記

張高麗 1946 福建晋江

73

広東省書記

張徳江 1946 遼寧台安

71

中央宣伝部部長

劉雲山 1947 山西忻州

71

北京市市長

王岐山 1948 山西天鎮

83

商務部部長

薄熙来 1949 山西定襄

80

江蘇省書記

李源潮 1950 江蘇漣水

78

上海市書記

習近平 1953 陜西富平

74

遼寧省書記

李克強 1955 安徽定遠

76

重慶市書記

汪

75

（年齢順、同年齢は姓の中国語簡体字筆画の少ない順）

攻卒業︵1966 年︶
︑教授級高級工程師︑

1941 河北豊潤

洋 1955 安徽宿州

総警監︒

王兆国

国務院副総理

17

主な前職

中国機械設備輸出入総公司総経理、山西太原重型機器廠長、
福建省委書記、北京市委書記
共青団中央書記処第一書記、福建省長、中央台湾工作弁公室
主任、全国政協副主席、党中央統一戦線部長
上海市計器電信工業局党委副書記、上海市委書記、党中央
清華大学無線電子系真空管専攻
書記処書記、国務院副総理
新疆自治区委弁公庁秘書、国務院弁公室信訪局副局長、国家
新
吉林大学哲学系哲学専業
档案局局長、党中央弁公庁主任
北京鋼鉄学院冶金系鋼鉄冶金専
武漢鋼鉄公司党委書記、冶金工業部長、北京市長
攻
北京石油学院探査系地球物理探 石油工業部副部長、中国石油天然ガス総公司総経理、国土資
査専攻
源部長、四川省委書記
共青団中央書記処書記、貴州省委書記、チベット自治区委書
清華大学水利工程系
記、党中央書記処書記
陸軍第 47 集団軍軍長、北京軍区副司令員、蘭州軍区副書記、
解放軍軍事学院
解放軍常務副参謀長
北京地質学院地質構造専攻大学 甘粛省地質局副局長、地質鉱産部副部長、党中央弁公室主任、
院
党中央書記処書記
北京化工学院無機化工系無機物 山東省委常務委員、済南市委書記、化学工業部副部長、福建
専攻
省省長、重慶市委書記、中央組織部部長
ハルビン軍事工程学院電子工程 陸軍第 16 集団軍政治委員、済南軍区書記、解放軍総政治部
新
系
主任・書記、中央書記処書記

全国総工会主席

徐才厚 1943

略 歴 1942 年 生︒ 原 籍 江 蘇 省 無 錫︒

学歴

59

中央軍事委副主
席、上将
新疆ウイグル自治
区書記

70

河北工学院電力系電機電器設計
製造専攻
ハルビン工業大学動力機械系タ
ービン専攻

賈慶林 1940 河北泊頭

天津

73

67

（アミカケは常務委員、
「新」は新たに政治局員入り、現職は17期党大会開催時点）

全国政協主席

中央直属機関工作
委書記
北京市書記・五輪
組織委主席
国務委員・公安部
部長
総書記・軍事委主
席・国家主席
中央軍事委副主
席、上将

70

64

年入党︒ 年〜 年︑大慶油田六七三廠

入党年

76

地質隊実習員︑技術員︒ 年〜 年︑遼河

原籍

79

73

石油会戦指揮部地質団区域室技術員︑党支

生年

83

76

部書記︑大隊長︒ 年〜 年︑遼河石油探

現職

79

査局地球物理探査処処長︒ 年〜 年︑遼

中国共産党第17 期中央委員会政治局委員（25 名）

河石油探査局政治部副主任︒ 年〜 年遼

89

85

河石油探査局副局長兼油井掘削指揮部党委

96

83

員会書記︑物理探査指揮部党委員会書記兼

88 88

指揮︒ 年〜 年遼河石油探査局局長︑党

85

委員会副書記︑遼寧省盤錦市委員会副書記︑

9

市長︒ 年〜 年︑石油工業部副部長︑党

8

90

組メンバー︒ 年〜 年︑中国石油天然ガ

89

3

ス総公司副総経理︑党組副書記︵この間︑

6

指揮︑臨時党委員会書記を兼務し︑ 年

90

年 月〜 年 月︑タリム石油会戦指揮部

月〜 年 月︑勝利石油管理局党委員会書

99

98

記︑
局長兼山東省東営市委員会書記を兼務︶
︒

02

98

96

年〜 年︑中国石油天然ガス総公司総経

党組書記︒ 年〜 年︑四川省委員会書記︒

99

理︑
党組書記︒ 年〜 年︑
国土資源部部長︑

年︑中央政治局委員︑中央書記処書記︑

16

中央政法委員会副書記︑公安部部長︑党委

15

3

員会書記︑武装警察部隊第一政治委員︑党委

14 03

員会第一書記︑国家禁毒︵麻薬取締︶委員会

主任︒ 年 月︑国務委員兼公安部部長︒

中共 期中央候補委員︑ 期︑ 期中央

委員︑ 期中央政治局委員︑
中央書記処書記︒

16

02

山東省寿光県委書記、山東省聊城地区委書記、山東省副省長

吉林省副省長中央政策研究室副主任、湖北省委副書記、安徽
省省長・書記、江蘇省委書記
ハルビン工業大学電機系工業企 瀋陽市機電工業局副局長、瀋陽市委書記・市長、遼寧省長、
業自動化専攻
河南省長・書記、広東省委書記
清華大学工程化学系、吉林大学 共青団中央書記処書記、全国青聯主席、中央社会主義学院党
新
行政学院政治学理論専攻
組書記、全国政協副主席
哈爾濱軍事工程学院ミサイル工 電子工業部計画司副司長、山東省煙台市長、青島市委書記、
程系
建設部長
広東省経済委員会主任、広東省常務副省長、深圳市委書記、
新
厦門大学経済系計画統計専攻
山東省書記
吉林省延辺市委副書記、民政部副部長、吉林省委書記、浙
朝鮮金日成総合大学経済系
江省委書記
共青団内蒙古自治区委副書記、内蒙古自治区党委宣伝部長、
内蒙古自治区集寧師範学校
同自治区党委副書記・赤峰市委書記
西北大学歴史系歴史専攻、清華 中国人民建設銀行行長、広東省副省長、国務院経済体制改革
新
大学経済管理学院
弁公室主任、海南省委書記
大連経済技術開発区書記、遼寧省金州区位書記、大連市市長・
新
北京大学歴史系
書記、遼寧省省長
復旦大学数学系、中央党校法学
新
共青団上海市書記、文化部副部長、南京市委書記
博士
清華大学工程化学系、清華大学 福建省厦門市副市長、福建省福州市委書記、福建省長、浙江
新
法学博士
省書記
北京大学法律系、北京大学経済
新
共青団中央書記処書記、河南省省長、河南省委書記
学博士
共青団安徽省委副書記、安徽省委副書記、国家発展計画委
新
中央党校大学工学修士
員会副主任、国務院副秘書長
JC ECONOMIC JOURNAL 2007.12
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（2007年10 月）
国慶節の天安門広場。五輪グッズが売れ、五輪ムードが漂う。

査では、6 割の人が反対というデータ
もあり予断を許さないが、来年から労
働節の休暇が短縮されることは間違
いないだろう。新たに法定休日になり
そうなのは、中国の伝統的な祭日であ
り、最有力候補は中秋節。旧暦の 8 月
15 日、太陽暦では 9 月中下旬になる。
次は旧暦の大晦日と端午節（旧暦 5 月
5 日、太陽暦 6 月初旬）
。どちらも台湾
では法定休日だ。さらに清明節（旧暦
3 月初、太陽暦 4 月初旬。この日にお
墓参りをする）も候補となる。現行の

１．地下鉄が通る、街が変わる

帯電話、貴金属、中高級乗用車など

労働節の休暇はこれらに分散させ、さ

昭和 38 年、東京五輪を翌年に控

が爆発的に売れたという。婚礼もこの

らに年間総休日数を１日増やす案が示

えた東京も、こんな雰囲気だったの

時期に集中し、北京だけで 5 万組が

されている。

だろうか。2007 年 10 月の国慶節休

結婚式を挙げたそうだ。

３．先進国への道

暇中、北京市を訪れた旅行者数は延

中国は 1999 年以来、土日以外の

中国が日本同様、分散型の休日シ

べ 594 万人で、
前年比 3.5％の伸びだっ

法定休日を春節、労働節、国慶節の１

ステムを指向するのは、先進国への道

た。天安門広場は旅行者であふれ返

週間の休暇（
「黄金周」と呼ばれる）に

を歩んでいることを象徴している。最

り、五輪グッズを手にした人が目立っ

集中させ、消費拡大を図ってきた。し

近の労務費の上昇、税や社会保障負

た。赤旗が林立しているのは例年通り

かし最近では、旅行や消費があまりに

担の上昇を日本からみれば、
「投資環

だが、今年の特徴は万里の長城やポ

もこの時期に集中するため、観光地の

境の悪化」と捉えがちだが、途上国

タラ宮のミニチュアを広場に設置した

高負荷、文化遺跡の破壊、土産物屋の

が先進国へと進む過程では必然的な

こと、そして五輪競技を形どった人形

コスト増加など弊害を指摘する声が多

動きだ。賃上げを通じて個人の平均

を設置したことだ。北京は五輪を待

い。公園管理者、旅行会社なども休

所得を引き上げ、富を全国に波及させ、

ち望むムードに包まれている。

日分散に賛成しており、観光業界は国

一方で徴収した税金で義務教育や廃

家が有給休暇の取得をもっと奨励す

棄物処理などに財政資金を投入してい

べきだと述べている。

かねばならない。いつまでも低賃金を

10 月 7 日には、北京市中心部を南
北に貫く地下鉄 5 号線が開通した。
画期的なことに、同時に、地下鉄運

既に国家発展改革委員会が黄金周

賃が全線２元に統一された。乗車距

改革に着手しており、11 月の人民網調

できないのだ。

新規開通した北京地下鉄 5 号線。ホー
（2007
ム扉が設置され、駅構内も清潔。

ハリーポッター最新作の中国語版発売の
予告広告。中国でも世界と同時発売。個
（2007年10 月）
人消費は高度化している。

武器に世界の工場であり続けることは

離に関係なく、従来に比べ１元の値下
げになったわけで、市民の評判は上々
だ。来年までに空港線を含めさらに
数路線が開通する予定で、北京の街
並みはどんどん変貌しつつある。

２．消費が増える、休日も変わる
国慶節中の北京の旅行総収入は 41
億 3,000 万元で、旅行者数の伸びより
ずっと高い 24％増だった。旅行者の一

年 10 月、東単駅）

人当たり平均支出は前年より 100 元
増えて 1,887 元という計算になる。平
均個人消費は爆発的に伸びている。
商務部によれば中国全土での国慶
節中の消費額は 3,500 億元、前年比
16％増で、ブランド服、42 インチフラッ
トＴＶ、２ドア大型冷蔵庫、多機能携

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2007.12

労働節休暇は分散へ
北京事務所長

高島竜祐
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中
国
産
業
ガ

全ドイツ自動車クラブから「一ツ星」を獲得した華晨金杯の「尊馳」

イ

解剖！中国で台頭する
自主ブランド車

ド

外資系メーカーにもまれながらも販売を拡大してきた中国系自動車メーカー。自立した生産企業
の育成が難しい自動車産業において、徹底して外部へ委託・依存する「垂直分裂」によって発展
を遂げてきた。そこには、外資系メーカーが耕した部品産業という土壌があった。
東京大学社会科学研究所教授

丸川知雄

（本稿写真提供）
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育成に成功した新興国は日本と韓国

い。戦後、自国の自動車メーカーの

動車産業を育てることは簡単ではな

る。たとえば、奇

が 中 国 企 業であ

をやってしまうの

ところが、それ

が生産する「自主ブランド車」が次々

に入ってから中国系自動車メーカー

いた中国の乗用車市場にも、 世紀

で外資系メーカーにほぼ席巻されて

ドになっている。そうした中、これま

国の自動車メーカーを押しのけて生

国企業が、中国市場に殺到する先進

に、自動車生産を始めてまもない中

うに生き残りが難しい産業であるの

亜自動車の一社のみであった。このよ

カーに買収され、残ったのは現代起

ルのTRITEC

スの車にはブラジ

それより上のクラ

搭 載 していた が、

自社製エンジンを

用車「QQ」には

トル以下の小型乗

上海 VW

350,630

340,995

奇瑞

307,232

300,001

広州ホンダ

262,019

210,811

東風日産

201,251

203,058

一汽トヨタ

219,839

188,056

北京現代

290,088

168,172

神龍

201,858

160,042

吉利

206,958

157,322

長安フォード

137,913

155,272

天津夏利

201,663

135,253

61,218

124,237

4,302,317

3,910,518

のである。

近年、中国の産業政策においては
ぐらいだ。その韓国でも経済危機の
瑞は排気量 リッ

と登場し、外資の牙城を切り崩しつ

産シェアの上位に入ったことは驚異と

349,605

一般に、発展途上国が自立した自

「自主イノベーション」や「自主ブラ
際に多くの国内メーカーが欧米メー

驚異の成長を見せる
中国系自動車メーカー

ンド」という言葉が重要なキーワー

つある。乗用車の販売に占める「自

（BMW・ ダイ ム

414,723

用車を「自主開発」しているという

品を買い集めて自前のブランドの乗

行ったことはなく、様々な技術や部

外 国メーカーと合 弁や技 術 提 携を

健闘を見せている。両社とも特定の

る。民営の吉利集団も第 位に入る

４ 社の一角を占める存在になってい

上海 GM、上海 VW と並ぶトップ

に示したが、奇瑞は既に一汽 VW、

最近の乗用車生産の状況を第１表

れを外部から調達して車を組み立て

体と一体で開発されるべきもので、そ

ンジンなどの基幹部品は、自動車本

はずはないと主張する人は多い。エ

産業ではそのような戦略が通用する

採ったことを挙げた。しかし自動車

から購入する戦略（
「垂直分裂」）を

にこだわらず、むしろ徹底して外部

た理由として、中国企業が、日本の

メーカーは気にしない。それは、他

人目にさらすようなものだが、中国

に委託することは、自ら企業秘密を

ている。開発途中の車の試験を外部

や排ガス試験も外部の機関に委託し

上げも専門会社に依頼し、衝突試験

社に委託しており、また工場の立ち

心技術の内製（すなわち「垂直統合」） （イタリア）など外国のデザイン会

電機メーカーのように基幹部品や核

社に漏れて困るようなオリジナルな

が、車体デザインをピニンファリナ社

このほかにも、多くの中国メーカー

合弁）のエンジンを購入していた。

たわらで、天津豊田発動機（トヨタ

利集団も、自社製エンジンを使うか

合弁）のエンジンを載せていた。吉

合弁）と瀋陽航天三菱（三菱自動車

ラークライスラー

いうほかはない。
（第１表）

拙著『現代中国の産業』（中公新書）

「垂直分裂」を生かした
発展

主ブランド車」の比率は 2001 年
の ％から 年上半期には ％まで
車公司のような老舗の国有企業では
なく、 年ごろに参入したばかりの
奇瑞汽車公司と吉利集団という新興

上海 GM

点で、これまでの中国系自動車メー

では、中国の電機メーカーが台頭し

359,644

開発をしていないからだ。

10

総計

2007年1〜9月
2006年

ても決して良い車はできない、という

の２社である。

346,787

広州トヨタ

1

（台）

中国の乗用車メーカー別生産台数
第１表

21

31

拡大した。その立役者は中国第一汽

07

カーとは性格が異なる。
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00

一汽 VW

（出所）中国汽車工業信息網

奇瑞汽車の工場と、同社の「QQ」
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月 現 在では生 産 する車の７ 割

以上に自社エンジンを搭載している。

年

めて、果たして品質の良い車が作れ
吉利もかつては「トヨタのエンジンが

の国産化政策であった。中国政府は

カーが成長していく中でこれらの部

象であって、今後中国系自動車メー

するというのは、あくまで過渡的現

体の設計・試験までもアウトソース

エンジンやトランスミッション、車

基盤を利用している。例えば、進出

奇瑞や吉利はこうした部品産業の

を作る中国系部品メーカーも現れた。

か、技術導入によって水準の高い部品

品メーカーが中国に工場進出したほ

これによって数多くの外国自動車部

20
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細切れの技術や基幹部品を買い集
るのか。この疑 問に対 する答 えは、
入っている」ことを喧伝して自社の車

しかし、それ以外の部品に関して

現状ではノーだ。ドイツへの輸出を

（ADAC）の行った衝突安全試験
は、中国メーカーは外部の力を借り

の拡販に利用してきたが、最近は天

で１つ星（最高は５つ星、「尊馳」と
る「垂直分裂」戦略を引き続き推進

目指していた代表的な「自主ブラン

同クラスの韓国車は４つ星）を獲得
していくに違いない。そもそも奇瑞

津豊田のエンジンとそっくりなエンジ

したことでその答えが明らかになっ
や吉利がかくも短期間に急成長でき

ド車」の一つである華晨金杯の「尊

た。欧米への輸出をすると息巻いて

た背景として、乗用車の部品がすべ

ンをつくって代替している。

いた中国系メーカーも、消費者の目

て外部から購入できる環境が中国に

馳」が、今年全ドイツ自動車クラブ

が厳しい先進国市場に輸出する難し

あったことが重要である。
年代に押し進められた自動車部品

そうした環境を作ったのが 199

さを痛感したことだろう。当面は中
国国内や中東、ロシアなど、自動車
の安全性に対する意識が低い市場を
ターゲットにせざるを得ない。

中国に進出する外国自動車メーカー
に対して、部品の国産化率を最低で
も ％以上、稼働開始から数年後に

品や機能は垂直統合されることにな

した部品メーカーのなかには、運転

中国系メーカーを育てた
部品産業の土壌

るだろう。実際に、奇瑞はオースト

席前面のインストルメント・パネル

は ％まで高めることを要求した。

リアの AVL 社と技術提携すること

にメーターなどの部品を組み付けた
「コックピット・モジュール」を作る

吉利集団の「美人彪」

吉利集団の工場構内に並ぶシリア向け輸出車

9

0
80 40

で ・ リットルまでのエンジンを自
0

社工場で製造できるようになり、

07

2

中

国

JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 中国産業ガイド

海ＶＷ、一汽トヨタなどのサプライ

る。また、ある中国メーカーは、
「上

調達の手間がだいぶ省けることにな

モジュールごと発注すれば、設計や

メーカーがある。そういうところに

系 列に属 しており、 系 列 外の新 興

カーのほとんどが自動車メーカーの

にくい。日本では、主要な部品メー

本の自動車産業ではなかなか起こり

避といえよう。このような現象は日

脇から別の草が生えてくるのは不可

長安フォード

華晨金杯
●

広州ホンダ

東風日産

天津トヨタ

広州トヨタ

ヤーとして認定されているところに
メーカーに部品を供給したりはしな

関しては当社の現場調査は省略する」

●
南京フィアット

●

● ●

東風悦達

いからである。
中国におけるエンジン EFI（電

と規定している。外資系メーカーに
よるサプライヤー調査の成果に便乗

吉利

● ●

●

●

見てみよう（第２表）
。中国で乗用

奇瑞

金杯

私 は 奇 瑞 の 部 品 サ プ ライ ヤ ー
車を生産している欧米系と中国系の

●

子式燃料噴射装置 ）の供給構造を

337 社をリストアップしたが、そ

メーカーはみなボッシュの合弁企業か

長安スズキ

●

しているのである。

の ％は上海 VW、一汽 VW、神龍、

ら EFI を購入し、一部はマレリや

一汽紅旗

上海 GM のいずれかに部品を納入

一汽

神龍

● ●

●

●

シーメンスを２番目のサプライヤー

している会社である。奇瑞のみに部

として利用している。一方、ホンダ、
ライヤーを進出させて、主にそこか

上海

●

品を売っている専属サプライヤーも

日産、トヨタはそれぞれの系列サプ

ているのはプラスチックやゴムの小物

ら購入しており、
全体の中で「浮いた」

● ●

● ●

●

●

●

東莞京濱汽車電噴装置有限公司
（ケーヒン）

G
M
V
W
V
W

141 社
（ ％）
あるが、
それらが作っ
部品、ネジなどの標準部品などであっ

上海

●

●

●

●

電装 ( 広州南沙 ) 有限公司（デンソー）

存在であることがみてとれる。日系

シーメンス汽車電子有限公司 (Siemens)

て、重要部品のサプライヤーを囲い

マレリ動力系統上海有限公司 (Fiat)

サプライヤーは日系自動車メーカー
壁が厚い日系と、オープンなそれ以

聯合汽車電子有限公司（Bosch)

込んでいるわけではない。吉利のサ
られる。上海 VW、天津夏利、一汽

外という違いが鮮明に浮かび上がる。

天津電装電子有限公司（デンソー）

以外には EFI を売らない。系列の

VW、神龍のいずれかに部品を供給

これからの中国の乗用車市場は、

日立汽車部件（蘇州）有限公司（日立）

プライヤー 社にも同様の傾向が見

しているサプライヤーが ％を占め

自動車は系列内での緊密な協力で作
られるべきだという日系勢と、一般

ド
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ており、専属サプライヤーは 社し
かない。

の部品はオープンに取引して低コス
トを目指すべきだという欧米系・中

年 代の国 産 化

政策のもとで外資系自動車メーカー

イ

二つの哲学の間の争いになりそうで

ガ

ている。自動車本体と部品とが別々

業

ある。

産

の企業によって生産されている以上、

国系勢という、自動車生産に対する

奇 瑞や吉 利は、

18

53

が耕した部品産業の土壌の上に育っ

90

乗用車メーカー
EFI メーカー

42

89

G
M

天津一汽夏利

エンジン EFI（電子式燃料噴射装置）の供給構造
第２表

46

（注）○は EFI メーカーから乗用車メーカーに EFI を納入していることを示す。
（ ）内は外資側の出資企業
（出所）筆者作成の部品産業データベース
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リットル以上の規模の会社で、外資と

それぞれの地場ブランド、ローカル朝

や価値観も急速に変化しており、高い

消費国になりました。中国国民の嗜好

はもう遅い、というのが率直な感想で

入を決意して正解であった、今からで

で合弁事業を開始しましたが、当時参

イザー）
、SAB ミラー、インベブ、ハ

外資は、アンホイザーブッシュ（バドワ

場の零細会社により製造されています。

約８割を占める構造で、残り２割は地

年から米国を抜いて世界最大のビール

得の向上に伴って急成長しており、

岩崎 ： 中国のビール市場は、個人所

浙江省を中心とした「西湖ビール」お
よび Asahi ブランドを製造販売

煙台ビール社

山東省を中心とした「煙台ビール」を
製造販売

深圳ビール社

青島ビール社と合弁、青島ブランド
および Asahi ブランドを製造販売

北京ビール社

北京を中心とした「北京ビール」およ
び Asahi ブランドを製造販売

青島飲品社

青島ビール社と合弁、独自のブラン
ドで山東省中心に飲料を製造販売

販売会社

Asahi ブランドの全販売。北京、上
海、大連、深圳に拠点保有

03
杭州ビール社

ルは 割程度までシェアが拡大していま

分を占めますが、一方でプレミアムビー

にあります。いまだ大衆ビールが大部

うな大衆ビールに二極化している状態

ビールと、とにかく安い１本１元のよ

日ブランド、スーパードライの３ブラン

残っていません。
中国のビール業界は、年産 万キロ

す。かつては中国全土で 800 社以上

イネケンなどが代表的ですが、各社と

リットル以上の会社 社で全生産量の

あったビールメーカーが、中国政府の

も、事業戦略や出資形態が異なるため、

目的とした投資会社的な事業を展開す
るつもりはありません。妥協を許さな
い不断の品質管理、
生産管理により、「安
全・安心な品質と生ビールのアサヒ」
として、お客様から評価を頂いている
と感じています。

台、深圳、北京の ビール会社体制で、

中国での当社のビール事業は杭州、烟

ドステージに入ったと思います。現在、

中国進出以来 年が経過し、セカン
14

4

アサヒビール株式会社の中国事業
第１表

とはできません。当社は、配当のみを

集約化政策で今は 400 社程度に統

ー 競争が激しいビール市場です
が、 中国市場の特徴と将来性を
どのように見ていますか。

提携していないところはもうほとんど

64

が品質の良い外国ブランドのプレミアム

06

ドを生産しています。

14

各グループの生産量を単純比較するこ

12

中国市場に参入して 年目︑2006 年には 万キロリットルを生産し︑外国ビールメーカーで中国有数
の規模となったアサヒビール︒ 年には山東省莱陽市で農業経営も開始した︒激戦の中国ビール市場で今
後どう事業を展開するのか︑岩崎本部長にその戦略を聞いた︒

﹁安心と安全﹂
で中国市場に挑戦！
Series アサヒビール株式会社
常務執行役員 岩崎次彌中国本部長に聞く
3

ー 中国市場でのアサヒビールの
現状をどう評価しておられます
か？

現地日系企業からの最新生情報

岩崎 ： 当社は 1993 年 月に杭州

20

線
前
最

廃合されました。 年産 100 万 キロ
上海市場でブランドが浸透するスーパードライ
と岩崎本部長

す。ビールを買う場所は小さな「小売

ドライのブランド浸透を遂行していま

「上海重点戦略」を打ち立て、スーパー

ルの受容性が最も高く、当社としても

先端を行く上海市場は、
プレミアムビー

は変わりません。中でも、トレンドの

地位を目指しています。中国でもそれ

バル & プレミアム」ブランドとしての

た味覚、ラベルで展開しており、
「グロー

スーパードライは世界において統一し

にとって大きなチャンスといえます。

化の流れは、まさに当社スーパードライ

も高まってきています。こうした嗜好変

向が強まっており、また生ビールの需要

す。嗜好そのものも爽快さを求める傾

1

29

中国ビジネス

22
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ビールはもともと地域性のある商品

ウ、営業力で販売を伸ばしています。

たいビールを飲む習慣が普及しつつあ
で、輸送コストを考えれば一つの工場の

れの半量以下であり、まだしばらくは
び周辺市場に密着した商品戦略を展開

場ブランドとして、各々の本拠地およ

になりました。スーパードライと各地

日本

部」から大きなスーパーに変わり、冷
り、この傾向は全国に広がっています。
販売先は半径 100 ～ 200 キロ圏
内が限界ではないでしょうか。北京ビー

世界 位の消費大国になったとはい
え、まだ中国人 人当たりの年間ビー

消費量が右肩上がりとなると思われま
しています。今年は北京ビールの拡張

ル、杭州西湖ビール、煙台ビールは地

す。現在の 3000 万キロリットル市

工事も完成し、 万キロリットル体制

ル消費量は ・ リットルと日本のそ

場から、4000 万キロリットル市場
まで成長するでしょう。

場ブランドは、販売先や販売ルートに

500

めています。

いう経営理念のもと、「アサヒ」を安

農業経営を開始しました。できるだけ

心と安全のブランドとして確立したい

スーパードライの認知度はまだ十分

農薬を使わず、いちご、スイートコーン、

外 資に弱みがあると すれば人 材で

ではありません。シンボルカラーのシル

牛乳などを生産していますが、決して

岩崎 ： 世界の有名ビールメーカーはほ

バーに世界共通のメッセージを込めて、

安く売ることは目指していません。食

と思います。そして常に「最高の品質」

プレミアムビールとして認められるよ

の分野において、アサヒを安心と安全

しょう。製造力、営業力にたけた中国

年から山東省に「山東朝日

うなブランド力を強化していきたいと

のブランドにするための挑戦、革新の

とんど中国に参入しており、世界一活

岩崎 ：

考えています。現状に満足することな

試みとして、根っこの農業から取り組

にこだわり続けていきたいと考えていま

く、技術のさらなる向上や常に味を磨

み始めたものです。中国に新しい農業

人の人材、特に中堅クラスをどう育て

いていくといった地道な努力こそが重要

モデルを提示してみせる、という意気

気のある市場と言えるでしょう。外資

中国で、食の分野のナンバーワンになり

であると考えており、買収や資本参加

込みでやっています。

緑源農業高新技術有限公司」を設立し、

たいと思っています。ビール事業に加え、

等による単なるグループ生産量拡大を

（聞き手 ： 日中経済協会北京事務所長・高島

す。

年から青島ビール、 年から康師傅

追求する戦略を採る気は毛頭ありませ

竜祐）

00

04

岩崎 ： 年後、アサヒビールはアジア、

ー 成長市場ではあるものの、競争
も厳しい中国市場でアサヒビール
が今後勝ち残っていくためにどの
ような戦略をお考えですか？

と合弁で飲料事業も開始しました。飲

ん。ハイエンド、ハイパワーの中国の消

は仕方がありません。

ー 山東省で始めた農業プロジェク
トはどのような位置付けですか？

費者に、「自分の好み」にしてもらうこ

2,000

しています。伸びている市場で、「食と

違いはあるものの、スーパードライの品

国別ビール消費量推移

質こそ地場ブランドが目指すべき目標

35.0

とが目標です。

40.0

健康を通じて豊かな社会への貢献」と

45.0

と位置付け、日々クオリティアップに努

1,000

ドイツ

米国

中国

0

63.7

65.0

ていくかが課題です。流動性が高いの

ー 外資系ビールの強みは何でしょ
うか。また、多くのブランドのビー
ルを 生 産 していま すが、 今後の
商品構成をどう考えていますか。

第１図 中国でのアサヒビール販売量推移
（出資会社合計）

料市場はビール以上の伸び率で急拡大
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万キロリットル
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はみなブランド力とビール造りのノウハ

北京啤酒朝日有限公司の工場

第２図
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中国食品を
日本の食卓へ！
複雑化する輸出食品の検査方法
祥博

昨今、食の安全に関する消費者の

して販売されている」、「北京市内の

「工業用の塩（亜硝酸塩）が食塩と

されており、数百匹のペットが死亡」
、

使ったペットフードにメラミンが混入

発生」、「中国産植物タンパク原料を

のことが、日本の消費者に中国産に

違反事例が混同されて報じられ、そ

もので、この類のものと基準値超過の

の犯罪として取り締まられるような

云々ではなく、中国国内でも、通常

日本や中国の事業者の努力により、

ニーズは高まりを増し、その一方で、

しかし、これらの多くは我々が日

我々の食卓に上る中国食品は、格段

対する誤解を与えるばかりか、中国

常、消費者として購入する機会のあ

に品 質が向 上している。 中 国では、

露店でダンボールを原料とした肉ま

食の安全問題が連日のようにメディア

る中国産野菜や、食品事業者が取引

外国向けの食品を製造するための農

や日本の抱える食品の問題の本質を

する中国産食品の問題とは、大きく

業、食品工場は、国家の一大産業で

んが販売されていた（後に捏造報道

で報道されている。特に、今年に入っ
てからの中国産の報道は、消費者に
とって嫌気どころか恐れさえ感じさ
せてしまうような内容であった。
「パナマで中国産原料を用いた風邪
シロップにジエチレングリコールが混
入しており、死者 100 人以上が

性質の異なるものである。食品安全

よりわかりにくくしてしまっている。

株式会社アジア食品安全研究センター代表取締役
青島中検誠誉食品検測有限公司副董事長
馬場
と判明）
」などが代表的なものである。

中国食品と報道によ
る誤解

安全、
安心の

中国でも消費者の食品安全に対する
意識は高まっている

24
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効果もあり、平成 年度の中国から

でに無いほど厳しくなっている。その

り、輸出品の安全チェックは、これま

あり、北京オリンピックが目前に迫

簡易な加工品、具体的には里芋、レ

本は中国からの輸入品は、素材品や

たのは 1993 年である。当時の日

事業責任者として、山東省に赴任し

なった。

から金属探知機が導入されるように

大手食品メーカーの工場では、日本

あった。この時期に、日本へ輸出する

年～

中国産は違反が多い印象を受けるの

入食品監視統計）
。にもかかわらず、

りも低い数値である（厚生労働省輸

ラック）→冷凍（船）という流れで、

していたため、
冷凍（工場）→保冷（ト

ク輸送は、冷凍野菜を保冷車で輸送

なく、冷凍工場から船までのトラッ

の輸入であった。当時は、冷凍車が

の冷凍野菜は、ほとんどが米国から

まったところで、ほうれん草など多く

中はもちろん無農薬栽培でなければ

れていないことを前提に、栽培期間

される土地で 年以上農薬が使用さ

に始まった。オーガニックとは、栽培

てオーガニック野菜の生産が本格的

始まる

オーガニック野菜、本格的な生産

ンコン、人参を剥いたものなどが始

は、前述の日本国内でのセンセーショ

少し溶けかかったものが再び凍って出

ならないため、残留農薬の検査が導

の輸入食品の違反率は ・ ％、米

ナルな報道に加え、輸入量が多いた

荷される、あるいは温度が上がって周

入される必要が出てきた。それまで

％よ

めに、違反率が小さくても違反数が

囲は溶けても中心部分は凍ったまま

は髪の毛や小石といった目に見える

％、 欧 州の ・

多くなることや、2002 年以後の

という状況が発生することがあった。

ものをチェックしていたが、この時期

国の ・

冷凍ほうれん草に代表される残留農

この時期の食の安全に対する概念や

から残留農薬という目には見えない

中国で、台湾企業や日系企業によっ

薬問題の記憶が鮮明に残っているため

対策は、こういった温度管理の改善

ものを分析機器を使って検査するこ

ではないかと考えられる。

や、これらをどのように解決してい

とになり、要求される検査のレベル

製造輸出始まる

市販用冷凍食品・冷凍野菜など

年～

くかがテーマであった。

中国の安全安心に対
するものさしの変 化
～日系企業の参入と
中国の変化
中国は高度経済成長期にあり、産

が大きく変わってきた。
年～

調理済み食品の製造輸出始まる

を遂げている。実は、食の安全につい

管理や異物混入対策のレベルが向上

の製造が始まり、そのことで、温度

の導入が進み、冷凍食品や冷凍野菜

が必要になってきた。ところが、そ

保存料、着色料などの添加物の検査

製 造、 輸 出が始まった。 そのため、

で、現地工場では、調理済み食品の

調 味 料メーカーの中 国 進 出など

てはここ 年で急激な変化があった。

した。この時期の検査の主体は、微

の時点では中国国内には添加物や農

ようやく中国でも冷凍庫や冷凍車

以下、年代とともに日系企業の取り組

生物対策として、鮮度を保つための

薬などを日本と同様の検査方法で検

10

素材品・簡単加工品の製造輸出
始まる
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業や生活など様々な面で、年々変化

みと中国の変遷の概要を見ていこう。

温度管理をしているかということと、

査する機関が存在しなかった。これ

年～

異物混入を防止するために、金属や

が後々大きな問題となってくる。

主な役職：株式会社アジア食品安全研究センター代表取締役／株式会社カワ
カミ専務取締役／青島中検誠誉食品検測有限公司副董事長

62

58

0

0

18

小石をどのように除去しているかで

馬場祥博（ばば よしひろ）略歴

3

31

97

99

95

1

筆者が、冷凍食品メーカーの中国

山口県生まれ 日本大学経済学部卒 卒業後、株式会社加ト吉入社
株式会社加ト吉 中国事業室担当責任者として青島へ駐在
株式会社カワカミ 専務取締役
青島大雄（だいゆう）食品有限公司 総経理
青島誠誉（せいよ）食品安全研究開発有限公司 総経理
株式会社アジア食品安全研究センター 代表取締役
青島中検誠誉（ちゅうけんせいよ）食品検測有限公司 副董事長

1955 年
1993 年
1998 年
2001 年
2003 年
2004 年
2006 年

90
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年～

残留農薬・添加物、大きく問題化

飛びぬけて安全で品質の良い野菜を
栽培する産地に変貌を遂げた。この
わずかな間に、冷凍車もなかったよ
うな地 域で、 残 留 農 薬や添 加 物な

～ 年にかけての中国産野菜の

残留農薬や食品添加物の問題は記憶

本の輸入野菜の数量は年々増加を続

どを検査する最先端の機器をそなえ

ブリスト
け、 生 鮮・ 冷 凍 野 菜ではおよそ 半

に新しい。これがきっかけとなり、日

更されることになった。これに対して、

数が中国産である。残留農薬問題な

た巨大企業が成長している。今や日

中国政府は冷凍野菜などの輸出を登

どで一時は減少したが、日本の食は

の施行へと大きく制度変

録制にし、契約している圃場の農薬

もはや中国無しには成り立たないと

注１

使用管理や工場の衛生管理、また出

言っても過言ではない（図 、 、 ）
。

での検査も強化し、問題のある企業

うにした。また、輸出前の CIQ

託する会社である。昨年より、検査

メーカー等から食品の安全検査を受

（青島中検誠誉食品検測）は、食品

注２

や産地には輸出許可を与えない、あ

の受注が急増しフル稼働が続いてい
いは中国国内での当局の指導により

るいは営業停止などの厳しい対応を
年から、

積極的に検査（出荷前自主検査）を
する企業が増えてきたためである。

検査機関を取り巻く
環境の変化

が生じた。

技術面では、日本の検疫所や中国

の CIQ での検査農薬の種類が毎年

生産者や企業、指導的な立場にある

日本側の厳しい要求に応え、現地の

こういったある面身勝手とも言える

立した。それからわずか 年しかたっ

業を募り、青島食品安全研究所を設

立ち上げるため、日本国内で出資企

と同等の残留農薬検査をする会社を

成が必要なのはいうまでもないが、そ

になった。これは技術開発や人材育

種類以上の農薬の検査ができるよう

項目の拡充をはかり、現在は 400

検測でもそれに対応できるよう検査

拡大されている。青島中検誠誉食品

当局は、大変な努力を積み重ねて対

ていないが、食品事業者および検査

年に、輸出前に中国国内で日本

応し、急速に成長してきた。
その結果、山東省などは世界でも

の前提として、検査に必要な分析設

今度は使用を厳しく制限してきた。

し、そして農薬問題が大きくなると、

を教え、農薬を散布することを奨励

くならないようにと農薬の使用方法

虫がつかないように、歩留まりが悪

薬も使わずに生産していた農家に、

わずか 年の間にそれまであまり農

90

会社を取り巻く環境には様々な変化

03

こうして振り返ると、

る。日本の買い手からの要求、ある

青島中検誠誉食品検測有限公司

1
2
3

取ることになった。

る企業以外は輸出許可を与えないよ

荷前の検査に至るまで整備されてい

本では食品衛生法の改正、ポジティ

03

10

5
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青島中検誠誉食品検測
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とてもニーズには対応できなくなって

数千万円の機械を複数そろえないと

対応できていたが、現在では、 台

までは 1000 万円で充分ニーズに

していかなければならない。数年前

備も農薬の種類拡大に合わせて導入

と中国政府による審査期間を合わせ

格証）の取得が必要であり、それら

認証（ISO17025、計量器合

には、中国国内の検査機関としての

すこととなった。この許可を得るため

測有限公司として営業許可を取り直

合弁し、新たに青島中検誠誉食品検

目指している。

えられるサービスを提供することを

使し、できるだけ現地のニーズに応

るかを協議し、日本の検査技術を駆

によって、どういった検査が求められ

らの情報収集にも努めている。これ

関係を構築する一方で、ユーザーか

関や、韓国の政府検査機関との提携

いる。
て 年近くを要した。
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法律面では、 年に輸出入商品検

注１：ポジティブリスト制度：基準が設定されていない農薬等が一定量以上含
まれる食品の流通を原則禁止する制度で、06 年 5 月より施行された。
注 ２：CIQ：Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s
Republic of China（中国出入境検験検疫局）。中国各地に輸出入検査を行う
機関として設置されている。日本でいう検疫所。現在は機構改革により国家
質量監督検験検疫総局 (AQSIQ) となっている。

青島中検誠誉食品検測は、会社と

農林水産物輸出入概況 2006

（出所）農林水産省

中国は現在、日本のように食品衛

20

2005

験評定機関管理方法（ 号法令）が

30

2006
（年）

しての規模は決して大きくはないが、

40

2004

生法や施行令などによって、まさに

80

2004
2003
2002
2001

2000 2002

施行され、輸出入の商品検査会社に

60,000

1990 1992 1994 1996 1998

0

その果たすべき役割は大きいと常々

30,000

食の安全基準や検査機関の規定を細

40,000

関 する規 定が定められ、 外 国 独 資

50,000

考えている。日本に安全な食品を輸

図３

（トン）

かく定めようとしているところであ

中国からの冷凍ほうれん草の輸入量の推移

100％では認められなくなり、中

図２

2005

2006
（年）

出するためには、中国国内で生産さ

10

る。また、新しい規定や通知などが

米国

国の政府系検査会社との合弁が必須

中国

れる食品が安全に生産されなければ

50

検査に関してだけではなく、食品工

60

になった。このた め、 設 立 当 初は、

総量

ならない。それをしっかりと裏付ける

70

場に対しても日常的に公布されてい

冷凍野菜の輸入量の推移

日本資本 100％で進めていたが、

10,000

2

1

ことが検査会社としての使命である

20

2006
（年）

る。青島中検誠誉食品検測では、こ

米国

青島検験検疫総合技術服務中心およ

60

58

40

と考えている。

20,000

04

中国

れまでいくつかの中国国内の検査機

80

び中国検験認証集団山東有限公司と

総量
100
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(万トン)

90

(万トン)

120

生鮮野菜の輸入量の推移
図１
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東西物流 大 動脈の拠点

上海事務所・成都事務所 所長 後藤雅彦
濾州国際コンテナバース

成都

はじめに

中国では、 年代末からの大西部

に 本、横、すなわち東西に 本の

を上とした場合の縦、すなわち南北

計画がある。これは、中国地図を北

主要幹線道路網は「五縦七横」整備

国内物流インフラについて、まず、

の建設は特に力を入れている。

きている。その中でも、物流インフラ

てインフラ建設を強力に推し進めて

開発政策の下、重点項目の一つとし

90

7

上海から重慶までの約 1000 キロ

割を果たしている。長江で結ばれる

方、内河港としても極めて重要な役

向性などについて理解を深めるため、

省の物流業の現状と今後の発展の方

海市と密接不可分の関係にある四川

四川省商務庁からの要請を受け、上

今年 月 ～ 日に、「四川省物流

な発展を続ける四川省の物流業は、

一つとなっている。また、現在、急速

ラインは、中国物流のメインルートの

このように上海市と四川省を結ぶ

員会等の省・市政府関係機関との交

庁、省物流協会、成都市投資促進委

昭治中国総代表が務め、四川省商務

た。団長は日本通運株式会社の吉松

考察ミッション」を成都市に派遣し

連施設を視察した。

中国国内ばかりでなく海外からも大

協会上海事務所と成都事務所では、

流を深め、瀘州国際コンテナバース

14

いに注目を集めているところである。

11

や成都市保税物流センターなどの関

9

こうした状況を踏まえ、日中経済

れている。

以上にもわたる航路は比較的整備さ

て世界一、二を争う取扱量を誇る一

を有する上海港は、対外貿易港とし

内河の港湾がある。この両方の性格

次に港湾であるが、沿海部の港湾と

の一つに「上海～成都」路線がある。

ようというものである。この「七横」

高速道路を主とした道路網を整備し

5

四川省
物流ミッション
視察報告

中国西部地域の中心都市として発
展を続ける成都。上海など東部沿
海地域とをつなぐ交通網が整備さ
れ、物流拠点としての重要性はま
すます高まっている。今回、日中
経済協会上海事務所では、四川省
商務庁の要請を受け、四川省物流
ミッションを派遣し、成都市の物
流関連施設を視察、関係機関との
交流を行った。
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長江を往来する鉱石運搬船
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日程

12：00

市投資促進委員会との懇談

14：30

ＭＵ 5408

龐文中処長ほか）

成都～上海

四川省物流考察ミッション参加者
氏名

会社名

役職名

団員

井澤祐治

上海通運国際物流有限公司

董事・総経理

団員

山口 力

三菱商事（上海）有限公司

董事長・総経理

団員

山口繁治

東食貿易 ( 上海 ) 有限公司

総経理

団員

藤田健一

株式会社カーギルジャパン

化学品部部長

団員

渡辺貴幸

福岡銀行

首席代表（所長）

団員

志村和俊

日本貿易振興機構

団員

若田部孝

静岡国際経済上海事務所

所長

団員

竹本吉広

三菱商事（上海）有限公司

総経理助理・企画部長

団員

高尾一仁

日本貿易振興機構

進出企業支援センター副部長

団員

何

日中経済協会

通訳

仲田和代

経済信息部長

上海代表処

05

丹、イト ーヨー カド ー、 西 武 な ど

d
r
a
d
n
a
t
S

k
n
a
B
d
e
r
e
t
r
a
h
C
k
n
a
B
C
B
S
H

、

が既に進 出 しており、 銀 行 業では

シンガポール華僑銀行、

、

社が進出し

9

シティバンク、オランダ銀行、 三 菱

東京Ｕ ＦＪ 銀行など

ている。また、保険業では東京海上

社が進出し

12

日動火災、ニューヨーク・ライフ・

インシュアランスなど

ているほか、多くの外資系会計事務

％ 増 の 8637 億

所が四川省に事務所を設けている。

・

3

年における四川省の GDP は

前年比

5

元、対外貿易額は初めて 100 億

39

％

12

ドルを突 破し、 同 前 年 比 ・

億

3

増 の 110 億 2000 万 ド ル と

％ 減の

2

13

06

6

マート、カルフール、メトロ、伊勢

常駐代表

大

成都事務所

なった。 同 年の対 日 本 貿 易 額 は

・

9

億 4000 万 ド ル で、 う ち 対 日

輸 出は前 年 比
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1700 万ドルであった。主な輸出

9

上海代表処

嘱託通訳

品としては、化学工業製品、食品、

％ 増の 億 2300

1

木材などがある。一方、対日輸入は

前年比 ・

万ドルであった。主な輸入品として

は、機電製品、音響機器、光学機器、

医 療 機 器、 車 輌、 航 空 機、 船 舶な

48

上海駐在員事務所

所長

年の旅客数は

怡

中国総代表
上海事務所・成都事務所

10

のべ 1390 万 人で、 貨物輸送量

日中経済協会

産 業では航 空・ 宇 宙 産 業、 原 子

日本通運 ( 株 )

後藤雅彦

は 万トンで全国 位の規模となっ

吉松昭治

顧問

5

力産業、ＩＴ、バイオのようなハイ

団長

（全国第 位）の巨大な市場潜在力

成都市物流業発展状況説明交流会（成都市投資促進委員会

を秘めている経済大省である。また、

09：30

四川省と物流

成都航空物流園区管理委員会他との懇談

9 月 14 日（金）

も成都双流国際飛行場は中国

12：00

呉維蓉総経理ほか）

蒋春林副主任ほか）

山、三星堆といった多くの観光資源

成都空港物流園区見学（成都航空物流園区管理委員会

空港の一つである。

成都市保税物流センター参観（成都保税物流投資有限公司

10：30

にも恵まれている。

09：00

3

ている。省内のサービス産業に対す

瀘州～成都

9 月 13 日（木）

テク産 業 からサー ビス業、 農 業に

16：00

徐衛平董事・

バナジウム、チタン等のレアアースや、

コンテナバース視察（四川長通港口有限公司・瀘州国際集装箱碼頭
総経理ほか）

る外資の進出状況については、スー

15：00

06

至るまで、広範囲にわたって盛んで

瀘州到着、瀘州市人民政府、市商務局他との懇談（張顕富副市長ほか）
市政府、市商務局他との意見交換

天然ガス、水力発電などのエネルギー

12：15

年 末、 全 国 第

瀘州国際コンテナバース視察

パーや百貨店等の小売業ではウォル

48

08：00

カ所、 中で

四川省商務庁との懇談

9 月 12 日（水）

1

ある。 省 内の空 港は

18：00

李維民副庁長ほか）

資源も豊富で、さらに九寨溝、峨眉

上海～成都

中国西部に位置する四川省は人口

四川省物流業発展状況説明交流会（四川省商務庁

8750 万 人（

ＭＵ 5407

位）
、総面積 万 5000 平方キロ

10：25
16：00

（ ）西部地域の産業拠点として

四川省物流ミッション

9 月 11 日（火）
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どがある。 年 ～ 月の対日貿易

物運搬車両を有している。

長江の優位性を生かすために建設

中に残りすべての開通が予定されて
いる。 また、 都 市 機 能、 経 済 発 展

された瀘 州 国 際コンテナバースは、

億 8300 万ドルで、う ち
レベル、インフラ整備等の条件を踏

瀘州の長江北岸に位置する四川省唯

額は
まえ、 重 点となる物 流 連 結 型 都 市

一の水運バースで、長江全域に カ

％ 減の

億 7500 万ドル、対日輸入が同
の建設を強化、 つの物流センター

対日輸出が前年同期比
％減の 億 800 万ドルとなって

いる。
年

日本から四川省への投資プロジェ
ク ト は、

の形成と物流ゾーンの建設を推進し
月 末 現 在で累 計

は、上海や広州を通じて世界へ、ま

四 川 省 か ら 省 外への貨 物の流 れ

ている。

億 7700

所ある内河港の一つである。このコン

月で、敷地面積は 400 ムー

テナバースが正式に開港したのは
年

万

億 300 万ドルとなっている。四川

6000 万トンに達し、そのうち

川省の貨物量の実績は 年には 億

た深圳を通じて香港へと向かう。四

置場面積は 万平方メートル、前方

TEU であった。現在のコンテナの

）
、設計年間荷役量は

省としては、今後、外資企業による

割が省内物流で、残り 割が省外物

（約

研究開発（R&D）センターの設置、

流となっている。

316 件、契約額は

3

環境保護・省エネ関連業種、アウト
ソーシング等のサービス業、ハイテ
ク・先進的製造業などの進出を奨励、
歓迎するとしている。

瀘 州 市の物 流 産 業の発 展は、 港

長江北岸での四川省
唯一の水運バース
ー瀘州国際コンテナ
バース

四川省の物流業界は、ここ数年急

湾建設を前提とした長江水運物流

（ ）進む物流インフラ整備と貨物
の流れ

速な成長を遂げている。 年の四川

言われてきたが、 現 在、 四 川 省か

の建設は、天に昇るより難しい」と

らえて「四川省から外に向かう道路

これまで李白の「蜀道難」になぞ

社を上回り、そのうち第三者物流企

省における物 流 企 業 数は 5000

る。一方、陸上輸送では、 年末現

あり、水運条件には十分恵まれてい

8000 トンクラスの通航も可能で

航可能で、満水期には 7000 ～

長 江では 3000 トンの船 舶が通

水 運 物 流では、 通 常 瀘 州を流れる

のルートに期 待が寄せられている。

と、トラックによる道路輸送の２つ

建設されている。

国際的な物流スタンダードに則して

総面積は 800 ムー（約

されている。本物流センターの計画

年に建設が開始され、 年から使用

された成都保税物流センターは、

センターとして海関総署により批准

西部地区における最初の保税物流

万 4000 台の貨

）で、

05
地面積は 340 ムー（約

）
、建

第一期プロジェクト（先行区）の敷

06

業は 200 社を超えた。

ら外部へ向かう建設計画のある高速
本のう ち、

180 社で、

在、 瀘 州 市にある道 路 運 輸 企 業は

加工貿易への支援が
広がる
ー成都保税物流セン
ター

も本バースを利用している。

神鋼建設機械有限公司等の日系企業

た四川一汽豊田汽車有限公司や成都

トンとなっている。成都市に進出し

プラットホームの最大起重能力は

10

万ドル、実行ベースでの投資額は

28

02

5

50

7
6

06

4

本が既に開 通

05

次 五 カ年 計 画 期 間

06

53
ha

23
ha

道路

しており、 第

1

4
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4

06

6

3

6
13

成都保税物流センターのゲート

1

12
11

成都保税物流センターのトラック積卸所

07

5

1
3

27
ha

11
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築総面積は 万 9305 平方メー

道路が 万 8137 平方メートル、
緑化部分が 万 4634 平方メー
トル、 総 合 事 務 所 面 積が 7000

は 250 万 トンに達し、 既に国 内

る。園区の航空貨物の年間処理能力

表すものとして、
「１ネット、２プラッ

成都市の現代物流業の発展を端的に

トホーム、３ 園区、４センター、

物流サービスステーション」という言
葉がある。

①１ ネット ： 他省と連結した貨物

輸送の高速道路を開通させ、市内物

流配送ネットワークを確立する。

加工貿易企業や成都輸出加工区に対

の集散地として名を馳せてきたが、

ける最も重要な商業の中心地、物資

これまで、成都市は中国西部にお

の交通運輸に係る施設の建設を推進

ムを建設する。空港、鉄道、道路等

上させる公共物流情報プラットホー

流拠点となり、また物流の効率を向

現代物流産業の発展
に向けて

してサービスを提供しており、そこ

今日では国務院から、「西南地区に

し、現代物流業の迅速な発展に向け

②２ プラットホーム ： 総合的な物

には既にイケア（IKEA）
、三星電

おける商業・科学技術・金融の中心

平方メートル余り、その他となってい

子、DHL 等の企業が入居している

て良好な基礎条件を提供する。

（

つの国際的な中枢と
まで以上の重要な戦略的地位と投資

は、 成 都 国際 航 空物流 園 区、 成都

なる物流園区を建設する。具体的に

③３ 園区 ：
価値を有した都市として成長しつつ

界 ト ッ プ 企 業 500 社 の う ち、

いる外 資 企 業は 4015 社で、 世

⑤ 物流サービスステーション ： 都

成都龍泉物流中心である。

新都物流中心、成都双流物流中心、

体的には、成都保税物流中心、成都

的総合物流センターを建設する。具

④４センター（中心）： ４つの地域

物流園区である。

国際コンテナ物流園区、成都青白江

年 末 現 在、 成 都 市に進 出して

3000 ドルを超えた。

元 に 達 し、 一人 当 た り GDP は

は前年比 ・

％ 増の 2750 億

ある。 年における成都市の GDP

枢紐）
」と認められたことで、これ

中心 ）
、 交 通・通 信の中 枢（２

ほか、ネスレ、UPS などが入居を
検討している。

・

高付加価値と時間的
制約要求に対応
ー成都航空物流園区
成 都 航 空 物 流 園 区は総 面 積

大空港の一つに数え

平方キロで、中国西南地区最大の

空港で、全国

られる成都双流国際空港に隣接して

120 社が既に進 出した。 製 造 業
本物流園区では、高付加価値と時

テルも 億ドルの投資を行っている。

ではトヨタ、コベルコのほか、イン

ケット、大型製造企業、工業集中発

市商業貿易センター、大型専門マー

位である。

8

るニーズもますます高 まっており、

対外開放の深化に伴い物流に対す

3

理的に建設する。

くに物流サービスステーションを合

展区、および主要交通施設や駅の近

間的制約要求が比較的高い航空貨

報サービス、 貨 物 輸 送 代 理、 展 示

継 分 配、 保 税 監 督、 増 値 加工、 情

成都市の自家用車保有台数は全国第

50
物を対 象に、 倉 庫 保 管、 配 送、 中

いる。

8

06

13

る。成都高新技術産業開発区にある

1

50

トルである。その内訳区分は保税倉
路線余、 国 際（地区）直行便

路線余を有しており、離陸便は 日

庫が約 万平方メートル、税関検査
倉庫が 1200 平方メートル、 荷
当たり 400 機・次となっている。

20

卸区が 万 2157 平方メートル、

5

1

3

交易等の物流サービスを提供してい
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3

3

06

5

成都航空物流園区は成都国際空港に隣接

総面積 5 平方キロの成都航空物流園区

70

5

5

5

1
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瀋陽事務所発

東北地域振興計画
ー点から面への経済発展政策
年代、東北地域の製造業は全国

の 割を占め、特に遼寧省は上海と
肩を並べていた。 年代以降、産業

ハルビン

興安盟

内モンゴル自治区西部

山東省
山西省

第１図：東北 3 省と内モンゴル自治区の東部地区

中国の経済体制が計画経済から市場経済へと転換するに従い、
地域間の経済発展は「競争」から「共存共栄」へと変化してき
ており、また、今では組織化された経済一体化の地域経済圏が
形成されている。東北振興政策が発表されたことは、東北３省
および内モンゴル自治区東部地区の地域経済発展の促進に一層
拍車を掛け、中でも「大瀋陽経済圏」の建設は東北地域経済一
体化の要になるのと同時に、東北振興計画実現の牽引力となる
だろう。

地域経済一体化めざす

内モンゴル自治区東部

長春

通遼市
赤峰市

構造の不均衡な発展や国有企業偏重
などの影響を受け、経済発展は他地
域に比べ後れていった。国有企業の倒
産、失業者の増加、農産品の貿易摩
擦などの問題が深刻となり、当時は
「東北現象」と呼ばれた。
2003 年、 国 務 院 は「東 北 振
興政策」を打ち出し、各種具体的政
策の公布、専門部署の設置、国によ
る資金援助等を通じて、東北地域に
おいて①国有企業の改革再編と民営
化、②余剰人員の整理と不良財産の
切り離し、③社会保障システムの確
立を重点施策として改革を進めた。
その後 年間にわたり、国有企業は
％以上が民営化された。旧国有企

業の従業員はその一部が再生された
国有企業集団に再就職したが、就職

黒龍江省

崩された。実際にこの改革によって、

全域に硬直していた古い産業構造が

龍江省に適用したことで、東北地域

に実験的に行い、その後吉林省、黒

をモデルケースとして遼寧省が最初

業者になった。この社会保障システム

「大瀋陽経済圏」

できなかった従業員は退職金で自営

済南

河北省
太原

天津市
石家荘

遼寧省 瀋陽
北京市
フホホト

吉林省

シリンゴラル盟

80

合 併・ 再 編により 集 団 化 し、 その

4

ホロンバイル市

2 70

98
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失業者の生活保障はこのシステムで
カバーすることができたといえよう。
年から 年間の作成期間を経た

いる。
第 章の「地域間および都市・農
村間の発展の促進」は、今後の東北

地域振興の特徴である。

大都市経済圏の発展と瀋陽

世 紀の経 済 発 展の中 心である

の改革を通じて、中国の経済発展と

ともに、瀋陽もまた比類なき大工業

都市となっている。

ヨーロッパでは、英国の大ロンドン都

毎年、瀋陽市では各種の大型博覧

博覧会と経済発展の好循環

要である。「三縦（ハルビン／大連経

市圏、フランスの大パリ都市圏、ド

会が開催される。今年は 回ほどの

地域経済発展の総指導方針として重

日に正式に公表された。科学発展観
済地域、東部通路沿線、チチハル／

イツのルール都 市 圏 等 が形 成 され

「中国東北振興計画」が 年 月
を実行、貫徹し、東北地域振興の速
赤峰沿線）五横（沿海経済地域、綏

ロンバイル市、通遼市、赤峰市、興

省と内モンゴル自治区東部地区（ホ

この対象範囲（第１図）は東北３

都市の持続発展促進」がその主な内

通路七総合運輸システム」、「資源型

／霍林河、錦州／錫林浩特）
」、「六

1960 ～ 年代に日本の京浜、阪

シスコエリアが形成された。その後、

圏、西部のロサンゼルス・サンフラン

に移り、東部の大ニューヨーク経済

増えている。それに伴って展示ブース、

ます大きくなり、そして開催数も年々

瀋陽から東北、そして中国へとます

表）
、その対象範囲やテーマ、規模は

年以降、中国は各分野で改革開

放を展開し、まず広州を中心に珠江

ともある 注１。

ムや各種イベントが同時に行われるこ

増え、一回の博覧会で複数のフォーラ

出展企業数、来訪者数なども着実に

容で、中でも「三縦五横」は東北地

積 145 万 平 方 キ ロ、 総 人 口
億 2000 万 人 で、 計 画 期 間 は

り、一部の地域や人々が先に経済的

デルタ沿海経済圏、 年代からは上

制改革・対外開放等発展の活力の促

等持続発展の保障能力の重視、⑧体

発展の促進、⑦人材育成・環境保護

成、⑥地域間および都市・農村間の

業の発展の促進、⑤サービス業の育

産業構造の最適化の促進、④現代農

び背景、②指導思想と振興目標、③

の「点」的な都市経済建設から「面」

これによって、東北地域ではそれまで

等の地域的開発政策に転換された。

西部大開発、さらには東北地域振興

され、沿海地域中心の発展政策から、

協調的発展という戦略方針が打ち出

から、江沢民政権時代より地域間の

ると地域格差問題が顕在化したこと

の発展の原動力となる。

都市経済圏の形成と発展が地域経済

重 要な役 割を担った。このよ うに、

等の面で中国の経済発展を牽引する

資 利 用、 貿 易、 財 政 収 入、GDP

海経済開発圏が次々と形成され、外

および北京・天津を中心とした環渤

海を中心とした長江デルタ経済圏、

れに体現されている技術情報が来訪

れたサンプルやモデル商品から、そ

がる評価機能が働き、また、展示さ

品質の向上、生産方法の改善につな

会の開催によって、経済効果、製品

ミが華やかに宣伝活動を行う。博覧

わせて、新聞社や放送局などマスコ

現在、瀋陽では博覧会の開催に合

に豊になった。しかし、

進、⑨政策措置および実施体制の健

成し、2010 年までに１人当たり

までに「４大基地と１保障区」を形

な具体的目標としては、2020 年

内需を刺激しながら、地域内の都市

間経済貿易の促進により、都市内の

新たな地域構造の再編や資源型都市

へと政 策の重 点が移 行した。また、

計画経済から市場経済へと転換する

に経済基盤を固めていた。 年代に

経済の象徴であった計画経済の時代

1950 ～

ア輸入商品博覧会」が同時に開催さ

ジア商品博覧会」と「中国東北アジ

者や出展者を通じて世の中に知れ渡

年比２倍増、第三次産

中で、旧国有企業の体制改革、設備

れた。この２つの博覧会の一環として、

瀋 陽 市 は 旧 重 工 業 都 市 で あ り、

GDP を

間取引を進めること、すなわち「経

の老朽化、資金不足など多くの問題

ることになり、市場の形成・拡大効

業比率を ％に、森林被覆率を ％

済ブロック」と「貿易ブロック」との

中国国際貿易促進委員会瀋陽市分

38

80

20

41 02

5

今年 月 ～ 日に「中国東北ア

果 注２が得られる（第１表）
。

にそれぞれ引き上げ、都市における

が顕在化したが、その後の 年間余

年代は中国社会主義

としての地域経済、都市経済圏建設

90

2020 年までとなっている。

70
年代に入

年から鄧小平の「先富論」によ

安 盟、 シリンゴラル 盟 ）で、 総 面

大型博覧会が予定されており（第１

30

神工業経済圏などが形成された。

20

78

全の全 章から構成されている。主

90

1

内容としては、①当面の情勢およ

78

域経済建設の全体像が分かる。

促進するのがその主旨である。

度を速め、地域経済の協調的発展を

19

6

た。 世紀初期にはその中心が米国

21
芬河／満洲里、琿春／阿爾山、丹東

8

2

相互依存性を重視することも、東北

9

失業率を ％以下に抑制するとして
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瀋陽事務所発

経済区、遼西沿海経済区の建設が盛
政府馮貴盛参事官が「遼寧省中部都

たなビジネスチャンスを獲得すること

コミュニケーションを図り、多くの新

ア経済圏において、各国関係者との

しく想定外の現象が生じる北東アジ

結した。
これにより瀋陽を中心とする

群（瀋陽経済区）合作協議書」を締

鉄 嶺の各 市 長が「遼 寧 省 中 部 都 市

陽、鞍山、撫順、本渓、営口、遼陽、

圏」
（高速道路で１時間以内、半径

「１時間経済圏」、「100 キロ経済

経 済の発 展は博 覧 会の開 催を促

100 キロ以内の経済圏）等の建設

を目的として開催したものだ。
し、それがまた経済の発展をさらに

この７都市の共同建設を進め、都

が始まり、「大瀋陽経済圏」が国内

の分野でも発展が進み、瀋陽におい

市計画、交通、情報、市場、産業構

促すというように好循環をもたらす。

て「総合博覧会経済」が形成される。

造、科学教育、旅行資源、環境整備

外に認識されるようになった。

その後で、業種別、業界別の最新・

を統一管理して一体化を最終目標と

経済ばかりではなく、文化や科学等

最先端技術の「専門博覧会経済」に

し、現在は、瀋陽・営口経済一体化の
体化の「瀋鉄工業圏」
、瀋陽・本渓経

「瀋 西工 業 圏」
、 瀋 陽・ 鉄 嶺 経 済一

変化するのである。

「大瀋陽経済圏」
による一体化

注５

の建設

済一体化の「瀋本工業圏」
、および遼
寧省「五点一線沿海経済」

瀋陽は設備製造業を中心とする重
工業基地だが、一方で都市建設によっ

が始まっている。

16

中国瀋陽世界園芸博覧会

2

瀋陽国際農業博覧会

17

中国瀋陽消費品交易会

3

瀋陽国際通信・ネットワーク展覧会

18

中国遼寧国際交通建設博覧会

4

瀋陽国際印刷技術設備展覧会

19

中国東北アジア輸入商品博覧会

5

瀋陽国際医療器械博覧会

20

中国東北アジア商品博覧会

6

東北アジアハイテク技術博覧会

21

中国東北アジア中小企業博覧会

7

東北アジア国際家庭建材博覧会

22

中国東北給排水および水処理技術展覧会

8

東北国際公共安全防犯製品博覧会

23

中国東北国際工業博覧会

9

東北国際溶接技術及び設備展覧会

24

中国東北国際精密機械および工業自動化展覧

10

東北国際飼料工業展覧交易会

25

中国東北金属工業および冶金工業展覧会

11

東北薬品・保健品交易会

26

中国東北文化産業博覧会

12

中国瀋陽房地産交易展示会

27

中国東北物流技術および運輸システム展覧会

13

中国瀋陽国際農業博覧会

28

中国国際文化用品博覧会

14

中国瀋陽国際自動車工業博覧会

29

中国国際繊維博覧会

15

中国瀋陽木製家具展覧会

30

中国国際装備製造博覧会

まず実験的に「瀋撫同城化（瀋陽・

「大瀋陽経済圏」構想が提出され、

続的発展可能な都市の建設を目指し

を中心とする産業構造に転換し、持

る石油化学産業やハイテク産業など

ンのエチレンプラント拡張に代表され

撫順都市同一化）
」が進められた。瀋

ている。また、撫順は設備製造業が

盛んな瀋陽へのエネルギーや原材料

技術、交通、通信、観光、物流等資

合併ではなく、両市の産業、人材、

当面の「瀋撫同城化」は行政区の

いる。

という相互補完の関係が成り立って

し部品製造や就業の機会を提供する

の提供を行う一方、瀋陽は撫順に対

瀋陽国際礼物・工芸品展覧会

核とする産業構造から、100 万ト

1

陽市東側 キロ弱のところにある撫
順市は、これまでの露天堀炭鉱を中

34
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会と山本国際マーケティング研究所
る経営・マーケティング戦略の構築」
市群全体発展戦略および大瀋陽経済

り込まれている。 年 月に遼寧省

フォーラムが遼寧工業展覧館で行わ
圏の構築」を提出、 年 月には瀋

が主催する「北東アジア地域におけ

れた。このフォーラムは、成長が著

6

4

「瀋撫同城化」
ー瀋陽／撫順一体化構想

2007 年に瀋陽で開催される大型博覧会
第１表

02

05

てその姿は変化している。第 次五

に
注３

注

が提出されている。この計画には遼
４

では「一心二帯四空間」 発展計画

する、という目標が掲げられ、現在

評価を全国 大都市の第一集団

おける中心都市を建設する、③総合

工業基地を振興する、②東北地域に

カ年計画（十一五計画）では、①旧

11

寧中部都市群経済区、遼東半島沿海

50

15
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2007 東北アジアハイテク技術博覧会

目的で、異なる行政単位の間の経済

調整、都市環境改善等を図ることが

より、生産コストの削減、経済構造

源の共有化と相互補完関係の拡大に

郷部分地区を建設する。その計画面

東側に撫順経済開発区と撫順県拉古

域である瀋陽市第三環状高速道路の

で主にその両市の隣接（第２図）地

業、人工耳蝸、中亜獣薬、東陽製薬

鉄関連製品工業、今方薬業、聖元薬

業、遼瀋鍛圧大型設備製造業、地下

ゲーム会社、中国・米国人和機械工

ころ、香港万寛科技アニメーション・

きだろう。インフラ整備に加え、汚

門においても協力体制を再構築すべ

できる仕組みが必要であり、政府部

置によって、迅速に問題解決に対応

のための具体策や各種専門組織の設

水処理等環境重視型の都市建設、人

インフラ建設として

工業都市で、山（長白山）と河（渾

市と 230 万の撫順市はいずれも重

（日中経済協会瀋陽事務所 趙炎）

会議用の同時通訳設備のレンタルもタイ

展示物に対して審査と評価を行い、それ

年時点の総合評価は深圳、広州、厦門、

番ずつ第一、 第二、 第三集団

東北の重点都市を中心に、 南北 「金廊」

市 区 およ び

～

沿 海 県 市の重 点

キロ、総企画面積 482・ 平方キロ）を指す。

開発沿海地域（長さ 1400 キロ、 幅

海 都 市 所 轄の

は大 連、 丹 東、 錦 州、 営口、 盤 錦、 葫 芦 島 沿

園 区、 大 連 花 園口工 業 区 域を指し、「一線」 と

沿 海 産 業 基 地、 遼西 錦 州 湾 経 済 区、 丹 東 産 業

注５ 「五点」とは大連長興島工業区域、 営口

線のように伸長・発展させる計画。

1098 平 方 キロ）の４ 空 間 を 十 文 字に放 射

ロ）
、 北部（農産品および食品加工基地、 面積

ク・バイオ、 物 流 基 地、 面 積 1450 平 方 キ

業基地、面積 850 平方キロ）
、南部（ハイテ

ト地、面積 203 平方キロ）
、西部（機械製造

の文化景観線）の二帯、さらには東部（リゾー

「銀 帯」（ 瀋 陽 市 南 部 を 東 西に流 れる渾 河 沿い

（ 青 年 大 街 と 呼 ばれる 瀋 陽 市 中 軸 線 ） と 東 西

注４

とそれぞれ呼ばれる。

ており、 前から

武漢、青島、西安、ハルビン、寧波の順番となっ

南京、成都、杭州、瀋陽、済南、大連、長春、

注３

社 1995 年 241 ～ 280 頁

『日 本の経 済 発 展 と 技 術 普 及 』 東 洋 経 済 新 報

効果を合わせて「公示効果」という。清川雪彦

「 評 価 機 能 」 という。 ま た、 広 告 機 能 と 宣 伝

な品質向上や生産方法の改善を実現する機能を

を通じて出展者間の競争を促し、さらに全体的

注２

トで、確保するのが困難な状況である。

注１

解決すべき課題は多い。

等高科学技術製薬、群昇集団等がこ

月 日に瀋陽で開催された「瀋

材育成、意識変革、就業機会創出等、

積は 557・ 平方キロで、うち瀋
陽側が 335・ 平方キロ、撫順側
が 211・ 平方キロ、河水域が
平方キロである。計画目標の「２区

ロンビア大学のロバート・マンデル教

撫同城化戦略フォーラム」で、米コ

渾河南部産業区の２区、渾河臨水景

授は、「瀋撫同城化は交通や人材等

帯 中心」は、渾河北部生態区と

の
「瀋撫新城」
に進出する予定である。

協力によって、「瀋撫新城」という新
たな衛星都市建設を行う全国初の試
みでもある。
こ の 同 城 化 の 長 期 計 画 で は、
2020 年までに両市の合併を実現
するが、短期的には、2010 年ま

観帯、および瀋陽と撫

を共有化するのみならず、地域全体

の成長を創造するコアとなる」もの

順との間の 平方キロ
を中心とするものであ

は、①渾河南部産業地

河）を共有し、同じ歴史（清朝発祥

と評 価した。 人口 720 万の瀋陽

区基礎施設建設、②統

地）的背景を有し、地理的、文化的

る。

一的通信情報網建設、

「大瀋陽経済圏」の形成には問題

に深いつながりがある。今後、両都

棋 盤 山 開 発 区 建 設、

も山積している。特に行政改革が十

③市政公共施設網建

⑥瀋陽／撫順都市電

分ではなく、各地方政府が地元の利

市の関係を「競争」から「共存共栄」

車交通建設（北線、南

益を優先することから、しばらくの

設、 ④ 渾 河 生 態 景 観

線）がある。このうち、

間はインフラ投資、税収配分、就職

へと転換させることが共通の課題と

渾河南部産業区にはア

機会等の面で不合理な状況が生じる

基 礎 施 設 建 設、 ⑤ 渾

ニメーション・ゲーム

懸念はある。旧態依然とした国有企

なろう。

園 区、 設 備 製 造 業 園

業の伝統的管理方式がいまだに残っ

50

河 北 部 生 態 区 および

区、 生 物 製 薬 産 業 園

ており、政府と企業との関係も見直

30

10

区、 高 新 技 術 産 業 園

12

となる。

遼寧省のみならず東北沿海地域の発展戦略の要

9

12

11

54

す必要がある。企業においては発展

5

21

1

9

94

4

区を建設する。今のと
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みらいコンサルティング株式会社

の内部統制制度の導入
表されています。
また、IT 統制については、企業の現状を鑑みて評価対象とする
か否かを判断することとなります。例えば、海外拠点の中には、現
在でも総勘定元帳を手書きで作成している例も見受けられます。こ
のような場合には IT 統制を評価対象とせず、業務プロセスを評価
することによって代替することが適切だと考えられます。
(b) 重要な業務プロセスが存在する場合
事業拠点としては、重要であるとは判断できないが、当該事業拠
点の中に事業活動の性質上重要な業務プロセスが存在すると考え
られるケースが該当します。例えば、売上規模は小さいものの、海
外での物流拠点の中心として重要な役割を担っている子会社につい
ては、棚卸資産に関するプロセスが重要な業務プロセスとして存在
すると判断される可能性があります。
このような事業拠点に対しては、
「①全社的な内部統制」
、および
「② (1) 全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務
報告プロセス」について評価することに加えて、当該重要な業務プ
ロセスについても評価することが必要になります。上記のような場
合の棚卸資産プロセスの他に、デリバティブなどリスクの大きい取
引に係る業務プロセスや、通常の契約条件や決済方法の異なる取引
に係る業務プロセス等が考えられます。
(c) 重要な事業拠点に該当せず、かつ個別に対応すべき重要な業務
プロセスも存在しない場合
原則としては、
「①全社的な内部統制」
、および「② (1) 全社的な
観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセス」
については、
連結グループすべての事業拠点が対象になります。従っ
て、上記 (a) および (b) のどちらにも該当しない場合の事業拠点に
ついても、
「①全社的な内部統制」
、および「② (1) 全社的な観点で
評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセス」につい
ては、財務報告に係る内部統制を整備する必要があります。
(d) 事業拠点の重要性が著しく低い場合
事業拠点の重要性が著しく低い場合には、例外的に拠点自体を
J-SOX の評価対象から除外することも検討できます。
この場合の「重要性が著しく低い場合」の判断基準も、画一的
には定められていません。ただし、一つの目安として、
「売上高の
95％に満たないような拠点は、評価の対象から外すという取扱いは
一般的である」との判断基準が示されています。
(e) 関連会社の場合
関連会社についても、持分法投資損益を通して連結財務諸表に
影響を与える以上、財務報告に係る内部統制の評価対象とするか
どうかを検討する必要があります。ただし関連会社の場合、親会社
での直接的な評価および指導が難しいことも予想されます。従って、
当該関連会社が連結税引前利益に与える影響や、その他連結グルー
プ全体における位置付けなど質的な重要性も考慮した上で、重要と
判断される場合には、
「①全社的な内部統制」を中心として、特に
必要な事項について別途評価することが考えられます。

❺中国における内部統制報告制度
現在、多くの日本企業グループが、中国に海外拠点を有しています。
中国では、01 年 6 月に公表された「内部会計統制規範－基本規
範（試行）
」を皮切りに、上海等の証券市場に上場している企業を
中心として、内部統制報告制度の浸透が進められています。しかし、
報告制度の「統一性」が乏しいこと、
「理論」と「現実」がかけ離れ

松本 太一
第２図

(a) 重要な事 YES
業 拠 点であ
る

NO
(b) 重要な業 YES
務 プ ロセス
が存在する

原則として評価対象
とする

重要性に応じて評価
対象とする

①全社的な内部統制
②決算・財務報告プロ
セスに係る内部統制
(1) 全社的な観点から
評価するもの
(2) 固有の業務として
評価するもの
③その他の業務プロ
セスに係る内部統制

④ IT 統制

①全社的な内部統制
②決算・財務報告プロ
セスに係る内部統制
(1) 全社的な観点から
評価するもの

②決算・財務報告プロ
セスに係る内部統制
(2) 固有の業務として
評価するもの
③その他の業務プロ
セスに係る内部統制
④ IT 統制

NO
(c) 重要な業
務 プ ロセス YES
が 存 在しな
い
(d) 事業拠点
の重 要性 が
著しく低い

①全社的な内部統制
②決算・財務報告プロ
セスに係る内部統制
(1) 全社的な観点から
評価するもの
評価対象外とすることができる
①全社的な内部統制
②決算・財務報告プロ
セスに係る内部統制
(1) 全社的な観点から
評価するもの

(e) 関連会社

ていること等の多くの問題点が指摘されており、まだまだ模索段階
といっても過言ではありません。
特に、証券市場と関係の薄い中小企業に関しては、
「内部統制」
という概念自体がほとんど存在しないケースが多く見受けられま
す。中国に中小規模の拠点を有し、かつその重要性が高いと考え
られる企業グループには、早めの準備・対応が求められてくると想
像されます。

❻おわりに
世間で J-SOX 制度について騒がれるとき、一般的に、書類作成
等の作業ボリュームが膨大となる点に焦点が当てられ、
「ともかく人
手と時間がかかって大変だ」というイメージが先行しているように
感じられます。
しかし、J-SOX 制度が本質的に求めるのは、企業活動をより効
率的に、かつ正しく行うということであり、書類作成等の作業はそ
の副産物に過ぎません。まずは、J-SOX 制度が何を求めているの
かという「本質」を、経営者がしっかりと「理解」して、対応に当た
ることが重要です。
海外拠点への J-SOX 対応においても、この点に変わりはありま
せん。焦って目先の作業にとらわれるのではなく、まずは内部統
制を整備することの重要性を拠点の責任者に「理解」させ、J-SOX
制度の本質を見失うことなく、内部統制の構築・評価を進めていく
ことが必要です。
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中国ビジネス Q&A

J-SOX 制度への国際的対応～海外拠点へ
近年の金融・資本市場の急激な変化に対応するために、日本では昨年６月に「金融商品取引法」が公布された。その
中で、現行制度の抜本的改革となる「内部統制報告制度（J-SOX 制度）
」があり、この制度は連結財務諸表を構成
するすべての事業拠点を含むことから、海外の子会社や関連会社も対象となる。海外拠点への内部統制制度の導入
と中国における内部統制報告制度について紹介する。
①全社的な内部統制

中国をはじめとする海外拠点への内部統制報告制度の
導入について教えてください。

❶はじめに
2006 年 6 月、従来日本の金融・資本市場を背負って
きた「証券取引法」に変わり、新たに「金融商品取引法」が公布さ
れました。これは、近年の金融・資本市場の急激な変化に対応す
るため、現行の制度に抜本的な改革を加える内容となっています。
この大きな改革の中の一つに、
「内部統制報告制度」
（以下、
「J-SOX
制度」といいます）があります。
J-SOX 制度の対象は、日本国内の親会社に限らず、原則として
連結財務諸表を構成するすべての事業拠点とされています。従って、
海外に子会社や関連会社、もしくはその他の事業拠点を有している
場合、当該海外拠点も当然ながら J-SOX の対応対象として視野に
入れて考える必要があります。
今回は、J-SOX 制度の概要を簡単にご説明するとともに、海外
拠点への J-SOX 対応をどのように捉えればよいかについて、ご紹介
します。

❷ J-SOX 制度の概要
J-SOX 制度が適用されるのは、08 年 4 月 1日以降開始する事業
年度からです。
上場会社等は、経営者を中心として、連結グループ内に有効な内
部統制を構築するとともに、事業年度ごとに一般に公正妥当と認め
られる内部統制の評価の基準に基づき評価した「内部統制報告書」
を、有価証券報告書とあわせて内閣総理大臣に提出しなければなり
ません。さらに、この「内部統制報告書」については、公認会計士
または監査法人の監査を受ける必要があります。
このため、内部統制の構築・評価に当たっては、企業が全く独自
の方法で行えばよいわけではなく、社会から公正妥当と認められた
一定の「基準」に従って実施することが必要となります。

❸ J-SOX 制度における内部統制の構造
J-SOX制度において規定されている内部統制の構造を簡単に示す
と、下図のようになります。
（第１図）
①全社的な内部統制
全社的な内部統制とは、連結グループ全体に影響を及ぼし、連結
グループ全体を対象とする内部統制であり、すべての内部統制の基
盤となるものです。具体的には、会社の経営方針や、組織の構築・
運用に関する経営者の判断、経営レベルの意思決定プロセス等を指
します。
②決算・財務報告プロセスに係る内部統制
決算・財務報告プロセスとは、主として経理部門が担当する業務
プロセスのことです。このプロセスは、レベルによって以下の 2 種
類に分類されます。
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第１図

業務プロセスに係る内部統制
②決算・財務報告プロ
セスに係る内部統制
(1) 全社的な観点で評価す
ることが適切と考えられる
決算・財務報告プロセス
(2) 固有の業務として評価
する決算・財 務 報告プロ
セス

④ I T 統 制
IT 全般統制
I T 業務処理統制

③ その 他の業 務プロ
セスに係る内部統制

(1)「全社的な観点」で評価することが適切と考えられる決算・財務
報告プロセス
具体例としては、総勘定元帳から開示用の財務諸表を作成する一
連のプロセスや、会計基準変更時にそれに対応して会計方針を変更
するプロセス等が、これに該当します。
(2)「固有の業務」として評価する決算・財務報告プロセス
金額または質的に重要性の高い勘定科目については、より慎重に
内部統制の構築・評価を行う必要があります。例えば、見積りによ
り計算される引当金の計上プロセスや経営者の予測を伴う固定資産
の減損損失の計上プロセス等がこれに該当します。
③その他の業務プロセスに係る内部統制
決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスのうち、以下のプロ
セスについては、個別に内部統制の評価を実施します。
▪企業の事業目的に大きくかかわる勘定科目（一般的に、
「売上」
「売
掛金」
「棚卸資産」
）に係る業務プロセス
▪その他、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセス
④ IT 統制
今日の企業活動においては、コンピュータ上のソフトウエア、ネッ
トワーク等がデータを処理し、会計データを作成するケースが多く
なっています。このため、業務プロセスに占める IT の重要性が高い
場合には、IT 統制に関する評価を実施することが求められます。

❹海外拠点の重要性による対応の違い
次に、海外に子会社等の拠点を有している場合に、どこまでの範
囲を内部統制の構築・評価の対象とするべきかについて、考えてい
きたいと思います。
（第２図）
(a) 重要な事業拠点である場合
海外拠点が企業グループにとって「重要」であると判断される場合
には、基本的に親会社等と同水準の評価をすることが求められます。
ここでの「重要性」は連結グループ全体に占める金額的および質
的影響を考慮して実質的に判断されるものであり、各企業グループ
が個別に判断する必要があります。ただし、一つの指針として、売
上高等がグループ全体の一定割合（おおむね 3 分の 2 程度）に達す
るまでの拠点を重要な事業拠点とするという例示も、金融庁より公
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制度情報

遼寧省で公布された地方法規および政府通達の最新情況

（2007 年 1 ～ 10 月現在）瀋陽事務所

文件番号

法規・政府通達の名称

『遼寧省人民政府の流
遼政発［2007］
通サービス発展促進に
2号
関する意見』

発布機関

遼寧省人民
政府

発布/施行期日

内容の概略

2007.1.26

『国務院の流通サービス発展促進に関する若干意見』( 国発〔2005〕
19 号 ) に基づく、全省流通サービス業の発展の加速と経済社会発展
に重要な役割を果たす意見。全文の構成は、①科学発展観の育成、
流通サービス業の重視、②目標および発展原則、③主要な任務、④
政策支援の整備。

遼政発［2007］ 『農村総合改革に関す
4号
る通知』

遼寧省人民
政府

2007.1.31

『国務院の農村総合改革に関する通知』( 国発〔2006〕34 号 ) と遼寧
省の実情に基づき、農村総合改革に関する諸問題を公布。農村総合
改革の重点は郷鎮機構、農村義務教育および県・郷財政管理体制の
３項目の改革であり、09 年末までに全省に全面的に農村総合改革を
展開し、第 11 次五カ年計画期間内に任務完了予定。

『遼寧省人民政府の
2006 年度外商および
遼政発［2007］
香港・アモイ・台湾投
7号
資貢献企業に対する表
彰の決定』

遼寧省人民
政府

2007.2.9

2006 年度、外商および香港アモイ台湾投資企業は遼寧省経済社会
発展、特に『五点一線』、旧工業基地振興に積極的に貢献し、その
代表として 26 社の貢献企業を表彰。

『第 2 回省級無形文化
遺産名簿に関する通
知』

遼寧省人民
政府

2007.6.7

『国務院弁公庁のわが国無 形文化遺産保護に関する意見』( 国発
〔2005〕18 号 ) により、06 年初めに全省に対し、省級無形文化遺産
名簿の申請を実施、各市の推薦により第 2 回省級無形文化遺産名簿
54 項を確定。その内訳は民間文学 8 項目、民間音楽 10 項目、民
間舞踏６項目、伝統劇４項目、曲芸６項目、雑技および競技２項目、
民間美術 10 項目、伝統工芸３項目、民俗５項目。

遼政発［2007］ 『車船税徴収管理に関
25 号
する通知』

遼寧省人民
政府

2007.6.14

『中華人民共和国車船税暫定条例』、
『中華人民共和国車船税暫定条
例実施細則』等の関係規定および省の実情に基づいて、07 年 7 月 1
日から『遼寧省車船税車両税額表』を実施。

『住宅保障体系の確立、
遼政発［2007］
低所得家庭の住宅困難
34 号
の解決に関する意見』

遼寧省人民
政府

2007.9.8

『国務院の都市低所得家庭の住宅困難の解決に関する若干の意見』
( 国発〔2007〕24 号 )、および遼寧省の実情に基づいて、都市住宅保
障体系の建設を加速し、低所得家庭の住宅問題を解決するための意
見。第 11 次五カ年計画期末までに目標を達成。

2007.9.8

『国務院の砂防強化事業の決 定 』( 国発〔2005〕29 号 ) に基づき、
その責任、方針、目標、企画、支援政策等を明確化した。目標は、
2010 年までに 374 万ムー ( １ムーは 15 分の 1 ヘクタール ) の砂防事
業を完成、2020 年までに基本的な改善を達成、2050 年までに全面
的な整備を実現する計画。

遼政発［2007］
24 号

『遼寧省人民政府の砂
遼政発［2007］
防強化事業に関する実
33 号
施意見』

遼寧省人民
政府

『遼寧省人民政府の畜
遼政発［2007］ 産業の持続的・健全
27 号
的発展に関する実施意
見』

遼寧省人民
政府

2007.7.1

畜産業は遼寧省現代農業の基幹重点産業の一つで、その発展の促進
は農業構造の合理化、農民収入の増加、県級地域経済の拡大、新
農村建設に重要な意義を持つ。第 11 次五カ年計画期末までの全省
の肉、卵、乳製品の生産目標はそれぞれ 510 万トン、255 万トン、1,585
万トンとしている。

遼政発［2007］ 『遼寧省中心鎮の調整
40 号
に関する通知』

遼寧省人民
政府

2007.10.26

01 年に遼寧省政府は省レベルの中心鎮を 100 カ所確定。全省の県
級地域の経済発展を加速するために、中心鎮の影響力とモデル効果
を発揮できるよう一部の中心鎮を調整。

省政令
第 210 号

『遼寧省港湾船舶安全
管理弁法』

遼寧省人民
政府

2007.10.18

遼寧省第 10 期人民政府第 74 回常務会議の審議結果に基づき、省
内の河川・湖沼・ダム等の水域沿岸への人員と貨物・車両等の輸送
時の安全管理、生命・財産保全を保障する規定。

『遼寧省中小企業信用
遼財債［2007］ 担保機構の担保リスク
499 号
補助専門資金の管理方
法に関する通知』

遼寧省財政
庁、中小企
業庁

2007.7.24

全省の中小企業信用担保体系の建設を推進するために、貸付金担保
リスク補助金による奨励を盛り込むなど、従来の暫定弁法を修正し
た通知。
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『渾河新城開発建設に
瀋政発［2007］
関する政策実施支援の
6号
通知』

瀋陽市人民
政府

『瀋陽近海経済区開発
瀋政発［2007］
建設に関する政策実施
9号
支援の通知』

瀋陽市人民
政府

『瀋陽市の都市計画の
瀋政発［2007］
統一管理強化に関する
10 号
通知』

瀋政発［2007］ 『土地市場のさらなる管
11 号
理強化に関する通知』

瀋政発［2007］ 『全市の財政管理業務
12 号
の強化に関する意見』

瀋政弁発
［2007］43 号

『鉱産物資源の管理強
化に関する通知』

瀋陽市人民
政府

瀋陽市人民
政府

瀋陽市人民
政府

瀋陽市人民
政府弁公庁

2007.4.17

瀋陽市大渾南地区の建設を加速するため、旧・瀋陽雪松経済開発区
を基礎に渾河新城建設を計画し、瀋陽渾河新城管理委員会を成立す
る。これによって、投入する資金の増額、社会保障体系や優遇対策
拡大等の政策を展開。

2007.6.14

瀋陽近海経済区 ( 旧・遼中経済開発区 ) の開発建設を支援するため、
市政府が今年から 3 年間連続で、年間１億元を拠出して基礎施設建
設を実施、土地買収を補助する。また、2010 年まで近海経済区の工
業発展を支援、年間 2,000 万元の資金拠出等の政策を展開。

2007.6.30

『中華人民共和国都市計画法』( 国発［2002］13 号］、
『都市計画強
化に関する通知』( 遼政発［1998］11 号］に基づいて、瀋陽市の都
市計画を統一管理し、科学的で秩序ある都市計画を行う。また、計
画の科学性、厳密性を高め、都市建設の指導および調整能力を強化
し、都市建設の全体計画が順調に進むよう保証する。

2007.7.9

『国務院の土地調整に関する通知』( 国発〔2006〕31 号 ) および『国
有土地使用権の競売譲渡入札に関する規定』( 国土資源部令第 11 号 )
に基づき、瀋陽市全体の土地管理、合理的土地資源の配置、公平競
争による市場環境を強化するために、各区および市レベル以上の開
発区・経済区の土地の統一的管理を行う。

2007.8.29

全市の財政管理業務の強化に関する意見。財政は全市の経済および
社会の順調な発展を支えるもので、財政の法制化・規則化・科学化
を促進し、第 11 次五カ年計画期内に「３大目標」の実現を保証する
ため、全市の収入管理、支出管理、予算管理、監査・監督管理、指
導および法律等を強化する。

2007.9.19

鉱業権の管理と鉱産物資源の開発を強化する。鉱産物資源を有効的・
合理的に開発し、環境保護と安全生産を保証し、鉱産物資源の国家
所有権と瀋陽市の正常な鉱産資源開発を維持する。瀋陽市の鉱業経
済の持続発展を促進し、経済発展に必要な資源調達を保障する。
『中
華人民共和国鉱産物資源法』など関係法律・法規により、鉱産物資
源管理を強化する。

2007.10.16

『遼寧省人民政府の沿海重点発展区域の奨励と対外開放拡大に関す
る若干の政策意見』( 遼政発［2006］3 号］、
『大連政府の重点工業
園区および沿海経済帯建設の決定』( 遼政発［2006］21 号］に基づ
いて、長興島臨港工業区、花園口工業園区等の重点工業園区の発展
を支援する政策意見。大連市第 11 次五カ年計画発展目標の「一島
十区」政策の一つに位置付ける。

『重点工業園区および
大政発［2007］
沿海経済帯建設に関す
98 号
る若干の政策意見』

大連市人民
政府

『鞍山市人民政府の省
エネ・排出削減総合プ
ランに関する意見』

鞍山市人民
政府

2007.9.14

鞍山市万元地区の GDP 単位当たりエネルギー消費を 05 年の 2.09 ト
ンから 2010 年には 1.59 トン以下に抑制し、年平均 5.29％、５年間
で 23.8％低下させる。市長を筆頭に各担当部署の責任者で 43 名の
省エネ協調チームを結成。

『盤錦市人民政府の盤
盤政発［2007］
錦市都市地価基準の調
19 号
整通知』

盤錦市人民
政府

2007.6.4

盤錦市都市地価基準およびビジネス用地範囲 ( 全６級）、住宅用地範
囲 ( 全５級 )、工業用地範囲 ( 全５級 ) を等級別に区分、公表。

2007.7.13

｢中華人民共和国製品品質法｣、｢中華人民共和国食品衛生法｣、｢食
品生産加工企業品質安全監督管理実施細則｣ および食品品質安全
市場投入許可制度などの関係規定に基づき、全市の豆製品の生産加
工、販売監督管理、消費者の生命・安全・健康を保障することを目
的とした通知。

2007.8.14

国務院および省政府の通知に基づき、科学技術教育・宣伝・普及を
通じて、市民全体の科学的教養水準を高める。基本的な科学的教養
水準に達する市民の割合を 2010 年までに 5％、2020 年までに 15％
とすることをそれぞれの目標とする。

鞍政発［2007］
20 号

本政発［2007］ 『本渓市豆製品管理弁
17 号
法に関する通知』

本渓市人民
政府

『撫順市全市民科学素
撫政発［2007］
質行動計画の概要に関
20 号
する通知』

撫順市人民
政府
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2007 年 10 月

10/23
〜 24

さらなる日中企業のアライアンスを目指して、
「第７回日中経済討論会」を共催
日中経済討論会開催委員会（構成団体：
日中経済協会、関西経済連合会、経済産業省、
ジェトロなど）は、10 月 23 〜 24 日に大阪
で「第７回日中経済討論会」を開催した。今
年の討論会は、日中の企業家はじめ関係者
総勢 480 名が参加し、
「世界経済の持続的
発展に向けた日中関係の役割」と題するパ
ネルセッションや、
「日中双方向のＭ＆Ａと戦
略的アライアンス」をはじめとする８テーマ
の分科会等で活発な討論を繰り広げた。同
時に、日中企業間マッチングを設定するなど、
実際のビジネス・チャンスの創出にも努めた。
今回は、
「アジア主要都市サミット」や「世界 日中経済討論会パネルセッション
ものづくりサミット」と連携し、
「世界・アジ
アウィーク in Osaka」の一環として開催した。

10/24

第４回北京−日本投資促進フェアを開催
北京市人民政府と日中経済協会は、10 月 24 日、東京・グランドプリンスホテル赤坂において、
「第４
回北京−日本投資促進フェア」を開催した。
本フェアは、北京と日本企業の間の経済、技術等の交流および協力をより一層促進することを目的とし
て、2004 年に北京で第１回を開催したもの。４年目を迎えた今年は、投資・工業・貿易等を所管する
北京市人民政府各局、関係企業・団体等の
責任者からなる中国側訪日団員33 名のほか、
日中両国の経済人 370 名が参加した。
基調講演では、北京市の陸 昊副市長が、
北京市の発展メカニズムや投資環境の優位
性について紹介した。北京市における中関村
を中心としたハイテク産業のほか、近年成長
が著しいサービス、教育、金融産業の今後
の可能性、さらには来年の北京オリンピック
後の経済発展の方向性について述べた。
分科会では、情報サービス、食品産業、
アニメ、文化産業の４つのテーマに分かれて、
日中双方の各分野の専門家が産業界の現状
基調講演する陸副市長
や個別事例等を紹介した。
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延辺朝鮮族自治州・高常務副州長一行来会

（10/22）

増の 59 億 9,000 万ドルであっ
た。遼寧省と日本との貿易額は 109 億ドル、うち遼寧省から日

10 月 22 日、延辺朝鮮族自治州・高勇常務副州長、琿春市・

本への輸出は 69 億ドルで、日本が最大の輸出国であった。06

金相鎮市長一行 10 名が来会、清川副会長（日中経済協会理事

年末現在、遼寧省に進出している日系企業は 5,900 社、投資総

長 )、岩崎副会長、稲葉理事長ほかが対応した。

額は約 81 億 9,000 万ドルである。

高常務副州長によると、延辺朝鮮族自治州は 1952 年に設立、
面積４万平方キロ、人口 218 万人で、その 38％が朝鮮族とのこ
と。現在、国の各種優遇政策 ( 東北振興政策、西部大開発政

■遼寧西部５市沿海経済区の概況
〔地域的優位性〕
遼寧西部５市沿海経済区は遼東湾の北側から西側に位置し、

策、辺境少数民族政策、辺境経済合作区政策等 ) を受けており、

瀋陽等遼寧省中部都市圏と遼東半島をつなぐ役割を果たしてい

GDP は 243 億元に達するという。今後も両国の企業間交流に

る。高速道路で結ばれているこの５市は１時間以内の交通圏と

向けた当協会の協力への期待が示された。
また、金市長は、現在建設を検討している建設面積５平方キ

なっている。
〔輸送の優位性と豊富な天然資源〕

ロの「琿春吉林省日本工業団地」と
「琿春吉林省韓国工業団地」

当該経済区の海岸線は 473 キロ、錦州と葫蘆島に２つの貿

について紹介した。これらの工業団地が市レベルから省レベル

易港を有し、
貨物の呑吐量は１億トンに達する。石油、
天然ガス、

へと昇格し、今後は適応する優遇政策等について検討を進め

石炭が豊富に埋蔵されているほか、非鉄金属やレアアース資源

る予定とのこと。

の埋蔵量も多い。
〔重厚な工業基盤〕
当該経済区は重化学工業基地を有し、石油化学、設備製造、
電子・情報、冶金、造船などの工業基盤が整っている。錦州石
油化学、盤錦遼河油田、錦西石油化学などの大型の石油化学
工業企業集団がある。
〔巨大な発展の可能性〕
当該経済区は２つの大都市、３つの中型都市、２つの県級
都市があり、面積は省全体の 40％、人口は 30％、経済規模は
30％、輸出額は 14％、実行ベースでの外資直接投資額は３％を
それぞれ占めている。当該経済区の経済規模は小さく、対外開
放の度合いは低いことから、巨大な発展の可能性を秘めている。

延辺朝鮮自治州について説明する高常務副州長

「遼寧西部５市沿海経済区投資環境説明会」開催
（10/23）

■今後の日本との重点協力分野
〔沿海経済ベルト〕
遼寧省の対外開放の重点である「五点一線」沿海経済ベルト
には、遼寧西部５市のうち３都市がこの対象になっている。中

10 月 21 ～ 26 日、李万才副省長を団長とする遼寧省訪日代

でも錦州市は「五点一線」の重点地域であり、遼寧西部５市の

表団総勢 100 人が来日した。今回は、遼寧西部５市（錦州、盤

牽引役となるだろう。錦州湾の開発開始から約１年が過ぎ、既

錦、葫蘆島、阜新、朝陽）沿海経済区投資環境説明会の開催、

に開発された面積は 34 平方キロ、83 件のプロジェクトが参入

日本の関係官庁・団体・企業への表敬訪問が主な目的であった。

し、投資総額は 180 億元に達している。朝陽、阜新の２都市

23 日午後に開催された投資環境説明会には、日本企業関係

は錦州湾に「飛び地」を設け、
「五点一線」の優遇政策を受け

者など 220 名が参加した。本説明会は遼寧省人民政府が主催、
日中経済協会と当協会が開催協力し、当日は古賀憲介特別顧
問、岩崎副会長、稲葉理事長、三田地事務局長等が出席した。

ている。
〔工業分野〕
工業では、①石油化学・新型材料・機械・冶金・エネルギー・

冒頭、呂淑雲公使参事官、清川副会長が挨拶した後、李副省

電力等の優位性産業のほか、②紡績、③造船・電子、④自動

長から遼寧西部５市沿海経済区の概況、投資環境等について

車部品・建材・建材機械・設備製造業が今後の重点協力分野

の紹介があった。

である。

■遼寧省の経済概況

〔農業分野〕

06 年の GDP は前年比 13.8％増の 9,257 億元、1994 年以来

当該経済区では、今後も優位性のある産業として穀物、牧畜、

最大の伸び幅であった。実行ベースの外資利用額は同 66.7％

漁業、野菜、果物の食料５分野に加え、食油、花卉、漢方薬、
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食用菌、林産品の５つの特産品に力を入れ、専業化した生産基
地の建設とブランド品の生産に努める。
〔インフラ分野〕

盛んなようだ。
延吉市にある延辺大洋総公司・李明淑社長によれば、同社
は現在韓国から韓国製品を輸入しており、今後は開設予定の日

当該経済区では、第 11 次五カ年計画の下、錦州港 20 万ト

本海横断国際フェリー航路 ( 新潟－韓国束草－ロシアザルビノ )

ン鉱石バース、化学工業関連バース、10 万トン石炭専用バース

を利用して日本製品を輸入する計画とのこと。今次訪日団には

３カ所のほか、朝陽火力発電所、彰武火力・風力発電所、錦

延吉市内の厨房用品店の経営者が多く、浅草合羽橋の厨房用

州義県火力発電所、凌海火力発電所、綏中火力発電所、阜新

品の専門問屋街を視察したほか、新潟燕三条の洋食器展示場

火力発電所などを建設し、当該経済区内を縦貫する高速道路

を訪問、大阪では日中厨房用具貿易商談会に参加し、システム

を整備する。

キッチンメーカーを視察した。次はコンテナ単位の買付けを考

〔サービス分野〕
錦州を遼寧省３大物流基地の一つ、遼寧西部地域の総合物

えているという。

農副産品卸売市場 10 カ所、大型物流基地５カ所、物流配送企

大連長興島臨港工業区管理委員会・衣副主任一行
来会（10/25）

業５社、サービスセンター３万カ所などを建設するほか、外資

10 月 25 日、大連長興島臨港工業区管理委員会・衣慶燾副

流センターとして機能させる。また、
錦州に大型卸売市場５カ所、

系金融機関、中外合弁・合作の保険会社の支店、会計監査事
務所、法律事務所を設立する。

主任一行２名が来会、三田地事務局長ほかが対応した。
衣副主任によると、長興島は大連の北西約 130 キロの遼東
湾岸に位置し、
面積 252 平方キロ、
東西 30 キロ、
南北 11 キロで、
揚子江以北では面積最大の島である。02 年に省級開発区とな
り、05 年に大連長興島臨港工業区が設立した。この臨港工業
区の海岸線は 40 キロで、うち港湾建設用として使用可能な海
岸線は 24 キロである。埠頭の水深は 15 メートルで６万～７万ト
ン級船舶が停泊できる。各種バースの建設が可能で、渤海湾内
では最も優れた自然条件を有している。今後、大連市の持続
的発展のための大連大窯湾に次ぐ重要な港となるという。また、
この臨港工業区には中国とシンガポールの両国政府による合弁
プロジェクトがあり、これは蘇州工業園区に次ぐもの。今後の
重点的誘致プロジェクトは、プラント製造、造船、石油化学、

投資説明会で講演する李副省長

〔観光分野〕
遼寧西部には歴史的な名所旧跡が多く、山紫水明な自然に
恵まれるなど、文化・観光資源が豊富なことから、合弁・合作
の観光会社の設立や観光分野への投資等を期待する。

延辺朝鮮族自治州商務局・金副局長一行来会

（10/24）

10 月 24 日、延辺朝鮮族自治州商務局・金永春副局長一行５
名が来会、三田地事務局長ほかが対応した。
金副局長によると、延辺朝鮮族自治州は天然資源が豊かで、

新型材料、運輸・物流業であり、06 年９月に造船世界第６位
の韓国 STX 集団が造船プロジェクトに約 10 億ドルを投資した
ほか、同年 11 月にシンガポールの万邦集団が船舶修理と公共
港湾エリアの建設に 10 億ドルを投資したという。

盤錦市対外貿易経済合作局・何副局長一行来会

（10/25）

10 月 25 日、盤錦市対外貿易経済合作局・何敏副局長一行２
名が来会、三田地事務局長ほかが対応した。
何副局長によれば、盤錦市の人口は 127 万人、昨年の GDP
は 513 億元で、1 人当たり GDP5,300 元は遼寧省主要都市の中
で第４位とのこと。全国的に石油化学工業が盛んなことで知ら

長白山の木材、ミネラルウォーター、漢方薬が有名、鉱産物資

れており、水深 18 メートルの不凍港を有し、10 万トンタンカー

源も 93 種と豊富とのこと。92 年から国連開発計画 (UNDP) 等

が停泊可能という。

の主導で図們江開発が進められ、同時に琿春市開発区の建設

年間の貿易額は２億ドルで、このうち約４割が日本との貿易

が行われている。年間の貿易額は約 10 億ドル、当該自治州に

である。同市に進出の日系企業は 13 社で石油化学、機械加工、

進出の日系企業は約 30 社で、食品、紡績・アパレル、金型の

ごみ焼却炉生産、米の契約栽培、各種養殖、清酒製造などを行っ

生産企業が多く、最近では龍井市で日本向けのマツタケ生産が

ている。
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1
3
5
7
9
11

2 現地便り：労働節休暇は分散へ
3 中国産業ガイド：解剖！中国で台頭する自主ブランド車
4 中国ビジネス最前線：
「安心と安全」で中国市場に挑戦！
5 TOPICS ①：安全、安心の中国食品を日本の食卓へ
6 TOPICS ②：東西物流大動脈の拠点 成都

マクロ経済の分析と展望
各地方の投資環境
中国社会一般
政治・時事
流通・物流
人事・組織

2
4
6
8
10
12

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

7 CHINA TREND CHECK：地域経済一体化めざす「大瀋陽経済圏」
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。

8 中国ビジネス Q&A：J-SOX 制度への国際的対応
9 制度情報：遼寧省で公布された地方法規および政府通達の最新情報
10 情報クリップ：
「第７回日中経済討論会」を共催など
11 東北コーナー：JCNDA NEWS 2007 年 10 月の活動から
12 DATA ROOM: 中国・日中の主要経済指標、07 年 9 月の日中貿易統計
13 07 年 9 月の主な出来事

ご氏名

3．体裁についてお聞かせください。
《ページ数》

《文字》

A

多い

B

ちょうどよい B

C

少ない

ご勤務先

《図表・写真》

A もっと大きくしてほしい A もっと多い方がよい
現状でよい

C もっと小さくてよい

7．お忙しいところご協力いただきありがとうございました。
回答者のご連絡先をお知らせください。粗品をお送りします。

B

現状でよい

C もっと少なくてよい

《デザイン・レイアウト》
A 見やすい
B

現状でよい

C 要改善

勤務先住所
電

話

メールアドレス
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