日中友好７団体「中国四川大地震について」共同プレス発表

去る 5 月 12 日午後、中国四川省汶川県を震源とする大地震によって、4 万
人を超す尊い命が失われ、500 万人におよぶ人々が被災されたことに対し深い
哀悼の意を表するともに心からお見舞い申し上げます。
報道によると、今回の四川大地震で地表に現れた地震断層の長さは 250 キ
ロメートルを超えるとのことですが、地震の多い日本で最大規模とされた阪神
淡路大震災で見つかった地表のずれの長さは 10 キロメートルですから、四川
大地震はその約 25 倍という地震の大きさと被害の深刻さがうかがえます。
地震直後に胡錦濤国家主席や温家宝総理が現地に赴き、陣頭に立って救援
活動を指揮し、被災者へのお見舞いに尽力される姿を目にし、今回の災害救
助と復興支援をいかに重視しているかが見てとれます。
私たちは皆さんがこの未曾有の大災害を団結して復興と再建をなしとげるも
のと堅く信じています。
日本政府は、毛布やテントなどの支援物資の緊急輸送と国際緊急援助隊救
助チームおよび医療チームの派遣を行いました。
私ども日中友好７団体としても、被災者の皆さんに対し、義援金をはじめ医
療機器や医薬品、テントなどの生活支援物資などを送るよう準備を進めており
ます。日本各地においても義援金の募金活動をしています。私たちは官民あげ
て今回の災害の復興を支援していく所存です。
中国の皆さま頑張ってください。中国の皆さまが一致団結して、困難を乗り
越え、一日も早く復興されることを心から祈念申し上げます。

2008 年 5 月 22 日

社団法人日中友好協会会長 平 山 郁 夫
日本国際貿易促進協会会長 河 野 洋 平
日本中国文化交流協会会長 辻 井

喬

日中 友 好 議 員 連 盟 会 長 高 村正 彦
財団法人日中経済協会会長 張 富 士 夫
社 団 法 人日中 協 会 会 長 野田
財団法人日中友好会館会長 林

毅
義郎
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今年は日中青少年友好交流年である。将来の日中関係を担っていくの
は若い世代であり、両国の若者たちが多くの交流の場を通じてお互い

に理解し合うことは重要である。では一体、中国の若い世代はどのよ

うな人々なのか。今月は、中国の 10 代の若者がどのように日々を過ご
し、いかなる価値観を持つか中国の識者によるレポートを紹介する。

１０代が置かれる環境の変化

経済成長の成果を
真っ先に享受

代を取り巻く中国の経済的環境

はここ 年で日進月歩の変化を遂げ

ている︒1978 年より改革開放を

始めた中国だが︑実際生活の面に変

年以降である︒ターニングポイント

が自分の部屋を持つのも普通になって

マンションブームが巻き起こり︑子供

んの数年で大抵の都市でも新型分譲

と言えるのは︑北京オリンピック開

きた︒さらに︑中国は急速に自動車

文化などの施設が速いペースで整っ

都 市 建 設が速まり︑ 生 活 ･ 交 通・

数は 台と︑小さいときから車生活

100 世帯当たりの自家用車保有台

社会に入り︑ 年末には北京市では

に浸る子供も増えている︒衣食住の
07

時代を過ごした 年代生まれの世代

革開放後の比較的貧しい時期に幼年

市では 7370 ドルに達 した︒ 改

2600 ドルにまで急上昇し︑北京

ドルの大台に乗り︑

当 た り GDP が 初 め て 1000

07

物質的環境においては︑中国大都市

20

年にはさらに

03

に対して︑ 年代生まれは︑個々人

80

の文化的︑経済的ニーズが芽生えた

年頃から︑高度経済成長の成果をそ

のまま享受できた幸運の世代と言え
る︒

年以降︑中国の衣食住に現れた

生活環境の変化には目覚しいものが

ある︒特に都市ではウォルマートなど

の大型スーパーや百貨店︑ショッピン

グセンターが林立し︑ 肉 ･ 野菜な

どの基本生活用品︑子供向けのお菓

子や飲み物から︑ナイキ︑アディダ

4
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スなどのスポーツブランド商品まで︑

西側諸国と変わらない豊富な商品と

ショッピング環境ができあがった︒ブ

ランド商品は身近になり︑ 足 万

年以降︑住宅制度改革が進み︑ほ

中学生や高校生も少なくない︒また︑

円はするブランドスニーカーを履く

1

催が決まった 年︒これをきっかけに︑

化が現れたのは約 年後の 2000

1

た︒これに続き︑ 年に中国の１人

01

90

お菓子をほおばりながら
下校する小学生（上海）

20

00

10

10
00

代表取締役社長

銭小英
冀娜

研究員

今の 10 代は中国社会が大きく様変わりした 90 年代に生まれ、変化後の中国社
会とともに成長した世代である。彼らは 80 年代生まれと同じく一人っ子の世代
ではあるが、中国の経済成長の恩恵を真っ先に受けた点で、育った環境は上の
世代と本質的に異なり、全く新しい世代と言える。

北京パシフィック
投資諮詢中心

の 代は日本の 代ともはや変わら

レビドラマや映画などの文芸作品が

数多く登場した︒ 例えば︑″ 革命英

雄 を人間的に描写した 年の映画

代がちょうど改革開放後初めて大学

感動を与えた︒現在︑中国のテレビ

﹁紅色恋人﹂は当時の人々に新鮮な

特筆すべきは︑中国の 代の親世

生になった世代であることだ︒彼らは

を強いられ︑ 年代の国有企業改革

でリストラされた不運の 代と比べ︑

悩みを取り上げるトーク番組があふ

代の間で﹁可愛

た社会の同世代よりも若くして政府

で﹁

い﹂という言葉や携帯ショットメール

れていることや︑

や企業で中堅またはトップクラスの

ていることも︑ 社 会 全 体で人 間 性︑

多くの機会に恵まれ︑西側の成熟し

管理者としての重責を担っている︒多

感受性が豊かになり︑自由開放的な

で最も収入の高い世代であることが

雰囲気になっていることを端的に示し

代の育つ環境はよりやさ

ている︒

しく︑人間的になった︒子供を叱る

よりもほめるという教育方式も学校

社会的評価が高いばかりでなく︑今

スで成功した者は単に金銭的な面で

社会階層の両極化も進み︑ビジネ

先に改革開放の成果を享受し︑上の

社会構造と家族観に変化

や政治の舞台にも登場し︑ 年に選

員に相当︶2985 人のうち︑民営

出された全国人民代表︵日本の衆議

いられる学歴社会で育っている︒一方︑

企業家は 人︑弁護士は 人であっ

10

中国は全体として︑人々が国家・民

中国の 代は依然として勉強を強

08

言えよう︒

と家庭に浸透しつつある︒

ニアである今の 代は親子共々真っ

10

世代より裕福な環境で育った世代と

10

示されている︒その意味で︑そのジュ

40

︶
﹂などの﹁絵文字﹂がはやっ

くの調査結果では︑ 代は今の中国

10

50

ティ番組や一般の人の愛情・人生の

には日本とあまり変わらないバラエ

10

ないと言っても過言ではない︒

10

90

今 代で︑文化大革命の時代に下放

98

10

40

た︒彼らを﹁新階層﹂と形容する言

年の ・ ‰から 年の ・ ‰

一方︑離婚家庭も増え︑離婚率 注１は

族のために尽くすという単純な生き

へと変容しつつある︒

06

1

46

及ぼすマイナスの影響がじわじわと

に上昇し︑単親家庭の子供の成長に

88

持ち︑多様性と複雑性に満ちた社会

い方も定着しつつある︒

11

方から︑より豊かな人間性と愛情を

55

0

までの堅い理想主義的な説教的作品

年 代 後 半 以 降︑ 中 国ではそれ

95

増えている︒インターネットにあふれ

90

に代わり︑家族の愛や人間本位のテ
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る性的描写や暴力的内容も 代の目

透している。
同時に、男女の差別化が進み、女

「インターネット中毒」 現象が見ら

れ、そのうち ％以上は人間関係が

。また、イ

ンターネットによる大量の情報が青

注５

難しくなってきた。それに伴い、男

少年に飛び読みする習慣をつけやす

うまくいかないという

女の違いがより意識されるようになっ

く、読みながら考える力が育たない

会のもう つの重要なツールである携

インターネットとともに、情報社

ている。女子学生はより女性らしく、
する一方、男子学生は将来の家庭の
ために勉強の重責を背負うという風
潮が強まっている。男女平等という
中国建国以来の理念はここにきて崩
れつつある。女子高校生でも、自分
の努力よりも玉の輿に乗るほうが幸
せの近道という認識を持つ人が少な
くないようだ。

情報化社会が加速
この 年でインターネットは中国

帯電話も、 年前に中国に入り、現

在は都市部の 代にほぼ普及した。

小中高一貫教育の北京「第十一学校」

が 年に同校の生徒を対象に行った

注６

。また、日

調査結果では、 ％の生徒が携帯電

話を持っているという

本の博報堂生活総合研究所が 年に

上海市で実施した調査によると、

代が携帯電話を持ってお

歳とあま
ンター ネット 利 用 者

じ時間に世界の最新情報をいち早く

トを通じて西側諸国の 代とほぼ同

また情報交換では、インスタント

歳で、日本の約

衆の情報獲得は非常に迅速で便利に

万人で、うち高校生のインターネッ

勉強に欠かせない存在となっている。

は都市部の 代にとって日常生活や

たり前になり、すでにインターネット

かつ迅速にアクセスすることができ

像をダウンロードしたりして、便利

スポーツ試合の生中継を見たり、映

PPLive などのソフトで海外の

もちろん、インターネットが 代

る。

報の質と量は本質的に変わったのであ

比べると、現在の 代が得られる情

中国人の家庭に入り始めた 年前と

IP 電話（Skype）
、電子メー

り変わらなかった 注７。

なった。大都市では学生のいる世帯

中 国 互 聯 網 絡 信 息 中 心（インター

る。また、海外ウェブサイトの情報

にもたらすマイナス影響も指摘され

は 割強にも達した

ネット情報センター）の調査結果に

を直接英語で読む高校生も少なくな

ショットメール機能が加わり、 代の

ルなどのネットツールに、携帯電話と

よると、 年 月末時点で、農村地

注３

メッセー ジャー（QQ、MSN）や

は約

り、携帯電話を持ち始めた平均年齢

割以上の

7

知ることができる。インターネットが

15
。

い。中国の 代は、今やインターネッ

10

89
注４

社 会の情 報 化を強 力に推 進し、 大

1

10

10
ト利用率

は 3000

05

16

が自宅でパソコンを持つことはごく当

注２

という心配もされている。

子大学生の就職は 年前よりだいぶ

20

かわいく生きて、家庭に入る準備を

10

10

05

速になっている。

コミュニケーションはより自由に、迅

10

10

6
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ている。中国青少年網絡協会が 年

07

に実施した調査結果によると、青少

10

に容易に触れるようになり、社会の

2

年のインターネット利用者の約 ％に

10

多様化、複雑化がそのまま彼らに浸

域を含む小中高生 億人のうち、イ

おしゃれは大好き（ハルビン松花江のほとりで）

10

10

6

10

5

10

10

06
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物心ついた時には都市化された環境が整っていた。
（左：スターバックスは多くの街で見かけるように。右：上海の地下鉄通路）

や中国の 代は観光や留学で比較的

る中国人の入国規制緩和に伴い、今

まるで時代が違うようなギャップがあ

べての面において、都市と農村では

化社会の進展に伴い、中国はますま

経済のグローバル化の加速や情報

している。こうした国際交流は、彼

今や高校や学生の家庭にまで姿を現

でしか見られなかった外国人教師が、

環境を広げるにはまだ長い道のりが

青少年にまで都市が享受するような

万人という内訳を考えると、農村の

国際化が進展

る。 年末時点での 代人口が農村

す世界と融合しつつある。インター

らに早い時期から中国文化と西洋文

ありそうだ。

容易に海外に出かける。一昔は大学

ネットのほか、WTO 加盟後は中国

化の相異を体験させ、視野を広げる

億 3295 万人、都市 8288

政府が海外コンテンツへの輸入規制を
の輸入枠が 本にまで拡大し、 週

都市と農村の格差の拡大

働きがある。

10

緩和し続けている。映画では、年間

05

10

総じていえば、中国都市部の 代

1

が育つ環 境は日 本の 年 代に近い。

10

大部分は中国で上映しており、日本

では都市と農村の格差が大きい。都

もちろん同じ 代といっても、中国

すいとも考えられる。

や困難な境遇に弱い面を生み出しや

新の海外映画・アニメ・音楽・ゲー

ではそれとは程遠い貧困さに喘いでい

物質環境に恵まれている一方で、農村

注１ 離 婚したカップル数 ／ 当 期 平 均

時 間以 上インターネット

ムが本屋や AV 専門店でそろえるこ

は１人当たりそれぞれ 万 2719

を利用する者。

高 校 生のインターネット利 用 者

世代とほぼ同じ時間に最新の流行情

など、中国の青少年が西側諸国の同

したものの、100 世帯当たりパソ

ると、農村ではカラーテレビが普及

大した。また家庭の耐用消費財をみ

注５ 出所 ：「中国青少年インターネッ

信息中心（2006 年 月 日）
。

数が高校生全体に占める割合。

注３

報をキャッチすることが可能である。

コンが ・ 台、カメラが ・ 台と、

を取り巻く環境は著しく劣っている。

注４ 出所 ：『第 回中国インターネッ

食の面でも、 多 くの海 外 ブラン

都市の ・ 台、 ・ 台と比べ大
「マク ド ナ ル ド 」 し か な かった も

中西部地域の農村では、貧困ゆえに

きな遅れをとっており、農村の 代
の が、 今 や Starbacks、

無料であるはずの義務教育の中学校

年 前は、「ケンタッキー」
、

Sizzler、吉野家が至る所に

でさえろくに卒業できない青少年が

ト発展状況統計報告書』中国互聯網絡

7

出 所 ：「

割の高 校 生 が 授 業

1

（2005 年 月 日）
。

中 携 帯 メー ルを 送 受 信 」
『北京晩報』

注６

華ネット（2008 年 月 日）
。

ト 中 毒 状 況 レ ポ ー ト（2007）
」新

19

19

注７ 出所 ：「日本と中国の 代比較」

10

10

4
2

0
見られ、ますます多様化し、国際的

26

48

18

2

10

月 日）
。

博 報 堂 生 活 総 合 研 究 所（2005 年

24

47 2
7
2

増えているとの報道も珍しくない。す

11

きた。

ド が 次 々 と 中 国 市 場 に 上 陸 して

83

毎週

人口。

国語版（
『ハリー・ポッター』
、
『瑞麗

元、5025 元と ・ 倍の差とな
2

年の ・ 倍からここまで拡
1

注２

る。 年末に都市と農村の家庭年収
（ 日 本のファッション誌 Ray の中

り、

95

1

06
国版）
』など）がベストセラーとなる

53 1

とができる。海外の書籍や雑誌の中

10

客観性を育む一方、精神的には挫折

よりロードショーが早い映画もある。

市の 代が日本とあまり変わらない

多様性のある環境は、自信と寛容、

こうした豊かで、 便利で、 自由な、

70

また、AV 製 品の種 類 も多 く、 最

る計算になる。米国のヒット映画の

間当たり 本の海外映画が上映され

1

になっている。また、諸外国におけ
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10

50

1
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家庭環境と家計の変化

つある核家族や﹁421 家族 注１﹂の

題となりつつある︒

という重 要な社 会 的 課

長と家 庭 収 入の増 加を

近 年︑ 経 済の高 速 成

中で︑親子関係は昔と比べて大きく
変化し︑多くの家庭で子供優先とい
う現象が見られる︒

背景に︑ 代の青少年は

に対する過度の期待が多く見られる︒

強く希望するなど︑子供の立身出世

進学し︑将来エリートとなることを

んどの親は︑わが子が一流の大学に

うことが多い︒また︑一人っ子のほと

は充分で︑流行や友人との交際に使

く︒具体的には︑一人っ子のお小遣い

供のためと思う高消費や過保護を招

に置かれ︑大人は子供を溺愛し︑子

テレビ ・ ％︑VCD･DVD

子供の割合は︑ウォークマン ・ ％︑

よれば︑各種電子製品を持っている

年の青 少 年 生 活 調 査に

と が わ か る︒2002

る割合が上がっているこ

育 費 支 出の家 計に占 め

では︑ 子 供の生 活・ 教

恵まれている︒家計調査

かつてないほど経済的に

一人っ子故に︑子供が家族の中心

そのため︑子供の教育に熱心となり︑
費 用を払って学 習 塾に通わせたり︑

ゲームプレーヤー ・1%となってい

カメラ ・5%︑携帯電話 ・ ％︑

％︑
家庭教師を雇ったりして︑これが子

る︒ただ︑子供を取り巻く家計状況

％︑コンピュータ ・

供の心身の負担となり︑病理的とも

については︑都会と農村との差は大

・

言える社会の進学競争に拍車をかけ

きい︒

優秀な学校へ進学させるために高い

ている︒
自分の価値観を無理やり押し付け
たり︑苛酷な要求をしたり︑子供へ
の過度な干渉をする親がいる︒これ

生活の情報化と
デジタル化

9

電話やインターネットが 代の間で

注２

︑ 電 子 辞 書のい

も急速に普及している︒携帯電話︑

MP3･MP4

わゆる﹁３大用品﹂を持つ中学生・

高校生が増えている︒多くの学校で

携帯電話の持ち込みが禁止されてい

るにもかかわらず︑ 割以上の中学

生・高校生が携帯電話を持っていた

という調査結果がある︒インターネッ

トについて 年に実施した全国調査

によると︑インターネット利用者の

３分の１は青少年であり︑その数は

5800 万人に上り︑うち 歳未満

の少年がインターネット利用者の約

8
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として︑ 親 子 関 係の緊
張を招く原因にもなる︒
このため︑今日の中国で
庭 教 育に限 らず︑ 健 全

は︑一人っ子の教育は家

として︑現在の中国︑特に都会では

なる次 世 代を育 成 する

年代からの一人っ子政策の結果

代の多くが一人っ子である︒増えつ

80
は生活環境や経験の違いから生じた

26

10

18

5

75
9

31 47

6

社会の情報化の進展に伴い︑携帯

8

10

59

5

37

国家教育発展
研究中心

中国では、
1990 年以後生まれたことから、
10 代の青少年のことを
「90 後
（ポ
スト 90）
」と呼ぶ。その生活様式は上の世代に比べ劇的に変わりつつある。

10
﹁代溝︵ジェネレーションギャップ︶
﹂

07

47

副主任・研究員

韓民

10 代の生活様式

上海の公立中学
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学生のうち、 割以上の者はインター

ネットにはまり、学業がおろそかに

割を占めていた。大半の利用者は

中学や高校からインターネットを使

なったことが原因であったという。

広州市の学生消費調査（ 年）に
よると、中学生・高校生の情報源と
して、 割以上の学生がインターネッ
トに依 存しており、テレビの ％、
雑誌の ％、新聞の ％を上回って、
代の最大の情報源となっていること

がわかった。 年の青少年調査によ

家計の中でも通常、子供への支出

が 優 先 されてお り、 都 会ではほと

んどの 代が親からお小遣いをもら

い、しかもその額は年齢とともに増

ネットは自分の日常生活に重要だと

いは 平 均 100 元 以 下 が 約

と、中学生・高校生の毎月のお小遣

える。広州市の学生消費調査による

考えており、インターネットの接続

100 ～ 300 元が ％、300

宅 ・ ％、学校 ％で、その利用
目的としては、資料収集 ％、友達
とチャット ％、Ｅメール ％、オ

～ 500 元が ％、500 元以上

が ％となっている。お小遣いの主な

使い道はリクリエーション、食べ物・

それぞれ約 割であった。

男女別では消費水準に差はないも

のの、消費構造が異なる。音楽 CD

や飲食にお金を使う割合は女子が男

子より約 ％高く、電子ゲーム関連

の消費は男子が著しく高い。また、

スポーツにお金を使う割合は男子が

女子の倍であった。

学校生活

代の大半は中学生・高校生で、

学校生活が彼らの主な活動内容とな

る。近年、厳しい進学競争の中、学

習面での心身的な負担が大きくなり

つつある。

年に教育部等が行った大規模な

ターネットや電子ゲームカードなど

わかる。この調査では、中学生・高

の勉強時間が長くなっていることが

学生調査によれば、中学生・高校生

に使われるという。インターネットの

飲料、書籍文具で、うち 割がイン
あって、前者はオンラインゲームやソ

校生の典型的な１日の過ごし方が描

～ 120 元が ％を占め、携帯

電話の使用料では一般に月平均 ～

高校生は朝 時に起床、 時に学校

青少年にもたらすマイナスの影響も

（IAD）な ど、インター ネットが

有 害 情 報 やインター ネット 中 毒

ラ、ソニー・エリクソン、ノキアなど

話は 2000 元 以 上 するモトロー

をよく買うという。例えば、携帯電

る中学生・高校生が国際ブランド品

昼食と休憩時間は平均１時間半。

マ（うち自習時間は コマ）である。

自習時間が コマ）
、中学生では コ

場合、毎日平均 コマの授業（うち

に到着。その後は、自習時間を含む

無視できない。前述の広州市調査は、

の輸入品が大半を占め、その購入費

9
複数の大学の調査によれば、単位不

費やお小遣いから捻出、プレゼント、

課外活動となる。課外活動では、文

12

化活動 ％、ボランティア ％、社

18

1

30

3

11

アルバイトで稼いで購入した割合は

7

コマの授業時間である。高校生の

オンラインゲームにはまる中学生が

時に授業が終了し、 分の自由時間・

100 元である。また、 割を超え

き出された。平均的には、中学生・

使用料では、月平均 元以下が ％、
ト、オンライン視聴が主な目的であっ

57

用は約 割の者が親が負担し、生活

た。

7

し、後者は E メール、友達とのチャッ

フトのダウンロードが多かったのに対

ンラインゲーム ％、オンライン視

37

1

6

80

26
割に達したと報告している。また、

5

50

80

聴 ％であった。男女別でも差異が

％、

場所では、ネットバー ・ ％、自

ると、 割近くの青少年が、インター

お小遣いと消費

い始めたという。

8

31

10

06

5

40

15

34

50

29

17

4

45

足や成績不振で退学処分を受けた大

9 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

10

25

47

6

28

4

6

10

02

24

05

2
10
30

19

6
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村道を歩く小学生（黒龍江省黒河で）
夏の夕、大人にまじって踊る小学生
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時 分

団活動 ％、その他個性を伸ばす活
動 ・ ％となっている。
に退校するが、 時以後下校する生
徒も約３分の１いる。
自宅では夕食後に宿題を 時間す
る。約４分の１の学生は宿題に 時
間以上かける。 時に就寝。４分の

割を超える親は子供の現在の成績

る傾向にある。規定時間を上回る学

は子供によく宿題を出したり、チェッ

に満足していないという。親の 割

の宿題は量的にも時間的にも増加す

や家庭教師による補習が平均約１時

生の割合は、 年に都市と農村では

る。うち、校外補習クラスでの学習
間、学校の宿題が 時間半近く、親
からの宿題の時間が約 分間である。
校外クラスに通ったり、家庭教師に
よる補習を受ける学生は ％にのぼ
る。 割を超える学生は親から宿題

それぞれ ％と 20%であったが、

年にはそれぞれ ％と ％に増加

している。

親の要望も生徒の学習負担増の大

クしたりする。 割を超える親が家

庭教師を雇ったことがあり、 割近

くの中学生が夏休み中に校外補習ク

ラスに通った経験がある。

代の睡眠時間も楽観できない状

帰宅後、家庭教師から指導を受け、

のうち、学校による補習授業は平均

学生・高校生の平均 日間の休日数

学生の割合は 割を超えていた。子

課外学習を毎日、あるいはよくする

の調査によれば、学校の宿題以外の

最低 時間と規定されているが、実

例では、 中 学 生の睡 眠 時 間は毎日

況にある。青少年の健康に関する条

きな要因となっている。前述の教育部

あるいは校外補習クラスや学習塾に

8

ことを強いる親は全体の 割に達し、

際の睡 眠 時 間は平 均８ 時 間 弱であ

る。睡眠時間が 時間以下の学生は

％、 時間以下は ％、 時間以

7

通う学生も ％を占める。６割を超

供に平均 点以上の成績を維持する

を課されている。

6

4

99

日間、校外補習クラスは 日間、

１強の学生は 時を過ぎてから床に

3

9

下は ％となっており、半分以上の

33

家庭教師は 日間で、合計 日間と、
夏休みの約半分を学習
に費やした。中でも高
校３年生へ進級する学
生は、約 日間の補習
授業を受けた。

過重の学業負担
中国教育部は児童・
生 徒 の健 康 に 配 慮 し

9

8

このように、現在の 代の青少年

かになった。

いると、前述の教育部の調査で明ら

中学生・高校生が睡眠不足を感じて

8

える学生が家事を手伝わず、 割近
くはテレビも見ない。

週末と夏休み
中国では、 年ほど前から学校週
５日制を実施しているにもかかわら
ず、実際に週５日登校の学生は少数
で、週末にも登校する学生が大多数
を占 める。 毎 週５ 日 半 登 校 する学
生が ％、週６日登校するのは ・

て、小中学生が毎日宿
題をする時間について
中学生については、平
均 分間以内を限度と
している。それにもか
かわらず、進学競争の
エスカレートに伴って、

77

80

夏休みの過ごし方では、 年の中

41

8

7

21

42

週末の過ごし方については、各種
5

5%、 ％、 ％となっており、年

校、中学校、高校においてそれぞれ

プレッシャーを感じた割合では、小学

じているようだ。勉強に対して強い

はいろいろな意味で負担が重いと感

10

30

となっている。毎週の授業時間数は
学生は約 割にのぼり、学校にいる
時間は平均 時間以上で、８時間を
超えるのは中学生で 割近く、高校

90

近年の中学生・高校生

学 習 活 動の時 間は平 均

学校の指定服で通う中学生（北京）

2

12

明 確に規 定しており、

％、週７日登校するのは ・ ％

7 41

平均 時間である。週末に登校する

11

時 間であ

生で６割近くに達する。

4

タを格納するファイル形式の一つ。

音声圧縮方式、MP4 は圧縮動画デー

注２ MP3 はデジタル音 声のための

を指して「421 家族」という。

両親２名、 子供（孫）１名の家族構成

注１ 祖父母（父方、母方含め）４名、

を感じる学生の割合が増えている。

齢と学年が高くなるに従って、負担

87

10

6

7

55

6

13

就く。

55

21

6 35

18

55

10
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中国の10代

休日に友人と遊ぶ（上海・崇明島）

代に﹁将 来の

強い上昇志向と
現実性に伴う享楽型

年 前 に 当 時の

あった︒ 年前の答えは医者や弁護

とん ど科 学 者や作 家︑ 教 師などで

夢は何ですか﹂と聞けば︑答えはほ

10

士︑企業の管理者が多かった︒しか

し今はまったく違う答えが返ってくる︒

﹁大学進学﹂︑﹁外国へ行く﹂︑﹁よく

考えたことがない﹂︑﹁分からない﹂
︑

さらに﹁大金を儲けたい﹂︑﹁お金持

ちのお嫁さんになりたい﹂など漠然

としたものが多くなった︒それに比べ

れば﹁CEO﹂や﹁社長﹂︑
﹁スター﹂

になりたいというものは︑まだ具体

的な目標のある答えと言える︒一般

的に︑上の世代と比べ︑現在の 代

も平凡な生活に満足していないのが

校生の生活意識調査﹂によると︑最

2005 年に実施した﹁中日韓米高

国 青 少 年 研 究 中 心 な どの機 関 が

調査もその特徴を裏付けている︒中

ここ数年にわたって行われた社会

実性もうかがえる︒

り︑その年齢に合わない率直さと現

せず︑裕福で贅沢な生活に憧れてお

え︑その大多数は平凡な生活に満足

計画を必ずしも持っていない︒とはい

は自分の人生に対して明確な目標や

10

中国の高校生で︑
﹁普通の生活に満足
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10

翻訳部マネージャー

王洋

北京パシフィック
投資諮詢中心

現在の 10 代は 90 年代に生まれ、70 年代生まれや 80 年代生まれの世代と比べて、生活
環境が大きく変わってきた。この環境変化は 10 代の生活様式や価値観に直接影響するが、
実際には中国の 10 代に関する詳細かつ全面的な調査研究は未だに行われていない。それに
もかかわらず、今の 10 代の特徴と上の世代との違いは確実に社会からの注目を集めている。

20

する﹂と答えたのはわずか ・2%︑

41

研究部マネージャー

王征

10代の価値観
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日本の ・3%と米国の ・7%を
ような社会の現実を背景に、高校生

すれば、アイドルになれると信じて

める世代でもある。皆と違うことを

と反逆には著しく現実生を帯びてい

が大学進学する際には、卒業後の就

いる。そのため、 年代生まれが多

代は個性を求め、自信を持ち始

下回った。逆に、中国の両親の子供
職難易度を特に重視して専攻課程を

くのお金をファン活動につぎ込んでい

インターネットの発達によって、今

金不足」は 番目となっている。この

への期待は韓国と米国を大幅に下回
選ぶようになった。例えば、金融関

たのに対し、服をぼろぼろにしたり、

の 代は早くから腐敗や猥褻、暴力

るものと思われる。

り、日本よりもやや低かった。「大学
係は最近の金融業界の高給を反映し

変わったヘアスタイルにしたりして、

利己主義と功利主義

に受かり、良い仕事を見つける」こ
て、大学進学志望の人気学科となっ

レッシャーは上の世代より明らかに弱
まっている。特に、現在の 代の親世
代は文化大革命後の最初の大学生で
あり、子供をよく理解し、尊重して

名ブランドに熱を上げるのが 年代

自分をアイドルに仕立て上げる。有

が増えた。また、家庭と社会の多様

などの社会の暗い部分に触れる機会

化や複雑化に伴い、中国の伝統的な

トでの遊びだけで満足している。し

こともあり、その多くはゲームやネッ

特に幼年時代に生活に困らなかった

道に努力しようとする覚悟はない。

保護に甘え、夢を実現するために地

実には、大多数は親や社会による過

大きな夢を持っていながらも、現

全般的に上昇志向が強いと言える。

者が多く見られる 注１。中国の 代は

職などのキャリアアップを目指す若

所の調査によれば、社長や高級管理

同時に日本の博報堂生活総合研究

など多くのネットゲームまで、そして

ター、
「仙剣奇侠伝」から、
「勁舞団」

ソコンまで、さらにストリートファイ

話、mp 3 か ら PSP、 ノー ト パ

「火星文」
、ブログまで、また携帯電

多国言語 ･ 記号のごちゃ混ぜである

ト、 ネットでのビデオチャットから

ン）やネット歌手まで、QQ チャッ

手から「超女快男」
（歌手オーディショ

最近では芸能アイドル、スポーツ選

うにやってみたいようだ。それゆえ、

きでなくても流行に乗り遅れないよ

が強い。皆がやっていることなら、好

があり、「考えたことがない」のはわ

独立して何かをしたいと考えたこと

よれば、大部分の 代は社会に出て、

ちも強い。あるオンライン調査

な自信から生まれたものと言える。

く、そのことは、彼らの勇気は過剰

分は本格的な訓練を受けたことがな

オーディションに参加した 代の大部

てしまった。実際には、「超女」歌手

ずれも 代に過大な自信を生じさせ

ンスを与えた。こうしたことは、い

会の変化もこの世代により多くのチャ

思いやりを受けてきた。その上、社

為に対して、圧倒的に否定的見方を

「覚せい剤使用」など つの不良行

譲らない」、
「ごみをむやみに捨てる」
、

た。「バスの切符を買わない」、「席を

する」と思う 代は ・1%にも上っ

社会調査によれば、「正直者は損を

海社会科学院青少年研究所が行った

公共マナーにおいて顕著である。上

こうした特徴は個人の倫理意識と

道徳観が揺るぎ、個人利益が過大に

かし、年齢が上がり、間もなく社会

「哈日族」、「哈韓族」 注３から「非主流」

ずか ％であった。ただ、「考えて実

違うもの」を欲しがる。生活面では、

に出ようとするハイティーンは現実的

までといったように、 代の流行は実

際にやってみた」者は ％であった。

が都市部の 代（主に中・高学生）

強調される中で、利己主義と功利主

になり、就職しやすく、高収入の仕

にバラエティに富んでいる上、その移

このことから、独立への意識は単なる

ほとんど苦労したことがなく、小さ

事を求める。ある大学生を対象にし

り変わりも激しい。しかし、その裏

を対象に行った調査結果によれば、

義がこの世代に強く見られる。

た調査結果 注２
では、大卒の就職難を

精神的なものに止まっており、親への

い頃から親や周囲から過剰な愛情や

生まれなら、今の 代は「他人とは

80

には、彼らの無知と困惑が隠されて

代には流行を追う横並びの傾向

10

80

10

貯金指向の者が ・4%に上ったの

10

物質的な依存が強く、彼らの独立性

いる面がある。

流 行 を 追 う 中 での 個 性、
自信と独立性

とは中国の多くの親が子供に対して

10

ている。

2

望んでいることで、子供に与えるプ

大きく下回り、韓国の ・4%をも

71

48

10

は最大の悩みとされ、「金がない、資

反映するように、「大卒の就職問題」

いる。

に

注４

また、早く独立したいという気持

10

46

年に央視市場研究株式有限会社

貯金志向が強く、
消費が理性的

せい剤使用」のみであった 注５。

持ったのは、健康を著しく害する「覚

8

10

25

10

58

10

06

10

17

10

10

12
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に対し、浪費指向の者はわずか ・
0%に過ぎなかった。ただ、貯金指
向でも自動車模型を買うためではな
く、友達とのコンパに行くためでもな
い。 ・3%は「お金を持つと達成
感がある」
、 ・0%は「お金が安
全感をもたらす」と答え、お金の機
能よりも象徴的な意義をより重視し
ている。今の 代は裕福な環境に恵
まれながら、お金に対する認識は比

日本語の家庭教師を招く

中 ･ 高生もおり、中には

のため、多くの 代が日本製品を高

んど趣味の程度にとどまっている。そ

るイメージはあまり良い

その反面、日本に対す

境で育っている現在の 代は、向上

総じて見れば、裕福で心地よい環

日本に対して親しみを感じていない。

く評価しながら、別の世代と同様に

とは言えない。中国社会

心、視野、知識、想象力、民主意識

家庭も少なくない。

科学院日本研究所が 年

は、 日 本 に 対 し て 親 し

親しみに関する調査」で

に行った「日 本に対 する

楽主義や功利主義、過大な自信など

ないほど進んでいる。その半面、享

など、いずれも上の世代と比べられ

5%と非常に少なかった。

みを感じない」または「ぜ

ギーを注ぎ込み、さらに新しい原動

生活総合研究所、2005 年 月 日。

代 －日 本と中 国の

代 比 較」、 博 報 堂

％ 以 上がケータイ所 有のケータイ世

注 １ 「 中 国の

も良いだろう。

力となって中国の長期的かつ持続的

の回答者では、日本に対し

「親しみを感じる」 割 合

逆に「親しみを感じない」または「ぜ

は ・5%とさらに低く、
えたといっても過言ではない。「名探

んぜん親しみを感じない」の割合は

・4%と、全体の水準を上回った。

中国の 代の日本に対する反感は

注２ 新秦商務咨詢（上海）有限会社

ンを 抱 えている。 ま た、PSP や

ネルギー資源開発問題に起因するも

歴史的、政治的問題、また東海のエ

注３

した。

日本と韓国の製品や文化を崇拝

同市の 100 人の大学生を調査対象と

が 2007 年に上海市で行った調査で、

NDSL、Wii などのゲーム機が

年 代 生 まれが独

れ、日本のアニメやゲームに接しな

易、文化の往来が盛んな時代に生ま

近くは日本のアニメとゲームが好き

語学科に進学した学生のうち、半分

気を誇っている。また、大学の日本

本好き」は、あくまでも個人的趣味

的少ない。こうした現状の中では、「日

両国の友好を促すような報道は比較

のマスコミも対立気味の報道に偏り、

損をする」と思うのか」『中国青年報』
、

割 近 くの

がら成長した世代で、周りには日本

だから、日本語を専攻したという。
10

商報』
、2007 年 月 日。

自に生活を求めようとしている」『河南

製品が溢れている。日本の文化と科

注４ 「

する若者。

のと考えられる。加えて、日中両国

主として靖国神社や尖閣諸島などの

代 は、 未 来 に 希 望。

んぜん親しみを感じない」

る時に、中国の成長に新たなエネル

20

な発展を支えていくことは期待して

・9 % は「親し

今の 代が 代に成長して社会に出

の欠点も普遍的にみられる。しかし、

10

みを感じる中 国 人は ・

06

7

と答えた。特に 歳以下

一方、

10

較的成熟しており、「将来志向」が
比較的強いことが分かる。
お金の使い方について、理性的かつ
現実的で、 ・4%は計画をもって
小遣いを使っている。使い先は主とし
て食品や飲料、漫画・雑誌などの課
外読物。男子はインターネットやゲー

20

偵コナン」や「ナルト」などのアニ
メの人気は今でも衰えておらず、日
本の人気グループ（KAT TUN、

10

10

ム、女子は文房具などの学習用品と
いう具合に好みが分かれる。このほ

52

特に 代の男子の中で極めて高い人

嵐など）も中国で数多くの 代ファ

24

か、学習参考書と外食も相当な支出
割合を占めた。

ナルトを見て SONY と
PSP を持ちながら、
日本が好きにならない

11

6

2008 年 月 日。

中国の 代は、中日間の経済、貿

70

玩具売場にはテニスの王子様やポケモンの DVD が並ぶ（北京のスーパーで）

によるもので、日本との接触もほと

3

31

7

10

注 ５ 「な ぜ上 海の子 供 は「正 直 者 が

13 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

10

10

90

57

25
さらに、興味から日本語を独学する

8

10

33

10

63

10

学技術が彼ら 代に大きな影響を与

10

54

地域経済特集

浮上する首都経済圏
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首都経済圏形成への課題

−−進むインフラ建設、成否占う都市間協力
中国では数年前から、北京、天津、河北省を対象とする首都経済圏（京
津冀都市圏）という概念が提起されている。80 年代から香港をテコに
深圳や広州を中心に始動した珠江デルタ、90 年代に上海を核に江蘇・
浙江に跨って形成された長江デルタに比べ、経済発展で出遅れ感のある
環渤海地域だが、天津濱海新区、唐山曹妃甸工業区の建設が新たな地
域経済発展の目玉となることは間違いない。
日中経済協会では４月初、北京、天津濱海新区、唐山・曹妃甸、廊坊
を訪れ現地の投資環境調査を行った。その結果を今月号と来月号の２回
に分けて報告する。
日中経済協会企画調査部課長

髙見澤学

JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6
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山前伝統発展ベルト
那台

承徳
張家口

濱海新興発展ベルト
衡水

京唐港
曹妃甸港
天津港
保定

黄驊港
滄州
石家庄

秦皇島港

廊坊 天津

◦ランファン（廊坊）
唐山
北京

京津発展軸

秦皇島

「首都経済圏」の概念の
変遷

市経済圏」発展戦略といった概念も

登場している。

この他にも、２（北京、天津の２

大直轄市）＋８（石家庄、承徳、張

また、北京・天津の両都市を軸と

珠江デルタや長江デルタは一般に

海経済圏（第１図）を構成する中心

する「京津回廊」を中心に、渤海湾

家口、保定、唐山、廊坊、滄州、秦

的存在として 2004 年頃から中

沿いの濱海地域を「濱海新興発展ベ

イメージされやすいが、
「首都経済圏」

国で使われ始めた。環渤海経済圏が、

ルト」
、燕山・太行山地と濱海地域

皇島の８都市）を首都経済圏とする

北京と天津の２大直轄市を中心とし

との間の都市群を「山麓伝統発展ベ

という言葉を聞いたことのある人は

た渤海湾を囲む半径 300 キロ圏、

ルト」
、そして燕山・太行山地を「山

考え方もある。

両直轄市のほか河北省、遼寧省、山

区生態文化発展ベルト」として、共

多くないだろう。首都経済圏は環渤

東省および内モンゴル自治区に跨る

今回の現地調査によれば、地元に

同で構築しようという「一軸三帯」

当初は、３（北京、天津、河北）

おいては現在、首都経済圏は「京津

地域を指し、中国政府によって提起

＋２（山東、内モンゴル）首都経済

冀都市圏」と呼ばれるのが一般的であ

構想もある。地理的に共通する特徴

圏という言い方が、「一軸（京津塘高

ることがわかった。京は北京、津は

された概念であるのに対し、首都経

速道路）
二核
（北京・天津）
三区
（唐山、

天津、冀は河北省の別称である。冀

を有する地域同士を発展ベルトとし

保定、張家口、承徳を含む）
」を核

という漢字は日本では使われず、日

済圏は、基本的には北京、天津およ

とする「京津冀都市圏」という概念

本人には馴染みがないことから、本

て結び、それぞれが連携して、相互

とともに、北京市発展改革委員会の

稿ではあえてこの京津冀都市圏を首

び河北省を対象とするものの、これ

発展戦略構想として提起された。最

都経済圏として以下分析したい。と

補完を図りつつ地域全体の発展を促

近では、３月の全国政治協商会議で

いうのも、どの概念を取るにせよ、そ

まで研究者等により様々なとらえ方

劉永瑞委員が提案したように、「環

の中核を成すのは京津唐（北京、天

そうとする考え方である。

京津貧困帯」の解決を目的として、

津、
唐山）の「金三角」であるからだ。

をされている概念である。

３＋２に山西省を加えた「京津大都

15 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

冀
山区生態文化ベルト

環渤海経済圏
京津冀都市圏
京津唐（金三角）

邯鄲

首都経済圏関連図
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中国の地域経済発展構想
第１図

今後は、その２大都市を軸にどう経

済圏を形成するかということだろう。

長江デルタが 3790 億ドル、珠江

を含め全体を平均的に押し上げる傾

ちらかというと省都石家荘など内陸

が地域拡大の恩恵を受け、それぞれ

浙江省の嘉興・杭州・寧波等の都市

門、江蘇省の蘇州・無錫・常州・南通、

た。広東省の珠海・東莞・佛山・江

拡大して地域経済圏を形成していっ

を求めて周辺地域に広がり、範囲を

出し、それが次第に、土地や労働力

ず深圳・広州や上海に外資企業が進

珠江デルタと長江デルタでは、ま

誌 年 月号）
。最近では曹妃甸工

建設への政策転換を決定している（本

露わにし、「沿海経済社会発展強省」

く軽減されていない…」と危機感を

西部に追いつかれるプレッシャーは全

が縮まらないばかりか成長著しい中

ら改善しておらず、先進省との距離

あって中部の水準〉という局面は何

に就任した郭庚茂省長は、「
〈東部に

展させる経済政策に転換した。 年

その点、首都経済圏は、すでに北

北京・天津の後方支援基地として相

が期待されている。河北省としては、

業区の建設が進み、天津濱海新区と

京、天津という２大都市が存在し、

互補完を築くばかりでなく、河北省

道などのインフラ整備が進み、地域

インフラもかなり整 備されている。

ともに、首都経済圏を牽引する役割

07

16
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デルタ（ ・ 万平方キロ）とほぼ
同じ ・ 万平方キロだが、 年の

そこで重要な役割を果たすのが河北

長江デルタの半分程度でしかなく、

域内総生産は 兆 4000 億元と
首都経済圏は長江デルタや珠江デ
一人当たり GDP は ・ 万元で長

るが、 実は海 岸 線は 400 キロに

省である。

ルタに比べ、地域連携やすみ分けの
江デルタの約４分の３である（第１

過ぎず、圧倒的に内陸部が多い。海

省市の一つではあ

調整機能が弱いと言われるが、この
表）
。珠江デルタとの比較では、経済

への出口は大型港湾としては秦皇島

河北省は沿海

地域が大きく発展するためには、地
規模はほぼ同じだが、珠江デルタが

デルタが 3055 億ドルであったの

は沿海 都市に重点を置き、先行発

の地域と中核都市とを結ぶ道路や鉄

億ドルでしかなかった。

向が強かった。しかし昨年、河北省

06

に対し、首都経済圏はわずか 728

するのは輸 出 額である。

栗が実はすべて河北産であるのもこ

出は天津港に依存してきた。天津甘

10

主要経済指標の中で、特に見劣り

6

のためである。省の経済政策も、ど

2

年には、

さいといえよう。

域間の連携と協調が欠かせない。

珠 江 デルタ、長 江 デルタ
との違い
6 21

港と黄驊港があるが、石炭専用港で

中部地域崛起（勃興）
（2006 年）

3

4

首都経済圏

広東省１省であることを考慮すると、

東北旧工業基地振興戦略
（2003 年）

現代アートのメッカ、国営 798 厰。五輪に向けて大改造中

北京の東北部の住宅地

06

3

2

21

全体の経済が活性化していった。

07

環渤海経済圏

首都経済圏を珠江デルタや長江デ

長江デルタ経済圏

南方への石炭供給の性格が強く、輸

西部大開発（2000 年）

首都経済圏の経済規模は相対的に小

珠江デルタ経済圏

ルタと比較すると、面積では、長江

東部沿海地域（1980 年代〜）
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第１表

主要地域経済圏の主な経済指標比較（2006 年）

省・市

面積

人口

域内総生産（GDP）
一次

万 k㎡

京津冀

長三角

万人

億元

北京市

1.64

1,198

7,870.3

億元

天津市

1.19

949

4,359.2

河 北 省 18.77 6,939

11,660.4

計

21.60 9,086 23,889.9

上海市

0.63 1,368 10,366.4

江 蘇 省 10.29

98.4

二次

三次

億元

億元

2,191.1 5,580.8

118.1 2,488.2

元

億元

輸出額

億元

50,467

3,371.5

41,163

億ドル

社会消費 都市部１人 農村部１人
品小売総 当たり可処 当たり純
額
分所得
収入
億元

元

元

1,117.2

249.3

3,370.7 19,977.5 8,275.5

1,849.8

417.0

326.9

1,356.8 14,283.1

6,227.9

6,115.0 3,938.9

16,962 5,303.2

453.3

151.9

3,397.4 10,304.6

3,801.8

1,823.0 10,794.3 11,272.6

26,294 10,524.5

1,987.5

728.2

8,125.0 13,666.2

4,168.3

57,695

3,925.1

1,576.1

1,084.7 3,360.4 20,667.9

9,138.7

1,606.5
93.3

1,752.8

１人当た 固定資産 地方財政
り GDP
投資
収入

5,028.7 5,244.3

7,318

21,645.1

1,545.0 12,250.8

7,849.2

28,814 11,412.7

1,474.4

1,629.8 6,623.2 14,084.3

5,813.2

浙 江 省 10.37 4,629

15,742.5

925.1 8,509.6

6,307.9

31,874

1,153.7

1,076.0 5,325.3 18,265.1

7,334.8

35,864 22,837.8 4,204.2

3,790.5 15,308.9 16,765.2

6,475.8

1,680.5 3,054.6 8,943.5 16,015.6

5,079.8

計

21.29 13,315

47,754.0 2,563.4 25,789.1 19,401.4

珠三角 広 東 省 17.91 8,045 26,204.5

1,577.1 13,431.8 11,195.5

28,332

7,500.0
7,978.0

（出所）
『中国城市統計年鑑』2007 年版より作成

自身の利益にもつながる仕組作りが

る煤塵型大気汚染は、民生用燃料の

刻になっている。従来の石炭燃焼によ

天然ガスへの転換、製鉄所や発電所

等エネルギー多消費型工場の郊外へ

の移転などによってかなり改善されて

いるが、この新たな大気汚染に対す

る対策が水質汚染対策とともに急務

となっている。

現代製造業基地、
現代物流基地、
金融都市を
目指す天津市

道路はどこまでもまっすぐで広い（TEDA）

課題だ。

サービス産業の発展を
目指す北京

首都である北京は、中央国家機関

が集中する行政都市であるため、中

央政府の政策が反映されやすく、各

種情報が最も早く入手できる。政府

の公共資源が豊富であり、多くの研

究機関など知識の集積や情報発信が

天津は北方最大の総合貿易港湾を

最も進んでいる。国内ばかりでなく、

海外とのアクセスにも便利で、こう

資系製造大企業の進出が相次ぎ、高

有し（呑吐能力は全国第４位）
、外

所得水準の高い北京では、住民の

付加価値製品の製造拠点として基盤

した利点を活かして、国内大型企業

購買力が高く、土地価格や人件費が

が確立されているばかりでなく、最

向型経済が比較的発展している。天

比較的高いことから、製造業よりも

近では天津濱海新区において金融セ

集団の本部や多国籍企業の地域本部

ハイテク産業や現代サービス業の発

ンターとしての機能を充実化させる

津技術開発区（TEDA）において

展に有利であるといえる。今回の調

目標を掲げている。また、北京同様

が集まっており、北京経済の発展に

査でも、北京は大企業の本部機能や

に直轄市として、経済政策の策定に

は、トヨタ自動車やエアバスなど外

IT などを主としたサービス産業の

はある程度の自主権が認められてい
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重要な役割を果たしている。

発展に力を入れていることが裏付け

天津は従来から化学工業の発展基

るほか、科学技術教育水準も高い。

ただ、北京は自然資源に恵まれて

盤があり、さらに大港油田や渤海油

られた。

おらず、生態環境が脆弱で、人口が

利用した石油化学工業での優位性を

田から生産される原油・天然ガスを

また、最近では車社会の到来により、

有している。ただ、天津では深刻な

多く、港湾がないなどの弱点がある。

交通渋滞とそれに伴う大気汚染が深

TEDA の金融街

JC ECONOMIC JOURNAL 6 月号 SPECIAL REPORT

億トンの南堡油田が新たに発見され、

首都経済圏各省市の１人当たり GDP 推移

を受け入れ可能な基盤がある。

中でも唐山は、北京からの貨物の

海上輸送を担う目的で建設された京

唐港のほか、曹妃甸工業区の建設に

よってますます物流面での重要性が

高まり、北京からの工場移転政策と

も相俟って、重化学工業や設備製造

業の企業誘致に力を入れている。曹

妃甸工業区は 年 月に「渤海湾沿

海港建設計画」が国務院の認可を受

50,000

（出所）
『中国統計年鑑』各年版より作成

相互補完とすみ分けを
目指す

いる状態だ。

ても北京からの工場移転が相次いで

性により、特段の誘致活動をしなく

ことから、交通が便利な地理的優位

津塘高速道路に面し通勤圏内にある

は、北京と天津濱海新区をつなぐ京

また、北京と天津の間にある廊坊

モデル区としている。

甸プロジェクトを循環型経済の産業

10,000

当然のことながら北京・天津では

18
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水資源不足が生じている。
首 都 経 済 圏が脚 光を浴 び始める
きっかけとなった天 津 濱 海 新 区は、
塘 沽、 漢 沽、 大 港 の３ 区 のほ か、
TEDA、 保 税 区、 天 津 港、 お よ
び東麗区と津南区の一部を合わせて、

は１ 兆 1660 億元に達し、 省市

エネルギー供給に大きな期待が寄せ

（出所）
『中国統計年鑑』2007 年版より作成

け、鉱石バースと石油バースの建設

2006（年）

2005

2006 （年）
2005

が計画の重点とされた。第 次五カ

天津市

30,000

年に天 津 市によって設 立された。

年に国家級新区として認可され、

自治区別では全国第６位（第２表）

られているほか、農産物の生産基地

4,000.00

年計画でも、資源節約型で環境にや

河北省

20,000

年５月には「天津濱海新区の開発・

となり、また、一定の産業集積も進

でもある。北京や天津に比べ、土地

北京市
6,000.00

さしい社会の建設という面で、曹妃

北京市

40,000

開放の推進に関する問題についての
国務院の意見」が発表され、現代製
造業基地や国際物流センターのほか、

冀東油田の石油など、エネルギー資

んでいる。しかし、２大直轄市との

や労働コストが安価で、コスト上昇

天津市
2,000.00

2004

2003

2002

0

国際金融センターとしての役割に期

こうした波及効果の機会を積極的に
とらえ、経済水準を向上させ、北京・
天津との所得格差を是正させる努力
が必要であろう。

河北省は、これまで北京・天津の

源に恵まれており、最近でも、曹妃

河北省は昔から開灤炭鉱の石炭や
経済発展の波及効果をある程度受け

甸の西南部に埋蔵量が原油換算で

経 済・ 所 得 格 差は依 然として拡 大

（元）

60,000

河北省
10,000.00

2004
2003
2002
0.00

待が寄せられている。また、第 次
五カ年計画では、地域の協調的発展
の促進として、東部地域の率先的な
発展を奨励し、天津濱海新区の開発
開放を推進するとしている。
（詳細は
次号掲載予定）

12,000.00

てきた。 年の域内総生産（GDP）

２大直轄市からの
企業移転を狙う河北省

8,000.00

11

第3図

11

（億元）
14,000.00

11

に悩む製造業企業の移転や新規建設
3

12

06

傾向にある（第 、 図）
。今後は、
2

04

首都経済圏各省市の域内総生産（GDP）推移
第2図

06 05 94
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る天津、この２大直轄市は鉄道や京

経済技術開発区（TEDA）を有す

加価値製品の製造業が集積する天津

む北京、航空・自動車産業など高付

中関村を中心に IT 関連産業が進

でいる。首都としてサービス産業や

製造業などの産業集積は相当に進ん

る北京〜天津〜唐山を結ぶ高速鉄道

実 化である。 時 速 350 キロで走

道路等の輸送インフラのさらなる充

その実現に欠かせないのが鉄道や

経済圏が拡大する可能性は大きい。

の２大直轄市を結ぶ線を軸として、

的にも距離的にも近い。このため、こ

として京津冀や環渤海地域の重要性

北京市と河北省は地域の協調的発展

今年の各省・市の政府活動報告では、

限による独 自の路 線を歩んでいる。

天津は直轄市としてのプライドと権

京は首都としての自信と実績を有し、

らに努力を要すると感じられた。北

の都市による他の都市との協力はさ

18,864.62

22,366.54

26,204.47
江蘇省

10,606.85

12,442.87

15,003.60

18,305.66

21,645.08
6,035.48

6,867.70

10,587.42

12,495.97

11,648.70

13,437.85
6,921.29

8,477.63

10,096.11

6,018.28

8,553.79
河南省

河北省

よって、北京〜天津間は 分で結ば
れるという。天津〜唐山もすでに着
工している。
高速道路は、北京〜天津間で、

実際、北京と唐山、天津と唐山と

の間では、北京と天津との協力を前

提としない協力関係が確立されつつ

あるようだ。 年６月に天津市の張

在、第２京津塘高速道路（片側４車

（片側２車線）がすでに満杯で、現

趙勇書記が天津濱海新区を視察する

業区を訪問し、今年４月に唐山市の

高麗書記や戴相龍市長が曹妃甸工

年に開通した第１ 京津塘高速道路

線）が完成し、 年６月に開通の予

07

93

で、 年ないしは 2010 年に工事

定だ。また、第３高速道路も設計中

例えば天津の人はあまり唐山に行か

など、上層部の交流は進んでいるが、

では、 年に京唐高速道路が完成し

が着工の予定という。北京〜唐山間

りないように感じた。

ず、また曹妃甸に対する認識もあま

速が 年に開通しており、さらに（秦

ている。天津〜唐山間では、唐津高

京、天津、河北省各市が協力し、相

この地域のさらなる発展には、北

ぶ濱海高速が北京オリンピック前に

皇島〜）唐山〜天津（〜黄驊）を結

のすみ分けを行うための協調が必要

互補完の関係を築き、地域間の産業

の都市と調整を図っていかなければ

である。そして、地元政府が自ら他
このほかの航空輸送では、唐山空

ならない。これまでの他地域の例をみ

開通する予定だという。
港の建設工事が始まったほか、天津

ても、中央による産業のすみ分けと
には進まない。

調整を待っているだけでは、決して前

空港の新ターミナルが 年４月 日
にオープンした。

28
ただし、インフラ建設は進んでい

08

9,705.02

8,003.67

浙江省

18,516.87

言すら出ていない。

は、すでに北京〜天津間が完成し、

15,844.64

08

るものの、今回の調査で、それぞれ
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津塘高速道路で結ばれており、時間

13,502.42

15,021.84

90 年代初めから環境都市を標榜する廊坊は町並みも整然と
している

廊坊開発区管理委員会ビルにあるワンストップサービス窓口

を認めているが、天津市ではその文

広東省

金額

金額

30

年８月に開業する予定で、これに

2006 年

12,078.15

08

11,660.43

2005 年
金額

09

15,742.51

2004 年

10,275.50

02

22,077.36

2003 年

山東省

03

金額

2002 年

金額

（単位：億元）

域内総生産（GDP）上位６省
第２表

（出所）
『中国統計年鑑』各年版より作成

地域経済特集

浮上する首都経済圏

首都経済圏の新鋭エンジン

唐山市 と
曹 妃 甸工 業 区 の
新展開

1 億 6,000 万ドル規模の投資を行う住友
重機械グループの工場建設現場。面積は
24 万平方メールに上る。4 月 26 日、市
書記、市長が出席して着工式が行われた

今回取り上げた首都経済圏でとりわ
け成長が注目されるのが唐山市だ。
北京の東、天津の北に位置し、秦皇
島、滄州と共に河北省の沿海 3 市
の一つで、面積 1.3 万平方キロ、人
北京から唐山へ向う首都鋼鉄の通勤バス

口約 730 万人。清末、李鴻章らの
洋務運動で中国初の近代製造業が
興った土地柄であり、1976 年の唐
山大地震で壊滅的な打撃を受けた
が、現在は中国有数の鉄鋼、石炭、
陶磁器、電力の生産基地である。4
月初旬に地元を訪問し、強い成長の
追い風を実感した。

日中経済協会企画調査部課長
07 年 4 月に工場が完成。管球生産を開始した江東電気（唐山高新
産業園区）

山本祐子

JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6
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地域主要高速道路

曹妃甸疏港専用通道

を結ぶ濱海高速が建設中で︑まもな

6

通予定で︑天津〜唐山間も着工され

08

は現 在︑ 大 き な

く︵ 年 月︶完成予定である︒天

設︑
7

大 主 導 産 業チェーンの形 成︑

都市計画建設管理の強化︑都市・農

村一体化の加速︑市民の幸福指数の

向上の 点を掲げている︒その実現

6

た︒北京〜唐山間は国の承認がおり︑

50

転 換 期 にあ る と

40

に向けた措置は次のとおりである︒

7

①高級鋼材︑ 重機械製造︑ 先進的

当初
5k㎡

市街地北西部にあった軍用空港を郊外に移転し、
民間兼用の唐山空港建設を決定。市中心部から
西に 10 ｋｍ地点。北方の航空貨物ハブを目標に、
空港物流業とハイテク産業を発展。民間機正式
就航に向け運動中

化学工業︑先進的農業︑先端サービ

計画面積
91k㎡

李鴻章時代の炭鉱跡地を整備。地盤が弱く工場
やマンションには向かない。ゴルフ場が完成。リ
ゾート地として生態修復、歴史文化遺産発掘、景
観緑化を重点に、唐山の旧市街地の改造、資源
型都市からの転換の象徴とする。

ス︑ハイテク︑環境産業の 大産業
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計画面積
23k㎡

軍用空港の跡地を文化・金融・商業等サービス・
ソフト中心の立地や住宅団地として再開発。現代
ビジネスセンター、本部センターを目標に、文化・
教育、金融・ビジネス、科学技術を中心として美
観・エコロジー・都市機能を重視。

チェーンを形成して経済成長方式を

空港城効能区

世界一流のエコタウン、港 湾都市、濱 海 都市、
モデル都市、国際都市、環渤海の中心都市を目
指す。08 年 8 月までに都市インフラ建設を開始
し、3 〜 5 年で基本形を完成

変える︒

南湖生態城効能区

80k㎡
（将来は
150k㎡）

津濱海新区と曹妃甸が 〜 分で結

鳳凰新城効能区

特徴・計画

来年の着工が予定されている︒唐山

曹妃甸生態城効能区

面積

いうことができる︒それは︑一つには

「4 大主体効能区」

ばれることとなる︒

ハイテク、現代サービス業。唐山・天津との橋渡し機能を持つ

市内から曹妃甸新区にも高速鉄道が

芦漢経済技術開発区

北京・天津との高速交通網整備の進

鉄鋼深加工、新素材産業

敷かれる予定である︒これらが開通

豊南沿海工業区

展や曹妃甸工業区︵ ページに詳細︶

石炭化工、設備製造産業基地、濱海観光地区

26

臨海工業都市を目指す
大規模改造計画

楽亭新区

すれば︑北京︑天津と唐山は通勤圏

トを目指す。住宅地としてエコタウンの濱海新城を建設する。

の本格稼働が近いこと︑もう一つは内

④国の循環経済モデル区、⑤中国北方におけるビジネスリゾー

内となる︒北京に住んで曹妃甸に通

ける重化学工業基地、③国の商業的エネルギー備蓄センター、

外製造業の唐山への移転加速と大規

海地区の国際的エネルギー・原材料ハブ港、②中国北方にお

勤することも現実味を帯びて来た︒

曹妃甸新区

模再開発で市全体に追い風が吹いて

4 大産業は高級鋼材、設備製造、化工、現代物流。①環渤

市は現在︑発展戦略として︑資源

特徴・計画

高速道路の建設も進んでいる︒既

「4 点 1 帯」対象面積 2,143k㎡（香港の 2 倍、東京都とほぼ同じ）

型都市からの転換︑曹妃甸新区の建

大規模都市改造構想

存の津唐高速の東側に︑天津〜唐山

第１表

いることに象徴される︒

曹妃甸工業区

急ピッチで進む北京・
天津との高速交通網整備

8

最高時速 350 キロの高速鉄道

天津市

建設は︑北京五輪に向けて北京〜天

唐山市

津間の敷設が終わり︑ 月までに開

北京市

唐山市

都市間高速鉄道
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央から科学的発展観モデルとして重

たとのことで、唐山と曹妃甸が党中

公表する、長期的に有効な環境保護

視されていることがうかがえる。

定し、定期的に産業発展指導意見を

ドタウンを含む。

メカニズムを確立する、産業構造を

おける機能を特化した再開発で、ベッ

る。曹妃甸の港と工業区に加え、陸
③省エネ・環境保護を徹底する。１

調整し、後れた技術・設備を淘汰す

る芦漢、豊南や京唐港周辺の楽亭の
生産するエネルギー多消費都市であ

にあたる 5000 万トンもの鉄鋼を

を徹底する。

る、環境保護違法企業の取り締まり

環境保護総局から市内鉄鋼企 業の

割が環境影響評価がされておらず

汚染と資源浪費が深刻だとして批判

プロジェクトの

市級・県級単位

河北省唐山市・邯鄲市・鹿泉市・覇州市、
広東省恵州市・東莞市・仏山市南海区及清新県、
甘粛省平涼市・寧夏回族自治州・華亭県・永昌県

22
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② 未 利 用 だった市 沿 海 部を活 用 す
側に居住区を新設して「曹妃甸新区」
市で省の２分の１、全国の 分の１

開発を決定。これらをまとめて「４
る唐山にとって省エネ・汚染排出削

とはいえ唐山市は 年 月、国家

とし、さらに天津濱海新区に南接す

点１帯」「 大主体効能区」と呼ぶ。

を受け、市内鉄鋼

中国建設銀行

減は科学的発展が直面する必須の課

即時停止と発電システム 基に対す

中央所管金融機関

前者は渤海に面した総面積 2000

「科学的発展モデル都市」
認定のインパクト

じられた経緯がある（本誌 年 月

北京師範大学、浙江大学

題と位置づけた。各種計画は「科学

新しい都市改造計画は、市全体を

号）
。科学的発展モデル都市となった

る「区域性・産業性承認制限」が命

「科学的発展モデル都市」とするこ

中央所管高等教育機関

とが大原則である。胡錦濤総書記が

記処勤務当時は、現在の胡錦濤総書

記の直属の部下で、昨年の 回党大

会で党中央候補委員に選出された。

全国青年連合会会長として来日し、

和歌山県の一般家庭でホームスティを

体験、日本に親近感を持つと言われ
ている。

今回の現地調査では偶然、政治局

委員・中央書記処書記の李源潮党中

央組織部長の曹妃甸視察と鉢合わせ

した。李書記は翌日、科学的発展観

の実践について市内で会議を開催し

中国海洋石油総公司、上海宝鋼集団公司

平方キロに及ぶ４開発区で構成され

1

5

中央所管企業

07

江蘇省、江西省、四川省、中央組織部、財政部、
国土資源部

的発展観」に基づいたものとし、固

07

3

省・部級単位

10

曹妃甸新区

る沿海ベルト地帯であり、後者はよ

豊南沿海工業区

定資産投資の承認ガイドラインを制

楽亭新区

り小規模な、市街地周辺と曹妃甸に

芦漢経済技術開発区

4

（出所）「中央決定開展深入学習実践科学発展観活動試点工作」cctv.com/ 新華網 08 年 2 月
28 日 http://news.cctv.com/china/20080228/108064.shtml

打ち出し党規約に記された「科学的

発展観」を、一部地域や職場をモデ

ルとして実践することを今年 月に

た。趙氏は 歳。中国共青団中央書

会書記の役割が大きいと地元で聞い

定を受けた。これには趙勇市党委員

中央が決定、唐山は市全体がその認

2

17

4

8

党による科学発展観活動実践モデル指定先

第２表

43

所在地
４大主体効能区
と
４点１帯
唐山市の
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社を

社 程 度に削 減 す

現在、状況はどうなっただろうか。
ま ず、

務局は、却ってソフト面で勝負できる
環境となったと自信を見せる。土地
耕地でない土地がまだ豊富だ。所得

は、曹妃甸などの埋立地や、沿海の

ては、 違 法 企 業は設 備 破 壊・ 閉 鎖
税統一についても、これまでの ％が

るとの目標を掲げた鉄鋼企業につい
し、 それ以 外は大 企 業に合 併 する

と現代装備製造工業区の二つである。

産業チェーンが
確立した高新産業園区

江東電気（唐山）有限公司

管球の生産・輸出を開始

水晶振動子用気密端子と特殊照

明ランプを製造する（本社 ： 東京、

年 月設立）
。昨年 月に工場が

に終了、
違法設立の 901 社が閉鎖、

に掲載された。この活動は今年 月

1000 社の企業がブラックリスト

業に波及したものの、総経理間の連

で初めて職場放棄が発生、若干の企

ことでは、昨年夏に唐山の日系企業

り問題視していない。労務問題という

ぞれ法規に則って必要な改正をしてお

われているが、唐山の日系企業はそれ

労働契約法の施行による影響が言

源・労働力も豊富で比較的安価だ。

すでに北京～唐山の高速道路から空

クを主に外資を誘致することになり、

新区の管轄とし、航空物流、ハイテ

前述の空港城効能区 平方キロを高

たがま だ認 められていない。ただ、

平方キロに拡張する申請を昨年行っ

園区も計画面積を 平方キロから

中心的役割を果たしてきた高新産業

ている。唐山でこれまで外資誘致に

に増やす必要があるという。中国で

計画だったが、現状 147 名でさら

従業員は当初 120 ～ 130 名の

わせて工事を進め、 月に仮稼働し、

の設備について中国の厳しい規制に合

によれば、気密端子については鍍金

ンプの生産と気密端子の部品の一部

完成し、現在は集魚灯やスタジオラ

中国は耕地の転用を厳しく制限し

社の鉄鋼・セメント企業の後れた

絡の良い唐山では事情はすぐに伝わ

港に分岐する道路の建設が始まって

％になるだけである。電力・水資

設備が淘汰されたという。現在、第

り、市側も職場放棄を支持しないと

いた。

という手法で昨年末までに 社に統

期活動として 3197 社を対象

いう強い態度で臨んだため、短期間

に、市内 県・市・区の 100 社に

月末に本格稼働を見込んでいる。

高新区では、日本企業による溶接、

後。製品は全量輸出し、今年から売

定着率は良く、年間離職率は ％前

の改善等々に取り組んでいる。同時

がはっきりと変わってきたという。こ

から唐山に対する日本企業の関心度

唐山市日本事務所によれば、昨年

テク企業の本社の誘致である。「創業

新しい動きも出てきた。中小のハイ

礎に産業基地とするのが大前提だが、

ンが既に形成されており、これを基

地元でも受注に成功

日東軟件（唐山）有限公司

年間で省エネ・汚染排出削減の目

自動車部品、新素材、バイオ医薬、

り上げが出たが、年内にキャッシュフ

は日本以上に人手がかかるためだ。

省エネ・環境・計器の 産業チェー

に、鉄鋼や石炭で連想されるイメー

れまではこまめに勧誘活動を行って

ローを黒字にしたいとのことだった。

ジ一新のため、2014 年の花博開

センター」という専用のオフィスビル

越して、土地や設備・人員が少ない

を設置、高新区管理委ビルに入居し

不足に対応するため唐山に開発拠点

日本での IT 技術者のマンパワー

産業の誘致を念頭に置いており、日

ている（本社 ： 姫路、

万平方メートルが完成。将来を見
品関連の日本のメーカーの視察予定

本の環境保護産業企業が進出を検討

わせが相次ぎ、現在 社が進出を検

があるとのことだった。昨年までに唐

中という。

月設
山に進出した日系企業も順調に現地

たのは研修だと口をそろえる。 カ

フト開発部課長は、最も想定外だっ

立）
。金高英治総経理、小幡康雄ソ

年
唐山は、一貫して日本企業最重点

7

3

高新区で操業する 社に現状を聞
いた。

06

討中で、 月中にも自動車部品や食

4

減、安全整頓百日攻略活動」を開始、

標達成を義務づけ（不達成の場合は

で収まった。原因は急激な物価上昇

生産が行われている。柏崎保総経理

地元政府や企業責任者は引責辞任）
、

5

展開を進めている。これら日系企業

日 系 企 業 は 進 出 ラッシュ
の様相

催を申請する活動も始まった。

指定地域の鉱山閉鎖、石炭ボイラー

10

26

の誘致方針を採ってきた。中国の外

2
の主な受け入れ先は、高新産業園区

3

4

10

きたが、今は逆に企業からの問い合

6

2

10

5

合。同年 月には「汚染防止排出削

6

だが、経営者の対応が適切でなかった

4

24

重点企業への汚染オンライン観測設備

25
ことが引き金となったようだ。

17

の設置、汚染と資源浪費企業の移転、

12

10

資政策が大きく変化する中で、市商
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崎剛氏に話を聞いた。愛知県内では

を深め、以降、件数をこなすごとに

意識改革と共に厳しい品質への理解

態となった。これが中国人開発者の

めて日本から技術応援が乗り込む事

したが、品質問題が発生、急きょ初

強く、真面目で積極的で、すぐに辞

津に比して唐山は人材がおり、我慢

唐山に来たということではないが、天

んだ。天津にトヨタが進出したから

が得やすく、コストの安い唐山を選

中国進出を検討、製造業の技術人材

となっている。給料が下がっても唐山

に通わせたりして日本語教育に力を

を先生にしたり、市内の日本語教室

注することに成功。当面は日本の

ビリティの開発を担う（本社：豊田、

トヨタ自動車の生産工程のトレーサ

機器製造・設計・ソフト開発企業で、

現代装備製造工業区である。市中心

進出を決定して注目されているのが

プとして１億 6000 万ドル規模の

一方、昨年、住友重機械がグルー

市街区隣接最大の開発区
―現代装備製造工業区

が作っているとのことだった。

盤は唐山周辺の国営・民営メーカー

りで中国の下請けを探し、既に制御

でハードは現地調達する。人の繋が

部は天津トヨタから。トヨタの要請

間本社に研修に出す予定だ。業務は、

1

動を開始、地元日系企業の指紋認証

7

年 月設立）
。本社はトヨタ自動

同じく高新区ビルに入居する制御

トヨタの生産工程を
「見える化」

明和（唐山）科技開発有限公司

したいとのことだった。

～ 割まできた生産性をさらに向上

6

今年すでに数件を受注しており、一

12

ク。殿村守総経理と本社総務部の西

車からの受注 100％の明和ｅ テッ

級開発区として 年前から地元企業

から東へ キロの開平区に属し、区

2

6

24
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月の予定を大幅に超える教育を行い、

確実に業務効率は上昇しているとい
めないところを評価した。河北理工

技術人員を集めるのが難しくなり、

う。また、唐山市としては初めての
大学、燕山大学の卒業生 200 名

年 月より本社からの受注を開始

ソフトウエア輸出であったため、初回
から 名を選抜、日本から指導者が
来て約 年をかけて教育した。通訳

で働きたいという人は少なくないそ

人員は当初より 名増員、現在 名

30

1

入れている。 月からは 名を 年

23

うだ。 年 月からは独自の営業活

5

は契約登記に手間がかかった。開発

4

07

による労務管理システム等を数件受

5

5

江東電気（唐山）有限公司
日東軟件（唐山）有限公司

07
7

07

明和（唐山）科技開発有限公司

唐山日系企業から受注した指紋認証システムを説明する金高総経
理（右）。端末は中国厦門製。ネットで検索して認証率の高いもの
を探したという。

気密端子の極小二股ピンの選別作業。1室に女性 78 名が整然と、
筆者の肉眼では見分けのつかない細かいピンを選り分けていく。
このうち半分は日本で研修したという。私語はまったくない。

社員の日本語レベルを上げ本社と直接電話で仕様書のやりとりが
できるようにするのも課題。

地元大学の理工系には日本語教育を強化してほしいと要望している。
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社が操業してきた。 年 月、市

500 名の応募があった。
軽硅という地元企業をリーディングカ

だ。自動車部品では、トヨタ関連の

スピードは加速しよう。

張大軍市政府副秘書長は、唐山は

今後 年から 年で省のＧＤＰの４

いえよう。

大きな特徴であり、注目に値すると

然製造業の進出が続いていることは

資が減少傾向にあるが、唐山には依

する地域では日本からの製造業の投

てほしい」と強調した。外資の集中

群に高い。日本企業は是非唐山に来

より唐山は物流コストの優位性が抜

を選択するが、曹妃甸の大型港湾に

市場、コスト、環境を比較して立地

ないと意気込む。
「グローバル企業は、

市（計画単列都市）になるかもしれ

分の１～３分の１を占め、副省級都

10

ソーラー産業は、唐山硅業や三瑞

は適さない製造業の誘致先として開
ンパニーとして、唐山の塩化工業を活

省級開発区に昇格した。都市部と郊
日本企業数社が入居を検討中で、自

16.7

735

17.6

928

362

12.72

21,503

7,637

3,270

15.1

3,445

14.5

1,345

1,915

36.62

24,870

-

唐山

河北省 石家荘 13,472

725

2,779 15.0

1,596 16.5

1,037

649

6.42 14,235

5,825

955

2,393

1,391

821

13,205

はここを曹妃甸のような臨海地帯に
発することを決定、管理委員会を設
用した北のソーラー基地にする考え

外の接点に位置し、人材の確保にも
動車ボールジョイントのソミック石川
今年 月に着工を予定している。

643

14.7

4.11

平方キロに拡張し、

有利である。ソーラー、機械製造、
が進出を決定した。 億円を投資し、

立し、面積を

自動車部品を 大産業としている。
とりわけ期待が高いのが外資第一号

今後も製造業の移転は○

16.1

6,765

16.1

となった住友重機械グループの大型投
資だ。住友重機械が減速機を、その

唐山は 年に域内総生産が省都石

1,375

862

1,146

子会社の住友建機が油圧ショベルを製
造する。設備投資額は各約 億円で、

家荘を抜いて河北省最大の経済都市

深圳の計画単列都市のような位置づ

243

1,952

852 20.4

敷地面積は減速機が 万平方メート

じレベルの経済自主権と対外経済決

となり、今や省都ではないが省と同

方メートル。この大型投資に市の対

定権を持つ大連、青島、寧波、厦門、

ル、油圧ショベルと道路機械を 万平
応は素早く、 社が 年 月 日に
進出を決定すると、その１週間後に

けになりつつある。
これら計画単列 都市と唐山の主

1,569

広州

1,470 16.4

5

減速機とは機械の駆動部分でモーターの回転数を用途
に合わせて調整しトルクを上げる装置で、住友重機械は世
界でトップクラスのシェアを誇る。中国進出 3カ所目となる
唐山で生産するのはクレーンや鉱山機械向け大型ギヤボッ
クス。中型は 95 年から天津で生産、販売している。広い
土地の確保、機械産業の基礎、安定した電力、港湾に近く
道路・鉄道の整備が期待でき、天津のサプライチェーンが
使えると判断して唐山を選択した。グループ子会社の住友
建機も同時期に初めての海外製造拠点として中国を検討。
相乗効果を期待して唐山に同時進出することとなった。

グループ進出で相乗効果狙う住友重機械

は会社設立の申請手続きを完了させ
た。筆者等が訪問した際は用地整備

要 経 済 指 標を比 較してみた（ 第３
表）
。唐山は域内総生産ではまだ見

山東省

済南

10,922

758

3,787

16.0

1,785

16.6

1,954

15.7

1,635

1,199

38.07

17,856

浙江省

杭州

9,365

565

3,433

14.8

1,716

15.8

1,889

14.5

1,598

1,036

25.10

22,307 10,051
7,477

608

13.2

元
12,574

中で、 月 日の着工式に向けて日
本側、唐山市、開発区が慌ただしく

劣りするが、製造業の基盤が強く、

福州

広東省

15,848

準備を進めていた。 社共に来年

原材料需要増も手伝って、工業の付
加価値額はすでに大連を上 回った。

～ 月の稼働を目指し、中国市場向
けを主とするが一部輸出、減速機は

25 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

固定資産投資額や消費市場の規模が
金水準がまだそれほど高くないこと

福建省

―

2010 年に 億元、油圧ショベル
予定は減速機が約 200 名、油圧

が一因であろう。外国からの直接投

小さいのは、それぞれ土地価格や賃

ショベルが約 450 名。２社合わせ

資は単列市と一ケタ違うが、昨年か

は 億元の売り上げを見込む。採用

て 名を会計士、通訳、現場管理な

らの日本企業の進出増加で追いつく

青島

寧波

8,369
31.60

15,109
983

元

億元

億ドル
億元
％

1,931
1,345 23.0

億元
％
％

1,537 20.5
17.5
瀋陽

億元

遼寧省

3,131

農村部
純収入
大連

18

5

都市部
可処分
所得
面積

04

直接投
資実行
額
省都

9

4,954
厦門

深圳

石家荘 河北省

1

消費品
小売額
省

14

10

固定資
産投資

5

40

11

うち第二次産業

07

10

07

2

うち工業

20
3

2

26

15

域内総生産

人口
万人

4

ど立上げ人員として募集したところ

計画単列都市と唐山市の経済指標比較（2007 年）
第3表

20
2

16

20

（注）人口は常住人口。寧波と青島は戸籍ベース。青島の固定資産投資と石家荘の工業付加価値は一定規模以上。青島の直接投資は契約額か実行額か不明。
（出所）各市 2007 年国民経済・社会発展統計公報より作成。
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至天津

曹妃甸はもともと唐山市沖 キロ

の海上にある砂州の地名である︒そ

の名は曹妃︵唐の太宗の妃︶が埋葬

されたという伝説に由来する︒曹妃

方キロの浅瀬を埋め立てて深水港重

工業区を建設するもので︑首都鋼鉄

の移転を始め循環経済産業モデル区

として国の第 次五カ年計画のプロ

管理委員会の薛渤珣常務副主任によ

れば︑今年 月時点で計画のうち

いる 万トン級鉱石バース 基およ

的に完成した﹂
︒一昨年から稼働して

線で囲った部分︶
︑﹁インフラは基本

万平方メートルの埋立が終わり︵点

88

び鉄鉱石ヤードに加え︑新たに 万

2

30

トン原油バース 基︑ 万トンバル
10

クバース 基︑ 万トンコンテナバー
5

ス 基︑ 万〜 万トン石炭積み出
8

しバース 基が完成︒市内への高速

道路は 月開通予定だ︒石炭輸送鉄

道は 月︑ 万 石炭火力発電 基

2

薛副主任は︑ 年からは 1500

クも一部完成している︒

年後半に着工される︒原油備蓄タン

は年末稼働予定︒LNG バースは今

kW

事 業を

25

と︑華北への水の供給を海水淡水化

ある高品質鉄鋼と港を活用した造船

行うと述べた︒特に曹妃甸の核心で

学工 業︑ 造 船︑ 鋼 材など

億元を投入して石炭化学工業︑塩化

08

26

JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

18

甸工業区は︑ここまでの 310 万平

曹妃甸の新展開

ジェクトとなっている︒曹妃甸工業区

11

2

2

30

❹

❷
❸
（次頁）

4

5

5

6

首都鋼鉄は
10 月 18 日
火入れ決定
❼
❺
❻
首都鋼鉄

25

5

9

❽
❶

渤 海湾

❷完成した原油受入バース30 万トン 2基と全体図
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❶石炭専用鉄道の鉄橋

❼ 30 万 kW×2 基の石炭火力発電は年内稼働予定。最終的には
460 万 kW を建設する

❺奥に見えるのがコンテナバース

❽ベッドタウンとなる曹妃甸生態城
の建設予定地。再生可能エネルギー
と首都鋼鉄のエネルギー回収で約 8
割のエネルギーを賄う計画

によって行う際に得られる塩の化学

工業について日本企業の協力を期待

している。 薛 副 主 任は、「資 金でな

❷計画では 16 基のタンクが建設される

く技術が欲しい。日本が持つ技術は、

ものによっては中国の別の用途に適し

ているものがあるはずだ。日本や欧

米に適していない技術が中国に適し

27 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

ているかもしれない。そういうものを

❷建設中の原油貯蔵タンク

❸昔の面影を残す灯台が保
存されている

ぜひ持ってきて欲しい」と強調した。

❹鉄鉱石バースは順調に稼働。この日も 2 隻が接岸。現在、25 万トン
×2 基だが、年内に増設する

首鋼京唐鋼鉄公司の
建設進捗状況
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❻

❻コークス工場・高炉・転炉・連続鋳造・冷熱圧延等一貫製
造プラントがその姿を現した首都鋼鉄（正式名称は首鋼京唐
鋼鉄公司）。鉄鋼生産能力は第 1 期は 970 万トン、2 期は
1,500 万トンで、最終的には 3000 万トンを目指す。製品は
自動車、造船用などの高級鋼板。総指揮部ビル前には 10 月
18 日の火入れが明示され、カウントダウンが掲げられていた。

熱間圧延の工事事務所

製鉄所変電所の工事事務所
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28
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コークス工場

首鋼京唐公司の総指揮部ビル

10 月 18 日の火入れに向けて
カウントダウン

姿を現した 5,500 立方メートルの高炉
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連続鋳造と圧延工場の全景

29 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

JC ECONOMIC JOURNAL 6 月号 中国ビジネス最前線

中国ビジネス

線
前
最

現地日系企業からの最新生情報

廣瀬俊治董事・副総経理に聞く

設計施工で品質の高い建物をつくっていきたい
中建 大成建築有限責任公司
−

廣瀬

政 府から評 価され︑ 当 時から︑ 中 国

いましたが︑この発電所の工事は中央

省のルブゲ水力発電所なども手がけて

大成建設としては︑それ以前に雲南

ラクターとして大成建設が入ることも

場合は︑他の元請け会社のサブコント

建設会社が直接元請けできない案件の

どはその例です︒規制によって外資の

しており︑第一製薬さんの製薬工場な

北 京シャングリラホテルを建

設したのが大成建設として中国での第

政府の指導者には︑大成建設という名

中 大 実 業 有 限 公 司︵ 中 建

基礎に︑ 年に双方 ％ずつ出資して︑

ングリラホテル建設での協力の成功を

社を作ろうということになり︑北京シャ

た︒その結果︑完全に対等な関係の会

年 までは︑日 本 法 人の大 成 建 設が中

も建築を業とする会社です︒2003

ので︑ 中建

中国建築工程総公司は建築会社です

に分離しています︒合弁パートナーの

廣瀬

大成建築有限責任公司

た︒中大実業は設計部門を持っていな

せず︑それらは完全に分離していまし

と施工の一括発注という考え方が存在

必要でした︒中国には︑もともと設計

るのは無理で︑大成建設本体の支援が

工場の機械設備や生産ラインを担当す

86

を設立しました︒当時は︑建築分野で

−

50

03

大成建築
有限責任公司の前身︑ 年までの名称︶

ります︒当時の中大実業有限公司では︑

技術面の双方の観点から組むことにな

ジョイント ベンチャーは︑ 資 金 面︑

責任公司が管理しています︒

国 事 業はすべて中 建

大成建築有限

一号の建築施工実績です︒これは日系
でした︒このとき︑以前から大成建設
と第三国で施工協力の実績があった中
国建築工程総公司と一緒に取り組み︑
年頃から同社との間で︑合弁企業を

−

04

かったのです︒

設立しようかという相談が始まりまし

85

国での建設プロジェクトを直接受注し︑

中国では︑建築と土木は完全

ー親企業である大成建設と合弁
会社とはどのような役割分担な
のですか？

ありました︒ 年からは大成建設の中

設がジョイントベンチャーを組んで施工

ごとに︑ 中 大 実 業 有 限 公 司と大 成 建

元請けになっていました︒プロジェクト

−

前は広く知られていました︒

つです︒

とも︑対等の出資になった要因のひと

は外資の出資比率上限が ％だったこ

20

の建設会社としても初めての建築物件

ー早い時 期に中 国に進 出されま
したが︑ 合弁会社設立の経緯を
教えてください︒

50

1986 年の合弁会社設立以来︑すでに 年以上の歴史を持ち︑多くの建築物を手がけてきた中建 大成建
築有限責任公司︒拡大を続ける中国の建築市場は︑同時に変化の激しい市場でもある︒日本で培った技術を
生かして︑いかに成長を続けていくのか︒廣瀬俊治董事・副総経理に聞いた︒

北京の中建−大成建築有限責任公司の本社玄関にて

−

Series
6

30

JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

JC ECONOMIC JOURNAL 6 月号 中国ビジネス最前線

ませんが、我々は受注できます。また

築物に配管を交差させるスペースがな

なく、配管図などを描かないので、建

最近は、中国のお客様の目も変わっ

エンジニアの人材を確保していく上で

やはり中方が入っていた方が好意的に

てきました。当社の歴史も古くなって

く、無理に曲げてはみ出させたりして

対応してくれます。双方の親会社の意

きて、お客様の建物への品質要求が厳

も、中方側パートナーの力が不可欠で

廣 瀬 ： 以 前の社 名では一見して何の

思決定に時間がかかることもあります

しくなってきたと感じます。かつては

います。

会社か分かりにくかったので、両方の

が、これらのメリットは大きいと考え

コンセントが少し曲がってついていても

す。このほか、 政 府 当 局との関 係で、

親会社の社名をつけて、かつ建築会社

ています。これまでも常にイーブンで

ー 年に社 名を変 更したのはな
ぜですか？ それ以 降 会 社はど
のように変化しましたか？

とすぐ分かるような名前にしました。

ました。当社としては、これをチャン

肥えて日本の品質要求に近くなってき

気にしなかったのですが、次第に目が

億～

スととらえ、日系のお客様に限らず、

億

億 2000

億 6000 万 元

年

大成建築有限責

ようになりました。北京シャングリラ

いても、今は現地調達のもので作れる

技術は優秀といえます。建築資材につ

今では鉄 骨 造も普 及し、 駆 体を組む

筋コンクリート）造がメインでしたが、

す。かつては超高層建築でもＲＣ（鉄

比べれば 技 術 力 が 急 激に伸 びていま

廣瀬 ： 建築技 術については、 以前と

は、これまで手がけてきた工場や住宅

し、各事務所に配置しています。今後

で、当社では図面を描ける人間を増や

図面を書き換える教育が遅れているの

中での設計変更、工事変更に対応して

していきます。また、中国では建設途

を一貫して請け負う方向で事業を拡大

政府も推奨しているように、設計施工

やしていきたいと考えています。中国

高い品質を求める中国系のお客様を増

5000 万 元と推 移 していま す。 現

ホテルを建てたときは、現地材は粗悪

に加 え、 学 校、 大 学や病 院などの公

法人にて工事を受注することに改め、

地 法 人に事 業を集 約したので社 員 も

で使えないものが多く、ほとんど輸入

共施設の受注も増やし、高い品質の建

任 公 司の受 注 高も伸 びました。
の受 注 高は一気に
年は

となり、 その後
万 元、

増え、

年は
億 元、

年は

430 人になっています。そのほとん
どがエンジニアです。

設備のコーディネーションが下手なこと

竜祐）

（聞き手 ： 日中経済協会北京事務所長 高島

4

名称変更した中建

年の 330 人から現在では

材で建てたのですが、今はほとんど現

でしょう。建物には、ただ建てるだけ

していきたいと考えています。

築物を作っていくことで、業績を拡大

ー独 資にせず、 対 の合 弁を
長期にわたり維持していますが、
どんなメリットがあるのでしょう
か？

（注）本インタビューは 年 月 日に行った。

29

04
7

8

07

50

どの各種設備や配管が必要ですが、中

50

廣瀬 ： 外資企業が発注者の場合、独

でなく、 空 調、 給 排 水、 電 気 系 統な

欠点を挙げるとすれば、建物の内部

地調達が可能となり、楽になりました。

ー中国の建築市場の進歩と特徴
をどう見ておられますか？

増資してきております。

前述のとおり、 年までは日本の大
中大実業の受注高は年平均

4

億元でしたが、 年から基本的に現地

3

成建設本体が受注していましたから、

03

04

－

12

10 05

国の設 計 者は自 分で施工した経 験が
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03

資の建築会社だと規制のため受注でき

08

06

04

北 京 シャン グリラホ テル。5 万
6,710 平方メートル、24 階建て
学校の施工実績。北京日本人学校
（右）と北京日本学研究センター
（左） 北京第一製薬製剤工場。
1 万 1,458.6 平方メートル

JC ECONOMIC JOURNAL 6 月号 出張報告

中国内外 50 以上の大学が進出している産学連携大学パーク

設立の背景

北京大学と香港科学技術大学は教授

や学生の相互派遣交流、華南での共同

研究等を行うこととし、 年には、深

（

た。当初は、単純な加工作業を行う加

して指定されて以来、発展を遂げてき

しても清華大学と同様に 6000 万

た。深圳市政府は、この基地建設に対

港産学研基地を設立することで合意し

l
a
u
t
r
i
v

強いために、仮想大学のようなイメー

工貿易基地としての役割を担ってきた

元を出資し、支援した。

深圳は 1980 年に特別行政区と

ジを持たれるかもしれないが、現実は、

が、時代の変化に伴い、ハイテク産業

深圳市政府の援助により、清華大学

清華大学や北京大学と同じような支援

本部や他の大学などと結合している。

な発展によって、現在では国家級重点

最後の国家級ハイテクパークで、急速

討が始まった。検討の結果、深圳市政

こに初めて、深圳バーチャル大学園の検

研究部門が市政府の中に設置され、こ

今回面談した北京大学と香港科技大

じ年に、当時の深圳市長が清華大学の

深圳ハイテクパークが設立された同

さらに業 務 活 動 費 用として 6000

学進出用の部屋として 室を準備し、

単なる大学としてではなく、大学の集

なり、
さらに
「園」
が加えられた。これは、

うだが、最終的には、「バーチャル」と

名称を決めるときに、大いに悩んだそ

し、途中、資金不足により、清華大学

合意した。この研究院は 年から着工

万元と土地を出資し、研究院の設立に

が 1000 万元、深圳市が 3000

材活用について相談を始め、清華大学

らの要請があること、③ 年間の活動

科系大学であること、②副学長以上か

行うとともに、進出に際しては、①理

催された際に、各大学に対して勧誘を

年 月、深圳ハイテク交易会が開

合体である大学パークを目指す設立者

計画の提出と常駐者を 名以上を置く

の意図が表れている。

ことの３つの条件を提示した。その結

10

果、 校から応募があり、最終的に

18

万元の追加投資を行った。

が 2000 万元、深圳市が 6000

16

3

1

99

22

97

年には、 香港の中国返還に伴い、
98

32
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本年 月、深圳虚擬大学園を訪問す
深 圳 虚 擬 大 学 園 は、 バ ー チャル

深圳市が深圳ハイテクパークの中に用

への対応に迫られた。当時、深圳市で

と北京大学が深圳に進出したことは大

）という 言 葉のインパクトが

意した ・ 万平方メートルの大学園

はハイテク産業育成に対して３つの不足

敷地の中に、各大学が大学院や研究室
等の形式で進出している。現在では

ら人が集まってきており、これらの人

を介しての他の大学からの売り込みも

技術産業園（深圳ハイテクパーク）を
設立した。深圳ハイテクパークは、

これらの施設には、
インキュベーター（孵

ハイテクパーク カ所の つとなってい

ができないために、大学誘致に関する

化）施設や実験・実証室などが設置さ

府は、前述のとおり名称を確定し、

年 月に、深圳ハイテクパークの中に大
学の合作組織である深港産学研基地副

万元を用意した。

成都、武漢）

99

1

出身であったことから、清華大学と人

6

6
主任の張克科氏によると、本大学園の

た活動が行われている。

る。
（深圳のほかは北京、上海、西安、

年に全国で 番目に国から認可された

97

ては資金、土地に限りがあることから、

カ所に分散していたハイテク産業地域

大学園の中には 棟の産学連携施設

5

れ、研究開発の成果の実用化を目指し

が建設され、ネットを通じて各大学の

11

56

8

リー等外国大学も参加している。

本土の名門大学（北京大学、清華大学

校以上がメンバーとして加盟し、中国

50

多くあった。しかし、深圳市政府とし

認識があり、その対策として 年に

きな反響を呼んだ。深圳は全国各地か

6

をまとめ、 ・ 平方キロの深圳高新

4

3

等）のほかに、香港、フランス、ハンガ

96

（ 土 地、 人 材、 プロジェクト ）という

99

3

る機会を得た。

バーチャル大学の要、産学連携の
研究基地
深圳には全国から人が集まってくる
深 圳 の 華 強 路 に あ る パ ソコン
ショップ
創業企業は 30 社以上

深圳虚擬大学園
SHENZHEN VIRTUAL UNIVERSITY

谷崎秀樹 日中経済協会業務部課長
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Hefei University of Technology

31 重慶大学

Chongqing University

32 湖南大学

Huanan University

33 深圳職業技術学院

Shenzhen Polytechnic

34 香港理工大学

The HongKong Polytechnic University

35 中国地質大学

China University of Gaosciences

36 華東理工大学

East China University Science and Technology

37 香港城市大学

City University of HongKong

38 大連理工大学

Dailian University of Technology

39 フランス リヨン中央理工大学 Ecole Centrale De Lyon
40 北京交通大学

Beijing Jiaotong University

41 中国人民大学

Renmin University of China

42 天津大学

Tianjin University

43 電子科技大学

University of electronical Science and Technology

44 香港中文大学

The Chinese University of HongKong

45 アルバータ大学

The Governors of The University of Alberta

46 ブダペスト技術与経済大学 Budapest University of Technology and Economics
47 ハンガリー・ミスコルク大学 The University of Miskolc
48 中山大学

Sun Yat-Sen University
（注）2006 年 7 月現在
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圳の２つのナンバープレートを持つ車両

30 合肥工業大学

から人工的に作られた都市である。そ

Southeast University

万人以 上の修 士以 上の研 究 者を輩

Beijing University of Posts and Telecommunicatons

校が選ばれた。中国地質大学は、深圳

28 北京郵電大学
29 東南大学

30

も多く見受けられた。

China Phaarmaceutical University

8

72

2

のために、中国全国各地から人が集ま

The Chinese Academy of Social Sciences

27 中国薬科大学

出し、創業企業は 社に上がっている。

26 中国社会科学院研究生院

にとって重要でないとの判断から当初選

Shanghai Jiaotong University

このように、深圳は全国各地とネッ

25 上海交通大学

り、今まさに歴史を創っている都市であ

HongKong Baptist University

進出した重点大学では、成果の実用化

24 香港浸会大学

ばれなかったが、自費での進出を希望

HongKong University of Science and Technology

トワークを持つことができる。この点

23 香港科技大学

る。その中で、人々は、慣習にとらわ

The University of HongKong

に向けた実験室、ならびに企業とのよ

Shenzhen University

したため認可され、中国社会科学院は

21 深圳大学
22 香港大学

は、地方主義の顕著な中国にあって特異

Xiamen University

れず、あるいは出身地の慣習そのまま

20 厦門大学

りよいプラットフォームの構築を目指し

Fudan University

理科系ではなかったが、将来深圳におい

19 復旦大学

といってよいだろう。さらに、香港とい

Zhejiang University

に、生き生きと生活している様相がそ

18 浙江大学

社との共同で実験 ･ 研究

Nanjing University

て、企業

17 南京大学

ても経営管理が必要となることが想定

Nankai University

う国際貿易基地の窓口の役割も担ってい

Wuhan University

う感じさせたのかもしれない。

15 武漢大学
16 南開大学

室を設置している。事務所ビルは 棟

Tongji University

されたことから認められた。

Jinlin University . China

でに発展している。

13 吉林大学
14 同済大学

る。深圳市自らもこの特異性や優位性

Southwest Jiaotong University

現地のヒアリングでは、以前は本土

Xidian University

建築され、自費で進出した中国地質大

11 西安電子科技大学
12 西南交通大学

を認識し、活用している。これを体現し

Xian Jiaotong University

から深圳に入るには特別の許可が必要

Northwestern polytechnical University

学は、現在では自社ビルを建設するま

9 西北工業大学
10 西安交通大学

大学を呼び寄せる自由な雰囲気

Huazhong University of Science and Technology

ているのが深圳バーチャル大学園であり、

Beijing Institute of Technology University

8 華中科技大学

であったものが、現在ではほとんどノー

7 北京理工大学

今回面談した劉勇総経理の「北京大学

University of Science andTechnology of China

チェックの状態であるとのこと。さらに、

6 中国科技大学

深圳を訪れて、南方特有の気候・風

Chinese Academy of Engineering Cae

50

深圳バーチャル大学が設立されてか

5 中国工程院

は深圳には来ますが、上海や成都には

4 中国科学院

The Chinese Academy of Science

香港との交通は高速道路、鉄道、フェ

Huabin University of Engineering

土の影響もあろうが、「自由」という雰

Peking University

3 ハルピン工業大学

らすでに８年が経過し、現在進出した

2 北京大学

行きません」という言葉が印象に残った。

Tsinghua University

リー等の手段や便数も多く、香港と深

1 清華大学

囲気が率直な感想である。深圳は漁村

加盟大学リスト

大学は 校以上になっている。これまで、

深圳バーチャル大学
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近藤公認会計士事務所
公認会計士 近藤義雄

いますが、まだその適用は任意で強制適用されていません。
したがって、中国子会社は現行の企業会計準則と企業会計制

中国子会社の財務諸表を IFRS に準拠した財務諸表に
修正する手続きにはどのようなものがありますか。

度に準拠して作成した財務諸表を日本の会計基準または IFRS に
準拠した財務諸表に修正しなければなりません。IFRS に準ずる

中国子会社の財務諸表を IFRS に準拠した財務諸表に修

場合は、この現行の企業会計準則、企業会計制度と IFRS との間

正する業務は当然のことながら、中国子会社の経理部門

にはかなりの会計処理の差異が存在します。どの会計処理が中

が行うことになります。中国子会社を監査している現地の

国子会社に該当するかは会社の状況によって異なりますので、す

会計事務所が財務諸表の作成に協力することはできません。自ら

べての会計処理の差異が影響するわけではありませんが、現行

作成した財務諸表に監査意見等を述べることはできないからです。

の企業会計準則、企業会計制度と IFRS では、相当数の会計処
理の差異を修正する必要があります。

しかし、現実の問題としては中国子会社の経理部門の担当者
が IFRS に精通していることは稀です。例えば、日本でも会社の

これに対して、新企業会計準則はその構成から内容に至るま

経理担当者または公認会計士であっても日本会計基準で作成し

で IFRS にかなり類似していますが、やはり中国固有の状況もあ

た財務諸表を IFRS に準拠した財務諸表に修正することを容易に

り IFRS と同一ということではありません。中国財政部の会計準

行える人材は限られていると思います。中国子会社の経理部門が

則委員会は、06 年 11 月に EU 代表と会合を持ち、中国の新企

このような財務諸表の修正を行う能力があれば特に問題はありま

業会計準則が第三国の会計基準として国際会計基準との同等性

せんが、そのような人材に恵まれることは少ないと思います。こ

評価を得られるよう協議しました。07 年 6 月には EU 委員会の

れは日本基準でも同様です。

代表が北京を訪問して、08 年末までに中国の新企業会計準則が

従って、日本親会社の管理部門または中国子会社の専門部署

国際会計基準と同等性を有するかどうかの最終決定を行うことが

が、現行の企業会計準則、企業会計制度と IFRS との会計基準

表明されています。新企業会計準則が IFRS と同等であるかどう

の詳細な差異比較を行い、中国子会社の経理部門に修正作業の

かについては、08 年末までの EU 委員会の決定を待たなければ

内容を具体的に指示することが必要となってきます。多くの上場

なりません。

会社ではこのような準備が完了していることと思いますが、現実

なお、最近の世界各国の会計基準の IFRS への統一について

の問題は、このような作業を行う日本人または中国人が限られて

は新たな動向が生まれています。発展途上国は自国の会計基準

いることです。日本人は IFRS に精通していたとしても中国の会計

を IFRS にコンバージェンス（収斂）させるのではなく、IFRS を

基準に精通しているわけではなく、中国人は現地の会計基準に

直接自国の会計基準としてアドプション（採用）する傾向があり

精通していても IFRS に精通している人材が少ないからです。

ます。また、米国の SEC（証券取引委員会）は 07 年に SEC に登

IFRS に準拠した財務諸表は、日本親会社に報告する連結パッ

録する外国企業に対して IFRS に準拠した財務諸表を米国基準へ

ケージの中に含まれますが、この連結パッケージに対して現地の法

の調整なしで受け入れることを提案しました。米国の新たな動き

定監査を担当する会計事務所のレビューを受けることになります。

はコンバージェンスからアドプションへ移行する世界の動向を反

日本親会社の会計監査人は、中国子会社に限らず全世界で同様

映しています。

に作成された在外子会社の IFRS または米国会計基準に準拠した

コンバージェンスでは次々と修正される IFRS の新基準に迅速

在外子会社の財務諸表を連結した財務諸表に対して監査意見を表

に対応できなくなり、新たな会計の潮流を主導することは困難で

明します。当然のことながら、海外各国の会計基準から IFRS に修

す。むしろアドプション（直接採用）することにより、世界の会

正した財務諸表の内容を検討することはできません。海外各国の

計の主導権を握ったほうが良いとする考え方があります。

現地会計事務所の監査意見に依拠することになります。

中国の新企業会計準則が IFRS と同等と評価されるか、または

このように日本の実務対応報告第 18 号は、IFRS または米国

新たな展開に向かうかはまだ予測することができません。このよ

会計基準に準拠していない海外子会社とその現地会計事務所に

うに現段階では、日本の連結決算では、新企業会計準則に準拠

対して過重な負担を強いるものです。日本親会社の連結手続き

した財務諸表を作成したとしても、さらに IFRS に準拠した財務

においては、このように IFRS 等に収斂した会計処理をさらに 8

諸表への修正が必要とされることになります。

項目に限られていますが、日本固有の会計基準に修正しなければ
なりません。日本の会計基準を一日も早くIFRS に収斂させるこ
とが急務ではないかと思います。
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中国の企業会計準則とＩＦＲＳ
今年４月以降の事業年度から、日本の上場会社は中国子会社の連結に際し、日本の会計基準または
IFRS
（国際財務報告基準）により財務諸表を作成しなければならなくなった。その概要を解説する。
日本の上場会社は 2008 年 4 月以後開始する事業年度

親会社と同じ日本の会計基準に準拠しますので、在外子会社の

から、中国子会社を連結するのに IFRS により財務諸表

財務諸表は日本の会計基準で作成することになります。ただし、

を作成しなければならないと聞きましたが、本当ですか。

当面の取り扱いとして、在外子会社の財務諸表が IFRS または米
国会計基準に準拠して作成されている場合には、それらを連結

IFRS（ 国 際 財 務 報 告 基 準 ） と は、International

決算手続き上利用することができるものとしました。

Financial Reporting Standards の略称で、国際会計

中国子会社について言えば、これまで中国子会社は現行の企

基 準 審 議 会（International Accounting Standards

業会計準則と企業会計制度に準拠して財務諸表が作成され、日

Board）によって制定された会計基準の総称です。

本の親会社は現地で作成した財務諸表をそのまま連結決算に利

IFRS は、EU（欧州連合）を含む海外 100 カ国以上の国で会

用することができました。しかし、この実務対応報告第 18 号に

計基準として採用されているかまたは将来的に導入されることが

よって、日本の上場会社は 08 年 4 月 1 日以後に開始する連結会

表明されています。EU の証券市場では、債券を公募しているか

計年度から、中国子会社の財務諸表を日本の会計基準、IFRS ま

または株式を上場している外国会社は、09 年 1 月以降は IFRS

たは米国会計基準に準拠した財務諸表に修正しなければなりま

またはそれと同等と認められる会計基準に準拠して財務諸表を

せん。

作成することが義務付けられています。現在のところ、EU の証

08 年 4 月から日本の上場会社は四半期報告を行わなければな

券市場に債券等を公募している日本企業の多くは、日本の会計

りませんので、IFRS に準ずる場合は第 1 四半期が終了する 6 月

基準により作成した財務諸表を開示しています。

末の四半期報告書において IFRS に準拠した在外子会社の財務諸

日本の会計基準が IFRS と同等と認められるかどうかについて

表が必要となります。この時期までに、中国子会社は IFRS 移行

は、
05 年 7 月に CESR
（欧州証券規制当局委員会）が、
米国、
日本、

日である 08 年 1 月 1日現在の期首貸借対照表と第 1 四半期にあ

カナダの会計基準に対して同等性評価に関する技術的助言を公

たる 08 年 1 月から 3 月までの第 1 四半期財務諸表を作成して日

表し、日本の会計基準に対しては 26 項目の補正措置が必要と判

本親会社に報告しなければなりません。

断しました。

なお、日本の会計基準はまだ IFRS と同等ではありません。日

26 項目の補正措置には、会計基準に極めて重要な差異がある

本の会計基準が IFRS と同等と認められるためには、重要な差異

ため仮定計算による要約財務諸表の作成を必要とする補完計算

については、08 年末までに日本の会計基準を変更して差異を解

書項目（3 項目）
、開示の形で重要な差異を定量的に表示する開

消するか、またはＩＦＲＳの会計基準を代替適用することが可能

示項目Ｂ（9 項目）
、日本会計基準と IFRS との差異を説明するだ

となるように変更しなければなりません。また、残りの差異につ

けの開示項目Ａ（13 項目）
、複雑な会計基準のため将来の検討

いても 2011 年 6 月までに IFRS とのコンバージェンス（収斂）を

作業を必要とする項目（1 項目 金融商品会計基準）があります。

行う予定となっています。

最も重要な差異である補完計算書項目の中に在外子会社の会
計方針の統一があり、従来の日本の会計基準では、海外子会社

中国には新企業会計準則がありますが、新企業会計準

の会計方針が所在地国で認められた会計基準に準拠していれば、

則と IFRS は同等なのですか。

日本の親会社と異なる会計方針であってもこれを統一する必要は
ないものとしていました。CESR（欧州証券規制当局委員会）の

中国の会計基準には、現行の企業会計準則、企業会計

指摘を受けて、日本の企業会計基準委員会は 06 年 5 月に「連結

制度、新企業会計準則があります。外国投資企業である

財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

中国子会社には現行の企業会計準則と企業会計制度が

り扱い」
（実務対応報告第 18 号）を公表し、親子会社間の会計

適用されています。これに対して上場会社と非上場の銀行、証券

方針は原則として統一しなければならないものとしました。

会社、保険会社等に対して新企業会計準則が適用されています。

原則的な取り扱いとしては、在外子会社の会計方針は日本の
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制度情報

上海市で公布された地方法規・政府通達

（2007 年 12 月～ 08 年 4 月現在）

文書番号

人民政府令
［2007］92 号

滬府発
［2007］44 号

滬質技監食
［2007］659 号

法規・政府通達の名称

『上海市城鎮労働者基
本医療保険弁法』

『上海市城鎮居住民基
本医療保険施行弁法』

『「食品リコール管理規
定」の実施意見に関す
る通知』

発布機関

人民政府

人民政府

質量技術監
督局

発布/施行期日

内容の概略

2007.12.1

00 年 12 月より施行している現行法を国務院の『城鎮労働者基本医
療保険制度の確立に関する決定』に基づいて修正したものである。
際立った修正カ所としては、旧法では、在職労働者を 34 歳以下、
35 歳から 44 歳、45 歳以上に分けてそれぞれ前年度における上海
市の労働者年間平均賃金額の 0.5％、1％、1.5％を本人の個人医療
口座に記帳するとしていたが、これを「企業が納付する医療保険料
の 30％を在職労働者の個人医療口座に記帳しなければならない」
と修正している。また、違法行為に対する罰金額も引き上げられて
いる。

2007.12.8

国務院の『城鎮居住民基本医療保険のテスト実施の展開に関する
指導意見』に基づいて上海市で制定した法令で、企業労働者以外
の都市居住民を適用対象者としている。これによって、上海の城鎮
戸籍を有する 18 歳以上の市民、おなじく城鎮戸籍を有する児童が
毎年所定の医療保険料を納付することよってすでに制度化している
医療保険制度を享受できる。本法令は 08 年 1 月 1 日より施行して
いる。

2007.12.10

国家品質技術監督管理局が 07 年 8 月に公布した『食品リコール管
理規定』の上海市における実施細則である。細則では、①食品リコー
ル委員会の設置、②食品の品質と安全に関する情報ファイル制度の
導入、③食品リコールの作業フロー、④主管部門による行政命令の
手続き、⑤主管部門への報告制度ーー等を定めている。食品事業を
展開する外商投資企業は必知の法令である。

滬質技監食
［2007］672 号

『食品添加剤管理規定
の強化に関する通知』

質量技術監
督局

2007.12.14

『食品衛生法』に基づいて食品の汚染防止と身体の安全を守るため
に公布された上海市の行政法規である。特に食品に含まれる添加剤
について、その含有量、包装、表示、使用禁止の添加剤、処罰事項
等に関して管理を一段と強化する規定を設けている。本法令は 08
年 1 月 1 日より施行しており、食品加工製造を営む外商投資企業は
必知の規定である。

滬労保綜発
［2008］3 号

『上海市城鎮企業組織
の定年退職者養老金の
調整に関する通知』

労働社会保
障局

2008.1.20

08 年１月 1 日より定年退職者が受給する養老金（生活費）を従前の
金額からさらに 65 元増額する旨の政府通達。

2008.2.27

国税局が公布した同名の通知を上海市国税局が公布したもの。これ
まで、外商投資企業の外国投資者が中国国内で獲得した利益を運用
して国内再投資する場合に企業所得税の還付を受ける優遇政策が実
施されてきた。ところが本通知によって、この政策は 07 年末までに
再投資の手続きを完了しているケースにのみ適用され、また 07 年度
の見込み利益を再投資に運用した場合は優遇の対象としないことと
なった。また、ほかに技術移転や特許の使用等で獲得した所得につ
いても 07 年末までの契約行為については所定の手続きを経てその
有効期間内で免税が可能となる。本件に該当する優遇を享受してき
た外商投資企業は必知の法令である。

2007.2.28

大量の発票を発行するサービス産業で運用するロール式発票と電子
版発票を普及するために公布された通知で、発票の様式、印刷時の
仕様、偽物防止策、発行する際の限度額等を詳細に定めている。該
当する発票の導入を検討している外商投資サービス業の企業は必知
の法令である。

滬国税外
［2008］26 号

『外商投資企業と外国
企業が原有する税優遇
政策の取消後の関係
事項の処理に関する通
知』

滬地税徴
［2007］19 号

『上海市・サービス業、
娯楽業、スポーツ文化
業の統一発票（ロール
式）および電子版発票
の普及に関する通知』

市国税局

市地税局
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国税函
［2008］219 号

『サービス貿易対外支
払の税収徴収に関する
問題についての通知』

滬国税外
［2008］30 号

『サービス貿易対外支
払の税収徴収に関する
問題についての補充通
知』

滬労保綜発
［2008］21 号

『上海市・2007 年度（前
年度）の企業労働者月
平均賃金、及び増加率
の公布に関する通知』

滬労保綜発
［2008］9 号

『上海市小城鎮社会保
険で受給する養老金の
増加に関する通知』

2008.3.6

国家外貨管理局と国税総局が公布した同名通知の上海版であるが、
この通知の適用対象地区は、上海 / 天津 / 江蘇 / 福建 / 四川 / 湖南
の各省市を対象として試行しているものである。本通知では、国内
企業がサービス貿易で支払行為が発生し、これが 5 万 US ドルを超
える場合は税務報告（備案）を必要とすることを定め、報告手続き
の作業フローのほか、その適用事業として、運輸 / 旅行 / 通信 / 建
築施工 / 労務請負 / 保険 / 金融サービス / コンピュータ情報サービ
ス / 特許権の使用 / スポーツ文化娯楽サービス / 商業サービス等の
サービス取引などが対象ビジネスとなっている。関連する事業を展
開する外商投資企業は必知の法令である。

2008.3.24

上記の法令の補充通知である。上記の法令の適用対象となっている
ビジネス項目のうち、
運輸ビジネスで国が指定するテストケースとなっ
ている国際海運ビジネスと金融サービスを除外し、金融サービスで
は担保項目は含み利子項目は含めない点を特に定め、法令の適用が
必要となった場合の申告手続の方法も定めている。

労働社会保
障局
統計局

2008.3.20

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。07 年度（前年度）の上海市企業労働者年間平
均賃金は 34,707 元、平均月額賃金は 2,892 元、増加率は前年度比
で 17.4％増、金額にして 428 元増である（06 年度は 2,464 元）。こ
れによって、企業では従業員の 08 年度における社会保険料はこの
数値を基準として計上しなければならない。

労働社会保
障局

2008.3.24

『上海市小城鎮社会保険暫定弁法』に基づくもので、08 年 1 月 1 日
より小城鎮社会保険に加入する定年退職者が受給する養老金を従前
の金額からさらに 100 元増額する旨の政府通達。

市国税局

市国税局

滬労保綜発
［2008］23 号

『上海市・最低賃金基
準に関する通知』

労働社会保
障局

滬労保綜発
［2008］24 号

『上海市・最低時給賃
金基準に関する通知』

労働社会保
障局

滬労保綜発
［2008］29 号

『2008 年度の企業賃金
増加ガイドライン』

労働社会保
障局

2008.3.24

2008.3.24

2008.4.28

毎年公布される通知で、今年の 4 月 1 日より企業労働者の最低月額
賃金の基準を従来の 840 元より 960 元に変更。企業は、下記に掲
げる事項は最低賃金基準額には組み入れずに、別途支給しなけれ
ばならない。①法定勤務時間を超える超過勤務の報酬。②夜勤班、
深夜勤班、および高温、低温、坑内、有毒有害など特殊環境下の
勤務に従事する場合の手当。③個人が納付する養老、医療、失業
の各保険料、および住宅積立金。④補食手当、通勤交通費手当、
住宅手当。上海市の最低賃金基準は 05 年までは毎年 7 月 1 日を起
点に変更、06 年になって当年の 9 月 1 日に変更、さらに 08 年に 4
月 1 日より変更、といったように変更の起点となる期日にバラつきが
見られる。特に 07 年の変更（9 月 1 日）から 1 年も満たない 08 年 4
月に変更する背景には予想以上に進むインフレと物価上昇に対処す
る意図があると思われる。
上海市における最低時給賃金基準に関する通知で、非全日制労働者
（パートタイマー）の時給賃金の最低基準額は 4 月 1 日より従来に 7.5
元から 8 元に変更。なおこの賃金には企業と個人が納付する社会保
険料は含まない。
毎年公表される数値で、企業の賃金政策上では重要な通達である。
08 年度の上海市企業労働者の賃金については、平均増加率の指導
ラインは 11％で、最高増加率で 16％、最低増加率で 5％を下回って
はならないことを定めている。最低増加率について、これまでは経
営状態で欠損を抱えている企業は賃金引上率をゼロとすることも指
導していたが、この度の通知ではこの種の企業も含めて最低増加率
を 5％として指導している。この点でもインフレの進行に配慮する姿
勢が見られる。

（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。

37 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.6

JC ECONOMIC JOURNAL 6 月号 現地便り
海外衛星テレビではＣバンド、Ｋｕバンドの 2 種類の電波帯域が使われている。Ｃバンドは周波
数帯域が低く、大きなアンテナを必要とする代わりに雨などの影響を受けにくい。一方、Ｋｕバ
ンドでは周波数帯域が高く、小さなアンテナで十分であるが、反面、雨などの影響を受けやすい。

で楽しい。インターネット上では愛好家
が自分のホームページを設け、受信テク
ニックなどのノウハウを公開している。
筆者もそれを見よう見まねで始めた。
一方、中国の愛好家たちの研究や造
詣はさらに深く、中国国内で販売され
ている機材は日本では入手できないも
のが多い。駐在中にいろいろと研究す
るつもりでいたが、居住するマンション
のスペースと方向が適せず、ストップし
たままだ。
先般、一時帰国した際に自宅の衛星
テレビで中国のある連続テレビドラマの
一部を見た。主演女優が美しかったの
でそのドラマを連続で見ようと、上海に
戻ってからインターネットで検索してみた
ところ、いくつかのサイトで第一話から
最終回まで放送していた。早速、
ストリー

設置されているのを見かけたことがあ

ミングをダウンロードするソフトを入手

昼夜を問わずひっ切りなしにドラマや

るだろう。部屋では多くの外国の衛星テ

し、携帯用マルチメディアプレーヤーに

ニュース、バラエティ番組などを流し続

レビを見ることができ、日本のＮＨＫや

ダウンロードした。パソコンで放送を生

けている。知らず知らずのうちにテレビ

一部のＣＳチャンネルが含まれる。ホテ

で見ようとすると時間や場所の制約を

を見ることが一種の習慣になっている。

ルばかりでなく、外国人が居住する多

受けるが、携帯用マルチメディアプレー

上海においても「日本のテレビを見よ

くのマンションでも同様で、事務所フロ

ヤーがあれば好きな時間にどこでも見

アーと一体となった筆者のいるマンショ

ることができる。こうした番組は字幕付

ンでも受信可能だ。ただ、90 戸近くの

きなので中国語の勉強にもなりそうだ。

地ＡＤＳＬ加入で、どこでも設置可能」

居住者すべてが日本人（家族）というこ

別の機会に、日本で中国のサイトに接

などの広告がフリーペーパーに出てい

ともあって、逆に中国語圏のチャンネル

続してみたが、問題なくつながることが

る。これはブロードバンド回線を使って、

数が少ない。

確認できた。テレビドラマや映画など、

日本では多くのチャンネルがあり、

う！

ＮＨＫ・民放 10 局

月 300 元」
、

「日本人向けブロードバンドテレビ

現

日本のテレビ番組をストリーミングで見

筆者は駐在前に、日本の自宅ベラン

インターネット上で公開されているもの

られるようにしたもので、パソコンを使

ダにパラボラアンテナを設置し、中国

を見るだけならば、パラボラアンテナは

わず、専用の機材を通常のテレビに接

語圏のテレビ番組を見ていた。日本で

いらないだろう。

続してそのまま見られるようなサービス

も衛星テレビの中国語番組や中国語専

を提供している。いわゆる「ロケーショ

用チャンネルはあるが、それはいった

かなり中国のサイトで公開（大部分は違

ン・フリー・テレビ」である。

ん日本のテレビ制作会社が番組を購入

法か？）されているようだ。そうしたサ

こうした専門業者によらずとも、日本

し、それに日本語字幕を加えたり、編

イトを使えば流行のトレンディードラマ

でテレビ電波を受信し、それをブロード

集を行ったりした上で放送している。筆

もタイムリーに見ることができる。ただ、

バンド回線で送る事も可能だ。例えば、

者が行っていた海外衛星テレビ受信は、

サイトによっては視聴のために「ファイ

日本の実家に専用ソフトをインストール

赤道上空の静止衛星からの電波を直接

ル交換ソフト」のインストールを求める

したパソコンか、専用機材を設置し、

受信するものだ。日本国内には約 3,000

ものがあり、これによってパソコン内の

テレビ用アンテナ端子と接続さえすれ

人の海外衛星テレビ受信愛好家がいる

情報の流出が懸念されることから、こ

ば、ブロードバンド回線で世界のどこ

という。自宅に居ながら外国の衛星テ

のようなサイトには接続していない。

にいても、チャンネルまで遠隔操作で

レビを見られるのは一種醍醐味であり、

きる。回線のスピードにもよるが、思っ

ラジオの短波放送とは違い映像がある

た以上に手軽にできる。筆者も一時帰

ので、意味がわからずとも見ているだけ

日本のテレビドラマや映画なども、

趣味とはいえ、
「たかがテレビ、され
どテレビ」といったところだ。

国の際に、専用機材を購入して留守宅
への設置を試みたが、留守宅がＡＤＳ L
回線であることから、その専用機材は
使われないままとなっている。
ブロードバンド回線以外でも、以前
から中国国内で日本の衛星テレビを受
信することができる。ホテルの屋上や
屋根に沢山の巨大パラボラアンテナが

「たかがテレビ、されどテレビ」
上海事務所長

後藤雅彦
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2008 年 4 月

4/3

顧秉林・清華大学学長が来日
日中経済協会・張富士夫会長（トヨタ自動車会長）は 4 月 3 日午前、来日中の清華大学の顧秉林学長
に会見した。顧学長は 2011 年、清華大学が建学 100 周年を迎えるにあたり、以前から研究交流や共
同実験室設置などで提携関係にある日本企業を訪問、100 周年に向けた協力の強化について意見を交
わすために来日した。また、日本との
交流関係強化のため、清華大学日本研
究センターの設置を決めたことを披露、
日本研究の総合的なプラットフォームと
して今後機能させていきたいと意欲を
述べた。張会長に対しては、年内に清
華大学での講演を要請、張会長はこれ
を快諾した。
清華大学は、胡錦濤国家主席をはじ
め、現指導部や歴代国家指導者を多く
輩出していることで知られている。任
期中に建学 100 周年を迎える顧秉林学
長は、2011 年 4 月に予定される記 念
式典には数多くの国家指導者、閣僚が
参加するため、今から責任の大きさを
右から清川理事長、顧学長、張会長、福川 21 世紀展望委員会委員長
痛感していると述べた。

4/18

楊潔箎・外交部長歓迎昼食会を開催
日中経済協会など日中友好７団体の主催により、４月 18 日昼、楊潔 ・外交部長一行の歓迎昼食会
が開催された。一行は、５月上旬の胡錦濤国家主席訪日の事前準備と調整のため来日したもの。
席上、７団体を代表し野田毅日中協会会長が「国家主席としては 10 年ぶり。平和友好条約締結 30
周年の節目の年であり、成果が挙がるものとなるよう念願している」、また「北京オリンピックが世界の多
くの人たちから祝福されるものとなるよう祈念する」と述べた。楊部長からは「国家主席の訪日は２１世
紀になって初めてであり、戦略的互恵協力を発展させ、国民感情を改善・進化させ、各層にわたる協力
発展につながるものとしたい」との抱負が紹介された。

4/22

天津技術開発区管理委員会・李勇主任一行来会
天津経済技術開発区（TEDA）管理委員会の李勇主任一行６名が、４月 22 日に日中経済協会を表敬
訪問した。
李主任は、当協会が経済産業省と進めている日中省エネ・環境ビジネス推進事業に関心を示し、当
方から、本事業に関しては、TEDA においても天津市人民政府外事弁公室を窓口として協力していきた
い旨説明した。
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２月６日に開催された第 37 回北東アジア経済委員会
( 日中東北開発協会の専門部会、吉田進委員長 ) で、

特別講師として財団法人環日本海経済研究所特別研究員の

三橋郁雄氏が「日本海横断国際フェリー航路開設に向けての
挑戦とその意義」と題し講演を行った。
新東春号 New Dong Chun

日本海横断国際フェリー
航路開設に向けての挑戦とその意義

酒田

新潟

の一人当たり貿易額が中国平均の 分の

省と黒 龍 江 省︵ 人口計 6500 万 人 ︶

中国東北部に元気がないことは︑吉林

中国人を元気にさせなければならない︒

とが重要で︑それにはまず北東アジアの

化したように︑中国人の活力を生かすこ

が主として中国人華僑の手によって活性

起させなければならない︒東アジア南部

なっている︒これを北東アジアにおいて生

秋田

この地域が陸封化していることが大きな

原因であると考えられる︒従って︑北東

アジアに大交流の渦を巻き起こす具体案

陸封化を打開するための提案をする必要

としては︑この陸封地域を日本海に導き︑

がある︒

この地域と日本海は約 キロの距離に
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現在ＮＰＯ法人﹁北東アジア
輸送回廊ネットワーク﹂により︑
日 本 海を横 断して︑ 新 潟 港と
対岸のロシア極東のトロイツァ港
︵ 旧 ザルビノ港 ︶
・ 韓 国 東 岸の
束草︵ソクチョ︶港を結ぶ三角
航路を︑日中韓ロの カ国合弁
事業として実現する計画が進め
られており︑本年に航路開通が
予定されている︒この航路はト
ロイツァ港を入り口として︑中
国東北部・ロシア内陸さらには
モンゴルへの北東アジア地域の
海陸複合一貫輸送ルート確立の
第一歩となるもので︑かねて国
連開発計 画︵ＵＮＤＰ ︶が主
導してきた図們江地域開発計画の実現を
促進するものとして期待される︒

中国東北部の活性化による日本海
交流の発展
北東アジアは日本︑韓国︑北朝鮮︑中

敦賀

富山

束草
ソウル（ソクチョ）

トロイツァ
（旧ザルビノ）

羅津

１に満たないことからもわかる︒これは︑

5

国東北部︑極東ロシア︑モンゴルから構
成され︑日本と韓国を除く地域は経済的
繁栄から一歩取り残されている︒この北東
アジアの経済発展施策の一つとして︑時代
の潮流に沿う形で提案するのが日本海発
展計画である︒
日本海発展計画の根幹は︑北東アジア
に交流の渦を巻き起こすことである︒世
界は大交流時代に入っており︑東アジア
南 部はすでに世 界 的な大 交 流の中 心に

釜山

ウラジオストック

琿春

境港 舞鶴

10

日本海横断航路図

第１図

4

郁雄
三橋
( 財 ) 環日本海経済研究所 特別研究員

JC ECONOMIC JOURNAL 6 月号 東北コーナー

その他日本海沿岸諸国もその交流の恩恵

巻く交流は盛んになるだろう。ロシアや

能となり、貿易が発展し、日本海を取り

人が日本海を積極的に利用することが可

域を日本海に導くことができれば、中国

事業の運営ノウハウを有する事業主体者

③資金調達のための外資投入、④多国間

們江地域での展開、②通過国主導の体制、

業を実現するためには、①最短距離の図

るロシアや北朝鮮が、納得する形でこの事

中国東北部から日本海への通過国であ

り日本と大陸陸封部を接続。
（実施中）

第３段階 ： 日本海横断フェリー航路によ

で接続。
（実現済）

に、まず韓国と大陸陸封部を国際フェリー

第２段階 ： 小から大へ事業を進めるため

の策定。
（すでに完了）

海に引き出す計 画（グランドデザイン）

アの陸封地域（以下「大陸陸封部」）を

本 海 沿 岸 地 域の長 年の悲 願である対 岸

本 航 路 開 設のメリットとして、 ① 日

められている。

設立、航路開設に向けて、現在作業が進

より調印されている。今年夏の合弁会社

式会社」設立の合弁契約書が参加各国に

である。

にあやかることができる。交流は相互信
の取り込みが必要である。これらを踏ま

第４段階 ： 大規模輸送に向けて、図們

あり、そこが図們江地域である。この地

頼を生み、共存関係を進展させる。我々
え、日本海発展計画を６段階に分けて提

琿春鉄道積替駅

カミショバヤ

羅津

第６段階 ： 第５段階で整備した施設の

および国際港湾を建設。
（提案）

第５段階 ： その具体策として国際公道

④北東アジア大陸部と日本との貿易の輸

都圏を結ぶ最短ルートが出来上がること、

続できること、③ソウル首都圏と東京首

黒龍江省）
、韓国（江原道）と新潟を接

第３段階事業への挑戦
４カ国を結ぶ定期フェリー航路

できるだけ早い時期に単独船による週１

琿春（中国）を週１回で結ぶもの。ただ、

活用しながら、束草→新潟→ザルビノ・

各国はそれぞれに国内事情を抱えており、

ラバラで、利害が錯綜している。しかも、

かいところでは参加する各国の思惑がバ

４カ国の目標は共通であるものの、細

４カ国間民間事業としての課題

れる。

送時間の最短ルートとなることが挙げら

活用案を策定。
（提案）

日本が期待する４つのメリット

を悩ます隣国問題（拉致問題、歴史問題、

図們江（豆満江）

6500 万人との交流の架け橋となるこ

先鋒

江から日本海へ抜ける具体策を策定。
（将

親善鉄橋

案する。

防川

領土問題等）が解決に向かうことも期待

元汀

トロイツァ港
（ザルビノ港）
ポシェット港
圏河

予想される航路は、既存の韓国航路を

回の束草→新潟→ザルビノ→新潟→束草
輸送対象はコンテナ貨物、自動車、旅

に透 明になりながら信 頼 関 係を醸 成 す

れない。調整と説得を繰り返し、お互い

意思決定には時間がかかることは避けら
客で、接続される地域は、①吉林省・黒

階にまで到達したが、まだ予断は許さな

ることで、ようやく出資金の振り込み段

を実現しようとしている。

新潟、

新潟、②ロシア沿海部

龍江省

合弁会社として「北東アジアフェリー株

４カ国（日本・ロシア・中国・韓国）の

北東アジアの中心的存在となり、すでに

（東京の日本海側出口）である。新潟が

の銀行間ネットワークなどで、これがあれ

ワークがなかったからだ。例えば、各国

は、４カ国間に既存の信頼できるネット

い。こうした困難に遭遇する最大の理由
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スハノフカ

と、②ロシア（沿海州）
、中国（吉林省、

クラスキノ

来）

長嶺子中ロ国境税関
セッピョル

至ウラジオストック

第１段階 ： 中国東北部を含む北東アジ

琿春

－

③束草港（ソウルの日本海側出口） 新潟

－

－

－

中ロ国境

される。交流の拡大こそ、最大の特効薬

羅津港
至清津

図們江下流地域の道路・鉄道図
第２図
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少なくとも地方自治体レベルの支援ネッ

しかし、現状ではまだ望むことができず、
ルの支援は不可欠で、国際フェリー埠頭の

望んでいる。日本においても地方政府レベ

両国は日本やロシアにも自治体の参加を

らに、中央政府レベルの支援も不可欠で

■遼寧省李副省長一行との夕食懇談会開催

４月７日、遼寧省対外経済貿易合作庁・張叡副処長一行２

日中東北開発協会と日中経済協会は４月10 日に都内のホ

名が来会、三田地事務局長ほかと「遼寧省李副省長一行との

テルで遼寧省李万才副省長一行との夕食懇談会を開催した。
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が公的性格が強いとの判断からだ。この

トワークの存在が必要である。民間企業
整備は港湾管理者である新潟県の対応に

４カ国合弁会社は民間企業であること
ある。国境を跨る輸送にとって、
CIQ
〔税
n
o
i
t
a
r
g
i
m
m
I
）
、

s
m
o
t
s
u
C
e
n
i
t
n
a
r
a
u
Q

）
〕での協力や、国境

( ４/ １０)

■遼寧省対外貿易経済合作庁・張副処長一行来
会 ( ４/ ７)

ば、もっとスムーズに事が運んだであろう。

同士だけでは疑心暗鬼のため踏み止まっ
大きく依存することになる。また、集荷

から、採算性を確保しなければならない。
関（

や集客の面では地元の経済振興を進める

この点で最大の問題は、国境を跨るこの
検 疫（

よって乗り越えることができるかもしれな

てしまう問題も、こうしたネットワークに

ルートが政治的影響を受けやすいことに

警備隊の協力が必要となる。近年、日本

新潟市に依存するところが少なくない。さ

ある。特に、中ロ間の国境輸送は以下の

備は、国の施策として実施されるべきもの

で強く求められる国際フェリー埠頭の整

い。

ように、いまだ多くの改善すべき問題点
である。

）
、出入国（

を抱えている。
ザルビノ、クラスキノ（ロシア）
、琿春

合弁会社に結集する各国関係機関の妥協

４月１７日、大連市駐日本経済貿易事務所・陳玉石総代表

阪の関係団体等を表敬訪問した。席上、日中経済協力会議

本事業を円滑に進展させるためには、

ストは高く、輸送効率も悪い。国境通過

と譲歩が重要となる。一国の利益だけに

であろう。北朝鮮の核問題で北東アジア

４月10 日、黒龍江省外事弁公室・趙爾力主任一行３名が

の間はわずか キロの距離だが、輸送コ
に 時間ほど待たされることもある。ロシ

場合は、発行手続きが簡単なトランジッ

の緊張が一気に高まり、どのように展開す

とらわれず、本事業の真の目的が多くの

トビザの取得が望まれるが、現在ロシア

るかは不透明だが、今後の６カ国協議の

ア側国境通関施設の規模が小さいからだ。

では交通機関発行の切符の原本を求める

動きに期待が寄せられるところだ。こう

関係者によく理解されなければならない。

ためトランジットビザはほとんど利用され

したときにこそ、北東アジアの平和に向け

また、日本人や韓国人が国境を通過する

ておらず、一般に手続きに日数を要する

た動きを確固としなければならない。そ

今後の北東アジア発展のカギは北朝鮮

通常の滞在ビザを取得する。このことが、

れには、何よりも北東アジアの域内交流

際に、他に目的を持たない単なる通過の

国境を通過する日本人と韓国人が増えな

る。北東アジアの各国政府による交流増

増大は透明化を促し、相互信頼を醸成す

を盛んにすることが重要である。交流の

原道などの自治体が参加している。中国

大に向けた積極的な政策が望まれる。

本事業の韓国側出資者には束草市、江

い大きな原因であるといわれる。

側も琿春市が参加する。これは、本事業

来会、稲葉理事長ほかが対応した。趙主任一行は東京と大

■大連市駐日本経済貿易事務所・陳総代表一行
来会 ( ４／１７)

( ４/ １０)

中双方の出席者により日本と遼寧省との今後の協力等に関し

て幅広く意見交換した。

■黒龍江省外事弁公室・趙爾力主任一行来会

最新の状況や新潟会議への期待等について述べたほか、日

と長春市の今後の協力について意見交換した。

丹東市招商局、錦州経済技術開発区等の関係者が出席した。

４月８日、長春市商務局・劉亜群局長一行４名が来会、稲

席上、李副省長が遼寧省の新省長の下での５点１線戦略の

葉理事長、三田地事務局長ほかが対応した。席上、当協会

稲葉理事長以下会員企業１０社の関係者が出席した。遼寧省

側は李副省長、同省の農業銀行分行長、対外貿易経済合作庁、

■長春市商務局・劉局長一行来会 ( ４/ ８)

日本側は当協会･古賀憲介特別顧問、
清川･贄田両副会長、
夕食懇談会」( 下記参照 ) の準備打合わせ等を行った。

60

一行２名が来会、後藤業務部長ほかが対応した。陳総代表

－於新潟会議等について意見交換した。
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JCNDA NEWS

2008 年 4 月の日中東北開発協会の活動から

から新任の東京駐在員である張旭光氏の紹介等があった。

JC ECONOMIC JOURNAL 6 月号 次号の予告

2008 年 7月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

胡錦濤国家主席来日
＆ 中国の省エネ・環境
編集後記
胡錦濤国家主席の日本訪問から帰国直後の 12 日、M8 の大地
震が四川一帯を襲った。胡主席は日本滞在中の８日未明に東京で
地震を体験したが、その直後に自国で発生するとは夢にも思わな
かったことだろう。死亡者はすでに 6 万人を超え、今後もさらに
拡大する可能性は高い。亡くなられた多くの方のご冥福をお祈り
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