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北東アジア経済圏における
日中経済協力の推進

2008年日中経済協力会議−於新潟
於新潟

産業ガイド

中国商標8年戦争

TOPICS：中国の経済発展と調和社会の構築にむけて
時々刻々：日中貿易・投資環境改善にむけて
ビジネスQ&A：中国ビジネスでの交渉術

日中経済協会の新刊案内

現地法人トップの座右必携書

2007/2008

2008 年増補版

中国投資ハンドブック
戦略と実務の必読書

弁護士 射手矢好雄 監修

本書は、2007 年 6 月の「全訂版」発行後、2008

年 4 月までに新たに制定または改正された法令のう
ち、
「企業所得税法」をはじめ、
「労働契約法」
、
「独

占禁止法」や、
「2007 年版外商投資産業指導目録」
、
加工貿易規制や企業再編制度など、中国の外資政策

調整にかかわる主要 10 テーマを取り上げ、実務上の
ポイントと留意点を末尾の「増補資料」として補足し
たものです。

B5 判・566 ページ

定価：9,450 円（税込み）

一橋大学法科
大学院の教科書
として採用！

〔内容〕
１．変化する中国のビジネス環境
２．中国投資事業のための基礎事項
３．投資形態
４．投資地域の選定と中国の土地制度
５．設立手続
６．経営実務（現地調達、PL 法、認証、販売、通関、知財、技術ライセ
６．経営実
ンス契約、労務管理等）
７．外貨管理と銀行取引
８．税務と企業会計
９．中国現地法人の再編
10．紛争解決
10
附論．対中環境ビジネスについて
資料編・主要法規
増補資料・こう変わった！外資企業の実務
（※詳細目次は当協会ホームページに掲載予定）

【増補内容】
１. 外資政策調整に伴う現地日系企業への影響
２. 企業所得税：内資・外資共通適用に
３. 個人所得税：費用控除額が変更に
４. 付加価値税：増値税と営業税の注意点
５. 雇用問題：激変する中国の労働環境と今後
の人事労務戦略上の重点課題
６. 外商投資産業指導目録：2007 年版外商投
資産業指導目録の改正と外資実務への影響
７.M&A：外資による M&A 容認に至るまでの歴
史と若干の留意点
８. 加工貿易：加工貿易に対する制限強化と実
務上の注意点
９. 独占禁止法：独禁法の内容とビジネスリスク
10. 企業清算：清算手続き等の実務留意点
外商投資産業指導目録（2007 年版）
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2008年
日中経済協力会議
於新潟
この事業は、競輪の補助金を
受けて実施したものです。

北東アジア経済圏における
日中経済協力の推進

今年６月２、３日に新潟市で「2008 年日中経済協力会議−於新潟」が開催された。四川地震の影
響で中国要人の外遊が制限される中、東北３省１自治区の副省長・副主席の出席を得ることがで
きた。北東アジア経済圏形成にむけた日中間の経済協力拡大にむけて具体的な議論が展開された。

総括メモランダム調印後に握手する左から、陳遼寧省副省長、陳吉林省副省長、泉田新潟県知事、張会長、
程黒龍江省副省長、布内モンゴル副主席
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回で８回目を迎える日中経済

訪日を認め︑予定通り本会議が開催

中国東北地域の各省・自治区は上記
策を実施していくことになる︒その中

振興計画に即した各地域の具体的政

今 回の本 会 議の開 催 は︑ 東 アジ

でも︑特に日本海横断国際フェリー

されることとなった︒

の２日間にわたって新潟市で開催さ
ア地域の中で比較的発展が後れてい

の早期就航など︑新たなインフラ整

協力会議が今年６月２︑３日

れた︒本会議には︑新潟県を含む日
る北東アジア地域での日中経済協力

今
本の東北７県の知事・副知事をはじ

備に期待が寄せられている︒

開催することが決まっている︒

に内モンゴル自治区のフホホト市で

なお︑次回本会議は 年８月上旬

のあり方を探ることを目的としてい
年に東 北 旧工 業

画﹂が打ち出された︒当該計画では︑

主要課題

駐日本国特命全権大使

めとして日本側 430 名︑内モンゴ
た︒ 中 国では︑
地域振興政策が提起され︑それに続

ルを含む中国東北３省１自治区の副
省長・副主席をはじめとして中国側
いて

地震の影響によって中国の地方政府

2020 年の一人 当 たり GDP を

年 ８ 月に﹁東 北 地 域 振 興 計

290 名が参加した︒５月の四川大
トップなどの要人の外遊が制限され

年比２倍とする数値目標が掲げら
今回の会議の重要な課題は︑日中
両 国 間の双 方 向の経 済 交 流を拡 大
し︑広範な分野において相互協力を
促進することであった︒こうした観
点から︑特に下記の点に重点を置き︑
日中東北首脳ラウンドテーブルと分
科会︵本誌 P8 〜 参照︶が開催
され︑白熱した議論が展開された︒
①﹁東北地域振興計画﹂に対応した
今後の日中間協力の指針作り
②日本海横断航路を利用した今後の
交流および投資・貿易の促進

昭

③日中両国間の重要課題であるビジ

新潟市長

篠田

ネスレベルでの省エネ・環境技術協力
の推進
④日中両国の観光業発展のための諸

福島県知事

佐藤雄平

09

方策に関する日中間協力の推進
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山形県知事

内モンゴル自治区副主席

布小林

達増拓也

秋田県知事

弘

黒龍江省人民政府副省長

吉林省人民政府副省長

新潟県知事

位

職

崔天凱

宮城県知事

寺田典城

齋藤

程幼東

青森県副知事

陳偉根

職

名

青山祐治

岩手県知事

村井嘉浩

位

遼寧省人民政府副省長

泉田裕彦

亀田製菓
企業視察

氏

日中東北開発協会（日中経済協会）会長

名

03
■６月３日

13：00 〜 17：30 分科会

陳海波

張富士夫

氏

日中東北首脳ラウンドテーブル
9：00 〜 12：00 全体会議

中国側主要参加者

日本側主要参加者

07

れている︒この目標を実現するため︑

9：00 〜 10：15 主要各市の紹介

10：15 〜 11：30 会議総括

午後

開会挨拶
■６月２日

11

02
会議日程

る中︑中国政府は本会議の重要性を
踏まえ︑東北３副省長・１副主席の

会議会場となった朱鷺メッセ（新潟）

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 SPECIAL REPORT

︹分科会︺

①投資貿易分科会
日中地域・産

環日本海輸送ネッ

省エネ・

業間における双方向交流︵投資およ

び貿易︶の拡大

②運輸分科会

トワークと日中間協力

③ 省エネ・ 環 境 分 科 会

観光分野における

環境分野における日中の地域・民間

レベルの相互協力

④観光分科会

日中地域間協力と今後の発展展望

日中東北首脳ラウンド
テーブル

本会議のメインイベントの一つであ

る日中東北首脳ラウンドテーブルで

は︑﹁日中間の地域間経済交流の拡

大発展﹂をテーマに︑日中東北開発

協会の吉田進副会長︵環日本海経済

研究所理事長︶による司会の下︑日

本側は東北７県の知事・副知事およ

び新潟市長︑中国側は東北３省１自

治区の副省長および副主席が参加し

た︒

中国側からは︑東北地域振興計画

を踏まえた各省の資源や優位産業を

生かした地域振興政策︑ならびに内

モンゴルの６大優位・特色産業に基

中国東北主要都市プレゼンテーション

日中東北首脳ラウンドテーブル

2008 年 中国東北振興フォーラム開催
今 年 6 月 1 〜 3 日、 新 潟市で開 催した「2008
年 日中経済協力会議−於新潟」の成果をさらに広
く普及・発展させるため、日中経済協会は 6 月 4 日、
わが国政官界・企業等の参加による「中国東北振興
フォーラム」を東京で開催した。
日本側からは日中経済協会 張富士夫会長、中野
正志経済産業副大臣、宇野治外務大臣政務官、中
国側からは中国駐日本国大使館 呂淑雲公使参事官
をはじめとして、両国政府、財界の首脳・幹部を含
めた日中双方総勢約 450 人が参加し、成功裏に終
了した。
席上、中国東北 3 省（遼寧省・吉林省・黒龍江省）

東北振興フォーラムで挨拶する張会長

ならびに内モンゴル自治区の副省長・副主席から、
各地の経済状況や産業、経済振興政策ならびに具
体的プロジェクトの紹介があり、日本の経済界等に
対して、経済協力への強い期待を表明した。

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。
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崔
楊

軍
安

呂二喜

社団法人東北経済連合会地域政策部長
遼寧省発展・改革委員会副主任

吉林省図們江地区開発管理弁公室副主任
黒龍江省発展・改革委員会外資処処長
内モンゴル自治区商務庁庁長

づく今後の発展政策について紹介が

晋

周喜鼎

株式会社東芝顧問

あり、こうした政策に対する日本か

小野

伊藤忠商事株式会社審議役（兼）伊藤忠（中国）集団有限公司総経理

らの経済協力に強い期待を寄せられ

浩

た。一方、日本側からは、日中東北

齋藤

地方間の広域的経済交流に期待が寄

北野雅教

商務部亜洲司副司長

せられ、その推進のために、日本海

宋耀明

横断国際フェリー航路早期就航等の

報告者

国際輸送ルートの整備、省エネ・環

中島俊輔 （財）日中経済協会企画調査部次長

境協力、および中小企業間の連携な

コーディネーター

ど、両国間の一層の協力の必要性が

①投資貿易分科会

②運輸分科会

コーディネーター

千葉康弘

河北師範大学客員教授・博士（国際関係）

三橋郁雄

( 財 ) 環日本海経済研究所特別研究員

渡部幸男

秋田海陸運送（株）代表取締役社長

報告者

加藤俊一
陳

翼

孫

宏

蔡旭陽
哈

斯

東方水上シルクロード貿易促進協議会ハルビン代表所首席代表
黒龍江省商務庁国際経貿関係処副処長

吉林省図們江地区開発領導小組弁公室国際合作処処長
大連港集団有限公司総経理

内モンゴル自治区発展改革委員会国外資金利用処副処長

③省エネ・環境分科会
コーディネーター

蘇

青

遼寧省環境保護局副局長
吉林省環境保護局副局長

黒龍江省環境保護局環境保護宣伝教育センター副主任
内モンゴル自治区環境保護局局長

表明された。

王林渓

李慶生

新潟県県民生活・環境部副部長

議論の結果、今後、両国東北地方

王治江

丸紅 ( 株 ) ビジネス開発部副部長兼排出権ビジネスチーム長

は投資・貿易、運輸、省エネ・環境、

堀井一雄

( 社 ) 日本化学工業協会常務理事

観光など広範な分野における相互交

中田三郎

荒木敏行

(株)日立製作所トータルソリューション事業部環境エネルギーソリューションセンタ長

流の歴史と各都市特有の実状を踏ま

出光興産 ( 株 ) 産業エネルギー部石炭・環境研究所主任研究員

亨

え、地理的な近接性および経済的相

山下

森田清紀

互補完性などの利点を生かし、より

( 財 ) 日中経済協会事業開発部長

（まとめ：企画調査部 高見澤学）

畠山忠久

積極的に経済協力を推進することを

長岡技術科学大学経営情報系教授

確認した。

李志東

報告者

情報交換と商談の機会が設けられた
（内モンゴルの展示パネルコーナー）

④観光分科会

コーディネーター

鈴木

報告者

勝

桜美林大学ビジネスマネジメント学群教授

花角英世

国土交通省総合政策局観光事業課課長

日野正衛

東北観光推進機構推進本部長

菊地幸夫 （株）JTB 東北国際旅行部部長
範巨霊

応忠元
張国強

王洪国

鮑金星

中国国家旅遊局東京事務所主任
遼寧省旅遊局副局長

吉林省旅遊協会秘書長

黒龍江省旅遊局行業管理処処長

内モンゴル自治区旅遊局規劃発展処処長

省エネ・環境は重要なテーマの一つ（吉林省）
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2008年
日中経済協力会議
於新潟
分科会
この事業は、競輪の補助金を
受けて実施したものです。

投資貿易分科会

して︑中国政府が全面的な支持を行

携に弾みがつくことに強い期待感が

た中国企業の誘致を通じ︑地域間連

示された︒

うことを表明した︒
日 本 側 か らは︑ ま ず︑ 中 国 東 北

司長から︑中国企業の対日投資拡大

冒頭︑商務部アジア司の宋耀明副

の拡大策を検討した︒

東北地方間での双方向の投資・貿易

なっている日中両国︑とりわけ両国

ア地域の経済成長の大きな牽引力と

報告を基調に議論を行い︑北東アジ

名︑中国側４名のパネリストによる

のコーディネーターの下︑日本側３

経済協会の中島俊輔企画調査部次長

よび貿易︶の拡大﹂を主題に︑日中

しての魅力が拡大しており︑市場特

学的立地優位性に加え︑消費市場と

国東北地方の本来持つ地理的︑地勢

が必要との指摘があった︒また︑中

る行政サービス面でのさらなる充実

明性・予見性の向上と︑外資に対す

もに︑今後は政策・制度運用上の透

業構造調整を前向きに評価するとと

北振興政策実施による企業改革︑産

課題について具体的提言を行った︒東

北地域のもつ魅力と可能性への評価︑

投資と経営の実績を踏まえ︑中国東

の調整と︑デ・ファクトの協力プロジェ

げを契機に︑中国国内︑周辺諸国と

発計画の大図們江地域協力への格上

野を示した︒吉林省は図們江地域開

貿易・流通の７つの対日提携重点分

ラ︑省エネ・環境保護︑観光︑商業・

で︑工業︑農業︑科学技術︑インフ

ト再開発を進めていくこと︑その中

線計画﹂に代表される沿海経済ベル

開放経済の経験を生かし︑﹁５点１

省は長年東北の玄関口として培った

点協力分野について紹介した︒遼寧

が︑地域開発の重点と︑日本との重

中 国 側は遼 寧 省︑ 吉 林 省︑ 黒 龍

の動きを踏まえ︑両国が双方向投資

性を踏まえた R&D︵設計︑ソフト

クトの推進にイニシアティブをとって

地域で活発な投資を行っている伊藤

の新時代に入ったとの指摘があった︒

開発︶の現地化を重視していること︑

おり︑本計画の全貌を重点的に紹介

投資貿易分科会は︑﹁日中地域・

また︑昨年来の一連の外資政策の調

そのための人材確保について︑現地で

した︒黒龍江省は︑ハルビン・大慶・

江省︑内モンゴル自治区の政府代表

整について︑外資への影響は一時的で

の産学連携など︑さらに促進策を講

チチハルの﹁哈大斉︵ハタチ︶
﹂工業

忠商事と東芝の代表が︑それぞれの

あり︑目的は中国の市場環境の透明

じるよう要望があった︒

産業間における双方向交流︵投資お

性︑公平性確保にあるので︑長期的

域振興への積極的参画を期待すると

したように︑日本企業による東北地

訪日時に日本の経済界に対して言及

た︒さらに︑胡錦濤国家主席が５月

企業のわが国東北地方への進出を期

前向きであること︑さらに今後中国

み︑各県︑各企業が中国との連携に

経済圏形成を重要課題として取り組

経済連合会の代表から︑北東アジア

成長を背景に形成された６大優位産

治区は近年全国トップクラスの高度

の共同開拓を呼びかけた︒内蒙古自

に日中企業の連携によるロシア市場

つを重点協力分野とすること︑さら

のほか︑現代農業︑観光・物流の３

回廊に集積する設備製造業への投資

共に︑省エネ・環境︑研究開発︑中

待し︑特に近年急速に進んでいる自

業︵エネルギー︑冶金︑化学︑設備

日本側は東北 県を代表し︑東北

小企業間提携︑北東アジア地域協力

動車や半導体産業の集積を背景とし

にはよりよい環境整備となると述べ

スキーム構築の４つの分野を重点と

7
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日中協力プロジェクトの推進を目指す（投資・貿易分科会総括）

製造、農畜産物加工、ハイテク）に

整備、企業誘致に取り組むとともに、
企業側でもこの地域を戦略に組み込

の災害対応型・平和構築型の観点か

ら輸送回廊の研究を始める。

自治区地域と日本との輸送ルート接

呼応し、化工・冶金、農業・牧畜、
一方、指摘された課題の検討を含

続の可能性、および意義と効果につ

❶と❷について、中国東北３省１

鉱産資源開発、加工貿易、観光資源
め、今後さらなる連携強化のため、

いて議論が交わされた。

んでいく展望が示された。

開発、企業間協力の８つの対日提携
会議のフォローアップを行うこと、共

生 態 系・インフラ建 設、ハイテク、

重点分野を示した。その中で、国有
通に関心のある重点分野について検

日本側が研究所、日中間運輸関係団

トワークと日中間協力」をテーマに、

具体的方策と環日本海経済圏および

が日本海への出口を設置するための

❶吉林、黒龍江、内モンゴル、遼寧

された。

年、ウラジオストックで開催された

た、補足説明として日本側から、昨

内モンゴルの取組が紹介された。ま

易 回 廊 鉄 道と図 們 江 貿 易 回 廊への

ンド・ブリッジの整備、⑦綏芬河貿

鉄道および日本海海上輸送を活用す

体、企業から計３名、中国側が東北

渤海経済圏の連携に関する研究のた

UNDP 主催の会議で報告された図

大のための相互協力についての意見交

３省１自治区の政府・関係機関、企

めの会合を、日中共同で設立し、案

們江地域の海底トンネル活用の海上

るハルビン／上海間のコンテナ輪送、

業から計４名が報告し、これにフロ

件に応じてロシア、韓国、モンゴル、

国際港湾構想が紹介され、各地域の

換が行われ、情報共有の必要性と協

輸送通路の開拓、⑤綏芬河貿易回廊

らは、④国際工業園区の建設と交通

レール構想が紹介された。中国側か

上・鉄道複合一貫輸送・シーアンド

環境に優しい運輸という観点から海

東方水上シルクロード航路、③地球

本海横断国際フェリー事業、②第２

日本側から、①新設海上航路・日

企業再編・改造への日本企業参画は、
討し、その成果を共有していく必要
主催者である日中東北開発協会を中

後発優位を生かして進めたいとの期
以上のような議論を踏まえ、本分

心に、両国関係者による研究、対話

性も認識された。この点においては、

科会では、戦略的互恵関係合意の機

の機会創設を検討すべきとの期待が

待感が示された。

運を投資・貿易拡大の好機ととらえ、
表明された。

（まとめ ： 事業開発部 石井勝之）

両国の東北地域が、互いに活力と魅
力あふれる提携パートナーとして、
政府・自治体や経済組織による環境

〓運輸分科会〓

アからの質問等もあり多くの議論が

北朝鮮の参加を求める。

多様な日本海交流の新たな挑戦につ

⑥大連港を出発とするユーラシアラ

なされた。ここでは、
コーディネーター

❷吉林・黒龍江・内モンゴルと日本

いて話し合われた。

力の方策について、以下の点が確認

である千葉康弘・河北師範大学客員

を直接つなぐ日本海横断交流海上航

運輸分科会は、
「環日本海輸送ネッ

教授の総括報告を紹介する。

経済協力会議・運輸分科会に投げか

❸については、四川大地震が日中
連携する。

けたメッセージとして、自治体間の

路の早期開設に向けて、日中両国は
各国間の輸送に関する諸ルールおよ

❸四川大地震の教訓に基づき、日中

今後の日中間の協力に関し、関係
び条件整備を進め、国際輸送貨物拡
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省エネ・環境分科会

議の信頼醸成が進む中、両国の戦略

過 去７ 回に渡る日 中 経 済 協 力 会

ることの必要性が確認された。

平和構築型の輸送回廊の研究を始め

技術を持っており、これらの中国での

ソフト技術まで、比較優位性の高い

炭ボイラの最適燃焼システムなどの

機械設備などのハード技術から、石

日本の産業界は、高効率低汚染型

合っていることが確認された。

❶日中協力のニーズとシーズが噛み

められる。

◦討議結果は三つのポイントにまと

互協力の方策について討議を行った。

ぞれ紹介し、地域・民間レベルでの相

中協力の進捗状況や支援体制をそれ

管理経験を、日中経済協会からは日

ニーズを、日本側からは関連技術や

エネ・環境保護に関する取り組みや

◦中国東北３省１自治区からは、省

総括報告のエッセンスを紹介する。

る李志東・長岡技術科学大学教授の

同分野の協力の旗振り役としての役

善されている。また、
日中経済協会は、

位置付けられ、協力環境が急速に改

互恵関係の構築の最も重要な分野と

ネ・環境分野の協力が日中の戦略的

近年の日中首脳外交を機に、省エ

整備されつつあることが確認された。

❷協力環境が改善され、支援体制も

認識として明らかにされた。

や日中協力のニーズの大きさが共通

具体的に提起され、ビジネスチャンス

合する低コスト技術の必要性などが

ロジェクト参加等への期待、現地に適

金の申請、日中温室効果ガス削減プ

と表明した。また、日中環境保護基

明しつつ、今後も協力を強化したい

これまでの日本側の協力に感謝を表

を通じて本格的に取り組んでおり、

画作成、管理監督や規制の強化など

日 中 両 国の中 央 政 府 当 局 者から

関係機関から計５名が報告した。

旅遊局）と東北３省１自治区の政府・

ら計３名、中国側が中央政府（国家

土交通省）
、観光推進機関、企業か

望」をテーマに、日本側が政府（国

ける日中地域間協力と今後の発展展

観光分科会では、「観光分野にお

ついて、第１表に整理し紹介する。

で現在実施中の水質汚染対策計画に

環境ビジネスの参考として、両河川

位置付けが与えられていた。省エネ・

策があり、各発言のなかでも重要な

域とする松花江と遼河の水質汚染対

一つとして、東北３省１自治区を流

みが紹介されたが、その共通の重点の

節約をも包括する環境保全の取り組

的な平等互恵関係に基づく新次元の

省エネ・環境ビジネス展開は既に始

割を果たすことが期待されている。

は、観光政策と海外旅行（インバウ

し、特別な指導グループの設置や計

「共生の航路」を模索する未来志向

まっているが、今後、さらに拡大した

❸今後の方向性については、「省エネ

ンド、アウトバウンド）の現状と展

た。ここでは、コーディネーターであ

の建設的分科会となった。

い、 特に CDM は、 中 国 東 北 部３

ルギーと環境保護活動をすれば得、

望について、次のような紹介があった。

協定などの検討を含め、災害対応型・

（まとめ：日中東北開発協会 後藤正博）

省１自治区での拡大の潜在力を有す

しなければ損」となる仕組み・シス

日本は、 年に制定した観光立国

名、 参加者 220 名の

省エネ・環境分科会は、日中双方
の報告者
聴衆を得て、最大規模の分科会となっ

〓観光分科会〓

（まとめ ： 事業開発部 十川美香）

る有効な手段である、と考えており、

テムの構築、および知的所有権の保

〓省エネ・環境分科会〓

また、中国の地方自治体と WG を

推進基本法と 年の観光立国基本計
を図る必要があることも確認された。

訪日外国人旅行者数を 1000 万

画に基づき、2010 年までに、①

護システムの整備に関する協力強化
なお、本分科会の中国側パネリス

人にすること、②日本人の海外旅行

設置して、プロジェクト発掘に努めた

トは東北３省１自治区の環境保護局

者 数 を 2000 万 人 に す るこ と、

い、といった具体的提案も日本側か
それに対し中国東北３省１自治区

の指導者たちであり、省エネ・資源

ら提示された。
は、ともに省エネと環境保護を重視
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③観光旅行消費額を 兆円にするこ

際観光・国内観光の活性化を目指し

海外旅行の需要を喚起するための取

北」の知名度の低さ、②訪日旅行は、

流である、③東北地方発着国際線の

いわゆる「ゴールデンルート」が主

中国国家旅游局からは、次のよう

便数・価格に改善の余地あり、④訪

り組みを開始した。

中国を対象とした「ビジット・ジャ

な報 告・紹介があった。「中国観光

ている。

年までに国際会議の開催件数を５割
パン・キャンペーン」では、例えば広

展、中国の旅行会社

（ Ｃ Ｉ Ｔ Ｍ ）への 出

れる国際旅游博覧会

材）
、中国最大といわ

示（富士山と桜を題

で日中間の観光交流は特に重要な役

交流と協力が不可欠である。その中

業の高度化や発展は、国際社会との

位を目指すとしている。中国観光産

観光産業による外貨収入は世界第４

入れ外国人観光客数は世界第３位、

品開発、③地域の通訳ガイド等人材

を絡めた広域な旅行企画の提案・商

PR 活 動の強化、 ②東 京、 北海道

域観光モデルルート集」の作成など

て、①東北観光推進機構による「広

として提起された。この対応策とし

ける中国語ガイドの不足などが課題

の招 聘、 訪日 旅 行ス

育成の強化、④中国側関係者に対す

人の海外旅行者数は

方で、ここ数 年日 本

数 が順 調に伸 びる一

訪日外国人旅行者

ビザ制度を導入した。

年３月から家族観光

ザ制度については、今

構の創設が、日中両国の人的交流促

日本の観光庁発足および地方観光機

て達 成されたものである。 中 国は、

な協力と支援の下で共同努力によっ

拡大などは、両国関係部門の積極的

方向輸送能力の向上や青少年の交流

続きの簡素化を含め、中国民航の両

連携が不可欠である。近年、ビザ手

PR・理論研究の多面的協力の展開

者との交流と協力の強化・人材育成・

⑤日本の観光行政管理機関や観光業

化、 ④ 観 光ソフトインフラの整 備、

③日本市場に対する PR 活動の強

発、②交通（航空、鉄道）の整備、

光客にとって魅力ある観光商品の開

一方、中国側からは、①日本人観

る日本の東北向けプロモーションや情

低迷している。これに

進、地域経済の発展と文化交流など

といった方策が提案された。

観光産業の発展は、関連産業との

対し、今年４月から

の面でより積極的な役割を果たすこ

報提供の要請等があげられた。

日本旅行業協会が主

デスティネーションの

て、 中国を含め主な

者から次のような問題提起があった。

係機関・企業と中国東北地域の報告

の推進に係る問題について、日本の関

今後の日中東北地域間の観光交流

意識が共有できたといえよう。

化の必要性について、基本的な問題

者間の相互交流・研修、人材育成強

PR 活動の強化、旅行業界等関係

本分科会を通じて、日中とも相互

とを期待している。

活 性 化のための需 要

まず日本側からは、①日本の「東

（まとめ ： 企画調査部 加藤康二）

喚起策や、 地方発の

年の目標達成に向け

体 と な り、2010

取 り組 んでいる。 ビ

割を果している。

・ 計画期末における中国の受け

11

ペシャリスト育成等に

の大型壁面広告の掲

以上増やすこととした。日本は、国

2008 年４月

①工業汚染対策（94 案件）
内蒙古自治区：26 件
吉林省：14 件
遼寧省：54 件
②都市汚水処理施設
（82 案件、369.5 万ｔ / 日）
内蒙古自治区：13 件、9.5 万 t/ 日
吉林省：４件、１万ｔ / 日
遼寧省：65 件、359 万ｔ / 日
③重点区域汚染対策
（畜産し尿処理等 25 案件）
遼河流域水汚染防治規劃
（環境保護部ウェブサイトに掲載）

5

日旅行手続きの煩雑さ、⑤東北にお

2006 年７月

11

産業の発展 次５カ年計画綱要」で、

との数 値 目 標 を 定 め、 ④ 2011

30

州市内の地下鉄駅で

計画名
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発表時期

①工業汚染対策（126 案件）
黒龍江省：65 件
吉林省：47 件
内蒙古自治区：14 件
②都市汚水処理・再利用
（73 カ所、308 万ｔ/ 日）
黒龍江省：40 カ所、180.5 万ｔ / 日
吉林省：30 カ所、123.5 万ｔ / 日
内蒙古自治区：３カ所、４万ｔ / 日
③重点区域（水源）汚染対策（23 案件）
松花江流域水汚染防治 “ 十一五 ” 規劃
（国家発展改革委員会ウェブサイト
「政府信息公開目録」に掲載）

プロジェクト情報

東北３省１自治区・松花江、遼河流域水質汚染対策計画
第１表
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産

業

ガ

中国商標8年戦争

イ

ド

む商標を出願したのが 年であった︒

る香港企業盛能︵ＪＢＩ社︶が 類

店と慌しく成長を遂げてきた︒

と香港を皮切りとした相次ぐ海外出

拒絶査定不服審判請求に続き︑商標

当社の出願は拒絶され︑ 年 月の

25
東南アジア諸国など︑主に出店地優

商標権出願に関しては︑欧州各国︑

これが︑その後

商標の無効取消審判請求を行った︒

評審委︵ＴＲＡＢ︶に対してＪＢＩ

年にもわたる長い

先の考えから整備してきた経緯があ

5

戦争の幕開けとなった︒

00
り︑商品生産拠点での権利確立とい
う︑今から思えば常識的な視点が欠

年 月に至り︑当社香港店の人

ニセムジ店舗の蔓延

8

間が偶然︑広州でニセムジ店舗を発

1

けていたこと︑また中国大陸部がこ
んなに早く有望なマーケットとして
台頭してくることが読みきれなかった

01

国

中国で気づかない間に日本企業の社名や日本の地名が商標登録され︑中国で

のビジネス展開の際にそれが使えないケースがある︒
﹁無印良品﹂もその被害

にあった商標の一つである︒８年の長きにわたる闘いの末︑香港企業が登録し

ＵＪ Ｉ﹂︑﹁Ｍ ＵＪ Ｉ﹂の 類を含

結果として︑中国で﹁無印良品Ｍ

のが悔やまれてならない︒

ていた商標の無効・取消請求を勝ち取った良品計画の取り組みを紹介する︒

事の発端
無 印 良 品 は︑1980 年に西 友
のプライベートブランドとして産声

ところが 年に︑すでに第三者であ
100％子会社として誕生した比較

で﹁無印良品﹂︑﹁ＭＵＪＩ﹂を登録

年に西 友の

25
的若い会社である︒日本国内での店

を 上 げ︑ 良 品 計 画は

99

していたのである︒当然のことながら︑

95
舗網の拡充︑そして 年のロンドン

89

91

株式会社良品計画総務人事担当

瑛
加藤
※本誌掲載の写真はすべて本物の「MUJI」の店舗

中

株式会社良品計画

華強北店店内
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見し、２５類商品が大量に販売され

として政府間の知財会議の場で引用

地出張を行った。

年 月、人民日報へ「イメージ

広告」掲載

・有力な報道機関の代表を日本に招

② 年 月、良品計画の活動宣伝、
および現存するムジ店舗は当社と無

聘し、当社活動を紹介し、帰国後、

され、日中双方で認知度が高まる結

関係であることを消費者に伝えると

記事を書いてもらおうとの案も現地

ていることを報告してきた。この時点

ともに、本件が係争中であることを

代理人から、出されたが、コストや

ることに気が付いたのである。看板、

果となった。

告知するために、「厳正声明」
（ 世

① 年 月、機動力の発揮、および

中国国内（ 年以降）

関係機関との円滑な意思疎通を求め、

標を使用して、店舗展開を行ってい
タグ、値札のみならずハンガー、店

逆効果の懸念もあって、結果として

上記の正攻法を採用した。

年 月、ＴＲＡＢとの面談

面談の翌月である 年 月に審査

ＴＲＡＢ審理段階

当な利益を画策したとアピールした。

認登録し、大陸部消費者を欺き、不

香港企業が悪意によって抜駆けで冒

意欲を説明するとともに、返還前の

動状況と中国大陸市場への強い進出

・香港を含む当社の世界各地での活

2

8

2
03

で、当社はＪＢＩが実際に抜駆け商

2

紀経済報道紙）掲載

6

「現地代理人の変更」と初めての現

04

員の名札にも当社商標がほぼ同一の

21
華強北店外観 (MOI 百貨店 )

03

05

3
05

形態で使用されていた。色も臙脂（え
んじ）色であった。
年には広州、深圳、長春、瀋陽、

大連、そして北京西単にも２店舗と
蔓延し、手のつけられない状況となっ
ていた。
（最盛期には合計 店舗）

ＴＲＡＢ審理促進活動
当社としては、Ｊ ＢＩの動きに切
歯扼腕しながら、審理の早期開始に
向けて、主に以下の活動を実施する
とともに、請求時に有効であった改
年 月～

正前商標法には証拠提出期限の規定
がなかったことから、

月の間に 回にわたって大量の

れによって当社事案が「遅延案件」

など政府関連機関へ事情説明し、こ

日中経済協会、ジェトロ、特許庁

日本国内（ 年以降）

ページにも上る膨大なものであった。

ＪＢＩ全店舗の調査報告書は 500

特に各地の公証人を伴って実施した

証拠・補充証拠の提出を繰り返した。

年

05

官任命通知が発行され、請求から約

年後に審理がスタートした。主た

る論点は以下の４点であった。

①Ｊ ＢＩ争議商標は申請人（当社）

商標を模倣したか？

②争議商標は独創性を有し、登録商

標としての適格性を有するか？（

条）

③申請人商標は先使用され、一定の

影響力を有するか？（ 条）

④ 争 議 商 標の登 録は欺 瞞 的または

その他不正な手段で登録されたか？

8/4/08 6:23:46 PM
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（ 条）
これらについて、ＴＲＡＢは次のと
おり判断した。
・①および②「無」
（繁体）および「無
印良品」の 文字からなる言葉は現

・またＪ ＢＩは実際の使用において

条についても「書類偽造やその他

も知財法廷での審理が決定し、一応、

判断の揺れを未然に防止することが

は、別件で公安当局により人身自由

商標局を欺瞞する行為」であるとし
しかしながら、そうなると本事案

の制限を受け、Ｊ ＢＩはこれを理由

申請人が保有する「無印良品」と「Ｍ

は現行商標法では救済手段がなくな

に公判延期などの要請を裁判所にた

できた。さらに、Ｊ ＢＩ法定代表人

れは日本のブランドだ」と吹聴させ、

り、中国が目指す知財の国際水準も

びたび行ったが、結局認められるこ

て疑義を挟んだものであった。

消費者の誤認を誘引するなど「主観

達成できなくなる。結論として、Ｔ

かつ、同態様で使用し、店員にも「こ

的悪意」は明白である。

とはなかった。
人を過度に保護するものであり、

ＴＲＡＢは結局、商標法第 条の
規定によりＪＢＩ商標（両商標とも

条を適用する方が、抵抗が少ない」

31

との判断で、審決を下したと側聞し
た。
いずれにせよ、ジレンマの中、苦肉
の判断であったことがうかがえる。

ＪＢＩ出訴と遅延工作

ＢＩ商標を取消すことを内定した模

たのだが、「ＭＵＪＩ」部分について

京第一中級法院（一中院）に出訴し

ＴＲＡＢ審決を受け、ＪＢＩは北
様」
との情報がもたらされた。しかし、

は公証手続きを意図的に遅延させ、

条を根 拠としてＪ

審決が 月末まで遅れたのは、ＴＲ

審 理 担 当は第

41

理由のようだった。適用し得る条文

ＡＢ上層部から疑義が出されたのが

が分割された。

立案時期が カ月もずれ込み、裁判

第 条（先使用・一定の影響力のあ

Ｉ」は行政法廷での担当との決定を

知 財 法 廷の担 当、 遅れた「Ｍ ＵＪ

また、一中院側も「無印良品」は
条（不正
ＲＡＢ上層部は狭義かつ伝統的解釈

手段による登録禁止）があるが、Ｔ

が酷似しており、証拠もほぼ共通し

の回避、すなわち、両事案審理内容

行っていた。当方は、司法資源浪費

る商標の冒用禁止）
、第

に従えば、 ・ 条は「大陸部にお
いて使用され、著名ないし一定の影

院副院長に陳情した結果、両事案と

ていることから、代理人を通じて一中

知書を送達したことは法的根拠に欠

①ＴＲＡＢがＪＢＩ代理人に答弁通

出した。

に以下のポイントを争点として持ち

Ｊ ＢＩは行政裁判において、新た

一審行政裁判の争点とＴＲＡＢ
の対応

ＲＡＢ上層部は「 条の適用は申請

ＵＪ Ｉ」という異なる商標を同時に

41

同時に）の取消審決を同年 月 日
付けで下した。

月の審理開始から間もない 月

ＴＲＡＢのジレンマと内部議論
（側聞）

30
5

には、代理人を通して、「ＴＲＡＢ

3

としては、第 条（馳名・著名商標）
、

9

代中国語では使用されない文字を含
み、構成上も日本語としての特徴を
備えている。
・③「使用および一定の影響力」と

41

11

41

は通常、中国大陸部においてと解釈
されるべき。

深圳店店内

響力があること」と解すべきであり、

31

・④申請人商標は世界各地で先使用

31

13

13

され、Ｊ ＢＩは香港で申請人とは同
種競合関係にあり、 年に申請人が
登録し、広汎に使用した申請人商標
の存在を知らなかったはずはない。

11

4
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ける。

実根拠の分析や論述に関する挙証を

べきである」と高院が判示したこと

策マニュアル」（日本語訳）では、次

裁判所が原告の訴訟請求に限定し

にいう不正な手段とは、登録者に他

意の不正登録の禁止」にあり、
「 条

影響力を有する商標の抜駆け登録の

四．他人が既に使用している一定の

のように明記している。

て審理するか、審理内容の合法性と

人商標の市場信用を盗用し不公正な

審査基準

である。その上で、「 条の目的は悪

植）
根拠を含め全面的に審査するのかは、

競争を行う意図がある」ことを意味

「商標法第

行わなかった。

③ＴＲＡＢが審理段階で認めた証拠
裁判所の判断によるものであって、そ

し、「使用され一定の影響力」の判断

用している一定の影響力を有する商

②ＴＲＡＢによる公告には重大な過

は大部分期限を超過したもので、無
の意味からも、第三人として参加し

に際しては、「中国大陸部で使用さ

標とは、中国で既に使用されており、

・・・・・・・・・・・・・・・・・

効である。
ている当社は、これまでの証拠をすべ

れたか否かは必要条件とはならない」

失があり、無効である。
（盛を威と誤

④ＴＲＡＢが認めた申請人の香港で
てＴＲＡＢに代わって裁判所に提出

と言明した。

条」３・１ 既に使

の登録時期には誤りがあり、
（出願時

し弁論をおこなう下地を確保してお

二つの風穴と今後の見通し

の 年ではなく、登録時の 年とす

く必要に迫られた。この作業を怠っ
た場合、裁判において極めて不利な

一定の地域の範囲内の関連する公衆

に知られている未登録の商標をいう。

…（後略）

これは明らかに先の高院判断とは

一方、被告であるＴＲＡＢは、審

中国での使用実績もない当社訴えに

・・・・・・・・・・・・・・・・・

理人との緻密な状況分析と適切な対

異なるものである。裁判所は同基準

年にわたる商標戦争を通じて、

りに、「送達面」での手続問題につい

ついて第 条（一中院）
、第 条（高

体面、すなわち審決の法的根拠、事

応が不可欠となるゆえんである。

立場に置かれることも懸念され、代

31

31

31

てのみ裁判所に答弁書を提出し、実

決終了で仕事は済んだと言わんばか

べき）先使用にはあたらない。

95

持する判決を下した。摘要条文も改

告の主張を退け、ＴＲＡＢ審決を維

は上記①～④についてことごとく原

詳細理由は割愛するが、一中院で

本企業にとっても一つの光明となり得

事であり、類似事例に悩む多くの日

められたことは極めて画期的な出来

院）が相次いで適用され、訴えが認

えなければならない。

の適用を期待することは難しいと考

ＴＲＡＢが同様事例に対する第 条

たないが、少なくも、今後は商標局・

に拘束されるものでないことは言を待

31

たことは誠に喜ばしい限りである。一

41

正商標法 条（改正前 条）に基づ

行政裁判（高院）判決（ 年 月、
月）
10

定着するはずなのだが、果たしてそ

法、その他関連法律にも明文化され、

般的には、これが先駆けとなって商標

例に過度に期待し一貫した判断を望

「判 断の揺れ」 を思 えば、一つの判

また、中国行政司法当局における

むには時期尚早と言わざるを得ない。

今後とも、粘り強く官民一体となっ

う期待してよいのだろうか？
当 社 係 争 事 案 が終 審 判 決 を 得 た
発表された。今年 月 日に森・濱
ジェトロ北京センター知的財産部か

ないというのが正直な印象である。

法律の明文化を目指す努力が欠かせ

た努力を積み重ね、判断の定着化・
く異なるポイントがあった。原判決

田松本法律事務所の遠藤誠弁護士が
ことには一部妥当でない部分があり、
31

31
年 月に、新「商標審理基準」が
は維持されたが、「 条を適用する

に認められたが、中院判断とは大き

高院でも当方の主張はほぼ全面的

07

く「主観的悪意」が根拠とされた。

41

ら発行した「中国商標権冒認出願対

31

12

27

41

3

07

12

本事案に関しては 条が適用される

華強北店店内
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「無印良品」
判決の意義

中島敏法律特許事務所 弁護士・弁理士

中

国

産

業

ガ

イ

ド
年 月 日に

号として審理されたが︑高級法院は

年 月 日および 月 日に原告

第 項を適用したことは妥当ではな

く︑第 条︵第 条第 項︶に定める

とすらできないという事態が少なか

行っても中国では商標登録を行うこ

等に関してはすでに中国において無

店した︒しかし︑指定商品﹁服装﹂

印良品・南京西路﹂店を上海市に開

として︑その登録を取消す裁定を下

で登録を取得した﹂商標に該当する

第 項に定める﹁その他の不正手段

に至って︑本件商標が商標法第 条

る規定を適用すべきものとした︒

け駆けして登録してはならない﹂とす

﹁他人がすでに使用しかつ一定の影響

らず発生している︒このような場合︑

関係の香港企業が勝手に商標登録を

．北京市高級人民法院判決の意義

を有する商標を不正手段をもって抜

日本企業は不正商品の販売を禁止す

した︒

人民法院に行政訴訟を提起した︒行

の裁定を不服として北京市第一中級

︵ ︶不正商標登録取消に適用する

しについて︑次の 点を指摘したい︒

本件判決の意義と︑今後の見とお

のようなものであった︒

政訴訟は︑
︵2006︶一中行初字第

︵ ︶香港企業は︑商標評審委員会

りあげる﹁無印良品﹂の案件は︑か

①商標﹁無印良品﹂
︑登録第 795

191 号および同第 1172 号と
帽子︑靴︑ブーツ︑靴下﹂
︑出願日

本案件について︑本件判決は商標

3

法第 条︵第 条第 項︶の規定を

条項

1
して審理されたが︑中級法院は 年

月 日および 年 月 日に原告

06

41

2

適用した︒本件商標のような不正商

31

香港企業による中国商標登録は次

かる不正商標登録の取消を請求した

636 号︑指定商標第 類﹁服装︑

日および同

裁判事件であり︑北京市高級人民法
月

年 月 日︑登録日 年 月 日︒

28

院が 2007 年

年 月 日に下した終審判決によっ

6

て救済の方策が示されている︒

れており︑不正登録された商標につい

日 年 月 日︒

帽子﹂
︑出願日 年 月 日︑登録

理由は︑前記裁定と同様に本件商標

会と北京市第一中級人民法院︵行政

る二つの見解があり︑商標評審委員

商標に該当するとしたものである︒

の他の不正手段で登録を取得した﹂

用すべきものとし︑他方︑北京市高

訴訟第一審︶は法第 条第 項を適

判決を不服として北京市高級人民法

のとしており︑このような法院による

条︵第 条第 項︶を適用すべきも
高行終字第

院へ上訴した︒上訴審は︑︵2007︶

級人民法院︵行政訴訟終審︶は第
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適用条項の相違は他の同種判決でも
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号および同第 495

3
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香港企業は︑中国において﹁無印
良品・MUJI﹂を店名とする店舗

店舗︵広州︑深圳︑北京︑大連︑沈

14
判 決 文によれば︑ 同 社︵ 実 際は関

05 02

陽︶であった︒

12
連企 業﹁西友﹂
︶は香港においても
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︶香港企業は︑上記中級法院の

商 標 登 録の取 消を請 求した企 業

1

︵

17

25

3

展開を行い︑その店舗数は 年段階

14

は︑日本各地に特色ある店舗を展開

12

で 店舗︑ 年に 店舗︑ 年に

41

16

6

．事実関係

が商標法第 条第 項に定める﹁そ

標登録の取消に対して適用すべき法

07

の請求を棄却し︑商標評審委員会の

31

すらできない事態が生じる︒ここにと

3

1
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② 商 標﹁MUJI﹂
︑ 登 録 第 799

28

て登録の取消を認める判断が確定し
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25
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条に関して︑中国には互いに対立す
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裁定を維持する判決を下した︒判決
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している株式会社良品計画である︒
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︶良品計画は︑

の上訴を棄却し︑原審判決を維持す

︵

商標評審委員会︵日本の特許庁審判

1991 年 月に合弁で﹁無印良品・

る終審判決︵以下﹁本件判決﹂という︒

日本企業の有名商標が中国企業や

部に相当する︶に対して︑上記 件

録の取消を請求した︒

41

行っていたために取り扱うことができ

商標評審委員会は︑ 年 月 日

1

2
41 30

るための権利を有しないばかりでな

同社は中国において 年 月に﹁無

日︶
︒

MUJI﹂の店舗を開設し︑同年香

しまっており︑先願主義の原則のもと

香港企業によって勝手に中国で商標

20

中国は二審終審制︶
を下した︒
しかし︑

19

の商標︵以下﹁本件商標﹂と総称す

8

港で﹁無印良品・MUJI﹂の商標

5

11

登録され︵以下︑
このような登録を﹁不

00

05

判決理由として︑原審判決が第 条

07

2
1

る︶が不正商標登録であるとして登

12

2

6

なかった︒

41

95

7

く︑自ら中国で商標を使用すること

にあっては︑日本企業が商標出願を
05

登録出願を行った︵登録は 年 月

11

正商標登録﹂ということがある︶て
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693 号︑
指定商品第 類
﹁服装︑
靴︑
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た︒同様の判決は 年になっても下さ

12

1

敏
中島

中国における不正商標登録取消にむけて一歩前進

見られ︑現在のところ︑ほぼ定着し
条の規定は︑

たパターンとなっていると言える︒
条および第

あると判示したものである︒

した本件判決は商標法の趣旨に適合

制度﹂のもとで︑香港は︑所謂﹁中

く︑第 条︵第 条第 項︶を適用

商標法の趣旨に適合した妥当なもの

したものと言うことができる︒

国大陸﹂ではないが﹁中国﹂である

取消すべきものとしたが︑この判断は
と考えられる︒けだし︑商標評審委

︵ ︶本件判決は︑法第 条の適用に
が中国大陸地域で使用されているか

関して﹁抜け駆けされた未登録商標

も同様である︒このため︑本件判決が

とされており︑マカオや台湾について

項には︑標識がそもそも商標とし

て使用できないものである場合︵第

の規定に違反している場合︑又は欺

他の不正手段で登録を取得した場合﹂

た場合等︶が記載されており︑﹁その

類を商標局に提出して登録を取得し

録を取得した場合︵偽造した証明書

条第 項に規定する未登録馳名商標

ると解されており︑例えば︑法第

﹁中国大陸における使用﹂を意味す

適用される地域内︑すなわち︑所謂

使用は通常中華人民共和国の法律が

従来︑中国商標法における商標の

るうえでの第一歩を踏み出した判決で

点は︑今後の進展を待たなければな

るとしたものとは断定できない︒この

る使用をも第 条の﹁使用﹂にあた

が直ちに﹁中国以外の外国﹂におけ

らないと判示したからといって︑これ

罔手段若しくはその他の不正手段で

との規定は︑商標登録取消理由とし

についても︑中国大陸で当該商標を

あって︑理論上も︑実務上も意義を

︵第 条︶
︑登録できない立体標識で

登録を取得した場合は︑商標局が当

て上記各場合と共に列挙されている

使用して販売した商品の販売量︑広

有するものと評価されよう︒

影響を有する商標を不正手段をもっ

該商標の登録を取消す︒他の単位又

ものである︒また取消請求について除

告量等が第一に評価の対象とされてい

︵ ︶中国の裁判で指針とされるのは︑

標が︑本法第 条︑第 条︑第 条

条︶
︑欺罔手段で登

は個人は商標評審委員会に当該登録

斥期間の規定もない︒これらを併せ

た︒これに反し︑本件判決は︑商標の

ある場合︵第

商標の取消を請求することができる﹂

考えれば︑同条第 項は商標登録に

条の規定に違反している場合︑

標が︑本法第 条︑第 条︑第 条︑
第

らないが︑しかし中国における商標の

保護を国際的な視野のもとで検討す

理由による商標登録の取消についての

して︑同条第 項はいずれも私益的

規定したものと考えられる︒これに対

対する公益的理由による取消理由を

香港における﹁無印良品・MUJI﹂

は少なくない︒具体的に︑本件では

ことを判示したのであって︑その意義

大陸地域における使用﹂に限らない

﹁使用﹂について上記のように﹁中国

なる︒日本商標法においては︑裁判

れてはじめて安定した判断の基礎と

個別の裁判例は︑司法解釈に反映さ

がある︵人 民 法 院 組 織 法 第

法令のほか最高人民法院の司法解釈

条の規定も同様である︒本案は︑ま

を通じて報道︑広告されており︑商

ると認定し︑当該出店はマスメディア

においても今後制定される法令や最

ている︵第 条第 項第 号︶
︒中国

広く知られた商標の保護が規定され

権者又は利害関係人は商標評審委員

さに﹁すでに使用しかつ一定の影響を

標登録者も香港企業であって︑かつ同

高人民法院が制定する司法解釈にこ

会に当該商標の登録を取消す裁定を

条︶
︒

規定︵原則として︑除斥期間の適用

例の蓄積をもとに︑外国で使用され

有する未登録商標の使用者﹂の保護

業者でもあることから︑出願時に﹁無

の点が明確に示されることが期待さ

もある︶であり︑これに含まれる第

本判決は︑前記のとおり本案件に

を求める私益的理由による商標登録

印良品﹂を知らないはずはなく︑主

年の時間的制限を受けない﹂
対して第 条第 項を適用すること

取消請求の案件にほかならないから︑

れる︒

33
観上悪意を有していたことは明らかで

請求することができる︒悪意の登録

商標登録の日から 年以内に︑商標

31
の出店が法第 条の﹁使用﹂にあた

13

本案件に対して第 条第 項ではな

は相当でないとして︑第 条︵第

1

4

1

19

に対しては︑馳名商標の権利者は

3

1

第 条第 項﹁すでに登録した商

第 条第 項﹁すでに登録した商

判示した︒

﹁中国大陸地域における使用﹂に限

もっとも︑中国ではすでに﹁一国二

員会や中級法院が適用した第 条第

2

31

法第
次のとおりである︒
第 条﹁商標登録出願は他人が有
する先行権利に損害を与えてはなら

31

否かは必須の要件を構成しない﹂と

2

条︶
︑登録できない標識である場合

41

て抜け駆けして登録してはならない﹂

ずまた他人がすでに使用しかつ一定の

41

31

2
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41

1

5

31

5

1

41

31

41

条第 項︶を適用して︑本件商標を
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中国商標8年戦争
株式会社良品計画

中国の経済発展と
調和社会の構築にむけて
中国国務院発展研究中心主任

張玉台

中国経済の資源、環境との調和のとれた発展実現は世界共通の利益であり、これ
ぶんせん

は日中両国間でも共通の認識となっている。四川汶 川大地震の後、閣僚クラスの
外国訪問は相次いで中止されたが、中国政府のシンクタンク、国務院発展研究中
心の張玉台主任は予定どおり日本での視察を行った。胡錦濤国家主席の来日で日
中の戦略的互恵関係拡大の合意が形成されたが、張主任の来日は、その具体化
の道を探ることにあり、
当協会の受け入れにより特別許可が出されていたのである。
ここでは 5 月 20 日、日本での視察途上、当協会の主催で都内で行われた張主任
との懇談会で、張主任が行った講演を紹介する。

グニチュード ・ の大地震

5

月

30

12

日、 四 川 省 汶 川でマ

が発生しました。被災範囲の大きさ

は最近 年例を見ないものです。政

府はすぐ地震の善後策、救出策をた

て、胡錦濤主席は即時に被災者、け

が人を救済し、被災地域の人々の生

命の安全を確保するよう指示しまし

た。温家宝総理は当日のうちに被災

地入りし、前線指揮にあたりました。

地震発生後、世界からさまざまな形

でのお見舞いや心づかいをいただきま

した。特に日本政府は被災直後、緊

プしてお り、 導 入 総 額 は 7800

急救助隊を派遣し、現地での人命救

政府と国民を代表し、日本政府と国

億ドルになります。国民生活は 度

2

助活動にあたりました。ここに中国

民の皆様に心から感謝申し上げます。

りから小康―まずまず余裕のある状

億 5000

2

の歴史的な飛躍―貧困から衣食の足

経済は高度成長を持続し、工業化、

態への飛躍を遂げました。一人当たり

07

30

りるぎりぎりの状態へ、さらにぎりぎ

都 市 化は急 進 展、 国 民 生 活は顕 著

の GDP は 2000 ド ル を 超 え、

78

今年、改革・開放 周年にあたり

な改善が見られ、総合的国力が強化

農 村 部の貧 困 人口は

世界各国にも利益となっています。

されています。 年から 年までに、

24
万 人から 2000 万 人 余りにまで

減りました。中国の持続的、高速成

14

GDP は 4000 億元未満から

億 9000 万 元に、 不 変価 格で計

長は中国のみならず、アジアひいては

07 9
年、 輸 出 入 総 額

年の成果は終始、改革・開放政

策を堅持した結果です。改革・開放

は中国を高度に集権された計画経済

30

算すると年平均 ・8%、 倍の増

2

加をみました。

15

は 兆 1700 億元に達しました。

年以来、中国は 年連続で途上国

として世界一の外資導入実績をキー

93

8
0

張玉台（Zhang Yutai ちょう・ぎょくだい）
現職：国務院発展研究中心主任、党組書記、研究員。中国共産党
第 17 期中央委員
出身：1945 年 9 月、山東省出身（62 歳）
学歴：北京航空学院（電子計算機専攻）1968 年卒業
経歴： 70 年、中国科学院半導体研究所。77 年中国科学院。80
年国家科委。85 年国務院科技領導小組辧公室副主任。88 年中
国科学院副秘書長、
『中国科学報』社社長。95 年 1 月中国科学技
術協会。副主席、書記処第一書記等を歴任。04 年 10 月より国務
院発展研究中心党組書記、副主任。07 年 6 月より主任、党組書記。
国家中長期科学技術規劃領導小組などの委員を務める。中国共産
党 15 大、16 大、17 大代表、同 16 期、17 期中央委員、第 9 期
全国人民代表大会常務委員・法律委員会委員。
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閉鎖・半閉鎖の状態から全面的開放
調和を促し、市場化経済改革の原動

ました。国際経済への参画は制度的

理理念をもたらし、技術革新を促し

都市や農村部のインフラ整備を進

するでしょう。

伸び、工業化と都市化がともに加速

ります。国内需要は今後も持続的に

策をとることができれば、経済社会

いう新たなチャレンジに効果的な対

近道なのです。資源、環境の制約と

資源節約型、環境調和型社会実現の

へと転換させ、経済・社会に大きな
力となりました。経済成長の成功モ

め、伝統的産業の改造と高度化を進

経済には大きな成長ポテンシャルがあ

活力を与えたのです。成功の理由とし
デル、日本を含む東アジア諸国の経

め、新たな産業の発展をはかる一方

広げ、先進的な生産、経営方式と管

て、次の 点を挙げたいと思います。
験を学ぶことで、回り道せずに発展

で、人口の都市化を進め、都市住民

体制から社会主義市場経済体制へ、

向を堅持したことです。市場化改革
できたのです。第 は漸進的改革で

公平な競争を促し、生産者の積極性

非公有経済の発展を促し、企業間の

改革の中で利害関係を調整し、改革

テムエンジニアリングであり、漸進的

す。市場経済への転換は膨大なシス

子の成長」をもたらし、経済の持続

せん。これは投資と消費需要の「双

構造をレベルアップしなければなりま

の所得向上、都市・農村住民の消費

比較的長期間、経済の安定的高成長

ルーを実現できるのか。それは今後

成長方式の転換においてブレイクス

は国際環境の新たな変化に適応し、

の重要な時期にあって、中国

改革と発展、工業化と現代化

ができるでしょう。

を刺激したのです。第 は改革と開

と発展の良い循環を実現しました。

的、高速成長に必要な需要の安定的

長における資源と環境の犠牲が大き

とし、2020 年までに一

消耗低減、環境保護を基本

構造の最適化、効率向上、

中国の長期的発展目標は

だまだ長い道のりです。

にも入れず、現代化は、ま

GDP では世界 100 位

は大きくても、一人当たり

いません。経済全体の規模

る状況は根本的に変わって

「人を基本とし、全面的な調整と持

行にもプラスとなるでしょう。第 に、

率向上を促し、マクロ経済の安定運

間の最適配分を助け、企業内部の効

改善は、資源と要素の部門間、地域

の改善です。ハード、ソフト両面の

されます。第 に、経済と発展環境

資質が向上し、自主革新能力が強化

技術立国の戦略によって、労働者の

ことです。第 に、人材強国、科学

蓄積のスピードがますます加速する

が見られていないことです。

への成長方式転換にブレイクスルー

とです。第 に、粗放型から集約型

遅れ、構造的矛盾が突出しているこ

進的製造業や現代サービス業が立ち

となっていることです。第 は高付加

的資源保障と生態環境に対する圧力

続可能な発展」の基本路線こそ経済、

化学工業と都市化の急発展が、戦略

1

価値、高技術、低消耗、低排出の先

％のエネル

ギー、 ％の鉱産資源を消費して工

先 進 諸 国 は 世 界の

3

放の有機的な結合、両者の相互作用
です。特に対外開放は中国の視野を

変革を遂げたとはいえ、中国はま

ができるかにかかっています。現段階

だ途上国で、巨大な人口を

次に、要素供給の条件の改善です。

すぎ、発展と資源節約・環境保護と

かかえ、 可耕地が少なく、
一人当たりの収入も低水準

第 は、工業化の進展に伴い、資本

年比
で 倍増することです。

2

60

4

2

3

の矛盾が突出しています。第 は重

で、 生 産 力 も 未 発 達であ

では多くの矛盾と問題、なかでも成

拡大につながります。

第 に社会主義市場経済の改革方

をさらに高いレベルに引き上げること

は政府の経済への直接介入を減らし、

3

業化と近代化を実現しました。今、
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1

政治、文化、社会発展の近道であり、

50

00

2020 年 ま で、 中 国

4

人当たり GDP を

講演する張玉台主任

2

3

1
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残りの ％のひとびとが工業化段階

の資質向上とマネジメントの刷新依

プロジェクト実験室と国家重点実験

COD は そ れ ぞ れ ・

％と ・

題になっています。各国はそれぞれ省

境面での矛盾が突出し、世界的な問
会の持続可能な成長実現の条件づく

生態環境を段階的に改善し、経済社

環境保護を基本国策として堅持し、

定です。

の技術改造を奨励、支援していく予

かり、企業による省エネ・排出削減

減の共通技術のブレイクスルーをは

成果を挙げつつあるといえましょう。

に転じました。省エネ・排出削減は

はなく、中国の選択なのです。これ

社会の調和を実現することは策略で

科学的発展、平和的発展を実現し、

エネルギー、排出削減のモデルを模
りに取り組んでいます。予防を主と

カ年 計 画では 2010

野で世界のトップクラスにあり、工

は中国の利益のみならず、世界の流
量のそれぞれ ％と ％削減目標を

年 までに GDP 単 位 当 たりのエネ

中国はイノベーションと成長方式の

掲げました。 年来、環境保護への

染の防止と環境の保護を根本から強

転換を結び付け、科学技術により省

投 資は 5560 億 元で、 同 時 期の

ニーズに適合した発展モデルと、よ

エネと排出削減を全面的に推進しよ

GDP 比 ・ ％に相当します。

と経験があります。胡錦濤主席訪日

足のなかでの現代化には、成長方式

に依存しています。資源の絶対的不

汚染対策プロジェクトも推進していき

流域の水汚染対策などの つの重点

よび下水道管網の建設と改造、重点

10

れにも合っています。日本は多くの分

うとしています。途上国として、中

年、単位当たり GDP のエネルギー

の際、福田首相との間で、省エネと

建築省エネなどの の重点省エネル

を転換させるしかありません。中国

ます。政府は省エネルギー・排出削

07
経済産業省に中野副大臣を訪問し、意見交換

24

27

ムを作り上げることが鍵であるとい

中国の資源は一人当たりの占

国は先進技術の採用、エネルギー・

消費は ・ ％削減され、SO 2と

中国はますます輸入原材料への依存

ギープロジェクトの全面的実施をは

は経済成長を従来の物質や資源消費

減技術の研究開発を強化し、国家的

7

億の中国国民に発展と改革の成果

全体がともに豊かになることにあり、

人だけ豊かになるのではなく、国民

を豊かにすることにあります。一部の

す。改革・開放の目的は、人民生活

人と自 然が仲 良 く調 和した社 会で

力にあふれ、秩序があり、安定的で、

の、信義を守り、友愛に満ちた、活

社会は、民主的で法治の、公平正義

中国が構築しようとしている調和

しました。

携の焦点と成長点にすることで合意

環境保護における協力を両国経済提

と環境保護の面で世界に冠たる技術

ら、イノベーション、資源の有効利用

業化と資源不足の矛盾を解決しなが

有量でみれば、世界的にも低

資 源の利 用 効 率 向 上、 汚 染・ 排 出
削減などの面でまだ大きな余地があ

年間、中国は石油の節約と代替、石

度を高めつつあり、原油、鉄鉱石、ボー

依存型から、イノベーション、労働者

50

1

3

えましょう。

いレベルでしかありません。一人当た
りの耕地は世界平均 ％、淡水資源

％で、先進国に比べると ポイン

ります。現在エネルギー利用効率は

ガス、石炭はそれぞれ ％、 ・ ％、
主要鉱産資源の埋蔵量は世界平均の

ト前後も低いレベルです。今後の

10

かります。また、石炭火力発電所の

1

キサイト、 銅 鉱 石 な どは消 費 量の

9

SO2 対 策、 都 市の汚 水 処 理 場お

1

％から多いものは ％以上を輸入

10

炭ボイラ改造、コジェネレーション、

％で、鉄、銅、アルミニウムなど

33

は世界平均の 分の 、石油、天然

11 1 40

分の 、 分の 、 分の です。

5

4
5

4

6

2 20

ルギー消費と主要汚染物質の排出総

5

化しようと取り組んでいます。

11

く調和する経済体制、経済メカニズ

次

索しています。中国の持続可能な発

％減少し、はじめて つとも減少

3

第

室の設置をはかり、省エネ・排出削

66

し、総合的な対策をとることで、汚

存型へと転換すべく努力しています。

4

2

展のためには、事情に合った、時代の

に入ろうとしつつ、人口、資源、環

85

1

が十分に行き渡るようにしなければ

なりません。
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険、社会援助システムを重点に、都

充実。 基本養老保険、 基本医療保

と就業サポート制度の充実をはかり、

市部と農村部をカバーする社会保障

備し、公共の就職サービスシステム

発の推進、東北旧工業基地振興、中

雇用拡大に取り組んでいます。

東部の発展を支持しつつ、西部大開

と社 会 構 造の大きな変 革 期
部地区台頭を促し、波及効果の大き

現在、 中国社会は経済構造
にあり、発展の大きな活力の一方で、

システムの整備を進めます。

年か

■所得配分制度の改革深化。国民所
得分配における国民収入の比重を高

い、連携の緊密な経済圏や経済ベル
トの形成をはかっています。

多くの社会的矛盾をはらんでいるの
です。様々な所有制度からなる経済

ら、中国はすでに 年連続して企業

年都市部の新規雇用が 1000 万

移転交付の拡大をはかっています。

万人の農村居住者が保障対象になり

生 活 保 障 制 度 を 整 備 し、3450

の退職者の基本年金基準を引き上げ

差を拡大し、産業構造の変化は雇用
人余、農村労働力の移動による雇用

■教育の優先的振興。政府は教育へ

ました。今年政府はさらに農民の出

め、第一次配分における労働報酬の

を不安定にし、二元的経済構造の変
が 800 万 人 増 加 していま す。 自

の投資を大幅に増やし、全国の都市

稼ぎ労働者や非公有セクターの従業

年、 毎

化は空前規模の人口移動をもたらし

立的な職業探しや自主起業を奨励す

部と農 村 部で無 料 義 務 教 育を広く

員、都市部のフリーターの社会保険

■積極的雇用政策。 過去

ています。また地域格差、都市部と

るとともに、都市部と農村部をあわ

行っています。具体的には、義務教

ました。 年には全国の農村で最低

農村部の格差、所得の格差などの拡

せた一元的で秩序ある人材市場を整

の発展と激しい市場競争は所得の格

05

割合を高め、高すぎる収入を調節し、

3

大、社会事業の発展の遅れ、政府の
公共サービスが国民ニーズに追いつ
かない、などの問題がおこっています。
中 国 政 府は科 学 的 発 展 観に基 づ
き、都市と農村の振興、地域の振興
を総合的にとらえ、公共サービスの
均等化、所得分配制度の充実などに
力を入れています。立法、中長期発
展計画、体制改革や財政収支政策な
どの面で、政府はこれまでに、あるい
は現在、次のような一連の対策、措
置を講じています。
■農業の振興と農民の所得増加。農
業税をすでに全廃し、農民の負担を
大きく軽減しました。さらに、農村
のインフラ整備、農村における市場
と農業サービス体系の充実、農村金
融体制の改革と刷新を進めています。
■地域の調和のとれた発展の促進。

加入を拡大することを発表しました。

の 問 題 解 決。 政 府

■国民の医療受診難

す。

るよう保障していま

義務教育を受けられ

出稼ぎ家庭の子女が

家庭や農村部からの

しています。

全面的小康社会を実現できると確信

進めていくことで、2020 年には

調和のとれた発展を総合的に考え、

発展、経済社会の発展、人と自然の

と農村の調和のとれた発展、地域の

科学的発展観の理念に従い、都市

除 や、 経 済 的 困 窮

育 学 費 の全 面 的 免

07
■ 社 会 保 障 体 系の

す。

スを提供することで

的 医 療 衛 生 サー ビ

便 利で 安 価 な 基 本

国民に安全、有効、

とめました。目標は

制度改革案をとりま

大きな衝撃を与え、米国経済と世界

ンの危機は、米国経済と金融市場に

あらわれています。サブプライムロー

る農産物価格の大幅な上昇となって

主とする鉱産物価格、穀物を主とす

とするエネルギー価格と、鉄鋼石を

きく変 動し、 特に石 油を主

近年来、国際市場価格は大

はすでに、医療衛生

新日鐵君津製鉄所熱延工場を視察、省エネの状況を熱心にたずねた
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直面しています。中国は今回のサブ

経済はアジア金融危機以来の試練に
とともに、経済成長の大きな変動を

をとり、物価の大幅な上昇を抑える

政政策と、引き締め気味の通貨政策

域経済協力を強化することで外部か

金融危機以降、東アジア諸国は、地

ンと緊密に連関しています。アジア

地域ひいてはグローバルな産業チェー

国務院発展研究中心は日本の研究

進めていかねばなりません。

世界および地域の貿易自由化を推し

責任があり、協力をさらに強化し、

からいえば、両国には共通の利益と

ます重要になってきています。この点

プライムローン危機の影響を高度に
防止していきます。政府は国内外の

らのリスクに備えることの重要性を

機関、大学や企業と長期、広範な協

国内市場のみならず、アジア太平洋

重視し、成長過程で現れた新しい問
経済状況の変化に基づき、タイムリー

認識しはじめました。アセアン プ

安定重視であり、引き続き穏健な財

題、たとえば外貨準備高の速すぎる
な微調整をすることになるでしょう。

経済の成長を減速させました。世界

増加、資産価格の高騰、インフレ圧

力関係があります。私は、皆様との

間で、さらに交流と協力を強化し、

ラス の枠組みの中で、金融、貿易、
科学技術、エネルギー、環境保護な

国内市場規模が大きく、工業化と都
市化が高速成長段階にあるため、マ

「DRCnet」を運営している。

サブプライム 危 機と年 初の氷 雪 災

済時報』紙などの機関誌紙に加え、中国経済情報サイト

日中の戦略的互恵関係の発展をとも

オの 9 研究所を擁す。また、
『管理世界』誌、
『中国経

どの分野での協力は長足の進歩を遂

亜非（アジア ･アフリカ）発展、民族発展、香港・マカ

クロ経済政策にはまだ大きな調整余

企業、金融、国際技術経済、欧亜社会発展、世界発展、

害、さらに 月の地震災害の影響に

究部」としてあるほか、市場経済（名誉所長は呉敬璉）、

に推進していきたいと願っています。

産業経済、技術経済、対外経済、社会発展の７分野が「研

げました。現在、米国経済は衰退に

国務院社会発展研究中心、国務院農村発展研究中心を

統合し、国務院経済技術社会発展研究中心となり、さ

らに国務院発展研究中心と改称し現在に至る。

歴代トップ（総幹事、主任）は薛暮橋 (81 ～ 85 年 )、

馬洪 (85 ～ 93 年 )、孫尚清、劉中一、王夢奎（98 ～

07 年 )、張玉台（07 年～）。7 月 22 日現在、副主任は

劉世錦、金人慶（前財政部長）、盧中原の 3 名。
（李剣

閣副主任は 7 月離任）

より、今年の中国の GDP の成長率

研究部門はマクロ経済、発展戦略・地域経済、農村経済、

地があります。

力の過大などに注意を払っています。

10

（まとめ ： 企画調査部次長 中島俊輔）

国務院直属の政策研究シンクタンク。国民経済、社
会発展、改革・開放政策における総合的、戦略的、長
期的課題についての研究を行い、党中央、国務院に政
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3

直面し、世界経済の成長も減速する

Council)

中、東アジア経済の安定成長はます

年に国務院技術経済研究中心、国務院価格研究中心、

は ％程度に止まると考えられます。

DRC (Development Reserch Center of the State

日中両国企業間の投資と貿易は両国

1981 年に国務院経済研究中心として創設され、85

5

年の中国マクロ経済政策の重点は

策提言を行っている。

10

08
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中国国務院発展研究中心（DRC）について
中国国務院発展研究センター
国務院発展研究センター

学術委員会

専門技術職務資格評価審査委員会

弁公庁（人事局）
情報センター

マクロ経済研究部

中国発展研究基金

市場経済研究所

発展戦略・地域経済研究部

中国都市・農村発展国際交流協会

企業研究所

農村経済研究部

中国企業評価協会

金融研究所

産業経済研究部

中国（海南）改革発展研究所

機関サービスセンター

技術経済研究部

中国農村労働力資源開発研究所

人的資源研究訓練センター

対外経済研究部

国際技術経済研究所

中国発展出版社

社会発展研究部

欧州アジア社会発展研究所

管理世界雑誌社

国際合作局

世界発展研究所

中国経済時報社

アジア・アフリカ発展研究所

経済研究年鑑社

民族発展研究所

中国発展観察雑誌社

香港・マカオ研究所

中国商工企業法律諮問サービスセンター
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関係を変えはじめている。両国の貿易・投資関係

が転換期を迎える中、技術貿易の円滑化など新た
な課題が生じるとともに、知的財産権保護などの

問題も引き続き検討していかなければならない。
こうした情勢を受け、経済産業省と商務部との間

で問題解決にむけた枠組み作りが行われている。

日本経済界に意見・要望を募集

①持続可能な経済発展に資する互恵

胡錦濤国家主席来日時における経済産業省と
中国商務部、国家発展改革委員会との協力合意

すべき話題であろう。

東アジア地域経済連携等の問題が話

業大臣との間では、経済関係強化や

商務部・陳徳銘部長と甘利明経済産

③中小企業分野の協力推進に関する

協力の継続強化に関する覚書

②省エネルギー・環境分野における

協力文書

関係構築を推進していくための包括

し合われ、両大臣間で「日中韓ビジ

覚書

今回、胡主席に同行して来日した

ネス環境改善アクション・アジェンダ」

日にホテル

②中小企業海外事業展開円滑化協力

関する覚書

①貿易・投資関連法律制度の研究に

下３件の覚書が結ばれた。

まとめたものである。

の説明会」の講演内容と関連資料を

る「日中貿易・投資環境改善のため

省北東アジア課・田中茂明課長によ

ニューオータニで行われた経済産業

本 稿 は、 今 年 ５ 月

時に行われた日中首脳会談では、①

のための覚書

についての合意を確認すると共に、以

省エネ・環境、②気候変動、③東シ

③技術貿易の発展と円滑化に関する

中間のビジネス環境に関する問題に

は特に重要な問題ではあったが、日

トをひかえ、エネルギー・環境問題

意見交換が行われた。洞爺湖サミッ

下３件の協力文書・覚書が結ばれた。

変動等の問題について意見交換し、以

済運営、資源エネルギーおよび気候

員会・張平主任とも会談し、マクロ経

また、甘利大臣は国家発展改革委

今年５月に胡錦濤国家主席の来日

ナ海資源開発、④ビジネス環境、⑤

覚書

ついても、日本経済界にとっては注目

両国首脳間で日中間での「日中韓

１．日中韓ビジネス環境改善
アクション・アジェンダの効果

商務部関連の課題
知的財産権の５つの経済問題について
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胡錦濤国家主席に随行して来日した
陳徳銘商務部長

日中貿易・投資
環境改善にむけて
世界の経済情勢激変に伴い、両国間の貿易・投資
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した。今回合意されたのは日中両国

てビジネス環境改善の重要性を確認

意を歓迎するとともに、それに則し

利大臣と陳部長はこのアジェンダの合

ンダ」が合意されたことを受け、甘

ビジネス環境改善アクション・アジェ

ない規定（行政許可法 ～ 条）が

間内に申請者に回答しなければなら

場合に、当局は法律に規定された期

として、中国で行政許可を取得する

されるよう促すことにある。その一例

監視する中、その取組が確実に実施

取組をリストアップし、他の２国が

継続的なプレッシャーを与えることに

定期的に改訂作業が行われ、各国に

このアジェンダはフォローアップされ、

果を持たせることができる。今後も

定の遵守を対外約束したのと同じ効

明記させることで、中国政府が本規

ス環境改善協議を通じてアジェンダへ

国側は歓迎するとの意向を示した。

民知財保護合同ミッションについて中

見が一致した。また、日本からの官

妥結に向けて協力していくことで意

こと、WTO ドーハラウンドの年内

経済統合について両国が協力していく

貿 易 協 定（EAFTA）等 東アジア

認されている。ただ、第２回以降の

をテーマとして取り上げることが確

国の行政許可法と日本の行政手続法

らない。第１回目の研究会では、中

論する共同研究を推進しなければな

必要があり、その上で改善方策を議

連の法制等について知見を共有する

まず日中両国が双方の貿易・投資関

貿易・投資環境を改善するには、

にある。

よる法制度運用の適正化を図ること

善の方策を議論することで、当局に

係行政機関や学識経験者を交え、改

締結されることになった目的は、関

連法律制度の研究に関する覚書」が

る。今回、日中間で「貿易・投資関

で見られ、その改善が求められてい

関連法制措置の不透明な運用が一部

中国では、依然として貿易・投資

２．貿易投資関連法制度に関
する共同研究

の間のみで、韓国との調整は今後進

大臣会合では、東アジア包括的経

なる。

処理期間が十分に遵守されないケー

あるにもかかわらず、実際には標準

アジェンダ作成の目的は、３国それ

済連携（CEPEA）や東アジア自由

07 年からは上海虹橋～羽田に直行便が開設

スがあり、その場合に本件をビジネ

められることになる。
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ぞれが自国のビジネス環境改善への

日本人在住者が 4 万人を超えた上海
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テーマは決まっていない。

に際し、知的財産権保護、ロイヤリ
ティー等の技 術 対 価の適 正な評 価、

業省では日本企業からの意見や要望

を募集している。

中小企業が海外への事業展開を図
に対して、両国政府は「技術貿易の

安視する傾向がある。こうした問題

の技術・設備関連の取引に対して不

の不公正な取引条件など、中国側と

ために、中国や韓国で事業展開する

る。このアジェンダでは今後の改訂の

合意を経て実施されていく予定であ

アップ・改訂協議は、今後、韓国の

「アクション・アジェンダ」のフォロー

考えており、テーマの決定に際しての

る法制度を優先的に取り上げたいと

ている日本企業が困難に直面してい

い。経済産業省では、中国に進出し

降の研究会でのテーマが決まっていな

かかる共同研究に関して、第２回以

５．日本経済界への期待

る場合、大企業と違ってなかなか進
発展と円滑化に関する覚書」を締結

日本企業からの具体的インプットを

理由や背景について、日本企業から

また、貿易・投資関連法律制度に

出地域の情報を得難く、進出後の問
し、改善方策検討のためのワーキン

得ていくこととされており、経済産

対価の支払い、設計図提供の強要等

題処理にも手を焼くことが多いため
ググループを設置することとした。

３．中小企業の海外事業展開
円滑化

に、海外進出に消極的になることも
少なくない。今回、日中間で「中小
企業海外事業展開円滑化協力のため
の覚書」が締結された背景には、この
ような状況があったものと思われる。
経済産業省では、中小企業の海外
事業展開の円滑化を図るため、中国
側による進出前の情報提供、市場開
拓支援、中小企業団地の設立、進出
後の問題解決支援に至る一貫した支
援協力体制を構築し、中国進出する
日本の中小企業が直面する諸問題の
解決に取り組みたいとしている。

４．技術貿易円滑化
日中間の貿易が拡大する中、技術
貿易のさらなる拡大を中国側は望ん
でいる。
日本企業では、技術供与や設備納
入等の技術移転を伴う日中間の契約

製造業での進出は一段落か（唐山市の日系企業）
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山東省は日本との省エネ協力を積極的に模索している
セメント工場の中央制御室
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日本国経済産業省と中華人民共和国商務部との
貿易・投資関連法律制度の研究交流に関する覚書
日本国経済産業省と中国人民共和国商務部（以下、
「双方」
と略す）は、両国の貿易・投資交流の順調な発展、相互
依存関係の深化、今後の更なる深化・発展の実現のため、
貿易・投資分野関連法律制度の研究と交流を以下のとお
り強化していくことで共通認識に達した。

連措置とする。
（３）共同研究事務局は、双方の主管部門が担当するもの
とし、具体的な研究交流方法を確定することとする。
（４）双方は、共同研究終了後、同研究成果を両国政府
ハイレベルに報告し、参考資料として供することとする。
２．対話を通じた問題解決

１．貿易・投資関連法律制度の共同研究の実施

日中両国企業が直面する貿易・投資関連法律制度に関す

（１）日中両国間の貿易・投資協力を更に促進し、相互の

る問題に対し、双方は、適時交流・協議する。特に、日

法律制度の理解を深めていくため、双方は、２００８年よ

中ハイレベル経済対話、双方の間の次官級定期協議、日

り、共同研究を開始する。

中投資促進機構間の対話等、既存の関連する対話スキー

（２）共同研究においては、日中両国の関係行政機関、

ムを十分活用して協議する。

学識経験者等の参加協力を得ることとする。参加者は双
方の協議により確定した議題の下、両国の貿易・投資関

本覚書は２００８年５月７日に日本東京で署名する。２部

連法律制度及び措置に関する経験を共有し、実効的な改

で１セットとし双方で日本文と中国文を持ち、また双方の

善方法を探究していくこととする。本年より開始する共同

原本ともに同等の価値を有するものとする。

研究の最初の議題は、原則として行政関連法制度及び関
日本国
経済産業大臣

中華人民共和国
商務部長

マクロ経済運営では、中国が内需

なった。

さらに、技術貿易の発展と円滑化

主導型の持続的経済成長へ転換を図

の意見を得たいとしている。

に関する協力に関して、経済産業省

資源エネルギー問題では、原油価

り、そのために日本の過去の経験を

に関する情報提供が不可欠であると

格高騰を懸念し、主要エネルギー消

はワーキンググループで中国側に不

して、改善方策の提案と併せて意見

費国間でその対策を議論することが

踏まえた共同研究や政策交流を行っ

を寄せて頂きたいとのこと。尚、経

有益との認識で一致した。また、主

公正な取引事例を指摘し続けるため

済産業省では、寄せられた情報につ

要消費国間での省エネ政策等の情報

ていくことで意見が一致した。

いて、企業の要望に従って適切な管

共有化と国際省エネ協力パートナー

に、日本企業からの具体的問題事例

理を行うとしている。

レアアース交流会議では、早期に開

シップ（IPEEC）の重要性につい

〔お問い合わせ先〕

催時期を決定するとした。東シナ海

て意見が一致した。延期されている

経済産業省通商政策局北東アジ

の目処がたったことを確認し、今後、

問題については、長年の懸案に解決

（直通）
03-3501-0531

細目を詰めて、できる限り早期に合

意する意向を示した。このほか、中

国側から省エネ協力センター設立の

提案があり、日本側からは一定の条

件の下で、事務的に議論していきた

いと回答した。

また、「気候変動に関する日中共

同声明」でセクター別アプローチに

ア課（担当者 栗原）

電話 ：

ファクス ： 03-3501-6024
電子メール ：

kurihara-

kiyoshi@meti.go.jp

国家発展改革委員会関
連の課題
関し双方意見が一致したことを評価

することを確認した。

するとともに、今後も積極的に協力

会との間では、主にマクロ経済とエネ

（まとめ：企画調査部課長 髙見澤学）

経済産業省と国家発展改革委員

ルギー・環境関連の問題がテーマと
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日本国経済産業省と中華人民共和国商務部との
中小企業海外事業展開円滑化協力のための覚書
日本国経済産業省（以下、
「経済省」という）と、中華人

区への日本中小企業産業科技園（以下、
「園区」という）

民共和国商務部（以下、
「商務部」という）は、中小企業

設立を積極的に推進する。経済省は、関連機関の支援を

の海外事業展開円滑化が重要であるとの認識に基づき、

得て、可能な限り協力を行う。

以下の協力内容につき一致をみた。

（２）商務部は、中国側関連機関及び園区が所在する国
家級経済技術開発区管理委員会（以下、
「開発区管理委

１．協力の関係機関

員会」という。）の支援を得て、園区における行政水準の

（１）商務部は、中日投資促進委員会、商務部投資促進

改善、向上のための指導・助言を行い、園区内企業のた

事務局、中国外商投資協会、中国開発区協会、及び地方

めの相談窓口を指導し、政策相談、紛争解決等の方面で

の各レベルの投資促進機関等（以下、
「中国側関連機関」

協力を行う。

という）の支援を得て、具体的な協力を展開する。
（２）経済省は、日本貿易振興機構
（以下、
「JETRO」という）、
中小企業基盤整備機構、日中投資促進機構
（以下、
「JCIPO」

（３）商務部は中国側関連機関、開発区管理委員会の支
援を得て、日本側関連機関に対し、園区の関連情報を提
供する。

という）等
（以下、
「日本側関連機関」という）の支援を得て、 （４）経済省は、ＪＥＴＲＯの支援を得て、日本において、
具体的な協力を展開する。

中小企業に対し、園区についての関連情報を提供し、ま

２．情報提供及び相談サービス

た中国側関連機関の日本での園区紹介活動の展開に協力

（１）双方は、日本側関連機関及び中国側関連機関（以下、

する。

「双方の関連機関」という）の支援を得て、両国中小企業

（５）経済省は、ＪＣＩＰＯの支援を得て、中日投資促進

のビジネス・投資の円滑化につながる情報を提供する。

委員会に対して、園区の機能向上に資する情報提供及び

（２）商務部は、関連の地方政府投資促進機関を中小企

園区の人材育成のための助言等の協力を行うこととする。

業向け相談窓口として指導し、また関連の投資環境、投
資政策に係る相談サービスを提供する。
（３）経済省は、日本側関連機関の支援を得て、中小企
業に対し相談サービスを提供し、また、JETRO が東京と
大阪に有する中国ビジネス相談デスクと、中国現地各事
務所の支援を得て、関連の相談業務を展開する。
（４）双方は、双方の関連機関の相談業務に関し、必要

５．関連問題の解決にかかる支援
（１）商務部は、中国側関連機関の支援を得て、すでに
中国へ投資している日本中小企業の経営において遭遇す
る問題解決に協力する。
（２）経済省は、ＪＥＴＲＯと協力して、在日中国中小企業
が経営上遭遇する問題解決に協力する。
（３）商務部は中国側関連機関に対し、経済省はＪＥＴＲ

な協力を行う。

Ｏに対し、中小企業の関連問題解決について、必要な措

３．中小企業の市場開拓、パートナー開拓

置を求めるとともに、双方政府の関連部門及び地方政府

（１）双方は、中小企業の海外市場開拓、パートナー開拓
に関する協力方策について、協議・検討していく。
（２）双方は、必要に応じ、双方の関連機関の支援を得て、

の支援を得て、上記問題解決への協力を行う。
（４）双方は、双方の関連機関の解決支援の状況に関し、
必要に応じ、情報を共有し、連絡調整を行う。

中小企業のビジネスマッチングの成果につながるような展
示会、政策説明会等、多様な形式の投資促進活動に協力

本文書は、２００８年５月７日、日本国東京において、日

を行う。

本語文と中国語文で作成した。日本語文及び中国語文双

４．日本中小企業産業科学技術園に係る協力

方で一式とし、日本語文と中国語文とは共に同等の価値

（１）商務部は中国内の条件に合う国家級経済技術開発

を有するものとする。
日本国
経済産業大臣

中華人民共和国
商務部長
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日本国経済産業省と中華人民共和国商務部との
技術貿易の発展と円滑化に関する協力覚書
日本国と中華人民共和国との戦略的互恵関係の実質的発

４．このため、双方は「技術貿易ワーキンググループ（以

展を更に一歩推進するため、日本国経済産業省と中華人

下ＷＧと略称）」を設立する。ＷＧは技術貿易に関するガ

民共和国商務部（以下「双方」と略す）とは、友好協議

イドラインを研究・策定する。

のもと以下の共通認識を達成し、これを以て日中両国の

５．ＷＧは、日本国経済産業省通商政策局と中国商務部

技術貿易の円滑化を図るため、実務協力展開を強化する。

機電科技産業司との局長 ･ 副局長級でグループ長を担当
し、双方の関連部門の関係者を構成員とする。ＷＧは１

１．双方は両国企業が優位面で補い合い、互恵互利、共

年に一度協議を行い、必要に応じ協議の回数を増やす。

同発展の原則の下、自発的な技術貿易の発展を歓迎し、

主催地は相互に交代することとする。

技術貿易の円滑な発展を促進させるための措置をとり、

６．双方は、両国の直面する共通課題の解決に有効な技

日中経済貿易関係のレベルを不断に向上させることを歓

術貿易の発展を歓迎する。この意味において、現在、省

迎する。

エネ ･ 環境の分野における協力が両国間の互恵協力の重

２．双方は両国の政策紹介、意思疎通、協調を強化し、

要分野であることについて、認識を共有する。双方は、

定期的に両国企業における技術貿易において発生する問

日中省エネ ･ 環境保護方面の既存の交流メカニズムをプ

題を提起・審議して解決し、関連する活動を実施し、良

ラットフォームとして、ビジネスベースでの省エネ ･ 環境技

好な協力環境を創造することとする。

術面での協力が発展することを歓迎する。

３．双方は、両国企業間の技術貿易の過程における知的
財産権やその他関連の権益を保護し、技術対価の設定と、

本備忘録は２００８年５月７日に日本東京で署名する。２

支払い等の取引行為の公正性が向上するよう努力し、技

部で１セットとし双方で日文と中文を持ち、また双方の原

術貿易の平等な権利を擁護する。

本ともに同等の価値を持つものとする。
日本国
経済産業大臣

中華人民共和国
商務部長
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今年６月 〜 日に大阪で開催され
た「日中韓産業交流会」に参加する
ために、湖南省・郭開朗副省長が日
本を訪れた。中国政府が提起する中
部勃興戦略に合わせ、湖南省では長
株潭都市群を中心に両型社会（資源
節約型社会、環境にやさしい社会）
の構築に力を入れている。湖南省が
進める両型社会建設について、郭副
省長に話を聞いた。

た。北宋時代から大学教育が盛んで、

：湖南省政府としては、中部勃

人民共和国設立の功労者である毛沢

同は岳麓書院で学んでいるし、中華

曾 国 藩、 変 法 運 動の指 導 者・ 譚 嗣

乱の鎮圧に功績のあった清末の重臣・

ります。歴史を遡れば、太平天国の

ながら、大々的に工業化を図ってい

と環境にやさしい社会の建設を進め

速します。第２に、資源節約型社会

放に力を入れ、外資企業の誘致を加

うと思っています。第１に、改革開

求に基づき、３つの方針で取り組も

興政策に関する中央政府の要

東、劉少奇、彭徳懐、賀龍、さらに

きます。人的資源を活用し、環境保

郭

改革解放後では、胡耀邦、朱鎔基な

護と資源節約に力を入れていきたい

今でも中南大学の中に岳麓書院があ

ども湖南の出身です。また、画家の

政策の一環として、長株潭都市群が

と思っています。第３に、中部勃興
改革開放以降、湖南省経済は比較

国から「両型社会（資源節約型社会、

斎白石など芸術家も多い。
的順調です。 年以降、毎年 GDP
は ％以上の成長率で、昨年は前年

帯改革試験区」に認可されたことか

環境にやさしい社会）建設の総合付
達し、全国省・市・自治区の中で第

施していきます。長株潭都市群とは、

ら、優良企業に対する優遇政策を実

常徳、益陽、婁底、衡陽を含む通勤

入は 1100 億元でした。
湖南省の経済基盤は建設機械をは

時間半径１時間半の「３＋５」の都

湖南省の戦略目標は「富民強省（民

じめとする機械、鉄鋼、非鉄金属、
どの伝統産業が主ですが、最近では

を富ませて省を強くする）
」です。そ

市群です。
バイオ医薬、IT、風力・太陽光発

の中身は、一つは「経済強省」
、もう

一つは「文化強省」・
「教育強省」を
稲葉 ： 湖南省は中部勃興政策の拠

すでに全体計画と の詳細計画から

核とした両 型 社 会 建 設については、

目指すことです。長株潭都市群を中
点の一つとなっています。その政策に

ています。

電、都市交通システム等に力を入れ

農業産品、タバコ、石油化学工業な

長沙、株洲、湘潭を中心として、岳陽、

位となっています。また、財政収

比 ・

％ 増の 1285 億 ドルに

95

稲葉専務理事 ： 湖南省 は「湖広熟
すれば天下足る」と言われるように、
豊かな米の産地であり、また数多くの
中国の指導者を輩出しています。ま

属し、洞庭湖の南側にあること

： 湖南省は中国の中部地域に

ず、湖南省について紹介してください。

郭
から、湖南省と名付けられています。
総面積は ・ 万平方キロ、人口は
6800 万人です。鉄道や道路など、
中国の東西南北をつなぐ交通の要所
ともなっています。
湖南省は、春秋戦国時代は楚の国
と呼ばれていました。豊富な歴史的
資源に恵まれており、1970 年代

4

おける省の経済発展戦略を教えてく
ださい。

府指導者による調整機構とその下に

なる発展計画を策定しました。省政

18

に長沙で、馬王堆墓という 2100

14 10

12
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年前の遺跡から保存状態の良いミイ
ラが発見されたのは有名です。そこ
からは多くの埋葬品も発掘されまし

湖南省・郭開朗副省長に聞く

20

18

郭開朗副省長：1960 年生、山東省文登出身。煤炭
工業部、中央組織部、中央弁公庁を経て、2005
年２月に湖南省・省長助理に。06 年 11 月から現職。

長株潭都市群が
両型社会建設を導く

18

21

30
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稲葉 ： 湖南省での両型社会の建設

を図っていく計画です。

での支援、人材育成・教育等の整備

にある三角地帯を「一心」として生

す構想があります。長株潭３市の境

慮した開放的な立体的発展を目指

心両軸両地帯」という生態環境に配

を占める 6162 平方キロです。
「一

新たな産業が興りました。先日の日

対応するために努力を重ねた結果、

去、日本も公害問題を抱え、それに

ではないかと思っています。また、過

区として中央政府から認定されたの

が可能ではないかとの判断で、試験

において、両型社会を建設すること

構築したいと思っています。次に、日

関する具体的、長期的な協力体制を

会など関係団体と、両型社会建設に

省と日本の地方自治体や日中経済協

日本経済界に対しては、まず、湖南

を伝えるためでした。

都市群の両型社会建設に関する情報

もに、省政府が実施している長株潭

社会建設の経験と政策を学ぶのとと

は、長株潭都市群を中核として資源
態経済区を建設し、物流に欠かせな

中韓産業交流会では多くの環境改善

中経済協会に協力をお願いし、省エ

難しいため、今後発展する中部地域

節約型社会や環境にやさしい社会を
い長沙 株洲高速道路東線と湘江の

プロジェクトが紹介されました。湖南

ネ・環境分野等の企業に湖南省に来

発を行う中心地区を設定しました。

建設するとのことですが、そのための
「両軸」を整備し、先端製造業・ハ

省が行う両型社会建設では、経済発

ていただいて、政策や具体的プロジェ

いくつかの担当部門を設置しました。

政策・措置とは具体的にどのような

イテク産業・現代サービス業の総合

展と環境を調和させる産業の育成に

クトを紹介したいと希望しています。

中心地区の面積は都市群全体の ％

ものですか？

的発展に重点を置く北部地帯と基幹

努力していると理解しています。

今後は、法律・法規、財政・税制面

： これまで中国は粗放的、汚

産業の強化を狙う南部地帯を「両帯」

郭

できるものと思います。湖南省では、

矛 盾 するものではなく、 両 立

： 経済発展と環境・省エネは

の循環経済に関連する計画・政策の

としても日本の地方政府（県）から

進める上で行っているように、湖南省

現在、国が循環経済の発展計画を

とするものです。
稲葉 ： 私が理解するところでは、す

両型社会建設の新たなモデル作りを

策定や人材育成などへの協力、また、

中部地域である湖北省の武漢都市圏
の試験区とすることで、新たな発展

でに産業発展を遂げた沿海部では、

試験的に進めていますが、その過程

両型社会建設とは、自然環境を維

とこの長株潭都市圏を両型社会建設
モデルへの転換を求めました。

環境汚染が広がり両型社会の建設が

日本企業との間で具体的プロジェクト

企業も進出しているようですね。郭

を生産しています。また、風力発電

が湖南省に進出し、自動車や二輪車

分野を含む協力が深まることを期待

の関心企業との間で、省エネ・環境

流会でのお話により、湖南省と日本

稲葉 ： 本日のお話や日中韓産業交

います。

副省長から日本経済界へのメッセージ

自動車工業、ヤマハ発動機等の企業

めのプラットホームを構築したいと思

で日本の技術や経験を学ぶことがで

持しながら都市化と新型工業化を進
めることです。工業生産におけるエ
ネルギー・資源の消費原単位と排出
量を大幅に削減し、資源・環境・人
口との協調的かつ持続的な発展の実
現を目指します。その基本は、産業
構造の調整、生活習慣の改善、工業・
交通分野の改革です。５ 年以内に、
両型社会建設関連のプロジェクト総

しています。ありがとうございました。
： 今回、日中韓産業交流会に
参加した目的は、日本の両型

2008 年６月 日 グランドプリンス赤坂・
李芳にて（まとめ：企画調査部 高見澤学）

があればお聞かせください。

郭

22

数 1200 件を立ち上げ、総額１
兆元の資金を投入する計画です。
長株潭都市群の中で、重点的に開

稲葉 ： 日本企業では、 すでに三菱

の実施や金融支援協力などを行うた

郭

染型の経済発展でした。国は、

両型社会を目指す長株潭都市群（長沙）

きればと思っています。

22
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ら ％まで︑また東北３省に占める

吹き込む湿気が吉林省南部を潤し︑

低の地形となっている︒日本海から

にアルカリ土壌の平野が続く南高北

を中心とした山岳地︑そこから北西

の穀倉地帯である︒南東部は長白山

省は農業大省と呼ばれるように中国

北東アジアの中心に位置する吉林

牽引役とするなど︑東北内陸を支え

延〜龍〜図を最前線︑長春〜吉林を

代化な琿春を建設する︒琿春を窓口︑

地域開放の窓口として国際的かつ現

経済の一体化を実現して︑東アジア

推進し︑
延︵吉︶〜 龍︵井︶〜 図︵門︶

年の間に長春〜吉林の経済一体化を

長吉図先導区については︑５〜

れぞれ引き上げる計画である︒

割合も現在の ％から ％以上にそ
20

北部の大興安嶺から流れ込む大気と

東北地域振興計画と長吉
図先導区
15

とする東北の中でぞれぞれの役割を

10

32
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75

対流するために︑四季がはっきりし︑
適度な降雨量をもたらす︒遼寧省や
黒龍江省で発生する大洪水や旱魃は
ほとんどなく︑気候には恵まれてい
る︒
東北地域活性化のための全体的な
調整が行われていることは︑これまで
にない吉林省の経済開発・発展を加
速する重要な歴史的チャンスである︒
﹁長吉図先導区﹂︵第１図︶は吉林省
中東部の長春︑吉林︑図們江地域を
対象とし︑総面積は ・ 万平方キロ︑
人口は約 770 万人︑東アジア６カ
国および東北４省・自治区の中心に
位置する︒現在︑長春から琿春まで
の全長 522 キロの高速道路を建設
中で︑2011 年までに当該地域の
GDP を 7500 億元とし︑吉林
省全体に占める割合を現在の ％か
68

長吉図先導区位置図
第１図

2
36

内陸省対外開放の新たなモデルを目指す

図們江地域開発協力と
長吉図先導区建設

2007 年 8 月に発表された東北振興計画で、地域間および都市と農村間の発展
の促進が強調された。地域分業と協調によりインフラ建設を強化し、新たな成長
ポイントを育成し、線によって点をつなげ、さらに面を形成する。一都市の経験を
他地域に広める構想で、遼寧省では ｢五点一線｣、黒龍江省では ｢哈大斉工業回廊｣
の具体策の追加・修正が提出され、
吉林省でも｢長吉図先導区｣の建設が掲げられた。
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明確にし︑東北地域における対外開
細な計画を策定する予定である︒

置し︑東北地域振興計画に基づく詳

した︒ 年 月には︑国連 UNDP

アジア地域経済一体化戦略を打ち出

画するよう国際社会に呼びかけた︒

他各機関が図們江地域協力開発に参

が図們江地域開発計画をスタートさ

①地理的条件

●図們江先導地域建設

貿易区︑長吉国際陸港区︑科学技術
長 516 キロで︑中国︵琿春︶
︑北

長白山を水源とする図們江は︑全

月に﹁３

できる︒日本と韓国にとっては︑欧

モンゴルの労働力と天然資源も利用

力を活用でき︑またロシア︑北朝鮮︑

ザルビノ港経由で︑韓国束草への陸

港がある︒現在︑琿春からロシアの

した半径 200 キロ圏内に カ所の

日本︑韓国にも近い︒琿春を中心と

琿春市は中国︑ロ

せた︒図們江デルタは︑吉林省およ

シア︑朝鮮 カ国の国境地帯にあり︑

創造区︑省級国際協力産業区︑先端
朝鮮︵羅先︶およびロシア︵ハサン︶

州への近道となる︒

図們江地区開発概要

放の新たなモデルを構築し︑中国内
陸省・自治区の対外開放先導区︑新
型産業モデル区︑生態経済機能区を

び黒龍江省の工業基盤︑市場︑労働

サービス業集積区︑現代物流区︑生
の３国の国境地域を流域とし︑北東
北東アジア諸国は︑1980 年代

開発段階に移行した︒ 年 月︑ロ

し︑企画段階から実質的な地域協力

中国国務院は琿春において沿海開放

② 各 種 政 策の統一的 実 施

海航路が建設中である︒

年︑

から地域経済協力を加速させ︑北東

年

態旅行区︑現代農業モデル区の８大

カ国協議﹂と﹁５カ国協議﹂に調印

このうち︑長吉図先導区の建設に
ついては︑①世界で最も成長の潜在
力を有する経済区域の一つである図
們江地域の開発開放に有利で︑北東
アジアの発展に貢献すること︑②北
東アジア地域開発に対して経済的・
政治的・外交的戦略意義を有するこ
と︑③吉林省の経済振興の促進︑黒
龍江省南東部の哈大斉工業回廊︑お
よび内モンゴル東部の発展につなが
るなど︑中国東北旧工業基地の全面
的振興に有利なこと︑④経済発展が

環境協力委員会および

ネルギー協 力 委 員 会︑

サルティング委員会︑エ

ロジェクトビジネスコン

た︑図們江地域開発プ

対象地域とされた︒ま

帯とサハリン州がその

省︑ロシア東北国境地

別市︑モンゴル東部３

ル東部︑北朝鮮羅津特

国東北３省と内モンゴ

構築﹂を呼びかけ︑中

図們江地域協力体制の

国連 UNDPでは︑﹁大

シアで開催した第９回

でに 回開催された︒ 年 月 日

図們江地域投資フォーラムがこれま

東アジア投資貿易博覧会とともに大

送が便利である︒

豊富な鉱物資源があり︑原材料の輸

価な労働力が豊富で︑また近くには

では開 発 利 用 可 能な土 地 空 間︑ 安

③整備された市場環境

地振興の優遇政策を享受できる︒

は︑中国西部大開発と東北旧工業基

遇政策を表１〜３に示した︒ここで

易区の３つの国家級開発区とその優

出加工区および琿春中露相互市場貿

る琿春辺境経済協力区︑吉林琿春輸

発表した︒辺境自由貿易機能を有す

地域と同様の政策措置を実施すると

年から︑中国・

当該地域

旅行協力委員会を設立

92
し︑国際金融機関︑民

に東京で開催された﹁中国東北振興

4

05

遅れた内陸地域と沿海との間の協調

10

6

発展の新たなモデルとして︑内陸省

12

11

フォーラム﹂において︑吉林省の陳

08

自治区の改革開放に有利なことなど︑

95

07

る︒

アジアの中心部に位置している︒

3

機能区を重点的に建設する計画であ

創造する︒先導区内には図們江自由

10

営企業商会およびその

3

重要なポイントがあるとされている︒
各プロジェクトを確実に推進するた
呂相林︶を設

め︑推進グループおよび図們江地域
開発弁公室︵主任
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91

吉林省臨江市（鴨緑江の対岸は北朝鮮）

偉根副省長は︑﹁今後︑我々は﹃長

吉図開放協力区域﹄の建設を開始し︑

対外開放をさらに拡大し︑積極的に

外資誘致に努め﹂︑﹁日本の古き友人

には図們江地域開発プロジェクトと

長吉図開放協力区への投資を歓迎す

る﹂と述べるなど︑国際社会への宣

伝も本格的に行っている︒

現在︑当該地域では︑下記重大投

資協力プロジェクト基地を建設中で

ある︒

①エネルギーおよび鉱物開発加工基

地

②延辺科学技術協力創造改革基地

③自動車部品輸出加工基地

④バイオ製薬産業基地

⑤木製品再加工基地

⑥高級紡績および衣料製造基地

11

⑦建材︑機械設備製造基地

月

於新潟﹂で陳偉根

日の﹁2008 年 日 中

2

07

工業園区が建設予定と発表された︒

年

経済協力会議

副省長は︑﹁中国琿春日本工業園区

建設は地元企業の発展の推進力︑牽

6

琿春辺境経済協力区関連優遇政策

琿春の投資奨励策として、琿春経済の発展を加速するため、中国および吉林省、延辺自冶州の関連
法律・法規および政策と、同市の実状に基づき、本優遇政策を策定する。
第 1条
第2条
第3条
第4条
第5条

年 月︑琿春辺境経済合作区︑

吉林琿春輸出加工区および琿春中ロ

互市貿易区の国家級開発区建設に加

え︑中国琿春日本工業園区︑中国琿

春韓国工業園区および中国琿春香港

08

第１表

⑧ビジネス貿易・旅行・物流集積基

6

地

47

中国琿春日本工業園区

3

25

琿春市は吉林省東南部延辺自治区

0

8

平方キロ︑人口は 万人で︑内訳は

朝鮮族 ・ ％︑漢族 ・ ％︑満

3 42

内の図們江下流地域にあり︵第 ︑

３図︶
︑北朝鮮やロシアとの国境に接

ている︒現在︑小島衣料︑青松水産

族 ・ ％︑その他 ・ ％となっ

江国際協力開発計画の中核都市に位

等日本の企業 社が進出している︒

し︑国連 UNDP が主導する図們

置付けられている︒面積は 5145
10

9

2

第6条
第7条

第２表

固定資産投資額 500 万元以上の新規工業プロジェクトは、その基礎施設費用を免除
する。
新規工業プロジェクトは操業日から 3 年間、投資者奨励のため、課税額の 30％を控
除する。

新規工業プロジェクトにおいては建設期間内の各行政費用を免除、琿春辺境経済合作
区管理権限内の有償サービス費用を半減する。

既存企業の製品開発と技術改造、建設拡大を奨励する。その製品開発と技術改造、
建設拡大等により、利益を取得した企業について前年度より増加した税額の 5％を ｢技
術革新賞｣ として同じ会計年度に企業経営者に授与する。
製品販売促進活動を奨励する。琿春辺境経済協力区に登録された各種販売促進機構
は税額の 50％を ｢製品販売促進賞｣ としてその販売機関に還付する。

琿春辺境経済協力区の発展に対して牽引力のある特殊な大投資プロジェクトは別途検
討し、特別な優遇措置を講じる。

吉林琿春輸出加工区関連優遇政策
境外から当加工区内に搬入する建材、機械設備、部品および適量の事務用品 ( 交通機
器は除く ) は免税とする。同区内企業で製造した製品の輸出あるいは同区内企業に販
売する場合、その増値税を免除する。

免税
保税

境外から同加工区に搬入する貨物、原材料は保税とする。

税金還付
輸出入
その他

第３表

琿春辺境経済協力区への投資プロジェクトは国連による中国への優遇政策のほか、西部
大開発、東北旧工業基地振興、輸出加工区、辺境市場貿易等関連優遇政策を享受できる。

境内から同加工区内に導入する機械設備、原材料、建材は規定に基づいて税金を還付
し、区内企業が加工・製造する際に使用した水、電気、ガスは税金還付政策を享受できる。
同区に登録された企業 ( 内・外資 ) は独自に材料と部品を輸入し、製造した製品を輸
出する権利を有する。
琿春辺境経済協力区の各種優遇政策は同区に適する。

琿春中露相互市場貿易区関連優遇政策

ロシア国民は中ロ双方が承認したビザ免除書類により、生活用品の持ち込みと自由購
輸入税免除 入ができ、その数量、種類および金額の制限はない。中国国民が一定の限度内でロシ
ア商品を持ち出す場合、その輸入関税および輸入増値税を免除する。
輸出税還付
通貨自由流通

同区内における中国商品の輸出数量、種類および金額の制限はない。同区内の小額の
ロット輸出商品は国家輸出税の還付政策を享受できる。
同区内での外貨の流通は自由。ロシア国民・法人の同区内での経営による所得は、携
帯あるいは両替しての持ち出しが可能。
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国際市場を開拓する︒また︑吉林省

園区では主に輸出加工業に力を入れ︑

し︑計画面積は 平方キロ︑第一期

辺州琿春市国境経済協力区内に位置

中国琿春日本工業園区は吉林省延

連産業の発展を推進する﹂と述べた︒

に支援し︑園区建設を加速させ︑関

引力となり︑吉林省としては積極的

関連法規・政策による土地・税金に

する個別対応策を取り入れ︑中国の

実情に基づき︑投資規模や業種に対

区では︑東北振興政策と当該地域の

保全関連等の産業を育成する︒本園

農産品加工︑木製品加工および環境

部品加工︑繊維・アパレル︑IT 産業︑

辺国の市場ニーズに合わせ︑自動車

の天然資源︑地域的優位性および周

田までの海上航路が開通する︒

まで︑およびポシェトを経て秋

山までと︑ザルビノを経て束草

道と︑琿春から羅津を経て釜

北京︑ハルビン︑ロシアへの鉄

れており︑長春︑瀋陽︑大連︑

現在︑各種インフラも整備さ

可能性もある︒

対する最大限の優遇策を行う

在︑日中ロ韓４カ国の共同出資によ

期航路の開通時期は重要となる︒現

大図們江開発にとって︑日本海定

トランスファ手続きを含むインフラ整

る︒このほか︑国境を越える第３国

プロジェクトとして取り組む意向であ

この定期航路開通は省をあげての大

新潟は日本海横断航路の日本の起点

1

5

開発面積は 平方キロである︒当該

そのう ち︑ 琿 春 〜 ザルビノ〜
束草の航路は週 便を予定し︑
さらに今年は琿春〜ザルビノ〜
日本の航路も具体化する︒

る運営会社の設立に向け調整中だ︒

備の問題がある︒現在︑中ロ両国間

おわりに

この航路の最大の問題は運賃設定で

図們江地域と長吉図先導区の開発

で︑解決に向けて大きく前進したと
く︑過当競争にあり︑１TEU あた

は︑地域経済の活性化︑そして日中

あろう︒既存の大連〜日本ルートは

りの運賃は低い︒新航路の開設にあ

経済交流における中国東北地域と日

のことだ︒

たっては︑この問題を乗り越えなけれ

本各県との共同繁栄を実現するため

輸送量と運営船舶会社が圧倒的に多

ば︑夭折は避けられない︒これについ

の要として︑今後も注目して行くべ

︵日中経済協会瀋陽事務所 趙焱︶

きだろう︒

て吉林省政府は︑﹁ 年間︑または
字は財政から補填する﹂と強気だ︒
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3

それ以上維持し︑運営船舶会社の赤

3

吉林省延辺州琿春市
第 2、３図
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際には、 つの要素のどの部分に該当するかを常に

考えます。中核の３つ
（利益、
選択肢、
根拠）から交渉

がずれそうになった場合には、
そこに引き戻します。

３ ハーバード流交渉術の中国への応用

中国ビジネスでは利益が重要であるというドライ

な要素が多いため、この交渉術が当てはまりやすい
のです。

ただし、７つの交渉要素にそれぞれ中国風の特色

乾杯）が強いということです。そのため、交渉の中

思表示」の要素（例えば、人脈や面子、宴会での

があります。特に周辺要素である「関係」や「意

を実現する方法を考えることです。立場や面子で

核要素であるべき「利益」や「根拠」を見失い、交

ます。そうではなく、協調的な交渉によってお互

１ 利益に焦点を合わせる

)
s
t
s
e
r
e
t
n
I
(

（１） ハーバード流の基本

g
n
i
y
g
n
a
u
h
s

利益は何かを明確に知った上で、相手の利益は何か

利益が一番重要です。交渉を行う上で、自分の
（２） ７つの要素

できますが、交渉の過程で相手がなぜそう主張す

n
o
i
t
a
i
t
o
g
e
N
f
o
s
t
n
e
m
e
l
E

s
t
s
e
r
e
t
n
I

（

の３つです。④

なく複雑に絡み合っていることもあるので、リスト

結論や提案を行うことも有用です。利益は一つでは
e
v
i
t
a
n
r
e
t
l
A
p
i
h
s
n
o
i
t
a
l
e
R

）を考慮し、
⑥意思疎通
s
t
n
e
m
t
i
m
n m
o o
i
t
C
a
c
i
n
u
m
m
o
C

）を明確にして交渉します。⑦
）に達します。

があるかもしれません。それを探っていくのです。

しかし、対立する立場の背後には、共通する利益

立場だけを主張すると対立が激しくなります。

を作って整理する必要があります。

）
を準備し、

)
y
c
a
m
i
t
i
g
e
L
合意できない場合の次善策
（

s
n
o
i
t
p
O

は、「ハーバード流交渉術」といわれるものを基本

⑤人間関係（
最後に合意（

この つの要素は互いに関連します。交渉を行う

び、さらに中国ビジネスの経験を加えてアレンジし
ています。

を把握することです。相手の利益は推測することも
（ 7
）
互いの利益を満足させる交渉を行うためには、

関心と根拠を最初に述べ、
互いの利害を話した後で、

るのかを聞くことにより探り出す方法もあります。
も中核となるのが、①利益（

にしています。日本でも名前が知られるようにな

（

）
、③根拠（

筆者は実際にハーバード・ロースクールでこれを学

りました。米国を中心に世界で広く使われており、

交渉術の基本と言ってもいろいろあります。筆者

遍化できないかと考えています。現段階での結論は、
交渉術の基本をマスターして、それに中国特有の味

）
、②選択肢

）
」という言葉がよく使われますが、

二 各論

渉が迷走する傾向にあります。交渉が予期しない方

中国で交渉を有利に進めるためにはどうすればい

いの利益を高める方法を探るのです。簡単に言え

向に向かったり行き詰ったりした場合は、本筋である

いのでしょうか。人脈や人間関係が一番大事だとい

ば、Win・Win（ウィン・ウィン）の関係を築

従来は強硬な態度で交渉にのぞみ、互いの主張

う意見や、宴会や贈り物の重要性を説く意見など、

けるような交渉をするのです。中国語でも「双贏

を足して２で割って最後に合意するスタイルがあり

いろいろな説があります。いずれも経験に裏打ちさ

（

「利益」に戻って交渉を進める必要があります。

れており一理ありますが、中国の特殊性が強調され

まさにこの精神です。

ました。それではどちらの当事者にも不満が残り

交渉するのではありません。

重要なことは、お互いの利益を見いだして、それ

（１）ポイント

２ ハーバード流交渉術とは何か？

できるので、解決策が見えてきます。

交渉が暗礁に乗り上げた時も、何が原因かが分析

すが、中国との交渉でも驚くほどうまくいきます。

次に述べる つの要素を考えながら交渉するので

日本企業は中国での交渉に苦労することが多く、人脈や駆け引きに振り回されることが珍しく
ない。交渉方法を体系化して中国ビジネスを有利に展開できないだろうか。
中 国で交 渉する 場 合の極 意は何です
か？ 人 脈や面 子が交 渉に影 響します
か？
お互いの利 益を 最 大 化する 方 法を 考
え 出 すことです。 人 脈 等 は 重 要です
が、 決 定 的 な 要 素 で は あ り ま せ ん。
利益や根拠を冷静に分析すべきです。立場に
こだわることは禁物です。

一 総論

7

常に つの要素を考える必要があります。その中で

筆者は中国ビジネスでの交渉術を体系化して普

すぎていることもあります。

中国での交渉方法を体系化できないか？

7

付けをしていくことです。

7

7

8/4/08 6:38:32 PM

Q&A.indd 1

1

射手矢好雄
特任教授
一橋大学法科大学院

パートナー弁護士
森・濱田松本法律事務所
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中国ビジネス Q&A

中国ビジネスでの交渉術

り」と言われますが、突拍子もない発想が生まれ

当事者が合意していれば、政府機関が認可する例

て、当事者間の合意を取り付けることが有用です。

は別として、あなたはどう思うのか」と逆に質問し

（２） 中国的特色
ますが、どこかに無理がある場合が多いので注意が

ることがあります。適法であればそれも考慮に値し

)
s
d
r
a
d
n
a
t
S
,
y
c
a
m
i
t
i
g
e
L
(

選択肢には、客観的な根拠が必要です。公平な

、選択肢

)
s
n
o
i
t
p
O
(

、

)
s
t
s
e
r
e
t
n
I
(

)
y
c
a
m
i
t
i
g
e
L
(

が７つの要素の中でも中心にな

４ 合意が成立しない場合の回避策、
代替案を考える BATNA

る部分です。

根拠

以上の３点、利益

急転直下合意に至ることもあります。

上げたときに、上層部が今までの態度を変更して、

しないことを明確にします。デッド・ロックに乗り

利益を中心に交渉し、合意できないのであれば契約

更できない」
と言ってくることもあります。この場合、

中国側が「上層部や幹部の決定事項なので、変

は多数あります。

中国ビジネスによる日中双方の利益を冷静に分

３ 客観的な根拠に基づく

必要です。

析することが重要です。金銭的な利益が上がるこ
と、すなわち儲かることが互いの共通する利益であ
ることがよくあります。そうであれば交渉は比較的
ところが、時には別の利益もあります。例えば、

スムーズに進みます。

基準がなかったり、論理的でなかったりすれば合意

（１） ハーバード流の基本

術を改良して中国の産業界を発展させることが国

に至りません。根拠は法律もあれば、先例や業界

中国企業にとっては技術ライセンスを受け、その技
益になっていることがあります。日本企業にとって

交渉の過程で、互いが納得できる客観的根拠を

は、将来の中国市場を開拓するための第一歩として
そこで互いの利益の探りあいになります。第６の

議論する方法も有用です。基準が明らかになれば

相場の場合もあります。

要素である意思表示（コミュニケーション）を通じて

合意しやすくなります。

共同研究に着手することもあります。

探求します。日本企業としては、中国側の利益を先

（２） 中国的特色

)

（１） ハーバード流の基本

(

くることが良くあります。しかし、必ず具体的な根

ではそれは認められない」と断定的な口調で言って

中国側が「中国ではこうなっている」とか「中国

に探るべきですが、宴会等で日本側が気を許し本音
を先に言ってしまい、交渉が不利になる例もあります。

２ 複数の選択肢、解決策を用意する

、略して BATNA（バトナ）と呼
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これは、
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記２の選択肢とは概念が異なります。
ここでの回避

交渉の当事者が合意できるオプションを考える上

ばれます。合意ができない場合の回避策です。次善

中国法が中国企業に有利になっていることがあり

例外が認められたりしていることがよくあります。

拠を示させて、それを日本側で確認することが重要
互いの利益を満足させる提案や解決策を考えま

策（バトナ）とは、当事者間での合意が成立しない場

策とも代替案とも言われます。

す。答は一つではありません。とにかくアイデアを

ます。例えば、中国法ではライセンス契約における

合に、自分が単独で何ができるかを考えること、
つま

です。実際には根拠がなかったり、原則はそうでも

考えます。それを吟味して、いくつかの選択肢を用

ライセンサーの義務が定められています。法律は強

バトナを考えることにより、無理に交渉を成立さ

り契約が成立しない場合に打つ手を考えることです。

（１） ハーバード流の基本

意します。その中から、相手にどれがよいかを聞く

場合には、法律に反しない範囲で当事者がどこまで

い根拠ですので、外国側にとっては不利です。その
合意できるのか、法律が及ぶ範囲はどこまでかを詳

とがあります。相手の回避策も考えて、それを封

せる必要がないことに気付き、交渉が有利に進むこ

利益を実現するための具体案を提示して議論す

と交渉がすんなりまとまることがあります。
ることが重要です。どのようにすれば双方の利益に

細に検討することになります。

じる戦法もあります。
政府機関の認可を盾にする中国側の戦略です。そ

くなりすぎ、契約に合意するしかないような錯覚

中国で交渉をしていると、人間関係の影響が強

（２） 中国的特色
の場合、日本企業としては、「認可されるかどうか

の認可がおりない」と言ってくることもあります。

中国側当事者が「そのような合意内容では政府

なるかを考えます。足して で割るという解決策で
ません。

はありません。妥協案を最初から出す必要はあり
（２） 中国的特色
中国では昔から「上に政策あれば、下に対策あ
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中国以外でプロジェクトを行なってもよい場合があ

みれば、他にも候補となる中国企業がある場合や、

に陥ることがあります。しかしながら、よく考えて

は実質的な利益に絞って交渉します。友好関係と

交渉の相手とは友好関係を保ちつつ、論点について

も、人と人との関係を無視するのではありません。

ことがあります。

警戒心がなくなり、合意に向けて突っ走ってしまう

杯」
で盛り上がります。老朋友だからと意気投合し、

このように人脈は重要ですが、人脈があることに

より「利益」の分析がいい加減になったり、人脈が

実質問題を区別しなければなりません。
人的関係そのものが利益に直結するわけではあり

意する前に、何が利益か、何が根拠かを冷静に判

合意の「根拠」になったりすることがあります。合

ります。したがって、交渉を決裂する覚悟を持ち、
相手方との合意ができなくても日本側が単独ででき

ません。ただし、ビジネス上の継続的関係を樹立

断すべきです。

させることが一つの利益になるような場合には、関
係と利益は絡み合います。

（b）面子

り、交渉を有利に進めることができます。
（２） 中国的特色

る代替案を準備しておくことが重要です。これによ
もちろん、中国側にも彼らの回避策があります。
別の第三者との契約を匂わせて、条件を競争させ

です。交渉をしていると中国人が「それでは私の面

人脈と並んで、
中国でよく使われる言葉は「面子」

非常に重要です。人と人との関係が、さらに別の人

子がたたない」と言うことがよくあります。中国人

）
」が

本当であるかを確かめると同時に、日本側がいかに

と人との関係を生み、それらが複雑に絡まり様々な

にとって面子は非常に大切です。ところが、面子と

中国では関係（中国語では「关系（

卓越しているかを説明して、相手の代替案をつぶす

人間関係を構築します。人脈を通じてビジネスチャ

があります。格好が悪いという気持ちの問題にとど

一口に言いますが、その実体は何かを分析する必要

ることもあります。その場合には、彼らの代替案が

方法があります。

間関係を重視するという中国的な気質だけでなく、

利益

（Interests）
これに焦点を合わせる
複雑な利害

人間関係が仕事上の利益追求にもつながりさらに強

ところが、面子が担当者の会社や集団における

かなります。

まることがあり、そうであれば体裁を整えれば何と

)
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e
R
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固なものになります。さらには、中国ビジネスには

地位や立場、あるいは責任追及されることを意味

合意

ハーバード流交渉術の中国への応用

（１） ハーバード流の基本
人間関係やビジネス上の関係を考慮する必要が

余地が大きいことも人脈が大切な理由の一つです。

)
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s
e
r
e
t
n
I
(

➡

代替案

そうならば、
面子が単なる「関係」の要素を超えて、

や、日本側の担当者を上位の地位の者に変更する

人脈が交渉に影響します。日本企業と中国企業

ことにより中国側の担当者の変更を促す方法など

それ自体が守るべき「利益」になってしまいます。こ
て、重要人物と会合を持ち、ビジネスを進めるこ

があります。ただし、
本質的には、
プロジェクトによっ

の場合には、とりあえず交渉を次回に延ばす方法
とがよくあります。その反面、
人脈に依存しすぎて、

てもたらされる「利益」は何かを実体的に分析し、

がスムーズに行くことがあります。人脈を利用し

ビジネスの成否を深く検討せずに合意に至ってしま

の面子を避けて、解決を図る必要があります。

契約に合意すべき本質的な「根拠」を考え、個人
の特色をまとめた「米国の国際交渉戦略」
（中央経

あります。これはビジネスにも当てはまります。中

の問題が提起されることがあります。あなた方は責

中国側から日本の戦争責任の問題や靖国神社参拝

最近では少なくなりましたが、交渉がこじれると

（c）戦争責任

国で契約交渉すると最初に宴会があり、「乾杯、乾

交渉の初期段階では関係作りに注力することだと

済社）というレポートがあります。中国の特色は、

米国国務省外交研究センターが各国の交渉方法

うこともあります。

の互いのトップ同士の交流や友情により、契約交渉

したりすることがあります。交渉担当者が失脚し

政府の認可が必要な場合が多いため、人間の裁量の

（Commitment）
時間切れで合意しない
明確な契約書
（BATNA）
これがあると余裕が生まれる
相手の代替案をつぶす

あります。利益

（Legitimacy）
中国法や政府認可が
足かせになる

➡

（a）人脈

を中心に考えるといって

５ 人間関係等を考える

ンスが広がることがよくあります。信頼できる人

i
x
n
a
u
g

（Communication）
宴会で盛り上がる

（Options）
上に政策あれば
下に対策あり

選択肢

根拠
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中国ビジネスでの交渉術

にくい言葉があります。中国側当事者には総論的

日本語には曖昧な表現が多く、中国語に翻訳し

す。さらには、前述の回避策（バトナ）を持つこと

や、帰国の日程を変更可能なものにしておくことで

この対応策としては、帰国の予定を言わないこと

すべきだとの作戦です。これに対しては、ビジネス

が大切です。これにより、時間切れならば無理に合

（b）言葉の綾

と政治は関係ないことを明確にして、プロジェクト

な発言が多く、具体論が不明確なことがあります。

意しませんよと言うことができます。

められるべきだ、だから多少不利な条件でも譲歩

自体の利害に焦点を戻すべきです。

誤解を避けるために、日本側として明確な表現を

６ 明確な意思表示
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が以前の合意をゆがめて利用することがあると書か

米国の国務省のレポート（前述）には、中国側

（b）以前の合意をゆがめる

して交渉することが多いため、優秀な通訳を確保

問する必要があります。さらには、互いに通訳を介

使うべきですし、中国側の意向が不明な場合には質

（１） ハーバード流の基本
交渉では、誤解を招かないことや、ひとりよがり

ても重要ですが、それだけがすべてではありません。

係や、宴会や乾杯を通じた意思表示は中国ではと

中国ビジネスに応用したものです。人脈等の人間関

以上が交渉の極意です。ハーバード流交渉術を

三 まとめ

おくことが重要です。

確な契約書の形にして疑いの余地がないようにして

れています。これを避けるためには、合意事項は明

交渉では、思い込みは禁物です。人間は自分に

することも実務的に重要です。
都合がいいように解釈する傾向にあります。前提事

に陥らないことが重要です。思い込みは禁物です。
そのためには、明確な意思表示を行わなければな

切です。そのためには、交渉のつど会議の備忘録や

りません。相手方の言っていることがよくわからな

議事録を作成して、互いにサインしておくことが有

実や合意事項を確認しながら、前に進むことが大

相手の力に無理に反発しないことも大切です。相

用です。

ければ、確認しなければなりません。
手が理不尽な態度をとった場合には、相手を非難

７ 考え抜いた末の合意

することよりも、相手にその理由を尋ねることの方
が有益です。
（２） 中国的特色

)
t
n
e
m
t
i
m
m
o
C
(

点を合わせて交渉しなければなりません。いくつか

交渉が難航すればするほど、ビジネスの利益に焦
選択肢が、回避策（BATNA）より良い場合

の選択肢を準備して、根拠を示すことも重要です。

（１） ハーバード流の基本
にのみ合意します。交渉を長期間行うと、とにか

交渉が決裂した場合の代替案を準備しておけば、

中国側は日本側の意図を聞きだすことが上手で
す。例えば歓迎式典で、日本企業が中国当地に進

く合意することを優先させる傾向になりがちです

（a）熱烈歓迎、乾杯

出することについて熱烈歓迎の意を示し、日本の技

交渉に余裕が生まれます。合意に達した場合には、

明確な内容の契約書を作ります。

が、冷静に分析しなければなりません。
合意に達した場合には、合意内容を明確に文書

術は素晴らしいと美辞麗句を並べ、困ったことがあ
れば何でも相談してくださいと協力的な態度を示し

交渉する際には、 つの交渉要素のうち、どの

部分が問題になっているかを意識することが大切で

に残すことが重要です。合意したつもりでも、それ
が契約書に反映されなくては意味がありません。

思表示」の影響が強いのですが、
中核部分である「利

す。中国では交渉の周辺要素である「関係」や「意

ます。宴会では乾杯を重ねて盛り上がり、日本側の
利益や状況を聞き出します。さらには、車での移動

（a）時間切れ作戦

（２） 中国的特色

益」「選択肢」「根拠」に戻って交渉を進め、互いの

その一方で、中国側は自分のことは言わなかった

中国では、人脈形成や雑談に時間が取られ、交渉

中や昼食時にも、日本側の情報を収集してきます。
り、聞かれても自分ではわからないと鉄のカーテン
日本側の緊張を解いて、日本側の意図を先に言

今日中に決めなければこのプロジェクトは成立しな

日本側が帰国する間際になり交渉の本題に入り、

読者の皆様が中国での交渉に成功されますことを祈

要です。専門家の助けが必要になることもあります。

この交渉術を実践するためには充分な準備が必

利益の最大化を目指すことです。
わせる作戦です。この対策としては、日本側の情報

いので、
至急合意してほしいと急がされることがあり

念いたします。

が遅々として進まないことがあります。ところが、

管理を厳格にすることと、逆に中国側の情報収集

ます。ホームタウンを利用しての時間切れ作戦です。

を張ったりします。

に努めることです。
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JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 現地便り
間に合いそうもない建設中のビルを背景に
した空港鉄道駅入り口

待ちに待った北京オリンピックであ
る。中国は幾多の困難と努力の結果、

新しくなった地下鉄二号線入り口

「やり遂げてしまった者」の勝利は明
白なのだ。

市内の装飾

市内から「桃の里」平谷区へ直結。
京津第二高速（北京⇒天津）開通：

国内外から多くの観戦者と、これま

ということで、筆者が思いつく限り

た沢山の選手を受け入れて、４年に

の、
「やりとげてしまった」事柄を以

一度のスポーツの祭典を大いに楽し

下に幾つか挙げてみた。今月はご祝

むに相応しい都市を作り上げた。

儀なので、
あえて題目にあるような「間

漢口、鄭州の各路線間に新型高速車

に合わなかった」ケースは取り上げな

輌を投入。その後も北戴河、秦皇島

いこととする。

など拡大中。

経済過熱、物価上昇、自然災害、
株価や地価の下落など、様々な困難
を抱えつつも、世界の注目を集める
近代的な競技場の数々を見事に完成
させた北京は、やはり凄いのである。
東京オリンピック後の世代である

〔空港関係〕
北京首都国際空港第三ターミナル
北京首都国際空港高速道路（空港

で沸き立った当時の東京を、無意識

港南線）：市内から南周りで首都空港

のうちに今の北京と重ね合わせて想

に。

るため、様々な社会インフラをもの
凄い勢いで作り上げた。
神宮の国立競技場、代々木体育館、
日本武道館、東海道新幹線、東京モ
ノレール、首都高速道路、地下鉄、
都内高級ホテルなど、毎日のように近

都空港）：市内から空港を結ぶ軽鉄
道。

初乗り料金 1.2 元タクシーの淘汰：
新型車両の順次導入へ。
タクシー運転手のマナー改善キャ
臭、禁煙など、だいぶ改善されてき
たと感じます。
ハイブリッド車タクシーの投入：大

〔市内地下鉄〕

気浄化へ向けて一生懸命です。

北京市地下鉄 5 号線開通：市内の
混雑を緩和。市内を南北に結ぶ。
北京市地下鉄 10 号線開通：東三
環路の渋滞緩和なるか。
北京市地下鉄五輪支線（8 号線一

時期の市民の気持ちは、さぞかし誇

部）開通：オリンピック観戦者には

らしかったに違いない。

便利な交通手段。

そして、北京が今まさにその時を

〔市内のタクシー〕

ンペーン開始：茶髪、体臭、ニンニク

北京首都空港軽鉄道（東直門⇒首

代的で新しいモノが完成していった

迎えたのだ。一カ月程前は市内を移

時速 300 キロ、
30 分で両都市を結ぶ。

北線）：空港への北回り高速道路。
北京首都空港第二高速線開通（空

当時の東京は、国際社会に復帰す

北京〜ハルビン、済南、上海、四方、

京津高速鉄道（北京⇒天津）：最高

筆者は、感覚的にオリンピック景気

像してしまう。

京津間の交通渋滞が緩和。
〔鉄道高速化（北京を中心として）
〕

市内公共交通の共通スマートカード
（市政交通一卡通）の導入開始：北
京版非接触型 IC 乗車カード。北京版
Suica。
市内地下鉄料金が全線一律２元に：
市民は大歓迎でした。
市内地下鉄全駅が完全自動改札口

〔高速道路〕

に：今は切符もぎのおばちゃんがな

京平高速道路開通
（市内⇒平谷区）
：

つかしい・・・

動する際、
「オリンピックまでに間に
合うのかな？」と心配した建設現場
が少なからずあった。しかし、結局
はなんだかんだ言って、見た目だけで
も、そこそこ仕上げてしまうのが、こ
の国の凄いところなのである。

間に合った！

「どうせ突貫工事なんでしょ」
、
「外
装だけ先に仕上げて内装はまだだよ」
と斜に構えた言い方をしても、結局は

北京事務所所長代理

伊藤智
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Japan China Economic association
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年 Economic
6月

an China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

an China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association
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6/4

an China Economic association

Japan China Economic association

中国東北振興フォーラムを開催

6 月 1 〜 3 日、新潟市で開催された「2008 年 日中経済協力会議−於新潟」の成果をよ
り広く普及させる
an China Economic association
Japan China
Economic association
ため、日中経済協会は同月 4 日に東京で「中国東北振興フォーラム」を開催した。
日本側は当協会・張富士夫会長、中野正志経済産業副大臣、宇野治外務大臣政務官、中国側は中国駐日

an China Economic association

Japan China Economic association

本国大使館 呂淑雲公使参事官をはじめとした両国政府・財界関係者、総勢約 450 人が参加した。

席上、中国東北 3 省・１自治区の副省長・副主席から、各地の経済状況や産業、経済振興政策、ならび

an China Economic association
Japan China（本誌ス
Economic association
に具体的プロジェクトの紹介があり、日本経済界等に対して、経済協力への強い期待が表明された。
ペシャルレポートに関連記事掲載）

an China Economic association

Japan China Economic association

6/17

an China Economic association

Japan China Economic association
Japan China Economic association

業務諮問部会を開催

an China Economic association
Japan China
Economic association
日中経済協会は６月１７日、
平成 20 年度第１回業務諮問部会を開催した。本諮問部会は、
会員企業のニー
ズを把握し、各事業の適切かつ効率的な実施に生かすことを目的としている。

当日は渡辺利夫委員長（拓殖大学学長）ほか、18 名の委員（代理を含む）が出席し、昨年度の事業報告、
an China Economic association
Japan China Economic association
今年度の第 34 回日中経済協会訪中代表団、第３回省エネ・環境フォーラムの開催をはじめとする省エネ・
環境協力事業について、事務局からの説明を踏まえて、活発な意見交換が行われた。

an China Economic association

6/19 association
an China Economic
~7/18

Japan China Economic association

Japan China Economic association

中国現地企業日本人経営管理者特別研修を開講

an China Economic association

Japan China Economic association
Japan China Economic association

日中経済協会では、
賛助会員サービスの一環として、
対中事業の上級責任者を対象とした少数精鋭、
かつオー

ダーメイドの「中国現地企業日本人経営管理者特別研修」を６月 19 日に開講した。研修期間は７月 18 日

an China Economic association

までの予定。04 年度から始まり、今年度で 5 回目となる。

Japan China Economic association

本研修は中国に進出する日系企業の経営管理責任者（総経理）の赴任前研修として、また日本で中国事業

an China Economic association
Japan China とよ
Economic
association
を統括する責任者の経営判断に資する研修として、外資企業運営にかかわる法令・労務・税務等はも
り、
中国の伝統・文化・社会慣習まで、他の研修事業で
はみられない、幅広くかつ特色のあるカリキュラムと
Japan China Economic association
なっている。

an China Economic association

講義では当協会の長年にわたる対中経済交流活動

an China Economic association

Japan China Economic association

を通じた経験や蓄積された情報を生かし、各分野の一

流講師陣を揃え、当協会発行の「2007/2008 中国

an China Economic association

Japan China Economic
association
投資ハンドブック−戦略と実務の必読書（2008
年増
補版）
」を基本テキストとして使用する。また、実際の
経営管理活動に直結したケース・スタディを交えた講
Japan China Economic association

an China Economic association

義も行う。中国語研修では実用性に重点を置き、
発音、

an China Economic association
中国現地企業日本人経営管理者特別研修

an China Economic association
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日常必須会話を学習し、研修修了後も独自に中国語

Japan China Economic association

を習得できるための基本を身に付けることを目指す。

Japan China Economic association

Japan China Economic association
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na Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

na Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

6/20

na Economic association

Japan China Economic association

日中経済協会第 78 回理事会・第 25 回評議員会を開催

na Economic association当協会は６月 20 日午後、経団連会館において第 78 回理事会・第 Japan
China Economic association
25 回評議員会を開催した。議長はそれ
ぞれ張富士夫会長、荒木浩議長が務め、理事会には理事 54 人 ( 委任状 30 人 )、監事１人、顧問３人が出席、

評議員会には評議員 25人 ( 委任状 64 人 ) が出席し、
下記議案の審議が行われ、
na Economic association
Japan いずれも原案通り承認された。
China Economic association
〔理事会議案〕

na Economic association

第１号議案

平成 19 年度事業報告書・決算報告書 ( 案 ) について

第２号議案

一部評議員の選任について

第３号議案

役付理事の選任について

na Economic association 第４号議案

Japan China Economic association

Japan China Economic association
財団法人ＪＫＡ補助金による事業の実施について

辻亨副会長の退任に伴い、後任として勝俣宣夫丸紅（株）取締役会長が副会長に選任された。

〔評議員会議案〕
na Economic association
第１号議案

na Economic association

第２号議案

Japan China Economic association

平成 19 年度事業報告書・決算報告書 ( 案 ) について
一部理事の選任について

Japan China Economic association

理事会・評議員会に引き続き、同

会館内において懇親会を開催した。来

na Economic association
賓には崔天凱大使をはじめ中国大使

Japan China Economic association

館関係者が参加し、根本二郎名誉顧

問はじめ新任の理事・評議員を交え、
na Economic association

Japan China Economic association

na Economic association

Japan China Economic association

na Economic association

Japan China Economic association

約 90 人が懇談した。

na Economic association

na Economic association

理事会で議長を務める張富士夫会長

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

JCNDA NEWS

2008 年 6 月の日中東北開発協会の活動から

「2008 年日中経済協力会議−於新潟」を開催
(6/2 〜 3)
当協会は６月 2 〜 3 日、新潟市内の朱鷺メッセにて
「2008 年日中経済協力会議−於新潟」を開催した ( 詳

吉林省商務庁・于鐸氏一行来会 (6/5)
６月５日、吉林省商務庁投資促進処・于鐸処員一行２
名が来会し、当協会と吉林省の今後の協力について意見
交換した。

細は前掲参照のこと ) 。会議に先立ち、6 月１日にホテル
新潟にて歓迎レセプションを開催した。
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2008 年 9月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

どうなる？中国経済
四川地震復興計画
編集後記

異常な石炭価格の高騰によって中国の電力企業の経営が圧
迫されている。電力価格の統制によって、燃料価格の上昇分が
電力料金に転嫁できないためだ。７月から電力価格が値上げさ
れたが、焼け石に水で稼動停止に追い込まれた発電所もある。
発電設備は十分にもかかわらず、今夏も 1,800 万キロワットの
電力不足が予想される。
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