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①胡錦涛国家主席との会見
（9 月 21日）
② 5・12 四川汶川大地震で倒壊したスポーツクラブ
（都江堰市）
③李克強副総理と握手する張団長。
右後は万季飛中国貿促会（CCPIT）会長④被災現場で王慶都江堰市副市長から説明を受ける張団長⑤魏宏四川省人民政府副省長と会見
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胡錦涛国家主席と握手する張団長

人民大会堂

左より／傅自応商務部副部長、上島重二副団長（三井物産顧問）、三木繁光副団長（三菱東京 UFJ 銀行相談役）、
大橋光夫副団長（昭和電工会長）、宮原賢次副団長（住友商事相談役）ー商務部との全体会議にて（9 月 23 日）

具体化への協力
川大地震のショックからも立ち直りつつある中国の次の課題は何か、また、この世
界的な景気後退を中国指導部がどうとらえ、どう対応するのか。先進国の経済が

失速する中で、高度成長を続けてきた中国経済の今後の舵取りに関心が集まった。

商務部との全体会議（9 月 23 日）
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国家発展改革委員会との全体会議
（9 月 22 日）
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李克強副総理と会見する張団長
（9 月 23 日）

胡錦涛国家主席と握手する御手洗最高顧問

左より／張暁強国家発展改革委員会副主任、三村明夫副団長（新日鐵会長）、大橋洋治副団長（全日空会長）、瀬戸
雄三副団長（アサヒビール相談役）、根本二郎特別顧問（日本郵船名誉会長）ー国家発展改革委員会との全体会議
にて（9 月 22 日）

戦略的互恵関係
日本経済界と中国指導部および経済政策立案部門責任者との対話の場である恒例
の日中経済協会訪中代表団。34 回目の今年は、原油高騰や米国発の金融不安に
よる国際経済の混迷が深まる状況下での派遣となった。北京五輪を成功させ、四

李克強副総理（前列右 3）と（前列左 3 は万季飛中国国際貿易促進委員
会会長）
都江堰市の被災現場にて（もとは
スポーツクラブの建物）
（9 月 25 日）
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御手洗冨士夫日本経団連会長を最

る意見書を胡錦濤主席、李克強副総

日に国家発展改革委員会、 日に

後、 李 克 強 国 務 院 副 総 理と会 見し
た。 日には成都に移動して四川省

これに対し、まず胡錦濤主席は、

四川大地震に対する日本の支援に感

謝を表明するとともに、今回の代表

団の被災地訪問を高く評価した。ま
そのための環境整備、④については、

地点にあるとして、「日本の政局にか

た、両国は現在、歴史的なスタート

力について協議し、会議備忘録に調

恵協力、共同発展の目標を堅持し、

かわらず、平和共存、世代友好、互
ＥＲＩＡへの支援等である。

日中間投資協定、東アジア経済連携、

て、 日に帰国した。

つの政治文書に基づいて共に手を

括的推進のため日本経済界に提案し

濤主席が日中の戦略的互恵関係の包

安定成長維持のための経済政策につ

下での中国のインフレ抑制と持続的

問題に端を発した世界的金融危機の

発展させたい」と述べた。

処理し、中日戦略的互恵関係を深化

携え、両国間の敏感な問題を適切に

一方で、米国のサブプライムローン

た、 ① 省エネ・環境分 野での協力、

大地震からの経済復興への協力と来

グの実施、②については、特に四川

相談窓口を通じたビジネスマッチン

ギー・環境総合フォーラムの開催や

回日中省エネル

うに取り組んでいくことを表明した。

経済での協力の 点に対し、次のよ

業間協力、④東アジアとグローバル

また、日 中 経 済 協 会の

本側の要望と提案を伝えた。

地球環境・資源制約問題について日

による自 由な話し合いの場の設 置、

制認証制度問題、日中企業リーダー

切な運用、ＩＴセキュリティー製品強

策調整、知財権保護、独禁法等の適

ビジネスの円滑化のために、外資政

さらに、日本企業の中国における

力したい」と表明した。

金融と世界経済安定のために共に努

ロ経済対策についての交流を強化し、

は日本との間で国際経済情勢やマク

で共に発展を図るべきであり、中国

力を強化し、互恵、win win

拡 大している」として、「両 国は協

①については、第

中関係展望委員会が 月にまとめた
「日中関係新次元への展開」と題す

加における困難、エネルギー需給で

ンフレ圧力、農業生産と農民収入増

タルズは変わっていないが、課題はイ

さらに、中国経済のファンダメン

-

4

3

議を通じた地域協力、③については、

世 紀日

年の内モンゴルでの日中経済協力会

また、「世界経済の不確定要素が

いて、中国側の見解を尋ねた。

今回、日本側は、今年 月に胡錦
5

②中西 部・東北等地 域 協 力、 ③ 企

4

25

印。地震被災地の都江堰市を視察し

との間で復興を含む内陸地域開発協

24

世界経済安定に向け日本
との協力を期待

理はじめ面談先にそれぞれ手渡した。

李春城成都市書記と会見

高顧問、張冨士夫日中経済協会会長
を団長として、昨年に引き続き過去
最大の 150 名規模となった今年の
日中経済協会訪中代表団は、 月
21

日に北京で胡錦濤国家主席と会見。

9

23

商務部との全体会議を行い、同日午

22
ハイテク・中小企業間協力の推進と

21

どう活かす？
世界最大の発展途上国の強み
ネットワーク製 造メーカー邁普
（マイプ）集団の検査ライン
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左より／鈴木副団長（王子製紙会長）
、山岡副団長（ジューキ会長）
、贄田副団長（東工コーセン会長）
、
久保団員（全日空副社長）
、大西団員（日本航空常務執行役員）ー四川省政府との会議にて（9 月 24 日）
都江堰寧江工作機械工場にて

中国指導部に自信と緊迫感

6
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全体会議における日本側発言テーマ

る影響を注視している。 億人の市

ある。特に国際経済情勢の変化によ

win の方針で誠実に協議すれば経

しても、双方が互恵平等、win
-

とは初めての会見となる李克強副総

副総理就任後、日本の経済代表団

持すると、経済運営に自信を示した。

等により経済の安定した高成長を維

成長方式の転換、省エネ・排出削減

ロールの経験を活かして、内需拡大、

質の良い安価な労働力、マクロコント

場と貯蓄による潤沢な資金供給、資

景気の乱高下を防止すると述べた。

り経済の長期安定高成長を維持し、

おり、政府はマクロコントロールによ

かわらず中国経済は高成長を保って

くのか注目しているが、外需減退にか

いるとし、最終的にどの程度まで行

1930 年代の大恐慌に例えられて

国 際 金 融 市 場の混 乱については、

済関係は必ず前進すると指摘した。

困難に対処し、これをチャンスとして

四川の被災地訪問で、「中国がいかに

性を強調した。戦略的互恵関係の包

経済交流の量から質への転換の必要

クスルーが期待できると指摘、日中

協力について新しい中日協力のブレー

環境保護と中西部・東北地区等地域

働力をベースとした発展の大きな潜

人口と市場、潤沢な資金、良質な労

にある。だからこそ中国には巨大な

上国であり、工業化・都市化の段階

中国は依然として世界最大の発展途

特に、
「五輪が成功したと言っても、

中国が困難な時に、日本の救助隊が

く、最も救助の難しい、青川県だった。

謝する。日本が行ったのは、最も遠

いち早く駆けつけてくれたことに感

後の部分で、「改めて日本の救援隊が

印象的だったのは、会見時間の最

発展するかを感じて欲しい」と語った。

理は、前述の 点のうち、特に省エネ・

括的推進においては、個別の企業や

誠実に活動してくれたことを中国国

民は決して忘れない」と代表団に語

りかけたことである。

重点は安定した高成長の
維持

中国政府の経済に対する基本的見

解は、国家発展改革委員会との全体

会議における張暁強副主任の基調報

告に代表されよう。

現状認識は、「世界経済の不安定

要因と国内の深刻な自然災害の影響

08.11.12 6:51:54 PM
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在力がある」ことを強調し、さらに

四川省との協力強化に関する備忘録を締結（9月24
日）

都江堰市の被災者が入居する仮設住宅地区
「勤倹人家」
で説明を受ける張団長
（9月25日）
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4

製品などで新しい状況や問題が発生

四川省政府との「四川ー日本経済貿易協力会議」
（9
月 24 日）

代表団レセプションであいさつする
于平 CCPIT 副会長

（１）国家発展改革委員会との全体会議（9 月 22 日）
三村明夫副団長
省エネ・環境分野における日中協力の推進と課題
大橋洋治副団長
地域振興と震災復興－観光振興を含めて
瀬戸雄三副団長
中国における農業経営の実践に基づく提言
日中経済のさらなる発展のための企業協力のあり方と企
根本二郎特別顧問
業の社会的責任
（２）商務部との全体会議（9 月 23 日）
中小企業分野での協力、独禁法・労働契約法対応上の課
上島重二副団長
題、IT セキュリティー製品の強制認証制度導入について
日中貿易投資交流の拡充－金融、外貨管理分野を中心と
三木繁光副団長
して
省エネ・環境協力の推進－日中省エネ・環境改善の取り
大橋光夫副団長
組みへの提言
宮原賢次副団長
東アジア経済連携とグローバル協力
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にかかわらず、中国経済は引き続き

産力向上。Ｒ＆Ｄ・技術革新支援、

産業の高度化加速 ： 農業の総合生

フレ圧力の軽減。③構造調整推進と

所得者層への補助金増加、外的イン

供給増大と不適切な需要の抑制、低

協調が欠かせない。一方で、できる

ある欧米経済を支えるためにも国際

ないことが重要で、最大の輸出先で

ためには、輸出を大きく落ち込ませ

当 面、 中 国が経 済 成 長を続 ける

成長 ： 上半期のＧＤＰ伸び率は ・
％で過去 年の平均 ・ ％、

年以降の平均 ・ ％より高い。②
農業は豊作 ： 夏季収穫食糧は 年

成長を維持できると確信している。中

礎と改革開放の経験によって、安定高

恐れもある。一方、中国は物質的基

ているものの、情勢はさらに悪化する

際情勢の中で米国政府は対策を講じ

昇や金融不安など、昨今の厳しい国

会の安定維持と同時に、農村部の消

な「決定」が採択された。これは社

れ、耕地の流動性容認を含む画期的

増等農村改革の目標と任務が決定さ

重構造の是正、農民収入を 年比倍

た。2020 年までに都市農村の二

三農問題の解決が最重要課題となっ

回の金融危機がこの動きを後押しし

ている。世界最大の発展途上国であ
世界的な景気後退により、中国も

るものだ。今回の中国側発言に共通

つ。また、その経済成長は実需によ

る中国は一国で充分な市場規模を持
輸出や外資導入等に影響が出ること

を維持する自信と能力があるという

おり、中国政府は長期的安定高成長

わらず、中国は発展の条件を備えて

していたのは、国際経済情勢にかか
後の動向が注目されている。
。今年

～ 月の外貨準備高は 兆 9000
億ドル余り、輸出は 兆 740 億ド

の世界同時不況の出口につながること

明確な意思表示だった。それが眼前
るものの、前年同期比での伸び率は減

を日本としては期待すべきだろう。

ルで前年同期比 ・ ％増となってい
退している。直接投資も件数では ％

（企画調査部課長 山本祐子）

8
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減少している。

マクロコントロールが目指す方向に発

現代サービス業発展により企業に良

だけ早く内需拡大を軌道に乗せる必

展している。即ち、①持続的安定高

い環境を創造。省エネ・排出物削減

要がある。 月 ～ 日に開催され

日両国は相互協力を通じてアジアの

費力向上による内需拡大の必要性に

期 三 中 全 会では

主要国として世界経済安定のために

も迫られたものといえよう。さらに今

た中 国 共 産 党の

貢献していくべきである」と強調した。

商務部の傅自応副部長も、
「物価上

強化。
④改革開放推進」
であるとした。

連続増産。③経済発展における調和
性が高まる ： 消費需要の寄与度が向
上。中西部・東北地方の発展が加速、

17 9
12
が予想され、中国経済と人民元の今

まず国内固めを

08

東部沿海では構造調整が進む。④成
長の質と効率が向上 ： 財政・工業
企業利潤が増加する一方で上半期の
全国エネルギー原単位は前年同期比
・ ％減少。⑤物価上昇率が下落：
月は ・ ％で カ月連続で下落。

⑥生活改善 ： 都市・農村所得は上
半期それぞれ ・ ％増と ・ ％

字低減、構造調整・自主革新・中小

適正化、貿易成長方式転換による黒

長の維持 ： 消費拡大、投資構造の

の任務とする。重点は、①安定高成

高騰抑制をマクロコントロールの第一

当面の経済政策については、「物価

所得者層への補助金等を実施した」

年金・失業保険給付を引き上げ、低

増に。都市部新規雇用は 640 万人。

3

10

8

10

企業発展・国民生活改善への財政支

1
26

4

3

出拡大、流動性管理の強化。②物価

1

3

9

6

抑制 ： 農産物や重要生産財の有効

22

1

9

4
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四川一汽トヨタの技能中心にて
都江堰市の被災者入居仮設住宅地区「勤倹人家
安置点」で説明を受ける
都江堰市街入口の震災復興スローガン。上海市
が 1 対 1 で協力することになっている。
「艱難を共に 心と心 手と手をつなぐ 上海・
都江堰 1 対 1 協力でふるさとを復興させよう」

9
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2008 年度日中経済協会訪中代表団レポート

各論

商務部との
全体会議

ネを実現したこと、そして最近では

ショックを克服し、環境改善と省エ

高度経済成長期に公害問題とオイル

ルが 年から取り組んでいる山東省

アサヒビール相談役）は、アサヒビー

瀬戸雄三副団長
（日中経協副会長・

との連携事業の拡充、相談窓口・展

野での協力について、中国の地方政府

いと述べた。また、省エネ・環境分

的互恵関係の包括的推進に努力した

本経済界はそれを基本として、戦略

対して示した４つの提案に触れ、日

主席が来日した際に、日本経済界に

で、張団長は今年 月に胡錦濤国家

国家発展改革委員会との全体会議

みの推進には法的枠組みや企業努力

した考えに基づき、産業界の取り組

につながるとの考えを示した。こう

来的なコスト削減や企業価値の向上

において必要な社会的コストで、将

こと、そして、この投資が企業経営

ネ・環境対策に莫大な費用を投じた

投資が必要で、日本の鉄鋼業が省エ

策の実施にあたって、継続的な設備

共有の有益性を指摘し、具体的な対

について触れ、技術の紹介や知見の

鉄鋼業界での省エネ・環境技術交流

いることを紹介した。また、日中の

リサイクルや廃棄物削減に努力して

解決に役立ち、環境問題の解決にも

デルは中国の農業改革、三農問題の

の生産を目指すという。この農業モ

有機肥料による安全・安心な農産物

極限まで減らし、最終的には無農薬・

を防ぐ防蛾燈を設置して農薬使用を

農作物を作るとともに、害虫の侵入

とで土壌の地力をつけ病虫害に強い

を化学肥料から有機肥料に換えるこ

ランスの悪い土壌であり、その土地

て化学肥料のやり過ぎによる栄養バ

山東省から示された候補農地はすべ

である良質な土壌と水に関し、当初

題への取り組みを紹介。農業の基本

莱陽市での農業経営における環境問

具体化を探る
省エネ・環境協力

示会・商談会等を通じた日中企業間

への支援策、また、両国間の協力の

省エネ・環境協力の
具体的推進

のビジネスマッチングを進めていくと

み造りの必要性等、政府の果たすべ

有益であるとの考えを示した。
定の「第 回日中省エネルギー・環

な経済社会の構築に責務を担ってお

は世界経済の安定的発展と持続可能

長・新日本製鐵会長）は、日中両国

た三村明夫副団 長（日中経協副会

協力の推進と課題」について発言し

「省エネ・環境分野における日中

明した。

ト京都議定書の将来枠組みに積極的

ター別アプローチを活用して、ポス

中国の参画の重要性と、中国がセク

地 球 規 模での温 暖 化 対 策について、

ついて具体的な活動を紹介したほか、

めている省エネ・環境への取り組みに

（ＡＰＰ）の鉄鋼タスクフォースで進

現在、アジア太平洋パートナーシップ

淘汰して、電力・鉄鋼などの重点業

減を積極的に推進し、小規模工場を

利益を追求しながら省エネ・排出削

評価した。中国経済が高い生産性と

る基本的方向性は変わっていないと

経済の発展のマクロコントロールによ

いう厳しい環境の中にあっても、中国

任は、国際経済と国内の自然災害と

国家発展改革委員会の張暁強副主

き役割の重要性を指摘した。さらに、

り、省エネ・環境分野での協力の重

に参画することに期待を示した。

境総合フォーラム」への期待感を表

要性を強調した。その上で、日本が

経済安定成長と省エネ・環境

推進には、知的財産権保護等の枠組

04

の考えを示し、今年 月末に開催予

5
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転など、中国側の要請に応じていく

進め、省エネ・排出削減の監督・法

も構造調整と産業高度化を引き続き

努力していると述べた。また、今後

日本の化学業界は省エ

とを指摘し、その上で、

本よりも意識が高いこ

いことから、 当 時の日

の経験を学ぶ機会が多

えている中国は、過去

問題で多くの課題を抱

在の中国を比べ、環境

分野などで具体的なプロジェクトを

メカニズムを構築し、省エネ・環境

性に言及し、技術貿易推進のための

は、日中間の技術貿易の発展の可能

中 国 商 務 部 産 業 司の張 驥 副 司 長

日本の高度成長期と現

的執行を強化し、関連技術の開発と

ネ・環境技術の発展途

進めたいとの考えを示した。特に省

国家発展改革委員会資源節約・環

た。さらに、今後の協力の推進に向

ラムへの期待感を示し

することになり、フォー

て初めて分科会を開催

フォーラムで業 界とし

エネルギー・環境総合

による汚水汚染問題の解決、③汚染

た無錫市での汚水集中処理技術協力

②当該プロジェクトを足掛かりとし

害化処理技術協力のフォローアップ、

ロジェクトを紹介し、①都市汚泥無

る江蘇省江陰市での汚泥技術協力プ

日中長期貿易協議委員会が進めてい

境を両 国 経 済 協 力の新たな成 長 分
野にしたいとの提案に触れた。中国

金・税制面での優遇措置など、企業

省エネ 会 計 」の導 入、 ③ 法 制・ 資

積極的な開発・共同実施などの方針

間の環境分野での協力プロジェクトの

学技術部等との協力強化による日中

側も、日中省エネルギー・環境総合

のコストダウンにつながる行政面での

を示した。

10
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種のエネルギー原単位の引き下げに

普及を推進し、循環型経済の発展、

上 国への移 転 を 図 り、

エネ・環境分野では、高いレベルで

方針であるとの考えを示した。

資源消費・汚染排出の削減に努力す

地球規模での環境整備

の投資・協力を求め、経済発展につ

境保護司の何炳光副司長は、ここ数

経済分野での協力に関連して、中国

けて、①リスポンシブル・ケア（RC）

無害化技術と汚水集中処理による２

日中長期貿易の枠組みを
活用した省エネ・環境事業

ると強調した。

を目 指していると述べ

ながる点を指摘した。また、現在、

フォーラム・モデル事業への
期待

回省

フォーラムを重視しており、引き続

は日本、ドイツに続いて「循環経済

に見られるような企業の社会的責任

プロジェクトをモデルとした太湖流

た。 ま た、 第

き第３回フォーラムでの日本企業の

促進法」を制定し、山東省青島市や

向上と企業価値増大からのアプロー

域への関連事業の普及、④国家発展

年、両国間の省エネ・環境協力が順

支援に期待を寄せていた。また、省

天津市等では日本の関係都市との間

チ、②省エネ・環境投資による費用・

改革委員 会・国家環境保護 部・科

調に進んでいることを評価し、特に、

エネビジネスモデル事業の実施につ

で循環型社会建設の協力が行われて

効果を会計的に評価する「環境会計、

胡主席が訪日した際の、省エネ・環

いて、すでに調印した案件は順調に

いることを紹介した。

商務部との全体会議では、大橋光

支援政策の導入が不可欠であるとし、

NEDO（新エネルギー・産業技術
モデル事業を紹介し、さらなる先進

夫副団長（日中経済協会常任理事・

そうした中で、技術やノウハウの移

総合開発機構）が進めている４件の
的・実用的な省エネ・環境技術の提

昭和電工会長）が 1960 年代の

（企画調査部課長 髙見澤学）

供を呼びかけた。このほか、循環型

化学業界での協力

進んでおり、国家発展改革委員会と

3
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とを紹介。対象となる四川・甘粛・

興再建総合長期計画」を採択したこ

室起草小組副組長）は、 月に「復

栄西部開発司副司長（再建計画辧公

ていきたい」と述べた。また、費志

取れた発展の枠組みを徐々に形成し

らに悪化する恐れもある。一方、中

は対策を講じているものの情勢はさ

では、傅自応副部長が、「米国政府

に共に努力したい」と強調。商務部

強化し、金融と世界経済安定のため

勢やマクロ経済対策についての交流を

ある」として共感を示した。

Link になっている現状は遺憾で

連携の動きがなく、Missing

重要。この面で、中日韓の間に経済

日 両 国による積 極 的な役 割 発 揮が

投資の制度と手続きの簡略化、③中

課題多き中国の
地域振興協力
中 国の地 域 振 興 協 力については、

国は物質的基礎と改革開放の経験に

つの被災県を支援）等の政策を定め、

確信している。中日両国は相互協力
を通じて、アジアの主要国として世
界経済安定のために貢献していくべ
き」と述べた。

りうるとして期待が示された。国家

事業をリーディング産業のひとつに位

明確にしたと述べた。さらに、観光

「数量ベースでみた日中貿易は

務 部との全 体 会 議で宮 原 副 団 長が

東アジア経済連携については、商

発展改革委員会との全体会議では、

置づけるとともに、日本企業の復興

日中企業間協力の
強化について

支援体制求める中小企業協力

日中企業間協力については、張団

より高いという局面は転換した。課

不安については、胡錦濤主席が「両

まず、深刻化する世界金融・経済

を求めた。これに対し朱洪条約法律

締結の必要性を訴え、中国側の協力

日中二国間の投資協定の一日も早い

ジェンダ」の実行と併せて、日中韓、

韓ビジネス環境改善アクション・ア

環境上の問題があるとして、「日中

許認可手続きの煩雑さなどビジネス

の法令・制度における運用の不透明、

中国の事業環境の変化のほか、中国

れない」と懸念を表明、原因として

も拡大テンポにかつての勢いが見ら

減少に転じ、日本から中国への投資

てハイテクや省エネ・環境技術での

日中交流は大企業との連携と相俟っ

より、優れた技術を持つ中小企業の

提案した。商務部では、上島副団長

が率直に話し合う場を設けることを

た。また、日中両国の企業リーダー

の支援拡充などの環境整備を要請し

など、法制度の適切な運用や企業へ

独禁法運用、 資 本・金融市場整備

の円滑な実現のため、知財権保護、

であることを指摘するとともに、そ

企業や中小企業間の協力促進が重要

委、商務部との全体会議でハイテク

長より李克強副総理との会見や発改

題は地域経済の絶対的格差拡大、各

国は協力を強化し、互恵、win

司副司長は、「①現実に立脚して東

協力を効果的に促進するものと期待

る。復興状況や安全面の情報開示と
ともに特色あるツアーの開発、受け
入れ環境の整備など、観光振興につ
いて日中間で具体的に検討しキャン
ペーンを行ってはどうか」と提案。発
改委は、陳宣慶地区経済司副司長が、
「東部の成長が長期にわたり中西部

共に発展を図る
東アジア・グローバル
経済での協力

（企画調査部課長 山本祐子）

地区の公共サービス水準が不平等、

win で共に発 展 を 図るべきであ

アジアの経済一体化を推進、②貿易

-

域への日本からの観光客は激減してい

経済・人口分布と資源環境の受容能

り、中国は日本との間で国際経済情

上期に輸出入共にこの 年で初めて

年

大橋副団長より、四川大地震被災地

事業への参加に期待を表明した。

08

力が不調和なことで、今後、調和の

10

（企画調査部課長 山本祐子）

陜西の 県を実状を踏まえて 区分
し、 年で住宅・就業・保障・イン
財政、税収、金融、土地、産業、

総理からは、地域振興が日中経済協

約 兆元の再建資金の使用と調達を

よって、安定高成長を維持できると

張団長より、中西部および東北地域
との間で農業や鉱物資源分野を含め
モンゴルで開催予定の日中経済協力

対 支援（ の省区市がそれぞれ

フラ・経済・生態の復興を図るため、

会議への支援を要請した。李克強副

た具体化を図り、また来年 月に内

3

8

力の質的向上のブレークスルーにな

19

の復興に関連して、「四川等西南地

1
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販売網、資金調達力等が十分でない
聞いて随時改善していきたいと述べ

は海外の投資家や中国企業の意見を

れによって生じる実際の問題について

ため、強力な支援体制が必要である
た。また、その一例として一部企業か

所管するとの紹介があった。

３つの提案
技術貿易

して善処を要望した。これに対しア

ジア司呂克倹司長から、この制度は

国際基準に基づいたセキュリティーを

要求したものであり、認証機構の執

ンの制定問題については、商務部反

独禁法運用にかかわるガイドライ

すること、③ある特定都市をベース

ンを共同制定し、重点分野を明確に

② WG による技術貿易ガイドライ

上げて活動計画等を策定すること、

ワーキンググループ（WG）を立ち

関する覚書」に関連して、①年内に

省と締結した「技術貿易の円滑化に

があった。

商務部として側面協力する旨の応答

関係部門に伝え、今後問題があれば

らは、今回の日本企業からの意見を

あった。さらに産業司張驥副司長か

を制定していくこと、などの説明が

パブリックコメントを求めて実施規則

知財権は保護されること、今後広く

ることを歓迎し、支援すると述べた。
また、技術貿易、中小企業、貿易関

ホットマネー・投機資金流入
防止のための外貨管理規制

的発展の推進においては、企業にし

ろ、製品にしろ、新しい状況、新し

い問題が出現するかもしれません。

（理事・企画調査部長 武田雄博）

12
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されるが、
一方、中小企業の情報収集、

ことを指摘した。

壟断（独占禁止）局趙宏副局長から、

に企業によるビジネスベースでの省エ

李克強副総理から本件に関して直

行方法も WTO 規定に合致している

中国の独禁法は世界主要国の内容と

ネ・環境分野の具体的技術貿易案件

接の言及はなかったが、「日中協力の

ハイテク分野での協力強化に資す

連法制度、ビジネス環境改善等、経

ほぼ同じであり、欧米日各国がガイ

を推進すること、の つの提案を行っ

ら出されている カ月延払いを短期

済産業省との間で調印・合意したア

ドラインや細則を制定するまでに相

た。

これに対し商務部アジア司呂克倹

イテムについて積極的に進めていくこ

当年数を要しているように、中国で

こと、認証の過程では認証機構と企

とを表明した。

も経験を積み重ねる必要があるもの

る技術貿易促進に関して、商務部産

外資司林哲瑩副司長は、「日本中

の、できるだけ早く制定し、経営に

懸念高まる IT セキュティー
製品の強制認証問題

しかし、双方が互恵平等、win

負債勘定として処理することについて

小企業科学技術産業パーク」構想を

プラスになるように努力したいとの

現在日本側で懸念が高まっている

win の方針で誠実に協議すれば、

司長は、中小企業協力の推進は中日

日本の中小企業の投資と協力を推進

回答があった。また、独禁法に関す

IT セキュリティー製品の強制認証

必ず経済関係は引き続き前進・発展

業とが機密保持契約を交わすことで

する重要なプラットフォームであると

る所管分担について、商務部は、国

問題に関しては、張団長が李克強副

すると思います」と、間接的な応答

業司張驥副司長は、さきに経済産業

し、この計画を推進すべきであると

務院反壟断（独禁）委員会の事務局

総理と傅自応商務部副部長に対して

と見られる発言があった。

現在検討中であることを明らかにし

述べた。

を務めるとともに、市場集中制限の

懸念を表明したほか、上島副団長か

の経済・貿易協力を深化させるため

また林副司長は、金融機関による

審査を所管し、国家発展改革委員会

らは商務部との全体会議の場で、ハ

た。

貸出総量規制や輸入ユーザンス規制

は、価格カルテルの監督・審査、国

イテク分野での貿易や協力発展の阻

小企業が中国企業と協力関係を深め

による進出企業の資金逼迫や貿易決

家工商行政管理総局は、価格以外の

害要因になるおそれがあり、知的財

制定に向けて努力
独禁法運用

済問題に関連して、中国の外貨管理

独占合意（契約）禁止、支配的地位

産権保護の点からも影響が大きいと

過 程、 特に戦 略 的 互 恵 関 係の包 括

規制強化はホットマネーや投機資金

の濫用禁止、行政独占の規制などを

の重要な課題で、中国側は日本の中

－

の流入を防ぐための措置であり、こ
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2008 年度日中経済協会訪中代表団レポート

今回の訪中代表団は、５月に発生

し、四川省政府との意見交換や被災

療衛生施設の修復と再建を急ぐ。
第二に、道路、水利、通信、電力

に力を入れる。

我々は今後、日本など先進国との

済貿易、人的資源、アウトソーシング、

地・企業視察を通じて、日本経済界

第三に、産業復興を推進する。成

省エネ・環境保護等の分野の協力や、

した四川大地震の復興再建計画を理

都市、徳陽市、綿陽市、広元市の産

国内外資金の導入による復興再建を

間で、震災復興経験、防災技術、経

また、今後の四川省との協力強化

業再建が重要であり、特に、国務院

強化する。

等インフラの再建を加速する。

一つに設定した。国家発展改革委員
を推進するため、﹁日中経済協会訪

や国家部局などから下ろされた再建

として今後どのような協力が可能で

会との全体会議では、﹁地域振興と
中代表団と四川省人民政府との協力

に関する特別の優遇措置を生かして、

解し、協力の可能性を探るため、
﹁地

震災復興﹂をテーマに、日本側がこ
強化に関する会議備忘録﹂を締結し

再建を図る。

トを誘致すると同時に、投資者にビ

あるかを考察した。

れまでの取り組み実績や今後の協力
た。主な内容は、経済情報の相互交

第四に、街の再建を加速する。都

域振興と震災復興﹂を主要テーマの

に向けた提案を紹介するとともに、

換と普及宣伝、四川省への投資とア

ジネスチャンスを提供する。用地 ・

展加速のため、新規・再建プロジェク

これから数 年、 四 川 省は西 部 発

国務院が策定した震災後の復興再建

市化を推進し、産業インフラを強化

万ヘクタール、 都 市・農 村 部の住

宅 450 万 戸、 道 路 ・ 万 キロ、

の協力強化、これらのための定期的

新エネルギー・省エネルギー等分野

材育成のための交流促進、環境保護・

2000カ所、
発変電所 810カ所、

棟、 医 療 施 設 9700カ所、 ダム

鉄 道 5500 キロ、 学 校 ・ 万

第五に、災害予防、生態系の修復

4

企業 4000 社、水道網 6970

本の経験・技術紹介、経済交流・人

78

な意見交換の実施である。

四川省の震災復興計画と日
本企業の協力可能性

四川省政府との全体会議 「四川ー日本経済貿易協力会議」

5
1

歴史文化の街 カ所の復興に取り組

150 万ムー、林地 450 万ムー、

キロ、ガス供給網 5300 キロ、畑

1
1

センターを整備する。

このよ う な 事 業 において、

兆

む。また、成都市にデータ通信制御

12

の構築にも努めたい。

ている。参画資本に対する互恵関係

国際社会、国際資本の参画を期待し

金を考えても、かなり不足するため、

地方の支援および国内外からの寄付

央財政からの 3000 億元の支援、

6700 億元の予算投入が必要。中

1

四川省政府との全体会議で、省政
府発展改革委員会の雷開平副主任
は、災害復興の重点を次のように説
明した。
年 末 までに

第一に、 住 民の生 活 環 境、 家 屋
の再 建 を 優 先 する。

347 万戸を修復再建し、また安い
賃貸住宅やローン住宅により、 万

戸の住宅問題を解決する。教育、医

97

加藤康二
企画調査部課長

し、防災機能も回復させる。

ウトソーシング業務の協力拡大、復

四川省との協力強化に関する備忘録を締結

興活動への日本企業の参加促進と日

総合計画の説明を受けた。その後、

四川省震災復興に向けた
日中協力の可能性

08.11.12 8:23:56 PM
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川省でも政策支援やインフラ整備が

を射た計画だ。また、日本では、阪

た配分などが予定され、いずれも的

達ルート、資金使途での期間に応じ

協力の可能性は大きく、今後とも具
必要である。

神淡路大震災時の復興に向けた公的

部に誘致しようとしているので、四

体的な交流を続けたい。

鈴木正一郎副団長 （日中経済協会副会

支出は 兆円程度だが、例えば復興

興と三農問題解決に寄与。再建への

数年、成都市経済の主要な特徴は、
山岡建夫副団長
（ 日中経済協会副会長・

長・王子製紙代表取締役会長）
：

都市の震災復興に積極的な参画が可

品加工などの分野で実力を有し、成

機械製造、電子情報、生物医学、食

など巨大な需要があり、日本企業は、

建材、鉄鋼、機械、電子・通信設備

企業を育成する金融などを希望して

還付措置、電子産業育成の税制、中小

は、沿海部と同様の簡便な増値税の

べき。成都周辺の中小電子部品企業

差問題是正には、中小企業を重視す

沿海部と内陸部との地域間経済格

紙産業では 月に中国も参加するア

を減らせる仕組みと考えている。製

しており、これが実際に最も CO 2

みではセクター別アプローチを主張

関し、経団連は、ポスト京都の仕組

省エネ・環境分野での日中協力に

かく支援した。

て被災者の自立支援に向け、きめ細

等が基金を設立、その益金を活用し

が採りづらい領域の支援は、県・市

世帯への支援など公的資金では措置

公営住宅の家賃低減、被災者高齢者

ルコのプロジェクトや、一汽トヨタの

額は 800 億元に達した。成都コベ

２カ月で、成都市への投資が殺到し、

成都の市場に進出し、地震後わずか

が必ずしも十分ではなく、誘致には

導について、中小企業は人材や資金

委託加工型外資企業の内陸展開誘

東工コーセン取締役会長）
：

贄田興嗣副団長
（ 日中経済協会副会長・

いるので、
四川省政府は留意願いたい。

滑化の仕組みが必要だ。

国から途上国への技術移転、投資円

れ、有効に機能するためには、先進

が先進国・途上国双方に受け入れら

められるものと期待する。本枠組み

され、排出量削減に関する議論が深

ジア製紙産業団体会議が日本で開催

もに、四川省への特色あるツアーを

変わらない、③ＡＮＡセールスとと

る、②今後も中国路線重視の戦略は

中国への観光需要の早期回復に努め

地域振興と震災復興について、①

役副社長）
：

久保小七郎団員 （全日本空輸代表取締

プロジェクトが契約され、投資総

移転契約も調印された。

ソフトを含めた環境整備が重要。中

四川省と日本の往来促進について、

大西誠団員（日本航空常務執行役員）
：

設定すべく鋭意準備中である。
三 菱 東 京Ｕ
ＦＪ 銀 行 相

画の内容は

震災復興計

画 に 関 し、

復興資金計

被災後の

安全安心の情報発信をお願いしたい。

年以上は客足が遠のく傾向があり、

ただ、日本でも地震後数カ月から１

な支障が無いことを確認したと承知。

地視察の結果、主な観光地には大き

助となる。日本の旅行業界による現

被災地の早期復興は、観光復興が一

適切で、資

当社もツアー企画などで努力する。

談役）
：

金調達面で
の多様な調

14
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日系企業のビジネス動向

震災復興型の経済発展である旨を強
JUKI 代表取締役会長）
：

成都市政府の白剛副市長は、今後

調し、最近の投資動向を紹介した。

能。先見性がある企業家はいち早く

10

三木繁光副団長（日中経済協会副会長・

四川省復興再建に向けた提
案と協力の可能性
日本側から、四川省における関心
事項や協力の可能性等を提起した。
上島重二副団長（日中経済協会副会長・
三井物産顧問）
：

成都が都市農村一体化改革実験区
であることに注目。この改革で成都
は核となり、三農問題解決の規範、

地震被災で空家になった都江堰市内の住宅

国は、沿海部の委託加工企業を内陸

10
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電所のプロジェクトの成功が、震災復

都江堰市中心部の被災現場
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た中国側の統計によれば、今年１月から
７月までの貿易額は前年比 ％の伸びを

易額の成長率は ・7%となっています。

個人消費、固定資産投資とも ％前後の

ク の成 功 へ の祝 福 をい た だ いた こ と に

北 京オ リ ン ピッ ク と 北京 パ ラリ ン ピ ッ

まず、
御手洗先生と張富士夫先生から、

和 と安 定 は 両国 国 民の 共 通 の願 い であ

ては世界の人々の利益でもあります。平

益に合致するのみならず、アジア、ひい

展させていくことは、両国国民の根本利

ています。日中関係をさらに改善し、発

の平和と安定、発展に共通の責任を担っ

す。米国のサブプライム危機は世界経済

界 経済 情 勢 は人 々 の 憂慮 を 呼ん で いま

張会長が言われたように、現在の世

謝いたします。

力の賜物です。この機会に、皆さまに感

友人の皆さまの長年にわたるたゆまぬ努

極めて重要です。この成果は、経済界の

示しています。これは両国関係の発展に

経済への見過ごすことのできない影響に

す。特に国際経済情勢の変化による中国

し、またエネルギー需給が逼迫していま

産 増加 と 農 民収 入 増加 に は 困難 が 突 出

題 も出 現 し てい る こ とに 留 意し て いま

もちろん、我々は経済運営に困難な問

本面は良好だということがいえます。

成長を維持しました。従って、経済の基

資料

感謝します。この２大行事は、オリン
り、また国際社会の両国への期待であり

ついては、我々は注意を払っており、最

も満たない間に、私は福田総理と４回も

春の旅」を重ねてきました。ここ１年に

を融かす旅」
、
「迎春の旅」
、そして「暖

来、両国の首脳は、
「氷を砕く旅」
、
「氷

2006 年、日中関係が転換して以

した。これらのことは、私を深く感動さ

る連盟を組織され、支援してくださいま

の皆さまが、北京オリンピックを支援す

加されました。さらに超党派の国会議員

藤紘一会長はパラリンピック開幕式に参

オリンピック開幕式に参加され、また加

支援をいただきました。福田総理は北京

中国の準備の段階から、日本から厚い

ればなりません。日中戦略的互恵関係を

の敏感な問題を適切に処理していかなけ

国際社会の調和を図るとともに、両国間

互信頼を増進し、交流を拡大し、地域と

力」
）と考えています。そしてさらに相

えて努力したい（
「 継往開来 , 携手努

し、未来を切り開くために、共に手を携

文書の導くところに従って、過去を継承

は日本とともに、日中関係の４つの政治

きな目標を堅持していくべきです。中国

互恵協力（
「互利合作」
）
、共同発展の大

変化があろうと、平和共存、世代友好、

視しています。日本の政局にどのような

中国政府は日本との関係発展を高度に重

せる重要なチャンスに直面しています。

タート地点にあり、さらに関係を発展さ

日中 両 国は 今 ま さに 新 たな 歴 史 的ス

克服しましたし、また国際経済情勢の変

し、中国は自然災害による様々な困難を

かに困難の多い一年となりました。しか

す。今年は中国経済の発展にとって、確

情勢がどうなるか関心をお持ちのようで

日本の友人の皆さまは、中国の経済

ため、
共に努力していきたいと思います。

す。そして金融と世界経済の安定維持の

交 流 をさ ら に強 化 し たい と 願っ て い ま

対する判断とマクロ経済対策についての

中国は日本との間で、国際経済情勢に

図っていくことは極めて重要です。

win win の も と で 共 同 の 発 展 を

両国が経済、貿易協力を強化し、互恵・

が山積しています。このような情勢下、

ン、不安定・不確定要因の拡大など問題

大、世界経済の成長速度のスローダウ

れ、また被災地区を視察されることを歓

皆さまが今回、四川省を参観・訪問さ

いと思います。

協力の具体化に向けて取り組んでいきた

ました。
私たちは友人の皆さまと一緒に、

発展を維持しています。

とによって、経済の安定的、比較的速い

人消費拡大などの一連の手段を講じるこ

転換、構造調整、省エネ・排出削減、個

蓄積があり、内需拡大、経済成長方式の

り、マクロコントロールの経験と手段の

ります。これに加えて、長年の実践によ

た資質の高い、安価な労働力の優勢があ

貯蓄が不断に大量の資金を供給でき、ま

中国は 億人の大市場があり、巨大な

近すでに一連の調整措置を講じました。

す。例えばインフレ圧力の拡大、農業生

ピ ック 運 動 とパ ラ リン ピ ッ ク運 動 そ の

の混乱を引き起こし、原油価格や食糧価

会談しましたが、これは日中の歴史上、

堅持し、そして引き続き、さらに深化発

化にも適切に対応し、マクロコントロー

今年 月、
経団連でのレセプションで、

私は つの重点方面での協力を提案致し

同士です。両国はアジア、そして世界に

めました。日中両国は互いに重要な隣国

係は引き続き発展しており、 年の両国

の重要な構成要素です。近年来、貿易関

日中両国の経済、貿易協力は日中関係

きました。今年上半期を例にあげると、

で比較的速い発展の勢いを保つことがで

ルを不断に改善・強化し、経済の安定的

迎します。

貿易総額は 2360 億ドルを超え、ま

GDP 成長率は ・4%に達し、対外貿

心なお招きに感謝します。次回日本を訪

へのご貢献に感謝します。また再度の熱

御手洗先生の、日中両国中堅幹部交流
重要な影響力を有しており、共通の利益

せました。

進しました。

初めてのことです。首脳同士の交流は、

展させていきましょう。

13

5

4

-

ず、世界各国人民の相互理解を大きく増

格の高騰、インフレ圧力の絶え間ない増

20

両 国関 係 の 改善 と 発展 を 力 強く 推 し進

胡錦濤国家主席発言（ 月 日）

25

ます。

16

も のの 発 展 に大 き く 貢献 し たの み な ら

21

があります。また、両国はこれらの地域

10

07
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への転換のために、努力していかなけれ

いえます。今はむしろ、量から質の向上

実に協議すれば、必ず経済関係は引き続

が互恵平等、win win の方針で誠

し、中国はやはり発展途上国であると

ただき、ありがとうございました。しか

ンピックの成功に対しお祝いの言葉をい

もあります。先ほど団長から、北京オリ

ぜひまた経団連会館を訪問させていただ

き前進・発展すると思います。中日経済

我々は冷静に見ております。だからこそ

出現するかもしれません。しかし、双方

きたいと思います。
ばなりません。そうすることで、私たち

協力が新たな分野に発展し、新たな突破

し て中 国 は 発展 途 上 国で あ るだ け で な

中国の発展には潜在力があるのです。そ

見れば、中日貿易は相当の規模であると

最後に、福田総理にぜひよろしくお伝
には新たなブレイクスルーや輝く点を見

口を見出すことを、私は充分に自信を
これは、世界経済の成長がスローダウ

年来の改革開放により、すでに比較的潤

内市場も巨大です。加えて、中国には

く、最大の発展途上国であり、人口も国

係の推進を全面的に発展させたいと願っ

中国側は、日本側と共に、戦略的互恵関

とに合意し、共同声明を発表しました。

は戦略的互恵関係を包括的に推進するこ

月、胡錦濤主席が日本を訪問され、両国

環境保護の推進は、中国が科学的発展を

作っていかなければなりません。
省エネ・

また環境に優しく、資源節約型の社会を

には、
科学的な発展を遂げる必要があり、

あります。現代化の目標を達成するため

中国は今まさに工業化と都市化の段階に

的に対処すべきだと思います。

非常に注目しておりますが、各国も徹底

金融危機以来だと考えています。我々も

が、これは多分 1930 年代の深刻な

的にどの程度まで行くのか、多くの人々

融市場の混乱はまだ続いています。最終

ローン危機をきっかけに発生した国際金

の内在的活力を強化し、社会主義市場経

は引き続き改革開放を推進し、経済発展

は改革開放 周年にあたりますが、我々

する自信と能力があります。今年、中国

り、中国政府は長期的安定高成長を維持

つまり、中国は発展の条件を備えてお

があります。

もあります。日本は省エネ・環境保護分

ます。上半期の GDP 成長率は依然と

の中国経済は高成長を保っているといえ

我々は今後長期的に内需拡大を堅持し

済発展の過程においてこれらの活力をよ

の取り組みによって形作られた中日間の

野で先進的な技術と成功の経験を多く蓄

ます。投資で牽引するだけでなく、消費
シャルがあります。私たちは、企業同士

られました。我々は一連の措置を講じ、

一部の地域や産業では成長率の下降が見

り、その見通しは明るく、潜在力は大き

り一層解放していきます。

経済・貿易の今日の現状こそ、中日関係

して ・ ％の伸びでした。とはいえ、
の協力を通じ、必ずや win win を

代表団は経済界の、影響力のある人々に

の代表団を派遣して来られました。この

があります。特にさきほど述べられた東

大きいので、協力の潜在力も大きなもの

中国は土地が広大で、地域間の格差が

提起しました。その目的は、経済の長期

長を保ち、物価の高騰を抑制する措置を

しました。そして適時に経済の安定高成

ントロールの直接対処性、柔軟性を強化

を行っていく必要があり、産業のグレー

ります。中国はまだこれからも構造調整

な技術、新たな製品を利用する必要があ

型、環境友好型であり、そのために新た

を堅持します。それはつまり、資源節約

また我々は、引き続き科学的発展の道

に依拠し、国民や市場の購買力増強によ

積され、中国との提携には大きなポテン

なっていると言うことができます。
張団長もおっしゃったように、国交正

いです。

よって構成されています。
その皆さまは、

北地区や、皆さまが行かれる四川など西

にわたる安定高成長であり、大きな起伏

まさに中日関係、中日経済貿易関係の

を防止することです。

実現できるでしょう。

政策の連続性を維持しながら、マクロコ

4
南地区は、両国の協力分野としては新し

常化以来、日中経済協会は毎年、大規模

10
い発展、特色ある協力が期待できます。

-

目の貿易パートナーです。その総額から

余りに達し、日本は中国にとって第 番

中日貿易額はすでに 2300 億ドル

製品にしろ、新しい状況、新しい問題が

括的発展の推進においては、
企業にしろ、

協力の過程、特に戦略的互恵関係の包

れは発展の潜在力が巨大だということで

化、都市化の発展途上にありますが、そ

中 国 は 今も 依 然 とし て 近代 化 ― 工業

業、競争力の高い企業に大きな発展の空

必要があります。言い換えれば、新興企

ドアップにはまだ多くの仕事をしていく

きたわけです。

年来の発展の歩みを目の当たりにされて

30

16
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問するときに、
新しく落成なっていれば、

えください。これからもお元気でご活躍

持って見ております。

本経済界に行った４つの提案に応えられ

ンし、国際金融市場が混乱する状況の下

沢な資金と資質が絶えず向上する労働力

張団長は胡錦濤主席が訪日期間中に日

いだすことができるでしょう。

ました。私は、省エネ・環境保護、地域

回答でもあります。米国のサブプライム

で、我々がいかに対応するかについての

ています。日中経済協会と日本経済界

遂げるための内在的な要求であり、と同

30

の中日関係の経済的、また物質的基礎に

外需減退の影響にもかかわらず、今年

時に全世界の気候変動に対応する措置で

30

候和祝願」
）
。ありがとうございました。

されるよう願っております（
「親切的問

李克強副総理発言 （ 月 日）
が生まれる可能性が高いと考えます。

協力については、新しいブレイクスルー

-

要な役割を果たされてきました。皆さま

5

は、中日関係の改善・発展において、重

張団長がおっしゃったように、今年

23

3
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も 最も 救 助 の難 し い場 所 だ った こ とで

格差を解決し、地域格差を解決し、経済

を節約し、環境にやさしい、持続可能な

決しなければなりません。さらに、資源

は、一連の直接対処性の措置を講じ、長

ところです。困難な時に、日本の救助隊

間を提供します。たとえば、我々は資源

が誠実に活動してくれたことを中国国民

発展と社会事業発展のアンバランスを解

皆さまは明日、四川の被災地に行かれ

す。青川県といって、成都から最も遠い

ますが、そこでは、被災地の人々の生活

期安定高成長を保ちます。

例えば電気等々の製品で、
大規模な更新・

は決して忘れません。

の利用効率を高めなければなりません。
買い換えの必要があります。また、環境
再建への自信と生産復旧への決心を感じ

とおり、中国経済の長期安定高成長を実

発展を推進し、さきほど申し上げたこと

保護を推進しますが、これも大きな産業

皆さまのご来訪を改めて歓迎申し上げ

られ、目にされることでしょう。この災

的発展を戦略方針として、これに基づい

現しなければなりません。中国政府の経

科学的発展観は、
中国共産党が提起した、

て打ち出しています。

済社会発展の政策方針においては、科学
昨年の 回党大会で党の長期的な重要戦

ます。

再建し、四川の被災地が元の状態に復旧

略方針に決定されたものです。簡単に言

（根本特別顧問の質問を受けて）

し、さらに以前を超える計画を策定しま

えば、我々にとって発展が第一義です。

我々は 年前後の時間をかけて、復興

害は本当に甚大でした。

です。
こうして考えると、中国経済が長期安
の経済協力発展の見通しも明るいことが
した。その実施には努力が必要ですが、

定高成長を保つ可能性は高く、中日双方
わかります。そして量が引き続き拡大す

これは一方で、中国がどのようにして困

皆さまはすでに 回目の中国ご訪問で

しょう。

ると共に、質の向上が図られることで

3

すが、さらに 回ご来訪いただけるもの

34

減速は現実にあり、中国経済の深層の矛

もちろん、率直に言って、国際経済の

進を保つかということでもあります。皆

難に対処し、チャンスを捉えて発展の推

ばならない。科学的な発展とは、人を以

す。しかしそれは科学的な発展でなけれ

中国の今後の最重要任務はやはり発展で

し、中日両国の国民が世々代々にわたる

年 引き 続 き 団を 派 遣さ れ る こと を 歓 迎

続していくべきです。日中経済協会が毎

と確信します。我々の関係も長期的に持

友好を続けるよう希望します。皆様の中

て本となすことです。国民の生活水準の
向上とその質の向上に着眼しなければな

国ご滞在が快いものとなるようお祈りし

さまに被災地で、中国経済の発展の方向
ここでもう一つ強調したいことは、日

りません。発展は全面的、協調的、持続

ます。

性を感じていただきたいと思います。

同時に、試練と困難に直面しています。

本の救援隊が最も早く四川の被災現場に

可能でなければなりません。都市農村の

盾や問題は根本的には解決されておりま

強い自信を持って堅持して、冷静に困難

到着し、しかも彼らが行ったのは現地で

2008 年 月
世紀日中関係展望委員会

中両国は積極的な役割を果たすべきであ

（意見書）
日中経済協会
況の中で、北京オリンピックが大きな成

る。

)
功を収めたことに祝意を表す。今後は

３ 東アジア経済の連帯と発展

戦
―略的互恵関係の具体的展開 要(旨

2010 年に開催される上海国際博覧

今日の世界は、地球環境問題や資源制

しつつある。東アジア共同体形成の可能

連携が市場誘導型から制度誘導型に発展

今年 月、福田康夫首相（当時）と胡
錦濤国家主席が日中共同声明に署名し、

会の成功を祈念する。

世紀日中関係展望委

戦略的互恵関係を包括的に推進し、アジ

や NAFTA と並ぶ経済圏に成長する

員会（福川伸次委員長、全 名）は、こ

ア太平洋および世界の良き未来を共に創

２ 国際社会の展望とグローバルパート

約の顕在化、景気の停滞、通貨金融不安、

性が高まっており、両国はその実現に向

東アジア地域は、2020 年には EU

的互恵関係の具体的展開―」と題する以

のたび「日中関係新次元への展開―戦略

り上げると宣言したことを歓迎する。当

の提案を踏まえ、戦略的互恵関係の具体

自由貿易の停滞など、困難な課題を抱え

けて主導的な役割を果たすべきである。

四川汶川大地震被災という困難な状

化に努力する。

ている。これらの問題の解決に向け、日

濤国家主席が日本の経済界に行った つ

下の要旨の意見書を取りまとめた。

9

と期待される。東アジア域内では、その

21
ナーズとしての協力

日中経済協会

日中関係新次元への展開

を認識しなければなりません。中国政府

せん。即ち我々は、広大な発展の空間と

34

17

委員会は、この声明に基づき、また胡錦

第Ⅰ部
新世紀の日中関係
１ 日中関係の新たな展開

5

4

21
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ングを促進する。このため、中国地方政

いては、 年の新潟会議の成果を踏まえ、

促進する。

協力を強化する。

・東アジア地域における通貨、金融面の

４ 日中経済交流の評価と課題

重点プロジェクトへの協力を具体化する。

・東アジアでの大規模自然災害への対応、

・より質の高い安全な農業に向け、土壌

復興協力とともに、経済的リスク回避の

府との連携事業を拡充するとともに、相

仕組みを検討する。

談窓口や展示会、商談会などを活用する。

４ 調和のとれた社会の実現

７ 日中間の相互理解・相互信頼のさらな

日中間の貿易、投資は、量的拡大の段

・知的創造産業の育成を図るための将来

る推進

階から、サービス化、ハイテク化、環境

・黄海、渤海などの海洋汚染対策、水資

ビジョンの共同作成を進める。

・地球環境保全とエネルギー効率改善の

源の確保、土壌汚染対策など、環境分野

・少子高齢化問題、格差問題、人間・環

改良、良質な水供給、生産性向上など技

政策支援を進める。中国側には、投資保
のプロジェクトに共同で取り組む。

頼を高めるため、首脳の定期的な相互訪

・クリーン ･ コール ･ テクノロジーなど、

護 ･ 促進のための日中間の法的枠組み
・東シナ海油・ガス田の共同開発につい

境志向の災害に強い都市創成などについ

問の継続を期待するとともに、青少年の

志向の高まりなど、質的充実の時代を迎

や知的財産権保護の充実などに向けた取

て共同研究を進める。

友好交流の質的な充実、来日留学生数の

ため、公的資金供給メカニズムの設立を

り組み努力を期待する。また中国製品に

ての政府間合意の速やかな具体化を期待

５ グローバル・アジェンダへの挑戦

増加、IT 活用による文化交流の拡充、

術協力を推進する。鉱物資源に係る協力

対する日本の消費者の不安を払拭するた
する。

・日中両国は、2050 年地球温暖化ガ

双方向の観光交流の促進、友好姉妹都市

石炭関連の技術協力を促進する。また、

め、所要の情報開示と両国の共同対処を
協力する。

・エネルギー安全保障体制の確立に向け

ス排出半減の目標に向け、
「共通だが差

交流の推進、ジャーナリストの相互訪問

えている。こうした中で、技術貿易も拡

期待する。

異のある責任」の原則の上に、セクター

の拡充に努力する。

検討する。

５ 日中間の相互理解と信頼醸成

２ 企業間連携協力を促進する環境の整備

別アプローチに留意しつつ、新たな国際

を進めるため、両国関係者の間の協議を

両国首脳の定期的な相互訪問が実現

・日中間での技術協力を加速させるため、

枠組みの合意形成に努力する。

８ おわりに

深める。

し、ハイレベル経済対話が始まるなど、

環境整備を図る。

知的財産権保護制度の適確な運用など、

・市場、技術パラダイム、経営および産

水資源の確保、良質な水の供給を実現す

政治行政における交流が急速に進展して

業構造のグリーン化に向けて英知を結集

を進める決意である。今後とも日中間の

い二国間関係、戦略的互恵関係の具体化

るための協力を推進する。

いる。日中関係をさらに強固な基盤の上

・多様な投資・連携が可能となるよう、

して取り組む。

ために、日本側ではさらなる企業努力と

に発展させていくには、青少年、ジャー

資本市場、金融市場の整備を進める。

・ドーハ ･ ラウンドの早期の妥結を目指

大している。この傾向をさらに加速する

ナリズム、文化、観光、地方都市など多

る。また、企業の社会的責任についての

・独占禁止法など法令の適切な運用を図

・サポーティング産業の充実を視野に入

共通の理解を深める。

に、第三国を含め資源の共同開発や調達

つ、資源輸入国という共通の立場をもと

・資源ナショナリズムの抑制に努力しつ

して協力する。

める考えである。

間で協力して挑戦すべき案件の発掘に努

るための政策提言を行うとともに、日中

貿易、投資関係を質的に高度なものにす

中国の間で、連携の橋渡し役として、広

れ、中小企業の対中投資を支援する。

を推進する。

範かつ積極的な役割を果していくことを

・日中企業のリーダーが経済貿易関係の

当委員会は、民間人の立場から質の高

両国の間で各層的な相互理解と相互信

層的な交流を拡大する必要がある。

第Ⅱ部
戦略的互恵関係の具体化へ
の提案

促進を率直に話し合う場を設ける。

６ 東アジア共同体へのロードマップ

期待する。
・中西部、東北地域との間で、沿海地区

究センター）の活動を支援する。

・ERIA（東アジア・アセアン経済研

※本提言の全文は、当協会ホームページでご
覧下さい。

日中経済協会が、政府と民間、日本と
３ 中国の地域開発への積極的な参画

済連携協定を早期に締結する。

・日中韓投資協定および日中両国間の経

戦略的互恵関係の具体化に向けて次の
事業の推進を提案する。

観光などの分野の協力を深める。

・四川汶川大地震復興のため、貿易、投資、

的で多層的な協力体制の構築を目指す。

進出企業の内陸展開 ･ 支援などにより、

・両国企業の対東アジア地域への投資を

日中両国は、世界のモデルとなる包括

１ エネルギー・環境分野での協力の強化

・日中省エネルギー・環境総合フォーラム

協力の具体化を図る。特に東北地域につ

http://www.jc-web.or.jp/JCCont.aspx?SNO
=001&b=004&s=&k=342

を活用し、日中企業間でビジネスマッチ
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中堅・中小企業の成長課題

低廉な労働力によって量的拡大を求める手法は先が見え始めた。こうした

中国の輸出の３分の２を支える中小企業だが﹆最近﹆環境が大きく変化し﹆

状と課題を事例からみてみることに

観し、さらに輸出向け中小企業の現

が設立されたのは、日本の中小企業

経済の時期から中小企業が圧倒的な

た。だが、現実の中国経済は、計画

第二に公的所有）という理想を掲げ

遅れの 2002 年であった。そして

促進法」が制定されたのは、約 年

企業基本法」に相当する「中小企業

た規模区分が、他国の中小企業比率

年には、産業別に細分化されてき

ら市場経済への分岐となる 1978

と中国の雇用事情を踏まえた、簡素

年ほど前になって「中小

が重要な位置を占めてきたにもかか
わらず、

それにもかかわらず、中国で「中

の問いに答えた上で、中国における

始めたのは、なぜか。以下、まずこ

企業」の名のつく振興策に力が入り

小企業」を前面に出す政策が本格化

中小企業の量的位置づけと方向を概

枚看板の中小企業振興

したい。

る。それまでは、所有制（公有か否
か）
、立地（都市か農村か）そして
業種が、企業を分類する上で重視さ

毛沢東はかつて人民公社の展開に

庁に遅れること半世紀の 年、「中小

れてきた。所轄官庁の「中小企業司」

際して「一大二公」
（第一に大規模、

（１）幻の「一大二公」

中国・中小企業への視点

中﹆
多くの困難を抱えながら﹆
新たな方向性を模索する企業が出現している。

中小といっても中国の中小企業は規模が大きい（唐山市の装備工業区に入居している私営企業）

2

年代から雇用者 人までの「個

ここに先の問いへの答えがある。

企業振興」
という看板がかかっている。

興」には、もう一枚、
「民営（非公営）

実は、現在の中国の「中小企業振

（１）民営経済を公営経済と同格に

中国の中小企業の現状と課題

したのは 1990 年 代 末 からであ

た中小企業

中国では、ほぼ一貫して中小企業

年時点でも、当時の基準で工業企業

プレゼンスをもってきた。計画経済か

40

慶應義塾大学経済学部準教授 駒形哲哉

人営業」や雇用者 人以上の「私営

7

だが、 年代半ばに至ると、公営企

を補完的するものにとどまっていた。

ただし、民営経済は、なお公営経済

れない分の雇用創出が図られてきた。

企業」を認め、公営企業が吸収しき

8

98

化された形に改定された（第１表）
。

03

数の ・ ％、工業生産額の 分の
4

（２）1990 年代に重視され始め

を中小企業が占めてきた。

6

業の経営不振からその改革が本格化

し、大量の失業者が排出されるよう

になった。そこで、民営経済は社会

安定と市場経済化の担い手として、

年の党大会で公営経済と同格に引

き上られた。
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振興が上記の 枚の看板から成るこ
とは、中小企業司に「非国有経済処」

中国において中小企業（ 年改訂
基準にもとづく）は全中国の ％以

（２）方向と課題

では、粗放的な量的拡大から効率重

（２）中小企業か民営企業か？
なる部署があることや、 年に出さ

経営を除くと 430 万社）を数え、

視の質的発展への転換、企業間協力

次五カ年規画」

「中小企業」の役割が特に認識され
れた非公営経済発展促進のための一

GDP の ・ ％、納税額の ・ ％、
都市部の雇用の ％（以上 年末）
、
輸出出荷額の ％余り、特に労働集

任履行などを内容とする「中小企業

重視、自主創新能力向上、社会的責

年からの「第

るようになったのは、アジア通貨危
種の条例が中小企業政策とみなされ

上を占める 4200 万社（零細個人

機の際に、中小企業主体の台湾と大
ていることにも現れている。

マンスに違いがあったためとの指摘が

る政治論争を回避する意味をもった。

あたり、なお起こりうる所有制を巡

いない。これは「民営経済振興」に

業振興」が打ち出されたことも間違

模であった事実と相まって、「中小企

した民営企業群のほとんどが中小規

企業の発展促進の背景にあり、そう

雇用の担い手を開拓する必要が民営

これらの地域は産業集積が多く存在

業振興の意味を見いだせる。また、

ていることに、中国における中小企

発展した地域が図の右上方に位置し

重要性を示唆しており、民営経済の

できる。このことは中小企業振興の

の間には相関関係を読み取ることが

伸び具合と中小企業の比率の高さと

第１図に示すように、工業生産の

占める。国家機関・

以上を中小企業が

新製品開発の ％

術革新の ％以上、

特 許の約

が吸収してきた。

大多数を中小企業

業から移転した 億 3000 万人の

を占める。また、改革開放以来、農

少なくないが、中小企業経営の難題

れをサポートするための政策課題は

成長工程」が打ち出されている。こ

特に政府調達への参入の可否の点で、

することで知られ、中小企業と産業

約型製品輸出では ％以上（ 年）

これは重要な意味をもつ。中小企業

大 学・ 企 業からの

（３）成長支える民営中小企業

企業・財閥主体の韓国とのパフォー

11

集積との密接な関係も示唆される。

ある。だが、上記のような、新たな

06

小企業（零細個人営業を除く）形態

営 科 学 技 術 企 業」

よって成立した「民

が、 技 術 開 発 面で

100

90

さ らに、 全 国の

別構成では純粋な公営企業（国有＋

と呼ばれる企 業 群
小企業の主体は地場資本を中心とす

も国民経済の成長

1.2

％、 技

集団所有）は ・ ％にすぎず、中
る民営企業である（第 表）
。

に貢 献 するよ うに
なって お り、 中 小
企 業の貢 献は単に
雇用創出面にとど

福建

2.4

河南

（％）

2003 年中小工業生産額比率

2

82

75 66

まらない。

浙江

2.6

80

70

60

50

40

30

1.0
20

チベット

青海

湖北

新疆

8

重み増す中小企業、
目指す方向と課題
（１）多大な貢献

1.8

雲南

1.4

吉林

2.0

甘粛

黒龍江

1.6

2

上海 四川 山東
北京
重慶 湖南
海南
寧夏 山西
河北
天津
江蘇
遼寧
安徽
広西
江西
貴州
陝西
内モンゴル

2.2

15

20
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03

06 50
2

04

スピンアウト 等に

90

68

75

58
5

05

99

2

年の経済センサスによれば、中

就職困難者の支援センター（唐山市）

08.11.12 7:15:57 PM
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工業生産の伸びと中小企業比率との関係
第1図

04

広東

98-03 年工業生産拡大倍数
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（出所）国家統計局編『中国統計年鑑』2000 年版 p.410，2003 年版 p.62，2004 年版 p.60，p.514，p.517
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た（訪問先の状況は第 表参照。グ
ループを構成する個別企業の従業員

かで、 月に中小企業の資金繰り対
策に絞った金融緩和策がとられた。こ

としては資 金 調 達 難が突 出した問
題といわれる。中小企業の多くは自

数や年商基準では、すべて中小企業

高賃金制が、働く側の長時間労働の

動機づけとなってきた。

ところが、同法で書面化を求めら

めを守ろうとすると、企業側にとっ

れは「民営企業」ではなく「中小企業」

陽江は古くから刃物の伝統を有す

れている労働条件や社会保険類の定

中小企業政策の質的変化を感じさせ

て大幅なコストアップとなるだけでな

く、出稼ぎワーカーは払った保険が

民元高（昨今はむしろ米国の景気後

これらの金属製品産地は現在、人

いると答えた企業は 分の にすぎ

従業員がすべての保険類に加入して

がる者がいるという。このため、全

地元ワーカーにも手取りの減少を嫌

同業界の輸出の ％を占めた。また、
生産に着手し、現在 ～ ％のステ

戻ってこないと認識して加入を嫌い、

転機迎える輸出型中小企業

ンレス製品が輸出されている。

新興と新会では 年代から金属製品
―珠江デルタ金属製品メーカーの例

専門銀行の構想も浮上している。

る地域で 年には全国生産の ％、

己資金に依拠しており、 年段階で
中小企業への銀行の融資残高は ・
％にすぎない。

年代末より信用保証制度が本格

的に展開され始めたものの、 年まで
の累計で延べ 万件の許諾しかなく、
その ％以上が 100 万元以下の案
件であった。 年に深圳に設立された

年商（万元）

30,000 ＞

3,000 ＞

年商（万元）

15,000 ＞

3,000 ＞

85.6

82.4

12.3

22.7

33.5

28.0

2.2

1.3

1.0

1.0

17.6
14.4
4.6
香港・台湾・外資系

20.8

37.9

61.9

私営企業

その他

25.7

21.1

株式、有限責任

800 ＞

従業員数（人）

る労 働コスト 上 昇 圧

カーは月に ～ 日しか休んでおら

休日や労働時間に関しても、ワー

（２）中小企業を困惑
させる「労働契約法」
これらの要因のなか
でも、 特に企 業 を 困
惑させているのは労働
契 約 法の施 行であっ
た。 中 国ではこれま
では低賃金を武器に、
量的生産拡大が志向
され、 質 よ り も 量の
拡 大に適 合した出 来

2

3

ず、なかには一日 時間労働を基本

ニューヨーク郊外の倉庫型ショッピングセンター。
中国の中小企業の加工製品も多く並ぶ

面している。

力のた め、 困 難に直

ず、 特に従業 員 数 1000 人以下

1

中小企業向け株式市場も、多くの中

64

退）
、原材料費高騰、ステンレス製品

（１）
「挑戦」に直面する地域産業

95

北京オリンピック閉幕直後の時期

3,000 ＞

1,000 ＞

19.5

しかし、今年上半期に中小企業が

（出所）中国中小企業協会、南開大学中小企業研究中心（2008）
『中国中小
企業藍皮書―現状與政策（2007-2008）』中国発展出版社、p.22

の企業は保険加入の実施が現実問題

30,000 ＞
3,000 ＞

従業員数（人）

32.5

の輸出増値税還付率引き下げ、そし

30,000 ＞

3,000 ＞
500 ＞

17.2

に、筆者は広東省珠江デルタにある

年商（万元）

200 ＞

80.5

・ 万社倒産したことを受け、マ

中小企業の企業形態別構成

として困難な状況にあった。

（出所）中国国家統計局

て労働力不足や労働契約法施行によ

年商（万元）

宿泊飲食業

15.8

400 ＞

1,000 ＞

郵政業

95.4

国有＋集団所有

500 ＞

15,000 ＞

交通運輸業

年商（万元）

30,000 ＞

3,000 ＞

3,000 ＞

総資産
（％）

企業数 従業員数 年商
（％） （％） （％）

国内資本

100 ＞

4,000 ＞

従業員数（人）

小売業

100 ＞

40,000 ＞
従業員数（人）

400 ＞

刃物とステンレス製品の産地を訪れ

小企業には縁遠い存在である。

70 83

22

06

06

るものである。また、中小企業向け

の範疇に収まるとみられる）
。

9

に対してとられた策として、中国の

3

90

38

04

総資産額
（万元）

卸売業

600 ＞

4,000 ＞

30,000 ＞

年商（万元）
工業

年商（万元）

従業員数（人）

9

7

40,000 ＞
建築業

300 ＞

2,000 ＞
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3

85

05

5
3,000 ＞
総資産額
（万元）
従業員数（人）

小型
中小型
指標

従業員数（人）

業種

90
6
クロ的にはインフレ懸念が消えないな

（2004 年第 1 回経済センサス）

第２表

中小企業区分基準（2003 年改訂）
第１表
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最低賃金の
加入
上に出来高

時間給、出 労働年数が比較的長い者の
来高
み

n.a

n.a

勤続 3 年以上（従業員の 60
％）は全加入
1,500

n.a

加入
50%

1,400 ～ 1,500

出来高

基本的に加入
80%

1,800（研磨 3,000
～ 4,000）

出来高

9 時間労働、月 2 休、外地
ワーカーは公傷保険のみ

所在
地

主要製品

輸出比率
A社

陽江

刃物

40%

1,600
B社

陽江

ステンレス製品
（雑貨）

100%

100

1,000 ～ 2,000（ﾌﾟ 出来高（包
50% ﾚｽ 1500 ～ 2,000、 装工程は時 ワーカー未加入
研磨 2,000）
給）
C社

陽江

刃物・ステンレ
90%（OEM)
ス製品

700

50%
D社

陽江

バーベキュー器
具・アパレル

80 ～ 90％

450

5%

800 ～ 1,200（一 出来高（ﾊﾞｰ 月 3 休、公傷保険 100％、
般ﾜｰｶｰ）
ﾍﾞｷｭｰ器具）養老保険未加入
E社

陽江 刃物・懐中電灯

90%（官需受
注分を除く）

336

50%

最低 800、学卒ｽﾀｯﾌ 時間給、出 加入しているが、労働者が加
2,500 ～ 3,000
来高
入を望まない、月（2 ～）3 休
F社

陽江

ほぼ 100％
（OEM60 % )

650

50%

G社

ステンレス製品
95%
（OEM70
新興 （ハウスウェア）
約 3,000 33%
～ 80％）
等

H社

新興

ステンレス製品 90 ～ 95％
（ハウスウェア） （OEM)

2,400

I社

新会

ステンレス製品
100%（OEM)
（ハウスウェア）

600
多機能ペンチ

n.a
n.a

ワーカーの
賃金形態
平均賃金（元）

1,500 ～ 2,000

（４）選別期に入った中国の中小企業

OEM 受注主体の企業群が国内販

トワークを形成して成長してきたが、

内市場を主な対象に自社の販売ネッ

回 収である。A 社は創 業 以 来、 国

か。その最大のネックは販売と資金

内 市 場 展 開の展 望はあるのだろ う

群（第３ 表の A 社を除く）に、 国

輸 出 主 体 に して き た 中 小 企 業

拡大環境を享受してきた中国の中小

がないとみられる企業もあった。量的

あれば、他方、そうした余力や意識

て今後を模索したりしている企業も

り、経営者自身が現状に危機を感じ

習機会の提供）
、製品開発に注力した

厚生面の充実、作業環境の整備、学

員を戦力として大事にしたり（福利

る。わずかな事例のなかでも、従業

22
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としているところもあった。
労働コストの上昇への対策として

以上、中国の輸出の 分の を支

える中小企業の現状の一端をみてきた

は、機械化・自動化、技術向上、作
業工程の工夫による労働節約的な努

が、単に低廉な労働力を多く投入す

ることで、生産の量的拡大を追求で

売を行おうとすると、新たに自前の

企業は、選別・淘汰の段階を迎えつ

きた段階は、確かに先が見えてきてい

販売網を築くか、卸売や小売を他社

中国発展出版社

書―現状與政策（2007 2008）
』

究中心（2008）
『中国中小企業藍皮

中国中小企業協会、南開大学中小企業研

小企業論』税務経理協会

駒形哲哉（2005）
『移行期中国の中

計出版社、各年版

国家統計局編『中国統計年鑑』中国統

＊参照・引用文献

現地調査の成果を一部利用している。

国研究拠点（東京大学社会科学研究所）

院高度化研究資金により参加した現代中

＊本稿作成に際して、慶應義塾大学大学

つあるように思われる。

問題については確認できなかった。

べており、中小企業の資金調達難の

があろうとなかろうと関係ない」と述

もと借りられないので、金融引き締め

に依拠しており、ある企業は「もと

て答えてくれた企業は主に自己資金

なお訪問先のうち、資金調達につい

ないとの声も聞いた。

難を理由に国内市場展開はやりたく

回収が難しくなる。実際、資金回収

小売を国内他社に委ねると売掛金の

売網構築には資金が必要だし、卸売・

に委ねなければならない。自前の販

（３）国内市場向け転換の困難

力をあげた企業が大半を占めた。

2
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保険加入状況
訪問
先

従業員数 ：外地
（人） 比率

3

-

広東刃物・ステンレス製品産地訪問企業の状況
第３表

（注）従業員数はグループ企業全体の数字を示すものもある。
（出所）08 年 8 月 27 日～ 9 月 1 日にかけて行われた聞き取り結果による。

中堅・中小企業の成長課題

税 率を

例』では、国内資本企業と外資系企

中国経済を根本から支える中堅・中小企業ではあるが︑その経営基盤は

小規模企業の税負担を適度に軽減す

に統一した。また、国は一定条件を

％と定めていた。しかし、

磐石とは言いがたい︒こうした企業に対し︑中国政府は税制︑財政︑融

るため、国は、年間課税所得額が、
に対しては ％、 万元以下（ 万

元も含む） 万元までの企業に対し
ては ％の税率を適用し、所得税を
徴収していた。
年より実施された新『企業所得

業に対する所得税の税率を一律 ％

資など様々な面から支援策を講じている︒しかし︑その支援策には計画

満たす小規模薄利企業に対しては、

性の欠如や形式主義との指摘もあり︑今後︑さらなる調整が必要である︒
めの中国初の政策文書である。
年 月、
『中華人民共和国国民

年計画綱要』において「中小企業成

10

万元以下（ 万元も含む）の企業

33

27

税法』および『企業所得税法実施条

税率 ％で企業所得税を徴収すると

25

境を打開するため、 年 月、紡織

企業が多い紡織・アパレル企業の苦

した。同時に、相対的に中堅・中小

20

％から ％に引き上げた。これに

品、アパレル製品の輸出税還付率を

8

中小企業成長プロジェクト

を指導していた中国国家経済貿易委

長プロジェクト」実施のための目標と

経済と社会発展に関する第 次五カ

員会が、
『中小企業発展の奨励と促

計画が発表された。これは中堅・中

月、 当 時 企 業 活 動

進に関する若干の政策意見』を公布

小企業発展を全面的に推進するうえ

2000 年

し、新世紀の中国の中堅・中小企業

での重大な課題が「五カ年計画」に

中国の現行の税収優遇政策は、大

税収支援策

おいて初めて提起されたものである。

発展支援の幕開けとなった。
年 月に施行された『中華人民

中小企業発展促進に関する中国初の
専門の法律である。

制定されたものではないが、受益主

部分が中堅・中小企業を対象として

私営など非公有制経済発展の奨励・

体は中小企業が大半、もしくはかな

年 月、中国国務院は、
『個人・

支援と指導に関する若干の意見』を

りの割合を占める。
年以前の税法では企業所得税の

公布した。これは、中小企業と非公
有制経済発展を全面的に促進するた

08

10

3

3 18

3

さらなる調整を要する
中国の中堅・中小企業政策

りである。

つある。その主なものは以下のとお

で、ますます重要な役割を果たしつ

中堅・中小企業の発展を促進する上

立されている。こうした支援措置は、

する特 定 支 援 資 金、 基 金も多く設

けており、中堅・中小企業を対象と

政資金援助は、一貫して強化され続

政による中堅・中小企業に対する財

中央および地方各レベルの政府財

財政支援

を打ち出している。

など、中堅・中小企業に対する支援

政策」およびその他特定の免税政策

政策」、「中小企業信用担保機関免税

励税収政策」、「一部サービス業税収

このほか、中国では「都市就業奨

億元前後増加する見込みである。

よって、半年間の還付税額が 100

13

3

中国中小企業国際協力協会産業集積交流センター主任︵管理学博士︶ 馮奎

11

11

06
08

08

8

共和国中小企業促進法』は、中堅・

1

2
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援、促進し、その革新能力を強化す

中 堅・ 中 小 企 業の技 術 革 新を支

発展を奨励し、促進するため、国家

るため、国は「技術革新プロジェク

中堅・中小企業の信用担保機関の

プラットホーム式サービスシステム建

税務総局は、全国のモデル事業とな

このほか、中央補助地方中小企業

た「科学技術型中小企業技術革新基
設特定資金、中央補助地方クリーン

ト」を実施、国家技術移転センター

ングなど中堅・中小企業の発展を促

訓練、創業、信用、管理コンサルティ

堅・中小企業のサービス機関が行う、

スシステム特定補助資金は、主に中

③ 年に設立された中小企業サービ

場の開拓、外国での入札などである。

での宣伝・推薦・紹介、新興輸出市

出企業と各種製品の認証、国際市場

商業銀行、株式制銀行および国家政

業の経営環境を改善している。国有

策・措置を打ち出し、中堅・中小企

け金融商品の多様化を図る一連の政

融資構造の調整、中堅・中小企業向

し、それぞれ金 融サービスの改 善、

見』など多くの文書を相次いで公布

サービスのさらなる改善に関する意

中 国 人 民 銀 行は『中 小 企 業 金 融

融機関に対し、他地域での組織、ネッ

に優れた業績をあげた地方の法人金

許可し、また、小規模企業貸付業務

対し、組織、ネットワークの増設を

業績を上げた全国展開の商業銀行に

して、小規模企業貸付業務に優れた

の中国での市場参入と組織配置に関

セージを発信した。すなわち、今後

銀行業監督管理委員会は明確なメッ

最近の融資調達難に対して、中国

また、 省・市の科学技術行政部門

総 額は

方レベルの技術革新基金が開設され、

助費）
、財政特定資金を採択し、地

験費、重要科学研究プロジェクト補

項目経 費（新製品試作費、 中間試

の科学技術行政部門が、科学技術３

統計によると、現在すでに 省・市

金が設立されている。科学技術部の

億 8000 万 元 に 上 る。

28

億 5000 万 元の資 金が投

11 13

年余りで、中央の財政から累計

計約 3700 社の 3749 件のプ

億元の資金割り当てが実施され、累

28

入された。技術革新基金の開設から

1

24

JC ECONOMIC JOURNAL 2008.11

①科学技術部および財政部が設立し
金」は、科学技術型中堅・中小企業

る非営利性中小企業信用担保と再担

と技術革新サービスセンターを設立

生産特定資金などがある。

保機関に対して、これら機関が行う

の技術革新支援を目的とし、地方政
年、中国のほとんどの中堅・中

などの中堅・中小企業への移転を加

府、企業、科学技術型企業の創業投
小企業が厳しい状況に直面したこと

間免税とする優遇政策を決定した。

速させ、中小企業の新技術や新製品

し、科学技術の成果、科学技術人材

資機関、金融機関による、中堅・中
から、 中 央 財 政は中 小 企 業 発 展 特

この政策の実施過程で、国家発展改

担保業務については、営業税を 年

小企業の技術革新に対する資金投入
定資金に対して前年比 ％増の５億

を導く役割を果たしている。

の開 発、 応 用、 普 及に努 めている。

元、 中 小 企 業 国 際 市 場 開 拓 資 金に

革委員会と国家税務総局は政策の適

②財政部および旧対外貿易経済合作

新基金」を通じて、資金割り当てに

国は、「科学技術型中小企業技術革
中堅・中小企業の外国市場での融

用範囲を拡大している。

ビスシステムおよびプラットホーム

よる援助、融資利子補給、資本金投

億 元、 中 小 企 業サー

同

理（試行）方法』を共同で制定し、

資調達を奨励すると同時に、深圳証

入などの方式で、科学技術型中小企

式サービスシステム補助資金に 億

券取引所は中小企業ボードを開設

業の技術革新を支援している。基金

中小企業国際市場開拓資金を設立し

し、条件に該当する新興中堅・中小

設立が牽引役となって、各省におい

1000 万元の割り当てをそれぞれ

企業が市場で融資調達できる機会を

て、中堅・中小企業の国際市場進出
ている。当該資金の主な用途は、外

進するサービス業務を支援する。

策銀行などが小規模企業融資改革の

トワークの増設を許可するというも

ても地方技術革新基金や特定支援基

④ 年に設立された中小企業発展特

モデル事業を続々と展開し、中堅・

のである。

提供した。

定資金は、主に中堅・中小企業の専

中小企業向け融資部門を開設、中堅・

国での展示会開催と出展、ソフト輸

門分化、大企業との業務協力、技術

中小企業の特徴に合った金融商品を

では

力向上、中堅・中小企業発展のため

技術革新プロジェクト
開発し、サービス向上に努めている。

1

の環境改善などを支援する。

融資支援策

実施した。

％ 増の

部は『中小企業国際市場開拓資金管

25

の奨励と国際市場開拓の促進を図っ

12

3
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平均支援額は 万 7000 元となっ

ロジェクトを支援し、１ 件あたりの
にユニバーサル・テクノロジーサービ

練センターを大々的に発展させ、特

発センター、検査測定センター、訓

中小企業の負担を大幅に軽減したこ

に係る費用の徴収を調整し、中堅・

の各レベルの行政部門が、行政事業

化部の所轄となった。 年 月、全

革で、この中小企業司は工業・情報

司」を設けていたが、新たな機構改

た。基金は科学技術型中堅・中小企

とは特筆できる。 年、国務院の指

内陸部の河北省中小企業局は、技

用徴収を撤廃した。また、中国政府

する 2385 項目に上る不合理な費

導によって、中堅・中小企業に関連

ンターと中国中小企業国際協力協会

である中国中小企業対外協力調整セ

業の対外協力調整を専門に行う機関

式に発足した。また、中堅・中小企

国組織である中国中小企業協会が正

術サービス機関建設計画を進めるた

は 年 月 日より、全国一律で個

スセンターを地域の技術革新体系の

国家発展改革委員会は中堅・中小
めに、省レベルの技術サービス機関

業発展の推進役を果たしている。

企業創業基地と中小企業公共サービ
ビスを提供する場所、人員配置、機

業者と私営企業の負担を軽減し、市

理費の徴収撤廃を決定し、個人商工

人商工業者管理費と自由市場取引管

る指導とサービス業務を行っている。

置し、各地の中堅・中小企業に対す

ずれも中小企業局や中小企業庁を設

が新戦略を制定した。各省・市はい

に係る 項目の基準を制定し、サー
器設備、組織機構、サービス内容な

場における経営主体間の公平な競争

スプラットホーム建設に対し特定資
また、各省でも公共サービスプラッ

どに対して明確な条件を設けた。ま
定割当資金を投入し、地域産業コロ

業に係る費用徴収（基金）を全面的

堅・中小企業に対する様々な行政事

受け、その地位も徐々に向上してい

理部門は国からさらなる財政支援を

小企業が集中しているが、この２省

ニー技術サービス機関建設の支援を

る。

では、地域および業界に特化した情

に整理・検査し、企業に関係する不

中国の中堅・中小企業政策は、客

行った。

合理な費用徴収（基金）を撤廃する

観的には企業の発展を促進するもの

報センター、貿易センター、研究開

西部の省・区においても公共サー

よう、末端の政府機関に求めている。

だが、 別の評価もある。 すなわち、

ビスプラットホーム建設を重視してい
る。貴州省では伝統的医薬、新素材、

体の局面に係る問題であり、各レベ

中堅・中小企業の発展は、中国全

てはすぐ立ち消えになり」
、計画性に

策実施の過程で「一時的に盛り上がっ

されてからの期間が短いために、政

中国の中堅・中小企業政策は打ち出
ムを選択し、内モンゴル自治区では

ルの政府部門は中堅・中小企業に係

乏しく、形式主義に陥るなどの状況

管理部門

地域を代表するレアアース、乳製品、

る問題を常に重視している。このこと

が現れている。また、政策の実施効

食品産業の３つの技術プラットホー

牧畜産業など 業種の技術に係るモ

は、中国の政府部門が各レベル、各

果について、実施してしばらく経った

デル建設を選択した。

監督管理

業対策をより強化する計画・措置を

中堅・中小企業の発展に対しマクロ

これまで、国家発展改革委員会は

要であることを示している。

中小企業政策にはさらなる調整が必

れらの状況や問題は、中国の中堅・

後の監督・評価が十分ではない。こ
相次いで発表し、中堅・中小企業の

的指導を行う組織として「中小企業

国の各部・委員会は中堅・中小企

管理方式を改善してきた。特に、国

理由の一つである。

分野で様々な政策を打ち出している

6

金による支援を実施している。
トホーム建設を重視している。沿海

重要な軸としている。

12

ここ数年、各地の中堅・中小企業管

公共サービスプラットホーム

06

の促進を図った。さらに最近では、中

1

年 連 続で 1000 万 元の特

9

た、

08

部の浙江省と広東省は特に中堅・中

10

3
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中堅・中小企業の成長課題

当社にとって必要な情報を絞って提供

こと、両国の中小企業がお互いに特

当面の最大の問題は外貨送金だ。

小企業が中国へ投資してくれという

中小企業。今後の日中の企業間協力でも重要な役割を果たすことが期待

徴を出し合い協力することは、理屈

これまでは間接輸出でも送金は OK

来は生産企業しかビジネスができな

大きな中国市場開拓につながる。従

販売など、業種・業態を変えると、

今後は、モノ作りだけでは難しく、

勝るところはない。

問題はあるが、生産地として中国に

で、モノ作りのビジネスを考えれば、

題点を抱えている。グローバル化の中

でも FS をやったが、それなりに問

まで金をかけられない。経営にかか

窓口を持っている所は少なく、そこ

内で正確な情報を迅速に手に入れる

な情報で動かされることもある。社

動くのが一般的。そのため、不正確

でいる時間はなく、人の話を聞いて

てしまい、現地の法律を丹念に読ん

多くの社長は、モノ作りに神経がいっ

が何でもやるケースが少なくない。

的、時間的に余裕がなく、社長一人

中小企業は、大企業と違って人材

いで柔軟に対応してもらっているが、

ところ現地の銀行には長年の付き合

までのベースが成り立たない。今の

煩わしい。間接輸出がダメなら、今

勝負なので、手間や時間がかかると

をとっている。ファッションは時間の

送金してもらう、いわゆる転廠の形

出し、日本企業から当社現地企業に

ている。その納品先企業が日本に輸

独資企業で現地企業に製品を納入し

今年７月から厳しくなった。当社は

接輸出でないとダメだという。特に

26
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早くから中国に進出し、苦労しながらも順調に事業を進めてきた中堅・
されている。中国の外資奨励政策が変化する中で、これからどう事業を

では分かるが、具体的にどうするの

ということで進出したが、今では直

してもらうのは難しい。

展開しようとしているのか、関西の中堅・中小経営者に話を聞いた。

か分からない。M&A は分かる。

かったが、販売企業の設立も容易に

わる情報を噛み砕いて説明してくれ

法律だから、いつどうなるかは分か

企画調査部課長 髙見澤学）

なり、事業の選択岐が増えた。企業

るシステムが欲しい。コンサルタント

（聞き手：日中経済協会企画調査部長 武田雄博

の更新という考えでやっていけるので

改革開放の中で 数年事業を展開
してきたが、当初と現在とでは状況

らない。

労働契約法の問題は、昔と比べて

や弁護士事務所とも顧問契約を結ん
で、 判 断を確 認 することもあるが、

はないか。

ス・ワンで、カンボジア、バングラデシュ

変化する中国情勢にどう対応するか？
関西中堅・中小企業の対中ビジネス

日中中小企業の協力・連携は、中

が大きく違っている。チャイナ・プラ

ゴーダ EMB（エンブ）株式会社
合田實社長
20
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リセット、再スタートで
次につなぐ
ビジネスを！

も多くあるだろう。今のところ、こ

員との話し合いで解決できるところ

ランスを考えた形になっている。従業

働者の立場を考慮し、雇用者とのバ

変化が大きいが、考えてみれば、労

とは違う状況がある。

は全体的に高くなっているので、それ

の時は日本だけの問題だった。元高

ある。プラザ合意による日本の円高

出されるなど、多様なチャンネルが

配だ。

による地元還元ができなくなると心

係は良い。今後厳しくなって、納税

地元への貢献も大きく、行政との関

は納税額が１番になったこともあって

しておく必要がある。生産企業は所

品、その他製品を取り扱えるように

会社の設立を検討している。関連製

開ができる状態にある。新たに販売

･ 販売ができる許可をとり、国内展

帯が大きくなり、販売会社は所帯が

％ を維

内陸への事業展開について、日本か

輸出増値税の還付率は

小さくてすむ。 大きければその分、

ちらにまで入ってくるような大きな

ら見ると内陸はどうかなという目で

日本でのビジネスの延長線上で考

持したまま変わっていない。当社は

みると見方は違う。アパレ

えるのは問題がある。先にお金をも

問題はない。ただ、教育をしてもす

ル業界は、人材確保など、

らって物を渡すとか、ビジネス習慣の

風当たりも大きい。

内陸進出で沿岸工場が抱え

違いをわきまえて事業展開を図る必

見るが、沿海部にある現地法人から

る問題は緩和するかもしれ

要がある。事業を始める前に必ず出

小規模だが郊外の鎮にあり、地元で

ない。蘇州に進出したのは、

区切りが必要。その点、中国には

中国事業は長期的に考えているが、

口を見つけておくことが重要だ。
かったため。四川も蜀繍と

刺繍の産地で刺繍技術が高

ぐにいなくなる問 題はある。ただ、
最近の中国のアパレル業界は倒産な
ど業績が悪化して周りに景気のいい
企業も多くないので、転職するケー
スも減っている。
製品販売は、蘇州工場が現地６割、
日本４割、青島は現地が３割、日本
が７割。現地といっても最終的には

いう刺繍の産地で、成都は

年、 年という経営期限がある。経
が残っている。近代的設備・

クルで区切りをつけて終わらせ、マ

営期限のある国では１世代、１サイ

として違う形や次世代の考えで再ス

技術と現地の手工技術を融

ローカル市場開拓では、

タートを図り、次につなげていく、と

イナスを引きずらずに資産・結果を

現 地 納 品 先 がロー カル化

いうのがよいのではないか。

合させることができるかも

を進めている。蘇州は仕入

評価する。リセットして新たな投資

世界でも数少ない伝統技術

20
しれない。

25

日本に輸出している。日本に輸出し
ているので、当社製品は、マーケット
クレームについてフォローできるのが
メリット。デメリットは価格が高いこ
とである。
元高問題については、中国で事業
展開しているのは日本企業だけでは
なく、 米国や EU の企業も中 国で
製造しているので、そこに納品して輸

ゴーダ EMB：合田社長
（左）、牧野総務マネージャー
（右）
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その他機関のトップと直談判して解

に、こんなことなのかと電力会社や

なかった。来てくれと言われてきたの

整備が遅れ、すべてが思い通りにいか

安くできるようになった。中国でのダ

で生産しており、中国で作るよりも

を建て、ダイアライザーを一貫ライン

なかった。現在、日本の秋田に工場

本使うので一般的には使うことができ

中国製もあるが品質が悪く、中国側

ている。 た だ、 ダイアライザーは、

本でも使用可能な医療器具がそろっ

メーカーでは、技術力が向上し、日

青 島にある中 国の大 手 医 療 機 器

外資政策調整の影響も受けていない。

のため、元高の影響は受けていない。

決してもらった。

イアライザーの市場は有望で、需要

から合弁やノウハウ提供の要請を受

が 200 元と高額で、 患者は週３

社名の決定さえ、地元の許認可機

は大きい。現在、中国に支店を設置、

けている。昔は合弁する時は金がな

当社を突然視察に訪れた。その時一

いうことで、喬石元全人代委員長が

ばだった。あるとき、ハイテク企業と

検査でたかりまがいのこともしばし

が、需要もなく、工場周辺がすでに

生産が可能だ。

秋 田工 場では年 間 3000 万 本の

を中心に事業を展開している。現在、

うかだ。市場の情報は代理店を使っ

重要なのは従業員をどううまく使

ており、むしろ金は出すから合弁で

いたが、今では優良企業は金をもっ

いから土地や建物、従業員を出して

た が、 最 終 工 程のみで部

イアライザーを生産してい

人、年間 200 万本のダ

退した。 従 業 員は 120

～ ８ 年 運 営 し、 すでに撤

い。人間関係を作り上げることが重

相手の人柄を見抜かなければならな

げは伸びている。代理店を選ぶ時は、

場は独資で、代理店を通じて売り上

販路を持っている。上海の注射針工

な点であり、合弁は合意が難しいが

ウの流出が懸念される。ダイアライ

状から見て、現地生産するとノウハ

加価値は高いので、知財権保護の現

向にある。特にダイアライザーの付

に日本で生産して中国に輸出する傾

日本の医療機器メーカーは全般的

28
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なく、建物、電力供給などインフラ

関のトップに話をつけなければならな

～ 年前から日本からの輸出販売

緒に写真を撮り、工場の玄関などに

住宅地になり、生産を続ける状況に

て収集している。

かった。建屋の建築確認など色々な

飾っておいたところ、たか

なくなった。コスト面でも厳しくなっ

今後、中国事業は強化していく。

年から福建でまずダイアライザー

（人工透析器）生産を始め、その次

りがなくなった。「人 治の

た。 特に労働コストの上昇が顕著。

特にダイアライザーの伸 びが高い。

ノウハウを持ってきてくれという。

に上海で魔法瓶の工場を作った。当

国」なので、地元の人たち

工場閉鎖にあたっては、退職補償金

製薬では、当社はジェネリックしか扱

上 海の魔 法 瓶工 場は合 弁 企 業 だ

時福建では日本からの進出企業は少

といかに仲 良くなるかが、

をめぐり労働争議が多少あったが、

品 は日 本 か ら 供 給 してい

要だ。内販のための代理店との関係

ザーはすべて機械化生産できるので、

いため、事業化は難しい。ただ、中

た。 工 場 を 閉 めると きに

では、取引上のトラブルはない。注

模倣しやすい。企業が安心して進出

独資のメリットは意思決定が容易

は、従業員との間で特に問

射針製品は大半が中国国内向け販売

国は、新薬は歓迎している。

題はなかった。当時は１本

この福 建 省の工 場 は７

事業をスムーズに行ううえ

5

えないが、中国では受け入れられな

4

合弁相手が対応してくれた。

ニプロ株式会社
長南正人取締役・器材開発
事業部長

で重要だ。

ニプロ：長南取締役・器材開発事業部長
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メカニズムの構築を！
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できる知財保護のための環境整備が
必要だと思う。

合弁企業として山東省海陽県（当
年

月までの

時）に進出し、トラブルがあり、撤
退寸前までいった。
１年間に合弁企業の董事長が３人も
替わった。今の董事長になって、海陽
県の県長も交代し、どちらもまじめ
な人で、会社を支援・協力する方向
に動いてくれて、会社が奇跡的に復
活した。中国では人とのつながりが
大事であると認識した。
年６ 月に煙台大同五金有限公

司を設立、 年に会社を発展解消し
て、 煙 台 漢 都 金 属 製 造 有 限 公 司を
設立した。そのときの契約で、当社
はこれ以上出資しないとして、それ
以来、当社から駐在者は出していな
い。

国は人治の要素が強い。一度トラブ

セミナーを聞いても限界がある。中

験しないとダメだ。 本を読んでも、

中国で事業を行うには、現地で経

も必要だ。

トラブルが起きたら、撤退する覚悟

した世界は、話だけでは分からない。

分で解決するしか方法がない。こう

年２ 月に日 中 経 済 協 会の賛 助

青島市の弁護士に相談したが、どう

に中小企業だと誰も助けてくれない。

てみないと分からない。そして、特

まれる感じを受けた。これは経験し

営者でも中国に進出しているところ

本もなく、大阪で知り合いの企業経

たからだ。当時は、中国ビジネスの

か問題があったら相談しようと思っ

会員になったのは、保険代わりに何

ルに巻き込まれたら、泥沼に引き込

にもならなかった。恐らく北京の有

は少なく、情報はほとんどなかった。

く して、 海 陽 県の行 政のトップも

名な弁護士に依頼しても、問題は解

実務的に最も重要なのは

交代した。それまでの行政のトップ

情報収集力の面では大企業は有利だ

パートナーだろう。独資の

は、最初は外資を入れることによる

決しなかっただろう。中国の地方で

場合は経験がないので分か

メリットを享受し、その後に我々を

と思うが、実際の事業運営では基本

らないが、当社は合弁で、

追い出そうとした。特にひどいのは、

は、上層部とのコネクションがないと、

すべて 相 手 側 に 任 せてい

合弁企業の看板を利用して煙草の密

は人間関係に尽きる。

る。 十 数 年 間、 董 事 長 夫

輸や鋼 板の転 売をしていたことだ。

公安、裁判所も味方にならない。自

婦を日本に呼んだり、中国

工場もまともに稼動していなかった。

年 月から毎月コンテナが入り、

厳しさや競 争 社 会の実 態

ナーに、日本の品質管理の

けている。こうしたパート

は電力不足が生じた。工場の電力が

はなかったが、北京オリンピック時に

た。これまで、山東省では電力不足

当社も売り上げが増えるようになっ

的に夜中に仕事をするから心配しな

を見せて、理解してもらう
現 在の４ 代 目 董 事 長が

いようにと言ってくれたことは嬉し

昼に止められるので、董事長が自主
就 任 するのと時 期 を 同 じ

ことが大切だ。

信 頼 関 係 を 築 き交 流 を 続

に行って一緒に旅行したり、

① トップが各地を回り、
パートナーを見つける
② スタイル、文化、言葉、交渉術のまったく
違う人たちと対等に交渉できる能力
③ 先行投資としての資金的余裕
④ 本業にゆとりある時間的余裕
⑤ パートナー次第
⑥ 通訳の人間性と能力
⑦ 現地での人脈、協力者作り

10

10

ダイドーハント ７つの教え

95

株式会社ダイドーハント
肌勢勝彦代表取締役
95
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ダイドーハント：肌勢社長

現地へ行って
中国人と
生で付き合う
91
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した理由は、香港企業としてフォワー

形ができあがった。CEPA を活用

香港三統、中国三統の三カ国貿易の

切り替え、独資として、日本三統、

青島、大連、深圳の拠点を分公司に

れていく力の維持を意味し、それが

東洋哲学的に言えば凝縮する力と離

無限大との思想、さらに「統」は、

一は二を生み、二は三を生み、三は

中国、韓国でそのまま使えた。また、

結果として漢字でも発音でも日本、

思い付きでつけた「三統」の社名が、

ダー企業の設立が容易であったから。

最もバランスするときに最大のパワー

た。この物流業者一級免許をベースに、

当社の中国事業は、陣内偉室長を
身、北京大学、京都大学大学院で学

に運んで偏在をなくすサービス産業。

物流は富を均一化し、モノを実際

カーより、物流のほか、税

ら、最近では大手・中堅メー

は制度変化が大きいことか

ベルでの話ができ、中国で

では、現場に即した実務レ

企業は資金的に限りがあるので、一

置することから始めた。中堅・中小

を展開するが、当社はまず拠点を設

般にお客や荷物のニーズに従って事業

することが大切だ。物流業界は、一

トで働く者の五感を大事にすること。

歩先を行く展開が重要となる。その
当社では、従業員の国籍

当社の最大の売りは、中国の拠点と

制や労務等の問題について

に関係なく、行動するアジ

中国ビジネスのコンサルタント機能に

ベースは、現場主義に徹して、フロン

ア人の企業というコンセプ

ある。

の相談が増えている。

トを徹底している。現実に

三統全体の取引相手の ％が日系
行動様式に違いはあるが、

ワーダーを使い、最近は日系企業に

および韓国企業。
中国企業は中国フォ

は価値観、文化、考え方、
日中韓を一つに見て、徹底

が始まっている。中国フォワーダーは、

中国フォワーダーが食い込み、競争
年の会社設立に際し、

30
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かった。これこそが、信頼できる人間
関係によるものだと思っている。
合弁企業の経営はすべて中国側に
任せている。今の董事長は、海陽県
の工業局副局長を務め、まじめで優
秀だから、何回も日本に来ることで、
その経験を中国で生かすことができ
る。合弁企業からの配当は要求しな
物流の将来性から中国進出を決め

び、三統に入社して 年目、国際物

コスト、スピード、ケア（ビフォア・

を発揮するという。

た。まず香港に三統香港を設立し、

流を担当して６年になる。日中両国

アフターケア）
、さらには物 流の安

中心に活動している。中国福建省出

中 国の外 資 政 策の変 化によって、

４年前に、CEPA（経済貿易緊密

の法律を熟知し、実務を経験し、日

い代わりに、製品を安く供給しても

合弁企業のコストはアップしている。

化協定）を利用して、上海初の外資

全・安心の提供というサービスに徹

らっている。

日本国内でも中国製品同士の競争が

本に帰化した。中国ビジネスセミナー

三統株式会社
岩浅義昭代表取締役社長

としてフォワーダー業の認可を受け

行動する
アジア人の企業

激しくなっている。ここ１年半は、日
年

本よりも中国から材料のコストアップ
のテンポが速く、幅も大きい。
間事業を続けてきて、初めて厳しさ
を感じた。
合弁企業で生産しているのは、メ
インは接合金物類で、すべて日本に
輸出している。今、日本から鉄製の
材料を中国に送るときに、コンテナ
の空スペースに日本製品を入れて中
国に輸出し、小売事業の可能性を探っ

12

して理想を求めている。

90

ている。貿易権など８号令はまだ取
得していない。今後、どんな商品を
扱うかを検討しているところだが、こ
れからは、若い世代が新たな事業を

三統：岩浅社長（中）、中内東京支店長（左）、陣内中国室長（右）
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必要はないと思う。
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ワークを有する三統の中国拠点と、

ある。そうした状況の中で、ネット

の人材に恵まれたことである。経理・

好調な主要カストマの存在と当地で

順調に推移できた要因としては、

ング、盤まとめの一環としてより付加

海芳賀電機で行っているエンジニアリ

海）有限公司』を設立した。従来上

は、制御盤製造会社『芳賀電気（上

販にチャレンジしている。昨年 月に

きており、当社は彼らを外注先とし
アドバイザー機能を有する中国室の

労務面で、当初は多くの問題もあっ

価値を高める目的で展開した。会社

ながら設立 年余りを迎えた。

てみている。
存在は大きい。

た、 優 秀な女 性を副 総 経 理に昇 格

の規模は設計を含め 名で、主とし

製品輸出の流れが大きく変わりつつ

影響は大きい。投資、物流ともに金

させた後は、社内管理面については

て日系の現地カストマから注文を受

ハードも充実させるなど力をつけて

額は変わっていないが、モノの動きは

問題なく運営されている。また、日

で、特に委託加工の制限品目拡大の

合わせて、物流拠点を転換していく

労働集約型企業の生産拠点の移転に

することはリスクを高める。第二は、

引のある日系空調機器メーカーが上

製品を取り扱う商社である。長年取

ボ、リニア等のメカトロ機器、電機

当社は、モータ、インバータ、サー

な変化が現れている。日中間ばかり

内販の拡大など全体的な物流に微妙

中国に進出した日本企業にとって、

業展開をしている。その商流を基礎

と組んで電機品提供を中心とした営

ンサプライヤーの安川電機グループ

ザーの日系空調機器メーカーにメイ

続的な案件の引き合いも続いている。

を納入することもでき、その後も継

上海市政府関連の事業所への空調機

行っているが、副総経理の人脈により

題を解決していくことが重要である

情報共有などにより、いろいろな課

る信頼」を得るために、役割分担・

で品質管理することで「モノに対す

製品に対する信頼は、日本人の目

料する。

人材確保が重要になると思

場合は、現地の信頼できる

今 後、 上 海に進 出 する

く教育に取り組んでいる。

してもらうことを期待すべ

現地の人材が主体的に活躍

が常駐しているが、本来は

に技 術 設 計 １ 名の計５ 名

門３名、芳賀電気（上海）

機に総 経 理１ 名、 営 業 部

日 本からは、 上 海 芳 賀 電

が現地で行っている。現在

協力会社のベテラン技術者

製造面の教育は、日本の

と思う。

昨今の省エネブームの下、一層の拡

15

中 国の輸 出 奨 励 政 策の変 化の中

確実に減っている。その中で、当社は

11

けている。

10

本と同様に上海でも空調機器販売を

２つの方法で対処している。第一に、
取扱製品の多様化と輸出入のバラン
スを図ることである。当社東京支店
では、それまで売り上げの７割を占
めていたアパレル製品やカバンなどの

こと。消費財の輸送ニーズがなくな

海で工 場を設 立したタイミングで、

でなく、日中韓、欧米、あるいはア

に、モータとインバータを中心とした

芳賀電機：越智社長（右）と木村執行役員・管理部長

消費財の割合と、大半を占めていた
輸入の割合を減らした。単一業種に

ることはない。中国の沿海部から東

駐在事務所としてスタートし、半年

依存したり、輸入に極端に偏ったり

北地域、あるいはベトナムなど、リ

後の 年２月に上海芳賀電機有限公

セアンとの FTA、EPA に向けた

電機品を空調機器メーカーへ供給し

司を設立した。当初から、メインユー

動きの中で、メーカーの資材調達や

大切だ。

サーチして客の動向をつかむことが

芳賀電機株式会社
越智克司代表取締役社長

08.11.12 7:19:22 PM
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中国 アセアン貿易関係
の深まり
2001 年 の WTO 加 盟 以 降、
中国の貿易は急成長を続けているが、
今年 ～ 月の輸出入データからあ
らためてその特徴を見てみると、ま
ず、欧州と米国に対しては黒字、ア
ジアに対しては赤字、という基本構
造が確認できる（表１）
。 米 国 向け
輸出は、サブプライム問題発生以降
伸び率が低下しているが、それでも
黒字幅は欧州向けより大きい。一方
輸出先は欧州と米国を足したよりも
アジア向けの方が大きく、輸入先は
アジアが 割以上を占める。黒字を
稼ぐのは欧米向けだが、貿易の主力
はアジア向けにあることが分かる。
その中でアセアンは、輸出入とも
注１

。中国から見ると対ア

に日本と肩を並べるほどの存在にな
りつつある

セアン貿易は一貫して入超であるが、
詳細に見ると資源を輸入して工業製
品を輸出するという単純な構図ばか
りではない。
の勢いで増加し、

年には 年の

対アセアン輸出は、年率平均 ％

30
4

倍になった。輸出先としてはシンガ

02

イ、シンガポール、インドネシア、ベ

トナムの順となっている。資源輸入が

多いマレーシアとフィリピン、および

集積回路、農産物、プラスチック等

の輸入が多いタイに対しては恒常的

に貿易赤字となっており、鋼材や繊

維製品の輸出が多いベトナムには恒

常的に黒字となっている。ミャンマー、

カンボジア、ラオスに対しても金額

は小さいながら恒常的に黒字であり、

ミャンマーでは中国製品がタイ製品を

駆逐したとも言われている。これら

の国には、中国からの経済援助、投

資、建設工事の労務請負等で水道・

32
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フィリピンが続く（表２）
。 年の輸

5

07

入も 年の ・ 倍に拡大しており、

3

国別ではマレーシア、フィリピン、タ

02

電気などインフラ整備や鉱山開発が

08.11.12 7:23:42 PM
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07

ポールが抜きん出ており、マレーシ

昆明市政府の庁舎。高層だ

－

7

6

ア、インドネシア、タイ、ベトナム、

雲南大学から見下ろした昆明市内。昆明は山に囲まれた高原

1

アジアの内需を生み出す

雲南省とアセアン
輸出依存度の高い中国経済にとって、米国発の金融危機が欧米の内需をどこまで冷やすかが、当面の景
気を占う焦点になっている。他の東アジア諸国も同様だ。一方で東アジア経済の域内相互依存は強まってお
り、どの地域も直接 ･ 間接に世界経済の影響を受けるようになっている。中国から東南アジアへの玄関口で
ある雲南省を事例として、中国と周辺諸国との経済関係の深化を見る。
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伸び率
14.6
49.0
32.5
-5.4

輸入額
44,505
53,260
80,370
53,172

伸び率
41.5
19.7
50.9
11.5

注：シェアは雲南省の対世界貿易に占めるアセアンのシェア（輸出入合計）
出所：雲南省

（万ドル、％）

貿易黒字 対世界シェア
65,704
32.7
110,934
34.9
137,140
33.9
78,348
26.1

平 均 レベル、一人 当 た り GDP も

2005 年
2006 年
2007 年
2008 年 1 〜 8 月

輸出額
110,209
164,194
217,510
131,520

日本とほぼ同じ大きさだが、人口は

雲南省の対アセアン貿易

18

大している。貿易される財も 年代

表５

5

％にすぎず、人口の約７割が農民

出所：中国都市統計年鑑

成長率（％）
12.3
15.5
11.2
13.4
13.2
12.9
11.8
12.2

であることを考えれば、農村の貧し

総人口（万） 市区部人口
（万） ＧＤＰ（億元） ＧＤＰ／人 ( 元 )
514.3
232.0
1207.3
19,475
594.9
66.6
536.8
9,453
210.6
40.7
415.9
18,734
244.3
86.3
135.5
5,541
536.6
78.8
195.6
3,838
115.4
14.9
70.2
5,810
240.8
20.9
124.7
4,853
220.6
28.4
114.2
4,831

接する曲靖市、玉渓市に集中してい

昆明市
曲靖市
玉渓市
保山市
昭通市
麗江市
思茅市
臨滄市

07

94

04

進められており、これで赤字をファイ

0

2006 年の雲南省の都市別状況

％で全国

表４

12

1

1430 ドルに達しているが、第一

出所：商務部

3

4514 万人、人口 100 万を超

（億ドル）

の資源・一次産品中心から機械・電

2007 年
1083.69
175.19
287.07
123.98
226.65
32.16
231.16
3.71
0.51
0.85
2.42

４）
。平均海抜は約 2000 メート

2006 年
895.26
176.69
235.75
96.07
179.62
24.86
176.74
2.53
0.35
0.50
2.15

ル、山地 ･ 高原が ％を占め、全

2005 年
749.99
165.16
200.96
84.38
139.92
25.52
128.70
2.74
0.27
0.26
2.08

さ、都市との格差が察せられる。表

2003 年
473.27
104.84
139.87
57.48
88.27
14.56
63.06
1.70
0.26
0.11
3.12

人口の約 分の に当たる 1513

2002 年
アセアン合計
311.98
シンガポール
70.52
マレーシア
92.96
インドネシア
45.01
タイ
56.03
ベトナム
11.15
フィリピン
32.18
ミャンマー
1.37
カンボジア
0.24
ラオス
0.10
ブルネイ
2.42

ナンスしてあげながら貿易を拡大し

中国の対アセアン輸入の推移

05

次産業の GDP に占める比率は ・

表３

4

４を見ても、経済活動が昆明市と隣

2004 年
629.78
139.97
181.74
72.24
115.42
24.82
90.59
2.07
0.30
0.13
2.51

出所：商務部

39

年の省

2007 年
941.39
296.34
176.90
125.99
119.74
119.00
74.98
16.86
8.82
1.64
1.13

万 人 が少 数 民 族である。

2006 年
713.14
231.85
135.37
94.50
97.64
74.65
57.38
12.07
6.98
1.69
1.00

の GDP 成長率は ・

2005 年
553.71
166.33
106.07
83.51
78.20
56.44
46.88
9.35
5.36
1.03
0.53

える都市は省都の昆明のみである（表

（億ドル）

2004 年
429.02
126.87
80.87
62.57
58.02
42.61
42.69
9.39
4.52
1.01
0.48

雲南省とアセアンの貿易

2003 年
309.25
88.69
61.41
44.81
38.28
31.79
30.94
9.08
2.95
0.98
0.34

雲南省は面積 ・ 万平方キロで

2002 年
アセアン合計
235.69
シンガポール
69.66
マレーシア
49.75
インドネシア
34.27
タイ
29.58
ベトナム
21.49
フィリピン
20.42
ミャンマー
7.25
カンボジア
2.52
ラオス
0.54
ブルネイ
0.21

06

気製品中心となり、 年までは拡大

中国の対アセアン輸出の推移

02

ている。

表２

する一方だった中国の対アセアン貿易

出所：商務部

中国・アセアン経済協力枠組み協

（億ドル、％）

伸び率 貿易収支 輸出シェア 輸入シェア
27.0
-470.6
46.9
62.4
21.8
-239.9
8.2
13.2
22.6
-58.5
8.2
10.6
11.4
1007.7
13.5
1.1
23.2
-497.4
1.9
9.6
29.6
869.4
20.6
11.5
23.8
916.7
17.5
7.2
31.2
1237.0
100
100

赤字も 年以降は縮小傾向にある。

輸入額
4235.4
894.5
720.7
76.1
653.2
781.0
487.2
6792.0

議の調印は 年で、 年からはいわ

伸び率
22.3
15.9
29.9
9.5
18.4
27.1
10.0
22.7

ゆるアーリーハーベストで一部品目の

アジア
うち日本
うちアセアン
うち香港
うち台湾
ＥＵ
米国
各国合計

輸出額
3764.8
654.6
662.2
1083.8
155.8
1650.4
1403.9
8029.0

関税引き下げが実現しており、その

2008 年 1 〜 7 月の中国の国別貿易状況

効果もあって貿易は右肩上がりに拡

表１

90
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とメコン経済圏を形成し、相互依存

オス、タイ、カンボジア、ベトナム）

大きい。これはベトナム、シンガポー

を強化することにあるという。この

セアン輸出がマイナスになった影響が

雲南省の貿易は、省の「雲南大経

ル向け輸出の減少が原因だが、ベト
ナムは昨年急増した鉄鋼輸出がベト

の計 9000 万 人をあわせた約

カ国に広西チワン族自治区と雲南省

めるアセアンである（表５）
。雲南省

の資源輸出抑制のために銀、錫、鉛

めであり、シンガポール向けは中国

ラとして、①南寧～ハノイ、②昆明

方だ。このため中国は、物流インフ

億人の市場を生み出そうという考え

による物流が盛んになっている。

庁の朱暁陽副庁長）
、本格的な陸路

全体の十数％にすぎず（雲南省商務

同士の交易のような国境貿易は貿易

国境貿易が有名だが、近年では住民

口辺境経済区の国境ゲートを通じた

境貿易区、ベトナムとは河口県の河

り、ミャンマーとは瑞麗市の姐告辺

ラオス、ベトナムと国境を接してお

ある
（表６、
７）
。雲南省はミャンマー、

ム、インドネシアが主要貿易相手で

ルが、 輸 入ではミャンマー、ベトナ

はミャンマー、ベトナム、シンガポー

れるものが多いことが、外部要因で

たものが多く、輸入品も他省へ運ば

らの輸出といっても他の省で生産され

安定性は大きい。そもそも雲南省か

貿易の比重はいまだ高く、貿易の不

にとって、このように資源・一次産品

玄関として西部開発を進める雲南省

る輸入急増が見られる。アセアンへの

亜鉛、錫、農産品、木材の増加によ

入急増、ミャンマーからはマンガン、

シアからはパーム油の増加による輸

は銅鉱石の減少による輸入減、マレー

の輸入を見ても、インドネシアから

ると見込まれているが、メコン川の橋

ンコクまで 時間で行けるようにな

進んでおり、完成すれば昆明からバ

いる。③も、中国部分とタイ部分は

ている。②は鉄道の広軌化を進めて

進んですでに実用段階に入ろうとし

と進行し、①はベトナム川の整備も

ている。いずれも中国国内部分は着々

整備し、「経済回廊」を作ろうとし

という４ルートの高速道路、鉄道を

昆明～マンダレー（ミャンマー北部）

北部とタイ北部チェンライ経由）
、④

～ハノイ、③昆明～バンコク（ラオス

う。

梁建設がネックになる上、ラオス部

全体としては拡大している対アセ
アン貿 易 だが、 伸 び率が高い一方、
年に入って変化が見られ、不安定
さも うかがわれる。 雲 南 省の貿 易
は 年に入ってから輸入の伸びが約

分はまだ単なる道にすぎない状態だ

という。残る④は、将来のヤンゴン

までの物流、さらにはインド市場も

にらんだ重要な構想なのだが、ミャ
研究センターの畢世鴻副主任によれ

畢 世 鴻 副 主 任によ れば、このイ

ンマー部 分の工 事はめどが立たず、
貿易赤字になっている。省商務庁は

ば、雲南省の発展戦略の重点はアセ

ンフ ラ 整 備 に は 今 後 150 億 ～

遅れている。
中央政府の輸出抑制策が影響してい

アン、特に GMS（ミャンマー、ラ

雲南大学国際関係研究院 GMS

20
ると言っていたが、国別に見れば対ア

％と輸出の伸び率 ％を上回り、

雲南省の発展計画とアセ
アン

ビジネスが大きく振れる原因であろ

08

34
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ることが分かる。
貿・市場多元化戦略」という方針の
下、 ケタの伸びを続けており、そ

ナムの景気低迷を受けて急減したた

の場合は対世界も対アセアンも貿易

の輸出が減少したことによる。 年

の主要相手は、全体の 分の を占

5

3

黒字であり、国別に見ると、輸出で

1
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3

20

4.1

2

0.0
1163.1
41.1
-59.8
-1.6
-76.9
220.8

-22.7

ラオス
マレーシア カンボジア
3,463
758
0
4,748
1,844
0
3,216
1,301
0

ベトナム
13,282
19,394
10,724

08 年 1〜 8 月の伸び率
出所：雲南省

08

08

40

-32.8

タイ
インドネシア フィリピン シンガポール
2,150
13,051
215
3,246
6,341
21,272
327
3,154
1,703
4,708
313
1,094
ミャンマー
17,095
23,289
30,112

2006 年
2007 年
2008 年 1 〜 8 月
伸び率（％）

13.2
08 年 1 〜 8 月の伸び率

2006 年
2007 年
2008 年 1 〜 8 月
伸び率（％）

（万ドル）

雲南省の対アセアン輸入額
表７

112.5
52.0
59.1
-43.2
46.1
59.2

ラオス
マレーシア カンボジア
3,469
3,376
351
3,591
5,581
990
3,605
5,476
1,177

ベトナム
37,463
77,773
34,534

タイ
インドネシア フィリピン シンガポール
10,919
10,255
2,925
43,320
15,680
12,551
4,543
32,730
13,508
10,463
2,562
11,788
ミャンマー
52,113
64,068
48,395

43.9

（万ドル）

雲南省の対アセアン輸出額
表６
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この記事は競輪の補助金を受けて実施した調査事業の成果です。

が最大のネックになる。GMS 諸国

200 億 ドルが必 要で、 資 金 不 足
キン湾経済圏構想の方がわかりやす

を挙げている。南寧～ハノイの環トン

雲南省では、雲南企業が中国国内の

電線の建設プロジェクトを着工した。

しむカンボジアで水力発電所と変送

ニュースになった。中国がミャンマー、

信頼されているかを象徴している、と

はまれで、いかに中国がカンボジアに

ラオス、カンボジア等において道路、

5

く、現実味があるのは否めない。

有力企業の力を借りてアセアンに投

住宅、発電所などの建設を請け負う

08

の資金力では足りず、また負担割合

資するモデルケースとされ、電力分

年 月、中国の５大国営発電集

団の一つである大唐集団が雲南省の

をめぐる足並みも容易にそろわない。
ここで資金の出し手として期待され

。

注２

月の国際金融危機勃発以来、ア

協力の仕組みが求められている

調達のためにも、日本を含む多国間

を認識している。リスク分散や資金

設技術の立ち遅れなど様々なリスク

搾取、中国企業同士の過当競争、建

政策の急変リスク、地元業者の中間

ても、採算リスク、当該国の法律や

例は今後増えるだろうが、中国とし

雲南大学構内。緑が多く美しいキャンパス

野の建設を一括して外国に任せる例

雲南大学国際研究学院

企業と共同出資して、電力不足に苦

昆明の街角で花を売るリヤカー。昆明は花卉の生産で有名

るのが日本であり、前述の朱暁陽副

）開発に伴う移住が貧困を生む
）イスラム過激派等によ

昆明市の繁華街。屋台が並び、東南アジア的な雰囲気

庁長も、日本に期待するのは開発投
資だ、と明言していた。

多国間協力による GMS
開発
中国がメコン経済圏に期待する利
点は、①中国製品の輸出市場開拓、
直接投資先開拓、②一次産品、資源
エネルギーの調達先、③沿海部に集
中する資金と技術を西部（雲南省）
に呼び込む手段、④インド洋への国
際通路確保（マラッカ海峡を通るよ
り近い）
、 等が挙 げられる。いずれ
も中国側の自己都合といえるもので、
これだけでは国際開発を関係国に説
得できないであろう。畢世鴻副主任
は、GMS 開 発の現 在の問 題 点 と
して、
（ ）GMS 諸国間の利害対
立、
（ ）資金不足、
（ ）環境破壊、
（

こと、
（

るテロの不安、
（ ）タイやベトナム
等の中国脅威論、反中国感情、
（ ）

7

ジアの内需に世界の期待が集まってい

るが、アジアのすみずみまで国際経

済に組み込まれている現在、欧米の

影響を受けない地域はない。中国の

西部や GMS 諸国のような地域が

安定的に発展し、世界経済を支える

自立的な「内需」を生み出すために

は、長期的視点に立った多国間の開

発協力が必要であろう。

（日中経済協会北京事務所長 高島竜祐）

注１ ： 中国の対日統計については香港経

由貿易のカウントの問題があるが、ここ

では無視

注２ ： 本項は劉仁伍編「東南アジア経

済運行報告 2006」および「雲南日報」
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済－－ 資本主義型経済モデルの完成と今後の中国
ことを示している。
第 3 のイベントは社会主義市場経済の登場である。社会主義市場
経済は計画経済に代替するものとして位置付けられた。93 年憲法改
正案第 5 条が「
『国家は、社会主義的公有制を基礎として、計画経済
を実施する』
、
『国家は、計画経済の総合的均衡及び市場調節の補助
作用を通じて、国民経済の釣り合いの取れた調和的発展を保証する』
、
『いかなる組織又は個人であれ、社会の経済秩序をかく乱し、国家の
計画経済を破壊することは、これを禁止する』を『国家は、社会主義
市場経済を実行する』
、
『国家は、経済立法を強化し、マクロ調整を
完全にする』
、
『国家は、法によりいかなる組織又は個人も社会秩序を
かく乱することを禁止する』と改正する」と規定したとおりである。
競争を内実とする社会主義市場経済は計画経済による配給制を廃
止し、商品を選別する自由と責任を持つ消費者を登場させ、また先富
論（先に豊かになれる者、地域から先に豊かになれ）の基盤ともなっ
た。90 年代に、新たに登場した消費者が中国の GDP を大幅に牽引
することはなかったが、
天安門事件のマイナスインパクトから抜け出し、
改革開放を推進することを宣言した社会主義市場経済は、この理念
に共感する多数の外資を呼び込むことに成功し、輸出を中核とする貿
易収支の黒字幅拡大の牽引力により、90 年の 1 人当たり GDP を 00
年に 853ドルに引き上げた
（名目 GDP1兆 808 億ドル、
人口12 億 6,583
万人）
。

③ 2000 年代の改革開放政策
99 年の第三次改正憲法が公有経済と私有経済の対等化を実現した
ことを契機に、国有企業優先思想は大幅に後退し、
（a）外資の独資に
よる経営展開が積極的に容認され、
（b）内資については私営企業に国
有企業が独占・寡占していた産業分野の積極的開放が図られた。中
国で今日跋扈する大富豪（先富論の個人的体現者）は 90 年の郷鎮企
業の株式合作化と 99 年の（b）の 2 つを起爆剤として、特に 89 年以
降、爆発的増加した。これに加え 01 年 12 月 11 日の中国 WTO（世
界貿易機関）加盟は
（α）①関税率を低下させ、
②非関税障壁を撤廃し、
③サービス貿易を開放したうえ、
（β）外国企業に中国での内国民待
遇原則を享受させることを約束したため、爆発的な数と資本量の外資
を引き寄せることに成功した。
経済成長が力強いことから、02 年 11 月の第 16 回共産党大会では
外資依存の「引進来」だけでなく、中国企業も外国へ出て行くことを
奨励する「走出去」が宣言された。
「走出去」政策は 03 年に私営企業
である徳隆集団（04 年経営破たん）が儲けた資金を無計画な海外投
資に振り向け、経営破たんすることが明白になったことから、この点
の指導体制を整備しないまま積極展開を認めれば、中国企業の世界
的風評被害が起きかねないとの認識に立脚し、暫くの間、資源開発
を目的とする国有企業の海外投資を先行させることとなった。その後、
07 年 10 月の第 17 回共産党大会で再び「走出去」の積極推進が確認
され、08 年以降、本格的な「走出去」が開始されるとの見方が多い。
社会主義市場経済に基づく先富論は 90 年代に大きな経済発展を
もたらしたが、法令不遵守、環境破壊、中国版格差社会等の諸問題
を生み出した。胡錦濤・温家宝政権は「和諧（調和のとれた）社会」
と「科学的発展観」を打ち出し、持続可能な発展を試みる。その 1
つの現れである
「労働契約法」
（全人代常務委員会 07年 6月29日公布、
08 年 1 月 1 日施行）は先富論が生み出した資本家の存在を前提に、
その権限濫用に労働法的統制を図るものであるが、それは資本主義
国家の労働者保護体制そのものである。04 年の第四次改正憲法が
標榜した「三つの代表」は、共産党が「資本家」と換言できる私営企

弁護士法人キャスト
弁護士 村尾龍雄

業の董事長の利益を代表することを内実し（資本家が政治的に正当性
を付与されたと評価）
、同改正憲法は日本国憲法第 29 条第 1 項ほど
分かり易い表現ではないにせよ、
私有財産制を憲法上保障したため
（同
第 11 条第 2 項）
、これを契機に中国は資本主義型経済モデルが構築
されたことを憲法上宣言したとも評価し得るのであり、資本主義国家
における労働者保護体制の確立は自然なことかもしれない。こう考
えると、毛沢東時代にその用語自体「走資派」
「小資」の体現である
として忌避された「物権」の表題を抱く「物権法」
（全人代 07 年 3 月
16 日公布、同年 10 月 1 日施行）が制定されたことも、同法第 149
条第 1 項が「住宅建設用地使用権の期間が満了した場合には、自動
的に期間が継続される」と規定し、土地使用権の延長に関する国家
裁量を制約して、資本の私有財産化に続いて生産手段の中核である土
地の私有財産化傾向を強化したことも理解できる。
こうした中、競争原理の保護を目的とする「反独占法」
（全人代常
務委員会 07 年 8 月 30 日公布、08 年 8 月 1 日施行）の登場により、
法制度から見る中国の資本主義型経済モデルは完成した。

④ 今後の中国
資本主義型経済モデルを完成した中国の今後は、まず 06 年 3 月
の全人代で採択された第 11 次五カ年計画が標榜する「自主創新」
、
すなわち中国企業が世界に通じる技術を体得し、これを背景として世
界に通じるブランディング、世界に通じる販売市場を獲得するという
政策が強化されるだろう。1 人当たり GDP が 07 年に 2,460.8ドルま
で伸び、それを支えてきた輸出の約 6 割が外資依存である現状を是
正しなければ、
「引進来」の果実を真に自国のものにしたとはいえない。
米国、ロシアに続き世界第３位の宇宙技術だけでなく、多様な技術で
世界上位を占める研究開発が奨励される。
中国経済の将来を不安視する声もあるが、東京オリンピックの翌年
（65 年）には若干の調整局面（オリンピックシンドローム）こそあれ、
65 年 11 月以降、5 年 7 カ月にわたるいざなぎ景気が到来した。上海
万博（2010 年）を目前に控えた中国は従前の成長率が若干鈍化する
としても、比較的高い水準で経済成長を継続するだろう。GDP 構成
を見ても、1 人当たりの個人 GDP の高まりを見る限り、物価高騰が
落ち着きを見せ始めた 08 年以降も消費が増加することは確実で、投
資（設備、建設）も特に地方での未成熟を反映して伸張するだろう。
伸び行く税収を謳歌する中国では、政府支出を行うべきときにこれを
大胆に行う余裕はある。貿易収支は人民元高の継続と最大市場であ
る米国の消費の落ち込みから黒字幅を減少させる懸念があるが、マイ
ナスに転化することはない。こうして見ると、デカップリングは幻想で
あり、米国金融危機によるマイナスの影響が生じることは不可避であ
るとしても、中長期的に中国経済は比較的安定成長を遂げるだろう。
政治的には、
「三つの代表」は共産党が利益を代表する対象をプロ
レタリアート（無資産階級である労働者、農民、軍人）からブルジョ
アジー（私営企業の董事長）に広げたが、共産党員がなお 7,000 万
人レベルにとどまる現状では、この「上からの民主化」効果には限界
がある。爆発的に増加する中産階級は、1 人当たり GDP3,000ドル
を超える頃には、政治的自由を希求する程度が相対的に高まるであ
ろう。温家宝首相が海外でのみ示唆するとおり、今後は地方レベルで
直接選挙を認める範囲を漸次拡大して、
「下からの民主化」を共産党
主導で図ることになるだろう。これは 2012 年の第 18 回共産党大会、
2013 年の全人代で選択される次期指導層の主たる課題になるかも
しれない。しかし、これは経済レベルが豊かになったからこそ到来し
たもので、中国がさらに「普通の国」に移行する道程である。
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法律的側面から見る社会主義市場経済－－ 資
1978 年 12 月に始まった改革開放政策は、今年 12 月で 30 周年を迎える。鄧小平理論の中核である本政策がなけ
れば、筆者や日本企業を含む外国企業がこれほど深く中国ビジネスに携わることはなかった。そこで、中国の資本主
義型経済モデルを築いた本政策の 30 年間を概観する。

改革開放が今年 30 周年を迎えますが、改革開放が中国の経済システムをどのように改革した
かについて解説してください。

① 80 年代の改革開放政策
生産手段の内実である資本の反映としての企業が国営
企業（公有経済）一色である時代に終止符を打ち、非国
営（民間）である外国資本との混合所有経済を認める改革開放政策が
78 年 12 月に開始した。外国の先進的な生産技術と外貨を導入し（引
進来）
、国富の実現を図る本政策の開始後、79 年の混合所有経済を
具体化する「中外合資経営企業法」を嚆矢として、86 年の「外資企業
法」
、88 年の「中外合作経営企業法」の登場により三資企業は 80 年
代末までに早くも出揃った。時を同じくして 75 年、78 年の各憲法に
続き、82 年に登場した新憲法について 88 年に第一次改正を実施し、
外資のほか中国資本についても私営企業を容認することとなった。
同時期、
経済の資本主義プロセスにおいて必要不可欠の
「民法通則」
（全人代 86 年 4 月 12 日公布、87 年 1 月 1 日施行）が登場し、黒船
外資との競争に敗北した国営企業が法人としての死を迎えること（破
産）を可能にする「企業破産法（試行）
」
（全人代常務委員会 86 年 12
月 2 日公布、88 年 11 月 1 日施行、07 年 6 月 1 日廃止）が登場する
など、80 年代には計画経済中心の経済システムを自由化する様々な
素地が形成された。
しかし、89 年 6 月 4 日の天安門事件までの 10 年間で法制度こそ
整備が進んだものの、経済規模は一向に拡大しなかった。80 年の中
国の名目 GDP は約 3,015 億ドル、人口は約 9 億 8,705 万人で、1 人
当たり GDP はわずか 305ドル、これに対して 90 年は名目 GDP は
3,878 億ドル、人口は約 11 億 4,333 万人で、1 人当たり GDP は 339
ドルで、10 年間の伸び率は 11％にすぎなかった。

② 90 年代の改革開放政策
天安門事件以降、先進諸国の中国に対する経済制裁による冬の時
代となったが、日本の経済制裁解除（91 年 7 月）
、鄧小平の南巡講話
（92 年 1 ～2 月）
、天皇訪中（92 年 10 月）を経て、そのマイナスイン
パクトが払拭されるまでの間に、中国の経済システムの実質的な資本
主義化を進める 3 つのイベントが集中的に起こった。
第 1 のイベントは郷鎮企業の株式合作化の開始である。郷鎮企業
は農民経済組織又は農民が過半数資本支配、又は実質支配権を有す
る公有制企業で（郷鎮企業法第 2 条）
、もとは大躍進時代の 58 年に
設立された人民公社が農業の生産請負制（より多く収穫した農民の収
益を認める点で資本主義的システムを導入）の開始により、82 年から
84 年にかけて解体される過程で、人民公社が有していた工業部門が
スピンアウトする形で 85 年頃に設立されたものである。この農業の
生産請負制は成功裏に推移したため、これを経営に導入しようという
発想
（経営請負制）が生じたが、
単年度での収穫による農作物と異なり、
中長期事業計画が重要となる企業経営において、この発想を導入する
とき、単年度ベースでの経営成績を取り繕うべく、本来は企業経営に
必要な、しかし含み益を内包した資産を売却、あるいは粉飾決算が
横行する等の問題が生じたことを事後的に学習する結果となり、経営

請負制に代わる公有制企業の改革制度が必要となった。
これに応えるべく90 年頃に始まったのが株式合作制である。株式
は間接有限責任制と相俟って、社会に散在する小規模集約のための
法技術であり、合作とはパートナーシップ、協力の意味で、結果とし
て株式合作制は従業員持ち株制又は MBO（Management Buyout）
の実現手段となる。
公有制企業の経営が改善して収益が上がれば、賃金だけではなく
利益配当を与ることも可能というこの考え方は、
従業員のインセンティ
ブを引き出すのに有益だが、一方で社会主義イデオロギーに対する固
執、憧憬が強かった 90 年頃にこれを直ちに公有経済の中核である国
営企業に導入すること（国営企業を部分的に民営化し、将来的に完全
民営化の可能性を認める）には心理的抵抗があった。そこで、公有経
済の補充的位置付けであった郷鎮企業に株式合作制が導入されたの
である。結果は大成功で、90 年代に日本のメディアも頻繁に取り上
げた浙江省を嚆矢として、勇躍する郷鎮企業は実際には株式合作制
により民営化された企業群であったのである。
97 年の第 15 回共産党大会での株式合作制の礼賛を経て、98 年よ
り国有企業（93 年の第二次憲法改正で国営企業から呼称を変更、憲
法第 16 条参照）に対する株式合作制の本格的導入が開始された。こ
の流れの中で、99 年の第三次改正憲法により公有経済と私有経済の
対等化が図られ（憲法第 11 条第 1 項参照）
、02 年 11 月の第 16 回共
産党大会での混合所有経済の一層の促進の確認を前提として、
「外国
投資家による国内企業買収暫定施行規定」
（旧対外貿易経済合作部
ほか 03 年 3 月 7 日発布、同年 4 月 12 日施行、06 年 9 月 8 日廃止。
現在は商務部ほか 06 年 8 月 8 日発布、同年 9 月 8 日施行の「外国
投資家による国内企業買収規定」に変更）が登場し、外国企業が国有
企業についても M&A を図ることが可能となった。
第 2 のイベントは上場市場の成立である。90 年 11 月 26 日に上海
証券取引所、同年 12 月 25 日に深圳証券取引所が成立した。当初は
経済の冬の時代で、投資家から資金を集め、国営企業の経営改革（実
態は負債弁済）を図りつつ、一方で、社会主義公有制は公開市場で
流通しない非流通株を 3 分の 2 以上とすることで維持するという身勝
手な制度であったが、調達資金が忽然と姿を消す上場市場不信の原
因となった「暗箱（ブラックボックス）操作」が継続すれば、中国証券
市場の歪みは何時までも是正されず、世界の機関投資家を集めるこ
とができないとの反省に立脚し、中国証券市場の健全化が図られた。
01 年に中国証券監督管理委員会が試みた「減持計画」
（非流通株
の流通株式化計画）こそ失敗に終わったものの、05 年の G 株化（株
権分置）計画は成功裏に推移し、上場企業において流通株と非流通
株が並存する不均衡は是正された。その結果、世界の機関投資家を
集めることに成功し、07 年 10 月には 6,000 ポイントを超えるに至っ
た。現在は、サブプライム問題に端を発した米国金融危機の煽りで、
欧米の投資家が資金を引き上げざるを得ない状況にあり、08 年 9 月
には一時 1,800 ポイント台を記録するなど低迷しているが、07 年 10
月の記録は G 株化計画による中国証券市場の健全化が相当に進んだ
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2008 年8 〜9 月の法令から
北京市大地法律事務所 海外部監修 www.aaalawfirm.com

北京事務所

中華人民共和国循環経済促進

Ⅰ 全人代レベル

法

産過程において発生するフライアッシ

に対し経済補償を支払う必要はない

を含む労働契約の解除に係る のケ

法に基づき固定期間のない労働契約

）書面による労働契約を締結し

ースについて整理した。労働者が試

用期間において、採用条件に合致し

同法は原則的な規定に留まり、制限

約を締結しない場合、労働者に対し

年未満に労働者と書面による労働契

用者は雇用日から カ月を超えて

損害をもたらしたとき、労働者が訓

あり、私利を謀り、使用者に重大な

が使用者の規則制度に著しく違反し

ないことが証明されたとき、労働者

的条項が少なく、政府の指導や促進

労働契約法第 条の規定では、使

日

ないことによる 倍賃金支払の起算

（

（第 条）と規定した。

ガスなど工業廃棄物を総合利用しな

ュ、ボタ、鉱山スラグ、廃材及び排
ければならない。
中国の循環経済発展は開始段階に

策に係る内容が多い。本法の実質的

賃金を支給しなければならないとし

労働によって得るべき報酬の 倍の

あり、 実 務 経 験に乏しいことから、

資源消耗と環境に対する影響を可
効力を保障するため、今後、全国人

たとき、労働者に著しい失職行為が

能な限り減らし経済効果を最大限高

民代表大会関連機関が、国務院又は
関連細則を早急に検討・制定するよ

国務院関連部門に対し、本法に係る

いて様々な解釈がなされていた。本

明確にしていないために、実務にお

ているが、 倍賃金の支払起算日を

ことができると規定した（第 条）
。

づき労働者との労働契約を解除する

転換などの状況がある場合、法に基

全うできないとき、及び企業の製品

練又は職位調整を経てもなお業務を

め、また廃棄物の排出を最小限に留

う提言するものと思われる。
（全 七

．資源浪費及び環境破壊につなが

環経済発展総合管理部門が国務院
財政、環境保護等の関連主管部門と
ともに制定する。

Ⅱ 国務院レベル

面による労働契約を締結した日の前

から満 カ月経過した翌日とし、書
日を支払の終了日（第 条）と規定
した。
（ ）従業員名簿に関して

）労働契約の終了及び解除に係

労 働 契 約の終 了 及 び解 除に関し

る証明に関して

て、本実施条例では、使用者が発行

証明には、労働契約期間、労働契約

する労働契約の解除及び終了に係る

の解除日及び終了日、職務職位及び

中華人民共和国労働契約法実
施条例

．過剰包装問題について、製品包

本使用者での勤続年数を明記しなけ

装物に対する製品包装基準の厳格な

使用者が作成する従業員名簿につ

ればならないと規定した（第 条）
。

（国務院 2008 年 月 日公布、同日施行）

名、 性 別、 国 民 身 分 証 番 号、 戸 籍

いて、本実施条例では、労働者の氏
地及び現住所、 連絡方法、 雇用形

労働契約法施行以来、同法の一部
め、国務院は本実施条例を公布した。

態、雇用開始日及び労働契約の期間

規定に対する意見の相違があったた

執行を規定し、過剰包装による資源
．都市計画及び工事建設基準に合

致し、合理的な使用寿命の期間内に

主な内容は以下のとおり。

る規定がないことから、本実施条例

条）
。同時に、従業員名簿作成に

などの内容を含めると規定した（第

（

るその他組織は、節約を励行し、浪

使用者の書面による通知を経て、労

では、雇用の日から

係る規定に違反した場合の懲戒措置
を明確にした。
）固定期間のない労働契約の解

外国企業常駐代表機構登記管
理条例（意見聴取案）

（国務院法制弁公室）

本 意 見 聴 取 案は、1983 年

月、原・国家工商局により公布・施

行された『外国企業常駐代表機構の
固定期間のない労働契約を終身雇

（ ）代表機構の性質の明確化

に修正・追加された。

登記管理弁法』
（以下「原弁法」と
用制と労働者が誤解することを防ぐ

除問題に関して

（
働 者が使 用 者と書 面による労 働 契

ため、本実施条例では、労働契約法

本案は、「外国企業常駐代表機構

1

いう）と比較し、以下の内容が新た

境保護に有益な製品、設備及び施設

約を締結しない場合、使用者は、書

41

面により労働者に対し労働関係の終

カ月以内に、
節水、 土地節約、 材料節約及び環

費を防止し、率先して省エネルギー、

労働契約法では、この状況に対す

による労働契約を締結しない場合

）労働者が使用者との間で書面

性がある場合を除き、各級人民政府

ある建物は、公共利益に基づく必要
は撤去の決定をしてはならない。
．国の機関及び財政資金を使用す

19

た。主な内容は以下のとおり。
る使い捨て製品の生産及び販売を制

（

1

14

めることを目的として本法を制定し

（全国人民代表大会常務委員会 2008 年 月

2

82

1

第 、 、 及び 条の、使用者が
40

3

浪費及び環境汚染を防止する。

6

5

2

了を通知しなければならず、労働者

39

なければならない。
．企業は、国の規定に基づき、生

36

24

9

を使用し、事務用品の節約使用をし

1

8

4

1

2

18

3

58

1

1

実施条例では、その起算日を雇用日

日公布、2009 年 月 日施行）

5

2

章 条）

1

限し、その具体的リストは国務院循

2

1
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この記事は競輪の補助金を受けて実施した調査事業の成果です。

い中国国内に設立し、当該外国企業
た。

を超えてはならない（第 条）とし

その駐在期間は外国企業の存続期間

規定した。これにより、会計帳簿を

管しなければならない（第 条）と

く記載し、かつ代表機構駐在所に保

支払及び代表機構の収支状況を正し

き会計帳簿を設け、外国企業の経費

監督管理の強化につながるものと思

検査を実施することを認めたため、

対して、外貨管理局が動態的な監督

決済資金の使用及び口座変動状況に

を制度面から保証した。本条例では、

関は 年）とされている。本案では、

の業務活動に関連する非営利活動に
（ ）一般の問合せに対する登記事項

とは、外国企業が本条例の規定に従

従事する事務機構を指し、営利活動

未作成、又は不明瞭な代表機構は新

（

われる。

の公開

正しく記載する必要が生じることに

たに会計帳簿を作成し、収支状況を

代表機構に対しても、登記証を代表

製に供する（第 条）ことを規定し、

というステップを経る。

会にて審議」 →「同意を得て公布」

に基づく修正」→「国務院常務委員

本案は、今後、「提起された意見

）国際収支の緊急対応メカニズ

本案では、登記機関は、代表機構

合、その規定による（第

機構駐在所の目立つ場所に置かなけ

なる。

ればならず（第 条）
、代表機構を

規定した。

本案は、首席代表及び代表は、外

）首席代表及び代表の契約への

国企業の書面による授権を経て、外

新たに設立、又は登記事項を変更す

署名権の明確化

国企業を代表し契約書に署名するこ

定する媒体を通じて社会に公告しな

る場合、外国企業は、登記機関が指

（

）代表機構の業務範囲を詳細に

とができる（第 条）と規定した。

ムを確立し、危機的状況の際に、迅

速に対応するための制度作りを実施

）人民元の交換レート形成メカ

した。

（

由兌換制度の促進に向け、政策面か

ニズムをより充実させ、人民元の自

中華人民共和国外貨管理条例
（改正）

手続きを簡略化した。本条例では、

について、行政機関による審査認可

らの準備を行った。

（国務院 2008 年 月 日公布、同日施行）

（ ）対外直接投資に係る外貨管理

ければならない（第 条）と規定し

外貨管理面で新たな状況と問題が生

発展と国際経済情勢の変化に伴い、

された。その後、中国経済の急速な

という）が 年に公布、 年に改正

『外貨管理条例』
（以下「本条例」

取引に対する管理原則を新たに追加

による対外的商業融資の提供などの

投資や派生商品の取引、国内の主体

達、国内の主体による国外での証券

国 外の主 体による国 内での資 金 調

な内容は以下のとおり。①外国企業

提出要求

）代表機構に対する年度報告の
原弁法では、常駐代表機構は、登

した。

た。

録機関に対し年度業務活動状況報告

じたことから、国務院は本条例を改

（

調 査、 展 示、 宣 伝 活 動、 ② 外 国 企

の製品又はサービスに関連する市場

を毎年提出しなければならないと規

（

務活動の範囲を詳細に規定した。主

業製品の販売、サービス提供、国内

正した。今回改正の主な内容は以下

）公平競争のある市場環境を創
のとおり。

造し、貿易投資の簡便化をより促進

い（第 条）と規定した。年度報告

を登記機関に提出しなければならな

いて、均衡の取れた管理を実施する

を撤廃し、外貨資金の出し入れにつ

項目の外貨収入に係る強制決済制度

の性質に基づいて監督するとしたこ

人との間の差別待遇を解消し、取引

業、国有企業と民営企業、組織と個

する。本条例は、内資企業と外資企

又は国務院の規定に基づき代表機構

できる業務活動、④法律、行政法規

書には、外国企業の合法的な存続状

）原条例に規定されていた経常

が従事できる業務活動。

れるものと思われる。本条例の公布

する制限の取消

連情報を含むとした。

（

限しない（第 条）と規定した。

平競争と外資投資企業に有益となる。

業との待遇上の格差がなくなり、公
監督管理を強化し、ホットマネーの

（全八章 条）

）国境を越えて流動する資金の

（ ）代表機構の会計帳簿設置の義
務付け

施行により、外資投資企業と内資企

とから、貿易・投資の簡素化が図ら

日から 月 日までに年度報告書

97

払及び移転に対して、国はこれを制

（

定していたが、実際は空文化してい

5

た。本案では、代表機構は毎年 月

8

（

3

6

96

流入を防ぎ、中国経済・金融の安全

2

現 在、 実 務 上、 外 国 企 業が北 京
で常駐代表機構の設立を申請する場
合、工商部門より認可される駐在期

28

本案では、代表機構は、法に基づ

54

7

5

とした。本条例では、経常的国際支

いる国際条約及び協定に基づき従事

3
況、代表機構の業務活動の展開状況、

30

会計監査を経た費用収支状況など関

6

（ ）常駐代表機構の駐在期間に対

1

仕入及び国内投資に関連する連絡活

規定

3

4

し、社会一般からの問合せ、及び複

の登記事項を代表機構登記簿に記載

33

条）
」と

13

動、③中国が調印し、又は加盟して

29

5

国が調印し、又は加盟している国際

に従事してはならない。ただし、中

6

条 約 及 び協 定に別 途 規 定がある場

5

6

1

本案は、代表機構が従事できる業

30

18

2

間は一般に 年を超えない（金融機
10
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an China Economic
〜5 association

Japan China Economic association
山東省第３回緑色産業国際博覧会で省エネ環境プロジェクトニーズを収集
９月 3 〜５日、山東省済南市で「山東省第３回緑色産

an China Economic association

Japan China Economic association

業国際博覧会（緑博会）
」が開催された。当会では、日

中省エネルギー環境ビジネス推進協議会事務局職員および
Japan China Economic association
「日中省エネ環境協力相談窓口」担当職員を派遣し、今次

an China Economic association

博覧会で新たに企画・設置された「プロジェクトニーズ展」

an China Economic association

Japan China ク
Economic
association
等に参加し、山東省の最新の省エネ・環境プロジェ
トニー
ズ情報を収集するとともに、外事弁公室、省エネルギー弁

an China Economic association

緑博会での張波・山東省環境保護局副局長立
会いによる署名式

an China Economic association

公室、環境保護局と会談し、ニーズを踏まえた省エネ・環
Japan China Economic association
境プロジェクトマッチング実施の打ち合わせを行った。

Japan China Economic association

Japan China Economic association

太湖流域都市下水汚泥・汚水処理技術交流訪中団派遣
an China Economic association

Japan China Economic association

9/21
〜 25

9 月 21 〜 25 日、経済産業省の補助事業の一環で「太

湖流域都市下水汚泥・汚水処理技術交流訪中団（団長：
an China Economic association

Japan China Economic association

委員会省エネ等技術交流促進部会部会長）
」が派遣された。
an China Economic association

Japan China Economic association

秦野正司・電源開発株式会社副社長、日中長期貿易協議

訪中団は、22 日に江蘇省江陰市において、商務部機電科
技産業司（周世傑副司長）
、江陰市人民政府、通用技術

an China Economic association

Japan China Economic association

諮詢有限責任公司とともに、
「日中省エネ環境技術交流会」

を開催。23、24 日には、江陰市ならびに江蘇省内の太湖

an China Economic association
流域水質対策の重点都市である無錫市で、汚水・汚泥処

理事情を視察したほか、無錫市、江陰市等太湖流域の水

an China Economic association
質汚染対策、汚泥無害化政策を統括している江蘇省の環

Japan China Economic association
江陰市での「日中省エネ環境技術交流会」

Japan China Economic association

境保護庁および建設庁を訪問し、関連政策・制度等、今

後の技術移転、提携に向けて参考となる説明を聴取した。
an China Economic association

Japan China Economic association

9/21
an China Economic
association

Japan China Economic association

〜 26

日中経済協会訪中代表団を派遣

日中経済協会は 1975 年以来毎年一貫して、わが国経済界のトップによる訪中代表団を派遣し、中国の
an China Economic association
Japan China Economic association
指導者、政府機関責任者との間で、経済界の視点から両国経済関係発展をめぐる諸問題について直接対話・
交流を行ってきた。

an China Economic association

Japan China Economic association

今年で 34 回目となる本訪中団では、御手洗冨士夫日本経団連会長を最高顧問に、張富士夫日中経済

協会会長を団長として総勢約 150 名の陣容で、9 月 21 〜 26 日に北京、四川省を訪問した。

an China Economic association

Japan China Economic association

北京では、胡錦濤国家主席や李克強副総理との会見、国家発展改革委員会や商務部との全体会議を実

施した。また、
地方視察として四川省を訪問し、
震災現場を視察するとともに、
今後の再建計画の紹介を受け、

an China Economic association
Japan China Economic association
日本経済界としての協力についての意見交換を実施し、四川省人民政府との間で協力のための覚書を締結
（詳細は本誌スペシャルレポートに掲載）
した。

an China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association
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「金九銀十」
9

月 28 日〜 10 月 2 日、08 年度（第
32 回）成都市秋季不動産取引商

談会が開催された。市不動産取引セ
ンター黎主任によれば、今年の商談
会には約 200 社の不動産開発会社、
30 社余の不動産関係仲介機構などが
参加し、市民に対して分譲マンション
の今までにない優遇販売価格を提供
しようと計画していた。成都市民の
反応はどうだったのであろうか？
05 年下半期から 07 年末まで、成
都市を含む全国各都市で、不動産の
平均販売価格は高騰し、05 年、06
年、
07 年の成都市主要５区のマンショ
ン価格は、それぞれ１平方メートル当
た り 4,056 元、4,256 元、5,096 元
で、特に中心部での 07 年末の価格
は同 9,000 元〜 1 万元に達した。そ
の一方で、05 〜 07 年の成都市のサ
ラリーマンの平均年収は、それぞれ 1
万 7,279 元、1 万 9,293 元、2 万 1,941
元。一般市民の住宅購入のための負
担がいかに大きいかが分かる。マン
ション価格の高騰は、成都市民にとっ
て負担が重くなるばかりでなく、深刻
な社会問題にもなりかねない状況だ。
05 年以降、中央は、高騰し続ける
マンション価格の値上げ幅を抑える
ため、相次いで一連のマクロ調整政
策を打ち出した。しかし、販売価格
は下がるどころか、高い伸び率で上
昇し続けた。これについて、不動産
専門の研究者の多くは、
「中国では、
不動産業は経済 発展の牽引役であ

価格高騰が買い控えを招いている

日中経済協会成都事務所

何怡

り、鉄鋼、建材、造園、化学、
銀行など関連産業のほか、そ
れに関係する紡織品、電器、
内装材料等の産業も活性化さ
せる。大量の雇用を直接提供
し、地元の就職問題の解決
に貢献する。また、地方政府
にとって、土地販売による税
収は巨大な財政収入をもたら
す。マンション価格の下落を
家具贈呈の優待も
できる限り抑えようとするの
で不動産業は中国の支柱産
資を抑制することに狙いがある。
業として下落することはありえない。
最近の報道によると、こうした状
一旦下がれば、全中国の経済成長ば
況を受け、全国各地のマンション価
かりでなく、関連産業に壊滅的な打
格は、ある程度下落し始めたとのこ
撃をもたらす」と考えている。加えて、
とだ。成都市の新築マンションの販
一般に中国人の伝統的な観念として、
売価格は 07 年 9 〜 10 月と比べて平
結婚前に新郎側が住宅を確保するの
均 20 〜 25%下落しているが、各不
が前提となっていることも、値上がり
動産会社はさらに
「販売価格の割引」
、
の重要な要因であるという。こうした
「車・駐車場の贈呈」等、様々な優
考えは一般市民の共通認識ともなっ
待策を提供している。しかし、それ
ており、価格上昇にもかかわらず、購
でも今後もまだまだ下落すると考え
入者が常に存在し、需要は衰えなかっ
る市民が多く、買い控え傾向は強まっ
たのである。
ている。
さらに、マンション売買を投機手
筆者は、マンション販売価格の下
段の一つとして、大量に購入・販売す
落は、市場経済の法則に従った必然
る個人投機家が数多く現れた。
的なもので、調和の取れた社会建設
ところが、07 年末頃から、突然購
のためにはむしろ必要なことではな
買力が弱含みとなり、市民の買い控
いかと思っている。販売価格の不合
えが増加した。原因は、販売価格が
理な上昇は、大量の売れ残りをもた
一般市民にはあまりにも手が届かない
らし、逆に経済成長や税収に大きな
金額になってしまったこと、加えて政
影響を与えることになる。一方、販
府の投機抑制政策による影響が考え
売価格が通常の生活消費レベルの範
られる。特に、08 年 8 月、中国人民
囲内であれば、市民は生活に余裕が
銀行や銀行監督管理委員会等が発表
生じ、消費を間接的に促進させるこ
した「用地の節約、集約
とになる。また、不動産会社からみ
を金融により促進するこ
ても、適切な販売価格は企業の健全
とに関する通知」により、
な持続的発展をもたらすはずである。
商業性不動産と農村集団
10 年前より、毎年 9 〜 10 月ごろ、
所有 建 設 用地 への融 資
成都市では不動産関連商談会が行わ
が適法かどうかの審査が
れているが、ここ数年は取引が活発
強化されることとなった。
で、市民の購入意欲が高い状態が続
不動産融資を厳しく規制
いている。業界ではこれを
「金九銀十」
することで、マンション価
（金の 9 月、
銀の 10 月）と呼んできた。
格の下落による不良債権
今年もこの「金九銀十」は来るのだろ
化のリスクを避け、同時
うか？
に不動産建設への過熱投
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JCNDA NEWS

2008 年 9 月の日中東北開発協会の活動から

■第４回中国吉林・東北アジア投資貿易博覧会詳報（9/2 〜 6）
第４回中国吉林・東北アジア投資貿易博覧会（９月２～６日、

行った。

於長春・吉林省国際展示センター）が開催され、アジアおよび

① エネルギー協力関係の強化：石油、天然ガスの大型エネル

世界から関係者が多数参加、当協会から牛山副会長、高島瀋

ギー合作プロジェクトの建設を推進し、クリーンで経済的で安

陽事務所長、西槙瀋陽事務所首席代表一行が参加した。会議

全な東北アジアエネルギー協力体制の設立を推進する。

の詳細は以下のとおり。

② 物流システムの確立の推進：地域内の物流インフラ建設を強

１．参加者および出展規模

化し、鉄道、道路、海運、航空、パイプライン輸送などの物流ネッ
トを構築し、物流産業の一体化、標準化、情報提供、人材養

● 2005 年からスタートした当博覧会は今年で４回目の開催。

成などの面での協力関係を形成する。

中国で唯一の北東アジアの地域協力をメインテーマとする博覧

③ 貿易、投資の拡大

会で、毎回、開幕に当たり中央政府、近隣国の政治家等が参

④ 協力メカニズムの整備

加する。今回は、王岐山国務院副総理、陳徳銘商務部長およ

● 今博覧会に、日本政府代表として経済産業省の谷合正明大

び宋暁梧国務院東北弁公室前副主任と韓国前総理、ロシア大

臣政務官が出席した。

統領駐北西連邦副全権代表、アメニア共和国副総理らが開幕
式などのイベントに参加した。

３．第４回東北アジア経済合作フォーラム

● 地元の新聞記事によると今回の博覧会は、投資相談、商品

● 第４回東北アジア投資貿易博覧会の開幕に先立ち、本フォー

貿易、経済協力、文化交流、各種フォーラムを中心に 74 項目

ラムが９月１日に東北アジア博覧会組織委員会と国連工業発展

のプログラムで構成され、世界ベスト 500 企業の内 62 社を含

署の共催で開催され、２つのテーマについて、森新潟県副知事

む 1,400 社の海外企業、95 の海外著名協会団体、82 の金融

を含む 15 名が発言した。

機関が参加、出展した。中国国内では国務院直属大企業は 31

① 大図們江地域の投資発展と東北アジア経済協力

社、その他大企業（吉林の企業を除く）は 1,600 社が出展した。

i.「海陸トランスファー運送を開拓し、琿春日本工業園区の建設

国別では東北アジア５カ国の他、米国、ドイツ、カナダなど合

を加速」をテーマに森副知事は、新潟県の日本海横断国際フェ

計 69 カ国、国内では 26 省、12 都市が参加した。

リー航路開通に対する強い期待を表明、琿春に建設している日

● 日本、韓国、ロシア、米国、イタリア、オランダ等 12 カ国・

本工業園区を視察し、県内企業が進出する際の支援に言及し

地域および中国内の各地域の企業は吉林省と 171 件の投資契

た。また、日本海周辺の観光資源を利用し、観光の促進を呼

約を締結した。投資額は契約ベースで 1,060 億元に達し、過去

びかけた。

最高を記録した。吉林省の陳偉根副省長は、今回の博覧会の

ii. 全人代副委員長の蒋正華氏は「図們江地域開発・東北振興・

契約ベース投資額が前回比で 36.9％増加し、海外投資が 25 億

東北アジア経済協力」
、
国連秘書長助理の Warren Sach 氏は
「繁

7,000 万ドルに達したと述べた。投資額 10 億元以上の契約は

栄、調和の東北アジアを構築、国連の当該地域における役割」
、

27 件、うち投資額 20 億元以上の契約は 14 件で、エネルギー、

ノーベル経済学賞受賞者でユーロの父と呼ばれる Robert A.

都市インフラ建設、冶金、建材などの分野に集中している。

Mundell 氏は「東北アジア本部基地の建設」をテーマに、それ

２．第２回東北アジア経貿合作ラウンドテーブル

ぞれ東北アジアの現状、将来および課題について述べた。
② 東北旧工業基地振興と東北アジア経済協力

● 今年の議題は「東北アジア地域のエネルギー、資源および

i. 韓国の李海瓉前総理

物流の協力の強化」
。

を始め、中国経済体制

● 冒頭、韓長賦・吉林省長は、吉林省として北東アジア地域

改革研究会、香港中華

協力は、図們江地域の開発を中心に長吉図 ( 長春、吉林、図

総商会、アジア銀行お

們江 ) 開放協力区を建設し、琿春を窓口に延吉・龍井・図們が

よび民営企業家の代表

先導役、長春・吉林は推進役となって、東北各省を背後地とす

は周辺国との経済協力、

る双方向、多方面の経済・貿易協力区、新興産業モデル区およ

日・韓・香港の工業園

び生態系工業区を形成したいと述べた。

区建設について、それ

● 王岐山副総理は東北アジア地域協力について４つの提案を

ぞれ意見を述べた。
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2008 年12月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

観光市場としての中国
＆ 進む地方交流
編集後記

無事、訪中代表団が終わり、今は 11 月末の省エネ・環境

日中経協ジャーナル
2008 年 11 月号（通巻第 178 号）平成 20 年 10 月 25 日発行

フォーラムに向けた準備を進めている。米国発の金融危機

発行人

武田雄博

が世界経済を揺るがす中で、全協会あげての大イベントが続

発行所

財団法人 日中経済協会

く。日中間の経済交流が、国際的な経済不安を払拭するた
めに少しでも役立つことを期待したい。
（T）

JAPAN-CHINA ECONOMIC ASSOCIATION
東京

〒 100-0014 東京都千代田区永田町 2 - 14 - 2 山王グランドビル
TEL. 03 - 5511 - 2511 FAX. 03 - 5511 - 2519

大阪

〒 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋 2 - 8 大阪商工会議所ビル
ディング２階

＊購読のお申し込み先

TEL. 06 - 4792 - 1776 FAX. 06 - 4792 - 1778

政府刊行物東京サービスステーション
東京官書普及株式会社 通信販売課

URL: http://www.jc-web.or.jp

〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
TEL. 03 - 3292 - 3701 FAX. 03 - 3292 - 1670

禁無断転載 Ⓒ JAPAN-CHINA ECONOMIC ASSOCIATION 2008

下記ホームページからもお申込みになれます。
URL: http://www.tokyo-kansho.co.jp

デザイン・印刷

＊年間購読料 9,600 円（送料共）

広告を募集しております

株式会社リブロ

TEL. 03 - 5570 - 9532

＊当財団会員の本誌購読料は会費に含まれております。
定価

800 円（送料共） ISBN：978-4-88880-125-6 C2033

＊お気軽にご相談ください。

財団法人 日中経済協会 企画調査部 TEL. 03 - 5511 - 2513
FAX 送信用

日中経済協会企画調査部行（FAX : 03-5511-2519）

「日中経協ジャーナル」11 月号アンケート

該当する記号または数字に○をつけてください。
4．「日中経協ジャーナル」
をどのようにお仕事に活用していらっしゃいますか。

１．「日中経協ジャーナル」をお読みになっていますか。
Ａ 毎月必ず読む Ｂ 必要に応じて読む Ｃ ほとんど読まない D 初めて読む
2．今月号で良かった記事に○をつけてください。
（複数回答可）
1 SPECIAL REPORT ①：2008 年度日中経済協会訪中代表団レポート
2 SPECIAL REPORT ②：中堅・中小企業の成長と課題
3 CHINA TREND CHECK：アジアの内需を生み出す－雲南省とアセアン
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5 制度情報：2008 年 8 ～ 9 月の法令から
6 情報クリップ：山東省第３回緑色産業国際博覧会で省エネ環境プロジェクトニーズを収集ほか

5．今後取り上げてほしいテーマや情報について伺います。
1
3
5
7
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マクロ経済の分析と展望
各地方の投資環境
中国社会一般
政治・時事
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人事・組織
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4
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7 現地便り：
「金九銀十」
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6．その他、
「日中経協ジャーナル」、日中経済協会についてご意見、
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9 DATA ROOM：中国・日中の主要経済指標、08 年 8 月の日中貿易統計
10 08 年 8 月の主な出来事
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