周恩来総理と握手する河合良一氏

歳でありました。まことに哀悼にたえません。

元 財 団 法 人日 中 経 済 協 会 会 長 河 合 良一氏（元 株 式 会 社 小 松 製 作 所 会 長）におかれましては、
さる 月 日逝去されました。享年
3

91

回に亘る訪 中を通じて、

代日中経済協会会長に就任後は、日本経済界トップをメンバーとして毎年

派 遣される日 中 経 済 協 会 訪 中 代 表 団の団 長を務め、1996 年まで

3

お祈りいたします。
財団法人日中経済協会

委員長

会長
会長

日中長期貿易協議委員会
日中東北開発協会

張

富士夫

茲に、故人の日中関係発展のために果たされた長年にわたる功績をしのび、衷心よりご冥福を

うなど、両国友好関係の増進と経済関係発展のために多大なる貢献をされました。

鄧小平、 江沢民、 喬石、 李鵬、 朱鎔基等、 中国の国家指導者と膝を交えて率直な意見交換を行

11

1986 年に第

立を実現されました。

る組織として、日本経済界全体の総意と政府の全面的支援を得て、 財団法人日中経済協会の設

組織の設立が必要であるとの考えのもと、 稲山嘉寛氏とともに奔走され、日中覚書貿易を継承す

常化に際しては、 両国の磐石なる友好関係の確立と経済関係発展のためには官民一体となった新

関係改善に取り組み、1972 年の日中国交正常化へと進路を切り拓かれました。 両国国交正

その後、たびたび訪中して経済交流促進の陣頭に立ち、いわゆる「積み上げ方式」による両国

開設された「日中総合貿易に関する覚書」の締結に尽力されました。

廖承志氏等と両国交流再開について協議を重ね、 1962 年に当時両国間で唯一のパイプとして

河合氏は 1960 年に初めて訪中し、国交が未だ正常化されていない状況の下で、周恩来総理、

11

08.12.9 5:16:23 PM

1pタテ.indd 1

03

河合良一 元日中経済協会会長の逝去を悼む

（1971 年、北京中南海にて）

目次.indd 1

08.12.9 5:22:02 PM

目次.indd 2

08.12.9 5:22:04 PM

巻頭インタビュー

安全、
安心、
信頼の旅を創る
全日本空輸・大橋洋治会長

米国発の金融危機に加え、四川大地震や
食の安全問題で人の往来が伸び悩む日中両
国。両国の経済の活性化のためにも、観光
などを通じた人々の交流の拡大が求められ
ている。その対応策について、日中経済協
会常任理事を務める全日本空輸の大橋洋治
会長に聞いた。

聞き手：
日中経済協会

清川佑二理事長

これが、全日空入社のきっかけです。

1987 年の岡崎さんの誕生日の

４月 日、全日空が初めて大連経由

で北京まで飛びました。今では中国

ルに入ったのがきっかけです。そこで、

現代史の講義を受け、石川ゼミナー

は、慶応大学で石川忠雄先生の中国

特に、中国に興味を持ち始めたの

まれ故郷であり、馴染みがあります。

本に引き上げてきました。中国は、生

ア、とりわけ中国に力を入れることに

の持ち味として活かそうと思い、アジ

てくれ」という言葉を全日空として

「全日空の皆さんはアジアの中で生き

しました。その際、岡崎さんが残した

線の黒字化に向けて、いろいろと検討

空の経営は厳しい状況にあり、国際

岡山の出身で全日空の社長をしてい

たところ、「日中貿易だったら、同じ

実家に帰った際に、父にその話をし

書くのに大変苦労しました。岡山の

馴染みのあるテーマを選ぶ人が多く、

ちに中国との縁に導かれてきたよう

に特化していったように、無意識のう

に参入し、社長になってからは中国

物、そして入社後に全日空が国際線

ために出会った岡崎嘉平太という人

と大学でのゼミ、そのゼミで勉強の

とは知らんよ」と、結局は人生論や飛

崎さんに質問したところ、
「そんなこ

里の長城や九寨溝等 カ所の世界遺

大橋 ： 中国の良さとして、まず、万

いてお聞かせください。

世界の工場、そして世界の市場とし

また、経済という点では、中国は

37

4
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清川理事長 ： 中国でお生まれになっ
たとお聞きしました。中国とのかか
わりも随分と長いと思います。
大橋会長：私は旧満州、黒龍江省ジャ

都市に飛んでいます。当時、全日

父の仕事の影響もあって卒論のテーマ

し、これが成功を収めました。

る岡崎嘉平太というのが知り合いだ

な気がします。

私と中国との関係は、生まれ故郷

から、紹介してやろう」と言うので、

清川 ： 中国との係わりの中で、会長

行機の話になってしまいました。通っ

産をはじめ、たくさんの観光資源に

ご自身が感じられる中国の魅力につ

ているうちに、岡崎嘉平太という人

恵まれていることが挙げられます。
は面白いなと思うようになりました。

がなかった私ですが、また、この会社

物に引かれ、最初は飛行機には関心

ところが、卒論のテーマに関して岡

岡崎さんに会いに行きました。

当時は、魯迅や孫文など、日本人に

に日中貿易論を選びました。しかし

ムス（佳木斯）の生まれで、戦後に日

16
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ANAの中国航空会社とのアライアンス提携

大橋 ： 中国にたくさんの観光資源が

でしょうか。

くためにはどのような対応策が必要

が停滞しています。今後伸ばしてい

清川 ： 今、日中間の観光客の往来

も大きな魅力の一つです。

経済的バックヤードがあります。これ

ても成長してきており、裾野の広い

しょうか。中国サイドでも、欧米のよ

と、お客様も安心するのではないで

ニューや料理長の写真などを載せる

です。旅行パンフレットに、食事のメ

性の確保を、今以上に徹底すること

食事内容、観光バスの運転など安全

旅行会社が現地レストランの衛生や

が最重要課題だと思います。日本の

たい。また、現在の中国人プラス日

の段階的な実施を加速していただき

日本政府も始めている観光ビザ免除

ています。さらに拡大していくには、

降前年並みか、または前年割れになっ

に増加してきましたが、今年５月以

ジットジャパンの成果もあって、順調

中国から日本への観光客数は、ビ

いと思います。

少し大きな視点で見なければいけな

にプラスになるわけですから、もう

人の交流や物流を活発化させ、日本

大橋：観光による人の往来の促進は、

お聞かせください。

観光の役割やご自身の抱負について

融情勢が混乱する中で、これからの

を旅して人々の暮らしを見れば、よ

「観光」
の語源ですが、
易経にある「観

さらに、日本にも観光資源がたく

い政治が行われているかどうか確認

本人の２名のガイド体制を２カ国語

大都市の交通機関などにおける日本

さんありますから、政府とＪＮＴＯ

できる」ということです。観光は人々

うに衛生面の信用度に関する基準を

何事にも言えることですが、観光や

語の表示も求められます。しかし、こ

（日本政府観光局）
、各地方自治体、

の暮らしぶりや風景を見るとともに、

あることは、日本人の間で十分に浸

旅行を含めた人の往来、モノの物流の

うした安全・安心対策にはコストが

旅 行 業 界、Ｊ ＡＴ Ａ（社 団 法 人日

その地域に住む人々が、相手に自分

国之光利用賓于王（国の光を観るは、

基本は、
「安心、

かかります。一般には安い旅行商品に

本旅行業協会）などが連携して、そ

たち地域の良さを示すことでもあり

可能なガイド１名体制に改善するこ

安全、
信頼」
です。

目がいきがちです。安い旅行が悪いと

の魅力を中国の人たちに効率的にア

ます。 旅は双方向で分かり合える、

設けて格付けし、中国政府が「安全

米国産牛肉のよ

は言いませんが、安さだけの追求に

ピールを行うことが必要です。

グローバリゼーションの原点だと思い

透しているわけではありません。その

うに単に安全と

よって安全性が損なわれることは、結

さらに私たちも中国人の生活習慣

ます。観光は単に遊びに行くのではな

もって王に賓たるに利（よろ）し）
」か

言うだけではダ

局、中国旅行全体のマイナスになりま

を理解することも大切です。例えば、

く、人々の心を豊かにする。そして、

とです。また、通訳ガイドの参入規

メで、みんなが

す。我々としては安心、安全、信頼

温かい食事を用意するとか、量を少

お互いに知らない国の人同士を双方

宣言」を表明することが必要だと思

安心できる安全

のある商品を創ることが、お客様を

し多めにするとかです。買い物に十分

向で分かり合えるようにする役割が

魅力を日中両国が官民一体となって

対策が必要です。

送り出す側として大切だと思います。

な時間をとることも必要です。また、

あると思います。

ら来ています。「一国の王様が、領地

これがないと信

また、中国の観光資源と特色ある

中国の富裕層にとっても魅力ある旅

世界経済が不安にある中で、まず

定の緩和も必要だと思います。

頼されません。

イベントなどを組み合わせて旅行の

行商品を開発しようと思っています。

我々が元気を出さなければならない

います。また、交通のルールの徹底や

この 点 につい

魅力を倍増させることも重要です。

清川 ： 日本では新たに観光庁も設

広く知ってもらう努力が必要です。

て、まず、多くの

ANA セールスでは、蘇州寒山寺の

清川 ： ありがとうございました。

日 本 人が持って

く、同時にアジアの活力を呼び込も

（まとめ ： 企画調査部課長 髙見澤学）

と思います。
を中国人と一緒に歩くウォーキングツ

うという姿勢もあります。世界の金

置され、観光によって人ばかりではな
安全面での心配

アー等を企画しています。

除夜の鐘つきツアーや杭州西湖湖畔
を払拭すること

08.12.9 5:23:00 PM
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いる中国旅行の

◦現在、エアーチャイナ、上海航空とコードシェアを中心とした広
範な提携関係を結んでいる。両社ともスターアライアンスのメンバー。
◦今年 9 月からエアーチャイナと日本、
中国それぞれで国内線のコー
ドシェア便を開始。上海航空とは客室部門や営業部門で、上海航
空から研修生の受け入れを実施。
◦今後も、両社とコードシェア路線の拡大やさまざまな分野での提
携関係を深めたい。新規の提携パートナーの開拓も視野に入れ、日
中間の競争力の強化を図る。
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と

しての中国
北京オリンピック
メインスタジアム「鳥の巣」

世界自然遺産の黄山
（安徽省）
上海魯迅記念館

飛躍する中国の国際観光
梁春香

今年 月 日、日本では観光庁が

発足した。また、これまでも観光教

育機関が増設されるなど、日本にお

けるツーリズム（観光）は、現在大

きな発展期に差し掛かっている。その

背景には、世界的な観光産業が継続

的に発展し、特にアジアにおいて、い

わゆる第４次観光ビックバンが生じ

ている現実がある。そうした中、中

国においても国際観光が急速な発展

を遂げ、アジアのみならず、世界的

な観光産業の構図を変えつつある。

本稿では、そうした中国の国際観

光の中で、特に中国国民の海外観光

旅行の現状と動向を中心に分析し、

今後の展望をまとめてみたい。

中国におけるツーリズム

中国語では、日本語の「ツーリズム

1

（観光）
」に相当するものとして、「旅

遊」
という言葉がある。これには、「旅」

と「遊覧」の双方の意味が含まれる。

ロシアと国境を接している黒龍江省では国際観光が盛ん（黒河市）

10

東洋大学国際地域学部国際観光学科教授

中国の国際観光は、海外から

中国へ旅行者を受け入れる一方

通行から、最近では中国人が外
国へも旅行する双方向へと変化
してきている。経済発展に伴っ

て、海外旅行が普及し、海外へ
旅行する中国人も増加しつつあ

るが、依然として一般には高嶺
の花である。しかし、将来的に
は、日本の観光産業も中国人観

光客によるところが大きくなるこ
とは間違いない。
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観光市場と
北京の “ 銀座 ” 王府井

●

北京空港（第３ター
ミナル）内売店

ニュアンスが異なる。

態様を指すもので、日本語とは若干

れるが、これは旅先での人々の行動

ちなみに、「観光」という言葉も使わ

んだ数字となっている。

本稿のデータは、それらをすべて含

港、
マカオ、台湾等の地域も含まれる。

境遊」には、純粋な外国のほか、香

2,500

2,000

1,500

1,000

500

一方通行から双方向へ

710

843 1016 1,123 1,344 1,140 1,693 2,026 2,221

452

759

818

843

923 1047 1,213 1,660 2,022 2,885 3,103 3,200

間、外国人の国内への受

け 入 れが 主 体であった。

また、1978 年の「改

革 開 放 路 線」 推 進 以 前

は、一部の例 外を除いて

中国人は外国へ旅行に行

くことができなかった。そ

の後、 年代に、香港や

年々増加し、 年には初

て、中国人の出国者数が

急速な経済発展に伴っ

た。

が認められるようになっ

次第に外国への観光旅行

なったことを発端として、

訪問が許可されるように

東南アジア諸国への親族

80

年のインバウンド観光

第 １ 図に示 したとおり、

受 け 入 れ数 を 上 回った。

めて出国者数が外国人の

96

また、「海外観光旅行」のことを

742

中国語で「出境遊」
、または「出国

3,000

中国の国際観光は、これまで長い

674

入境人数

旅遊」とも言う。通常、前者の「出

（出所）
『中国国家旅遊局観光統計年鑑』各年度版より作成

万人、アウトバウンド観光

（ 入 境 人 数 ） は 588

95

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 （年）
0

588

出境人数

（万人）

3,500
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中国の出入国者数の推移（1995 ～ 2006 年）
第１図

龍門石窟（河南省洛陽市）
苗族の未婚女性
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第１表 中国人の観光旅行先ベスト10（2006年）

日本

16.1

－ 40.0
34.50

8.5

4

43.52

13.83
オーストラリア

フィリピン
10

ベトナム

8

マレーシア

9

だ。

年には 3000 万

年には 2000 万

ち、 香 港とマカオが合計

数 3200 万 人 の う

このように、中国の国際観光はす

ず、例えばアジアでは近隣

諸国は上位には入っておら

世界に広がるようになったからであ

き先の拡大によって旅行の範囲が全

観光旅行の量的増大に加え、その行

を見 張るものがある。 その理 由は、

のことだが、それ以降の発展には目

観光旅行が始まったのは比較的最近

前述のように、中国人の海外への

現したに過ぎず、圧倒的多数の一般

ても、ごく一部の富裕層において実

であると言える。海外観光旅行と言っ

の総人口からすると、微々たるもの

ている。しかし、

億人という中国

観光旅行数は 3000 万人を超え

大きくなってきており、実際の海外

出し国」としての中国の存在は年々

世界的にも、「観光旅行客の送り

おり、これは香港とマカオに近いから

も、広東省は一貫してトップを保って

光が盛んに行われている。その中で

内モンゴル自治区などでは、国境観

省、雲南省、広西チワン族自治区、

と国境を接している黒龍江省、遼寧

部では北京市が多い。また、他の国

省、浙江省、上海市などが多く、北

よると、中国南部では広東省、福建

偏っていることが挙げられる。統計に

8
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年の中国人の主な

海外観光旅行先と人数を

（ 出 境 人 数 ） は 452 万 人 と、 イ
ンバウンドがアウトバウンドよりも
第１表に示した。
は、 第 一に、

年の中

ウンドは 759 万人と、逆転した。

人 台、 さらに

％ を占 め
ていること、 第 二に、 中
国人の海外観光旅行には

でに従来のインバウンド観光重視の

の日本と韓国が主な旅行

アジア志向が強く、欧米

「一方 通 行」 から、 アウトバウンド

嶺の花」に過ぎないのである。

もう一つ、中国人の海外観光旅行

る。しかし、旅行の行き先は依然と

の中国人にとっては、依然として「高

の特徴として、旅行者の出身地域が

してアジアに集中しているのが特徴

ある。

て、前年比の伸び率が大きいことで

国が多いこと、第三にベトナムを除い

先で、つぎに東南アジア諸

てきている。
（第１図参照）

観光も加えた「双方向」へと変化し

ンドを大幅に上回っている。

で、全体の約

2422 万 9000 人

06

76

人 を 突 破 して、

年の 452 万 人の約７ 倍であ

万人に達した。この数字は、 年前
の

11

人を突 破し、

国人海外観光旅行者総

ここ か ら 分 か る こ と

136 万人多かったが、 年にはイ

06

アウトバウンドは 年に 1000 万

ンバウンドは 674 万人、アウトバ

96

年には 3200

00

05 03
06

り、アウトバウンドの規模はインバウ

95

海外観光旅行先と旅行者
の出身地
（出所）中国国家旅遊局「統計公報」2007 年 9 月より作成
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22.7

50.66

55.72

7

109.82

3

16.8

28.8
シンガポール

14.6

香港

13

30.2
76.69
6

6.0
989.50

1,433.40
マカオ

1

2

タイ

16.7
128.00
韓国

5

前年比（％）
人数（万人）
海外旅行先
順位

中国人の海外観光旅行はアジア志向が強い（ソウル）
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観光市場としての中国

であろう。
全体的に見れば、中国人の海外観
光旅行においては、著しい地域的経
済格差が反映されており、比較的豊
かな沿海部からの旅行者が多いと言
えよう。

中国人の訪日旅行
第 １ 表 か らも 分 かるよ うに、 純
粋な外国という意味では、日本は中

国際観光振興機構が実施した中国人

日本側の統計では 万人）
。日本の

100 万人を超えている（ちなみに

位であり、 年の中国側の統計では

国 人の外 国 観 光 旅 行 先として第

スな状態を改善することができると

﹁2020 年︑中国の国際観光産業は︑世界の送り出し国ナンバー
となり︑受け入れ国ナンバー１になる・
・
・﹂世界観光機関︵UNWTO︶
本から中国への訪問者数が 374 万

世界観光機 関（UNWTO）は、

ラスな状態にある。今後、両国の地
方自治体同士の相互観光交流を積極

2020 年の世 界 観 光 旅 行 者 総 数

億 6000 万人と予測し、中

り出し国ナンバー 」となり、また、

億人を世界に送り出して、
世界の「送

国の国際観光については、同年に１

を

的に展開することで、このアンバラン

中国の国際観光の展望

の日本国内での地域訪問率調査によ

6

奈川県 ・ ％、第４位は千葉県で
・ ％、第５位は京都府 ・ ％
29

は 128 万人で、依然としてアンバ

思われる。

4

人であるのに対し、中国から日本へ

8

２位は大阪府 ・ ％、第３位は神

70

であった。この結果から、中国人旅

行 者 の 行 き 先 は、

関 東では 東 京、 関

西では 大 阪に集 中

していることが分か
る。
今後の課題は、こ
のような極端な一極
集中を是正し、もっ
と地 方 観 光に分 散
さ せ るこ と で あ ろ
う。 ま た、 日 中 観
光 交 流は近 年の両
国 官 民 協 力のもと
で、これまでの日本
から中国への「一方
通 行」の観 光 交 流
から、「双方向」へ

世界から１ 億 3710 万人の観光

4

1

と転 換しつつある。
年 の日

15

7

し か し、

のと期待される。

観光産業を牽引する役割を果たすも

観光は、日本のみならず世界の国際

きいと思われる。今後、中国の国際

標の達成は、中国に拠るところが大

日外国人者数 2000 万人」の目

2000 万人」
、2020 年に「訪

2010 年に「日 本 人 海 外 旅 行 者

そ うなると、 日 本 政 府 が掲 げる

性が高いとみている。

業界では、この予測は的中する可能

もちろん、これは予測に過ぎないが、

ナンバー１」になると予測している。

旅 行 者を迎 え入れる「受 け入れ国

観光需要増加に伴い、空港整備も重要課題（北京空港第３ターミナル）

33

9

41

ると、第１位は東京都 ・ ％、第

中国人海外旅行者のうち、香港・マカオが８割近くを占める

1
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35

06
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柏木隆久日本政府観光局（JNTO）北京事務所首席代表 佐藤仁同代表・副所長

競争激化する
中国人の海外旅行市場

は、発表当時は途方もないものに思

1
く、不安定な世界経済を尻目に、あ

府に浸透している情況に変わりはな

可欠であるとの認識が中央・地方政

的に高い経済成長が社会の安定に不

万人を上回った。中国人の海外旅行

単月での中国人訪日者数が初めて

位の市場に成長した。同年 月には、

を上回って、韓国、台湾に続く第

く、1998 年には 843 万 人 程

人の外 国 旅 行 市 場の成 長 も目 覚し

こうした高成長を背景にした中国

果と言えよう。
（第１表）

によるプロモーションが実を結んだ結

年から継続して実施している VJC

輸送力の強化、および国策として

え、日中関係の好転、両国間の航空

度であった出境旅行者数は、 年に

政策が継続していくだろう。

3

10

7

過去 年間の推移を見ても、中国
となり、 年には 4095 万人と、

人訪日者は倍以上伸び、外国人訪日

1

年間で約

影響により伸び率が落ち込んだが、

05

一方、日本の出国旅行者数は 年の

型肺炎）の流行、 年は反日デモの

03

～ 年の年平均伸び率は ・ ％

16

1782 万人が過去最高で、以降は

くなっている。 年は SARS（新

者全体に占めるシェアも徐々に大き

初めて日本を抜いて 1600 万人台

03
倍の急成長を遂げた。

5

07

ほぼ横ばいが続いている。
数年前に世界観光機関
（UNWTO）

03

10
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が発表した、2020 年に中国の出

境旅行者数が 億人を超え、世界第

位のマーケットになるという予測

経済発展に伴い、中国人の海外旅

われたが、現在のところ、そのシナ

が増加しており、現実味のある数字

行市場は長期的な成長・拡大の途上
当 初、 世 界 銀 行は 2007 年の

として観光関係者のコンセンサスを

統計でも、中国人訪日者数の伸びは

JNTO が取りまとめた訪日外客
長となった（日中経済協会ホームペー

16

万 2439 人となり、 米国市場

07

市場全体が拡大傾向にあることに加

94
る程度の高成長を持続させるための

不安定な動向を示しているが、基本

順調で、 年は前年比 ・ ％増の

修正し、 ・ ％と予想を上回る成

得つつある。
（第１図）

中 国の GDP 成 長 率の予 想 を ・

リオを上回るペースで出境旅行者数

成長する中国人の海外旅
行市場

1

にある。

4
ジ）
。今年に入り、中国経済は減速、

4

％と発表していたが、その後上方

9
02

00

07

5
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11

6

10

中国人の海外旅行市場は、長期的に
拡大の方向にある。今年は、
四川大地震、
経済成長の減速など様々な不安定・抑制
要因が顕在化し、伸び悩んでいるが、観
光関係者の大勢は、依然として長期的拡
大のシナリオを支持している。
買い物など旺盛な購買力を有する中
国人旅行客市場を巡り、各国の政府観
光局（NTO）をはじめとする機関が誘客
活動を活発化させ、競争が激化している。
日本政府観光局
（JNTO）
もビジット･ジャ
パン ･ キャンペーン（VJC）など、積極
的に取り組んでいる。
日本が観光立国を実現する上で、近隣
の大市場である中国での誘客促進は欠か
せない。受け入れ体制の整備も含め、長期
的に誘致活動を強化していく必要がある。
VJC によって中国人の訪日者数は順調に伸びている（北海道クッタラ湖）

観光市場としての中国
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円の金額は、主要国・地域別でトッ

であった。中国人訪日者数の増加は、

回あたりの海外旅行でのショッピング

2003

2004

2005

-30
2007 （年）

2006

8,425,60 9,232,36 10,472,6 12,133,0 16,602,3 20,221,9 28,852,8 31,026,3 34,523,5 40,950,0
15,806,2 16,357,5 17,818,5 16,215,6 16,522,8 13,296,3 16,831,1 17,403,5 17,534,5 17,294,9
3.1

9.6

13.4

15.9

36.8

21.8

42.7

7.5

11.3

18.6

-5.9

3.5

8.9

-9.0

1.9

-19.5

26.6

3.4

0.8

-1.4

（注）香港およびマカオへの旅行者数が含まれている。
（出所）中国国家旅遊局（CNTA）

訪日中国人数の推移
2003

人

数（人） 448,782

伸

率（％）

構成比（％）

8.6

2004

2005

616,009

652,820

37.3

6.0

10.0

-0.8

9.7

2006

2007

811,675

942,439

24.3

16.1

11.1

11.3

中国人

カメラ

化粧品

（日本ブランド）

7,476 円
タバコ

（デジカメな （日本ブラン
ど）
ド）

平均購入額 21,782 円 48,529 円

5,830 円

（出所）JNTO 資料

5,866 円
菓子類

7,808 円
家電小物

10,083 円 33,016 円

10

14

1
訪日旅行前に自国内で準備する日本

平均購入額 16,437 円 34,006 円

替額も約 万円とトップであり、中

（民芸品など）

菓子類

5位

日本酒 / 焼
酎

国人の訪日旅行でのショッピングにか

洋服

4位

ける情熱をうかがい知ることができる

（日本ブランド）

3位

和風小物

（JNTO「2005 年 訪 日 外 客

全体

2位

1

消費動向調査」）
。

1位

化粧品

1

中国人が購入する品目で消費額が

外国人中国人の人気購入品ベスト

11

大きいものは、
映像関連電気製品（デ

第2表

ジタルビデオ、DVD デッキなど）
、

（注）構成比とは、外国人訪日者数全体に占める中国人の割合である。
（出所）日本政府観光局 JNTO 資料

18

大きさでも注目される。中国人の

2002

中国人の日本国内における消費動

2001

向 を 見ると、 支 出 総 額は 1171

2000

億円、 回の 人当たりの消費額は

1999

約 万円で、そのうちの６割（ 万

1998

円 ）ほどを物品購 入に充てている。

0

年

数字ばかりではなく、新宿や銀座、

-20

500

第１表

プとなる約 万円、日本国内での両

-10

1,000

額は約 1000 ドルで、 当 時、 日

0

1,500

または東京ディズニーリゾート、ある

10

2,000

本を抜き世界一となったことが話題に

20

2,500

いは清水寺や大阪城など全国のいろ

30

3,000

なった（AC ニールセン「世界免税

伸び率（％）

いろな場所で、日常的に中国語が聞

3,500

協会調査」2005 年）
。

40

伸び率（％）

こえてくるようになったことからも実

日本人海外旅行者数（人）

4,000

50

感できる。

中国人出境旅行者数（人）

中国人の消費購買力

（％）

（万人）

中国人海外旅行者は人数の急増も

4,500

中国人出境旅行者数と日本人海外旅行者数の推移

さることながら、その消費購買力の

第１図

時計、衣服、写真用品（デジタルカ

メラなど）
、宝飾品、家電製品の順

になっている。
（第２表）

ブランドショッピングにも熱心で、

世 界 的 トップブランドのバッグ、 時

計など高 額 商 品を購 入 する者も多

く、正規の代理店でさえ贋物が混入

されるという噂がささやかれる中国

国内よりも安心して購入できると言

う。中には、100 万円単位の高級

腕時計を数本まとめ買いするケース

中国人旅行者にとって、Made in Japan は一種のブランド（有楽町）
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CM を放映し、ケニアは繁華街に面
したビルの壁面に巨大看板を掲げて

イベント情報などを積極的にメディア
に発信している。

カ国を周遊できるとの魅力で、売れ

行きは好調だ。高齢者層をターゲッ

揮する媒体である地方一般紙を活用

旅行需要の喚起に直接的な効果を発

VJC を推進する JNTO では、

各国の誘致競争により、旅行目的

「 後」と呼ばれる若者達が、消費

また、一人っ子政策の第一世代である

取り入れた商品、また地方空港への

「Made in Japan」 の 表

し、北京・上海・広州等主要都市に

地も多様化が進んでいる。最近、人

インターネットを活用した PR も重

示にこだわり、品質的に同レベルの

おいては旅行シーズン前にペイドパブ

気 なのは バリや プー ケッ

受け入れが開始されるなど、今後、

商品である場合に判断材料となるの

（記事広告）方式で、旅行目的地と

ト、モルディブといったビー

in Japan」 で あ るこ と が一

は日本製品か否かで、多少の価格差

しての日本の魅力をアピールし、大

チリゾートであるが、米国

チャーター便を利用した新規ルート

など簡単に跳ね返してしまうことも

連・青島・杭州・南京等の成長市場

旅行の解禁に伴い、「米国

要となる。JNTO では、中国語版

少なくない。

では、旅行社との間でより具体的に

本土」＋「ハワイ」のよう

誘致競争はさらに過熱するものと思

近年、日本の大都市では中国国内

訪日旅行商品とイメージを合体させ

な商品にも問い合わせが多

種のブランドになる。 衣 類でも 電

の銀行カードには必ず付帯している

た共同広告を掲載し、その他の地方

いという。

も好評である。

デビットカード機能、すなわち「銀聯

の有望都市では毎月、旅行目的地と

訪日 旅 行 商 品では、 従

ホームページでの情報発信や訪日旅

カード」決済システムを導入する大型

しての日本を印象付けるイメージ広

来の主 力 商 品であるゴー

われる。

家電店、百貨店が急増し、また銀聯

告を載せるなど、市場の成熟度に合

ルデンルートに加え、一昨

うと各国が盛んに誘致競争を展開し

様々な紙面でのさりげない日本情報

効 果 的に露 出 度 向 上を図っている。

る。 安 価な旅 行 費 用で２

クルーズ会社も増加してい

が可 能になり、 参 入 する

大都市住民の間では、外国旅行熱

カードで日本円を引き出せる ATM

わせた方式で PR している。このほ

年来、 上海地 域で大きな

行商品の紹介にも重点を置いている。

も増えており、中国人が日本でお金

か、上海では地元テレビ局と連携し、

成果を挙げているクルーズ
を利用した日韓ツアーは、

ている。韓国は主要都市にラッピン

の掲載を狙い、桜の開花情報や各種

国 旅 行は身 近な存 在になってきた。

が急速に高まっており、一般にも外

を使いやすい環境が整いつつある。

また北京では富裕層を購読ターゲッ
トにとらえている旅行雑誌と協力し

商品の多様化

激化する中国人旅行者誘
致競争と情報発信
急成長する中国人の海外旅行市場

て、訪日旅行特集を企画するなど、

年より天津からも出発

を巡り、この巨大な消費を獲得しよ

グバスを走らせ、マレーシアはテレビ

80

12
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もあり、買い物好きな中国人の案内
に慣れた同行ガイドでさえ驚かされ

トとした「夕陽紅（輝く夕日）
」
ツアー

やアニメツアー等、SIT（スペシャ

億

5000 万 人 を 超 え、 米 国 を 抜い

ル・インタレスト・ツアー）の要素を

イ ン タ ー ネット 人 口 が

広告が溢れる。また、今年から米国、

て世界 位に成長している中国では、

いる。新聞紙上では各国のイメージ

あることも、ショッピング衝動を突き
台湾で中国人（大陸）団体観光旅行

ることもある。また、日本製商品で
動かすのに重要な要素で、
「Made

2

気製品でも、厳しい中国人旅行者は

1

08.12.9 5:36:02 PM
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今年からは米国旅行が解禁された。
（ニューヨーク）
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観光市場としての中国

の中核になり始めたことで、団体観
光に替わって「自由行（個人旅行）
」
型商品が人気を集めている。今年彼
らは 歳から 歳、改革開放後の経

訪日 旅 行に影 響 するマイ
ナス要因
年は、 月までの中国人訪日者

月

令が出されたようである。中国では、

好調であったが、その後の米国に端

日）の一般観光客の集客はおおむね

日～

観光立国日本を実現する上で︑大市場で
ある中国での誘客促進は欠かせない︒

月

個人資産による一般観光旅行市場の

を発する金融危機の影響で、株価・

国 慶 節休 暇（

ほかに、それ同等規模の観光経済活

不動産価格が下落するなど経済不安

下旬にさらに引き締めを強化する指

順調に成長が続く中国市場ではあ

動を生み出していると見られる政府・

が広がっており、また航空機の燃油

数が 万人、上半期が好調に推移し

るが、訪日旅行にはマイナス要因と

企業の公務・商務旅行市場があり、

サーチャージも高水準が続き、 年

済発展を享受してきた世代である彼

して懸念される点もある。旅行のピー

訪日旅行プロモーション活動でも無

後半の見通しは楽観できない状況に

めている。

たため、前年同期比では ・ ％増

させ、個性的で他と違ったものを求

クシーズンにおける航空機の座席供

視できない分野となっている。中国の

ある。しかし、中国の経済成長がお

らの消費スタイルは、画一化されたも

める傾向が強いことから、こうした

給不足や受け入れ態勢の整備不足は

大企業の多くは、事実上国有企業お

おむね維持されていれば、多少の振

となった。

要望に対応できるよう、日本でも制

すでに知られた課題だが、

よびその傘下の企業であり、自粛通
月の四 川 大 地 震の直

のを嫌い、自らの嗜好、要求を優先

度の柔軟化、商品の多様化を推し進

最近の不安要因として、今

幅はあるにせよ、中国人海外旅行者

年

の意味合いが強いと見られ

を控えた公務員の引き締め

あるいは北京オリンピック

初は、震災被災者への追悼、

いることが挙げられる。当

張・視察が大幅に減少して

や国 有 企 業 幹 部の海 外 出

自 粛 通 達により、 公 務 員

で、海外旅行の問い合わせや申し込

の中国の金メダルラッシュの興奮の中

は好調であったが、開会式やその後

た反応が多く、海外旅行の申し込み

うだ。オリンピックの開催前は冷め

変更した人たちが意外に多かったよ

レビ観戦を含むオリンピック観戦に

夏休みのレジャーを海外旅行からテ

ク・ パラリンピックの開 催によ り、

因をはねのけるだけの魅力ある創出

発を両輪で進め、訪日旅行の阻害要

の関心をひきつける魅力的な商品開

的な PR と、 移ろいやすい消 費 者

る中、競争に埋もれないための効果

増え、各国による誘致競争が激化す

消費者にとって旅行先の選択肢が

誘客促進は欠かせない。

現する上で、大市場である中国での

く可能性は高く、観光立国日本を実

月の北京オリンピッ

たが、 地 震 被 害の拡 大 が

みが途絶え、公務員出張自粛指令の

に取り組んでいく必要がある。また、

～

学校の校舎での手抜き工事

影響と相俟って、 月の中国人訪日

日本国内の受け入れ態勢や査証制度

後に提 出された公 務 旅 行

によるものだという批判を

客は前年同月比でマイナスとなった。
9

率は低い。

な取り組みも重要であろう。

皮 切 りに、 党 幹 部・ 公 務

また、

達の影響は大きい。

5

数の増加の趨勢が長期にわたって続

10

の見直しも含め、官民挙げた長期的

員の汚 職・ 腐 敗 が広 く糾
弾されることになり、 月

8

8

08.12.9 5:36:03 PM
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29

9

5

月には、若干盛り返したが、伸び

北京オリンピックでの中国の金メダルラッシュで海外旅行の申し込みが途絶えた

08

1

28

9

8

8

9

08
79

19
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観光市場としての中国

旅の基本はまず《地図》から

中国はとにかく大きい！凸凹のある中国地
図（写真左）をみると、広さ
（日本の 25 倍の
面積）だけでなく幅（世界の屋根から海まで
の高低差）が実感できる。まずは中国地図を
眺め、その大きさを再認識。すると何だか中
国が少しわかってきたような気になる。
中華料理と一口に言うが、食文化もその
土地々々でのそれぞれの食文化が発達し、
現在に至っている。例えば、一般的に日本
人がイメージする中国人の代表的な食べ物
は餃子かもしれない。しかし、実は米を産
し主食とする南部と、米がとれ
ず小麦を主食とする北部、中
国を南北に分ける境
界を淮河とする
か長江とするか
は 別として、 北
部は米がとれな
いから小麦を植
トラベルサロン道 代表取締役
え、餃子・饅頭・
麺類が主食となって北部の食文化を形成し
てきた。酒文化もしかり。紹興酒に代表さ
れる醸造酒、俗にラオチュウ（老酒）とよば
れる酒は米が主原料であり、
江南（長江の南）
地域が米の主産地であったからこの地で老
酒が花開いた。同様に気候が厳しく地味が
豊かでなく、とうもろこしや高粱などを植え
るしかない東北や貴州・西北では蒸留酒、
つまりパイチュウ（白酒）が発達した。日本
酒には新鮮な魚の刺身が合うように、気候
の厳しい地域では度数の高い白酒と香辛料
たっぷりの辛い料理がその地に暮らす人々の
身体に合ったのだ。
日本人が大好きな三国志演義。凸凹地図
で蜀の国をあらためて確認すると、ちょっと
した発見がある。蜀の国が天然の要害であ
る峻険な山並みに囲まれており、守るに易く
攻めるに難しい地形であることが一目瞭然。
故に魏の６分の１の国力でありながら一時代
が築けたのだと納得する。
『蜀道之難、難於
上青天（蜀道の難きは、青天に上るよりも難
し）
』と李白が詩ったことはまさにこのことで
ある。

中国の旅のプロによる

私見
「中国観光の魅力」
豊嶋伸司
旅︑そして記録

筆者は現在、熟年層やシルバー世

代を主な対象とした、中国や東南ア

であろうし、予定通りに事（旅）が

ジアの世界遺産巡り、専門家を同行

があると思う。１つ目は《旅を創る》

進んだ時の充実感やそれとは正反対

したフィールドワーク、書道の旅やシ

楽しみ。ガイドブックを繙き、参考

の時の場合もあるであろう。そして

ルクロードツアーなどのオーダーメイ

文献を読み漁り、時刻表を使って旅

最後は、
《旅を振り返る時の楽しみ》
。

08SP1-3.indd 1

ドな旅創りに携わっている。

のスケジュールを組み建てる楽しみ。

それは旅行直後の場合もあるし５年

①苗族の既婚女性

これは中 国 旅 行には限 らないが、

２つ目は、
《旅行中の楽しみ》
。そこ

後、 年後の場合もあるだろう。

《 旅 》には 大 き く《３つの楽 しみ》

には想定外の出来事・出逢いもある
10
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中国発サイトや出張も活用して感動を残そう
表：中国観光関連お薦めサイト
特徴

ＵＲＬ

名称

現地安全情報ほか

http://www.cn.emb-japan.
在日本国大使館
go.jp/aboutus_ j.htm

中国公式観光情報

http://www.cnta.jp/

日中コミュニティサイト
http://www.chinacenter.jp/
（自動翻訳機能付）

中国国家観光局（東
京）
心連心

ht tp://w w w.recordchina.
レコードチャイナ
co.jp/index.html

中国ニュース通信

h t t p : //s e a r c h i n a . n e . j p/ サーチナ（中国情報
guide/
局）

総合ガイド

http://tabikko.com/world/
旅っ子 . コム
china-info.html

②キジル千仏洞（クチャ）

動時、現地での施設視察時等、それ

ものは考え方ひとつ、専用車での移

した時間帯の確保も難しい。しかし、

旅は時間的な余裕もなくまた旅に適

般観光ツアーとは違い、出張先での

ることをお勧めしたい（表参照）
。一

地作成の日本語サイトもチェックされ

ている情報源のほかに、是非とも現

出張であっても、日本で作成され

ず。

がしか新しい・楽しい発見があるは

と。好奇心を全開にしておけば、何

談などもビジネスマンならではのこ

用に使われる高級レストランでの商

ローカルレストランでの食事、接待

人宅や観光ツアー用メニューの無い

ツアーではまずあり得ないし、中国

ある。乗用車での都市移動など一般

ち入ることのできない特別な世界で

は一般の観光ツアーの参加者には立

手 元 に 残ってい

スナップ写 真 が

と出来上がりの

クトの進行過程

て、そのプロジェ

かわった 者 とし

プロジェクトにか

○○市での××

な る。 例 え ば、

の旅 》の記 録に

なくとも《自分

観光情報リンク集
（現地情報有り）

h t t p:// w w w. g n a v i . c o . j p/
ぐるなび北京版
beijing/jp/

北京グルメ情報

h t t p:// w w w. g n a v i . c o . j p/
ぐるなび上海版
shanghai/jp/

上海グルメ情報

h t t p : // w w w . x i t o n g . n e t /
杭州市旅游委員会
hztour/

杭州現地情報

http://railway.org.cn/link/
中国鉄道倶楽部
index.html

中国鉄道情報

中国のインターネット http://smile53.com/travel/ ほうしう北京へお出
情報
china/internet/index.htm
かけ
旅行専門サイト（例）

http://www.tabichina.com/

旅チャイナ

安全防犯対策情報リン http://www.securitynet.jp/ セキュリティネットワ
ク集
travel/index.htm
ーク

業務報告書・出張報告書に反映され

何事にも記録を撮る。たとえそれが

れるのであれば、業務の間も含めて

遇ったらまずデジカメでパチリ。許さ

知らないもの、初めてのものに出

《自分の生きた証》として話ができ

あるいは家族とその地を訪れた時に、

を 再 訪 し た 時、

を隔ててその地

れ ば、 何 年 か

る小道具足り得る。つまり、
《現地で

しか残せない記録、本人にしか残せ

or

ない記録は現地で》という提案であ

る。それがオンリーワンの
《旅 仕事》

の記録、それも自分自身の為の記録

になる。ただ、その整理は後日、時

間が取れる折にゆっくりとすればよ

を携帯して

注１

い。欲張れば、記録写真を撮る際に

G ＰＳユニットキット

おけば、写真付きマップが作成でき、

後日利用する際には大変便利だ。

注１：撮った写真（動画・ルート表示も可）

をパソコンの地図上で表示させるキット

③武夷山の茶畑（福建）

（筆者プロフィール）
1958 年生まれ。妻は中国人。1980 年より北京語言学院、
上海復旦大学に留学。留学中に各地を巡り中国の人・歴史・自然・
文化に魅せられる。中国専業旅行社勤務を経て起業。オーダー
メイドによる旅創りと通訳案内士として訪日中国人に日本を紹
介し今日に至る。サイトは http://www.travel-michi.co.jp/
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中国観光の魅力、
選りすぐりお勧めコース

旅の魅力、それは感動が得られることにつ
きる。中国にしかない大自然・民族・歴史・
文化。最後にこれまでの私の３００回以上に
なる中国行からこれはと思う観光コースをご
紹介したい。これらの旅がパッケージツアーと
して商品化されていないわけではない。だが
現地旅行会社を通じてガイドさえ同行させれ
ば、個人でも気のあった仲間同志とでもＯＫ。
より思い出深いプライベートな旅となる。

④広大な砂漠は大きな雨雲の下で 2 色のコントラストを織りなす

山西省

青海省

陝西省

銀川

蘭州

重

湖北省

市

四川省

河南省
武漢

慶

成都
ラサ

州

西安

安徽省

甘粛省

済南

山東省

西寧

チベット自治区

天津市

石家荘

河北省

太原

長沙

貴州省

江西省

湖南省

貴陽

雲南省

⑥タリム河

昆明

広東省

広西チワン族
自治区

江

合肥

南昌

ハルビン

蘇

省

南京

杭州

浙江省

長春

上海市

でも忘れられない光景だ。初めて見

▲

寧夏回族自治区

新疆ウイグル自治区

フホホト

た広大な砂漠が、明暗２色のコント

遼寧省 瀋陽

北京市

カシュガル

黒龍江省

吉林省

内モンゴル自治区

トルファン

ラストに分かれていた。
（写真④）大

クチャ

きな雨雲に映る砂漠に出遇ったのだ！

▲

▲

ウルムチ

❶ タクラマカン砂漠縦断

私はかつて３度ほど日本全土がすっ

ぽりと入ってしまう面積を持つタクラ

マカン砂漠を南北に縦断する石油公

路を走り抜けた。それは早朝より深

夜まで約 時間をかけたクチャから

ニヤまでの都市移動で、砂漠地帯は

石河子

その全移動距離 772 キロのうち５

５２キロにも及ぶ。そしてこの道はな

んと舗装されており（何故ならタン

80

11

▲

２ ウルムチ発 22:50
5806/5807 列車
３ クチャ着
13:40
４ 終日
クチャ郊外観光 キジル千仏洞ほか
タクラマカン砂
漠縦断
５ 終日
約 1,300㎞
約 11 時間
途中タリム河を
渡る
西域南道を西へ
６ 終日
約 600㎞
約６時間
ニヤ→ホータン
西域南道をさら
に西へ
７ 終日
約 500㎞
約８時間
ホー タン→カ
シュガル
８ 終日
カシュガル郊外カラクリ湖へ
カシュガル
９
航空機移動
約２時間
→ウルムチ
10 ウルムチ→北京・上海などへ

クローリー車の為に創られた道だか

１ 北京・上海などを経由しウルムチへ

ら！）
、時速も平均 キロ。それは今

参考ルート

福州

福建省

台北

台湾省

広州
香港特別行政区
門特別行政区

南寧

海口

海南省

⑦ウィグル族の一家

08SP1-3.indd 3

⑧西藏南道のとある看板

⑤キジル千仏洞
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観光市場としての中国
黒龍江省

参考ルート

ハルビン

石河子

クチャ

２ 終日
３ 西寧発
４ ラサ着

寧夏回族自治区

▲

青海省

西寧

河北省

太原

州

▲

甘粛省

河南省

▲

重

成都

湖北省

市

四川省

長沙

浙江省

福州

福建省

台北

台湾省

広州
香港特別行政区
門特別行政区

チベットへは４度ほど行った。前３

回は往復共に空路、そして昨年は天

空列車と呼ばれる《青蔵鉄道》でチ

ベット入り。車窓から眺める雪を被っ

た山々、青から緑へのグラデーション

が美しく澄み渡った湖。そして何度

行っても青い、そして雲が近く近く感

じるラサ！

それは日本

では得られ

ない 感 触、

手を伸ば

せばほんと

海口

ヤムドゥク湖

⑪

❸ 少数民族

ポタラ宮

⑫

⑬

巡礼者

たときには、その現地の人々の顔か

北京・上海などを経由し雲南省の省都昆明へ
着後陸路石林へ（約１時間３０分）
射し込む朝日に映え、徐々に燃え上がるような石林は格別！
石林観光後再び昆明へ
昆明→シーサーパンナ 航空機移動 約１時間弱
シーサンパンナ観光（タイ族寺院・市場など）後、航空機に
て大理へ（約１時間）
大理観光（崇聖寺三塔）後陸路麗江へ 約３時間
麗江観光
（四方街など）
後、航空機にて再び昆明へ
（約４５分）
昆明→北京・上海などへ

たちとともに大変親近感を覚えた。

４
５
６

うに掴めそ

うだ。
中国の少数民族、それは にも及

ぶ。それはそれは大変バラエティーに

富み、ユニークさ・独自性が大いな

る魅力となっている。
﹁照葉樹林文化

論﹂は一世を風靡した学説だが、私も

雲南省のシーサンパンナを訪れ自由

市場でお豆腐や納豆に似たものを見

３

南昌

広東省

広西チワン族
自治区

海南省

上海市
杭州

貴陽

雲南省 昆明

省

武漢

江西省

湖南省

貴州省

55

参考ルート

２

蘇

南京

⑩西藏鉄道

⑭シーサンパンナの自由市場

１

江
合肥

慶

▲

済南

山東省

西安

蘭州

天津市

石家荘

▲

山西省

陝西省

銀川

フホホト

南寧

⑨氷河が残る峰々

遼寧省 瀋陽

北京市

カシュガル

安徽省

青海湖へ（高度順応のためにも是非訪れたい）
20:28
Ｎ９１７列車
新疆ウイグル自治区
21:50
ラサ郊外 ヤムドゥク湖へ（歩くことが少ないの
５ 終日
チベット自治区
でまずこちらへ）
ラサ市内 ジョカン（大昭寺）・パルコル（八角
街）・ポタラ宮
ラサ
６ 終日
（宮殿内を参観するには坂道等もありきつい。
おまけに参観時間の制限まである）
７ ラサ→成都・西安・北京へ

長春

内モンゴル自治区

トルファン

❷ チベット

１ 北京・上海などを経由し青海省の省都西寧へ

吉林省

ウルムチ
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黒龍江省
ハルビン

石河子

クチャ

吉林省

ウルムチ

長春

内モンゴル自治区

トルファン

遼寧省 瀋陽

北京市

カシュガル

青海省

陝西省

銀川
西寧

山西省

寧夏回族自治区

新疆ウイグル自治区

フホホト

重

湖南省
長沙

▲

江西省

シーサンバンナ

昆明

石林

蘇

省

南京

上海市
杭州

貴陽

▲▲

江
合肥

武漢

▲

雲南省

湖北省

貴州省

▲
▲

市

四川省

河南省

慶

成都
ラサ

州

西安

安徽省

甘粛省

済南

山東省

蘭州

チベット自治区

天津市

石家荘

河北省

太原

南昌

浙江省

福州

福建省

台北

台湾省

広東省

広西チワン族
自治区

広州
香港特別行政区
門特別行政区

南寧

海口

⑮朝陽に映える石林（雲南）

海南省

10

茅台酒の産地として有名な貴州省

のか、民家の中へ招かれて親しく懇

も少数民族の多い地域。ちょうど

年前、私は１人のお客様のお伴で苗

談する機会を得た。その折のスナッ

ハルビン

トルファン

1 北京・上海などを経由し貴州省の省都貴陽へ

遼寧省 瀋陽

北京市

カシュガル

青海省

フホホト

山西省

銀川
西寧

湖北省

安徽省

河南省

蘇

合肥

市

江西省

▲

桂林

広西チワン族
自治区

広東省

南昌

浙江省

福州

福建省

台北

台湾省

広州
香港特別行政区
門特別行政区

南寧

上海市
杭州

貴陽

▲

省

南京

武漢

長沙

湖南省

▲ 貴州省

雲南省 昆明

江

慶

四川省

州

西安

成都

14

済南

山東省

蘭州

甘粛省

天津市

石家荘

河北省

太原

重

ラサ

寧夏回族自治区

陝西省

2 貴陽→凱里 高速道路 196㎞ 約２時間 民俗博物館見学
新疆ウイグル自治区
上郎徳村にて苗族
３ 凱里→榕江 山道
210㎞ 約５時間
の銅鼓踊りを見学
チベット自治区
少数民族の村を見
４ 榕江→黎平 山道
100㎞ 約３時間
学しながら移動
肇興ではトン族の
５ 黎平→三江 山道
220㎞ 約５時間
鼓楼を見学
三江郊外の程陽永
６ 三江→桂林 舗装道 180㎞ 約４時間
済橋見学
７ 桂林→北京・上海などへ

長春

内モンゴル自治区

現地ガイドとの総勢３人、同じ黄色

吉林省

ウルムチ

人種ということで親近感を持たれた

参考ルート

族のお祭りを訪れた。当時は現地を

黒龍江省

石河子

クチャ

プ写真が ページの①。

⑰大理三塔（雲南）

訪れる日本人は皆無に等しく、また

⑯麗江（雲南）

海口

海南省

⑱苗族の未婚女性の踊り（貴州）

⑲銅鼓の演奏（貴州）
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観光市場としての中国

上海市

南昌

浙江省

▲

武夷山

福建省
土楼

▲

福州
▲

広東省

台北

台湾省

広州
香港特別行政区
門特別行政区

南寧

注２：岩に浸みわたったミネラル水で育っ

省

▲

広西チワン族
自治区

ロン茶、漢字での表記は烏龍茶。烏

長沙

たウーロン茶

蘇

南京

杭州

貴陽

参考ルート

江
合肥

武漢

江西省

市

湖南省

チベッ

は焙煎後に変色した茶葉の黒色を表

湖北省

貴州省
雲南省 昆明

❹ 茶文化の旅

河南省

慶

四川省

し、龍はその捻じれた形状が龍に似

ていることから名づけられたという。

山東省
州

西安

重

ラサ

済南

安徽省

甘粛省

成都

08SP1-3.indd 6

中国ではお茶の種類を色で分ける。

西寧

天津市

石家荘

河北省

太原

蘭州

チベット自治区
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だが驚いたのは別のこと。一番美味し

陝西省

銀川

長春

フホホト

山西省

寧夏回族自治区

青海省

観光庁（当時国交省）が今年の春に
行った日本人の海外旅行についての海外
旅行満足度・意識調査によると、期待
と満足度のギャップが最も大きかった国
は、中国とフランスで同率であった。そ
してその主な理由は食事とホテルの内容
の悪さである。安かろう悪かろうのパッ
ケージツアーが横行するなか、きちんと
した旅作りへの取りくみと、お客様への
説明以外に対応策はない。

ハルビン

新疆ウ

遼寧省 瀋陽

北京市
新疆ウイグル自治区

よくある中国観光への不満：
どう対応？

緑茶・黄茶・白茶・青茶・紅茶・黒

内モンゴル自治区

㉑武夷山市岩茶敞トルファン
カシュガル

㉒武夷山九曲渓下り

黒龍江省

吉林省

ウルムチ

クチャ

いお茶は売らない。自分たちで飲む。

客人や同業者、同じ村の者たちと飲

むのだ。

⑳武夷山（福建）

茶それと茶外茶。

木乃伊取りがミイラになった。中

国ツアーではよくお客様を中国茶店

へご案内する。回数を重ねて行くう

ちに段々と興味が増し、私はまず北

京の中 国 茶 葉 卸 売 専 門 店 街の馬 連

通へ通うようになった。そして青茶、

を専売す

注２

日本でいうところのウーロン茶の最高

峰、福建省武夷山の岩茶

る問屋の主人と懇意となり、一昨年

のゴールデンウィークに、とうと

う１人で現地を訪れて茶主宅

に寄宿。茶摘みから選別ま

での全工 程を学んだ。 ウー

石河子

カシュガル

海口

海南省
１ 厦門（アモイ）・広州などを経由して武夷山へ

武夷山観光（竹の筏による九曲渓下り・高級ウーロン茶「大
紅袍」の原木がある九龍寨公園）後、航空機にて再び厦門へ
専用車にて田螺坑土楼へ
３ 終日
古の知恵が詰まった要塞である
４ 日本へ
２

注）茶摘みシーズンは年１回、５月のゴールデンウィーク頃（第１～第２週
にかけてのみ）

㉓田螺坑土楼（福建）

㉔土楼内部（1F 厨房、2F 居室、3F 倉庫）
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増加、これまでの取り組みに手応え

課題を解決する方向として、いわゆ

ないという課題に直面している。この

重厚長大製造業の割合が低い。それ

致を考えた場合、人口 億人を抱え、

外需獲得の一環として、観光客誘

中国人観光客の誘致活動

外需を獲得しようとしている。

コンベンション誘致等で人を呼び込み

として集客交流産業の振興、観光や

る外需型産業の振興を掲げ、その柱

を感じている。
札幌市の経済情勢
札幌市は経済面で大きな課題を抱
えている。札幌市の産業構造は、第
三次産業が約 ％を占めており、こ

にもかかわらず、札幌市がこれまで

れまで日本の経済成長を支えてきた

90

きた理由は、一つに人口の急増を背景

他の大都市と遜色ない成長を続けて

れた中国人観光客は、 年に比べ５

ゲットになる。しかし、北海道を訪

経 済 成 長 著しい中 国は有 力なター

倍となったとはいえ、わずか３万人で

しかない。
しかし、これら二つの柱は昨今の

2000 人、前年比 ・ ％増であっ

万

長率二ケタとともに歩んできた。そ

情勢変化により大きく揺らいでおり、

た。ビザ取得の緩和方向や経済発展

年に日 本を訪れた中 国 人
の間、北海道への中国人観光客は約

今後はこれらに依存することはでき

にある。

や札幌への公共投資による経済効果

とした消費の拡大、二つには北海道

13
6000 人から約３万人へと５倍に

開設してから約５年、中国の経済成

日中経済協会北京事務所札幌経済交流室

可児敏章

●︿札幌市﹀︿新潟県﹀︿大阪府﹀︿岡山県﹀︿北九州市﹀の取り組み

進 む 地 方 交 流

月、日 中 経 済 協 会

北京に札幌経済交流室を開設
2003 年

北京事務所内に札幌経済交流室を

北海道・札幌観光に
手応え

94
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札幌市の取り組み
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くのスキーヤーに来てもらおうとい

国の旅行社が協力して、中国人の好

げた。高級ホテルのスィートルームで

を背景にしたさらなる増加が見込ま
具体的には、北海道スキー連盟の

の宿泊、オプションとしてゴルフや乗

みやニーズに合わせたツアーに練り上

ジや認知度から考えても、北海道観
協 力の下、 北 京 市 体 育 総 会、 北 京

馬、熱気球、ラフティング等々、様々

う取り組みを始めた。

光に対する潜在需要は依然として掘
郊外スキー場 カ所と提携し、中日

い中国人の中で、特に富裕層を中心

ダへ行っている。雪に対する憧れが強

な雪を求めて、欧州アルプスやカナ

い。超富裕層のスキーヤーは、良質

所もあることは意外と知られていな

郊外に人口雪によるスキー場が カ

ほとんど雪が降らない北京市だが、

キー交流は初めての試みで、今後５

である。自治体による日中相互のス

裕層に浸透させて行こうという戦略

キー専門家の確かな紹介を通じて富

の良さを知ってもらい、口コミなどス

指導者の育成交流を通じて、北海道

スキー指 導 者にターゲットを絞り、

場のＰＲをするのではなく、北京の

た。これは、単に一般市民にスキー

友好青年スキー交流事業を立ち上げ

であった。

分もあるが、次につながる取り組み

て初めての試みで、試行錯誤する部

ツアーの企画は自治体、旅行社にとっ

超富裕層を呼び込む、このような

場があり、予想以上の反響となった。

というものだ。当日は 300 人の来

温泉、高級食材を満喫してもらおう

なニーズに応え、主に北海道の自然や

育てていきたい。

とされるのは、東京、大阪、京都が

中国人観光客のゴールデンルート

おわりに

にスキーブームの到来を期待し、北

～ 年にわたり継続的な事業として

道に、欧州やカナダに匹敵するスキー
リゾート地があることをＰＲし、多

い北海道は、これに対してやや苦戦

含まれるツアーである。距離的に遠
中国の超富裕層をターゲットにし

している。そこで、これに連動して、

超富裕層向け旅行ツアー

た取り組みとして、北海道旅行を通

当面は東京から北海道を経由して帰

京へという札幌 北京の直行便の強

国、あるいはその逆に北海道から東

常のエコノミーツアーではなく、 週

間で 万～ 300 万円前後の高額で
豪華な旅行、「ラグジュアリーツアー」
を提供する商品即売会を開催した。
外資系金融機関の重要顧客を対象と
して、ダイレクトメールと電話での個
別勧誘を行った。
企画で重視したのは具体的な旅行
内容で、札幌などの地元旅行社と中

らえるに違いないと確信している。

光の宿泊地として北海道を選んでも

を体験できれば、次の長期滞在型観

一度来てもらい、その素晴らしさ

にしている。

みを活かした戦略に重点を置くこと

－

1

スキー客をターゲットに

り起こしが可能であろう。

れ、中国人の北海道に対するイメー

ラグジュアリーツアー商品即売会

京から直行便でわずか４時間の北海

2
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50

15

スキー交流事業
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「黒龍江省ハルビン市水環境整備事
業」に係る研修実施の経緯
2004 年３月に行われた「日中
経済協力会議 於仙台」の東北共同

策等を活用する」ことを宣言した。

における日本の地方自治体との連携

（JBIC）の中国向け円借款業務

である。この観点から、国際協力銀行

がら日中協力を促進することが有効

味を活かし、具体的に提案を行いな

日本の地方自治体がそれぞれの持ち

方交流をさらに発展させ、その中で

展のためには、日中東北地方間の地

宣言は、「日中の東北地方経済圏発

さらに、先の「新潟県・黒龍江省友

組む必要はないでしょうか」
と述べた。

おいても、この課題に積極的に取り

す。
（中略）日中両国の東北地方に

の重要かつ緊急の課題となっておりま

「日中両国の経済協力において現在

取り組み」について提案、この分野が

環境分野における日中両東北地方の

テーブルで、泉田知事が、「省エネ・

済協力会議の日中東北首脳ラウンド

今年６月に新潟で行われた日中経

交流圏の表玄関」として、
「人、もの、

ら、本県では、新潟が「北東アジア

最短距離上に位置する。このことか

東アジア地域と日本の首都圏を結ぶ

内においても交通の要衝にあり、北

航路で結ばれている。また、日本国

これらの地域とは多くの定期航空路・

韓国、極東ロシアと至近距離にあり、

年、泉田知事と栗省長との間で覚書

そして、友好提携 周年を迎えた今

交流を中心に交流が進められている。

生の教育旅行の受け入れなど、人的

龍江大学への派遣、黒龍江省中高校

をはじめ、県立女子短期大学生の黒

龍江省からの県費留学生の受け入れ

月に友好提携が結ばれた。以降、黒

とがきっかけとなり、1983 年

図るもので、具体的には、下水処理

より、同市の下水処理能力の向上を

の下水処理施設の整備を行うことに

た 。同事業は、ハルビン市市街部で

度分）案件の一つとして組み入れられ

して中国に対する円借款供与（ 年

江省ハルビン市水環境整備事業」と

事項が策定され、同年 月に「黒龍

係る円借款プロジェクトの研修関連

ルビン市等との間で、水環境整備に

の研修を行う予定だったが、実際は

に分かれて来県し、それぞれ２週間

の３年間、ハルビン市関係者が３陣

研修の実施期間は平成 ～ 年度

一環として位置付けることができる。

業の本県での研修実施はその交流の

境保全交流」を明記しており、本事

年度に 回、今年度に２回行った

20

実施は、本県土木部都市局下水道課

22
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修に関する計画を策定し、研修カリ

キュラムを実施することであり、下

水道整備、管理等の知識や技術の提

供を通じて環境人材の育成協力を行

亀田郷土地改良区の理事長を務めて

これを受けて、 年 月、日中経

うことにある。

いた故・佐野藤三郎氏が中心となっ

情報」が行き交う場となるよう、
様々

が取り交わされ、今後は、人的交流

18

研修計画の策定・カリキュラムの

（第１表）
。

1

6

構成される。本県の役割は、当該研

19

05

研修内容

な施策を展開している。
新潟県と黒龍江省との交流
本県と黒龍江省との交流は、当時、

れた。

場の新設および下水管網の整備、な

1

に加えて、経済交流等一層幅広い分

06

らびに実施機関等職員の研修等から

25

北東アジア交流圏の表玄関

済協会のマッチングにより、本県とハ

好県省提携 周年の覚書」でも「環

て三江平原の農業開発を支援したこ

下水処理施設視察

野で交流を進めていくことが確認さ

新潟県は、日本海を隔てて中国、

－

前田哲也
新潟県知事政策局国際課北東アジア交流推進室主任

08.12.9 5:47:22 PM
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円借款を活用した環境
人材育成協力
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が行い、同課の担当等が主に下水道

講義形式から質疑応答形式に切り替

知識や技術が、今後、ハルビン市で

本県としては、この研修で提供した

たその例外ではない。本県は、今後

問題が発生しており、黒龍江省もま

とも、日中経済協会や日中東北開

えるなど、柔軟な対応に努めた。

の下水道整備や管理に役立ち、同市

発協会等関係機関・団体の協力を

関連法規、管路の基本計画、汚水処

の生活環境の向上や河川等の環境保

得ながら、黒龍江省との間で環境対

ハルビン市重点工程建設弁公室審計処長ほか（10 人）

午前

下水道事業の資金管理と経営管理

午後

汚泥処理場の資金管理と経営管理
10/14( 火 )

汚水処理設備メーカー工場見学

午前

汚水処理設備メーカー工場見学

午後

国際協力銀行表敬訪問
10/10( 金 )

午後

休日

10/12( 日 )

休日

10/13( 月 )

休日

10/15( 水 )

汚泥処理施設見学

10/16( 木 )

下水道管路の工事現場見学

10/17( 金 )

閉講式
帰国 新潟→ハルビン

中国は著しい経済成長により環境

10/11( 土 )

月の第３ 陣の受 け 入 れを

もって、本県での研修は終了する。担

全に繋がることを願うものである。

20.11.17 〜 28

今年

類と特徴等について講義した。また、
当の下水道課職員によれば、いずれ

午前 （移動）

10/ ９( 木 )

午前

汚水処理場の基本計画、下水処理方法の種類と特徴

午後

水質管理、汚泥管理、汚泥処理構想、汚水の収集と処理に関
するコンピュータ管理
午前

下水処理場・汚水ポンプ場の施設見学

午後

下水道の運営管理の講義
10/ ８( 水 )

下水道施設の構造、下水道関連法規、管路の基本計画 ( 管材、
布設工法）

理場の基本計画、下水処理方法の種
関東地方の汚水処理設備メーカーの

第3陣

供与案件として決定された 年現在で

が市内を流れている。本事業が、円借款

あり、中国７大河川の一つである松花江

000 平方キロ）は黒龍江省の省都で

市（人口約 950 万人、面積約５万３

注 ： 本事業の対象都市であるハルビン

解決に取り組みたいと考えている。

は北東アジア地域全体の環境問題の

に努め、両地域の環境保全、ひいて

策や省エネ対策の促進等の情報交換

のグループも非常に熱心であり、日本

ハルビン市建設委員会計財処副処長ほか（９人）

今後の取り組み

工場や県内の汚水処理施設等を見学

20.10.06 〜 17

欲が強く感じられたとのことである。

の知識や技術を学び取ろうとする意

第2陣

は、同市は近年の急速な工業化および都

市化の進展、並びに人口の増加により、

存の下水処理場は２カ所のみ、下水処理

工業廃水・生活排水が急増する一方、既

率は６割程度にとどまっている。そのた

め、多くの下水は未処理で放流され、市

内を流れる松花江およびその支流の水質

於新

は、飲用水等に利用可能な水準を満た

さない状況にある。

参考文献

「2008 年日中経済協力会議

潟」報告書（日中東北開発協会）

「2004 年日中経済協力会議

台」東北共同宣言

於仙

08.12.9 5:47:24 PM
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した（第 表）
。研修では、その場で

19.12.04 〜 14

受講者の意見を取り入れ、一方的な

第1陣

ハルビン市城市内河建設発展有限公司副総経理ほか（15
人）

11

午後

10/ ７( 火 )

日本および新潟県の下水道、汚水処理場についての紹介
10/ ６( 月 )

－

－

独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 プレスリ

26

来日：ハルビン→新潟
10/ ５( 日 )

開講式

午前

2

主な来県者（人数）
期
時

06

リース（2006 年 月 日）

6

第 2 陣の研修日程
第２表

ハルビン市からの下水道研修の受入状況
第１表
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には第

回日 中 製 薬 企 業 交 流 会を

大阪市内で実施した。本事業は、道

」をテーマとして開催される上海

r
e
t
t
e
B
,
y
t
i
C
r
e
t
t
e
B

長とする環境視察団が来阪し、大阪

万博では、環境と発展が調和し、人

e
f
i
L

の環 境 関 連 施 設や企 業を訪 問。 同

日中両国の関係を一層発展させる

間で、経済交流の促進に関する協議

年として、上海市長と大阪府知事の

係者との交流を行うフォーラムを開

団を上海へ派遣、地元政府や企業関

連企業と行政関係者で構成する訪中

た環境関連の国際見本市に大阪企業
ゾーンを設置し、また環境セミナー
よび経済界は、上海との経済交流を

24
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スマッチングの機会創出を図るととも
に、コンサルティング機能も付加し、

修 町に本 拠を置く大 阪 医 薬 品 協 会

200 名を超える日中の製薬企業お

日中ビジネスのサポートを行ってい
内（上海市）で開催されていた「中

よび政府関係者が参加し、盛大に行

の協力の下、開催しており、今回も

国華東輸出入商品交易会（華東交易

われた。これまで、本事業を通じて

る。同年 月には、これまで中国国

会）
」を産業界と一緒に誘致し、大阪

上海万博への出展

ライアンスが期待される。

れ、今後も製薬・バイオ分野でのア

上海市内に日中の合弁会社も設立さ

年より

市内での開催を実現した。
環境・省エネ分野の交流
経済交流の一環として、

2010 年に「

光集客、文化交流等を展開している。

と自然が調和を保って共存できる未

ため、大阪府では、1980 年 月、

書を取り交し、両地域の経済面での

催した。 年には上海市で開催され

2005 年には、 友 好 提 携

岸知事（当時）を団長とする大阪府

具体的な交流が急速に進展した。

上海市との間で「会談要録」と「議
定 書」 を取り交わし、 友 好 交 流 促
に、大阪府と上海市の友好交流が始

官民連携で実施するため「大阪 上

を開催するなど、環境分野での技術

まり、以来、経済、農業、医療、青

海経済交流推進会議」を設置した。

大阪には道修町を中心に製薬企業

交流や企業交流を進めている。

少年交流をはじめとする広範な分野

上海との経済交流の窓口を一本化し、

の集積があり、中国進出や中国企業

製薬・バイオ分野の交流
年

効率的に事業を実施している。 年

との交流を求める声も多く、製薬分

で友好交流事業を行っている。

には友好交流協議に基づき上海市内

７月には、大阪と上海の企業データ

月

に大阪府駐在員事務所を設置、大阪

年 ２ 月、 大 阪 府、 大 阪 市、 お

07

野での交流も行っており、今年

進協議会議を設置した。これを契機

活発な経済交流

友好訪中団を中国へ派遣し、その際、

10

ベースを構築、Web 上でのビジネ

11

－

06

来都市のモデルを探り、世界各国の

年 月には、大阪の環境・省エネ関

いる。同年 月に上海市副市長を団

環境・省エネ分野の交流を実施して

06

11

6
周

大阪府と上海市との地域
間交流

企業のビジネス支援、企業誘致、観

上海市との交流は進む（黄浦江越しに見える浦東のビル群）

交流の始まり

田中克明
大阪府国際経済交流課

08.12.9 5:47:25 PM
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橋下知事
（左）によるトップセールス
（右は韓正上海市長）

05

4

85

3

課長補佐

25
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共同発展を促進することを目的とし
ている。上海万博に日本の自治体と
して唯一、大阪の出展が認められ、「 環
境先進都市・水都大阪の挑戦」をテー
マに、大阪・関西の優れた実践例と
技術を紹介し、中国や世界の都市生
活向上に貢献するとともに、大阪 ･
関西の都市の魅力を世界にアピール
する予定である。
自治体外交の促進

ベーション事業を統括している。

インキュベーション施設の交流・連携
の成果

年、ＯＩＡ関係者らが上海市を

代表するインキュベーション施設であ

る上海市科技創業中心を訪問した。

現 在、 上 海 市 科 技 企 業 孵 化 協 会の

中心的な役割を果たしているこの施

設への訪問がきっかけとなって、双方

のインキュベーション施設の交流、連

携を進めることについて合意、仮協

定を経て、 年 月に岡山県および

9

方に基づき、「ものづくり企業の集積」
、

インキュベーション施設の連携組織で

岡山県では、2003 年から県内

所を超 すインキュベーション施 設へ

済 政 策に基 づいて、 国 内 600 カ

一方、 中 国では、 中 央 政 府の経

各種入居者支援事業を行っている。

ンや参加企業による個別商談会など

会では、日中双方のプレゼンテーショ

中心として行なっている交流・商談

市科技創業中心でＩＴ関連の企業を

この協定に基づいて、毎年、上海

ワーク（上海市科技企業孵化協会の

「企業の有する技術力・アイデア力」

ある「おかやまインキュベータ協議会

の国 家 支 援 が 行 わ れてお り、 その

を開催している。そこでは、これま

長を図るため、おかやまインキュベー

などの産業ポテンシャルを活用した

（ＯＩＡ）
」が中心となり、ベンチャー

う ち大規模な施設も数多く存在 す

でにＩＴ 関連企業がソフトウェアの

前身）と正式協定を締結した。

経済交流を進めている。

企業育成の一環として、上海市の「上

る。上海市には上海市科技創業中心
n
o
i
t
a
v
o
n
n
I
y
g
o
l
o
n
h
c
e
T
i
a
h
g
n
a
h
S

も中国をはじめとするアジア主要都

府関係者との交流を実施した。今後

トップセールスの下、現地企業・政

成・支援に取り組んでいる。それぞ

計８カ所あり、ベンチャー企業の育

運営するインキュベーション施設が合

岡山県内には、行政および民間が

律事務所等が連携して上海市科技企

ション施設があるほか、研究所や法

どをはじめ、

カ所のインキュベー

上 海 楊 浦 科 技 創 業 中 心 有 限 公 司な

）
、上海慧谷高科技創業中心、

た。

展開の足がかりとなったケースもあっ

ション施設に入居し、中国での事業

県内企業が上海市内のインキュベー

行うなどの成果が生まれているほか、

r
e
t
n
e
C

市に、知事トッププロモーションを行

れの施設間では、情報交換や交流を

今年 月には、橋下知事就任後

海市科技企業孵化協会」との交流事

い、大阪府独自の自治体外交を展開
していく。

業孵化協会を組織し、同市のインキュ

製品開発、販売において業務提携を

回目となる上海訪問に際し、企業ミッ

タ協議会を組織して、セミナーなど

ＯＩＡは上海市高科技孵化器ネット

03

大阪府は、橋下徹知事による新政
権のもと、新たな自治体外交を進め
ようとしている。知事の言葉にもある
「政治の世界は東京に任せて、大阪

02

今井竜吾
岡山県産業労働部新産業推進課ベンチャー育成班

（

は自治体として主要都市との具体的

上海市・岡山県の
ビジネス・インキュベータ
交流事業について

業を行っている。

岡山県と上海市のインキュベーション
事業

上海での交流会におけるプレゼンテーション

ションの現地派遣を行い、知事による

な都市間交流を進める」という考え

岡山県の取り組み
促進し、連携を強化して入居者の成

2

35
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月末に上海市科技創

業、新たに岡山大学内に完成した岡

人の訪問団が岡山県を訪れ、県内企

海楊浦科技創業中心有限公司から５

今 年も上 海 市 科 技 創 業 中心、 上

国政府も環境問題に対する取り組み

ペースで成長するものと予想され、中

後は環境関連産業が毎年 ～ ％の

に伴う環境負荷の増大を背景に、今

中国では、急速な経済成長とこれ

るビジネスチャンスが大きい分野であ
ると認識している。今回の商談会には、
ＩＴに加え、新たに環境分野も対象
として参加企業の募集を行なった。そ
の結果、水環境関連やリサイクル関連
の企業、産廃処理（リサイクル）
コンサ
ルタントなどからの申込みがあった。

循環型都市協力

サイクルプラントを建設し、リサイ

クルモデルの具体的プロジェクトを通

して、循環型都市の構築を進めてい

より、企業の業務拡大や業務提携に

よって、県内産業の情報発信はもと

設を起点とした上海企業との交流に

岡山県では、インキュベーション施

じめ、 年間 900 人近い中国人が

集積しており、中央政府の要人をは

エコタウンは多くのリサイクル産業が

関心を寄せている。中でも、北九州

と、日本の先進的な取組みに大きな

し、循環経済の構築に力を入れよう

中国では、資源節約型社会を目指

まった。

市と青島市との循環型都市協力が始

協力合意がなされ、 年から北九州

り、2006 年 に両 国 政 府 によ る

型 社 会 形 成を支 援 する機 運が高ま

のノウハウを活用した中国での循環

本の先進的なエコタウン建設・運営

る。近年、日中両国政府の間で、日

つながることを目指している。最終

訪れる。

循環型都市協力の始まり

写真１：新天地静脈産業園

目標は、上海と岡山の両地域の産業

環境問題解決に向けたビジネスマッ
チングへの期待

北九州市の取り組み

通じて、中国での環境問題解決に役

振興、経済発展にある。この事業を

社がある青島市では、新天地投資有

ス等の中国系大手家電メーカーの本

こうした中、ハイアールやハイセン

の中核として国家環境保護総局（当

る青島市の新天地静脈産業園は、そ

国家級循環型経済モデル都市であ

青島新天地静脈産業園

立つようなビジネスマッチングが生ま

限公司とハイアールが合弁で家電リ

れることを期待している。

26
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についても、

山大インキュベータ、県庁等を視察
を重視している。このため、日本企業

業中心で開催する予定である。

し、意見交換を行うなど、交流を深
の持つ技術やノウハウ等の活用が見込

今年 月末の商談会に向けて

めた。また、上海での交流・商談会

16

園順一

北九州市環境局環境国際協力室環境国際協力係長

11

まれ、企業側は、巨大市場に参入す

15
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関連施設を視察（上海）
上海での商談会

北九州市・青島市の
循環型都市（エコタウン）
協力の成果と今後

07

11
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の静脈類生態工業園である。計画面

時）の批准を経て創設された中国初
産業に対する協力の可能性の模索、

既存または計画中のリサイクル関連
てきた。

立、双方の合同委員会で協議を行なっ

されていない。ただ、中古家電や廃

らず、日本のようなシステムは構築

いるため、壊れていても回収業者が

家電は、売り物としての価値を持って

④日本の循環型社会構築の取り組み
に係る青島市行政・企業関係者の訪

家電リサイクル事情

積は ・ 平方キロ、民間企業（新
天地投資有限公司）が経営している。

安価な労働力で廃家電を解体し、

買い取ってくれる。

イクルの事 情が異なる。日 本では、

市場価値のある金属類を回収できる

現在、日本と中国とでは家電リサ
家電リサイクル法に基づいて消費者

一方、回収後の廃棄物を適正に処理

日研修、⑤日中両国における本協力
このプロジェクトは、両国政府によ

がリサイクル費用を負担する。一方、

しない業者が多数存在することが問

のＰＲの実施である。

危 険 廃 棄 物・医 療 廃 棄 物 処 理セン
る合同調整委員会の合意の下、政策

中国では、家電リサイクル法に相当

製 品 回 収・ 総 合 利 用 プロジェクト、
ター、一般産業固体廃棄物埋立場が
検討部会と技術検討部会からなる日

（注）ケース①有価物 100％回収可能
ケース②有価物回収歩留まり考慮＊
＊ 2007 年 11 月中国家用電器研究院
電器電子製品回収利用率
テレビ 77％、冷蔵庫 73％、
洗濯機 78％、エアコン 80％

操業を開始し、今後は廃タイヤの資

処分費

題となっている。

人件費

する法律はまだ正式に公布されてお

減価償却費

376

トが予定されている。
（写真１、２）

15 3
5

具体的協力内容と実施体制

収運費

両市による協力プロジェクトの具体

買取費

的項目は、①青島市が策定する「青

素材売却益

6
22
15
ケース①

島市再生資源産業建設計画」に関す
る協力、②廃家電回収処理モデルプ

4
12
15
ケース②

240
29
180

3
29
15

193

中循環型都市協力委員会を両市に設

367
90
230
228

53
280
287

エアコン 358

支出
収入

ロジェクトに係る技術・設備導入の

写真２：新天地静脈産業園

20
150
45
59

テレビ

110
142

洗濯機

可能性についての検討、③青島市の

家電品目別収支構造
第１図

312

冷蔵庫

（単位：人民元／台）

源化や廃車解体に関するプロジェク

産業園内では、廃家電および電子

2

08.12.9 5:47:31 PM
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支出面では、大半を占める買取費圧

排出量は 万台で、近い将来 万台

①環境負荷の削減、②資源有効利用

北 九 州エコタウンの基 本 理 念は、
分の観点からフロン回収・分解等に

る再生資材の品質向上、③有害物処

高度な二次分解・選別プロセスによ

再生資源の適切な受入先の確保、②

素材売却益を増やすためには、①

義務化、およびリサイクル事業者な

や回収後の許認可事業者への受渡の

カーや量販店に対し、廃家電の回収

は困難である。このため、家電メー

ので、政府が直接的に管理すること

体のうち、８割以上は住民からのも

に達すると見込まれている。排出全

の最大化、③健全な静脈産業の誘致・
係る設備導入費用についての政策支

どの民間企業による家電リサイクル

縮が不可欠である。

育成である。両市の協力プロジェクト
援などが、今後の検討課題として挙

基本理念

は青島市がこれら基本理念を理解し

システムの構築に対し市政府の協力
によるメリットを享受できるような

げられた。
（第１図）

これら基本理念の実現には、市場

市場経済では、事業成立が難しい

このほか北九州市において、今年

ル」構築の提案を行なった。
（第２図）

誘導施策を一体化させた「青島モデ

クル事業を持続的に展開することが

家電リサイクルシステムの構築・運

原理に基づく民間企業によるリサイ
重要である。そして、家電リサイク

営には、運営資金の手当てや廃家電

月に経 済 産 業 省との共 催でセ ミ

ルシステムを構築するには、ケースス

政策提案

た上で、行われることになった。

家 電 リサイクルのケーススタ
ディ

90

術と政策の一体的検討が不可欠であ

性確保」のための提案、ならびに技

タディによる「リサイクル事業の事業

に加え、廃家電の数量確保や買取費

が必要である。また、設備導入補助

を確保するための政府による強制力

果を広く発表した。

ナーを開催し、これまでの協力の成

日中循環型都市フォーラム

写真４：回収ステーション

北九州市は、今年 月 日に青島

23

市で経 済 産 業 省、 国 家 発 展 改 革 委

員会および青島市と共催で日中循環

型都市フォーラムを開催した。この

フォーラムでは、約 200 人が参加

する中、これまでの協力の成果を発

表したほか、両国政府関係者による

法制度の紹介、今年度より本市と循

環型都市協力を始めた天津市、同様

に都市間協力を行っている兵庫県と

広東省の代表者が、それぞれの取り

組みについて説明を行った。
（写真３）

フォーラムの翌日は、新天地静脈

産業園を視察し、これまでの助言・

提言の成果を確認した。同産業園で

28
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52

の圧縮、さらに不適正処理者の取り

中国有数の家電メーカーがある青

写真３：日中循環型都市フォーラム

10

2

る。

締まり強化を実現する強制的対応も
旧家電回収処理管理条例」の早期施

求められる。
特に、
中央政府による
「廃

新天地静脈産業園のプラント拡大

行等を前提に、国、省、市が入荷、

技術提案

計画を基に、家電リサイクルプラン

リサイクル、出荷の各段階において、
必要な政策を相互に連携させ、実施

トの年間処理台数を 万台規模（

品目合計）とし、
プラント処理フロー、

することも提案した。

員を設定して、事業性の検討を行っ
は成立しなかった。事業成立のため

島市では、現在、潜在的な廃家電の

た（第１図）が、結果として事業性
には、収入面では素材売却益の増大、

「青島モデル」の構築

導入機械設備の設定、価格、必要人

4

08.12.10 6:18:31 PM
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53

▲

家電販売店

▲

不適正
回収・処理事業
取締強化

東省内に カ所の回収拠点と 139

あった廃家電の回収についても、 山

設が着々と進められており、課題で

ではあるものの、第２期プラント建

は、工場内部の設備配置はこれから

取組みの説明を交え、意見交換を行っ

て質問が出され、日本や北九州市の

住民への説明方法や法整備などについ

ら廃家電回収システム普及のための

委員会を開催、そこでは青島市側か

た。
（写真５）

や国 営企 業から排 出される廃 PC

山東省ならびに青島市が、公共施設

れている廃 PC の回収に関しては、

実施、また、中国で廃家電品目とさ

CSR の一環として電池の回収等も

な取組みがなされており、家電リサ

題に対し、行政と民間による一体的

ためには行政の支援が不可欠との課

リサイクルを事業として成立させる

までには至っていない。しかし、家電

今のところ、「青島モデル」の実現

おわりに

を無償で新天地静脈産業園へ提供す

イクルと適正処理は着実に進んでい
を行っているという。
（写真４）

実に進んでいる。

るが、青島市の循環型社会形成は着

布されることもあり、徐々にではあ

国版家電リサイクル法が近々正式公

ある中国のリサイクル事業だが、中

と比べると依然として多くの問題が

査団を派遣する予定である。 日本

援の進展を確認・評価するための調

静脈産業園のプラント建設や行政支

北九州市では、来年１月に新天地

期待される。

連設備製品の取引についても拡大が

入を希望しており、日中間の環境関

では、青島市側は日本からの設備導

るとの印象を受けた。プラント建設

るとの通達を出し、月 万台の処理

は、住民等からの廃家電の買取り。

のことであった。回収ステーションで

カ所の回収ステーションを整備中と

17

産業園視察後は、第 回日中合同

写真５：第３回日中合同委員会

社会回収

青島市政府

中国政府

1

3

▲

規制・誘導

高値買取
住民
普及啓発

廃家電買取
修理
新製品導入
法施行

▲

家電リサイクル
事業者
家電メーカー
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家電メーカー、家電販売店との連携による ｢青島モデル｣
第2図

▲
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進 む 地 方 交 流

支援
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広東省珠海市で﹁第
月 〜 日︑

一方︑今年 月 日に四川省汶川

で起きた大震災は︑ヘリコプター需

の登場と中国空軍の航空ショーだった

が自主開発した﹁殲

型軍用機﹂

博覧会で一番目立ったのは︑中国

販売契約が成約したと報道された︒

契約・意向書が結ばれ︑102 機の

通常︑中国の空には報道関係や救援

翼 飛 行 機の飛 行が許されているが︑

きや農薬撒布にプロペラ付きの固定

新疆の国営農場では︑例外的に種ま

便以外に飛行は原則禁止だ︒東北や

敷かれている︒民用航空機は︑定期

中国の空には︑厳しい航空管制が

緊急リースしてきたもの︑しかも救

だったが︑実はそのヘリはロシアから

を運搬するヘリの活躍ぶりは印象的

たされた︒堰き止め湖にショベルカー

救援手段で温総理は窮屈な立場に立

ヘリで震災地に来たものの︑無力な

災者に届かない︒温家宝総理が軍の

れ救援隊が進めない︑救援物資が被

要の起爆剤となった︒道路が寸断さ

が︑その裏でビジネス界では中国の

用などの民用ヘリコプターの姿もな

厳しい航空管制と乏しい
保有数

民用ヘリコプター市場に人気が集まっ

カ国から 600 社の航

12

援現場でのヘリ事故でさらに十数名

空関係者が参加︑約 億ドルに上る

5

い︒空は中国空軍のものだ︒

かれた︒

回中国国際航空航天博覧会﹂が開

9

中国︑
低空域の
飛行解禁へ

ていた︒

40

−
10
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の遭難者が出たことで︑機材の老朽
ぶりと絶対不足が露呈した︒結局︑
救援活動の中︑被災地に回すことが
できたヘリは︑すべて軍からで︑ 機
しかなかったという︒
ある調査によると︑中国の民用ヘ
リコプターの保 有 数は 110 機の
み︑その大半はロシアから輸入した
ものだ︒人口 100 万人あたりの保
有数は︑米国 機︑カナダ 機︑英
国 機に対し︑中国は僅か ・ 機︒
万人あたり︑

軍が保有するヘリも周辺国と比べ圧
倒的に少ない︒兵士

日本 ・ 機︑タイ ・ 機︑モン
ゴル ・ 機︑中国はわずか ・

森林防火︑高圧電線巡回︑交通管理︑

昌河飛行機工業公司と米国のシコル

先日︑江西省景徳鎮に本部を持つ

になっている︒
陸上海上石油開発︑鉱産物探鉱︑測

スキー社が共同で中国の民用ヘリ市

5000 余りの島もある︒国境警備︑

量︑郵便配達︑報道取材︑救援活動

場について需要調査を行った︒それに

万機の民間ヘリ需要があり︑市場

よれば︑2020 年までに中国には

など︑ヘリコプターの需要は多い︒
個人需要も旺盛だ︒民間市場では
離陸重量が トン︵ 人乗り︶〜

︶社︑
ベル社︑
ボー

する国際フォーラムには︑米国のシコ

いて開かれた中国のヘリコプターに関

出てきた︒道路の交通渋滞に巻き込

に使う外︑レジャー生活にも需要が

い︒民営企業のオーナーがビジネス

という︒

世紀最大のヘリコプター市場になる

加した︒同フォーラムでは︑中国を

数台の高級車を持つより小型ヘリ

と楽しく充実させたいなどの理由で︑

y
k
s
r
o
k
i
S

今後の世界最大規模のマーケットと

機︑という考え方だ︒現に︑広東省
に乗り入れたいと表明した︒

位置付け︑各社はそれぞれこの市場

17

中 国 は 広 い 国 土 と 長 い 海 岸 線︑

珠江デルタ地域では︑裕福な民営企

く知られている︒これはそもそもフラ

ヘリコプターでは﹁直﹂シリーズがよ

現在︑人民解放軍が保有している
業オーナーが自家用ヘリを持つよう

1

積極的姿勢の
欧米メーカー

ルスキー︵

規模は約 200 億ドル︑中国は

1
まれたくない︑限られた時間をもっ

トン︵ 人乗り︶の機種の人気が高

4

機という︒

個人需要中心に巨大な
市場潜在力

67

2

1

9

今年８月 日︑四川省成都市にお

4

40

イング社など世界著名企業 社が参

21

2

12

0 56
06

0

4

2

27

BELL222 型機
（米国）

6

15

11 26
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200 億ドルの民間ヘリ市場に欧米メーカーが照準
今年 6 月、東北地域での低空域解禁に関する会議が長春で開かれた。主な議題は、ヘリコ
●

プター生産の対外開放と、空軍が管制する長春管轄区の 1,000 メートル以下の空域を試験的

に民間に開放する事についてである。開放時期は来年の春頃という。2020 年までに中国は
民間ヘリ 1 万機の需要があるとされ、欧米の主要メーカーが市場獲得に乗り出している。
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﹂ 離陸

トン︑ 水 平 飛 行 速 度 315

y
a
w
y
l
l
A

社 か ら

機︑Z

中国民航総局の李家祥局長は︑中米

れた︒目的は︑瀋陽飛行機製造工場

バルディア社は東北地域の瀋陽を訪

いう情報を聞きつけたカナダのボン

両国はすでに中国向けヘリコプター

と 人乗りヘリコプターの合弁生産

1000 万ドルをつぎ込んだという︒

輸出および技術協力について数回に
わたって会談を行ったと明かす︒
中国の低空域市場が解禁になると

国内で進む企業再編と
法整備

去る 月 日︑北京で﹁中国航空

う︒

についての可能性を探るためだとい

いう︶が設立され︑中央テレビのトッ

工業集団公司﹂︵以下︑航空集団と

プニュースとして報道された︒新航

空集団は旧﹁中国航空工業第一集団

公司﹂と﹁中国航空工業第二集団公

司﹂を合併させたもので︑持ち株会

社方式で経営資源の合理化︑国際競

争力の増強を図るとの狙いだ︒登録

資本 640 億元︑従業員約 万人︑

本部は北京に置き︑総裁には林左鳴

が就任した︒

航 空 集 団は資 産 事 業 部と防 衛 事

業部に分かれ︑①輸送機︑②ヘリコ

プター︑③エンジン︑④ジェネラル型

機︑ ⑤機内装備︑ ⑥航空技術輸出

入を担当する つの子会社を設けた︒

この他 つの研究開発部門も置いた︒

集団関連会社は 200 社近くを数

え︑内︑上場企業は 社余りになる︒

航空集団は︑天津濱海新区にエア

バス A320 シリーズの組立ライン

を据え付けたばかりだが︑同地区に

ヘリコプター生産基地を設けると発

表した︒敷地面積は 102 平方キロ︑

総投資額 200 億元︑2017 年

に生産開始の予定だ︒﹁天津には地

32
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ンスの技術をベースに改良開発され
たものだ︒性能は︑﹁直
重量
﹂離陸重量 ・ トン︑

キロ／時︑最大航続距離 830 キ
ロ︒﹁直
水平飛行速度 306 キロ／時︑最
大 航 続 距 離 1000 キロ︒﹁ 直
﹂離陸重量 ・ トン︑水平飛行

速度 365 キロ／時︑最大航続距
﹂離陸重量

トン︑ 水 平 飛 行 速 度 278

離 480 キロ︒﹁直
・

キロ／時︑最大航続距離 556 キ
ロ︶である︒﹁直﹂シリーズ以外は︑
及び 171 型︵ロシア技術︶

HC120 型︵ アメリ カ 技 術 ︶ と
M
の機種がある︒
珠 海の博 覧 会 期 間 中︑ 中 国の企
業は欧 州メーカーから空 中 巡 回 お
機︑

よ び 海 上 救 援 用 EC155B1
型 機 を
AS350B3 型 機 を

型機を 機︑この他︑ロシアの M
型機 機の購買契約を結んだ︒

米 国メー カーは︑ 早 くから中 国
向けヘリコプター輸出の拡大を狙っ
年以降︑ボーイング社を
社 余りが中 国に対し︑ 技 術

ている︒
始め

協力︑部品供給ならびに人材養成の
分野において市場開発に力を入れ始
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めた︒ 年の間︑人材養成だけで約

米国シコルスキー社と昌河飛行機工業公司が合弁生産した S-76C 型機
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鳴総裁は強調した︒

理的︑産業的優位性がある﹂と林左
能になると観測されている︒

ついては︑合弁︑独資のどちらも可

れまで生産してきた機種はいずれも

るヘリ生産経験を持つ︒ただし︑こ

コプターを研究開発し︑昨年に開か

鷹科技有限公司﹂が︑無人操縦ヘリ

れた第 回北京国際航空展覧会で発

ス︑アメリカ製ヘリコプターのコピー

大型軍用機で︑それもロシア︑フラン

して難しいことではない︒昌河飛行

または組み立て作業だけだった︒

中国にとってヘリコプター生産は決

資で︑登録資本 120 億元のジェネ
機工業集団公司とハルビン飛行機工

さらに航空集団は珠海市と共同出
ラル型機の航空会社を設立し︑また︑
業集団公司は︑それぞれ 年にわた

民間では︑ 年に民営の﹁上海雛

上海臨港開発区では︑登録資本 億
元の大型飛行機用エンジンの研究開
発会社を作ることになっている︒
法整備の面では︑1995 年に公
布された﹁中国民用航空法﹂の修正
作業が始まった︒修正では︑個人用

50

01

本稿写真：｢直昇機服務網｣ “http//www.heliservices.cn/”より

には つの資格が必要だ︒①飛行機

関係者によると︑小型ヘリの生産

飛行機産業の勃興を意味する︒

い︒つまり︑中国における民用小型

連分野の開放も行わなければならな

象情報︑維持補修︑人材養成など関

前提だ︒これに伴いレター通信︑気

を始め小型飛行機が往来する為の大

低空域管制の開放は︑ヘリコプター

表している︒

9

︵瀋陽事務所代表 西槙躍︶

も解禁の見通しである︒

という︒商用ヘリのリース会社の設立

ラブの経営資格も同時に与えられる

パイロット養成訓練校および航空ク

また︑ヘリ生産許可が取得できれば︑

航総局東北適航審査中心﹂となる︒

産を行う場合︑申請窓口は﹁中国民

ない︒ちなみに︑東北地域でヘリの生

産でも拠点の一つとなることは間違い

地帯であり︑今後︑ヘリコプター生

中国東北地域は軍需を含む重工業

民航総局の認証手続きが必要となる︒

を取得しても良いが︑その場合は中国

メーカーであれば自国でこの﹁三証﹂

③ 飛 行 機 生 産 許 可 証である︒ 外 国

適航許可証︑②エンジン生産許可証︑

3

飛行機に関しては﹁非管制空域﹂つ
まり低空域を設けることと︑農薬撒
布や吊り上げ作業などの飛行作業を
﹁民用航空﹂から分離して︑別分類
で管理するとの考えが示されている︒

年は中国民用ヘリ
元年に
今年 月︑長春で開かれた東北地
域での低空域開放に関する会議では︑
ヘリコプター生産分野の対外開放と︑
空軍が管制する長春管轄区︵吉林省︑
黒 龍 江 省 ︶の 1000 メートル以
下の空域を試験的に民間に対し開放
することが検討された︒広東省も同
時開放の検討に入っているといい︑具
体 的な開 放 時 期は来 年の春 頃 らし
い︒また︑外資のヘリコプター生産に

中国自主開発の H425 型民用ヘリコプター
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土佐堀法律事務所 弁護士・
関西大学法科大学院教授 村上幸隆

（3）期限が約定されていない債務
債権者は、債務者に履行準備に必要な期間を与えて履行請求
をした場合、原則として当該期限から時効期間が起算されます。
ただし、債務者が、債権者が初めて権利を主張したときに義務不
履行を明確に表明した場合は、訴訟時効期間は、債務者が義務
不履行を明確に表明した日から計算されます
（訴訟時効規定6条）
。
（4）契約の取消に基づく返還等請求権
取消権を有する当事者の一方が契約取消を請求した場合は、
契約法 55 条の 1 年間の除斥期間の規定が適用されます（
「訴訟
時効規定」7 条 1 項）
。取消権を有する当事者は、
取消事由を知り、
または知ることができた日より1 年内に取消権を行使しないとき
に、取消権は消滅します（契約法 55 条 1 項）
。契約が取り消され
た場合の返還・損害賠償請求権については、契約が取り消された
日から訴訟時効が進行します（訴訟時効規定 7 条 3 項）
。
整理すると、①取消権の行使自体は、取消事由を知り、また
は知ることができた日より1 年の除斥期間により、②取り消され
た後の請求権は、取り消された日から訴訟時効が進行することに
なります。

５ 中断
債権回収の観点から、訴訟時効の進行を止めるためにどうした
らよいか、という点は重要です。この点で、日本法と中国法とで
は大きな違いがあります。
訴訟時効は、①訴訟提起、②当事者の一方による請求、③義
務者による義務履行への同意により生じます（民法通則 140 条）
。
注意すべきは、日本法と異なり、単に当事者から訴訟外で請求
をしていた場合にも、訴訟時効が中断することです。日本法の場
合は、訴訟を提起せずに単に請求書を出していただけでは、催告
としての効力しかなく、後に訴訟提起をしないと時効が中断しな
いのに対して、中国法の場合には、それだけで時効が中断します。
一方で、日本の場合には、訴訟外の請求については、内容証
明郵便で訴訟外の請求＝催告をしたことを公的に立証する手段
があるのに対して、中国においてはそのような手段はありません。
公証人に請求書を持って行ってもらって公証してもらうとか、簡易
な方法ですとメールで請求する（ファクシミリよりも証拠としての
価値は高いと思われます）方法などが考えられます。
「訴訟時効規定」は、
時効の中断事由について、
訴訟提起、
請求、
債務承認についての解釈を示すだけでなく、これらの民法通則に
定める 3 つの事由の範疇に含まれるとは考えにくい中断事由を定
めています。
（1）訴訟提起
「訴訟提起」には、仲裁の申立、訴訟前財産保全の申立等訴
訟時効中断の効力を有するその他の場合が含まれます（訴訟時効
規定 13 条）
。
（2）請求
督促書面の手交（債務者が法人の場合、法定代表者、主たる責
任者、その他被授権者の受取署名等により到達を証明しうること
が必要）
、郵送、データ送付、債務者行方不明な場合の公告など
の方法によります（訴訟時効規定 10 条）
。
（3）債務承認
債務者からの分割履行、一部履行、担保提供、履行猶予申出、

債務弁済計画の策定等がなされた場合には、時効が中断します
（訴訟時効規定 16 条）
。
（4）関係機関などへの権利保護請求
訴訟提起及びこれと当価値の司法手続を履践する以外に、次
のような場合にも訴訟時効が中断します。これらの事由は、特に
訴訟時効を有利に援用する者にとっては、注意を要します。
①権利者が人民調停委員会及びその他の法律により関係民事紛
争を解決する権利を持つ国家機関、事業単位、社会団体などの
社会組織に相応の民事権利保護の請求を提出した場合、訴訟時
効は、請求提出日から中断します（訴訟時効規定 14 条）
。
②権利者が公安機関、
人民検察院、
人民法院に通報または告訴し、
その民事権利の保護を請求した場合、訴訟時効はその通報また
は告訴日から中断します（訴訟時効規定 15 条）
。
（5）中断の効果
中断が生じると、中断の時から訴訟時効期間は改めて計算しま
す（民法通則 140 条）
。

６ 中止
（1）訴訟時効期間の最後の 6 か月内に、不可抗力またはその他
の障害で請求権を行使できなかった場合、訴訟時効は中止し、
訴訟時効中止の原因が除去された日から、再び継続して訴訟時効
期間を計算します（民法通則 139 条）
。日本法上の時効の停止に
類似しています。
（2）中止の要件である
「その他の障害」については、
「訴訟時効規定」
に次のとおり定めがあります（訴訟時効規定 20 条）
。
①権利が侵害された民事行為無能力者、民事行為能力制限者に
法定代理人がなく。または法定代理人の死亡、代理権喪失、行
為能力喪失の場合。
②相続開始後、相続人または遺産管理人が未確定の場合。
③権利者が義務者またはその他の人のコントロールを受け、権利
の主張ができない場合。
④権利者が権利の主張ができないことを招くその他の客観的状
況。

７ 延長
中国法には、延長という制度があり、特殊な状況がある場合、
人民法院は訴訟時効期間を延長することができます（民法通則
137 条 3 文）
。
この「特殊な状況」とは、権利者が客観的な障害があったこと
により、法定訴訟時効期間において請求権の行使ができない場
合であると定められています（民法通則意見 169 条）
。

本誌 2008 年 11 月号、中国ビジネス Q&A で、P36 右段上 2
〜４行目につきまして、誤りがありました。以下のとおり訂正し
てお詫び申し上げます。
（誤）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）、
（正）同改正憲法は日本国憲法第 29 条第 1 項と同様、私有財
産制を憲法上保障したため（同第 13 条第 1 項）、
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中国における時効の管理
債権回収する際の重要な対策の一つとして、いかに、時効にかからないようにするかという点が挙げられる。時効に
かかってしまえば、相手方の資力いかんを問わず、債権回収ができなくなってしまうからである。時効に関して、中国
の法制度ではどのように取り扱っているのであろうか。
当社は中国と貿易取引をしています。2007 年 2 月に中国の会社に商品を売り、代金の支払期限を同年 3 月 31 日と定め
ました。ところが、相手側は資金がないとか、商品がキズものだなどと、様々な理由によって代金を支払いません。そうし
ているうちに、すでに 2 年近く経ってしまいました。聞くところでは、時効にかかる心配があるので、早急に訴訟を起こし
たほうが良いと言われました。中国での時効について教えてください。また、
時効にかからないためには、
どうしたらよいのでしょうか。
中国においても、日本の消滅時効に相当する制度が
あります。以下、日本法と比較しながら、中国の時効
制度を説明し、時効管理の際に注意すべき事項につ
いて述べます。

１．中国の時効制度
日本法では、消滅時効制度があり、一定期間権利を行使しな
いと権利が消滅します。その期間は、原則として 10 年（日本民法
167 条 1 項）
、
商事債権の場合には 5 年
（日本商法 522 条）であり、
特に動産売買の売買代金債権の場合は、
2年
（日本民法173 条1号）
となっています。
一方、中国法においても、日本の消滅時効とほぼ同様に、訴
訟時効の制度があります。これは、権利者が訴訟提起期間内に
権利を行使しなければ、訴訟手続によって強制的に、義務者に義
務を履行させる裁判所への請求権＝（勝）訴権が消滅するという
ものです。
訴訟時効に関しては、
「民法通則」の規定が基本となっており、
それを受けて、
「最高人民法院『中華人民共和国民法通則』の貫
徹執行に関する若干問題の意見」
（試行）
（88 年 1 月 26 日最高
人民法院審判委員会通過。以下「民法通則意見」という）があり
ます。これに、今般、
「民事事件審理の訴訟時効制度適用の若干
問題に関する最高人民法院の規定」
（法釈［2008］11 号、08 年
8 月 11日最高人民法院審判委員会通過、08 年 9 月 1日施行。以
下「訴訟時効規定」という）が制定されました。

２．訴訟時効にかからない権利
まず、前提として、訴訟時効にかかる権利は債権的請求権に限
られます（訴訟時効規定 1 条本文）
。したがって、物権的請求権
は訴訟時効にかかりません。
それに加え、今回の「訴訟時効規定」では、政策的観点から債権
的請求権でも、①預金元金と利息支払請求権、②国債、金融債券
の償還および不特定対象に発行する企業債券の元金・利息の請
求権、③投資関係に基づき発生した払込出資請求権などについて
は、
訴訟時効にかからないことを定めました（訴訟時効規定 1 条）
。
この中では③に注意する必要があります。すなわち、中国国内
で会社を設立した際の払込出資債務については、訴訟時効により
債務がなくなることはなく、永遠に請求されることになります。

３．訴訟時効期間
訴訟時効期間は原則として 2 年です（民法通則 135 条）が、
他の法律が訴訟時効について別に定めた場合はそれによります
（民
法通則 141 条）
。2 年の例外としては、次のものがあります。

（1）民法通則が定める1 年の訴訟時効にかかる場合（民法通則
136 条）
①身体に対する傷害についての損害賠償請求（1 号）
②品質の規格に合わない商品を販売し、
声明しなかった場合
（2 号）
③借賃の支払を延期するかまたは拒否した場合（3 号）
④保管の財物が遣失するかまたは毀損した場合（4 号）
（2）国際貨物売買契約などの紛争 － 契約法
国際貨物売買契約及び技術輸出入契約の紛争による訴訟の提
起または仲裁の申立期限は 4 年です（契約法 129 条）
。
これは、設問のケースに深くかかわる規定です。準拠法が日本
になるか、あるいは中国になるかによって変わってくるので、注意
が必要です。もし、中国法を準拠法とした場合、時効は 4 年、日
本法であれば 2 年になります。設問の例では、日本法を準拠法に
すると 2 年ですから、もう少しで消滅時効が完成してしまいます。
（3）製品品質法（産品質量法）による請求
製品に欠陥が存在することで損害が生じた場合、損害賠償請求
の訴訟時効は 2 年となっています（製品品質法 45 条 1 項）
。明示
された安全使用期間を経過していない場合を除き、損害をもたら
した欠陥製品が最初の使用者、消費者に引き渡されてから満 10
年で消滅します（製品品質法 45 条 2 項）
。
（4）執行時効
執行申立期間は 2 年です（民事訴訟法 215 条 1 項）
。勝訴した
としても、2 年間経過すると執行することができなくなりますので、
注意が必要です。勝訴判決をとった場合には、出来るだけ早く強
制執行する必要があります。

４ 起算点
訴訟時効期間は、権利の侵害を知り、または知ることができた
ときから起算します（民法通則 137 条 1 文）
。設問の例では、起
算点は、売買代金の弁済期である 07 年 3 月 31 日ですから、そ
こから起算して、準拠法が日本法の場合は、２年後の 09 年 3 月
31日を経過すると消滅時効が完成し、中国法の場合は、2011 年
3 月 31日を経過すると訴訟時効が成立します。
起算点に関しては、原則以外に次の規定があります。
（1）人身損害の賠償請求
傷害が明らかな場合は、傷害を負わされた日から起算します。
傷害が当初発見されておらず、後に検査により傷害を確認し、か
つ当該侵害により引起したことを証明できる場合、傷害を確認さ
れた日から起算します（民法通則 168 条）
。
（2）分割債務
最終支払期限から、
全体についての時効期間が起算されます
（訴
訟時効規定 5 条）
。
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外資はビジネス方式の多様化を進めた
（１

●日本テピア株式会社中国事業部部長

年の中国水ビジネス
市場の総括

内藤康行

住房和城郷建設部）が「市政公共事業の

プロジェクトで複数の収益ポートフォリオ

年は、水ビジネス市場は外資大手企

07

最新 中国水ビジネス事情

連設備の導入時期であり、技術導入の発

市場化促進に関する意見」と「市政公共

を構築）
。一方、国内企業は水ビジネスの

年は外資大手企業の資金力による相
次ぐ M&A 旋風に、国内企業は国有資
産が外国勢に持って行かれるとの危機感が
一気に高まった年であった。

課題は水資源利用効率と節水意識の向上（杭州西湖）

省エネ・環境コーナー

本年８月末に改定「循環経済促進法」が公布され、その中で「水価格（水道料金）
即改革」がうたわれ、加えて国内水資源保護と利用に関する実施工程前倒しの情報が

想はなかった。 年以降は設備と並行し

事業特許経営管理弁法」を発表したこと

経験不足から従来型の大投資を行って来

前のビジネス形態である「特許経営制度」

年に入り市場化形態が変化した。以

水ビジネス市場へと進出した。

大手企業は長い歴史と経験を基に、中国

05

年は買収劇で「幕が開き、幕が閉じ

（買収事例は表１参照）
。

ら、報告書を国務院へ提出し対処を求めた

外国企業に乗っ取られる」との危機感か

協会は「このままでは国営給排水企業は

による国有資産買収で中国城鎮供水排水

スのヴェオリアウォーターである。M&A

の嵐が吹き荒れた。その代表格がフラン

業 等の国 営 給 排 水 企 業 買 収（M ＆ A）

07

流れたことで、中国水ビジネス業界は「巨万の市場」として沸きかえった。中国の各
日に閉 幕した中 国 環 境 博 覧 会には、 国 内 外の 300 を超える

主要都市を中心に、この数年、水環境や水処理分野の展示会、博覧会が毎月開催され
ている。 中でも９月
環境保護関連企業が参加し、中国水ビジネス市場の潜在力を見せ付けた。
水ビジネス市場の開放から５年、
国内企業、
外資大手水ビジネス企業が相次いで参画、
一部業界関係者は中国の水ビジネス市場は巨大で、今後の市場成長も引き続き期待で

める。

資大型企業も建設・運営部門へ投資し始

が水ビジネスに相次いで参画する一方、外

きるとの見解を述べている。本稿では、中国の水ビジネス市場の経緯と現状を踏まえ、
今後の動向を見る。

中国水ビジネス市場の歴史
1995 年以前の水関連市 場（上下

て主要技術の導入が積極的となった。経

で、水ビジネス市場は大きく発展する。

たため、経営圧迫に陥るケースが散見さ

を維持したまま、収益の高度化を目指す

済発展に伴う複雑な水質形態、増大する

いわゆる「市場化」時代の到来が 年で

年３月と 月に、当時の建設部（現

処理量に対し、従来型設備では対応でき

ある。これを待っていたかのように、外資

2000 年以降、 水処理を事業とと
らえる動きが企業間で始まる。「水産業の
市場化」の始動である。市場の主導は行
政にあるものの、資本力のある大手企業

07

れた。

ないことが、その背景にある。

水道事業と工業排水処理分野）は主に関

12

入った。

各地方政府は水の適正価格調整の段階に

露呈し始め、これによって中央政府及び

は水事業体の運営が維持できないことが

源浪費は深刻な状態で、さらに、低価格

低さや、国民の節水意識欠如による水資

合理性を欠いていた。水資源利用効率の

料金と汚水処理費）は、水資源分配の

た。中国の長期にわたる低水価格（水道

徴的な事として、水価格の調整が行われ

た年」であった。また、水ビジネスで象

07

25
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外資大手水ビジネス企業に軍配
抜群のビジネスセンス

中国水ビジネス

富の分配
－
－

な徴収が核心である。 年以降現在まで、
11

11

にわたる穏やかな上昇への約束」を申し

した条件は、「水価格の安定的で、長期

となった。地方政府への投資と共に引き出

水価格上昇が多くの資金を投入する理由

ていたのは外資大手水ビジネス企業等だ。

一方、水価格上昇の機会の到来を待っ

れ、さらに投資固定配当等の要求を呑む

資の思うままに膨大な投資負担を強いら

ジネス経営の真意を理解しないまま、外

た形で収拾しているケースが多い。水ビ

ムズ等、最終的には中国企業が割を食っ

敗事例も各地で起こっている。スエズ、テ

クトは枚挙にいとまがないが、合作の失

せた。水ビジネス企業、維持管理会社、

ことが、水ビジネス市場を大きく成長さ

水ビジネス分野の発展を重要課題とした

兆 3750 億元とされた。 特に、都市

GDP の ・ ％とし、具体的金額は１

現のために、全国の環境保護投資需要を

計画」が発表され、その環境保護目標実

利用の淡水化および家庭用浄水器販売等

た水処理、オゾン、UV 殺菌、海水総合

として脚光を浴びているのが分離膜を使っ

水器販売等の事業群がある。中でも市場

料水販売（ペットボトル販売）
、家庭用浄

水浄化、管路敷設工事、海水淡水化、飲

水ビジネス市場には、浄水、給水、汚

注目される水ビジネス市場

出たとの報告もある。元々、水ビジネス

の事業である。

ベルリン
安徽合肥王小郢
ウォーター 汚水処理場

4.8 億元 23 年特許経営権
2004 年

中環保水務
厦門水務集団
投資有限

4.6 億元

一部買収、５浄水施設（45
％）、７汚水処理施設（55％）
2005 年

ヴェオリア
中信泰富

常州自来水公司

4.5 億元

国有資産権 49%買収。
30 年間合作 / 経営期間
2005 年

ヴェオリア
中信泰富

昆明自来水公司

10.05 億元

簿価の 5.5%、45％株式買
収 50 年特許経営権

2007 年 ヴェオリア

蘭州給水集団

2007 年 ヴェオリア

海口第一水務有
限公司

9.3 億元

簿価の３倍。国有資産権
49%を買収

2007 年 スエズ

揚州自来水公司

8.9 億元

簿価の８倍。国有資産権
49%を買収

2007 年 ヴェオリア

天津市北水業有
限公司

21.8 億元

（出所）CWR が複数メディア、資料から作成

いる。ヴェオリアウォーターは 年に中国

6000 億円、海水淡水化分野では

年上半期で生産高が 億 3900 万元

シェアはわずか５％だ。水ビジネス市場で

ジェクト実績を持っているが、いまだ市場

の市場規模になると証券アナリストは分

家庭用浄水器販売事業は 7500 億円

に達し、成長率は前年比 ％増となった。

るからだ。所得水準の向上で、多くの市

ず、市民サービスの悪化を招く懸念があ

水価格水準では給排水事業が成り立たた

と節水意識を向上させる必要があり、現

る。この背景は、国民の水資源浪費抑制

聴会を開き、水価格の調整を検討してい

方都市では地方政府が連日、聴聞会や公

独自で対処すべきとの自己防衛という主

道水の水質に対する不信と、直接飲料は

今後の成長株とする背景には、市民の水

に懸命である。家庭用浄水器販売事業を

はあらゆる戦略を練って市場シェアの確保

実」を獲得するのは容易ではなく、各社

3500 億元、この市場でも「うまい果

水ビジネスの全分野の投資規模は１兆

公共事業部門における水ビジネスでは、

民から賛同と支持を獲得している地方都

の水価格調整は確実視されており、水ビ

理プロジェクトは現行の BOT あるいは

今後継続して新増設が行われる汚水処
とになる。

ジネス市場はまた新しい局面を迎えるこ

観にある。

は増える一方だ。

くの外国企業が市場参入し、プレーヤー

レーヤーは約１万社が割拠しており、多

29
市もあり、各地へ拡大しつつある。年内

は「水価格」の改革である。現在、各地

水ビジネスを行う上で極めて重要なの

水価格改革の行方

独占している企業はなく、市場の「パイ」

市場に進出して以来、現在まで のプロ

08

35

析している。しかし、各事業市場でのプ

3

1

を求めて国内外企業が入り乱れている。

22

2010 年 に は 分 離 膜 分 野 で 約

設備製造、部品製造等、中国の水関連企

2004 年

４億米ドル

97

など、結果として経営不振に陥り契約破

年 月「国家環境保護第 次五カ年

07

企業の経営機軸は決して投資によるキャ

外資と中国国内企業による合作プロジェ

03

業は約１万社といわれ、各地に分散して

通用首創
ヴェオリア

簿価の３倍、50％株式買収
50 年特許経営権
深圳水務集団

簿価の 1.5 倍。国有資産権
49%を買収、30 年合作期間

棄となったケースも少なくない。

17.1 億元 49%株式を買収

ピタルゲインではなく、水価格の安定的

中国光大国 江蘇江陰市城市
4.58 億元 N.A.
際
汚水処理有限公司
2007 年

簿価の 30%アップ。
49％株式を買収

2003 年

20 億元
上海浦東自来水
公司
2002 年 ヴェオリア

その他
金額
買収先
買収元
時期
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M&A 事例
中国水ビジネス
表１

37 JC ECONOMIC JOURNAL 2008.12

JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 省エネ・環境コーナー

ングが注目される。また、従来の「集中

専業企業、プラントリースとメンテナン

TOT から DBO への移行、維持運営

よる大躍進が期待される。
（表２）

運営管理（各自治体）との有機的融合に

ノウハウを豊富に有する日本企業連合と

めている。最高の技術力とオペレーション

（設計 建設 運営）形態に移行すると
処理方式」から「分散型処理方式」に移

スサービス、 経 営・ プロジェクト企 画・

の多様化時代へと移行している。BOT、

指摘する有識者や関係者も多い。またプ
行する動きもある。実際に幾つかの中小

管理監督を網羅する水環境コンサルタン

管理を行うエンジニアリングコンサルティ

ラント維持管理分野の専業者も出現して
都 市（城鎮）では実施され始めている。

ト業、IT を活用した料金徴収や処理

な処理を行うことで、河川主流自体を傷

したオンラインモニタリングコントロール

施設の運転管理、インターネットを活用

市場化促進に関する意見」

② 2007 年３月 建設部「市政公共事業の

進法」

境関連では、コンサルタントサービス分
めず、汚染負荷を下げるものであり、コ

など、サービス主体の時代に入ることで、

月 建設部「市政公共事業

野で顧客の事業計画やプロジェクト遂行管
スト・技術面からも十分に評価される方

積極的な共同開発を行っており、現地に
余剰人員削減・ 国有企業制度改 余剰人員削減・
コスト削減
革
コスト削減

戦略

大型浄水・汚水 市場占有、プロ
処理施設投資、 ジェクト選定、
サービス優良化、 品質、量とスピ
M & A 強化
ードで差別化

地場プロジェク 市場占有強化、
ト限定、地場優 技術力強化
位性強化、
グループ巨大化
他社排除

資金運用

抜群の資金調達 投資、融資

融資

アピール

外資

上場企業
強

総合力

最強

強

比較的強

強

事業名

スエズ
ヴェオリア
ベルリン
国泰国際集団
ハイフラックス
香港中華ガス
匯津中国水務

安徽国禎環保護
創業環保
深圳水務集団
海南発展
武漢三鎮実業
中自控環保工程
青島銀河科技

首創愛華（天津）
嘉興市水務投資
北京排水集団
上海市原水
銭江水利開発
清華同方
深圳市大通水務

首創集団
桑徳集団
中国水務投資
金州集団
金源環保発展
北京控股投資
中環保水務

半期中国海洋経済運行情況報告」

④ 2008 年 国家海洋局 「2008 年上

特許経営管理弁法」

③ 2007 年

理等の事業は今後大きく成長する可能性

様々なビジネス形態が展開されるなど、

現在各地（城鎮）で盛んに汚水処理施

適した設備と価格帯を構築し、市場優位

先進

新たなビジネスが創出される可能性を秘

式の一つである。

設の建設が行われている。2010 年中

なポジション獲得に動いている。代表格は

管理

投融資

実績多い

ハード面では、外国企業は中国企業と

には全国に 3000 以上の汚水処理施

GE、シーメンス、そして世界最大の水

技術主流・通常 通常型

ている。

設が建設される見通しだが、このほとん

処理とソリューション企業のITT
（米国）

通常型・改良型

12

技術レベル 先進

実力 地場知名度

どが集中処理という膨大な資金を投じる

クトを展開中だ。

で、各社はすでに 以上の水処理プロジェ

インフラとして全体の都市計画に組み込

国内業界に再編の動き

プロジェクトであるため、処理施設は社会

む必要がある。従って、全体プロジェクト

国内水ビジネス企業（上場企業）を脅
かす存在が出始めている。これまで水ビ
ジネスにまったく関与していなかった電力
系企業等数社が市場に参入して来ている。
彼らは M&A を展開し、事業体買収を
行っている。水価格上昇という水ビジネス
の将来性、人口増加と加速的な都市化に
よる水需要に期待感を持っている。外資
企業からの M&A 防衛策としても、今

（出所）万瑞諮詢業界データ（2006）を CWR が編集

入札・協議
大中型浄水・汚
水処理施設

現地資源優位
ポジション 大型浄水・汚水
処理施設

全国規模
新設浄水・汚水
処理施設

外資・政府誘引 入札・協議

水ビジネス
投資グループ
国内
環境上場企業

地域性
水ビジネス企業
外資
水ビジネス企業

現地水事業

市場経営

後業界編成は加速されるだろう。

おわりに
中国の水ビジネス市場はビジネス形態

各水ビジネス企業形態にみる競争力分析
表２

20

38
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TOT 形態から３～５年内には DBO

おり、ソフトとハードを組み合わせたビジ
その考え方は、河川支流の河口で小規模

参考資料 ： ① 2008 年改訂「環境経済促

ネスが展開されると思われる。他方、環

多様化する中国の水ビジネス
（山東省）

が高く、中央政府も支援政策を打ち出し

－
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日中平和友好条約締結から30年、
北京も様変わり

A

北京事務所副所長

中山正浩

SEM 首脳会議出席のため麻生総

初めて「大きな誤解」を発見すること

長男を亡くし、次男夫婦と一緒に暮

理が 10 月 24 日に来華、これに

になる。

らしている。次男の夫人はもともと

合わせて中国政府も日中平和友好条

思えば、1982 年に筆者が三里屯の

先生の内弟子で、現在は日本専門の

約締結 30 周年の記念レセプションを、

当協会事務所に最初に赴任した頃は、

旅行会社を経営している。日本との

人民大会堂で開催した。麻生総理は、

中国の経済開放政策も緒に就いたば

関係は、依然として続いているようだ。

胡錦涛国家主席、宋健中日友好協会

かりであった。深圳や珠海に行ったと

嬉しいことに、生活が豊かになって

会長、日中友好７団体トップ等日中関

き、土地
（長期使用権）の販売が始まっ

も、彼らと筆者との親愛の情は依然

係者が集う中で、
「たかが 30 年、さ

たことは驚きであった。そのときの価

として変わらない。

れど 30 年」と名言とも言える言葉を

格と比べると、今では 100 倍ほどに

以前は、中国人が外国人の家を訪

冒頭に、所信表明を行った。

なっているかもしれない。誰が今日の

ねたりすると、アパートの外で彼らを

麻生総理就任のとき、中国の人たち

中国の発展ぶりを予想することができ

待ち構える人がいて、何を話したかと

から、
「今度の首相はどうか」とよく聞

ただろう。それほど大きな変化がこの

か、いろいろと聞かれたらしい。その

かれた。今後の日中関係の動向が気

30 年間に生じ、中国人の思考方法も

ようなことがあったことは、
最近になっ

になるのは彼らも同じだ。彼ら

て知った。それでも、彼らは

からすれば、一国の総理が毎

わが家をよく訪ねてきたし、わ

年替わることは理解し難く、依

れわれもよく訪ねて行った。

然として小泉政権時代の強烈

今では、そんな話しはほと

な印象が残っている。

んど聞かない。自由化が進み、

すで に 30 年が 経ったもの

若者の生活は日本とあまり変

の、依然として「平和、友好」

わらなくなっている。もちろ

関係が確固としたものだと言え

ん、これは北京のような大都

ない現状を、日中交流に携わ

会の話で、地方に行けば事情

るわれわれ一人ひとりがもっと

は異なる。中国でも、大都会

強く受け止め、何をすべきかを

と地方の意識のずれは多分に

真剣に考えなければならない。

北京駅近くの胡同も今は大通りに

中国日本商会では、関係企業
から寄付を募り、今後 10 年間、若い

ある。
農村幹部の腐敗ぶりを目に

大きく変わった。

すると、それを許す農村の人々にも問

中国大学生の日本での研修・視察の

当時から家族ぐるみで親しくしてい

題があると感じる。自分にうまい話

機会を提供するプロジェクトを始めて

る声楽家の先生がいる。彼の自宅は、

が転がり込むと、一蓮托生とばかり、

おり、間もなく第４次訪日団が出発す

以前は北京駅にぶつかる手前の小さ

文句も言わない体質では、簡単に腐

る。協賛企業から学生のホームステイ

な胡同を入ったところにあった。四合

敗根絶は進まない。中国人の日本観

を受け入れてくれる社員ボランティア

院を変形したような構えの家で、3 世

は、腐敗がなく、まじめで、勤勉とい

を募集するなど、受け入れ準備が進ん

帯が井戸水を共同で使用していた。そ

うのが一般的だ。もちろん、
（私のよ

でいる。こうした若い世代の交流は、

の小さな中庭で、夫人手作りの春巻
（２

うに？）そうでない人もいるが、なる

確実に彼らの人生に大きな影響を与え

枚重ねに薄く延ばして焼いたお焼きを

べくなら手本を示せるような日本人で

る。実際、企業や業界団体で働く社員・

はがして 1 枚にし、甘味噌を塗り、モ

ありたいものである。

職員にも、若い頃に中国と触れ合った

ヤシ、肉、ほうれん草、きゅうりの千

先日、大きな鮟鱇を買った。ぶつ

ことが、中国事業に携わるきっかけと

切り等を巻いて食べる北京の春の名物

切りにして、肝を入れて、贅沢な「あ

なった人もいるだろう。

料理）をご馳走になったことを思い出

んこう鍋」を食べた。北京でも、冬

す。今では、そこも北京駅に通じる大

には折れ曲がった冷凍の太刀魚しか

を活用して、簡単に国境を越えたコ

通りになり、昔の面影は跡形もない。

手に入らない昔から比べると、様変

ミュニケーションをとることができる。

その後、先生の一家は移転を余儀なく

わりである。ちなみに、その鮟鱇は

しかし、実際に見て、触れてみること

され、新興住宅地の大規模アパートに

２キロで 60 元と安い。中国人は食べ

が何よりも大切で、そうすることで、

２部屋をあてがわれた。今では夫人、

ないのかな？

最近の若者たちは、インターネット
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陳錦華中国企業連合会名誉会長が旭日大綬章を受章

この度、中国企業連合会の陳錦華名誉会長が、旭日大綬章を受章されました。
これは、陳名誉会長の「日本・中華人民共和国間の関係発展及び経済緊密化に
寄与」された功労を讃えるものです。
陳名誉会長は、これまで、日中友好の象徴的存在である宝山製鉄所プロジェ
クトをはじめ、両国間の経済関係の発展や両国経済界の交流拡大にご尽力され
てこられました。その詳細につきまして
は、昨年８月に当協会が邦訳出版した
陳名誉会長の著作『国事憶述』に述べ
られています。これは、陳名誉会長の
回想録であると同時に、中国の経済産
業発展史でもあり、今日の中国、およ
び日中経済交流の歴史を理解するため
お祝いの会で挨拶する陳錦華名誉会長

の必読書です。

今回、陳名誉会長が受章された旭日大綬章は、国家や国民に対し貢献した日
本人、ならびに日本との友好関係発展に寄与した外国人に与えられる日本国内に
おける最高級の勲章です。これまで中国人としては元中日友好協会会長の廖承
志氏、元副総理の谷牧氏に続き３人目となりましたが、初めて受章者ご本人が来
日され、親授式に臨まれました。
11 月６日に陳名誉会長の受章のお祝いの会を
当協会の主催で開催し、長年ご親交のある日本
の多くの政財界の方々がお祝いに訪れ、受章を
ともに喜びました。陳名誉会長は、
「今回の受章
は、自分一人の栄誉に止まらず、中日友好の尽力
された人々のものである」ことを強調されました。

受章された旭日大綬章

陳名誉会長の日中経済交流におけるこれまでのご功績を讃えるとともに、今
回の受章を衷心よりお祝い申し上げます。
2008 年 11 月吉日
財団法人日中経済協会

陳錦華名誉会長略歴
1929 年安徽省生まれ
1977 ～ 83 年：上海市副市長等
1983 ～ 90 年：中国石油化工総公司総経理・党組書記
1990 ～ 93 年：国家経済体制改革委員会主任・党組書記
1993 ～ 98 年：国家計画委員会主任・党組書記
1998 ～ 03 年：全国政治協商会議副主席
1999 ～ 07 年：中国企業連合会会長、中国企業家協会会長
2008 ～
：中国企業連合会名誉会長、中国企業家協会名誉会長
2001 ～
：ボアオ・アジア・フォーラム中国首席代表
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Japan China Economic association

Japan China Economic association
2008 年 10 月 Japan China Economic

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic

情報クリ ップ

10/5
〜17

Japan Chinaハルビン市水環境整備事業訪日団を受け入れ
Economic association

Japan China Economic

国際協力機構の 05 年度対中円借款対象事業であるハルビン市水環境整備事業の一環として、ハルビ

Japan China
Economic association
China Economic
ン市建設委員会計財処・尹升森副処長を団長とする
「ハルビン市水環境整備事業訪日団」一行 10 Japan
名が、
10 月５〜 17 日に当協会の受け入れで訪日した。日本滞在中、一行は新潟県、新潟浄化センター、関連企業、

Japan China
Economic association
関連設備メーカー等において、汚水処理に関する視察・研修を行った。

Japan China Economic

Japan China Economic association

Japan China Economic

Japan China Economic association

10/21

Japan China Economic association

Japan China Economic

月 10 日に
Japan China日中経済協会関西本部では、10
Economic association

Japan China Economic

関西地区会員懇談会を開催

「日中経済協会 2008 年度関西地区会員懇談

会」を開催した。本懇談会は関西地区所在の

Japan China Economic association

Japan China Economic

当協会賛助会員、関係機関との意見交換・交
流の場として 1989 年から続いている。

Japan China Economic association

Japan China Economic

懇談会では、まず当協会清川理事長より、

９月派遣の第 34 回日中経済協会訪中代表団

Japan China Economic association

Japan China Economic

の成果や 21 世紀委員会の提言を踏まえた活
動など当協会事業の紹介と報告を行った。続

Japan China Economic association

Japan China Economic

いて、神戸大学大学院経営学研究科・黄磷教
授から参加者の高い関心事である「2010 年

Japan China Economic association

関西地区会員懇談会

以降の中国市場」というテーマで、オリンピッ

ク後の中国経済の動向について講演いただい

Japan China Economic

Japan China
Economic association
た。

Japan China Economic

Japan China Economic association

Japan China Economic

Japan
China Economic association
10/20
〜 29

Japan China Economic association

Japan China吉林市総合環境整備事業訪日団を受け入れ
Economic association

Japan China Economic
Japan China Economic

国際協力機構の 05 年度対中円借款対象事業である吉林市総合環境整備事業の一環として吉林市水務
集団有限公司孫大軍副総経理を団長とする「吉林市総合環境整備事業訪日団」一行９名が
10 月 20
〜
Japan China
Economic association
Japan
China Economic
29 日に当協会の受け入れで訪日した。日本滞在中、一行は宮城県下水道課、横浜市の関連施設等にお
いて汚水処理事業に関する研修を行った。
Japan China
Economic association

Japan China Economic

Japan China Economic association

Japan China Economic

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

na Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

情報クリ ップ

10/28

na Economic association第 28 回日中石炭関係総合会議を開催

na Economic association

Japan China Economic association

日中長期貿易協議委員会の事業活動の一つである第 28 回日中石炭関係総合会議が 10 月 28 日、福

Japan China Economic association

岡市で開催され、日中両国から合わせて約 180 名が参加した。会議は、日中の石炭取引に携わる関係者
が会し、双方の現状を報告するとともに石炭取引における様々な課題について意見交換するため、毎年一

na Economic association

Japan China Economic association

度、日中で交互開催されている。

na Economic association

今回は、昨年に続き、日本側団長に鈴木均・石炭資源開発株式会社取締役社長、中国側団長に中日長

Japan China Economic association
期貿易協議委員会石炭分会・経天亮
分会長を迎え、全体会議、原料炭分

na Economic association

Japan
China Economic association
科会、一般炭分科会、総括会議をそ

na Economic association

Japan
China Economic
association
懇親会では、これまで
14 回にわたっ

na Economic association

Japan
China Economic association
長に、日本側参加者一同から特別記

れぞれ開催した。会議終了後の日中

て中国側の団長を務めた経天亮分会
念品が贈られた。

na Economic association

Japan
China Economic association
現地視察も行われ、原料炭関係者
は新日本製鐵大分製鉄所、一般炭関

na Economic association

Japan
China Economic association
係者は九州電力苅田発電所をそれぞ
れ視察した。

na Economic association

Japan China Economic association

第 28 回日中石炭関係総合会議全体会議

na Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

na Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

JCNDA NEWS

2008 年 10 月の日中東北開発協会の活動から
■ 吉林省図們江地域視察団 ( 日本海横断フェ

リー試験航海 ) 派遣 (10/23 〜 26)

■ 長春市発展改革委員会・楊副主任一行来会

（10/27）

当協会は 10 月 23 〜26 日、贄田興嗣団長 ( 東工コーセン

10 月 27 日、長春市発展改革委員会・楊瑞生副主任一行

取締役会長 ) 以下 12 名による吉林省図們江地域視察団をロ

４名が来会、安田参与ほかが対応した。長春市側から関連

シア、琿春、延吉に派遣し、新潟〜ロシア (トロイツァ港 )

プロジェクトの紹介等があり、今後の協力等について意見交

間の航路、琿春日本工業団地、琿春および延吉の日系進出

換した。

企業等を視察した。( 詳細は１月号で報告 )
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JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 次号の予告

2009 年1月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

日中省エネ・環境総合フォーラム
＆ 2009年中国経済
編集後記

先日、中国の弁護士と話をする機会があった。中国でも、

日中経協ジャーナル
2008 年 12 月号（通巻第 179 号）平成 20 年 11 月 25 日発行

景気減速に伴って倒産する企業が増えているようだ。韓国企

発行人

武田雄博

業などは、夜逃げ同然に、突然経営者がいなくなるところ

発行所

財団法人 日中経済協会

が多いという。その点、多くの日本企業はまじめに清算手続
きをして、きちんと処理する場合が多いと評価していた。
（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
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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」12 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 トップインタビュー：安全、安心、信頼の旅を創る
2 SPECIAL REPORT ①：観光市場としての中国
3 SPECIAL REPORT ②：進む地方交流
4 CHINA TREND CHECK：中国、低空域の飛行解禁へ
5 中国ビジネス Q&A：中国における時効の管理
6 省エネ・環境コーナー：最新

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
9
11

中国水ビジネス事情

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

2
4
6
8
10
12

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

7 現地便り：日中平和友好条約締結から 30 年、北京も様変わり
6．その他、
「日中経協ジャーナル」、日中経済協会についてご意見、
ご要望をお聞かせください。

8 陳錦華中国企業連合会名誉会長が旭日大綬章を受章
9 情報クリップ：ハルビン市水環境整備事業訪日団を受け入れほか
10 東北コーナー：JCNDA NEWS ２００8 年 10 月の日中東北開発協会の活動から
11 DATA ROOM：中国・日中の主要経済指標、08 年 9 月の日中貿易統計
12 08 年 9 月の主な出来事

ご氏名

3．体裁についてお聞かせください。
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7．お忙しいところご協力いただきありがとうございました。
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現状でよい

C もっと少なくてよい
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