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中国の景気刺激策と
日本鉄鋼業界の
対中ビジネス戦略
新日本製鐵株式会社執行役員

入山 幸

リーマン・ショック後の先進国経済の失速は、５年を超える好況を享受
してきた日本製鉄業を直撃した。今後の世界の鉄鋼業は、その存在の
大きさから、中国の動向が鍵となる。これまでの日本鉄鋼業にとっての
中国市場の位置付けを再確認し、現在中国政府が実施している景気刺
激策を踏まえ、日本鉄鋼業の対中ビジネスの将来を展望する。
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NIPPON STEEL CORPORATION

TOYOTA MOTOR CORPORATION

対中戦略の
日系企業の

鉄鋼業における中国
全世界の鉄鋼需要は 1970 年

国の伸びは実に驚異的であった。

一方、中国の鉄鋼生産も驚異的な

伸びを示し、年間粗鋼生産は 年の

億 3000 万 トンから

年の

億トンに増加し、中国は最大の鉄鋼

代 後 半から 2000 年にかけて長
期にわたり年間 億から 億トンレ
ベルで停滞した。ところが、

から様相が一変し、世界鉄鋼需要は
年 ～７％の成長を示した結果、

年には鉄鋼需要は 億トンを超える
までに至った。この原 動 力となった
年の

億 5000 万 ト

のは中国における需要の急激な伸び
であり、

年の４ 億 4000 万 トン
億 トン近 く増 加 した。 日 本の

ンから

1

8000 万トンであることから、中

年間総需要は好況であった 年でも

と

01

08

貌した。中国の鉄鋼生産能力は 年

輸入国の一つから最大の輸出国に変

5

01

08
年頃

1

末現在で年間６ 億 6000 万トン

と推定されている。

日本鉄鋼業にとっての
中国市場

年の前半まで日本の鉄鋼業は５

年を超える好況を享受した。日本鉄

鋼業、特に高炉業界にとって中国は

①鋼材の最大の輸出先、②国内外の

客先中で最も重要な輸出先（鉄鋼に

ついては間接輸出先）であり、さら

に③中国市場の急速かつ巨大な成長

が、長年の課題であった鉄鋼の過剰

能力を一掃し鉄鋼価格の上昇につな

がった。また④中国の巨大な新規需

要は、中国を狙いとした世界規模の

投資を喚起し、新たな鉄鋼需要につ

ながった。

このように、中国は正にこの好況の

最大の牽引役であった。上記③の状況

は中国自体の爆発的な鉄鋼設備投資

により、近時は逆に過剰な供給力が
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「鉄鋼産業調整と振興規劃」では過剰生産能力削減、
エネルギー多消費施設の淘汰を打ち出している
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水準に達した。需要家が在庫調整を

鋼材輸出の落ち込みは想像を絶する

製品と競争する中国製品の生産は限
短期に圧縮して実施していることが

懸念されたが、幸い日本の高炉鉄鋼
定的であり、日本の高炉製品が脅か
需要後退に拍車をかけているが、定
常時に戻ったとき世界の総需要がど

される事態には至っていない。
しかしながら、中長期的な観点に

こ数年の世界鉄鋼業の命運を握って
いる事は否めない。

中国の景気刺激策と
鉄鋼需要

確実に進み、前記①および②の状況

化が鉄鋼および機械産業等の分野で
回転を始めることを期待するのはあ

好況を支えた要因が近々復活し、再

戻るとは考えがたく、５年間の鉄鋼

鋼材はほとんどが汎用品の建材であ

付く。しかしながら、必要とされる

ではなく、即効的に鉄鋼需要に結び

一方、今回の刺激策は、中西部お

設備の大幅な淘汰を打ち出している。

効率で資源エネルギー多消費の中小

は次第に後退すると判断せざるを得

よび農村部における消費増加を、補

まりに楽観的である。

が急減少し、前記④のような投資も

を大量に使う建設機械の対中輸出）

中国への鋼材間接輸出（例えば鋼材

中国経済にも急ブレーキがかかった。

の輸出を柱として成長を続けてきた

を置いて直撃した。同じく先進国へ

とする日本の鉄鋼業を数カ月の時差

産を通して自動車、家電等を需要家

電等）の極度の販売不振、大幅な減

の失 速は耐 久 消 費 財（ 自 動 車、 家

リーマン・ショック後の先進国経済

と鉄鋼業については中国の存在の大き

ている。もっともな話ではあるが、こ

べき自助努力を行うべきと釘をさし

ための措置で各国はそれぞれしかる

中国政府はこの刺激策は中国自身の

国からの過剰な期待を敏感に感じ、

表し実施に移しつつある。一方で、各

ことから、大規模な景気刺激策を公

めには内需増加が最大の目標になる

期待が抱けない以上、成長維持のた

も欧米の需要回復による輸出復活に

中国の動向が鍵となる。中国として

製品の生産については中国政府が極

こうした個人消費需要に対応する

ろである。

中国政府の舵取りが注目されるとこ

ナリオも懸念されないわけではない。

ミニバブルおよびその崩壊というシ

れた単発的な刺激策にとどまれば、

の購買能力や需要とあまりにかけ離

いう柱を得る事となる。反面、個人

に加えてもう一本の国内個人消費と

む中国経済は、固定資産形成、輸出

自己回転につながれば、鉄鋼業を含

施策が中長期的に中国経済の拡大的

ＩＴ機器の普及を狙っているが、この

ある。具体的には、自動車、家電、

に進めようとしている点に新規性が

り、日本が得意とする高級鋼材の需

ない。

中国への期待

助金支給、税制特例等の手段で強力

リーマン ･ ショック後の
日本鉄鋼業

大規模な見直し、断念に追い込まれ

さから、中国の動向が少なくともこ

欧米の早期復活が期待薄のなか、

た。足元では、国内鋼材消費および

中国鉄鋼需要の急激な伸びは、日本鉄鋼業に５年超の好況をもたらした

6

JC ECONOMIC JOURNAL 2009.6

現状で年間約 億トン強の過剰生産

能力が中国に存在するが、この能力

ギャップの一部は埋まるものの、根本

的な解決につながるまでの効果は無

月 日に公表さ

く、中国政府も鉄鋼業の救済までは

意図していない。

鋼産業調整と振興規劃」は、鉄鋼生

こに落ち着くのかは何とも判断しが
インフラ投資が最大である。中国の

立てば、 中 国 鉄 鋼 業の高 度 化（ 高
大幅に先食いしてしまった欧米諸国

れた 2011 年までの鉄鋼政策「鉄

漸進的な拡大）
、および産業構造全

産の総量規制を今以上に強くし、非

総額 兆元の投入は、金額的には

20

土木 ･ 建設工事の迅速さは日本の比

たい。金融バブルに乗って有効需要を

3

の鉄鋼需要が短期で 年のレベルに

級 品の製 造 範 囲 および製 造 能 力の

1

般の高度化により、中国内での自製

4

要への影響は限定的である。また、

07
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景気刺激の目的から当然のことであ

力自国内生産を進めるであろうし、
では日本鉄鋼業にも直接・間接に恩

ろうが、個人消費の盛り上がり次第

寡には幅があるものの、いずれも少量

国の鉄鋼需要増につながる。量の多

であろうが、今回の世界同時不況下

売が重要な要素となる。異論もある

く自動車、機械、家電・ＩＴ機器等

の状況から見ると、輸出に重きをお

の鉄鋼製品の対中輸出増は省エネ関

に支えられた日本国内の鉄鋼需要に

ではない。しかしながら、日本から
連の一部高級鋼板で期待されるもの

は限界を認めざるを得ない。現下の

恵が及ぶこととなろう。

日本鉄鋼業の期待と希望

の、それ程大きくはなく、ほとんど

現在の中国の鉄鋼政策は外国鉄鋼

極度の落ち込みは中長期的にはある

接の中国への鉄鋼製品の輸出よりも、

企業の中国への投資について制限的で

が質・量ともに躍進した中国の鉄鋼

る。しかしながら原材料、部品等の
調達を通して日本の製造業に少なか
らぬ需要をもたらすと思われる。鉄
今回の諸施策はいずれにしても中

これら施策と今回改めて政策として

ある。しかしながら、内需拡大を通

程度まで回復するであろうが、これ

強調された鉄鋼の過剰生産能力削減

じて中国社会のより高度な発展を実

製品でカバーされるであろう。ただ、

･ 淘 汰とが結 び付いて、 中 国 およ

現する目的から見て、高度な技術と

らの国内需要が将来的にも約束され

び東アジアの需給バランスが中長期

製品を有する日本の鉄鋼業が自ら、

日本のみならず東アジア、さらには

的に適正なものに回帰することの意

または合弁企業を通して投資を行い、

ているとは考えられない。

味合いの方がより大きい。なぜなら、

中国の鉄鋼企業の一員として参画す

世界の鉄鋼業にとっては、直接 ･ 間

世界の総需要の ％超、日本の総需
の余剰生産能力がそのまま長期に存

要量を遥かに上回る年間１億トン強

中国国内では成長・淘汰 ･ 集約のプ

利益をもたらすこととなると考える。

ることは、中国 ･ 日本双方にとって

強いからである。

日本鉄鋼企業の将来展開
と中国
見方を変えて個別の日本鉄鋼企業
の将来展開という視点からは、今後

考える。

業としての高度化を促進するものと

の鉄鋼産業に適度な競争を生み、産

う。こうした投資の存在は中国国内

ずれかと協調的に進められるであろ

資は現実的にはこれらの企業群のい

業群が育ってきている。日本からの投

ロセスを経て、すでに強力な鉄鋼企

在すれば、鉄鋼業は再び ～ 年代
90

の構造不況産業に逆戻りする恐れが

80

中国における鉄鋼製品の生産 ･ 販
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鋼需要については直接的なニーズの
大半は中国鉄鋼業が満たすこととな

鉄鋼生産も驚異的な伸びを示し、鉄鋼輸入国から輸出国に変貌した
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トータルマーケティングを
確立していく

第一汽車集団および広州汽車集団と合弁で、天津、広州、成都、長春に６つの完成車工場と４つのエ
ンジン工場を展開するトヨタ自動車。2009 年 4 月の上海モーターショーには渡辺社長が自ら乗り込

み、中国市場重視を印象付けた。中国も金融危機の影響を大きく受ける中、危機後の中国のクルマ

市場をどのように見通し、どのようなクルマ社会を築こうとしているのか。加藤雅大総経理に聞いた。

回 上 海モーター

展 示 した I ユニッ
ト（一人乗りモビリ

日の第

ショーのプレス発表会では、渡辺捷
ティカー）をさらに

視しており、過去最大規模となる約

中国は米国を超える市場として重

の提 言 で す。 展 示

会への提案、未来へ

れは将来のクルマ社

いと思っていますし、将来的にはカ

今後は、新型クラウンを発売した

ピールしたのも中国重視の表れです。

力を注ぎました。渡辺社長が自らア

ショーを超え、昨年の北京を上回る

これまで重視していた北京モーター

ぎました。

して最 大の力 を 注

際モーターショーと

提 案 しよ うと、 国

れからのクルマ」を

ることに加えて、
「こ

技 術 を アピー ル す

した。ハイブリッドが中心ではあり

スも海外では中国で最初に生産しま

国で投入していくつもりです。プリウ

Ｖ、燃料電池車も展示し、いずれ中

Ｖ、 プラグインハイブリッド、ＰＨ

現 在 力 を 入 れて取 り 組 んでいるＥ

モーターショーで発表したわけです。

もと走行性、安定性は非常に好評を

グジャリーさが大切になります。もと

ですから、室内空間のワイド感、ラ

に乗る人が多い。トップ層が乗るわけ

ドライバーを雇って自分は後部座席

ました。中国でクラウンに乗る人は、

のですが、中国に合うように調整し

日本のものを中国で国産化していた

例えばクラウンは、

量販車で普及させる第一歩としてカ

イブリッドを中国に浸透させるため、

トヨタの環境技術の中核であるハ

いなのですか？

カムリハイブリッドはどのような狙

ボデーサイズとしました。

満たすため、日本より一回り大きな

今までのクルマ、

ますが、ほかのエコカーにも取り組

いただいていましたが、新型クラウン

ムリから入るわけです。レクサスで

んでいきます。
今回、上海モーターショーに出展

では、より中国のお客様のニーズを

上海モーターショーの展示風景

し た i REAL も、 愛 知 万 博 で

ていますが、これらを先行して上海

ムリハイブリッドも投入したいと思っ

48
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月

昭社長が新型クラウンやカムリハイ

進化させたもので、
互に衝突しないよう

4500 平方メートルのスペースに

全 体 として、 環 境

になっています。こ

台を展示しました。展示面積では、

ような狙いで出展されたのですか？

ブリッドを披露して注目を集めまし

13

高 速 走 行 しても相

4
た。今回のモーターショーにはどの

20

-

加藤雅大
豊田汽車（中国）投資有限公司総経理
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日系企業の対中戦略の新展開
企業インタビュー ❶

（注）本インタビューは 2009 年 4 月 23 日に行った。

加藤総経理。
北京の豊田汽車（中国）有限公司のオフィスにて

が、量販車で中国市場になじませた

もすでにハイブリッドを入れています

がキーポイントになりますか？

今後の中国事業の展開に当たって何

進しています。これらは
「クルマを作っ

蒙するドライバーズ・スクールも推

ンピュータ制御で最適な状態に組み

電気モーターとガソリンエンジンをコ

いきたい。トヨタのハイブリッドは、

供し、ハイブリッド技術を浸透させて

り多くのハイブリッド車の選択肢を提

があります。その為に、お客様によ

ブリッドのメリットを感じて貰う必要

ユーザーにもっと実際に走行してハイ

数面ではやや苦戦しており、中国の

て発展させます。このためには人材

開発、調達、販売を全部成り立たせ

オペレーションを確立していき、生産、

快適、便利を感じてもらえるような

動車ローンも普及させ、安心、安全、

ティングを展開します。さらに、自

カーライフを支えるトータルのマーケ

を売った後のアフターサービスまで、

でなく、ユーザーへの販売からクルマ

単に環境技術をアピールするだけ

目標にしていません。今年は不確実

中国において、マーケットシェアは

ように立てていますか？

その中国市場での今後の目標はどの

ほしいと世界中が期待していますが、

り、内需主導で世界経済を牽引して

中 国は金融 危 機から 最 初に立ち直

て売ったらおしまい」ではなく、中国

合わせる点に特徴があり、単に電気

育成がポイントになります。技術や

性も高いので、何万台という目標も

い。残念ながら現在のプリウスは台

がガソリンをサポートするのとは異

ノウハウを中国で伝承し、広めてい

掲げていませんが、 年を超えるレベ

の将来のクルマ社会を作り上げていく

なります。この性能の高さを浸透さ

く人が必要だからです。これは以前

ルを目指します。 ～ 月の中国市

ことを目的に実施しています。

せたいのです。

から取り組んでいることですが、ト

います。中国の国策である「自主ブ

境対策に最も貢献できる、と考えて

ハイブリッドが基本になり、中国の環

整備状況を考えると、やはり当面は

現在の電池技術の限界やインフラの

ズムや技術を学んでもらいたい。

トヨタの教材によって自動車のメカニ

ターも運営しています。中国全国で、

瀋 陽で生 産 技 能を学 ぶ技 能工セン

校をつくることにも協力しましたし、

ヨタは、北京で一番最初の自動車学

～ 150 万台を念頭に置いていきま

を超えるこの国の市場で、100 万

の目標としては、潜在力があり米国

えるようにしたいと思います。将来

ているので、当社も年間で昨年を超

場全体の販売規模は前年同期を超え

環境対応車は、ＥＶもありますが、

ランド開発」に沿って、 年に天津と

1 08
3
術者の手でもっと先進的になってくる

急速に向上しており、海外帰りの技

カーの技術力はまだ発展途上ですが、

に適合した開発を進めます。地場メー

設けました。それぞれの工場で車種

広州の工場内に研究開発センターも

バーの方に車の安全運転を講習・啓

慶齢基金も支援しています。ドライ

贈って援助しており、人材育成の宋

国全土の環境団体にトヨタ環境賞を

での植林活動は続けていますし、中

組みます。豊寧県（河北省承徳市）

また、社会貢献にも引き続き取り

ていきたいと思っています。

ら、環境技術を武器に販売を伸ばし

ているたいへん有望な市場なのですか

に迫る大市場ですし、まだまだ伸び

す。現時点でもすでに 1000 万台

（聞き手 ： 北京事務所・高島竜祐）

でしょう。自主開発は大切です。
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中国のさらなる成長に貢献する
2007 年 4 月に中国内モンゴル自治区において石炭、発電、合金鉄、引水の４事業

を展開するオルドス電力冶金に約 190 億円の大型投資を行った三井物産株式会社。
内モンゴルの未来にどのような新しい価値を創造しようとするのか、そして金融危機

後の中国事業全体をどう展開しようとしているのか。小川真二郎中国総代表に聞いた。

抜いて世界一になるとの見方もあり、

今後これは間違いなく実現していく

響で急激にブレーキがかかり、当社
のビジネスも昨年 月を境に大きな

なります。

当社としては、中国政府の方針に沿

い、かつ、
中国の課題解決につながるしっ

かりとした事業の構築を通じ、中国経

済の更なる発展に貢献し、持続的収益

昨年末から今年 月にかけて一部の

影響を受けています。しかしながら、

復が今年中は見込めないので、内需

と思います。ただし、世界経済の回

本年後半にはゆるやかな成長に戻る

か？

ジネスの重点を置いていく方針です

具体的にはどのような分野に中国ビ

の基盤構築を目指していきます。

商品の市況が戻り始め、在庫調整も

に頼る片肺にならざるを得ず、Ｖ字

この国が成長を続けるためには、エ

ネルギーを含めた環境分野の問題を

解 決していかなければなりません。
中国の世界に対する影響度はます

境問題の解決に貢献していきたいと

た発電分野などで事業を展開し、環

わったでしょうか？

第一に、社会インフラの分野です。

進展しましたが、これが鮮明になっ

悪い話が７あるという感じでしたが、
月に入ると、この比率が 対 に

依然として予断は許しませんが、

ます高まっています。リーマン危機直

考えています。

水処理の分野、新エネルギーを含め
中国経済は底を打った感じに見えて

後のＩＭＦのリポートでは、今後の

3
きました。中国政府の 兆元の経済

逆転したように感じています。

7

世 界の中での中 国の位 置 付 けも 変

回復とはいかないでしょう。

1

言えば、 月頃はよい話が３あると

3

1

対策が、実体経済の面と人々の心理

度は 割弱と見ていましたが、実際

世界経済の成長に対する中国の貢献

ています。この国は地下鉄、モノレー

また、鉄道にも従来から力を入れ
います。例えば住宅の販売も 月か
ら上向き、自動車の販売は 月に史
上最高となりました。少し楽観的な
見方をすると、中国経済は底を打ち、

中国のＧＤＰ規模はドイツを抜いて

はもっと大きくなるでしょう。現在、

リゼーションに依存することになって

に必要で、さもないと過度にモータ

ルなどの公共輸送手段の拡充が絶対

を 抜 き、2025 年 頃には 米 国 を

しまいます。地下鉄車両のブレーキ、

世界第 位ですが、あと数年で日本

5

3

3

3

面の両面でいい効果を生んでいると思

4

10
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国際的な金融危機で中国も大きな影
響を受けています。底を打ったとも

と考えます。こうなると、日本にとっ

8

たのが 月だと思います。直感的に

10

国、共生を図るべき国ということに

言われる中国経済ですが、現状と今

オルドス電力冶金の発電所

て中国は、切っても切れない重要な

6

後の回復についてどう見ていますか。
年の中 国のＧ Ｄ Ｐ 成 長 率は

0

四半期ごとの成長率は ・ ％から
9

下しました。米国発の金融危機の影

1

6

・ ％、 ・ ％、 ・ ％と低

6 10

年ぶりに二ケタを割り込み、昨年の

08
10
3

小川真二郎
三井物産株式会社常務執行役員・中国総代表
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日系企業の対中戦略の新展開
企業インタビュー ❷

（注）本インタビューは 2009 年 4 月 16 日に行った。

北京の三井物産（中国）有限公司内にて。
「挑戦と創造」がキャッチフレーズ

電気系統などのいわば心臓部品のビ

引水する。この４つの事業を一体とし

トで使用する工業用水は、黄河から

オルドス電力冶金の合金鉄工場

ているという強みがあり、これを生か

どのような狙いがあるのですか？

たオルドス電力冶金プロジェクトは

す。鉄鋼製品でも、北は長春から南

である合金鉄のコスト競争力を高め

るのと同時に、内モンゴルの資源を

単純に域外に出すのではなく、域内

で付加価値を高めることになります。

さらにガスや余熱の再利用等の技術

も提供し、環境に配慮した持続可能

なプロジェクトにしていきたいと考え

ています。

中国ビジネスを推進するに当たり、

トレーサビリティを確保した安全・

ますが、飼料・乳製品なども含めて、

の養殖、鶏卵事業などに投資してい

ワードになります。ブロイラー、エビ

食の安全・安心と、食料の確保がキー

第三に、
食の分野です。この分野は、

であり、まだまだ伸びる分野だと思っ

す。この分野は日本が先進的な分野

イムリーな供給体制を構築していま

ンターを持ち、ユーザーへの鋼材のタ

炭鉱の良質な石炭から、コークスな

最大規模です。オルドスグループの

中国における単一事業投資では過去

億円という投資金額は、三井物産の

ロジェクトになりました。約 190

発に貢献するという意義を有するプ

モデルを作り、中国政府の西部大開

ンゴルという地域内で循環型経済の

ドスグループと組んだことで、内モ

の石炭資源と発電設備を有するオル

給を目指すプロジェクトですが、自前

ロシリコンとシリコマンガンの安定供

りがいにつながるような「良い仕事」

ち、お客様に有益であり、社員のや

を共有していきます。世の中に役立

て、「良い仕事」をするという価値観

また、人材のグローバル化にあたっ

り替えました。

対応し、間接雇用から直接雇用に切

しました。労働契約法にもいち早く

めており、北京の総経理は中国人に

このため、中国人従業員の登用を進

人材のインサイダー化が不可欠です。

す。地に足の着いた展開のためには、

人材と事業の現地化ということで

心がけていることはありますか？

安心な食料の安定供給体制をアジア

どの製品をつくる一方、火力発電の

をし、中国の成長に貢献していきた

製鉄に不可欠な添加剤であるフェ

大洋州域内で構築し、中国に必要な

燃料としても活用し、発電した電力

ています。

食料の確保に貢献したいと考えてい

いと思います。

は広州まで中国に カ所のコイルセ

て推進することで、電力多消費産業

ジネスや、最近では中国製車両の対
ブラジル輸出なども手がけています。
第二に、我々が得意とする貿易分
野です。化学品、鉄鋼製品などでま
だまだ貢献して、成長したいと考え
ています。化学品はサプライヤーとコ
ンシューマーのネットワークをグロー
バルベースで有しており、どこで何が
生産過剰になっているか、どこで何が
25

年 月に ％出資してスタートし
4

して中国のニーズにも応えていきま

不足しているかを世界規模で把握し

07

で冶金プラントを運転する。プラン

ます。

（聞き手 ： 北京事務所・高島竜祐）
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インフラ関連技術を地道に
提供し続ける
1972 年の日中国交正常化以前から中国での活動を開始し、中国事業に長い歴史を持つ三菱

重工業。上海、大連、福州などでの発電設備にはじまり、産業機械、エネルギー・環境事業

など多くの分野にその活動範囲を広げている。中国経済も金融危機の影響を大きく受ける中、
今後の中国事業をどのような分野に重点をおいて強化するのか。湯浅健二総代表に聞いた。

が、 月にお披露目式を開き、中国

影響を受けて中国経済は大きく減速

す。中国で基本となる事業領域は、

というのが我が社の製品群の特徴で

スタートします。世界の舶用市場は

主力工場として、これから本格的に

舶用市場への本格参入の拠点となる

の下の力持ちの役割で事業を進める

しています。三菱重工業は全社的に

これまでどおり発電事業、輸送、環

2008 年 後 半から、 金 融 危 機の

」と 銘 打ってコスト

停滞していますが、中国市場は中長

「チャレンジ

境、産業基盤の四つです。

ことはありません。国土建設のため

し、中国事業が大きく変わるという

界 全 体の四 極 体 制は変わりません

金融危機の影響はありますが、世

のような変化があるのでしょうか？

ているようですが、中国事業にはど

グループ全体で 社・ 事務所体制

の体制の見直し・再構築を進めます。

しては、第一に、合弁（Ｊ Ｖ）事業

めます。中国でのこれからの展開と

いくものに選別し、選択と集中を進

る製品群を、伸びるもの、撤退して

それぞれの領域で、合計 770 あ

月頃には竣工し、生産を開始できる

場建設を開始しており、今年 ～

造会社です。当社 100％出資で工

発区に設立するフォークリフトの製

もう一つは、大連市の経済技術開

に対応する体制が整ったと思います。

期的に大きな成長が期待され、それ

削減、円高対策などの見直しをされ

09

のインフラ関連技術を提供する、縁

直していかなくてはいけ

るわけではないので、 見

すべて効率的に進んでい

していますが、これらが

で、 約 4000 人の従 業 員を雇 用

米国、オランダの３拠点に加える新

に北米を凌駕しており、大連が日本、

中国のフォークリフト市場規模は既

中国市場向けに供給する計画です。

ンフォークリフトを生産し、まずは

と思います。最新モデルの ～ ト

11
ません。特に産業基盤の

10
ジンの青島斉耀瓦錫蘭菱

舶 用 低 速 ディーゼルエン

新工場が完成した、大型

一つは、 山東省 青 島 市に

業も立ち上げていきます。

第二に、新しいＪ Ｖ事

製の加硫機を納入するよう求められ

各社から当社に中国で製造した三菱

イヤメーカーがすべて進出しており、

分野ですが、中国には世界の大手タ

います。加硫機は当社のシェアが高い

である加硫機の工場も新設を考えて

さらに、自動車タイヤの製造設備

第三に、グループ各社の健全性を

重麟山船用柴油機有限公

および中国船舶重工業集

確保するため、後方支援機能を充実

ています。この需要に応えていく必要

団公司との合弁会社です

司
（略称Ｑ ＭＤ）
です。フィ

3

があります。

1

12
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4

たな生産・調達拠点になります。

2

分野がそうです。

25

ンランドのワル チ ラ 社、

1972 年 7 月、周恩来総理と会見する三菱重工業の古賀社長（当時）

湯浅健二
三菱重工業株式会社中国総代表
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日系企業の対中戦略の新展開
企業インタビュー ❸

（注）本インタビューは 2009 年 5 月 14 日に行った。

湯浅総代表。北京の三菱重工業北京代表処の玄関にて

代表室の経営支援グループを置き、

させるつもりです。上海に、中国総

風力ブームが出てくると考えており、

ました。中国ではこれから第二次の

理と会見して以来、 年の宝山鋼鉄

が三菱グループで訪中して周恩来総

年の大連の発電所、

ました。中国は法規の新たな制定や、

現地法人をサポートする体制を作り

の本社から駐在員を呼び、グループ

NEDO モデル事業に採択されて撫

るメタンガスを発 電に使 う技術も、

ネルギー関連では、炭坑から出てく

したいと思っています。このほか、エ

の事業は長期にわたる性格のもので、

に貢献してきました。もともと当社

火力発電所など、長い間中国の発展

北省三河火力発電所、 山西省河津

それから福建省福州市の発電所、河

の発電設備、

改廃も頻繁ですし、経理面でも効率

順の炭坑で実証実験に入っていました

短期間に利益を出して資金を回収す

さらに大容量の発電機を中国で展開

的にサポートしていきたいと思いま

し、また、昨年 月には、四川省の

経理、財務、法務などの分野で日本

78

す。

88

とお考えですか？

れからの中国ではどの分野が伸びる

事業分野が多岐にわたりますが、こ

術が注目されています。汚泥を自然

中国でも都市化が進み、汚泥焼却技

ス供与をしました。環境分野では、

資陽機車廠にガスエンジンのライセン

ります。技術の保護などは永遠のテー

ことが必要で、それが難しさでもあ

とウィンウィンの関係で仕事を進める

るような事業ではありません。中国

例えば宝山鋼鉄と合弁で常州に宝

マでしょう。
ので、焼却して重量を減らす技術に

乾燥させたのでは悪臭が発生します
発展する分野としては、まずはエ

トップとする大勢のミッションが参加

を開催しました。本社から副社長を

業連合会と当社との間で技術交流会

生産・供給する、という考え方です。

なく、中国市場で需要のある製品を

中国でつくって世界に輸出するのでは

いう質問ですが、当社の中国事業は、

このほか、どの分野が伸びるかと

続しており、往来は活発です。当社

す。清華大学との共同研究も長く継

庭用も広東省江門市で展開していま

をハイアールと合弁で 年から、家

プロジェクトです。空調もビル用空調

ていますが、これもすでに 年続く

菱重工という製鉄設備の会社を作っ

し、中国側もハルビン電気集団、東

前述のフォークリフトや自動車タイ

はインフラ事業なので一般大衆への知

多くの引き合いがきています。

方電気集団、上海電気集団、杭州ター

ヤはこのような考え方に基づいていま

名度は低いのですが、これからは一方

ネルギー環境分野があります。この

ビンなどが集まり、当社の石炭ガス

す。中国が必要とする分野を地道に

で南京のサッカーチーム舜天クラブへ

月に機械工

化複合発電、次世代ガスタービンな

伸ばしたいと思います。

分野については、昨年

どの新技術を紹介しました。今後中

御社の中国事業は長い歴史がありま

国で普及することを期待しています。
すでに取り組んでいる分野としては、

すね。

7

1972 年 月に当時の古賀社長

ています。

インフラ建設に貢献し続けたいと思っ

めつつ、やはり地道に長期にわたって

の協賛などの企業イメージＰＲも進

10

（聞き手 ： 北京事務所・高島竜祐）
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例えば風力発電があります。 年に
は寧夏回族自治区銀川市で定格出力

07

93

11

1000 の風力発電技術を供与し
kW
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ニーズに合わせた事業展開を
中国各地に調味料・食料を扱う企業を有し、業務用冷凍食品の日本への輸出、現
地スーパー向けの食料品の製造販売等の事業を展開してきた味の素。昨今の食の

安全・安心への意識の高まりを受け、今後の中国事業をどのように展開しようとし
ているのか。松永収二駐中国総代表に聞いた。

手は台湾や韓国のメーカーでしたが、

現在では中国のメーカーになっていま

華 僑をはじめとする中

した大きな要因として、

ように世界規 模で普及

大きかったのではないでしょうか？

問題が発生しました。何かと影響が

降、中国産食品に対していろいろと

昨年の農薬入り冷凍ギョーザ事件以

中国では食品市場における競争が激

料として受け入れられているからで

中華料理に適した調味

中国人に、「味の素」が

世界各地で暮らしている

本では中国産食品に対する信頼が失

り上げは大きく落ち込みました。日

品の輸出が大幅に減少し、昨年の売

冷凍食品に限らず、日本向けの食

タミン酸ナトリウムを生産する企業

は「味の素」と同じ成分であるグル

ただ、改革開放前から中国国内に

刻な影響を及ぼしたことは間違いあ

件の影響は、当社グループにとって深

の冷凍ギョーザを含め、農薬混入事

が進みました。日本国産である当社

われるとともに、消費者の中国離れ

す。

味の素は 1909 年の創業で、今

が数多くあり、当社は改革開放後の

か？

年で 100 年を迎えます。食品メー
年にはニューヨークに進出し、翌

と遅れたため、「後発組」として苦

「味の素」の生産・販売開始は 年

業務用冷凍食品などを生産し、日本

では、調味料ばかりでなく、素材や

りません。
年には上海に事務所を設立しまし

労をしています。こうした中国の企

へ輸出しています。こうした企業では

年に北京に事務所を開設、
中国での

た。当社の海外展開の伝統的なパター

業の中にはすでに世界市場に参入し、

安全・安心を確保するために、これ

カーとしては海外事業展開が早く、

ンは、まず製品輸出によってマーケッ

シェアを拡大しているところもありま

までよりもさらに厳しい品質管理体

投資性公司である当社の傘下企業

ト開拓やニーズの創出を行い、それ

す。 年、 年前は、当社の競争相

14
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るようにしています。中
国でもこのパターンで進

す。

激化する中、当社では、一刻も早く

中国市場において競争がますます

出 しましたが、 戦 争に
より志 半ばで撤 退した
歴史があります。

調味料事業における「 番バッター」

たる支柱商品を確立したいと考えて

現 在、 当 社の主 力 商
品である「味の素」 は

います。

国 人の存 在を挙 げるこ

売されていますが、この

世界約 100 カ国で販

4

化しているようですが、いかがです

とができます。これは、

味之素（中国）の製品

20

94

84
が成熟した段階で現地生産を開始す

10

18 17

松永収二
味之素（中国）有限公司総経理副董事長
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日系企業の対中戦略の新展開
企業インタビュー ❹

（注）本インタビューは 2009 年 4 月 23 日に行った。

松永副董事長

できる農場と契約し、農薬管理の厳

制を構築・実施するとともに、信頼

重に対応するようにしています。

いては、本部の承認を受けるなど慎

ど、長期的にリスクが伴う事項につ

生産していますが、これらは販売促

のスーパーや量販店向けの食料品を

上海で主にスープやレトルトなど

進の経費が大きいために、なかなか

利益が上がりません。そこでここ

年間はスーパー向けとともに、レス

このニセモノ対策には十分に対応し

モノが出回っている問題があります。

南方を中心に、調味料などのニセ

いのですが、 将 来 的には業 者７ 割、

現在でもスーパー向けの方がやや多

上がるような構造に変えてきました。

にも重点を置き、全体として利益が

ている問題などありますか？

その他、現在事業展開する上で困っ

格化など、調達する農産物の安全管
理に努め、トレーサビリティを徹底し
ています。こうした取り組みは、新
聞広告やホームページで公表してお

現在、当社が中国で生産している

きれていないのが実情です。というの

スーパー３割という構造にしていきた

トランなどの料飲店、加工業者向け

冷凍食品のほとんどは輸出していま

も、こうしたニセモノの世界は、中

いと考えています。ただ、スーパー

り、お客様に、当社の製品に対して

す。従来は日本向けが多かったので

国の裏社会が関係していることもあっ

向けは販売促進費の問題はあります

安心感を持っていただけるよう務めて

すが、昨年の教訓から、今では欧米

て、取り締まりが及ばないことも多

が、一般消費者に直接当社の製品を

います。

向けを増やすなど、販売の多角化を

いと聞いています。
今後の中国での事業展開について教

がら、効率的な販売を実現していき

会でもあるので、一定の比率を保ちな

たいと思っています。

えて下さい。

知ってもらい、ブランド力を高める機

図っています。日本と欧米では味覚が
異なるため、それぞれに合わせた商
品開発を行っています。
昨年９月以降の世界経済危機の影響

このほか、当社では上海に商品研

金回収」については注意しています。

ません。ただ、経済危機以降、「代

世界経済危機の影響は特に受けてい

値上がりによる影響はありましたが、

昨年上半期の原材料や燃料価格の

全への意識の高まりを受け、外部か

いますが、最近では世界的な食の安

関する社内向けの商品分析を行って

また、研究開発だけでなく、味覚に

好みの商品開発に力を入れています。

こでは中国の原材料を使って中国人

はどうですか？

景気の悪化に伴い、相手企業の倒産

らの農薬の分析などの業務も請け負

究開発センターを設けています。そ

などによる代金回収不能というリス

うようにしています。

（聞き手 ： 上海事務所・後藤雅彦）

クに備える必 要があります。また、
為替予約や原材料調達に係る契約な
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グローバルワンを実現する
北京、上海、広州等の中国各地に新規店舗を出店し、中国事業の拡大を続けてい

るユニクロ。世界企業を目指すユニクロの中国市場での目標は何か、また今後どの
ような中国ビジネスの展開を思い描いているのか。高坂武史副総経理に聞いた。

した。入社後、まず関西で店長を経

大学を卒業後、ユニクロに入社しま

私は中国・西安の出身で、日本の

日本と同じ品質を中国での生産に求

的な考えは、今でも変わっていません。

実現に目的があったのです。この基本

高品質衣料の手頃な価格での提供の

的としたものではなく、国内外での

中国での生産は単にコスト削減を目

足いただけるかを常に考えていなけ

らお客様のニーズにお応えし、ご満

こうした経験を活かし、どうした

た。

者として不名誉なことだと思いまし

希望に対応できないことは、小売業

様にせっかくご来店いただいても、ご

来ない状況が多々ありました。お客

験し、その後本部勤務を経て中国に

めるために、生産管理・品質管理を

れば、企業として生き残ってはいけま

いかと思われがちですが、そもそも

転勤となりました。広州で生産管理

厳格に行い、妥協せず色々な面で改

せん。もちろん、今回の金融危機は

甘んじることなく、「世界のユニクロ」

すが、それに関係なく常に危機感を

今まさに世界経済危機の真っ直中で

部環境に求めるべきでないと思いま

いからといって、その原因をすべて外

かし、その時に経営が順調にいかな

けでは、必ずしも生き残ることがで

満足したら会社の成長は止まってし

どんなに経営が順調でも、そこで

でも順調に事業展開をしている企業

件となっているからです。そうした中

かりではなく、どの会社にも同じ条

います。従来、生産地として進出し

のニー ズにお 応 え出

れが発 生し、お客 様

16

JC ECONOMIC JOURNAL 2009.6

ユニクロは世界企業になることを早

を経験し、今は上海で現職に就いて

善努力を行ってきました。

くから目標にしていたようですね。

います。

となる大きな目標を持ってやってき

持って仕事をされていると伺いまし

す。なぜなら、外部環境は絶えず変

無視できるものではありません。し

ました。1998 年頃に日本ではフ

た。

入社した頃から日本の地方企業に

リースを販売して大いに知名度を上

きるとは限らず、世界に「ユニクロ」

まいます。そのため、最も順調な時

化していますし、経済危機は当社ば

を認知してもらう必要があると考え

こそ、最も危機感を持つべきだと考

げましたが、日本国内で成功するだ

ていました。

えています。実際の経

日 本でフリ ース

世 界 全 体を一つのグローバルマー

質の衣料を手頃な価格で提供すれば

ブームが巻き起こり、

験からも、 それは真

必ず受け入れられると考え、英国、

当 社もその恩 恵にあ

ケットとしてとらえて、誰もがファッ

米国、中国、シンガポールと、海外

ずかっている時に、生

実だと言えます。

店舗を積極的に展開してきたのです。

産 が追いつかず 品 切

ション性が高いと感じる優れた高品

現在、中国国内に 店舗を構えて
た中国で販売を拡大しているのではな

30

高坂武史
迅銷（中国）商貿有限公司副総経理

北京三里屯店
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日系企業の対中戦略の新展開
企業インタビュー ❺

（注）本インタビューは 2009 年 4 月 8 日に行った。

高坂副総経理

チャンスであると考えており、改善に

こういう時にこそ会社が強くなれる

機の影 響がないとは言えませんが、

です。当社においても今回の経済危

先を読んで対応していくことが大切

あれば悪い時もあります。常に一歩

じて、企業としての社会的責任を果

を世界の人たちに提供することを通

ると信じています。同時に着る喜び

神に徹すれば、結果は必ずついてく

格で提供する」という当社の基本精

「優れた高品質の衣料を手頃な価

さらに努力しなければなりません。

のコミュニケーションを積極的に図り、

評価していただくために、お客様と

「安心できる」と評価されるよう努

中でも、「ユニクロ製品は間違いない」
、

違えば好みも異なります。こうした

族国家です。地域によって価値観も

中国は国土も広く人口も多い多民

うと思っているからです。

「グローバルブランド」 を確 立しよ

超えて評価される良い製品、いわゆる

ます。なぜなら、国や地域、民族を

なら価格も同じにしたいと考えてい

はあります。

努めていきたいと思います。当社は

たしていきたいと思います。

思っています。お客様のニーズをつか

精神をもって市場を開拓していこうと

はファッション性が悪い」という従来

「安かろう悪かろう」、「ベーシック

力していきたいと思っています。

外部環境という点では、良い時も

中国ではまだ新参者で、ベンチャー

み、希望を叶えていくことが企業と

のイメージを変えることが、今のユニ

当初の計画通りに進めています。この

それを実現するための戦略について

最後に、ユニクロの今後の目標と、

目の前の利益だけにとらわれてはい

会社を長く発展させるためには、

けていきたい。

う高い目標を掲げ、地道な活動を続

満足」の段階から「顧客感動」とい

ものではありません。しかし、「顧客

当社の取り組みは決して目立った

クロの成長を支えました。

して生き残る道だと思います。
今回の経済危機にはどのように対応
されましたか？

数ヵ月間はお客様の購買意欲が少し

教えてください。

事業活動には大きな変更はなく、

落ちているように感じていますが、そ

こうした対応ができるのも、事前に

達や人員採用も当初の計画通りです。

これは、中国では中国のものを、英

体で「グローバルワン」を実現したい。

ファーストリテイリンググループ全

に社員 人ひとりが成長していける

方針の下、仕事を通じて会社ととも

けません。「全員経営」という社内

緻密に計画を立て、それに従って実

国では英国のものをという発想では

れも想定内のことであり、原材料調

行してきた賜物なのです。
ところがあるのではないかと考えてい

今でも、もっと努力して改善できる

も、同じ商品、同じ品質、同じ材料、

なく、世界中のどのユニクロの店舗で

近道だと思っています。

「グローバルワン」を実現するための

（聞き手 ： 上海事務所・後藤雅彦）

同じサービスを提供し、できること

こうしたことがお客様に愛される

のが理想です。

1
ます。ユニクロ製品の良さを体感して
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中国目線でのビジネス展開を
上海を中心に３０カ所の中国国内拠点を有し、他国では見られない幅広い分野で
事業を展開している帝人。中国で事業を行うために重要なことは何か、また今後ど
のような事業展開を考えているのか。森本寛中国総代表に聞いた。

チョッキ用の超高強度の繊維

繊維事業グループでは、防弾

は数字で表すことのできない大切な

側の対応が変わってきます。このこと

け当社を必要としているかで、中国

要な要素になります。彼らがどれだ

や、消防服用の不燃繊維といっ

投資条件なのです。

度のあるカーボンファイバーの

いますが、今後の中国事業の展開に

金融危機の影響が世界的に広がって

加え、環境・省エネ関連製品

生産しており、従来の石油に

ほか、太陽電池用フィルムも

製品開発を行っています。この

は大きい。現在、当社では中国側の

が大きい中国での事業に対する期待

ただ、そうした中でも市場の潜在力

どの企業も大規模投資には慎重です。

今、日本でも景気が思わしくなく、

これまでの中国での事業展開と併せ

まず、帝人グループの事業について、

国に拠点を設けています。このように

プ以外の事業グループはそれぞれ中

カ所の拠点がありますが、ＩＴグルー

を中心に工場や支店・事務所など

市場を開拓していくことも必要だと

ズを積極的に探っていくこと、新たな

りましたが、これからは相手のニー

出されるのを待って動き出すこともあ

維事業グループが最大ですが、最近

来の主要業種であったポリエステル繊

く分かれています。それらのうち、従

うかという点が大きな判断材料にな

ワン」、「ナンバーワン」になれるかど

るかについては、
その地域で「オンリー

中国国内での拠点をどこに設置す

術に興味を持っており、局長クラスの

実際には彼らは日本企業の製品や技

避けているような感じを受けますが、

政府機関は一見民間企業との交流を

にもアプローチをしています。中国の

18
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繊維分野でも、例えば高品質

た新分野にも事業の幅を広げ

分野では飛行機の骨組、Ｆ

ついてどのように考えていますか？

ています。また、 軽量かつ強

１レーシングカーのボディー、

の生産を手掛けるなど、景気

ニーズを探り、どのような協力やビ

ジネスが展開できるかを模索してい

て教えて下さい。

各事業グループがそろって拠点を設

思います。

ます。

当社はポリエステル繊維事業、高

けているのは中国のみで、他国では見

これまでには、中国側から要求が

機能繊維事業、フィルム事業、樹脂

られません。

は樹脂、ケミカル、フィルム、医薬

ります。また、中国側のニーズも重

今、当社では国家発展改革委員会

事業など つの事業グループに大き

現在当社は、中国には上海

作りを目標としています。

の波に左右されない企業体質

風力発電用巨大プロペラ等の

－
30

カーボンファイバーの技術はクルマを始め様々な製品に応用されている

といった分野にシフトしつつあります。

8

森本寛
帝人株式会社北京事務所所長・帝人管理（上海）有限公司董事・総経理
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日系企業の対中戦略の新展開
企業インタビュー ❻

（注）本インタビューは 2009 年 3 月 26 日に行った。

森本総代表

官学連携の体制を構築することが重

や現地有力企業とも交流を深め、産

はありません。大学などの研究機関

もちろん、国家政府機関ばかりで

探ることができます。

ようなビジネスの可能性があるかを

す。そうした中で、当社としてどの

しているのかを把握することができま

求め、どのような方向に向かおうと

ば中国が今、あるいは将来的に何を

ではありませんが、長期的に考えれ

短期的には直接ビジネスになるわけ

このような政 府 機 関との交 流は、

方も当社をよく訪問、視察されます。

要だと思います。

して目配りし監督していくことが重

か。その上で、彼らの仕事ぶりに対

いうことに尽きるのではないでしょう

頼できる中国人管理者を育てるかと

中国人スタッフに任せるか、如何に信

のことは、最終的にどこまで仕事を

方に合わせていく必要があります。こ

当てはめるのではなく、中国のやり

ですから、日本のやり方をそのまま

業を進めていかなければなりません。

までさまざまな問題を抱えながら事

生 産 拠 点の選 定から販 売 管 理 方 法

ではのリスクも存在していますので、

ながっていきます。

そうした中から次世代へと人脈がつ

と付き合うことができるだけでなく、

切です。こうすることでより多くの方

りの人とも付き合う（面）ことが大

合う（点）のではなく、その人の周

合うこと、つまり、単に要人と付き

す。点だけではなく、点と面で付き

中国の方との付き合い方も重要で

うことが大切だと思います。

同じ目線・視点で中国ビジネスを行

するのではなく、中国の企業として、

系メーカー製品の優秀さだけを強調

持っているので、我々としては単に日

中国ビジネスを行うに際して、重要

時間を掛けて作り上げた付き合いが

代してしまうことが多く、せっかく

ただ、日本側の駐在員は数年で交

己アピールがうまい一方、時にはそ

だと考えていることはありますか？

要だと考えています。中国企業は自
の裏付けが十分でないことも少なく

しょうか。

がスムーズに展開できるのではないで

技術や制度面での支援によって事業

や政府機関との強いパイプがあれば、

る工場の生産と品質の管理水準の高

日系メーカーとしては、世界に誇れ

以前ほど多くはありません。今後、

おり、日本企業に対する資金需要は

最近は中国も十分な外貨を有して

れるのではないでしょうか。実際、小

本では個人よりも組織に重きがおか

人と組織との強弱はあまりなく、日

向があります。この点、欧米では個

織よりも、個人として認識される傾

というのも、中国では会社などの組

維持しにくいという難点があります。

現在の製品販売ですが、世界経済

さを武器に、中国のニーズを見極め

規模ながらも中国側から大事にされ

ありません。そうした時に研究機関

危機の影響で世界的に需要が冷え込

ていくことが重要であると考えてい

れは、中国が個人に対して信頼を置

んでいることに加え、現状では輸出

また、普遍的な重要性をもつ環境・

いていることを証明しているものと思

ている企業は少なくありません。こ
た方が高価で、しかも大量に売れる

省エネ分野で、政府機関を巻き込ん

います。

ます。
ことから、今後は内販比率を高めて

だ事 業 展 開を考 える必 要がありま

するよりもむしろ中国国内で販売し

いくことを視野に入れています。中

す。既に中国企業もかなりの技術を

（聞き手 ： 上海事務所・後藤雅彦）

国市場は、日本とは異なり中国なら
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浙江省慈渓市の中小民営企業

上海松川投資諮詢有限公司総経理

浙江省は中小民営企業の発展が著しい地域であり﹆民営企業が同省 GDP︵域内総生産︶
に占める割合は 分の を超える。これら中小民営企業のうち製造業の多くが﹆改革開
放後に家内工場からスタートし﹆現在の規模まで成長してきた。
2008 年﹆米国発の金融危機が中国経済に大きな影響を与える中﹆浙江省の中小民営
企業にはどのような影響が出ているのだろうか。慈渓市を例に中小民営企業の現状をみる。

奚 衆 望

うち、欧米向けは ％を占め、残り

景気のよい頃は、生産ラインがフ

60

ル稼働し、全従業員が残業しても追

まで落ち込み、評価損により第１四

いつかないため、他社にも外注してい

ベアリングなどの部品メーカー、家

ている。

同社は昨年の売上高が 億元

短 縮の事 態に直 面している。

恒 立 公 司 も同 じく操 業 時 間

シーリング部品メーカーの

減少し、操業時間短縮に追い込まれ

は日本向けである。昨年の金融危機

現地専門家によると、今回の金融

産の純利益はほぼゼロとなった。多

電、化繊、繊維・アパレルなどの企

少した。

半期の利益が相殺された。

2

た。しかし、現在は業務量が極端に

3

以降、同公司の業務量は 〜 ％減

四半期の工業生産額、工業製品輸出

危機により大きな影響を受けている

輸出型企業への影響

額、工業分野での電力消費量はいず

のは、 自 動 車、 鋳 物やシーリング、

数の企業の利益は大幅に減少し、約

業である。特に輸出依存度が大きい
業種への影響が目立つ。

分の の企業は赤字となり、中に

は 1000 万元以上の赤字となった

1000 人の従 業 員 を 有 する匯
麗公司は、国内外で名の知れた鋳物

企業もある。
工業生産利益の大幅減少の原因に

部品の中堅メーカーである。前身の
慈渓県鋳造廠は 1988 年に設立

ついては、以下の３点が挙げられる。
①売り上げの大幅減

ていた小規模企業だったが、現在で

され、半加工の鋳造物のみを出荷し

庫の評価損

は全般的な鋳造部品の加工技術を備

②原材料価格の乱高下による材料在
③経済後退による製品販売価格下落

え、生産能力は年間約 万トンに上っ

50

厳しさ増す工業生産
慈 渓 市 産 業の中 心は製 造 業であ
り、その主力は中小民営企業である。
統計（速報値）によると、 年第１

れも 〜 ％程度下落、特に工業生

09

例えば②については、昨年の銅価

ている。

し、減少幅は 〜 ％に達す

海外からの注文は著しく減少

金融危機が勃発して以来、

める。

への輸出も全体の約 ％を占

シア向けが大半を占め、日本

ど輸出され、米国、欧州、ロ

ラスに属する。製品もほとん

を超え、慈渓市ではトップク

1

10

操業時間は短縮されている。

業務量の減少により、やはり

年間ほぼゼロという。そして

る。日本からの注文はここ半

40

20

格の最高値は１トン当たり６万元台

同公司の製品は輸出向けで、この

3

30

10

1

に上ったが、最低時には２万元台に

中小民営企業がひしめく慈渓市

3

80

危機をチャンスにー

経済危機下の華東経済

20
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中小民営企業の対応
こうした中小民営企業はどのよう
にこの厳しい現状を乗り越えようと
しているのであろうか。

技術導入・開発、管理技術習得、国
内外の市場開拓など、基本的に自力
更生で行ってきており、政府の支援
を仰ごうとする発想はない。
海外市場の急速な縮小に対し、中
小民営企業は主に以下の つの措置
を講じている。

慈渓市の中小企業経営者の多くは、

立公司の社長は日本の顧客の功績を

を得やすい。品質管理について、恒

などで優れており、国内顧客の信頼

一般的に、輸出企業は、品質管理

「技術開発と製品の機能向上を強化

かし現在は、注文激減を機会として、

認識していても余裕がなかった。し

術開発と製品の機能向上の必要性を

殺到する注文への対応に精一杯で、技

せる。さらに、先進国から 台の先

端デジタル工作機械を導入し、より

高度な鋳造部品加工を行い、出荷製

品の付加価値を高めることをねらって

いる。

③営業販売体制の強化

方太集団は高級厨房セットの専門

メーカーで、6000 人の従業員を

有し、 年の国税納付額は 億元以

上、300 件の国家特許を持ってお

り、国内業界をリードする企業の１

つである。

同社の主な市場は国内であるため、

国際金融危機による直接の影響は受

けていないが、中国不動産市場の不

振を通じて、間接的な影響を受けて

方太集団の厨房セット

①国内市場に転回
これまで中小民営企業は輸出に傾
注しており、国内市場にはほとんど
目を向けていなかった。なぜなら国
内価格は国際価格と比較して低く、
しかも代金の回収が難しいからであ
返品となったことがある。このような

る。海外の顧客は商品の品質や納期
には要求が多いが、契約を結びさえ

やりとりの中から、我々は厳しい品
質管理体制を整えることができた」

すれば、利益が大きく、支払遅延の
心配もほとんどない。
国内市場にも目を向けざるをえなく

「金融危機は転機（チャンス）
」とと

②技術開発と製品の強化
なった。利益は輸出ほど大きくない

らえているが、それには理由がある。

現在、海外市場が縮小した以上、

が、とにかく売り上げを上げなけれ

たたえている。「日本の顧客は注文数

している」と語る。具体的には、従

匯麗公司の幹部によると、以前は、

自体は多くないが、品質についての要

業員や人件費を削減しても、技術開

5

1

ばならない。

求は高い。製品の性能に全く問題が

発チームは拡大し、功労者は昇給さ

08

浙江省の中小民営企業は 年前の

慈渓市

3

なくても、少し変色していただけで、
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匯麗公司：輸出の鋳物製品

30

改革開放以来、資金調達、工場建設、

杭州湾
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② 兆元の景気刺激策

家電産業は慈渓市の支柱産業の一

いが、政府による財政手当を呼び水

レーニングを実施し、営業最前線の

図り、大卒新社員に対し徹底的なト

に、全国各地で営業体制の充実化を

上る技 術 開 発 チームの強 化と同 時

こうした 中、 同 社は 300 人に

ディア社の製品で、中国政府は同社

列車」）のモーターの多くはボンバル

間高速列車」
（中国語は「城際高速

網の拡充がある。中国各地の「都市

投資の主要内容のひとつに中国鉄道

ら間接的に利益を得ている。 兆元

匯麗公司は 兆元の景気刺激策か

拠点では、 冷蔵庫、 カラーテレビ、

る。統計によると、今年 月から

ら一定額の補助をもらえることであ

が家電を購入する場合、政府財政か

家電普及策の具体的内容は、農民

くがここで OEM 生産を行っている。

は良く、国内外のブランド企業の多

• 製品開発の支援。新市場開拓のた

ば、得策といえよう。

消費を喚起することができたとすれ

月 日の間に、慈渓市 カ所の指定

4

中央政府の対策にあわせ、慈渓市

政府は当面の難局を打開するため、

主に 大方策を検討している。

なった。生活水準の高い慈渓市民に

本の市 場のほか、 南 米、 アフリカ、

• 新規市場の開拓。従来の欧米、日

「杭州湾ビール廠」は 年に国有

例えば、以下のような事例がある。

にも積極的な役割を果たしている。

さらに、個別企業の経営危機対策

を向上させる。

度のレベルまで中小企業の管理水準

• 経営管理の近代化。現代企業制

わせ国内市場を積極的に開拓する。

るため、中央政府の内需拡大策にあ

後国内市場も、高度成長が見込まれ

際市場の開拓に着手する。また、今

東南アジア、東欧、ロシアなどの国

とって金額自体は決して大きくはな

再スタートした杭州湾ビール廠

2

35

4

企業として設立された歴史ある中小

企業である。 年に 人の株主から

22

JC ECONOMIC JOURNAL 2009.6

いる。

販売チームとして配置した。
に対し国産化率の引き上げを求めて

洗濯機、エアコン、電気湯沸かし器

めの企業の新製品開発を支援する。

として、 カ月の間に 万元程度の

また、これまで国内市場に専念し
いるため、同社の匯麗公司に対する

万 5583 元

つである。地元家電製品の売れ行き

てきたが、今後は海外市場の開拓を

モーターの鋳物部品の発注は拡大す

などの売り上 げが

③家電普及策

3

22

市政府の動き

目指して、海外事業部を設置した。

る一方である。匯麗公司の幹部によ

企業の開発コストの負担を軽減する

〜

％から 〜 ％に引き上げられ、

大 きな恩 恵を受 けることになった。
また、地元政府から ドル当たりの

83

5

内需拡大策の恩恵

に達し、これに対する消費者の財政

中国政府の、①輸出増値税還付率
の引き上げなどの輸出促進策、②

輸 出 増 値 税の還 付 率が従 来の

シーリングを輸出していることから、

恒 立 公 司は比 較 的 高 付 加 価 値の

①輸出による増値税の還付

けている。

による恩恵を慈渓市の中小企業も受

は「家電下郷」）などの内需拡大策

済刺激策、③家電普及策（中国語で

兆元に上る公共投資を中心とした経

4

9

輸出額に対して ・ 元の奨励金が

1

3

受けられ、輸出すればするほど奨励

89

17

0

しているとのことである。

ると、他国からの注文は減っているが、

2

ため、市政府が支援する。

匯麗公司：ボンバルディア社用の金型の専用エリア

補助申請総額は 万 9220 元と

4

4

同社の注文は金融危機の中でも増加

80

43

15

金の額は大きくなる。

01

13
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営は順調であったが、ここ数年、大

なる株式会社に移行し、一時的に経
こで市政府当局が積極的な斡旋に乗

の失業など大きな問題が生じる。そ

りリストラを行わないようにしてい

金融危機の中でも、当面、可能な限

ある。 実 際、 労 働 者の離 職 率は減

忠誠心を高めることができる効果も

心して働けることにより、企業への

ではないこと。もう一つは、品質の高

もはや労働者が有り余っている時代

や意外に思うのは、訪問先での懇談

市においても続いている。しかし、や

金融危機による経済の停滞は慈渓

経済回復への展望

少している。

る。その理由には主に次の つが考

んどが、安徽、湖北、湖南、四川な

一つは今、慈渓市の労働者のほと

えられる。

り出し、ある民営企業家が 3700

下で新たな船出を迎えた。

「杭州湾ビール廠」は新オーナーの

万元を出資してビール工場を買収、

手ビールメーカーとの競合により急
速に経営が悪化した。 年の生産量
は 万 5000 トンだったが、 年
万 5000 トンに減り、 金 融

い輸出商品生産に必要な熟練技術者

の際には、経営者も労働者もみな明

どの『遠方』からの出稼ぎ労働者で、

「労働契約法」の制定が中小企業

は長い期間をかけて育成しなければ

危機が襲来した 年にはさらに 万

れ、資金が投入されない限り、工場

経営を圧迫しているという人もいる

ならないことである。

来についての見通しも明るいという。

「労働契約法」と経営環境

は稼動できない状況に陥った。いった

が、慈渓市の中小企業経営者は、
「労

もし一時的な金融危機で労働者を

て 年 月には生産停止に追い込ま

ん破産手続きに入れば、株主の資本

働契約法」にそれほど抵抗感を持っ

び始めた時に、熟練労働者をすぐに

景気が回復し、海外からの注文が伸

難しい対 応に迫 られるのみならず、

するなど設備投資を行っていること

る景気回復を見据えて新工場を建設

社のうち実に５社が、いずれやってく

始めるとみている。

期には工業生産は底を打ち、好転し

だ。経営者の多くが今年の第３四半
賢明な経営者は熟練労働者を確保

回 」 の世 界

的な金融危機を前にして、慈渓市の

この「100 年 に
配り、管理当局が規定する必要な各

人々からは悲観的な様子がうかがえ

するため、労働者の福利厚生に気を
種保険に加入している。これらの工

ない。鴻義電器公司の宓国賢総経理

当、退職金を払わない企業が多く、

慈 渓 市には、 規 定 通 りの残 業 手

く、市場経済も知らない純『無産階

であり、資金も技術も経営知識もな

「創業時代、私たちは単なる農民

は言う。

「労働契約法」により負担は確かに

級』であった。その時にぶつかった困

7

増 えた。しかし、 残 業 手 当 や退 職

5

難は今の百倍以上だった」

が多数いる。

場には、勤続年数 〜 年の労働者

1

る。

は集められず窮地に陥る可能性があ

るい顔で対応してくれたことだ。将

金、労働者の未払い賃金と退職金、

印象的だったのが、今回訪問した６

恒立公司：労働者用の食堂

1

1000 トンまで落ち込んだ。そし

2

解雇すると、労働組合と政府側への

2

は

07

06

ていないとの印 象を受 けた。 また、

08

銀行融資、債権者の権利、110 人

匯麗公司：建設中の新工場

金などの規定の整備は、労働者が安
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4

3
09

（図表出所）
「The American Chamber of Commerce in Shanghai 2008 China Business Report」

図１：08 年の業績はいかがですか？
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上海米国商工会議所﹁中国ビジネスレポート﹂分析

かになる中、年間を通して見れば

高い利益
8.9％
大幅に欠損
4.6％

深刻化する世界経済危機の影響を受けている日本企業にとって﹆中国での事業展開﹆市
欠といえる。ここで﹆日本企業と同じく中国市場と深い関係を有する米国企業の見解は﹆

場開拓はますます重要性を増しており﹆そのための中国市場に対する理解﹆分析は不可
日本企業にとって一つの大きな視点を提供してくれる。

％の企業が 年度より業績が向上

昨 年 末、上 海 米 国 商工 会 議 所は

年度の中国市場での事業運営は良好

30 40 50
60
70
80
■負の影響 ■著しい負の影響

(％)

20

1.2

したと回答している（図２）
。これら

「2008 年 度 中 国 商 業 レポー ト」

であったといえる。

されている。アンケート結果でも、コ

物流コスト

10

8.5

5.0

4.6

その他の投入コスト

の結果から、世界経済の失速が明ら

を発表した。当レポートは、同会議

（２）コストアップによる利益圧迫

238 社に対して実施したアンケー

ストアップが全世界における中国市場

の回答（ ％）より大きく上昇した。

関税

上海米国商工会議所﹁２０
０８年度中国商業レポート﹂

所が 年９月から 月にかけて、中

ト調査の結果をまとめたものである。

の競争力を ％以上低下させるとの

近年、中国でのコストアップが注目

この 238 社の内訳は、上海・その他

回答が約 ％に達し（図３）
、 年度

国にて事業を展開する会員米国企業

長江デルタ地域の企業が ・ ％、北
京 ・ ％、広州 ％、その他沿海地

して、人件費、原材料価格、税制、関

利益を圧迫するコストアップの要因と

アンケート結果は華東地域の現状を

税等の上昇が挙げられている（図４）
。

域 ・ ％、内陸地域 ・ ％であり、
大きく反映していると考えられる。

しかし、それでもなお中国市場で
の利潤率は、他国市場より高いか同
等であるとの回答が ％を超え、依
然として中国は魅力ある市場とみな
されている（図５）
。

21.4

納付税額

53.9

26.5

4.7

32.3

9.2

6.1

37.6

給与

77

8.9

63.7

36.3

市場価格

45.4

15.4

生産の組み合わせ 10.9

0

（同 P.18 より）

図 4：08 年、それぞれのコストの変化は中国
での利潤にどのような影響を与えましたか？

図 5：08 年中国での利潤率は、他国
での利潤率と比べてどうですか？

（上記レポートP.15より）

11-20％増加
16.9％
（同 P.16 より）
（同 P.18 より）

利益
61.5％
1-10％増加
20.0％

21-50％増加
29.4％
やや低下す
る（1-10％）
63.6％

08

収支均衡、もし
くは小額の欠損
4.6％
横ばい
9.8％
大きく低下する
（11-25％）
24.1％

規模の経済性

同じくらい
38.4％

07

20％以上減少
2.0％
50％以上増加
11.0％

1-10％減少
7.8％

07

11

13 30

商品／原材料価格

やや高い
23.5％

やや低い
16.5％

レポート分析
（１） 年度の経営実績
70

著しく高い
9.4％

著しく低い
12.2％

62
4

4
9

企 業 が利 益 をあ げてお り（ 図 １）
、

71

全く低下しない
6.5％

10

11

アンケート結果によると、 ％の

08

11-20％減少
3.1％

非常に大きく低下
する（25％以上）
5.8％

08

7 14
5 2

図 2：08 年の中国での売上高は 07
年と比べてどうでしたか？

図 3：現在の持続的なコストアップに
より、中国の競争力は低下すると思い
ますか？

期待寄せる中国市場ーー

経済危機下の華東経済

（同 P.17 より）
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42.1

2008

39.4

20
10
0

14.8

6.1

4.8

大幅に投 やや投資 影響なし やや投資 大幅に投
資を減少 を減少
を拡大 資を拡大
（同 P.32 より）

25 JC ECONOMIC JOURNAL 2009.6

3

22.7

12.0 9.0

19.8

4.0

9.6

5.7

20.8

12.0

6.7

■中国市場向けの生産、購買、
サービス
■米国市場向けの生産、購買、
サービス
■中国へ輸出・輸入
■第 3 国市場向けの生産、購買、
サービス
■その他
（同 P.20 より）

(％)

図 9：１級都市以外の都市の拠点拡大の決定に最
も重要な要素は？
56.6

22.2
8.6
1.0

人材獲得
0.4

2

21.2

原材料獲得

30

都市から次なる都市への進出を図っ

50

（３）中国市場での目標・戦略と課題

2007

コストが低い土地に
生産拠点を設ける
パートナーの存在
や設備の便宜

40

ており、すでに約半数の企業は大連、

60

24.0

51.0

市場範囲の拡大

73.9

図６からは、約 ％の企業が主要

70

成都等の 級、 級都市にも拠点を

(％)

な目標と戦略を中国国内市場に向け

2006

（同 P.31 より）

80

60

図 6：中国での主要な目的と戦略は何ですか？

♯１ 人的資源の制限
26.0
30.2
43.8
♯２ 政策解釈の不一致 15.2
66.7
18.2
♯３
官僚主義 19.2
61.5
19.2
♯４ 営業許可証の取得
26.5
51.0
22.4
♯５
税務管理
35.0
52.5
12.5
♯６ 関税・通関の遅延
24.4
41.5
34.1
♯７ 透明性が欠ける
13.7
25.5
60.5
♯８
政策が不明確 12.5
77.1
10.4
♯９
国家保護主義
24.4
53.7
22.0
♯ 10 知的財産権侵害
23.1
64.1
12.8
(％)
■改善した ■不変 ■悪化した

図 10：企業所得税率統一は（25％）ビジネス戦
略にどのような影響をもたらしましたか？

拡大している（図８）
。その主な目的

図 7：08 年におけるビジネス上の課題

1

ていることがわかる。

08

は、市場の範囲拡大やコストの低廉

10

て課題の一つである。

2 年以下
12.4％ （同 P.24 より）

25

図 は 年１月に改正された企業

2 年から 5 年
17.7％

北京、上海（長江デ
ルタ）
、天津、広州
（珠江デルタ）以外
には拠点を有して
いない
50.6％

％への統一による米

6 年から
9年
7.4％

所得税の税率

10 年以上 11.9％

国企業の対中ビジネスへの影響を調べ

たものである。「影響なし」が最も高

図 8：２級、３級都市に拠点を設置し
てどのくらい経ちましたか？

しかし、中国市場での事業展開に

（同 P.25 より）

な土地に生産拠点を設けることであ

1

10

は課題も多い。図７は主な課題をラ

無錫

り（図９）
、進出先としての人気が高

10

9

ンキングで挙げたものであり、人的

杭州

い都市は、成都、大連、武漢、西安、

9

資源の制限、政策の不統一、官僚主

7

6

南京の順となっている（表 ）
。

青島

重慶

8

義、営業免許の取得、税制が上位を

―

（４）法制度等の変化への対応

7

蘇州

占めている。そのうち、人材の確保は

6

急速な経済成長を遂げている中国

2

5

米国企業にとって最も重要な課題であ

南京

西安

5

では、それに対応する形で政策・法

4

り、中国市場の成長・拡大に伴い優

4

武漢

規の改正、またビジネス環境の変化

3

秀な人材の割合は不足していることか

3

1

が著しい。そのような変化にうまく

大連

成都

ら、人材確保の競争は激しく、この

2

1

適応していくことも、米国企業にとっ

2007 年ランキング

ことが人件費上昇の一因となっている。

都市

中国市場に適応するにつれて、多

2008 年ランキング

くの米国企業は上海、北京等の 級

表 1：進出したい 2 級、3 級都市はどこですか？

10.1

政治的要因

1.5
0

10

20

30

40

（同 P.24 より）

50

(％)

60
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しかし、冒頭で述べたとおり、こ
れらの調査は 年 月から 月に行

５％増価した場合の影響を調べたも
降であることを考慮すると、調査結

の影響が本格化したのが 年 月以

業が、世界経済の停滞は対中ビジネ
スにマイナスの影響を与えると回答し
ている（図 ）
。

結び

る米国企業は、今後５年間の中国市
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く、「投資拡大」の回答と合わせる
と ％を超えている。

のであるが、「利益を圧迫するが長期
果における楽観性はそのまま受け止

われたものであり、昨今の経済危機

的には影響なし」と「影響なし」の
めることできない。実際、 ％の企

次に図 は、１年以内に人民元が

回答で ％を占め、
「中国での事業拡
大を見直す」との回答はわずか ％
にすぎない。
また、 年 月には独占禁止法が
施行されたが、約 ％の企業は、こ
れによるＭ＆ Ａ戦略への影響はない

の影響は考えられるものの、長期的

当面、経済危機による米国企業へ

これらの結果より、米国企業の多

な対中ビジネス戦略には大きな変化

と考えている（図 ）
。
くは、政策等の変化は長期的な対中

はないものと思われる。 ％を超え

ているようだ。

場での事業展開について楽観的な見

級都市：地方の主要都市

（同 P.31 より）

（同 P.23 より）

やや
大きな
マイナス マイナス

影響
なし

やや
プラス

ビジネス戦略には影響はないと考え
（５）米国企業にとっての中国市場

方を示している（図 ）
。
今後も、米国企業は中国を重要な

それでは、米国企業のグローバル
戦略の中で、中国市場はどのように

投資先とみなし、中国国内市場開拓

級都市：省都ないしそれに準じる都市

級都市：特に平均所得の高い大都市

注：

るものと考えられる。

を目的に、ますます投資を拡大させ

位置付けられているのであろうか。
図 の結果によると、３分の２を
超える米国企業が中国市場を最も重
要な投資先トップ３に入ると考えて
おり、うち ・ ％は最も重要な投
資先としている。 年についても、実
に約８割の企業が中国での投資を増
やすと回答している（図 ）
。

20

10

10

（企画調査部 ： 岡本謙三）

2.6

0

大きな
プラス

（同 P.21 より）

11-20％増
28.69％

21-50％増
8.61％

17.0

14.0

8.5

10

1-10％増
35.25％

50％以上増
6.97％

やや楽観的
32.9％

40

変化なし
10.6％

30

楽観的
47.8％

投資増の予定
なし
20.49％

57.9

50

図 14：09 年における中国での投資の
増加の割合は？

60

（同 P.32 より）
（同 P.27より）
（同 P.21 より）
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(％)
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12
影響はない
89.5％

9

16

11

米国その他海外市場から
の材料・設備の輸入増加
中国市場での材料・
設備購入増加
中国での事業展開
を見直す
トップ３の 1 つ
50.8％

図 15：現在のグローバル経済の状況が中国での
事業運営に与える影響は？
(％)

図 16：今後５年間の中国でのビジ
ネスの展望について

悲観的
2.0％

やや悲観的
6.7％

1

20

43
11
影響なし
M&A は延期する
1.7％
利益は減少するが、
M&A 戦
長期的には影響なし
略を見直
利益増加
す 6.3％

最も重要
17.2％

数ある直接投資
対象地域の１つ
18.1％

09

計画を新たに
策定する
2.5％

8

2

世界経済危機の影響

14

2

3

展開している
3.9％

重要な投資対象
地域ではない
9.8％
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17

図 11：今後１年以内に人民元が 5％増価した場合、
どのような影響がありますか？
図 13：グローバル投資計画に 図 12：08 年 8 月 1 日に施行された独
おける中国の位置付けは？
占禁止法はＭ＆Ａ戦略に影響がありま
中国でのみ事業 すか？
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中国省エネ・環境に対する
日立の取り組み

川野 薫

●日立 中
(国 有
) 限公司董事総経理

月に日立製作所およびグループ会社の関連部署で、当時の日立（中国）有限公司総経理、長野晄史を総責任者とする「中国環境・

省エネ・環境コーナー

2006 年

省エネ事業化推進プロジェクトチーム」を立ち上げた。以来、中国での環境・省エネ事業の展開に向けた様々な活動に取り組んでいる。本稿では、

日立グループの「環境ビジョン 2025」を紹介するとともに、中国での省エネ・環境に対する取り組みを紹介する。

「環境ビジョン 2025」
ーー日立グループをあげて
環境・省エネ事業に注力
日立グループは電力・産業機器か
ら家電製品まで幅広い事業分野で、
長 年の事 業 活 動を通じて優れた環
境・省エネ技術を蓄積してきた。そ
の技術力を活かし、材料、部品、コ
ンポーネント、プロダクト、システム、
l
a
t
n
e
m
n
o
r
i
v
n
E
f
e
i
h
r
C e
c
i
f
f
O
y
g
e
t
a
r
t
S

て、環境保護・省エネルギーを特徴

次 五 カ年 計 画におい
境・省エネ事業のさらなる拡大、強

とする持続可能な社会の建設を重要

中 国は第
）
」と「地球環境戦

化を図ることにより、日立グループ

方針としており、この実現には外国、

③生態系の保全を３つの柱として環
略 室」 を 新 設、2025 年 度 まで

をあげて地球環境の改善に貢献して

者 ： C O（

追求するとともに、顧客のニーズに

に、世界全体で日立グループ製品に

を見事に両立させた日本の経験が中

国にとって参考になると期待されてい

中国マスメディア・展示会を
通じた PR 活動

害を克 服し、 環 境 保 護と経 済 成 長

応える先端技術を駆使した環境・省

化の防止、②資源の循環的な利用、

2025」を制定した。①地球温暖

制に貢献するという「環境ビジョン

特に 1960 年 代に環 境 汚 染・公

サービス・ソリューション全ての面で、

CCTV10ch 緑色空間「循環の啓示」で
の日立の取り組み等の放映＜ 06 年 9 月
14 日＞

いく方針で活動している。

常に製品のさらなる環境効率向上を

11
よ り 年 間 １ 億 ト ンの CO 2排 出 抑

En

エネ製品・サービスの提供に努めて
いる。
環境経営の実践においては 年に
07

総 経 理 直 属の「最 高 環 境 戦 略 責 任
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中国省エネ・環境に対する日立の取り組み

国家発展改革委員会との
技術交流会、
日中モデルプロジェクトでの
環境・省エネ活動推進

ション』
、
『汚水処理』
、
『農業資源の

循環再利用技術』に関する第２回技

術交流会を開催、同時に『四川大学、

日立（中国）有限公司、日立プラン

トテクノロジーの環境分野に関する

分野での協力を推進することで合意、

員会（国家発改委）と環境・省エネ

全プロジェクトに関するファイナンス

処理余熱発電』
、
『省エネ・ 環 境 保

催、
『コージェネレーション』
、
『ゴミ

28
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る。日立もこの過程で、幅広い分野
をカバーする先進技術と製品を蓄積
してきた。
年末、
中国国家環境保護総局（現

在の環境保護部）と中国中央テレビ

共同研究』に調印した。

さらに 年 月には、「エコ都市」

また共催で計３ 回の「日立省エネ・

サービス』
、
『情報システムの省エネ・

月には、「水 処 理」

行った。

環境保全技術交流会」を実施した。

年

システム』
、
『新農村計画向けソリュー

処理高度化新技術』
、
『水処理用制御

『膜分離技術への取り組み』
、
『下 水

をテーマに、『次世代水処理技術開発』
、

また、

な意見交換を行った。

や事例を紹介し、参加企業と具体的

硝システム』に関して、日立の技術

ダニゼーション』
、『ガスタービン』
、『脱

ンジニアリング技術』
、
『鉄鋼分野モ

『電機システムの省エネ』
、
『省エネエ

本の省エネの動向と日立の取り組み』
、

学・セメントなどの企業を対象に『日

マとし、鉄鋼・石炭・電力・石油化

システムの省エネ技術」をメインテー

環境保全技術』について意見交換を

をテーマに第３ 回技術交流会を開

1

（CCTV）は日 本の循 環 型 経 済の

こうした PR 活動を展開する中
で、 年 月に中国国家発展改革委

08
第１回の技術交流会では、「電機

07

確立と発展をテーマとした「日本環
境保護の窓―日本における循環型経
済」というシリーズ番組を企画し、日
立はトヨタ、松下、富士ゼロックスな
どの日本を代表する企業と共に協力
を要請された。 年 月、撮影訪日

ネの日立」というブランドイメージ

製品による貢献に加え、「環境・省エ

のホームページを開設し、これまでの

らに 年には中国にて環境・省エネ

値創造企業として出展してきた。さ

能新能源環保博覧会等）へも環境価

会（深圳ハイテクフェア、昆明国際節

に応対すると共に、中国各地の展示

からの取材・インタビューに積極的

その後も多くの中国有力メディア

で中国全土に向け放映された。

材を実施、この時の様子は CCTV

入した新宿地域冷暖房センターへの取

場・研究所のほか、大型冷凍機を納

団が取材のため日立を訪れ、主な工

4

を中国社会へ積極的に PR した。

5

06

1

07

第 2 回日立省エネ・環境保全技術交流会
「中国雲南省鉄鋼、化学工業業界の電機システムの省エ
ネ・余熱余圧利用モデルプロジェクト」調印式

05
07

日立の高圧インバータ設置現場
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北京で開催された「第２回日中省エ

は、第 回技術交流会後も政府を交

『電機システムの省エネ』について

体的な事例としては、 年 月に東

出削減に着手することとなった。具

企業を対象に省エネおよび CO ２排

ソリューションを活用し、中国の中小

エネ・環境保全に関する技術、製品、

波市を舞台に省エネに取り組むこと

ジェクト」として共同調印を行い、寧

企業向け省エネ・環境保全協力プロ

市人民政府と「日立／寧波市 中小

小企業対外合作協調中心および寧波

形で提供している。

波市の中小企業へコンサルティングの

に培ってきた省エネ診断ノウハウを寧

立が社内およびグループ会社を対象

えた意見交換を継続し、 年 月に

京で開催された「第３回日中省エネ・

にした。本プロジェクトでは単なる製

エネ面でのニーズも大きい。日立グ

中国の経済発展は速く、環境・省

ある。

も引き続き大きく期待するところで

備や補助金など政府主導の支援策に

推進および技術導入には制度面の整

いく。そして、こうした取り組みの

然エネルギーへの取り組みも強化して

ネルギー、風力 ･ 太陽光といった自

た顧客の選択肢が広がる事業や新エ

ESCO 事 業や CDM 事 業といっ

術、製品・サービスを提供すると共に、

きた。今後も、日立のノウハウ、技

の下で多くのプロジェクトを手がけて

どを展開しており、中国政府の協力

エネ機器、大気汚染防止対策技術な

ギーシステム、水処理システム、省

ネ・環境保全市場において、エネル

日立グループは中国における省エ

今後の展望

ネ・環境総合フォーラム」において、
日 中 両 政 府 が合 意 した「日 中 省エ

品・システムの提供にとどまらず、日

クト」の１つとなる『中国雲南省鉄
鋼、化学工業業界の電機システムの
省エネ・余熱余圧利用モデルプロジェ
クト』を調印した。その後このモデ
ルプロジェクトは、雲南省の鉄鋼メー
カー・昆 明 鋼 鉄 集 団 有 限 公 司（昆
明鋼鉄集団）および化学メーカーで
ある雲天化集団有限公司（雲天化集
団）とインバータを用いた省エネプロ
ジェクトの共同推進へと具体化した。
日立はボイラー補機用高圧モータ
設備とポンプの省エネエンジニアリン
グを実施し、高圧インバータシステ
ムを昆明鋼鉄集団と雲天化集団に納
入、 年度に運転を開始し、中国の
政府目標を大きく上回る省エネ効果
を実現した。本年度は対象範囲を拡
大しさらなる省エネを実現する。

業における省エネ・排出物削減に関
するモデルプロジェクトの合作協議』

「日立／寧波市 中小企業向け省エネ・環境保全協力プロジェクト」調印式

環境総合フォーラム」にて、中国中

9

ネ・環境ビジネス推進モデルプロジェ

11

07

また、 年 月には、新たな省エ
5

ネプロジェクトとして『中国の中小企

08

ル ー プは 今 後 も 全 力で

貢献していきたい。

を目指し
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について国家発改委と合意、日立の省
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08

1

08

の日程で中国を公
式訪問した麻生総
理大臣の主な訪中
成 果 の 一つとして

「 日 中 環 境・ 省 エ

ネ総合協力プラン」
が提起された。

外務省の発表によ

れ ば、
「 日中環 境・
省エネ総合 協力プ
ラン」とは、
「対中

環 境・省エネ協 力

を地 方においても

東京ミッドタウンでの視察

積極的に展開する

ことを目的として、重点分野である水、大気等環境汚染対策、廃棄物対策、3R、コ
ベネフィット・アプローチおよび石炭に係る取組を集中的に実施。更に、
『第 4 回省

のビジネスマッチングを実施」することを趣旨としている。中国の地方での省エネ・
環境協力の積極的展開をより重視する方向と言えよう。

当会では、すでに 2007 年度後半より、経済産業省の支援のもとで山東省、天津市

等を重点とした日中企業間の省エネ・環境ビジネス推進に取り組んでおり、今年度は、

よるニーズ情報を取りまとめ、日本の省
エネ・環境ビジネス推進への可能性をレ

千葉県大気情報管理システム視察

JC ECONOMIC JOURNAL 2009.6

」とし
院指定「資源枯渇都市（ 都市）

て、資源型都市からの転換戦略の実施を

最優先課題としている。その一環で現在、

生態環境や文化的資源を活用した観光・

サービス産業（
「微山湖湿地国家リゾー

ト」整備等）にも優位性を有する、と来

日した徐建民棗荘市経済貿易委員会主

任は力説する。

また、王偉棗荘市環境保護局副局長に

よれば、汚染排出削減については、重点

の一つが火力発電所の SO 2排出削減の

ための脱硫であり、技術・設備導入に加

えてメカニズムの整備が課題であり、加

えて市内９カ所の生活汚水処理場の汚泥

の処理技術・設備導入も、特に日本企業

に協力を求めたい重点であるという。

日本からの協力を希望するニーズプロ

22

ジェクトは、各種産業分野の案件を含め

ると 件あるが、ここではその内の省エネ・

環境分野の６プロジェクトをリストアップ

した（表１）
。余熱発電、熱電併給、中

山 東 省 西 部に位 置 し、 面

水再利用等である（詳細は当会事業開発

城市

積 は 8715 平 方 キ ロ、 人 口

部まで。以下同様）
。

聊

ポートする。

山東省３市の省エネ・
環境ニーズ情報

市（棗庄市、聊城市、淄博市）代表に

全国有数の生産量のセメント産業におい

た。本ミッションに参加した山東省の３

庄市 面積は 4563 平方キロ、

ション（外事弁公室による）を受け入れ

て余熱発電が進みつつある。更に、石炭

ネ・環境技術運用の実態を視察するミッ

人口 380 万人。主要産業は化学、

いる山東省と天津市から、日本の省エ

水スラリー加圧ガス化技術のレベルは非

さる 09 年 3 月には、すでに先行して

紡織、機械、建材、食品等であるが、旧

ローチが期待されている。

常に高く、温泉６カ所、７つの湿原等の

産業界に裨益する、より効果的なアプ

来の炭鉱を背景とした山東省唯一の国務

ある。
「日中環境・省エネ総合協力プラン」で示された賛同を糧として、日中両国の

棗

これら重点地方をフォローアップしながら、中西部、東北部等へと展開させる考えで

十川 美香

エネルギー・環境総合フォーラム』の地方展開や、地方政府との対話や地方企業と

事業開発部次長

地方展開を深める
日中省エネ環境ビジネス
推進の可能性

4 月 29 日、30 日

44

30
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表１

棗荘市の省エネ・環境プロジェクトニーズ概要

棗荘市

省エネ等

省エネ等
省エネ等
省エネ等
環境
環境

表２

プロジェクト名

概要
企業名
２×300MW ボタ総合利用熱電コジェネレーション拡張で、年間 33 億ｋ Wh
２×300MW ボタ総合 利 用 熱 の発電、880 万 GJ の熱供給を行い、分散型の居住区小型ボイラー 143 台 棗荘八一水煤漿熱
電コジェネレーション拡張
（300.8 ｔ / ｈ）
、工業用小型ボイラー 20 台（総容量 100 ｔ / ｈ）を代替、 電有限責任公司
98 万ｔ標準炭 / 年の節約が可能となる。
山東百斯達化工有限公司の 15 万ｔ / 年の新プロセスによるカーボンブラッ
35MW カーボンブラック燃焼
山東王晁煤電集団
ク生産装置から発生する排ガスから 135ｔ / ｈの高温スチームを得ることで
排ガス発電熱供給ユニット
熱電有限公司
11.2 万ｔ標準炭 / 年を節約。
9MW の純低温余熱総合利用発電ステーション（タービン発電機・システム、
自社低温余熱発電ステーショ
山東申豊水泥集団
5,000 ｔ / 日セメントキルン冷却機余熱ボイラー、排ガス余熱ボイラーを含む）
ン
有限公司
を建設し 1 万 9,174ｔ標準炭 / 年を節約。
２×15MW の余熱発電、国産の余熱ボイラー、タービン、脱硫集塵タワー等
コークス炉余熱熱電コジェネレ
棗荘聯豊焦電実業
の購入。LRJ--2000 型クリーン熱加工ボイラーから発生する余熱を利用して
ーション
有限公司
発電。
水資源、特に地下水資源に限りがあるところ、南水北調東線事業に当たり、
兗鉱国泰化工有限
中水再利用
当社の汚水排出も一定の規制を受けており、汚水を高度処理し生産ラインで
公司
再利用することにより、真水の使用量を減らすことが必要。
静電集塵機、脱硫タワー、コントロール室等を導入し、排煙の SO2 平均含有 遠通紙業（山東）有
自社発電所の脱硫
量を減らし、大気環境を保全する。
限公司

聊城市の省エネ・環境プロジェクトニーズ概要

聊城市

環境

省エネ等

省エネ等
省エネ等

省エネ等

省エネ等

省エネ等

プロジェクト名

概要
企業名
国内の脱硫市場は巨大なものがあり、循環流動床ボイラーの乾式脱硫技術に
環境保護モニタリングネットワ
はイニシャルコストもランニングコストも安いという優位性があるが、カルシウ
ークとデータオンラインコント
山東碧水藍天環境
ム基の脱硫剤のカルシウム利用率の向上、脱硫触媒の開発等の課題解決が必
ロールに基づく流動床ボイラー
工程有限公司
要であり、日本企業から、カルシウム基脱硫剤触媒、脱硫プロセスの自動制
乾式脱硫プロジェクト
御技術に関する研究開発の協力、技術支援を得たい。
藁を主要原料（年間 200 万ｔを処理）とし、藁パルプ製造クリーナープロダ
クション自主技術、環境配慮型の原色での藁パルプ製造技術、藁パルプ製造
廃液・リグニン有機肥料生産技術を採用して、
環境配慮型・原色パルプ製造（80 山東泉林紙業有限
藁（200 万ｔ / 年）綜合利用
万ｔ）
、環境配慮型原色製紙（60 万ｔ）
、環境配慮型弁当箱（200 億セット）
、 公司
緑色有機肥料（120 万ｔ）及び熱供給系統、環境汚染物質処理系統等の施
設を整備する計画に対し、ファイナンスを伴うプロジェクト協力を希望。
粉炭、コークスブリケット・粘 （ブリケット粘着剤 50 ｔ / 日生産等）省エネ乾燥タワーとブリケットプラント 山東東阿創新科技
着剤生産 (8 万ｔ）
を日本企業から導入したい。
開発有限公司
2 台の抽出タービンの技術改造により、低真空・水循環利用の熱供給を実現し、
同時に循環水の熱供給管網システムを整備して、最大 160 万㎡の暖房を実現 東阿華通熱電有限
タービン循環水集中熱供給
するに当たり、熱水ネットワーク調節コントロールシステム或いはシステム設 公司
備を日本企業から導入したい。
時風電動車の電力消費は 1,200kWh、標準炭換算で 428.4kg であり、１
台の時風電動車は年間 560.38kg 標準炭の節約が可能。当該技術は、国家
山東時風（集団）有
エコノミー電動自動車
11・5“863” 計画に盛り込まれており、中規模試験段階にある。既存設備を
限責任公司
整理・利用し、部分的に生産設備を増やすなかで、先進的な電動自動車製造
技術を日本企業から導入したい。
既存の 2 台のガス抽出タービン発電ユニットの技術改造を行い、低真空循環
水利用の暖房を実現。同時に、循環水熱供給管網システムを建設し、集中暖
循環水集中暖房
山東高唐熱電廠
房面積を 80 万 m2 とする。循環水暖房新技術、熱電ユニットの省エネ技術
を日本企業から導入したい。
とうもろこしの茎、麦藁及び綿の茎等の農業廃棄物利用によりエネルギー節
２×15MW タービン発電ユニッ
国電聊城生物質発
約をはかる。09 年 5 月に当初プロジェクトは完成するところ、さらに先進的
ト
電有限公司
バイオマス発電技術を日本企業から導入したい。

60

580 万人。アジア最大規模の電解アル

ミ生産基地（約 万トン）があり、化学

工業、製紙業など、全国有数のエネルギー

多消費産業がある一方、無公害野菜、食

用キノコ栽培等、生態環境が重視される

農業も重要な産業で、国家級歴史文化名

5

城、中国優秀旅遊都市、国家衛生都市、

11

省級園林都市にも指定されている。

09

呂昭華聊城市経済貿易委員会副主任に

よれば、 年は ・ 計画の省エネ目標

実現にとって決定的な意味を有する１年

であり、省エネ・汚染排出削減は、内需

拡大と新成長ポイント育成の重要な分野

とされている。特に重点は、①構造調整

の積極推進、②省エネ投入の拡大（三つの

「省エネ 100 プロジェクト」等）
、③循

環経済の安定的発展、④クリーナープロ

ダクションの全面的推進、⑤省エネメカニ

ズム構築、⑥省エネ法の執行強化、⑦省

エネ宣伝の展開である。

また劉耀国聊城市環境保護局副局長

からは、 年から「重点企業監督管理規

％を占め

則」に基づき、市の監督管理重点対象の

130 企業（排出総量の約

る）
、８都市汚水処理場の現場巡回が毎

月行われ、監督管理が強化されている実

態が説明された。

当面の省エネ・環境ニーズプロジェク

トは７案件ある（表２）
。藁の総合利用、

粉炭ブリケット製造、バイオマス発電、
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90

07

の省エネ改造（ 電力生産企業、設備容
量は 415 万 ）
、③セメント、電力業

る。例えば、
「重点保護区」での都市汚水

処理場以外からのすべての汚水排出につ

南水北調等）にかかわる汚水排出処理基
準について、山東省での地方上乗せ基準

いては、COD 負 荷 濃 度は mg ／

年産約 1600 万トン）
、④塩化学工業

要なことは、重点汚染源へのオンラインモ

が定められている基準もあり、さらに重

質綜合排出基 準（DB37/599 ー

ある（
「山 東 省 南 水 北 調 沿 線 水 汚 染 物

リットル以下という厳しい制限値設定が

市・聊城市のプロジェクト「藁の総合利

mg ／リットル以下、あるいは

100mg ／リットル以下に制限される。

これらの規制強化は、処理プロセス等

対策のグレードアップを不可欠とし、高

度な処理を得意とする日本企業にとって、

ビジネスチャンスと成り得る。廃水処理

以外にも、山東省での地方基準の整備は

続いている（表３）
。

省エネルギー発電調整改革の試み

第二に、 年に国務院弁公庁通知によ

り試行された「省エネルギー発電調整規

則（試行）
」
（国弁発〔2007〕 号）
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熱電併給に加え、特に「山東時風（集団）
有限公司」のエコノミー電気自動車は、

が整備され、なかには年毎の段階的強化

の高塩基廃水処理（例 ： 東大化工のエ

ニタリング設置や現場巡回査察等を通し

界の集塵（セメント 工場、 生産ライン、

博市 国務院が批准した「山東半
ポキシプロパン廃水処理）について、日本

全国的に注目され始めている。

島経済開放区都市」の「比較的大

淄

2006）
」）
。

棗庄市のプロジェクト「中水再利用」

用 」は、藁パルプ製 造の廃 水による水

ま た、
「海 河 流 域 水 質 汚 染 対 策 」都

の背景には、水資源の希少性と相俟った

今回３市から示されたニーズを一覧す

水排出濃度の制限値が３段階を踏んで強

質 汚 染 問 題 を 背 景 とし た もので、
「山

ギー消費、高汚染の産業からの転換は難

る限り、果たして日本企業のビジネス推

線）
」幹線の堰堤内を「核心保護区」
、幹

化され、 年 月１日からは最終の 段

「南水北調（東線）
」沿線企業への汚水排

てきているという点である。

て、規制実施の監督・管理が厳格化され

公司を中心として、石油化学工業、セラ
ミクス、紡績、医薬、建材などの産業が
立地する。大中小企業が連携し、都市と

しく、深刻な都市環境汚染に直面。市の

進の可能性が見出せるのか、疑問を感じ

線から キロの範囲を「重点保護区」
、こ

階目に入り、COD 負荷濃度は、水域に

東省海河流域水汚染物質綜合排出基準

単位面積当たり GDP、単位面積当た

る人も多いと思う。行政官の立場からの

れら以外の沿線を「一般保護区」と定め、

よって

出規制が挙げられている。「山東省南水

りエネルギー消費および単位面積当たり

ニーズ説明は、合理的に整理されて分か

この分類により汚染物質が規制されてい

農村が一体的に発展しているが、高エネル

SO 2は、いずれも省内１位である。

りやすい一方、企業や事業者など当事者

（DB37/675 ー 2007）
」で 流 域

そこで市を挙げ、科学的発展観による

の解決したい悩みは直接伝わりにくい。

北調工程沿線区域水汚染防止条例（

生態文明の建設推進、環境立市戦略の実

また、現場のニーズと日本企業の提供し

7

内の都市汚水処理場以外からのすべての汚

施、「碧水藍天行動計画」策定、国家環

得るソリューションとの間に、技術レベル

60

「南水北調（東
年 月 日施行）では、

境模範都市の認定確保、生態モデル都市

やコスト面および認識のギャップが在り

今回の来日時の日中双方関係者との意見

の構築などの一連の政策に取り組んでいる

今回は、具体的プロジェクト情報の提

交換などを通して、今回のニーズ情報の

得ることも否定できない。しかしながら、

示はなかったが、劉瑩珍淄博市環境保護

なかにも、ビジネス展開につながり得る

ところである。

局規劃国際合作科長によれば、①石油化

以下の制度的要素を見出すことはできる。

09

07

学工業、医薬産業の生産プロセスでの有
機原料による異臭処理技術（化学工業企

地方基準による規制強化
第一に、重要水系（海河、
淮河、
小清河、

cr

3

53

業は 1400 社、一定規模以上のものは
603 社）
、②小規模発電所のボイラー

環境経営理念を説明する「星のや軽井沢」吉川総支配人

1

15

1

07

省エネ・環境ビジネス
推進の可能性

企業からの環境ソリューションが期待され

60

きい都市」であり、面積 5965 平方

94

ている。

37

キロ、人口 420 万人。斉魯石油化工

cr

kW 38
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に基づく山東省での積極的な対応である。

能性が高い。

電を温存させていた従来の発電指標配分
エネルギー発電調整改革」の試点に指定

貴州、
江蘇、
河南、
広東、
四川の５省を「省

年 当 初、 国 家 発 展 改 革 委 員 会は、

制度を改革し、風力、太陽光、バイオマス、
し、山東省は試点ではないが、山東省政

本規則（原文は「弁法」）は、小火力発

クリーンなごみ焼却発電等を優先させて、
府の省エネルギー弁公室は「2009 年

DB37/336-2003 山東省政府

の省エネプロジェクトの多くは、この省の

る」と打ち出している。棗荘、聊城両市

資源綜合利用発電・電力供給を優先させ

ギー発電、熱電併給および余熱余圧等の

発電調整規則を模索し、再生可能エネル

石炭消費と汚染排出の大幅な削減を目指

2005 年 5 月 1 日
（山東省）製紙工業水汚染物排出基準

方針を反映したものとなっている。試点
地方での「省エネルギー発電調節改革」
は、新設火力発電所への補償等の解決す
べき問題にも直面しているとされるが、省
エネ・環境分野を含む多くの面で、他省
に先駆けた各種の試みを実施してきた山
東省での省エネ調整発電改革の動向には、
省エネ・環境ビジネスを推進する上でも
注目しておきたい。

ミッドタウン、千葉県、エコタウン（市原

エコセメント）
、京都府、京都市等の省エ

ネ・環境現場でのトップレベルの取組みに

ついて、技術・設備のみならず社会シス

テム、理念を含めて総合的に紹介し、そ

れらの必要性を理解してもらうことに努

めた。さらにはそれらを、人として心地

良いものとして体感してもらう試みも行っ

た。「自然と人間の共生」をテーマとする

温泉リゾート経営に取り組む「星のや軽

井沢」の視察・宿泊体験である。

「星のや軽井沢」の取り組みは、創業

者時代の 1929 年の自家水力発電開

始にまで遡り、地中熱、温泉排熱、冷房

機の排熱をヒートポンプで活用するシス

テムによるエネルギー自給率 ％の達成
（

年で投資を回収）
、地元農家と連携

したゴミ・リサイクル、野生動植物の専

門家集団によるエコツーリズム活動を展

開中で、グリーン購入ネットワークのエコ

ロジカルポイントを活用した目標の定量

化がはかられ、顧客満足度（顧客の ％

が「非常に満足」）と経常利益（ ％確保）

50
をチャンスととらえ、ビジネス展開に向

上述したような規制の強化や制度改革

を含めた共通認識の醸成をはかる地道な

行政責任者、企業経営者から現場監督者

利な中国の現場の障害を解消するには、

よりもコスト」といった、日本企業に不

営にも役立てたい」と語る徐建民棗荘市

「今回の体験は棗荘の温泉リゾート運

念が貫かれている。

と相俟って実現させていく環境経営の理

なる進展を加速させたい。

認識醸成の確実な一歩が感じられる。更

経済貿易委員会主任の笑顔からは、共通

かう前提として、当事者同士で省エネ・

今回の来日受け入れは、インパクトの

努力が不可欠であろう。
を共有することが必要であると思われる。

ある共通認識醸成の方法として、 東京

環境の取り組みを含む経営に対する認識

ビジネス推進への共通認識醸成

75

20

自然の風を取り込む「星のや軽井沢」の屋根
京都府・洛西浄化センター視察

07
「利益偏重」「短期投資回収重視」「性能
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2

2003 年 5 月 1 日

山東省の省エネルギーの要点」のなかで、

（山東省）飲食業油煙排出基準

DB37/534-2005 山東省政府

DB37/533-2005 山東省政府
（山東省）セメント工業大気汚染物排出基準 DB37/532-2005

山東省政府

2005 年 5 月 1 日

すメカニズムである。本メカニズムが本

（山東省）澱粉加工工業水汚染物排出基準

DB37/597-2006

山東省政府

2005 年 5 月 1 日
（山東省）紡織染整工業水汚染物排出基準

（山東省）畜禽養殖業汚染物排出基準

DB37/595-2006 山東省政府

2006 年 1 月 10 日

「国のアレンジに基づき、 省エネルギー

DB37/656-2006 山東省政府

2006 年 1 月 10 日

山東省南水北調沿線水汚染物綜合排出基準 DB37/599-2006 山東省政府

2007 年 4 月 1 日

山東省政府

2006 年 3 月 1 日

山東省小清河流域水汚染物綜合排出基準
名称

DB37/675-2007

山東省海河流域水汚染物綜合排出基準

批准機関

基準番号

山東省政府

2007 年 7 月 1 日

DB37/676-2007

実施時期
山東省半島流域水汚染物綜合排出基準

2007 年 10 月 1 日

格化すれば、日本の技術に優位に働く可

地方環境保護基準届出情報（国家環境保護部 2009 年 4 月 9 日発表）から
表３

上海事務所発

建設が進む上海の
国際金融センターと
水運センター

「上海の現代サービス業および先進的製造業の加速的発展、
ならびに国際金融センターと国際水運センターの建設の促
進に関する意見」が国務院常務会議を通過

国際水運、そして国際金融の中心でもある上海。
この上海に新たな発展のチャンスが訪れた。
今年３月 日の国務院常務会議で「上海の

質的向上を図ることが強調された。

長江流域、さらには全国的な産業構造の適正化と

これら二つのセンターの建設を通じて長江デルタ、

先進的製造業の早急なる発展を促すとともに、

特に上海における現代サービス業と

を、経済発展パターンの重要な転換期としてとらえ、

常務会議では、世界金融危機に直面しているこの時

強化しようとする中国政府の狙いがうかがえる。

これまで以上に上海のこの二つの特徴を

機能を備えた国際水運センターを建設するとして、

地位を確立し、また同時に世界規模での船舶輸送の

人民元の国際性に見合った国際金融センターとしての

この意見では 2020年までに中国の経済力と

国際金融センターとしての機能も有している。

国際水運センターのほかに、最近では

上海は、もともと上海港を中心とした

建設の促進に関する意見（以下「意見」
）
」が採択された。

ならびに国際金融センターと国際水運センター

現代サービス業および先進的製造業の加速的発展、

25

長江三角洲では水運が発達しており、随所で船舶を見かける。南通も例外ではない
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「意見」にみられる
論点
他国内の中核都市に対する支援を強

（５）長江デルタ各地域ならびにその

際的影響力といった面に表れている。

規模の小ささ、あるいは限定的な国

れは、市場体系の不完全さや、市場

劉唱氏

② 太 平 人 寿 上海 分 公司 業 務 主管 ：

保険料収入の増加が促されること

化し、上海と香港との相互補完や戦

び先進的製造業発展のきっかけとな

ターンの転換と現代サービス業およ

たことについて、上海市の経済発展パ

今回の「意見」が国務院で採択され

の参入による競争が促され、新たな

国保険市場の国際化が図られ、外貨

済建設を促す上で重要だ。また、中

るインフラ建設や国債への投資は経

経済成長につながる。特に生保によ

によって、実体経済への投資が拡大し、

り、同時に将来的な上海の経済と産

商品開発、リスク管理、サービス向

こうした中、上海市金融弁公室は、

業発展の明確な方向性を提示したと

上等の発展が期待される。

略的協力関係を強め、合理的分業・

これまで国家と自らのニーズに基づ

評価している。また、金融業の早期

③東亜銀行
（中国）
有限公司副行長：

（１）多機能かつ多層的な金融市場

いて国際金融センター建設に取り組

発展と、それによる上海経済の活性

林志民氏

開放を徐々に進める。金融サービス
業関連のインフラ施設を整備し、サー
ビス水準の向上を図る。金融に係る
法制度の健全化と監督を強化して、

して、水運サービスをより確実

デルタの港湾資源を整理・統合

には国家レベルでの政策支援が必要

段階に入り、それを加速させるため

業を中心とした経済発展への新たな

任も同様に、すでに上海はサービス

上海市人民政府研究室の肖林副主

一つの転換点になると指摘している。

金利、債券等を活用した新たな金融

政策的な根拠が与えられた。株式、

金 融 市 場の創 出、刷 新にあたり、

馮国栄氏

④申銀万国（香港）有限公司総裁：

れる。市場開放に合わせて、新たな

外資系銀行による業務拡大が促さ

金融の安定化・安全化を図る。

相互促進・共同発展を図る。

み、大きな成果を上げてきた上海だ

化、さらには資源・環境制約の打開

体系を建設する。金融機関の業務体

（２）現在の水運の集中型・分散型の

が、ニューヨークやロンドン等の金融

など、持続可能な発展を図る上でも

系を構築し、金融サービス業の対外

混在した輸送体系を整理し、多様な

センターと比べると成熟度は低い。そ

なものとする。国際水運発展総

であり、今回の「意見」は時宜にか

商品の創出とモデル化を促し、さら

「意見」に対する
専門家の評価

輸送方式の一体化を実現する。長江

合試験区の建設の可能性を模索

なったものであると評価している。以

に金融人材の育成システムの構築に

（３）先進的製造業の優位性を
利用してサービス業の発展を図
り、サービス業の発展により、さ

定部・調査統計研究部の凌涛主任に

中国人民銀行上海総本部 金融安

人民銀行上海総本部
の動き

商品開発やサービスが進む。

し、水運に係る融資等の金融サー

下、
「意見」に対する主な有識者の評

もつながる。

ビスを発展させる。

価を紹介する。

らに大きな先進的製造業の発展

①交通銀行首席経済学者 ： 連平氏
商業銀行による投資業務の拡大に
つながり、銀行間およびその他金融
機関との間での債券市場の乗り入れ
や新規商品開発と市場開拓を進める
条件が整備された。
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を促す。
（４）改革による発展の促進、難
題の解決、制度の建設を堅持す
る。企業の改革と再編を推進し、
政府の機能転換と管理体系の刷
新を加速する。

上海の水運の発展に合わせて建設された洋山深水港

上海事務所発

成熟していない。上海で

険 等のサービス分 野は

に力を入れ、銀行カードやクレジッ

は、水運指数先物、輸

融サービスに対する研究とその実施

と上海市共産党委員会及び市政府に
トカードの普及環境を整えるとして

送 費 先 渡・ 先 物 契 約、

債務融資ツールの発行による資産の

①短期融資債券や中期融資証券等の

以下のとおり。

の機能をさらに強化するという。

新を展開し、上海国際金融センター

のサービス効率向上と金融の創出刷

情報プラットホームの建設に協力し、

るとしている。また、中小企業信用

集市場の管理と発展をさらに推進す

形等級評定を改善して、信用情報収

主体等級評定と商業引受済み為替手

る。同総本部では引き続き借入企業

会信用環境の改善も重要なことであ

信用情報収集システムの建設、社

ている面がある。このこ

が国際競争力を制約し

度的・政策的不完全さ

研究が十分でなく、制

則については系 統 的 な

運業に関する政策や規

されてお らず、また水

ン等の金融商品は開発

輸送費ストックオプショ
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よると、同総本部では、今後「意見」
より示された「一つの中心、二つの重
いる。

証券化を推進する。

中小企業と農村信用システムの建設

とは、外国水運企業の

に基づいて、金融市場で

②中小企業短期融資債券モデルの実

を加速する。金融信用情報収集のた

上海での発展を阻害す

注１

施、ならびに銀行間市場におけるハ

めの統一的プラットホームを建設し、

ることにもつながる。

点」構想

イリターン債券と中小企業集合債券

ノンバンク情報等へも収集範囲を拡

同総本部が講じる具体的な措置は

との組合せ発行に関する研究を実施

大して地方の信用システムを整備す

滞している。

ビス業の比重は小さく、明らかに停

は絶えず増加しているが、水運サー

①ここ十数年来、上海の貨物呑吐量

めて同様の見解を述べている。

副主任も「意見」に絡

これに関 連 し、肖 林

し、中小企業の融資環境を緩和する。

るという。

「意見」と上海国際水
運センター建設
憶

②航路、就航ダイヤ、運航船舶数量

年、上 海 港は貨 物 取 扱 量

8000 万トン、コンテナ 2800
取扱港、世界第

数はあまり増えていない。

世界と中国内陸部を水運で結ぶ上海

建設が進む上海の
国際金融センターと
水運センター

③銀行間債券市場のリスク分散メカ
ニズムの構築について研究し、国内金
融機関による外貨建債券の発行、理
財製品販売、外国金融機関等による
銀行間債券市場への進出を推進する。
④その他、法律に基づき債券市場参
入登記管理を強化する。
力して第二世代支払システム、電子

スとなった。これまで十数年にわたり

③港湾や埠頭等のインフラ建設は速

の増加は速いが、船舶の国内登録件

商業送金為替システム、中央銀行会

上海の国際船舶運輸センターとして

いが、水運サービス関連の政策や規

万ＴＥＵに達し、世界で最大の貨物

計統計データ集中システムの建設を

の機能は格段に高まり、港湾能力も

2

このほか、同総本部では本店と協

加速し、国内外為替支払システムを

向上してきたが、船舶融資や海事保

定などは依然として国際慣例への対

推進するとしている。また、現代金

数や国際航路で活躍する中国船籍の

5
位のコンテナバー

08
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①国際金融センターと水運センター

べている。

と水運との関係について次のとおり述

の李紹徳総裁は「意見」の国際金融

また、中国海運（集団）総公司

向上を図る。物流効率の向上と物流

整理・再編して水運サービスの質的

ムを構築する。長江デルタの港湾を

②現代的水運集中・分散運輸システ

新たな契機を創出しようとしている。

に推し進め、北東アジア経済発展の

香港との相互補完・共同発展を強力

機対応能力を強化する。

投資ファンドや輸送保険を通じた危

図る。また、水運企業に対する株式

とともに、資金調達コストの低減を

場を構築する。融資ルートの多様化

として、多機能かつ多層的な金融市

③水運企業の円滑な資金調達を目的

益向上を図る。

が、今回の「意見」によって国から正

センターと国際水運センターの建設

ようとしている。上海での国際金融

二つの分野での指導的役割を強化し

進む中で、上海は金融と水運という

このように、経済のグローバル化が

総合実験区を設置する

業支援を目的として、国際水運発展

外資金精算等の制度的優遇措置と事

応が不十分である。

は相互補完関係にある。国務院はこ
コストの低減に努め、水運貨物の集

④水運企業に対する税制、通関、海

注２

の「意見」に基づいて、今後上海・長
中化・呼び込みによる水運企業の利

式に認められたことから、今後政策

面・制度面での多くの支援が期待さ

れる。

注１：
「一つの中心、二つの重点（一個核心、

両個重点）
」とは、金融市場体系を核と

して、先行テスト・実施と環境整備に

重点を置くこと。

注 ：中国海運（集団）総公司は中央

中国上海

参考

開している。

にあり、長江デルタを中心に事業を展

直轄の重点国有水運企業。本社は上海

2
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（上海事務所長 後藤雅彦）
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江デルタばかりでなく、長江デルタと

国際金融センターと水運センターを目指す上海〔洋山深水港（上）、浦東金融街中国人民銀行
上海総本部（下）〕
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近藤公認会計士事務所
公認会計士 近藤 義雄

響
表1

税金計算

た期に費用となりますが、税務上では実際に納付した期
に税務上の損金 ( 費用 ) として認められますので、会計と
税務で費用 ( 損金 ) に計上される期間が相違し、会計上
の費用が将来の期間に税務上の損金として認められるこ
課税所得額
41
とから、事業税は将来の税金を減少させる効果を持って
法人税等
41 × 40％
16
います。したがって、事業税の税効果は最終的に前払税
金と同じ効果を持つものであり、これを繰延税金資産と
いいます。反対に、将来の税金を増加させる未払税金と
同じ効果を持つものを繰延税金負債といいます。
上述したように、改正前の外国税額控除制度では外国
税額がある期間に税額控除できなかった場合には、翌期
以降に繰り越して税額控除ができる繰越控除制度があり
差引法人税等
16
ます。この繰越外国税額は将来の税金を減少させるもの
として繰延税金資産に計上されます。配当の外国税額控
表 2 税金負担比較
除制度が撤廃または廃止されましたので、改正後の益金
改正前の
改正後の
外国税額控除制度
益金不算入制度
不算入制度では、経過的なものを除いて、このような繰
中国子会社の企業所得税
180
180
越外国税額は繰延税金資産に計上されなくなりました。
配当の源泉税
82
82
外国子会社に関係するもう一つの税効果会計は、外国
日本の法人税等
0
16
子会社の留保利益に対する税効果会計です。上場会社が
合計
262
278
作成する連結財務諸表では、外国子会社の財務諸表が連
中国子会社の減免税廃止
70
結されますので、その子会社の留保利益も連結利益に含
現地優遇税制廃止後の税金
332
278
まれます。連結子会社の留保利益に対しては現地で企業
所得税を納付していますが、外国子会社の現地の税率が
表 3 税金計算
日本の法人税等より低く、その留保利益を日本に配当送
改正前の外国税額控除制度
改正後の益金不算入制度
金した場合には、外国と日本との税率差による追加課税
受取配当金
配当送金額 675 受取配当金
750 × 5％
38
が日本で行われます。
外国源泉税
75
このように留保利益には将来配当することによって税金
企業所得税
250
課税所得額
1,000
を増大させる効果がありますので、外国より日本の税率が
法人税等
1,000×40％ 400 法人税等
38 × 40％
15
高い税率差が存在し、外国子会社の留保利益について将
外国税額
来配当することが決定的な場合には、将来の税金を増大
直接税額
外国源泉税
75
させる効果を持つ繰延税金負債を計上しなければなりませ
間接税額
企業所得税 250
んでした。実際、上場会社の連結財務諸表では、このよう
外国税額合計
上限 400
325
な繰延税金負債を多額に計上している事例がありました。
差引法人税等
400 － 325
75 差引法人税等
15
しかし、税制改正後の益金不算入制度では、受取配当
金は 5％しか課税されず、外国源泉税も損金不算入の処
理のみとなりましたので、この 5％部分の税率差による追
税効果会計は、日本では上場会社等の公開会社に強
加課税と外国源泉税についての繰延税金負債を計上すればよい
制適用されていますが、非公開会社では税効果会計の
ことになりました。
採用は任意ですので、一般的な非上場会社では税効果会計は採
このように税制改正による税効果会計の計上額の見直しによ
用されていません。したがって、上述した新聞報道も日本の上場
り、これまで多額の繰延税金負債を計上していた日本の上場会社
会社について言及したものであり、特に、税効果会計の中でも一
は、益金不算入制度では、その計上額が大幅に減少することに
般的な税効果会計に属する項目ではなく、外国税額控除制度の
なりましたので、法人税等の計上額が減少して税引後利益が大幅
中の繰越外国税額と外国子会社の留保金に対する追加課税の税
に改善されることとなったものです。
効果会計の問題が関係しています。この二つの税効果会計につい
「所得税法等の一部を改正する法律」が 09 年 3 月 31 日に公
ては後ほど説明します。
布されたため、3 月期決算会社は、改正された税法に基づいて、
税効果会計とは、会計と税法で、その資産と負債の処理に期
外国子会社の留保利益に対する繰延税金負債の計上額を大幅に
間的な差異がある場合に、法人税等を適正に期間配分するため
見直すことになりました。6 月末までに提出される上場会社の有
に、税引前利益と法人税等を合理的に対応させる会計処理をい
価証券報告書には、このような見直しによる影響が数多く見られ
います。例えば、事業税は、会計上では未払事業税が計上され
るかもしれません。
改正前の外国税額控除制度
受取配当金
配当送金額 738
配当の源泉税
82
現地の企業所得税
180
課税所得額
1,000
法人税等ａ
1,000×40％ 400
外国税額の計算
実際直接税額
配当源泉税
82
みなし直接税額 820 × 10％
82
実際間接税額
企業所得税 180
みなし間接税額 1,000×7％
70
外国税額合計ｂ 上限 400
414
差引法人税等ａ-ｂ 400－400
0

改正後の益金不算入制度
受取配当金
820 × 5％

41
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中国ビジネス Q&A

中国子会社配当の益金不算入の影響
2009 年 3 月 31 日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により外国子会社からの配当益金不算
入制度が導入された。これによる法人税の外国税額控除額および税効果会計への影響が注目されている。
外国子会社からの配当金について、日本の法人税では外
国税額控除制度から益金不算入制度に改正されたと聞
きましたが、中国子会社からの配当については具体的にどのよう
な影響があるのですか。
日本では、
「所得税法等の一部を改正する法律」が
09 年 3 月 31 日に公布され、外国子会社からの配当の
益金不算入制度が導入されました。この制度は、平成 21 年 4 月
1 日以後に外国子会社から受け取る配当について適用されます。
この制度の対象となる外国子会社とは、内国法人が外国法人の
発行済株式等の 25％以上を、配当支払義務が確定する日以前に
6 カ月以上にわたり引き続き直接所有していた外国法人を指しま
す。中国子会社について言えば、外国投資企業が配当決議を行っ
た董事会の承認日までの 6 カ月以上にわたり出資持ち分の 25％
以上を直接所有していた場合に、その外国子会社からの配当を
益金不算入とすることができます。
この制度では、外国子会社からの受取配当金の 95％は益金に
算入しません。ただし、受取配当金の 5％相当部分については日
本親会社で発生している海外子会社管理費に対応するものとして
益金に算入しなければなりません。また、その配当に課された外
国源泉税も課税所得の計算上、損金に算入することができません。
この税制改正前は、外国子会社からの受取配当金については、
外国税額控除制度が適用されていました。配当の外国源泉税に
ついては直接税額控除が、外国子会社が現地で納付した外国税
額については間接税額控除が適用され、外国で減免された外国
税額についてはみなし税額控除が適用されていました。益金不算
入制度が導入された現在では、これらの配当にかかる外国税額
控除はすべて適用されません。
それでは、100％の出資持ち分を有する中国独資企業からの受
取配当金について、改正前と改正後の税金計算を比較検討して、
具体的にどう違うのかを理解したいと思います。前提として、日
本の法人税等の実効税率を 40％とします。中国の企業所得税の
基本税率は 25％ですが、この独資企業の適用税率は優遇経過
措置により 18％と仮定します。配当の源泉税率は日中租税条約
により10％と定められています。
税制改正前の外国税額控除制度では、源泉税のみなし税率は
20％でしたので、源泉税については 10％をみなしで直接税額控
除することができました。また、独資企業が納付した企業所得
税については、基本税率 25％と優遇税率 18％との差による減免
税 7％もみなしで間接税額控除することができました。
税制改正後の益金不算入制度では、配当の 95％は益金不算入
ですので課税されません。配当の 5％が益金として課税所得にな
ります。源泉税の 10%と現地で納税した企業所得税 18％は日本
の税額計算に関係しませんので、現地で納付して課税関係は終
了します。
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独資企業の税引前利益を 1,000 と仮定した場合には、それぞ
れ次のように税額計算を行います。
■仮定
独資企業の税引前利益 1,000 日本親会社の受取配当金 820
企業所得税 (1,000 ×18％ ) 180 源泉税 (820 ×10％ ) 82
税引後利益 820
配当送金額
738
表 1 の税金計算のとおり、中国子会社については、日中租税
条約に基づく源泉税のみなし税率 (10% ) があり、現地の優遇税
制 (7% ) が経過措置として継続されていることから、益金不算入
制度よりも改正前の外国税額控除制度の方が有利な場合があり
ました。
しかし、表 2 で示したように、現在適用されている経過的優
遇税制が段階的に消滅していくにつれて、みなし税額控除の金額
が少なくなり、現地での企業所得税の納付税額が増大していきま
すので、優遇税制の経過措置が終了する 2012 年までには税金
負担は逆転して、改正後の益金不算入制度が有利に働くようにな
ります。
特に、日系企業の多くは中国に進出して 2 免 3 減等の優遇税
制の適用期間を終了していると思われますので、今回の税制改
正によって中国子会社からの配当についても、日本親会社の税金
負担は軽減されていくものと予想されています。
最近の新聞報道では、この益金不算入制度の導入によっ
て日本企業の税引後利益が大幅に改善されて、海外投
資家から見て日本企業の財務体質の評価が高まるという意見も
ありますが、どうしてこのようなことが言えるのですか。
一般論として言えば、外国税額控除制度から益金不
算入制度に移行することによって、配当課税による税金
負担は大幅に減少します。表 1 の設例を使用して、みなし税額控
除が全くない場合の中国子会社の設例で税金計算すれば、表 3
のようになります。
■仮定
独資企業の税引前利益 1,000 日本親会社の受取配当金 750
企業所得税 (1,000 × 25％ ) 250 源泉税 (750 ×10％ ) 75
税引後利益
750
配当送金額
675
表 3 のとおり、益金不算入制度の導入によって親会社の法人
税等の税金負担は大きく改善されます。しかし新聞で報道されて
いる税引後利益の大幅な利益改善には、このような日本の法人
税等の軽減による税引後利益の改善だけではなく、税効果会計
による利益改善効果も含まれています。
税効果会計とは何ですか。なぜ、益金不算入制度と税
効果会計が結び付くのですか。
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新型インフルエンザさまざま

瀋陽事務所首席代表

西槙躍

疫のある人がいない」と言わ

免 れた今回の新型インフルエン
ザは、中国の人々にも強い恐怖感を
与えている。わずか 4 年前に、新型
肺炎 SARS が中国で猛 威を振るい、
依然として多くの人々の記憶に残って
いる。まさか
「大洋彼岸
（海の向こう）」
で起きた悪夢が 4 年後にまた中国で
再現してくるのだろうか。経済不況の
雰囲気に包まれた日常生活は、中国
で最初の患者が確認されたと知った
時に異変が生じた。
折しも内需拡大策の効果が現れ、

仮病で無料診察を受け薬をもらう人もいる

第１四半期の経済運営が好転の兆し

南市に移動した。その際、狭い車両

ことに決めた。この効果は直ぐに現

を見せ、株価も上昇し始め、曇り空に

に数時間同乗した人は全員感染の恐

われ、同市内のタクシー運転手の情

明るい隙間が見え隠れしていたのも、

れが強い「濃厚接触者」と断定され、

報から 1 名を「摘発」し、運転手に

一瞬のうちになくなった感じである。

政府は追跡調査を開始した。

2,000 元の奨励金が渡されたという。

本 稿執筆時点で確 定 感 染 者は７

飛行機の乗客の追 跡 調査と異な

自己申告しない事情には幾つかの

名、いずれも海外からの帰国者であ

り、列車の場 合は乗客情 報が登 録

理由がある。特に診断にはお金がか

る。

されないため、降車後の追跡を行う

かると心配する人が多く、７日間の

感染患者と判明した場合は直ちに

ことは不可能に近い。仮に、いわゆ

隔離で仕事がなくなると心配する人

隔離され、厳格な管理・監視の下に

る容疑者段階で隔離をしていない場

もいるようだ。

治療が行われる。また、患者と何ら

合、潜伏期間が過ぎて感染患者とな

逆に、この非常事態を利用する人

かの形で「濃密に接触した（中国語で

ると、その後の感 染者数が爆発的

も現れた。大連市のある建築現場

「親密接触者」）」人、すなわちウイル

に増えることになる。このため、緊

の守衛は、ラジオで新型インフルエ

ス拡散の可能性を有する未確定感染

急事態のグレードを上げるなど戦時

ンザの受診に診断料はかからないと

者や感染が疑われる人に対して、感

体制を思わせるムードの中、追跡調

聞き、仮病で外来の診察を受け、無

染拡大防止のために強制的に 7 日間

査というよりもむしろ「捕らえる」的

料の薬をもらいにきたり、三星クラ

の隔離観察措置を行わなければなら

な対応措置がとられた。新聞、テレ

スのホテルに宿泊し、ただ飯を７日

ないとしている。

ビ、インターネット等のあらゆる手段

間も食べられる隔離生活を体験した

第 1 例目の感染者は米国から北京

を使って、衛生局、出入国検疫検査

いと「濃厚接触者」を装う詐欺もあ

経由で最終目的地の成都へ乗り継い

局、公安局、電信局も加わり、感染

るという。また、隔離生活や容疑者

だ。幸いなことに乗客、乗員合せて

容疑者の「自首」を呼びかけ、行方

の心理状態を、
「隔離日記」という

約 150 名は全員隔離することができ

不明者の「手配」を全国範囲に広げ、

ような形でインターネットのブログに

た。第 2 例目はカナダ帰りの中国人

SARS のときの対策が再現された。

公開し、人気を博している人もいる

留学生だ。彼と同じ便で北京に来た

感染者と同じ車両には 44 名の乗

ようだ。

人は約 210 名。入国時に提出された

客が乗っており、うち 33 名は直ぐに

これまで判明した 7 名の感 染 患

「入国申告表」に基づいて調査した

自己申告で判明し隔離されたが、残

者とその周りの数千人「濃厚接触者」

結果、乗客は 11 省 ･ 市に分散した可

り 11 名は見付からない。済南市政

を追跡し、割り出した公安や電信局

能性があると判明した。第２例の感

府は事の重要性を再認識し、11 名の

の個人情報網の凄まじさには驚かさ

染者本人は降機後に列車で山東省済

行方割り出しのために懸賞金を出す

れる。
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Japan China Economic association

2009 年 4 月Japan China Economic
Japan China Economic association

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

Japan
China Economic association
4/15
4/12

中国石油化工股份有限公司
中国石油化工股

訪日代表団レセプション

中国石油化工北京燕山石化公司
〜21
Japan
China
Economic association

王永健董事長一行が来日

Japan China Economic
Japan China Economic

４月15 日、王天普中国石油化工股份有限公

Japan China
Economic association
司総裁一行が来日、ホテルニューオータニでの

Japan China Economic

レセプションの開催に当協会が協力した。同レセ
プションには、日本側から石油関連企業、銀行、
Japan China
Economic association

Japan China Economic

商社等から70 名が参加し、石油化学分野にお

ける日中間のさらなる協力の促進に向けて交流を

Japan China
Economic association
深めた。

Japan China Economic

また、4 月12 〜 21 日、王永健中国石油化工
北京燕山石化公司董事長をはじめ
13 名が来日
Japan China
Economic association

Japan China Economic

し、4 月17 日にはトヨタ博物館と元町工場の視
察に協力した。

Japan China Economic association
Japan China Economic association
4/12
〜20

ホテルニューオータニでのレセプション

Japan China Economic association

中国セメント協会訪日団受け入れ
Japan China
Economic association

Japan China Economic
Japan China Economic
Japan China Economic

4 月12日から20 日まで中国建築材料連合会、

Japan China Economic association

中国セメント協会代表団が、日本のセメント産業
Japan China Economic
の省エネ・環境対策、廃棄物の有効利用等の視

Japan China Economic association
Japan China Economic association

察を目的として来日した。

Japan China Economic

4 月14 日には、社団法人セメント協会のご協
力を得て、
雷前治中国セメント協会会長による「中

Japan China Economic
国のセメント産業における省エネ・環境対策と構
造改革〜日中ビジネスの可能性を探る〜」と題し

Japan China Economic association
講演会にて熱弁を振るう雷会長

Japan China Economic association
Japan China Economic association

た講演会を都道府県会館にて開催、約 100
名
Japan
China Economic
が参加した。
雷会長は、中国のセメント産業の現状と課題

Japan China Economic

について講演し、終了後のアンケートでは、ほと
んどの参加者が「ビジネスの可能性がある」
、
「実

Japan China Economic
際にビジネスとして取り組んでみたい」と回答し、
参加者にとって手ごたえのあるものとなった。

Japan China Economic association
Japan China Economic association

雷会長一行は、日本滞在中、経済産業省や
Japan China Economic
環境省をはじめ、セメント企業、地方自治体
等を視察訪問するとともに、省エネセンターや

Japan China Economic

NEDO からもレクチャーを受け、活発な意見交
換を行った。

Japan China Economic association

Japan China Economic

講演会は約 100 名が参加する盛況ぶり

Japan China Economic association
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Japan China Economic association

2009Japan
年 4 月 China Economic associat
Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

Japan China
Economic association
4/19

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

〜24

シュシキン

朱之鑫中国国家発展改革委員会副主任一行が来日

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

4 月19 〜 24 日、朱之鑫中国国家発展改革委員会副主任一行 8 名が、政府間の高級事務レベル協議参加の

ために来日した。今回の来日にあたっては、経済産業省と同委員会の依頼を受け、当協会が協力をし、4 月 21

Japan China Economic
association
Japan China Economic associat
日に当協会主催歓迎宴を開催、宮原賢次副会長をはじめ副会長・常任理事７名が参加した。朱副主任から国際
金融危機に対する経済対策及び最新の経済状況・政策等について講演していただいた。
22 日からは福岡県を訪問、福岡県知事を表敬し、北九州市エコタウン等を視察した。
Japan China Economic
association

Japan China Economic associat

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

Japan China Economic
association
朱副主任歓迎宴

北九州エコタウン視察

Japan China Economic association
4/22
〜29

Japan China Economic association

伊寧市環境総合整備事業訪日団を受け入れ

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

Japan China Economic associat

Japan China Economic associat

４月２２〜２９日、国際協力銀行の 2004 年度対中円借款対象事業である伊寧市環境総合整備事業の一環と

して、蘭軍伊寧市副市長を団長とする「伊寧市環境総合整備事業訪日団− C 組」一行５名が来日した。

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

一行は北海道、札幌市、石狩市を表敬訪問し、札幌、苫小牧、石狩にて廃棄物処理・リサイクル等に関する視察・

研修を行った。今回の視察・研修については当協会がアレンジ、随行等を行った。

Japan China Economic association

Japan China Economic associat

JCNDA NEWS

2009 年 4 月の日中東北開発協会の活動から

■ 吉 林 省 外 事 弁 公 室・ 蔡 副 主 任 一 行 来 会
(4/2)

４月２日、吉林省外事弁公室 蔡長清副主任一行５名

が来会、稲葉理事長、三田地事務局長ほかが対応し、５
月２５日に東京で開催予定の同省経済貿易合作交流会に
関する協力等について意見交換した。
■ 吉林省商務庁・王庁長一行来会 (4/13)

４月13 日、吉林省商務庁・王甫軼副庁長一行 3 名が

来会、稲葉理事長、三田地事務局長ほかが対応し、9 月
２〜６日に長春で開催予定の第５回中国吉林・北東アジア
投資貿易博覧会に関する協力等について意見交換した。
■ 延辺州朝鮮族自治州人民政府・馬副秘書長一

行来会 (4/17)

４月17 日、延辺州朝鮮族自治州人民政府・馬景峰副

秘書長一行６名が来会、稲葉理事長、三田地事務局長ほ
かが対応し、今後の協力等について意見交換した。
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2009 年 7月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

中国地域経済の潜在力
（東北、中部、西部）
編集後記

新型インフルエンザの感染が広がり、大規模なイベントや
修学旅行等の中止が相次いでいる。しかし、現時点では感染
力および感染後の症状は旧型インフルエンザと比べ特別深刻
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なわけではなく、ウィルスの突然変異の可能性についても旧型
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も同様にある。インフルエンザの正確かつ十分な情報提供と
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「日中経協ジャーナル」6 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：日系企業の対中戦略の新展開
2 SPECIAL REPORT：経済危機下の華東経済
3 省エネ・環 境コーナー：中国 省エネ・環 境に対 する日立の取り組み
4 TO PI C S：地方展開を深める日中省エネ環境ビジネス推進の可能性
5 CHINA TREND CHECK：建設が進む上海の国際金融センターと水運センター
6 中国ビジネス Q&A：中国子会社配当の益金不算入の影響

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

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：新型インフルエンザさまざま
8 情報クリップ：中国石油化工股份有限公司訪日代表団レセプション ほか

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。

9 JCNDA NEWS：２００9 年 3 月の日中東北開発協会の活動から
10 DATA ROOM：中国・日中の主要経済指標、09 年 3 月の日中貿易統計 ほか
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。
回答者のご連絡先をお知らせください。粗品をお送りします。
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