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2012 中国湖南（東京）投資説明及びプロジェクト商談会

中西部経済を牽引する湖南省

中国湖南省人民政府王光明副秘書長を団長とする湖南省訪日代

7

月 日発行／毎月１回 日発行／ 月号

日中経協ジャーナル

8

No.
223

平成
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2012
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第三種郵便物許可

平成 6 年 10 月 7 日第三種郵便物許可
平成 24 年 7 月 25 日発行／毎月 1 回 25 日発行
8 月号（No.223）

日 中 経 協 ジャ ー ナ ル

TOPICS：持続可能な安定成長を希求する中国―中部地域のチャレンジ

表団 42 名が来日し、
2012 年 7 月 3 日、
東京で「2012 中国湖南（東

２５

京）投資説明及びプロジェクト商談会」を開催。超満員の聴講者で
あふれた。中国の経済発展が沿海部から内陸地に転換しているこ
と、さらに “ 両型社会 ” という環境と経済の共生を目指す戦略が日

２５

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

湖南省が標榜する新たな経済発展のブレークスルーとなる “ 一
化三基 ” 戦略。“ 一化 ” とは、より高付加価値な工業、エコロジカ

8

ルな都市、高効率な農業産業の三項目を包括した新型工業化の加
速的推進による、世界基準を見据えた最先端の経済発展である。
これに続く “ 三基 ” は、基礎インフラ設備の強化、基礎産業、基

SPECIAL REPORT

礎工作の確立を意味する。こうしたスローガンのもと、ソフト、ハード両面における明確な成長戦略は、今後の湖南省の経済発展
を着実かつ現実なものにするはずだ。
湖南省人民政府以外の団員、例えば、遠大空調有限公司楊彰武経理によるプレゼンテーションは、同社のビジネスを明快に説
明し、中国企業の力を改めて日本の経済界に印象付けた。説明会後のプロジェクト商談会では訪日団の各団員が日本経済界の参
加者と活発な意見交換を行い、日本の経済界に、生産拠点として、またマーケットとしての湖南省のポテンシャルを強く印象付けた。
２０１２年

「日中経協に相談してみる。
」

8

月号

経済発展方式転換
の深層をみる①

本企業の関心を引いていることに起因する。

投資主導型経済の
「罠」
/社会保障の現状と展望/財政・税制改革と課題
/産業構造高度化への新たな動き/中小企業育成のための金融制度改革

日中経済協会は、日中企業マッチングの促進、効果的な投資促進セミナーの開催、中国
中央・地方政府、産業界への豊富なチャネルを活かした情報発信等、日中ビジネス成功
へのお手伝いをしています。

事例

2

2012 中国泰州（東京）投資説明会

長江デルタの新星、泰州市

中国江蘇省泰州市人民政府楊傑副市長を団長とする泰州市訪日代表団 16 名が来日し、2012 年 7 月 10 日に東京で「2012 中
国泰州（東京）投資説明会」を開催した。今回の投資説明会では、日本の経済界からの参加者と泰州市訪日団の面々が対等の関
係で自由に意見交換できるよう、中国式の円卓を利用したレイアウトが施された。
泰州市は、1996 年に地級市として誕生して以来、急速な経済発展を続ける長江デルタの新星として脚光を浴びている。泰州市
は、長江デルタの繁栄を牽引する上海や、同地域内の経済発展における先導者である常州、蘇州、無錫等の大都市に近接し、経
済発展に欠かすことの出来ない圧倒的地の利を備えている。
近年、泰州市は “1+3+N” と呼ばれる産業システムを形成し、新
たな成長シナリオを描き始めようとしている。“1” とは製造設備産
業の推進、“3” とはバイオ医薬産業、新エネルギー産業、電子情
報産業を包括した新たな経済成長の基盤と成り得る新興産業であ

情報クリップ：日中国民交流友好年に、
地方との交流が活性化

日中経済協会

「日本と中国という二つの国――本当の豊かさの追求」

定価８００円（本体７６２円）

一般 財 団 法 人

日中国交正常化40周年記念事業日中関係アーカイブシリーズ

り、“N” とは特色産業グループの育成を意味する。
「第12 次 5カ年計画（2011-2015 年）
」の期間中、泰州市は漫画・
アニメなどの文化産業、新エネルギー、光電、電子情報及び高効
率農業などを含めた新興産業の育成に注力する。従来の伝統産業
を洗練・堅持し、今後の成長産業を育成・強化する、可能性に満
ちた泰州市の動向からは目が離せそうにない。

お問い合わせ／日中経済協会業務部（担当：宮田） TEL.03-5511-2512

聶辰席河北省副省長が当協会を表敬、
「中国山西省-日本協力プロジェクト説明会」
を開催 ほか

8月号表紙1-4.indd 1-3
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参加のご案内
中国西部 12 省市自治区の国際交流プラットフォーム

中国の進化は
あなたの想像よりはるかに速い。

予告 「第 13 回中国西部国際博覧会」
と

省エネルギー・新エネルギー分野での日中ビジネス交流
2012 年 9 月 24 ～ 29 日

無限の可能性を秘めた巨大市場として、

ますます存在感を大きくする中国。

その進化の方向を鋭く見極める新たな視点。

於：四川省成都市ほか

発行：一般財団法人 日中経済協会

2012年7月号

昨年西部博で日中経済協会が実施した省エネ・環境ビジネス交流会

中国西部国際博覧会（西部博）は、国家発展改革

SPECIAL REPORT

①新エネルギーセミナー・ビジネス交流会（IEEJ/JCEA)

委員会、商務部、外交部はじめ中国中央政府と西部

想定交流地区（例）

地区１２の省・市・自治区政府が主催する、中国西

四川省・成都市

バイオマス、天然ガスの
高度利用ほか

部におけるビジネス交流、貿易・投資促進のプラット

遂寧市

スマートコミュニティ

フォームです。
日中経済協会は四川省人民政府との協力覚書に基
づき、毎年西部博ミッションを派遣しています。今年
は成都に集結する西部 12 省市区の政府・有力企業と、
日本企業関係者を対象に、省エネルギー・新エネル
ギー分野での日本の取り組みを紹介し、広大かつ多
様な中国西部各地におけるビジネス展開の可能性を探
るため、日本エネルギー経済研究所 (IEEJ)、省エネ
ルギーセンター (ECCJ) とそれぞれ共催でセミナー・ビ

中国側関心

重慶市
青海省 ほか

の交流会を行い、またそれぞれ遂寧市、重慶市への
視察を行います。

想定交流地区（例）
四川省及び
関係地区

中国側紹介テーマ

日本側紹介テーマ

中国全体，及び四川省における
省エネルギー技術・設備の導入
政策について（国家節能中心、
四川省節能中心）

日本の先進的省エネ技術
①グリーンガスエンジンによ
る高効率発電
②地域冷暖房システム

■日程（予定）
月日

午前

午後

9/26（水）
9/27（木）

上海（または北京）経由成都着

夜
（成都泊）

成都→遂寧

遂寧視察・交流会（新エネ G）

遂寧泊

成都→重慶

重慶視察・交流会（省エネ G）

重慶泊

2012年2月号

日中自治体交流

第6回日中省エネルギー・
環境総合フォーラム

全人代分析

中国の小規模排水処理市場
日本企業参入の条件

SPECIAL REPORT

遂寧視察

遂寧→成都

重慶視察

重慶→成都

9/28（金） 西部博視察（帰国も可）
9/29（土） 成都→上海

SPECIAL REPORT

SPECIAL REPORT

2012年1月号

SPECIAL REPORT

2012年中国の政治・経済

バックナンバーのご注文は：総務部

201１年12月号

SPECIAL REPORT

六中全会分析

電話 03-5511-2511

定期購読のお申し込みは：http://www.jc-web.or.jp/ からお手続きください。年間購読料9,600円
（送料共）
バックナンバーの詳細目次は：http://www.jc-web.or.jp/ でご覧になれます。

広 告 募 集 日中経協ジャーナルでは広告を募集しております。

中国のいまを読み解き、
対中ビジネスに携わる経営者から実務家まで幅広く読まれている本誌に広告を掲載してみませんか？
中国ビジネスに関することなら何でも大歓迎です。

（成都泊）

［日本関係者様］開催する中国イベントを宣伝したい！ 新刊本を紹介したい！ 新しいウェブサービスを宣伝したい！
日本で対中進出パートナーを探したい！
［中国関係者様］地域のPRをしたい！ 製品紹介をしたい！ 日本企業を誘致したい！

（成都泊）

上海（または北京）から帰国の途へ

■本件お問い合わせ先：日中経済協会事業開発部（担当：中島、山本、太田）電話：03-5511-2514 mail：west@jcpage.jp
■費用：未定（フライト、宿泊、食事等の旅費は各自負担、交流会、視察費用等は事務局負担を予定）
■ご参考：西部博公式サイト：http://www.westernchinafair.org/（日英中韓各言語あり）

●日中経済協会賛助会員、日中省エネルギー・環境ビジネス推進協議会（JC-BASE）の会員様には８月中旬予定でご案内を差し
上げますが、特に参加ご検討の方は、あらかじめ上記事務局メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。
●プレゼンテーションをご希望の方は事務局にご相談ください。●博覧会への出展についてもお取り次ぎしますのでご相談ください。

8_表23台紙.indd
1-2 1
2013_8月号表３.indd

2012年3月号

2012年4月号

②省エネルギーセミナー・ビジネス交流会（ECCJ/JCEA)

の中でスマートコミュニティに関心が高まる中で、多

成都では新エネルギー
（IEEJ）
、
省エネルギー
（ECCJ）

日中省エネ環境協力と
まちづくり

2012年5月号

SPECIAL REPORT

日本のスマートコミュニティ実証
事業等
新エネ自動車、風力、太陽光、スマートグリッド（EV、太陽光、
蓄電設備
蓄電池含む）等
スマートグリッド、系統安定化技
太陽光、新エネの系統連携
術等

西部博覧会開
西部各地区関
新エネルギーセミナー・ビジネス交流会
9/25（火） 幕式・西部国際
係者交流夕食会
省エネルギーセミナー・ビジネス交流会
フォーラム
（成都泊）

るか、交流の契機としたいと考えています。

SPECIAL REPORT

バッ
ナン ク
在庫 バー
僅少

バイオマスガス化技術等

9/24（月） 日本発

と、我が国の強みを活かしたビジネス連携をどう進め

2012年6月号

日中韓FTAへの期待
日本側 PR 内容

ジネス交流会を企画しております。中国でも都市開発
様かつ特色のあるエネルギー構造を持つ西部各省区

最新刊

定価８00円（送料共）

12/07/20 10:46

お気軽にご相談ください。 企画調査部

電話 03-5511-2513

一般財団法人 日中経済協会

12/07/20 10:49
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スペシャル レポート

経済発展方式転換の深層をみる ①
経済発展方式の転換は不可欠であるー投資主導型経済の
「罠」

■渡辺利夫

■貢森

中国経済の高成長のパターンにはいささかの歪みがある。このことについては党・政府指導部も十分に認識して
いる。それゆえ、
「成長方式の転換」は、アジア経済危機の余波を受けて中国が苦しめられた 1997 年以来、
幾度も高唱され、第 次五カ年計画おいても重要課題の１つであった。しかし、ことが「構造的」要因に由来す
るものであるがゆえに、「成長方式の転換」はいまなお中国の経済政策の中心的テーマでありつづけている。

中国の社会保障制度の現状と展望

中国・中小企業育成のための金融制度改革

■柯隆

中国が経済発展方式の転換を図るうえで、金融分野の改革がその成否を分けよう。中でも、中小企業向けの金

■関根栄一

いかなる国においても経済発展とともに、産業構造が徐々に高度化するプロセスをたどっていくはずである。中
国もこれまでの 余年の「改革・開放」において技術レベルの向上と産業構造高度化の過程をたどってきた。共
産党政権が樹立されてから、社会主義計画経済の失敗により、経済発展は大きく立ち遅れていた。経済のキャッ
チアップを図るために、技術レベルの向上はその原動力として重要な役割を果たしてきた。

中国の経済発展と産業構造高度化への新たな動き

経済発展方式の転換を成功させるためには、財政・税制面でも制度の改革が必要となる。本稿では、財政・税
制面における主要な課題である地方の財政問題をレビューすると共に、経済発展方式の転換におけるサービス産
業振興問題、個人消費拡大のための所得再分配問題などの分野をマクロ的に概観してみたい。

経済発展方式転換に向けた財政・税制面の制度改革と主要課題 ■田中修

現行の社会保障体系には、様々な問題が山積している。「第 次五カ年計画」では、すべての人々への最低生活の
保障、適切な住宅扶助、基本的な保健衛生と社会年金の確立を優先目標に掲げ、
「基本を保障し、全国民をカバー
し、格差を是正し、受給資格の切り替え継続を容易にする」方針を堅持し、全国規模で制度の整合、基準の制定、
財政の投入、基金の調整と情報管理などを進め、飛躍的な進展を目指している。
12

11

12/07/19 16:35
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No.223

■十川美香

■宮﨑 勇

融制度改革が大きな課題になっている。 本稿では小型・微型（零細）企業への貸出支援政策などに焦点を当て、
中国が直面している中小企業金融の現状と課題を整理し、そのあり方について考えてみたい。

日中関係 日中国交正常化 周年記念事業日中関係アーカイブシリーズ 第４回
ーその時
日本と中国という二つの国ー本当の豊かさの追求
と私
S
C
I
P
O
T

持続可能な安定成長を希求する中国 ー中部地域のチャレンジ

■久保満利子

年５月に湖南省で開催された中部博は中国の持続可能な安定成長の必要性とそれに向けて高まる中部地域の
重要性についての明確なメッセージ発出の場となった。そこから得られたいくつかのファクツから、中部地域のチャ
レンジをレポートする。

クロスボーダー人民元決済の開放の現状

表紙写真：河北省にある日系電子部品工場（機密端子の極小二
股ピンの選別作業）。中国ではいま、産業構造の高度化が図ら
れている。賃金上昇に伴う価格競争力が低下していけば、こうし
た人海戦術も、やがては機械やロボットに置き換わっていくこと
が予想される。
（撮影：山本祐子）

S
中国
ビジネス
Q&A

40

40 JCNDA NEWS
吉林省商務庁・劉非副庁長一行来会 ほか

41 情報クリップ
聶辰席河北省副省長が当協会を表敬 ほか

42 現地便り
大慶の「鉄人」

クロスボーダー人民元決済が解禁されて 年が経ち、最近では、経常項目に加え、資本項目についても決済取引
が増加しつつある。人民元建てクロスボーダー決済の開放の現状と人民元建て決済のメリットについて解説する。

34 制度情報
2012 年４〜５月の法令から

3

43 DATA ROOM
中国、日中の主要経済指標
2012 年５月の日中貿易統計、主な出来事
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■好評連載
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P.42
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本誌に記載されている記事などの内容や意見は、
外部原稿を含め執筆者個人に属し、
日中経済協会の公式意見を示すものではありません。

経済発展方式転換の
深層をみる❶
経済発展方式の転換は不可欠であるーー

「罠」
投資主導型経済の
中国経済は多少の上下動を繰り返しながらも、この 20 年、超高成長軌道を推移してきた。しかし、高成長の
パターンにはいささかの歪みがある。このことについては党・政府指導部も十分に認識している。それゆえ、
「成

長方式の転換」は、
アジア経済危機の余波を受けて中国が苦しめられた1997年以来、
幾度も高唱されてきた。
実際、第 11 次五カ年計画おいても重要課題の１つであった。しかし、ことが「構造的」要因に由来するもので
あるがゆえに、
「成長方式の転換」はいまなお中国の経済政策の中心的テーマでありつづけている。

ショックによる成長率の低下を阻止す

べく、空前の財政出動と金融緩和に

である。安定的な家計消費主導型成

費を中心に据えた安定的、かつ低付

ない。この成長方式に代え、家計消

率を恒常的に低下せしめずにはおか

擦を、高い投資依存度は限界投資効

とである。高い輸出依存度は貿易摩

家計消費が一貫して低迷してきたこ

成熟した経済であればいずれの国で

本形成の２つに極度に集中し、他方、

中国の成長牽引要因が輸出と固定資

きる。１９９０年代に入る頃から、

の特異性を簡明に読み取ることがで

しながら描いた第１〜３図から、そ

中国の成長パターンを日米と比較

4
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昨年３月の第 期全人代（全国人
民代表大会）第４回会議が、同年か

よって投資を促進し、他国に先駆け

績からすれば随分と控えめな値に設

長はなお実現されていない。中国経

の代価が、一段と高い投資依存経済

定したことである。全人代終了後の

済に関心をもつ者は、まずは「成長

小稿も、改めてこのことに関心を

恒例の内外記者会見に臨んだ温家宝

展方式の転換を主要任務とする」と

もち、なぜ「成長方式の転換」が中

方式の転換」の可否に注目しなけれ

述べた。経済規模の量的拡大のため

国経済にとって容易ならざる課題で

首相は、「われわれは今後５年間さ

に充当してきた資源を成長の質の改

あるかを、最新のマクロデータに依拠

ばならない。

善に向け、成長率の多少の犠牲には

しながら記述してみよう。
中国の成長方式の特徴は、外需に
おいては輸出依存度、内需において

加価値産業主導型から高付加価値産

も観察される、家計消費の成長牽引

は投資依存度が際立って高く、他方、

業主導型の高生産性成長方式への転

年、

中国に超高成長をもたらした要因で

うな成長パターン変化が過去

儀なくされたことがわかる。このよ

力が中国においては急速な減退を余
しかし、計画期間中にリーマン・
ショックに襲われて輸出が激減した。

20

でも主唱されていた。

換を図るという方針は、第 次計画

低迷する家計消費

甘んじるという認識の表明であった。

らには相当の長期にわたり、経済発

年平均成長率を７・０％という、実

て中国はＶ字型回復に成功した。そ

ら始まる第 次五カ年計画を採択し

11

た。注目されたのは、第 次計画の

12
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きなければ、都市の安定的統治は次

以上の悪化を押しとどめることがで

り上がりを抑制する要因なのである。

に低いために、社会全体の消費の盛

すジニ係数が、 年代の中頃にわず
かな反転を含みつつも、ほぼ一貫して

あったが、同時にこのことが将来の成
長持続性に大いなる懸念を抱かせる

消費性向において高い階層が低所

利潤率」の上昇となって表れる。

酬率」
（労働分配率）の低下、「営業

変化を分配面からみると、「労働報

上述したＧＤＰの支出面での態様

人口の集中する都市での分配の不

得階層であり、高所得階層ほど消費

稿ではそう指摘するにとどめる。

由来するのかといえば、要するに所
平 等 化は、 低 所 得 階 層の社 会 的 不

年代には年平均 ％であった賃金総

80

る。

得分配の不平等化が進んだからであ

性向が低下することは、どこの国で

満を凝集させるというリスクをもち、

17

家計消費比率の著しい減退は何に

第に難しくなると想像されるが、小

第３図 日本、米国、中国の輸出の対 GDP 比率の推移（1955-2010 年）

上昇傾向をたどったことを伝えてい

（％）

80

30

中国

20

日本

米国

10

中国
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第２図 日本、米国、中国の家計消費の対 GDP 比率の推移（1955-2010 年）
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（注）なお 2010 年の数値は速報値
（出所）国連 National Accounts Main Aggregates Database および各国統計より作成

13

もっとも、 ％を前後する高成長

いパターンに他ならない。

金・俸給取得者を利することの少な

中国の成長は低所得階層ならびに賃

11 90

なお重要な政策課題である。

換は次の政権にもち越された、いま

低下が継続してきた。成長方式の転

配の不平等化ならびに労働分配率の

いずれの範疇でみても著しい所得分

都市農村間、都市内部、農村内部の

たはずだが、現実には所得階層間、

温家宝体制のレゾン・デートルであっ

い。「和諧社会」実現こそが胡錦濤・

うレベルにはいまだ到底いたっていな

不安を払拭して彼らの消費拡大を誘

でいるとはいえ、低所得者層の将来

障制度が導入され、その普及が進ん

医療、失業、生活保護を含む社会保

れもない事実である。しかし、年金、

の絶対的水準が上昇したことはまぎ

である。低所得階層といえども所得

10

の高い低所得階層への分配が相対的

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
0

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
0

（％）

80
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90

要因ともなっている。

（年）

る。多くの実証研究は、 年代に入っ

10

額の対ＧＤＰ比が、 年代には ％、

（年）

90

20

もみられる経験則である。すなわち

30

事実、公務執行妨害をともなう「群

40

て以来、今日まで、所得階層間、都

米国

２０００年代には ％と急減した。

50

所得分配の不平等化とは、消費性向

日本

体性」騒擾件数はこのところ急増し

中国

60

市農村間、都市内部、農村内部のい

70

ている。都市内部の所得分配のこれ

80

（％）

ずれからみても分配の不平等度を示
第１図 日本、米国、中国の固定資本形成の対 GDP 比率の推移（1955-2010 年）
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輸出の成長牽引力の高さは、第３
米国での販売価格は ドルである一

う。中国製ＤＶＤプレーヤーの場合、

きく見積もっても４ドルほどだとい

中国の生産者に帰する付加価値は大

ているアップル社のｉＰｏｄの場合、

向を強めた欧米諸国において、これ

リーマン・ショック後に保護主義的傾

殺関税などの措置を頻発させている。

アンチダンピング、セーフガード、相

中国の輸出は世界各国において、

に対して自己をアピールするための

他省との競争に打ち勝ち、中央政府

この状況は今日でも変わっていない。

しい投資衝動に身を焼かれてきた。

資飢餓症」と形容されたごとく、激

輸出主導型経済？

図でみたように圧倒的である。しか

働力と土地など安価な生産要素を用

諸国から中間財を輸入し、中国の労

型である。日本を含む東アジア近隣

らない。中国の貿易構造は加工貿易

し、輸出の役割を過大評価してはな

う。驚くべき低率である。

中国付加価値は１・５ドルだともい

国で販売されるＭＰ３プレーヤーの

値は１ドルだけである。 ドルで米

方、中国の生産者が手にする付加価

輸出がこれまで以上に中国の成長を

いることは広く知られる。最終財の

との深刻な貿易摩擦を引き起こして

らの措置が繰り返し発動され、中国

の党書記は上級党委員会によって決

員会が圧倒的な権力者であり、各級

る。地方においては共産党の地方委

地方政府相互の競争は激甚をきわめ

前者が赤字、後者が黒字という関係

アジア、米国との貿易収支において、

するという形をとってきた。中国と東

いわゆる中国の「三角貿易」が一巡

終財を欧米に輸出することにより、

いてこれを最終財に仕立て、この最

マーケティングの費用その他を差し引

終財の製造コスト、特許料、デザイン、

の２％を下回るというのである。最

例でも、中国の付加価値は小売価格

るが、さにあらず。アパレル製品の事

る付加価値の比率は高いと想像され

低付加価値製品であれば中国が得

であろう。

のも、中国の指導部の焦慮ゆえなの

創新がことあるごとに主張されている

政策を彩る現在のキーワードである。

つまりイノべーションが中国の諸経済

引っ張る力はないとみていい。「創新」

環境、教育などの「非生産的」投資

産的」投資であり、社会保障、医療、

興、
インフラ建設、
都市開発などの
「生

経済成長を直接促すものが産業振

級政府の経済成長率いかんである。

定・任命される。その評価基準は各

い。大橋英夫氏が、欧米の研究者が

ち中国に落ちる付加価値の比率は低

ンテンツの比率は高くなり、すなわ

品であればあるほど、中間財輸入コ

は外資系企業である。高付加価値製

しかも、この加工貿易を担う主体

いえ、それが創出する雇用と所得が

否定できない。また、加工貿易とは

ンテンツを減少させていく可能性は

転により中国が次第に中間財輸入コ

もっとも、外資系企業からの技術移

牽引しているとみるのは早計である。

を超える低率であり、輸出が成長を

注目される主体は２つである。１つ

型経済を創り出しているのだろうか。

なる動機をもってこの激しい投資主導

い。いったい、いかなる主体が、いか

形 成 ） 主 導 型となるのは致 し方な

その成長パターンが投資（固定資本

れほどの期待をもてないのであれば、

家計消費と輸出の成長牽引力にそ

しかし、その使用権が、住宅用地

部のそれは集 団 所 有とされている。

いては、都市部の土地が国有、農村

の恩恵である。中国の土地制度にお

国の地方政府に固有の「土地財政」

ものの、総じて豊富に存在する。中

れはもちろん地方によって多様である

ところで、投資財源であるが、こ

ないために投資優先度は低いものと

のの、成長促進に即効的効果をもた

はその必要性が認識されてはいるも

を構造化させているのはそのためであ

くと、中国に落ちる付加価値は想像

試みたいくつかの興味深い事例を紹

中国の成長にプラスの影響をもってい

は地方政府であり、もう１つは中央

研究所監修・朱炎編『中国経済の成

と形容するならば、それは形容のし

中国の成長パターンを輸出主導型だ

業である。
中国の地方政府は、かつては「投

年、工業・商業用地 年ときわだっ

70

してしか扱われない。

介している（
「対外的脆弱性の克服：

ることは事実である。それにしても、

長持続性』勁草書房、２０１１年）
。

過ぎであろう。

政府管轄下の独占的・寡占的国有企

摩擦と強調」渡辺利夫＋ 世紀政策

投資主導経済の主役は誰か

る。

79

て長期化されているために、所有主

体は大変曖昧なものとなっている。

6
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32

米国において 229 ドルで販売され

50

21

経済発展方式転換の深層をみる①

地方政府は、その強い権限によっ
たらいいか。

り２～３割、 年には ％に達した。

収入との比率でみると 年代中頃よ

によって完全には所有されていないも

「国 有 企 業」
、ならびに資 本は国 家

償費で農村部住民から収用し、収用
土地収入は、地方財政収入の５割前

０年代中頃より地方政府の手に入る

や議 会の監 視を受けることはない。

「第２財政」であるがゆえに、住民

したものである。この国有企業は「抓

る「国家持ち株企業」の２つを合計

ののその経営支配権を国家が掌握す

その規模は際立って大きい。２００

した土地を開発業者に委ねて、内外

この大規模な土地収入こそが、地方

て、曖昧な使用権の土地を安価な補

33 00

後を推移し、 年には実に ％に達

10

資企業を導入するための開発区と称

重慶最大の国際コンテナ港である寸灘は、輸出拠点になっている

する工場団地へと整備させ、整備さ

した。その規模の大きさを表すため

財源である。中国の投資主導経済を

政府の投資衝動を満たすための投資

企業数はもとより、生産額、就業者

大放小」と「戦略的再編」を通じて

数においてもその比重をみるみる減

少させた。就業者数においては 年

代前期に６割を占めていたその比率

は、 年時点では２割を切るまでに

的国有企業である。中国の国有企業

援を受けて巨大化する独占的・寡占

央政府の直接的な管轄下で豊富な支

もう１つの巨大な投資主体が、中

な再編という党・中央政府の明瞭な

を意味しない。国有企業の「戦略的」

競合に敗れたこと、
つまり「国退民進」

企業（外資系企業などを含む）との

だが、このことは国有企業が私営

なった。

の本格的な改革は、 年に開始され

「 中企 」という巨大独占・寡
占国有企業の登場

矯めることは容易ではない。

た

に、地方政府の土地収入を国家財政

地収 入を得る。
土 地 収 入 には
不動産取得税、
土 地 使 用 税、
土地増値税な
どの各種税収が
含 ま れ、 地 方
政府が手にする

90
た。キーワードは「抓大放小」であ

は、 年９月の第 期第４中総全体

意思の帰結である。契機となったの

し、それ以外の小規模の国有企業は

れに特権的な保護を与えて成長を促

の重要問題に関する決定」を提起し、

会議が「国有企業の改革発展の若干
はな

あった。

略的大企業の再編計画が打ち出され

化が公式に認知されるとともに、戦

めて唱えられ、中小国有企業の民営

いて国有企業の「戦略的再編」が改

院国有資産監督管理委員会の直轄下

集団は、 年３月に創設された国務

そのうえで、この５分野の特定企業

民営化すべし、としたことであった。

の限定対象とし、それ以外の企業を

する特定企業集団を、国有企業拡充

た。ここでいう国有企業とは、その

に組み込まれた。中央企業、略して

年９月の第 回共産党大会にお

鉄道、金融の５つの中核的分野に属

資源開発、エネルギー開発、通信、

つま

り、少数の枢要な大企業を抓んでこ

95

市場に放って淘汰を促すというもので

15

土地収入は一段

10

99

と大きい。地方
政 府の土 地 収
入は公 的な財
政収入に組み込
まれることはな
い。土地収入を
いかに支出する
かは地方政府の
自主裁量の下に

15

資本を国家によって完全に所有される

03

ある。公的な財
務 諸 表に表 面
化しない「第２
財政」だといっ

97

に譲渡して、土

れた土地を入札により高価格で企業

78
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「中企」と称される巨大国有企業集
団の登場である。現在、 万社を数
える国有企業のうち、中企はわずか
１１７社である。国務院国有資産監

宋子文、孔祥煕、陳果夫・陳立夫兄
弟などの「四大家族官僚資本」と称

おわりに

１つには地方政府の野放図ともみ

された浙江財閥が築いた富は巨大で
あった。四大家族は、
銀行総数の ％、
セメント生産量の ％、繊維生産量

米国の経済誌『フォーチュン』が毎年

中 企の規 模がいかに大きいかは、

の数を集約すると計画されている。

ある。さらに１００社程度にまでそ

要因である（
「中企」については北村

きたことの帰結が、この数字の背後

を受けて激しい投資拡大を持続して

現である。中企が政府の厚い優遇策

いる。圧倒的な独占・寡占経済の出

建設のための物的基盤となった。この

て共産党政権が掌握し、新中国経済

成である。これらの資産は革命によっ

特権官僚による独占・寡占資本の形

手に落ち、シェアは一段と高まった。

本軍接収後の日本資産が四大家族の

００％のシェアを占めた。加えて日

の回復を経ることなく新たに生まれ

拡大である。リーマン・ショックから

がりを展望できぬまま持続する投資

家計消費という最終需要の盛り上

の主体の行動様式の帰結である。

された圧倒的投資依存は、この２つ

の投資拡大、中国経済の第１図に表

受けて活況する独占的・寡占的中企

発表する世界売上高上位企業調査の

豊「中央企業の動向と日本企業への

第７位に国家電網公司（国家電網、

気集団公司（中国石油、ＣＮＰＣ）
、

ＯＰＥＣ）
、第６位に中国石油天然

油化工集団公司（中国石化、ＳＩＮ

最も豊かに浴したのが中企である。

受注や銀行による優遇融資の恩恵を

して以来のことである。公共事業の

緊急景気刺激策として４兆元を支出

ン・ショックからの脱却を求め政府が

対的な地位を確立したのは、リーマ

中企が中国経済においてかかる絶

かせず次第に市場からの退出を余儀

る一方、民間企業の経営が思うにま

措置を受けて市場シェアを著増させ

有企業が金融はもとより諸種の優遇

大である。少数の独占的・寡占的国

収益はかつてと同じく今日もなお巨

僚であり、彼らが掌中にした特権的

経済化を主導してきたのは共産党官

「改 革 開 放」 と名 づけられる市 場

「官僚資本」は中国の伝統である。

が強力なリーダーシップを発揮する

る新政策の両面において、次期政権

得再分配と独占・寡占化傾向に抗す

みせ始めたというべきであろう。所

という点からみて、憂うべき兆候を

高成長中国は、その安定的持続性

自己完結することはない。

られない。何より投資は投資のみで

げれば、限界投資効率の低下は避け

高過ぎる投資依存度をさらに引き上

の大規模な投資拡大である。すでに

している。
１１７社の中企はいずれも集団公

8
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級、２級、３級はそれぞれ ％、 ％、

万社を数える

える投資衝動の発揚、もう１つには

上納税額のうち、１１７社の中企の

の ％、石油と非金属においては１

中に歴然と表れている。売上高上位

た欧州危機を前にして、欧米輸出市

監修、大橋英夫編『変貌する中国経

ＳＴＡＴＥ ＧＲＩＤ）の３つが登場

中国には「官僚資本」という表現

なくされているという、要するに少

ことができなければ、中国の長期的

場の拡大に希望をもてない状況下で

基盤なくして毛沢東時代の工業化を

始まり、 年には 社にまで拡大し

司であり、傘下には規模に応じた３級

がある。特権官僚が政治権力を利用

数の特権的国有企業による独占・寡

発展のベースが崩れてしまう危険性

済と日系企業の役割』勁草書房、２

の子会社を擁する。１級が３９００

して資産規模の極大化を図る中国流

占 化 傾 向に対 する警 句 が「国 進 民

０１２年）
。

社、２級が１万３００社、３級が５

の経営主体のことである。共産革命

に含まれる中企は、第５位に中国石

５００社である。払い込み資本をみ

退」である。

がある。

以前の中華民国政府時代に蒋介石、

語ることはできない。

影響」渡辺利夫＋ 世紀政策研究所

49

５００社のうち中企は 年の８社に

60

れば中企は国有資本が１００％、１

た。売上高上位 社となれば、これ

57

10

61

21

55

国家資本の潤沢な供給という恵与を

鉄鋼生産量の ％、発電量の ％、

は１９６社であったその数は、吸収・
占める比率が 年において、それぞ

国有企業の営業総収入、利潤総額、

驚くべきことに、

ぐことなく国家が掌握している。

％である。その経営支配権は揺る

88

合併を繰り返して減少をつづけ、現

督管理委員会が発足した 年時点で

92

れ ％、 ％、 ％と過半を超えて

67 70

83

在、１１７社となったという次第で

90

11

11

03

03
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経済発展方式転換の
深層をみる❶
現行の社会保障体系には、制度のばらつき、運用難、公平性の欠如、不充分

なマクロコントロール、財政投入の不足や不十分な公開性、透明性などの問

題が山積している。
「第 12 次五カ年計画」では、すべての人々の最低生活の

保障、適切な住宅扶助、基本的な保健衛生と社会年金の確立を優先目標に掲
げ、
「基本を保障し、全国民をカバーし、格差を是正し、受給資格の切り替え

継続を容易にする」方針を堅持し、全国規模で制度の整合、基準の制定、財

政の投入、基金の調整と情報管理などを進め、飛躍的な進展を目指している。

10

国務院発展研究中心社会発展研究部副部長

次五カ年計画」の期間中、

2006― 年にかけての
社会保障体系構築の進展状
況と問題点

「第

中国政府は都市と農村の社会保障体

系の確立を加速させる指導方針を打

ち出した。すなわち、
「幅広くカバー

し、 基 本を保 障し、 多 層 型、 持 続

型」社会保障体系を構築することで

ある。そして２０２０年の社会保障

体系の壮大な青写真を描き、「すべて

の人々の基本的な生活が保障され、

すべての人々が基本的医療サービス

を受けられる」ことが、全面的な小

康社会建設の主な目標と位置づけら

れた。確かに制度の隙間は徐々に埋

まり、保障対象人数は安定的に増加

したが、いくつかの問題は依然存在

11

貢森

高齢化が進む中国では、60 歳以上人口が 2025 年には３億人を突破するとみられている（北
京市内にて）

中国の社会保障制度の
現状と展望
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と最低生活保障などの支出の内、中

の例を見ると、住宅保障、養老保険

収入配分、および国際市場の新たな

央財政による負担は ％を占めてい

（１）人々をグループごと、地域ご

中央財政の負担は僅か ％である。

るが、医療衛生などの大口支出では、

険制度の重大疾病社会保険の対象と

も都市就業者傷害保険と基本医療保

得層から低所得層に拡大し、農民工

障制度の対象範囲を、従来の最低所

価賃貸住宅を中心とした都市住宅保

社会養老保険制度がある。また、廉

村住民最低生活保障制度、新型農村

都市無職住民基本医療保険制度、農

府が新たに発表した保障制度には、

「第 次五カ年計画」期間中に政

構築

とに分ける 方 法を 踏 襲した制 度の

70

年から 年にかけて、社会保障

較では依然格差がある

は急伸。しかし、同等収入の国と比

（２）社会保障に対する政府の投入

されているとは言えない。

流動人口の基本的権益は充分に保障

現行の体制において、農民工など

30

（医療衛生と住宅を含む）に対する

財政支出は、年平均 ％のペースで

は ・ ％から ％に拡大している。

障支出が国の財政支出に占める割合

伸び率を４ポイント上回り、社会保

伸びており、同時期の財政総支出の

27

療保険と新型農村合作医療は「社会

わせた形であり、都市住民の基本医

会プール」と「個人口座」を組み合

障対象となっているが、それぞれの制

いる。これらの制度は重大疾病が保

員は依然として公費医療を踏襲して

いない。また、一部地域の国家公務

して町（市）などの地方政府にかかっ

ランスや補助金の負担責任は依然と

他多くの社会保障基金のプールのバ

制が基本的に確立しているが、その

ては、省レベルの「社会プール」 体

占める割合は平均で ・ ％、一方

と住宅を含む）支出の政府総支出に

００ドルの国の社会保障（医療衛生

人当たり GDP が３０００～６０

全収支を含む）によると、

ない。

07

1

30

41

年の一

プール」と「家族口座」を組み合わ

度で規定されている公費負担の割合

年

せたものとなっている。農民工の重大

んどが地方財政に頼っている。

で 年の中国の割合は ％弱に過ぎ

政府総合財政収支（社会保険基金の

平均水準を下回っている。IMF の

障の財政支出は依然同等収入の国の

入を増やしているが、中国の社会保

近年来、国家財政から継続的に投

16

なった。
各種保険制度のカバー範囲が大幅
に拡大しているが、異なった加入者グ
ループによって分けられた制度の内容
には、依然として大きな格差が存在
している。基本医療保障を例に取る

10
ている。政府の社会保障支出もほと

と、
都市就業者の基本医療保険は「社

3
には大きな開きがある。
都市就業者の基本養老保険につい

10

10
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している。現行の体系は人口、就業、
変化に適応しきれていないと言える。

社会保障と密接不可分の人口問題は解決するか（写真は上海万博会場の群衆）

疾病保険は統一された基金しか構築
されておらず、個人口座は確立して

10
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（３）社会保障の対象人数は確実に
設定。しかし、実際の給付は目標に

（４）多くの制度は補償基準を高く

各保障制度の目標は高めに設計され

も見られる。全体的に見て、中国の

うな逆再分配問題が起こっている。

個人の基本的な生活のニーズを公

市―農村の最低保障基準の設計や、

増加。
「応保尽保（保障すべき人をす

実際の運用水準は明らかに目標水

地域間基本養老年金の調整にはいず

平に満足する意味から考えると、都

現在中国の都市就業者基本養老保

準に及ばず、都市就業者基本養老保

れも問題が存在している。 年、地

ていると言える。

険制度の所得代替率（退職前の賃金

険の実質的な代替率は ％以下、都

到達せず

所得に占める割合）の設計値は ％、

べて保障する）
」や確実な保障実施は
未達成
「第 次五カ年計画」期間中、各
種社会保険の加入者数は年々大幅に

市就業者医療保険の入院費用の保険

方が制定した最低補償基準の中で、

きた都市就業者社会保険の加入者数
を見ると、各医療保険制度の重点保

とさらに高くなっている。保障の内容

より、不公平な分配

（５）異なった地域、人々、制度に

政府機関退職者の代替率は 〜 ％

は都市就業者数全体の ％弱に過ぎ
障対象は重大疾病となっており、医

のわずか ％に過ぎず、基本保険の

農村貧困層の生存基準は都市貧困層

ず、一方で、近年新たに誕生した新

多く払う者は多くを得る、同等の

療費の保険負担は ％以上となって

地域格差も拡大している。

（６）現行の社会保障制度は、社会

医療は確かに高い加入率を示してい

賃金を上回っている。新型農村合作

最低保証金額は、就業者個人の最低

について、世帯をベースに計算される

を上回っている。また、低収入家庭

無いが、退職金は明らかに一般企業

員個人は養老保険料を納める必要が

を得ない。例えば、政府機関の従業

収入別受益状況は不公平と言わざる

障と失業給付、新型農村合作医療の

一般企業の退職者給付、最低生活保

伝統的な家庭による保障が変化して

会の急速な進展と核家族化によって、

している。そして３点目が高齢化社

所得に依存していることの限界を示

険制度の資金調達方法が過度に賃金

割がさらに求められ、後者は社会保

応するために、社会保障の調節の役

こととその多様化がある。前者に対

に、１次収入の分配の格差が大きい

者を対象にしていることがあり、次

社会保障制度が地元戸籍の正規就業

口の流動と就業の多様化に対して、

問題点として、先ず、大規模な人

条件の変化に対応できず

るが、低所得世帯は費用負担が出来

いることである。最後に、グローバル

負担は同等の享受という成果公平主

ないため、合作医療基金を利用する

競争の激化と国際資本市場の急激な

いる。また、一部地域では、保障型

こともできない。従って、新型農村

変化によって、社会保障対象の拡大

保険など、任意加入制度への加入率

合作医療の主な受益者は中高所得の

と積み立て基金への投資が悪影響を

義の観点から考えると、政府機関と

世帯となっている。国家監査報告に

受けていることが挙げられる。

住宅の面積が大きすぎるという問題

よると、住宅積立金制度にも同じよ

はそれぞれ ％以上と ％に達して
いる。その理由は、農民工など非正
規就業者の賃金水準が低く、かつ就
業状況が不安定であるのに対して、
都市就業者の保険料納付水準が高い
事と、保険関係の切り替えが難しい
ことにある。任意保険の加入率が高
い理由は財政による補填率が高いか
らである。
都市―農村最低生活保障制度およ
び廉価賃貸住宅、エコノミー住宅制
度にも見過ごせない欠陥や問題が存
在している。制度を利用する対象の
認定が難しい理由として、コミュニ
ティーによる推薦方式の限界と、地
方政府の管理能力不足が挙げられ、

10

負担も ％未満である。

50

型農村合作医療と都市住民基本医療

伸びたが、長年来強制的に推進して

90 60
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正確な収入と財産調査が難しい状況
にある。

社会保障問題解決の将来世代への先送りは中国でも課題（瀋陽市内にて）
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頃の水準は約３０００ドルであった

確保できる。国営企業が上納する配

傘下の企業の年間の資産増加額の半

資格の切り替え継続を容易にする」

均は ・ ％であっ

同等収入の国の平

下 同 じ ） し た が、

の支出を含む、以

「幅広く」から、「全国民」をカバー

を享受できるようになる。すなわち

市―農村の全国民が主要な基本保障

経済力の増強により、中国では都

投 入 は GDP の

ると、中国の財政

た。両者を比較す

国民の権益を結びつけた発展方向に

分配形態に適しており、労働待遇と

カバーすることは多様な就業形態や

するようにシフトできる。全国民を

主体とする体制に

しかし、公有制を

の経済水準に適応していなければな

ると共に、各種基本的な基準は全国

「基本を保障する」方針を堅持す

も合致している。

おいては、 それを

らない。それによって職業間、地域

い る こ と に な る。

補填する多くの方

「格差是正」とは、中国と他国と

間の基本保障水準の格差が解消され
枠で１平方メート

の財政投入面での格差、および国内

法がある。例えば、

ル当たり３００元

の地域間、加入者グループ間の格差

る。

計上すれば、３０

を是正することを指す。財政投入面

土地使用料から別

００億元の増収が

12
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年の時点で、最低生活保障、全

は５０００ドルを超えている。

分を譲渡し、証券市場で金融関連企

当を ％程度に引き上げ、中央政府

老年金を実施していた発展途上国の

（３）中国の財政と国有資産に鑑み

業の少量の国有株を販売すれば、

が、 年、中国の一人当たり GDP

一人当たり GDP は、それぞれ３９

ると、すべての国民に４項目の保障

年で総額６０００億元の財政収入の

国民基本医療衛生サービス、社会養

００ドル、４６６０ドル、４６７０

を享受させる能力がある

「第 次五カ年計画」期間中
の社会保障体系の改善目標
と方針
ドルであった。東南アジア諸国や地域

（４）指導方針は「全国民をカバーし、

増加が達成できる。
対して、GDP の
当する資金を投入

方向に調整するべき

・

（ 社 会 保 険 基 金へ

約

基本を保障し、格差を是正し、受給

11
％に相

年、中国は４項目の社会保障に

中国政府は、都市―農村住民が以

して、それを実現する能力も十分あ
る。また、体系構築に関する「十二
文字」の方針の調整と補足を実施し
ていく必要がある。
（１）生活の改善と資本の蓄積の双
方に配慮し、人々の最低生活の保障
と適切な住宅保障、基本医療衛生
サービス、社会養老体制の確立を優

5

8

・ ％不足して

5

3

先的に実施

2
3

最低生活の保障と基本的な医療衛
生サービスは人的資本の大幅な向上
につながり、適切な住宅保障は中低
所得世帯の生活に必須であると共に、
生活環境と健康状態の改善を促すこ
とができる。また、基本養老保障は
人道的な措置だけでなく、老齢・病
弱な労働者が市場から退出できる環
境を整え、それにより人的資本と生
産効率の高い者に就業の機会を創出
することにもつながる。
（２）中国のマクロ経済は４項目の
基本保障を支えられる

若年世代が支えていく社会保障は、その制度設計が慎重に検討されている（成都市内にて）

受できるようにする必要がある。そ

が大規模に公共住宅を提供し始めた

20

08

下４項目の保障を公平・効果的に享

11

10
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ての国民をカバーすること、基本を

を前提条件とすべきである。項目ご

たに追加される投入は公平性の維持
公 有 制 が国 民 経 済の主 体である

とに中央と地方の支出責任を明確に

た、新型農村社会養老保険制度の試

中 国では、 財 政 投 入の不 足を補 填

することが重要であり、例えば、住

での格差を縮小して、はじめて受給

する能力があり、またそのルートも

宅保障については、中央政府が建築

保障すること、格差を縮小すること」

異なった加入者グループの同種保

確保できる。ただし、中国の経済成

コストを負担し、地方政府は土地コ

に利用

り替え継続が職業の変化、地域の移
障については、既存内容の統一を積極

長と財の蓄積の質があまり高くない

ストを負担することが考えられる。

行と、新たにスタートした都市住民

動により、難しくなっている問題を解
的に推進し、今後本格的な制度モデ

ことを考えると、財政投入の目標を

社会保険基金の統一を図り、レベ

面での格差が是正される。

決することである。それによって、１
ルや受給基準の統一に必要な条件整

GDP の一定比率とする際には、慎

ルアップを目指すと共に、給付リス

基本養老保険の試行を早急に推進す

億人を超える流動人口の就業や、転
備に努める。養老保険を例にとると、

重案を検討すべきである。財政投入

クの高い地域に対する補償と、保険

「受給資格の切り替え継続を容易

職者およびその家族が異なった制度
まずは都市―農村住民制度の統一と、

の不足分の ％を補填することを「第

る必要がある。

それぞれの「社会プール」間を移動

都市の各種就業者制度の統一を図り、

にする」とは、保障資格や受給の切

する際に、合法的な権益が損なわれ

原則無料で医療サービスを受けるこ

点内容となるべきであり、全国民が

基本衛生保健は衛生サービスの重

行い、同種制度の統一化に努力

（１）きめ細かな制度設計と管理を

住宅、基本衛生サービス）
、 保障水

基本生活、適切なあるいは基本的な

点項目（例えば、最低生活、高齢者

基本住宅、基本衛生サービス）
、重

れには優先項目（例えば、基本生活、

障に関する国家基準を確定する。そ

国全体の実力に合わせて、基本保

サービス機関に対して問責

制定し、社会保障管理機関と関連

（２）基本保障に関する国家基準を

整合を図っていく。

「第 次五カ年計画」の末までに、

金を設立

を図り、全国社会保険リスク調整基

拡大。国家予算の地方交付の健全化

（４）中央政府の社会保障負担枠を

格差の縮小に利用する。

は地域間、加入者グループ間の給付

予算として計上する。その内、前者

社会保険料収入と共に年度社会保障

各種ルートによって調達する資金は、

として GDP の ・ ％を目指す。

標とし、すなわち、 年の財政投入

と、低給付グループへの傾斜メカニ

ビスについて監督評価をすると共に、

クを利用して、所管機関の管理サー

全国をカバーする情報ネットワー

付の増額を各加入グループ間で連動

全国情報システムの構築を進め、給

（５）社会保障管理サービスに関する

る。

調整基金を設立することも考えられ

の一部の資金で全国社会保険リスク

移転継続を促進するために、その内

関 係の地 域 間 移 転や国 民の権 益の

とによって、健康改善を目指さなけ

準（例えば、代替率、面積、保健負

全国の社会保障支出に占める国家財

ズムを構築し、各種加入グループの

次 五 カ年 計 画」の最 終 年 度の目

ればならない。都市―農村での最低

担比率）が含まれる。国家基準は管

政による社会保険予算の割合を 年

その後、全国民と各種就業者制度の

生活保障や廉価賃貸住宅などについ

理・サービス機関に対する問責のツー

の約 ％から ％に引き上げ、極力

ないようになる。

ては、特別な商品とサービスを提供

ルとなる。

監視、調整を行う。給付増額の連動

基本給付の差について、既得利益と
種ルートを通じた資金調達を。財政

個人の自己努力とリンクさせ、「すべ

については、地方、企業（団体）と

採用する。

もって、格差を縮小する調整方法を

既存量を動かすことなく、増量分を

確化と資金の有効利用が期待でき、

投入の不足補填には慎重を期し、新

％を目指す。国家予算の地方交付

大学卒業生の雇用にもつながる。ま

「第 次五カ年計画」期間中
に社会保障体系を改善する
ための重大措置

すると共に、社会の整備や関連組織

（３）公有制の優位性を生かし、各

地域間、職業間の基本給付について

の能力向上を図ることで、対象の明

10

5
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経済発展方式転換の
深層をみる❶

経済発展方式の転換を成功させるためには、財政・税制面でも制度の改革

が必要となる。本稿では、財政・税制面における主要な課題である地方の

業振興問題、個人消費拡大のための所得再分配問題などの分野をマクロ

修
田中

財政問題をレビューすると共に、経済発展方式の転換におけるサービス産
的に概観してみたい。

となった。しかし、それでは全く不

十分であり、地方政府は窮余の一策
従来、地方政府は借金が禁止され

を濫立した。融資プラットホームは

（「融資プラットホーム」と呼ばれる）

地方政府の債務問題

ており、地方財政は均衡しているは

銀行から大量に資金を借り入れたが、

として、資金調達のための関連会社

ずとされ、地方政府の債務に関する

この償還問題が 年に表面化したの

した。 その結 果、

兆

いることが判明した（第 、 表）
。

7000 億 元 もの債 務 が累 積 して

年 度 末で

年に地 方 政 府の会 計 検 査を実 施

事 の 重 大 さ を 認 識 し た 政 府 は、

である。

統計は一切発表されてこなかった。し
かし、2008 年のリーマン・ショッ
クを契機に 兆元の大型景気対策が
発動されると、地方財政の問題がに
わかにクローズアップされるように
なった。

10

これは GDP の 割強である。もっ

その財 源 と して、2009 年 度 と

億元の投資拡大が割り当てられた。

査の対象となっていないので、実際の

た分であり、郷鎮レベルの政府は検

億 元を財 政 部が代 理 発 行 すること

ある。

債務残高はこれより大きい可能性も

あり、 地 方 政 府には

責任をもつのは 兆 1800 億元で

2

ともこれは地方政府が素直に申告し

1
兆 2500

兆元の対策のうち、中央財政が

10

2

14
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経済発展方式転換の深層をみる①

アンバランス」という状態が発生し

交付税と同様、財政力の均等化を意

に均衡性移転支出）は、日本の地方

あった。これは「土地財政」と呼ば

値で転売して財源を捻出することで

地を強制収用し、デベロッパーに高

１６, ５６９．９９
２, ８９２．００
９４, ４６８．３２

（１）地方レベルの収入

５２, ５４７．１１

（２）中央税収からの返還・移転支出

３９, ９２１．２１
２, ０００．００
９２, ７３３．６８
１, ７３４．６４

（注１）中央予算安定調節基金は年度を越えて歳入の過不足を調節する基金。
（注２）税の返還は、税制改正以前の省政府の税収を部分的に補償するもの。
（注３）一般性移転支出は省の財政力格差を調節する支出。とりわけ、均衡性移転支出は、我が
国の地方交付税に近い。
（出所）2012 年 6 月全人代常務委員会への財政部 2011 年度決算報告

3

31

億 元であるが、 う

９４, ４６８．３２

42

3

11

財 源 不 足に対 処 するため地 方 政

３．地方総収入

７, ４８７．６７

し、多額の資金を移転している（第

（２）中央予算安定調節基金の補充

５, ０３９．８８
１８, ３１１．３４

府がとった方法は、まず農民から土

３９, ９２１．２１

表）
。このうち一般性移転支出（特

②地方への税返還及び移転支出

ｃ補助金支出

それに対する財源手当は十分になさ

た。今後経済発展方式の転換のため

図したものであるが、これは専ら省

れる。これにより多くの農民が土地

５６, ４３５．３２
１６, ５１４．１１

うち均衡性移転支出

れなかったため、「事 務 量と財 源が

には、個人消費拡大の必要性が指摘

レベルの財政力のバランスを考慮し

を奪われ、 農 村 治 安 悪 化の要 因と

５９, ３２７．３２

①中央レベルの支出

ｂ一般性移転支出

％が中央政府の財源となった。こ

６, ５００．００

うちａ税の返還

なぜ地方財政は悪化したか

分税制の調整により、例えば増値税

されている。このためには「三農」・

たものであり、省財政の下に属する

もなった。 年度の地方政府の基金

（３）国債収入

1140・ 億元に及んでいる。

５１, ３２７．３２
１, ５００．００

（１）中央財政支出

02

（単位：億元）

（２）中央予算安定調節基金からの収入
２．中央総支出

75

５９, ３２７．３２

刻化した。

（１）中央財政収入

60

1994 年の分税制改革と 年の

の ％、個人所得税・企業所得税の

民生関連の地方財政支出をさらに増

市・県・郷鎮レベル政府の相互間の

１．中央総収入

（２）翌年度繰延支出

大させ、低所得者のボトムアップ・

中央財政と地方財政の関係（2011年度）

（１）地方財政支出

れにより中央政府の財源は充実した

１００．００％

現 在、 中 央 政 府は地 方 政 府に対

１０兆７, １７４．９１億元

４．地方総支出

（日本の特別会計に相当）収入は

98

構成比
２４．４９％
１７．１７％
１１．３７％
９．２８％
７．４８％
３０．２１％

なった。

他方で、

年以降国有企

業改革が本格

化したが、 国

有企業の経営

を改善するた

めに、これま

で国有企業が

債務額

２兆６, ２４６．４９億元
１兆８, ４０２．４８億元
１兆２, １９４．９４億元
９, ９４１．３９億元
８, ０１２．２６億元
３兆２, ３７７．３５億元

（３）地方債収入

財政力バランスを十分に改善するも

１００．００％

（出所）中国審計署 2011 年第 35 号「全国地方政府債務の会計検査結果」

第３表

中所得者の拡大を図らなければなら

１０兆７, １７４．９１億元

担ってきた 学

合計

が、 地 方 政

７９．０１％
４．１８％
７．０６％
９．７５％

校・病院・住

宅・社会保障

等の民生分野

の保障機能が

外 部 化 さ れ、

地方政府（特

に末 端 政 府 ）

の責 任 と なっ

た。 し か し、

償還年度

兆 8232・

８兆４, ６７９. ９９億元
４, ４７７．９3 億元
７, ５６７．３１億元
１兆４４９．６８億元

地方政府債務の償還期限

２０１１年
２０１２年
２０１３年
２０１４年
２０１５年
２０１６年以降

のではなかった。このため、 政 府の

構成比

（出所）中国審計署 2011 年第 35 号「全国地方政府債務の会計検査結果」

第２表

ず、地方政府の負担はますます重く

合計

府は財源難に

銀行借入
上級政府の財政からの借入
債券発行
その他の単位・個人からの借入

ち国有土地の使用権譲渡収入は 兆

債務額

末端レベルにいくほど財源不足が深

債権者

なっている。

地方政府債務の資金源

苦 しむことに

第１表

3
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中央ー地方の財政関係の見
直し

を増値税に転換するテストが開始さ
れた。これはサービス業に対する減税
の性格をもっており、今後テスト都市
は拡大していくものと思われる。

所得の再分配

個人消費拡大のためには、所得再

分配の強化が必要である。成長率が

16

JC ECONOMIC JOURNAL 2012.8

挙げられている。このためにはサービ
ス業の振興が必要である。
現在、増値税は専ら工業に課税さ
れており、サービス産業には地方税

ただ、増値税は共通税であるので、

低所得者に多めに配分することで調

である営業税が課税されている。こ

実験では、国の取り分はすべて上海

整が可能であった。しかし、これか

地方財政問題を根本的に解決する

桁のときには、拡大したパイを中

増値税を控除できず、売り上げには

市に譲渡しているが、今後税制改革

ら中国の潜在成長率は、少子高齢化

％は国の取り分となる。上海市の

営業税が課税されるので、税の二重

の議論が本格化すれば、営業税・増

の結果、サービス産業は仕入に係る

負担の問題が発生していた。

の進展により、第 次五カ年計画期

には、中央と地方の財政関係を見直
さなければならない。
第 に、中央から地方への移転支
出制度を見直す必要がある。移転支

値税の性格そのものの見直しも必要

このため、今年 月から上海市に

8

12

15

出の中の一般性移転支出、特に均衡

間（2011 〜 年）に 〜 ％、

2

となろう。

おいて、一部サービス業に係る営業税

9

南京市内の蘇寧電器店内。日本では 09 年に大手家電量販店を買収したことで知られる

性移転支出の割合を高めなければな

中国では、第 3 次産業を中心とする成長への転換が図られている（杭州市内の外資系
スーパーマーケットにて）

らない。また、単に省政府間の財政
力の均衡を図るのではなく、地方政
府の縦の系列の財政力格差も是正し
なければならない。中央財政が末端
地方政府に直接資金を移転する仕組
みも検討されるべきであろう。
第 に、土地財政を根絶するため
には、地方政府の固有財源を充実さ
せなければならない。現在、日本の
固定資産税に該当する不動産税を地
方税として導入することと、資源税
を充実させ、西部地域の地方政府の
財源とすることが検討されている。

次産業中心への成長への転換が

75
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サービス業の振興
経済発展方式の転換の大きな課題
として、第 次産業中心の成長から
第

2

1

1

2

3

経済発展方式転換の深層をみる①

第

次 五 カ年 計 画 期 間（2016
ある増値税はいまだ政府の条例であ

が導入されない場合、次第に中国の

見送られている。しかしながらこれ

がそれに十分見合うものかどうかを

計し、現在の社会年金基金の積立額

み、国民に将来支払う年金総額を推

できるだけ早期に年金財政計算を試

る。租税民主主義の観点からすれば、

階層が代々の富裕層・貧困層に二極

確認しておくべきである。もし大幅

第 次五カ年計画においても導入は

するものと予想されている。パイが拡
国民への課税は、議会の承認を経た

化し、中国内に貴族階層が形成され、

底されておらず、例えば主要な税で

大しなければ、増分ではなくパイ全
法律に基づかなければならない。

〜 年）には、 〜 ％にまで鈍化

体の切り分けが必要となる。これに

に不足があれば、経済成長率が高い

問 題のた め、 新

害に最 も関 わる

既 得 権 益 層の利

た だ、 こ れ は

いた年金財政計算は、経済の安定成

年金当局にとって都合のいい仮定をお

しめに見 積もることが重 要である。

成長率・人口動態・金利の仮定を厳

また推計に際しては、将来の名目

今のうちに早急に財源対応を講じて

指 導 部がどこま

長移行後、早晩年金制度の破綻をも

物語となる。これは社会の安定を著

で政治的リー

たらすことになる。
できるかに導 入
の成否がかかって
いる。

年金保険制度が

よ うに全 国 民に

掲げている。この

るという 目 標 を

を 100 ％にす

金 保 険 カバー率

村 それぞれの年

年 中に都 市・ 農

ては、 政 府 は 本

特に年金につい

ていく必要があろう。

合性を図りつつ、早急に検討を進め

いるが、既存の環境関連税制との整

は環境税の整備も検討項目に上って

を高める必要がある。また、中国で

を整備し、企業・社会のコスト意識

せる仕組みを作るとともに、資源税

場の変動を国内価格に適切に反映さ

改革を進め、一次産品価格の国際相

重要である。このためには資源価格

するためには、省エネ・環境保護も

中国経済が持続可能な発展を実現

一応定着すれば、

③社会保障

省エネ・環境保護

ダーシップを発揮

おく必要がある。

かつての「チャイナ・ドリーム」は夢

これは「遺産税」として早くから

異なっている。昨年、政府は個人所
得税の給与所得の課税最低限を引き
上げるとともに税率を簡素化し、最
低税率と最高税率の対象者を拡大し
た。しかし、所得そのものの総合化
を進めなければ、高額所得者は所得
を分散することにより、税額を軽減
することが可能である。したがって、
所得の総合化が次の検討課題である。
また、 最 低 税 率の適 用 者を拡 大
するのは肯けるが、非課税対象者を
拡大することはあまり感心できない。
国民は納税してこそ税の使い道に関
心を寄せるようになるのであり、真
の民主化のためには、少額といえど
も国民が税を負担するとともに、国
民に対する財政の情報公開・透明化
を徹底させることが重要である。ま

しく損なうことになろう。

②相続税・贈与税

12

は個人所得税の課税強化と累進税率
の相続税・贈与税の導入、および社
財 政 部において検 討されてきたが、

が 種類もあり、所得ごとに税率が

現 在、 中 国の個 人 所 得 税は所 得

①個人所得税

会保障制度の整備が不可欠である。

8

た、中国の税制は租税法律主義が徹

中国税制を支えるワーカー（杭州市内の日系家電組立工場にて）

7
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経済発展方式転換の
深層をみる❶

中国の経済発展と
産業構造高度化への
新たな動き

いかなる国においても経済発展とともに、産業構造が徐々に高度化するプロセスを

たどっていくはずである。中国もこれまでの 30 余年の「改革・開放」において技術
レベルの向上と産業構造高度化の過程をたどってきた。共産党政権が樹立されて
から、社会主義計画経済の失敗により、経済発展は大きく立ち遅れていた。経済の

キャッチアップを図るために、技術レベルの向上はその原動力として重要な役割を
果たしてきた。

18
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振り返れば、
「改革・開放」初期に

おいて、中国は低い技術力を補うた

め、豊富な労働力という比較優位を

存分に活かし、労働集約型の輸出製

造業の発展に向け戦略的に取り組ん

できた。こうした「比較優位戦略」

のメリットにより、中国の廉価な労

働力と引き換えに、安い中国製品を

輸出することで貴重な外貨を稼ぎ、

設備と技術の購入に充てることがで

きた。長い目でみれば、この取り組

みは中国における産業構造高度化の

準備段階にあたるものだった。

無論、いくら人口大国の中国といっ

ても、廉価な労働力は無尽蔵に供給

できるものではない。おおよそ 年

げて、高付加価値産業の比重を上げ

いえば、低付加価値産業の比重を下

意味するものなのだろうか。簡単に

そもそも産業構造高度化とは何を

産業構造高度化の背景

いるといえる。

構造は重要な転換点に差し掛かって

から、中国経済の発展モデルと産業

とみられている（第１表）
。このこと

果、労働力はこれから減少に転ずる

人口の増加を厳しく抑制し、その結

前から実施されている一人っ子政策は

40
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株式会社富士通総研主席研究員

柯隆

経済発展方式転換の深層をみる①

の要因は人民元の切り上げである。

中国政府は人民元を切り上げ、 年

12

月現在、累計で約 ％切り上がっ

た。

25

ることである。より具体的には、農
長い間、中国政府は輸出を促進する
ために、人民元をドルにペッグしてい

業の GDP 寄与度を引き下げ、製
造業およびサービス産業の GDP 寄

労働生産性伸び率

8.9

8.3

7.1

6.2

5.5
投資率（期末）

46.4

42.0

38.0

36.0

34.0

消費率（期末）

48.6

56.0

60.0

63.0

66.0

鉱工業の GDP 比

46.9

43.8

41.0

38.0

34.6

サービス産業の GDP 比

43.0

47.6

51.6

56.1

61.1

農業人口の割合

38.1

30.0

23.7

18.2

12.5

サービス産業人口の割合

34.1

42.0

47.6

52.9

59.0

（注）2011 年以降の推計値は中国国務院発展研究中心によるものである。
（出所）”China 2030, Building a Modern, Harmonious, and Creative High-income Society”（The World Bank、
中国国務院発展研究中心、2012 年）

くなる。中国経済にとって外需は重

要なエンジンであり、何としても輸

出競争力を強化しなければならない。

価格競争力の低下を補うためには、

-0.4

人件費の上昇と人民元の切り上げ

た。その結果、国際貿易黒字は年々

-0.2

技術力を強化し、輸出製造業の技術

-0.2

により輸出製造業のコストが上がり、

0.3

拡大し、欧米諸国から人民元の切り

0.9

人口の多い中 国において、 政 府、

労働力伸び率

レベルを全体的にボトムアップしなけ

5.0

このままでは、輸出製造企業の価格

5.9

上げを求める圧力が急速に強まった。

7.0

とりわけ、地方政府は産業構造を高

8.6

ればならない。

9.9

競争力が低下することは避けられな

与度を引き上げることを指す。

6

GDP 伸び率

2005 年、欧米諸国の圧力により

2026-30

度化させることよりも、労働集約型

2021-25

産業を温存することに政策の重きを

が中心になっており、現金収入だけ
では満足せず、賃上げを求めるよう
になった。近年、沿海部において日
系企業をはじめとする外資系企業で
ストライキが多発する背景にはこう
した事情がある。
産業構造の高度化を促すもう一つ

2016-20

置いてきた。なぜなら、それが雇用
確保に直結するからである。
労働集約型産業を温存するための
前提条件の一つとして、経済成長とは
別に労賃を低く抑えることが必要で
ある。事実、
「改革・開放」以降の

余年経過し、出稼ぎ労働者は二世

しかし、「改革・開放」からすでに

も、その労働条件は受け入れられた。

が得られるため、賃金が抑えられて

ぎする場合、農業に比べて現金収入

たため、農民が沿海部の工場で出稼

内陸農村部出身の出稼ぎ労働者だっ

く抑えられていた。労働者の多くは

余年間、沿海部の労働者の賃金は低

20
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2011-15
19952010

（％）

経済成長率、雇用と経済構造の推移と長期展望
第１表

30

労働集約型産業から産業の高度化がまさにいま図られている
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技術キャッチアップの三段
階論

極的ではない背景には、こうした事

がイノベーションへの取り組みには積

える企業ほど他社の知的財産権を恣

情がある。

される可能性が高い。このように考
意的に侵害する傾向が強い。

新たな「華南モデル」と「蘇
南モデル」の模索

20
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シェアが小さい傾向にある。
中国企業がイノベーションに積極的
に取り組まない背景には中国独特の

額の投資を要する割に、相応の成果

そして、基礎的な研究・開発は巨

まず、知的財産権が十分に保護さ

事情がある。
一般 的 に 後 進 国 か ら 工 業 国への

が得られるか分からず、企業経営に

繰り返しになるが、①信用危機を

れていないため、イノベーションに取

商 品 化できなければ、

きっかけとする外需の停滞、②国内

キャッチアップは三つの段階を経て実
のキャッチアップを例に考えれば、第

企業経営が脅かされる

とって重荷になる。特に、その技術を

の段 階で

における人件費の上昇、③人民元の

り組んでも、その成果は無断に侵害

一段 階は

ことになる。中国の企

切り上げは、中国経済の高成長を導

第二段階

現されるといわれている。中国の産業

あり、すなわち、外国の製品と技術

業経営者の間にある言

a
n
i
h
C
n
i
d
e
i
p
o
c
a
n
i
h
C
n
i
e
d
a
m

朱鎔基前首相のもとで、内需振興

を習得するプロセスである（第１図）
。

もの。しかし、イノベー

を中心とする新たな成長モデルの構

いた「改革・開放」以来の成長モデ

ションに取り組むこと

築が呼びかけられたが、いまだに実

い伝えがある。すなわ

は自殺行為である」と。

現されていない。こうした中で新成

の段階で

第二段階は

さらに、中国企業に

長戦略の模索について、最近、新た

ルに終止符を打つことになった。ここ

は、 イノベーションを

な動きがみられている。その第一は、

ち「イノベーションに

効率よくマネジメント

「改革・開放」のフロンティアである

ある。現在の中国はまさに第一段階

す るノ ウハウが ない。

広東省が、「幸福広東」を新たな開

で、新たな開発モデルの模索が求め

企 業にとってイノベー

発のコンセプトとして打ち出したこと

取り組まないことは死

から第二段階へ移行する途中にある

ションは短期的には必

である。第二は、GDP で全国一位

られている。

ずしも経営改善に寄与

a
n
i
h
C
n
i
d
e
t
a
e
r
c

中国各地で産業構造の高度化と技

になった江蘇省による近代化実現宣
行うかについて、経営

術レベルの向上が模索されているなか

するとは限らない。ど

判断は決して簡単なこ

で、広東省と江蘇省だけが注目を集

言である。

とではない。中国企業

のような研究・開発を

（ 倒 産 ）を待つような

Made
in
China

と思われる。そして、将来的に起こ

第一段階

りうる第三段階は
である。現在の中国の産業発展はま
さに創造力が不十分という点に課題
がある。
技術力の弱い国のブランド力は強

Created
in
China
Copied
in
China

いはずがなく、中国はその典型例と
いえる。自動車産業を例に挙げれば、
年中国で販売された自動車台数の

％、売上高の ％は輸入車か外国
％の

第三段階
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ブランドの車だった。中国の自国メー
カ ーは 金 額 ベースでわ ず か

うした現象は自動車産業に限ったこ

マーケットシェアしかない。無論、こ

20

とではなく、技術レベルの高い産業で

（出所）筆者作成

80

あるほど、中国メーカーのマーケット

中国におけるイノベーションの発展経路
第１図

60 11

経済発展方式転換の深層をみる①

新成長戦略のテストが江蘇省という

る。李氏は中央組織部長に任命され

広 東 省 共 産 党 委 員 会 書 記である

のは、ロケーション（立地）からして、

めているのは政治的背景と密接に関

汪洋氏は、胡錦濤チルドレンとして

非常に意味深長と言わざるを得ない。

る前、同省共産党委員会書記だった。

次期政権の共産党中央常務委員会

ということである。
これまでの 年間、

戦略の成否の決め手は戦略の中身だ

権力争いの行方はともかく、新成長

最 後に強 調しておきたいことは、

になっている。

主導権を取るかは重要なファクター

る。新成長戦略の構築において誰が

立ち返り、再スタートを切る形とな

成長戦略は、
「改革・開放」の原点に

年代初めに上海から始まったが、新

てきた。実際の市場経済の構築は

デル」は当時の成功事例と評価され

と江蘇省南部を中心とする「蘇南モ

広東省を中心とする「華南モデル」

振り返れば、
「改 革・開放 」当 初、

係している。

いま、中国では自国メーカーのブランド力向上が課題となっている（写真は東北地域の日系衣料メーカー）

の主力メンバーへの就任が有力視さ
れている。
「幸 福 広 東 」の内 容は明 らかにさ
れていないが、筆者が 年 月広東
省省長経済顧問会議に参加したとき
に得られた印象から、低賃金を前提
とする従来の産業発展モデルと決別
し、賃金の上昇を受け入れ、技術レ
ベルを向上させる新たな産業発展モ
デルを実現するということと推測され
る。同時に、汪洋氏自身は民主主義
への政治改革に意欲を示しており、
広 東 省でそのパイロットを始めてい
る。要は、皆が経済発展のメリットを
享受できる調和のとれた社会を作って
いくということである。そのために、
これまでタブー視されてきた政治改
革にも果敢に取り組む、としている。
一方、江蘇省の近代化実現の新成
長戦略は胡錦濤総書記の指示による
ものといわれ、温家宝首相も同省視
察の際、再度同省幹部に指示したと
いわれている。しかし、実際の推進
役は胡錦濤チルドレンであり共産党
中 央 組 織 部 長の李 源 朝 氏と思われ

90

11

改革が大幅に後退したのは事実であ

る。国民は安心した幸せな生活を渇

望している。鄧小平の言葉で、
「白猫

だろうが、黒猫だろうが、ネズミの

とれる猫がいい猫である」といわれる

ように、国民目線からみて、青年団

であろうが、太子党であろうが、真

に改革を進めて、幸せな生活を実現

してくれる指導者が良い指導者のは

ずである。
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経済発展方式転換の
深層をみる❶

中国・中小企業育成のための
金融制度改革

中国が経済発展方式の転換を図るうえで、金融分野の改革がその成否を分けよう。中でも、中小企業向けの金

融制度改革が大きな課題になっている。中国の金融分野の中長期的なあり方や改革の方向性を議論する 2012
年 1 月の全国金融工作会議では、小型・微型（零細）企業の資金調達難を早急に解決しなければならないこと

が指摘された。本稿ではこうした小型・微型企業への貸出支援政策などに焦点を当て、中国が直面している中小
企業金融の現状と課題を整理し、そのあり方について考えてみたい。

月

日 から

日の

第四回全国金融工作会議の
開催
2012 年

6

7

日間、 年ぶりとなる第四回全国

1

融機関改革の深化、③金融管理監督

険市場の建設強化と金融市場の協調

ル・システムの整備、⑦金融の対外

発展の推進、⑥金融マクロコントロー
監督管理委員会（銀監会）の設立な

開放の拡大と資源配分能力・金融安

第四回会議は、景気減速の中で、

金融サービス業は実体経済
に貢献すべき
説は、グローバル金融危機が発生し

全体としては金融リスクの防止が前

面に出ている一方で、金融サービス

た過去

強調しつつも、中国の金融分野には

業の実体経済への貢献という本来あ

るべき姿を強化しようとしているこ

一連の際立った問題と潜在リスクが
存在すると指摘した。

22
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その上で、今後の金融行政方針と

して、①金融業の実体経済への貢献、

②金融資源の市場を通じた配分、③

イノベーションと管 理 監 督の協 調、

④リスクの防止・解消、⑤自主的・

漸進的で安全・ウィンウィンの対外開

続いて、今後一定期間の金融分野

放という５つの原則を提示した。
は、中国の金融分野の中長期的なあ

の改革・発展政策として、①さらに
過去を振り返れば、第一回会議は

の強化・改善とシステミックな金融

質の高い金融サービスの提供、②金
アジア通貨危機発生直後の 1997

リスクの防止、④地方政府の債務リ

年

など）
、第二回会議は中国が WTO
（世界貿易機関）に加盟した 年

月（ 中 国 銀 行 業
ど）
、第三回会議は WTO 加盟に伴

（CIC）の設 立 な ど ）に開 催 され
てきた。
第四回会議の概要は、終了後、国
務院弁公 庁（内閣官房）が温家宝

8
年間の中での６つの成果を

総理の演説を中心に伝えている。演

の 項目を取り上げた。

全保障レベルの向上、⑧金融インフ

年

12
う 年間の移行期間が終了した翌年

月の翌 年の

01

ラ建設の強化と金融発展環境の改善

2

の 年 月（中国投資有限責任公司

02

スクの防止・解消、⑤資本市場・保

月（不 良 債 権 処 理 会 社の設 立

である。

り方や改革の方向性を議論するもの

金融工作会議が開催された。同会議

2

11

07 5
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中小企業（工業）の定義と現況（2010 年末）
第１表

300 人以下
売上高

3 億元以上

3,000 万元～ 3 億元

3,000 万元以下
総資産

4 億元以上

4,000 万元～ 4 億元

4,000 万元以下
1,000 人以上

300 ～ 1,000 人

20 ～ 300 人
4 億元以上

2,000 万～ 4 億元

従業員数

売上高

工業付加価値（億元）

229,947

32.9% 203,925

29.2% 264,719

37.9%

698,591
総資産（億元）

236,257

39.8% 191,195

32.2% 165,430

27.9%

592,882
中核業務収入（億元）

238,017

34.1% 200,997

28.8% 258,730

37.1%

697,744
17,630

33.2%

17,347

32.7%

18,072

34.1%

53,050
2,308

24.2%

3,082

32.3%

4,155

43.5%

9,545
（参考）
131,525
全業種向け貸付残高（億元）

43.4%

98,657

32.6%

72,732

24.0%

302,915

総利益（億元）

従業員数（万人）

第一に、前述の質の高い金融サー

あるが、 現 状 二つの定 義 が 存 在 す

最 初に、 企 業の規 模 別の定 義で

であろうか。

ビスの提供では、経済構造調整、省

る（ 第 １ 表 ）
。一つ目の統 計は、

とが特徴である。

エネ・汚染物質排出削減、環境保護、

年 月 日に国家統計局が公布した

し、特に農村向け金融サービスが不

「統計上大中小型企業分類弁法（暫

版 する中 国 統 計 年 鑑の企 業 統 計は

行）
」で、大型企業、中型企業、小

第二に、金融機関改革の深化では、

当該弁法が基になっており、 年末

足し、小型・微型（零細）企業の資

株主の多様化を推進し、独占を確実

の工 業 分 野の企 業 数では、 中 型 企

型 企 業を従 業 員 数、 売 上 高、 総 資

に打破し、参入を拡大し、民間資本

業が

万 2906 社（ 全 体の ・

10

万 6224
険等金融機関の転換・増資・株主拡

社（同 ・ ％）で、合わせて企業

％）
、 小型企業が

9

数全体の ・ ％を占めている。ま

40

4
大に参加させるとしている。

誘 導・ 規 範 化し、 銀 行・ 証 券・ 保

の金融サービス分野への参入を奨励・

金調達難を早急に解決しなければな

自主イノベーションを重点的に支援

03

産で分類している。国家統計局が出

22

らないとしている。

5

5
の重点分野への資金供給ルートを確

要は、経済発展方式の転換のため

が 3082 万人（全体の ・ ％）
、

た、同じく従業員数では、中型企業

・

小 型 企 業が 4155 万 人（ 同
ンスを改善することが、資金の供給
先・供給元の両面で、経済発展方式

％）で、合わせて従業員数全体の

・ ％を占めている。雇用面での

中小企業の重要性がよく分かる。

もう一つの統計は、工業・情報化

部が国家統計局、 国家発展改革委

員会・財政部とともに 年 月 日

議で取り上げた小型・微型企業向け

それでは、第四回全国金融工作会

さらに中型企業・小型企業・微型企

企業の従業員数・売上高の角度から、

計局の分類のうち、中型企業・小型

である。当該分類は、 年の国家統

に公布した「中小企業分類基準規定」

18

の転換を後押しするという考え方と
なっている。

43

32
3

6

融機関に民間資本を導入してガバナ

保し、同時に資金の供給元である金

2

7

99

89

8
金融の現状はどのようになっているの

中小企業の定義と現状

75 5

42,906

9.5% 406,224

89.7%

452,872
0.8%
3,742
企業数（社）

数値
（内訳）
数値
（内訳）
数値

12/07/19 16:43

22-25ページSpecial Report 5.indd 2

300 人～ 2,000 人

指標
（2011 年工業・
情報化部）

11

03

2,000 人以上
従業員数

（内訳）

300 万～ 2,000 万元 300 万元以下

小型企業

20 人以下

中型企業
指標
（2003 年国家
統計局）

数値
項目（2003 年国家統計局）

全体
微型企業
大型企業
規模別

（注）1.「微型」は「零細」を指す。2. 企業規模別の貸付残高は、工業を含む全業種向けの数値。
（出所）国家統計局、工業・情報化部、
『中国統計年鑑 2011』、
『中国金融年鑑 2011』より野村資本市場研究所作成
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以下のような貸出支援政策を講じて

社当たり与信枠 500 万元

体的には、銀監会は関連通知に基づ

き、

以下の小型・微型企業向けの重点的

いる。
一つ目は、差異化された（区別し

日、 財 政 部とともに「中 小 企 業

信用担保資金管理弁法」を制定し、

中小企業向け信用保証の規範化と強

化に乗り出している。

三つ目は、 税制優遇政策である。

具体的には、中小企業向け貸出の貸

倒引当金の税引き前控除措置を 年

末まで延長したことや、小型・微型

企業向け貸付契約の印紙税免除が挙

げられる。

以上のような政策の結果、 年末

24

JC ECONOMIC JOURNAL 2012.8

ているわけではない。
年の銀 監 会の年 次 報 告によれ

ば、 年の工業・情報化部の企業分

貸出を商業銀行に求めている。また、

での暫定弁法を修正して、 年 月

関しては、工業・情報化部がこれま

小型・微型企業の担保不足の問題に

ビスの標準化などが含まれる。また、

品の開発や担保の多様化、金融サー

めの専門店舗の設立、新たな融資商

ある。小型・微型企業向け貸出のた

融サービスシステムの整備の推進で

二つ目は、小型・微型企業向け金

た面で優遇されることとなる。

出、④不良債権比率の計算、といっ

設定）の計算、③自己資本比率の算

貸比率（預金に対する貸出の比率を

対しては、①営業拠点の開設、②預

上記の重点的貸出を行う商業銀行に

た）管理監督政策の制定である。具

1

業として再定義している。工業・情
報化部の分類に基づく企業統計は、
2010 年末までの中国統計年鑑に

11
11

類に基づき、小型・微型企業に対し、

中国では日本と同様、中小企業向けの資金調達が課題となっている

は反映されていないが、小型・微型
企業向けの優遇政策の根拠となるた
め重要である。
年 末の全 業 種 向 け 貸

次に、 企 業の規 模 別の貸 出 残 高
であるが、
・

出 残 高 の う ち、 大 型 企 業 向 け が
兆 1525 億 元（ 全 体 の
兆 8657

６月まで６四半期連続で GDP 成

監督管理委員会（銀監会）も、今年

銀 行を管 理 監 督 する中 国 銀 行 業

小型・微型企業向けの貸出
支援政策

うに思われる。

トを使った資金調達の余地があるよ

模・割合からすると、さらに銀行ルー

前 述の小 型 企 業の企 業 数の全 体 規

な役 割を果たしているとされるが、

間金融が中小企業の資金調達に大き

心に正規の銀行ルートを通さない民

なっている。中国では、沿海部を中

兆 2732 億 元（同 ・

％）と

億元（同 ・ ％）
、小型企業が

％）
、 中型企業が

43

長率が鈍化し、中小企業の資金調達

5

13

0

6

難が深刻化する中で、手をこまねい

12

11

10

32
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9
24

7

4 13

経済発展方式転換の深層をみる①

立、 新 株 購 入、 株 式 引 受、M&A

から、「温州

降に深刻化した世界的金融危機は、
輸 出 環 境を悪 化させた。 四 兆 元の
景気対策の後は、インフレ抑制のた

参 加した銀 行は、 中 小 企 業を含む

民間企業への貸出を国有企業に偏ら

ずに行うことが期待されている。銀

監会の尚福林主席も、同年 月 日

中国の中小企業向け金融制度改革

者の夜逃げが問題となった。温家宝

り、昨年から中小企業の倒産や経営

である民間同士の資金融通も目詰ま

世界的金融危機の対応のための景気

の動きも始まっている。この背景には、

また、銀行部門への民間資本導入

主構成の多様化を促進する方針をあ

とを支援し、銀行の資金源および株

と同等の条件で銀行業に参入するこ

フォーラムで、民間資本が他の資本

に上海浦東地区で開催された陸家嘴

の動きも加速している。その一つが、

対策をきっかけとして、一部の業種で

温州市向けの優遇措置を講ずること

いわゆる「国進民退」が指摘され、

の国有企業によるシェア拡大の問題、

らためて表明している。

南部に隣接する中国有数の経済発展

温州市が属する浙江省は、上海の

金融総合改革試験区総体方案」を

に相当）を開催し、「浙江省温州市

温家宝総理は国務院常務会議（閣議

ある。

挙げられるようになってきたためで

その象徴として銀行部門がやり玉に

場の活用も始まっている。一つには、

中小企業金融を巡っては、資本市

資本市場の活用も

を約束してきた中で、 年 月 日、

地 域で、1978 年の改 革 開 放 以

承認し、温州市の民間金融の活性化

年 月には、中小企業の私募債発

となっている。温州市を含む浙江省

国の企業発展モデルの代表的な存在

業中心の「温州モデル」として、中

省の「華南モデル」に対し、民営企

香港・台湾企業中心の広東省・福建

中心の江蘇省南部の「蘇南モデル」、

動が最も盛んなところで、郷鎮企業

江省南部の温州市は、民営企業の活

領域の拡大、⑩社会信用システムの

⑧債券商品の発展、⑨保険サービス

ビスの提供、⑦地方資本市場の育成、

細企業・
「三農」向け金融商品・サー

実施、 ⑤地方金融機関改革、 ⑥零

立、④個人の対外直接投資の試験的

展、 ③ 専 門 的な資 産 管 理 会 社の設

間金融の発展、②新型金融機関の発

今回発表されたテスト案は、①民

る実施意見」を公布し、ガバナンス

の参入を奨励・誘導することに関す

日、銀監会は「民間資本の銀行業へ

金融工作会議も踏まえ、 年 月

ている。今度は、前述の第四回全国

を含む重点 分野への進出を容認し

付し、民間資本の金融サービス分野

励・誘導に関する国務院意見」を交

務院は「民間投資の健全な発展の奨

ち出されている。 年 月 日、国

ながるものとして、引き続き注視し

は、中国の経済発展方式の転換につ

中小企業向け金融の制度改革の成否

スタートし、中小企業向け貸付債権

は、約 年半ぶりに資産証券化が再

出ている。もう一つには、同年 月に

圳証券取引所での発行登録の実績も

用は、すでに 年以上前に方針が打

から輸出される軽工業品は、日本人

構 築、 ⑪ 地 方 金 融の管 理 体 制の整

26

6

取り上げられている。以上のような

も優先的な証券化の対象債権として

3

13

5

5

12

6

行が解禁され、上海証券取引所や深

にとっても「100 円ショップ」の店
頭に並んでおり、馴染み深い。

ていく必要がある。

2

実は、銀行部門への民間資本の活

来、 民 間 主 導で経 済 成 長を牽 引し

を決定した。

28

てきたことでも有名である。特に浙

3

が良好であることを条件に、新規設

5

る。

10

備、⑫金融リスク防止メカニズムの

12

12

た中小企業向け金融の優遇措置であ

総理も、昨年 月に温州市を視察し、

銀行部門への民間資本の導
入

容認している。こうした民間部門が

構築、の 分野から構成されること

件費の上昇、原材料高、人民元高と

おり、今後の実施動向が注目されて

一方、温州市は、この数年間、人
いう外部環境上の課題を他の地域以
いる。

による民間資本の銀行業への参入を

上に抱えてきた。さらに、 年秋以

条」とも別称されて

12

浙江省温州市をテスト地域に指定し

めの金融引き締めで、温州市の特徴

12

時点の小型・微型企業向け貸出残高
は 兆元（貸付残高全体の ・ ％）
％）で

で、うち小型企業向け貸付残高は
兆 8000 億 元（同 ・
前年比 ・ ％増となり、貸付残高

08

27
3

6

全体の平均伸び率を ％上回った。
10

8

温州 条の制定

29

25

12

10
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会議が成熟したというふうに思ってい

ます。

最 初の頃は、 中 国が日 本の経 験に

学ぶ、という態度の方が強かったし、

我 々 も率 直に言って、 戦 後の復 興は

こういう風にうまくやったんだよとい

うよ うな、 教 えてやる、 という感じ

が 出ていたな、 という 気 がいたしま

す。それはやっぱり間違っていまして、

お 互いに学 びあうという意 味で、 今

日のよ うに両 方 から問 題 を 出 し合っ

て議 論 するというのが 正 しいこと だ

と思うようになっていきましたけれど

も。

最 初の頃は日 本の高 度 成 長がなぜ

そんなにうまくいったんだ、とか、し

かし、 高 度 成 長の中でもやっぱりま

ずいこと も あって、 議 論 が あった ん

じゃないか、 と。 現に格 差の問 題 が

高度成長のときに出てきました。もっ

とも、 それは現 在の中 国の格 差の問

年 以 上が

（ 注 ）が 始

てきました。 最 近の会 議では、 冒 頭

由に議 論 するという 形 が出 来 上 がっ

も、 それが打 ち解 けて、 それこそ自

ど 賃 金の上 がり 方 が 高 かったという

ことがありまして、 所 得の低い人 ほ

めに労 働 力 が 足 らな くなったという

の場 合には、一面では 高 度 成 長のた

題とちょっと性格が違いまして、日本

周 年 をや

で自 由に議 論しましょうなどと言わ

事 実があって、 格 差はある時 期日 本

中経済知識交流会

りました。 かなりの年 数 続いていま

なくても皆 自 由に議 論 するというよ

ではむしろ縮 小 したんです。 中 国の

た ちま す。一昨 年 北 京で

まってか ら、 も う

す。 最初は双方が羽織袴を着たよう

うなことになっていまして、それだけ

日

な 感 じで議 論 をしていましたけれど

26
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30 30

元経済企画庁長官・元大和総研理事長

宮﨑 勇

「日本と中国という二つの国
―本当の豊かさの追求」

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 日中関係ーその時と私

日中国交正常化40周年記念事業 日中関係アーカイブシリーズ

ます。

うような、 非 常に大きな問 題があり

そういうことが起こっているのかとい

がっているという感じで、 今でもなぜ

場 合には高 度 成 長の時にどんどん拡

は、 今 後ともこの知 識 交 流 会の大 き

問題だなと思っております。この問題

そういうふうになっていない。 難しい

ずなんですけども、 最 近はどこでも

いう 面 があって、 格 差 が解 消 するは

の低い人 ほ ど生 活の改 善 が大 きいと

り方の方が大 きいはずなんですけど

ば、 恵 まれない方の人の所 得の上 が

んで、 そうだとすれば、 成 長があれ

動も昔よりは自由になっているはずな

うのはどうもわからない。 人 間の移

はわかったんですが、最近の格差とい

そうこうするう ちに、 今 度は日 本

も、 そういうことが起こっていないん

いなと思いま す。 昔は日 本の方は成

いま す。 格 差の問 題 というのは 難 し

同 時に格 差の方 も 深 刻になってきて

ですが、 それは生 産 性 を 上 げていけ

か、 そ ういう 格 差 議 論 が多 かったん

では、 中 小 企 業と大 企 業の格 差 だと

その格 差というのは、 最 初の日 本

なっている。これはある意味では永遠

メリカでもいま格 差が大 きな問 題に

るか。これは中国だけじゃなくて、ア

一体なぜそういうことが起こってい

の方で成 長 率がおかしくなってきて、

長 する過 程で、 所 得の低い人がどん

ば解 消 するという、 ある程 度 処 方 箋

がってきましたから、一人当たりはま

それから全般的に中国も所得が上

す。

に重要だというふうに今は思っていま

で、 中 国でも社 会 保 障の問 題は非 常

とで補うべきじゃないか、ということ

か、今まであまり考えてこなかったこ

そこはやっぱり社 会 保 障 制 度とか何

か な、 という 感 じ が して お り ま す。

も格 差は小さくならない面があるの

それがある限 りは、いくら成 長 して

いう課 題が大きく残っているわけで、

効率を上げていかなければいけないと

一面で激しくなっていますから、 その

もない。つまり、やっぱり国際競争が

の課 題 かな あという 感 じがしないで

ですね。

な問題じゃないかと思います。

日中経済知識交流会 30 周年記念座談会。人民大会堂・重慶の間にて（2010
年 4 月、左から 3 人目が宮﨑氏）

どん 所 得 が 上 がってくる、 あるいは
失 業している人は雇 用の機 会を得る
ということで、 成 長が格 差を解 消 す
るというふうなことだったんですけれ
ども。 ど う も一般 的には、 アメリカ
もそうですけども、 成 長しても格 差
はむしろ拡がるという問題になってい
て、 格差はいつの時代でも問題だな、
という感じがしております。
ずいぶん長い間 議 論しても、 なぜ
格 差 が拡 大 するのかというのはよ く
わかりませんね。 中 国の人にきいて
もよくわからない。 それはある過 程
では格 差は拡がるかもしれませんけ
れども、 本 来 な らば 成 長 すれば 職、
雇 用の機 会が増えるわけですし、 雇
用の機 会が増 えるというのは、 所 得
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第４回

「日中関係－その時と私」

今年、日中国交正常化 40 周年を迎えます。この間、日中関係は各分野において飛躍的な発展を遂げました。その発展の歩みは、様々な困
難や逆風を伴って紆余曲折を経ながら、多くの日中両国関係者の努力によって積み上げられてきました。しかし残念ながら、歳月の経過ととも

に多くの出来事が歴史の中に埋没し風化しようとしています。当会は、日中国交正常化 40 周年を機に、関係者自らの経験と教訓を一次資料
として次世代に引き継ぐことにより、今後の日中関係の長期的安定発展に資することを目的として ｢日中関係アーカイブ構築事業｣ に取り組む

ことにしました。今後集録されたものの一部を随時本誌に掲載することとし、本稿はその第４回となります。なお、本事業は 2012「日中国民
交流友好年」実行委員会より記念事業の第 354 号として認定を受けています。
（編集部）
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豊かさの追求」

だ日 本に比べて低いんですけ ど、 金

今はそういう時代じゃなくなってきて

世 界に冠たる日 本 だという感じが変

難しいなあと思っています。その中国

はいま無いんじゃないか、中国の尊厳

ういうナショナリスティックな考え方

なナショナリズムを刺激したというよ

が権 力 志 向とか、 中 華 思 想に傾いて

とか、 基 本 的 利 益というよ うなこと

いる。 中 国は、 皆がまさに平 和 競 争

い く と か、 も

には非常に囚われていますけれども、

銭的な面では豊かになってきました。

う 少 し そ れを

世界を支配しようとか、 中華思想を

うなことがありました。 中 国がそう

超 えて 世 界 の

世 界に普 及させようというような感

をしな ければいけない時に、 独 自の

覇 権 国 家 にな

じはないんじゃないかと私は思ってい

しかし、 生 活 面を含 めて広い意 味で

る と か、 と い

ま す。 日 本 人のかなりの方 が、これ

いうふうにはなって欲しくないと思っ

う よ う なこ と

は危 険であって、 中 国 がだん だん 大

道を開拓していかなければいけない、

を 心 配 する 人

きくなってくるとまた 中 華 思 想にな

本当に豊かになってきたか、格差の問

が い な いで は

るん だという 感 じに言 う 人 がいま す

ていま す。 中 国の指 導 者 層には、 そ

な い。 私 は、

けど、 少なくとも我 々が生 きている

という一面があって、 そこのところは

中国の人は皆豊かになったと思ってい

そ うい うこ と

間はそういうことはないんじゃないか

題 も一つなんです けれども、 ど う も

ないんじゃないかという面もあるわけ

が 現 実 に心 配

中 国はま だ経 済 的にもやるべきこ

と思っています。
て き てい る と

とがたくさんある。 成 長が一応 軌 道

な 状 況 に なっ

は思っていませ

じが今は非常に大きくしていますね。

当の課題になってきている、という感

豊かさの追 求というよ うなことが本

ことをいう人がいるんですけれども、

てくるん じゃないか、 という よ う な

中でも、だんだん中国が生意気になっ

日 中 経 済 知 識 交 流 会のメンバーの

もその点に注 意をして中西 部 開 発を

易に縮まらない。 最 近では中 央 政 府

沿 海 部の格 差というのはなかなか容

地 域 間の格 差がある。 特に中西 部と

をあ げてきていま すけれども、 なお

に乗って所 得の面ではある程 度 成 果

同 時に、 日 本は特 殊なケースだと

日本もあの「ジャパン・アズ・ナンバー

中心にそういう格 差を縮 小しようと

んけれども。

思 うんですけれども、 米ソ対 立の冷

ワン」 といわれたあたりから、 も う

です。日本でもそうでしたけれども、

戦の中で 長い間 過 ごして き ま し た。
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９０年代に北京で開催された日中経済知識交流会での朱鎔基総理
（当時）との会見

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 日中関係ーその時と私

日中国交正常化40周年記念事業 日中関係アーカイブシリーズ

それから、 環 境の問 題とか、 社 会

いうことじゃないでしょうか。 だから

さというのはこれから追求していくと

いう風にしていくかというのは、胡錦

資 本の問 題とか、いろいろありま す

中国としても、万事うまくいっている

努 力はしているんですが、 ま だ 目に

けれども、 それこそ カール・マルク

と極端に考えない方がいいんじゃない

濤さんとか温 家 宝さんがいろいろ言

スが、「問題点がわかったら解決され

か、これから解決すべきことが一杯あ

見 えて縮 小 し始 めているというふう

る、解決の半分が達成された」と言っ

る、 というふうに取 り 組 んで欲 しい

われておりま すけども、 本 当の豊か

たように、 中 国も大 体わかり始めま

なという希望は持っています。

には考えられないと思います。

したから、 私はこれらの点については

（ 注 ） 日 中 経 済 知 識 交 流 会は、 日 中

楽観できるんじゃないかと思っていま
す。 そ ういう 経 験 を 中 国は ずっと積

双 方の経 済 専 門 家 らが、マクロ経 済

知 識と経 験の交 流を行 うことを目 的

み重ねてきていて、いい方向に向かっ

ら、ある面では生活をエンジョイする

とする定 期 対 話の仕 組み。1981

情勢や日中経済・貿易協力問題等に

来どうなっているか見られませんけれ

ことができている、できつつあると思

年に中国の谷 牧副 総理と日本の大来

ているん だと 思いま す。 ま あ 私 はそ

年はうまく

いま す。 ま だ 生 活 水 準 が 偏っている

佐武郎外務大臣（いずれも当時）の

ついて、中長期的視点に立って相互に

いくんじゃないか、ちょうど私が死ぬ

とか、 健全じゃないとかいろいろ言い

共同発起により設立された。 双方は

んなに長 く生 きていませんから、 将

頃から変わるとすれば変わるかもし

ま す けれども、 やっぱり 長い歴 史の

毎 年一回 交 互に会 議を開 催し、これ

生 意 気 な よ うで す が、 中 国 は 高

なっているんじゃないかという気はし

きて、 生活もエンジョイできるように

（ 本 稿は 2012 年

年、

れない、 しかしそんなことを心 配 す

中でみると、 日 本 人 あるいは中 国 人

ども、 まああと

るのは余計なことだな、と思っていま

まで

年 間にわたって会 議 が開 催 さ

の消費というのは非常に豊かになって

度成長をある程度日本と同じように

ま す。 その過 程で本 当に皆が満 足し

たインタビューを日 中 経 済 協 会 が編

す。

やってきましたから、 日 本の高 度 成

たかというと、 やっぱり日 本 人 も満

集したものです）

5

29

れてきた。

長が生んだプラスの面もマイナスの面

足していませんし、 中 国の人 も満 足

日に行っ

も同じような性格をもっているなとい

していないんじゃないか。それをどう

月

う感じがします。 所 得は増えますか

20
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第４回

「日中関係－その時と私」

「日本と中国という二つの国―本当の
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持続可能な安定成長を希求する中国
中部地域のチャレンジ
産業移転の受け入れによる中国全体
の産業構造の高度化と、充分にオー

● 十川美香

日中経済協会企画調査部長

６〕 号、いわゆる「中央 号文件」
）

で提起された。その後の推移に基づき

年に国務院が定めた「中部地区崛
経済規模は全国の５分の１を占めてお

起促進規劃」およびこの実施を徹底す

中部６省の人口は全国の４分の１、

の転換を目指すメッセージが込められ

プンな市場での内需主導、消費主導へ

高まる中部地域の重要性

2012 年 月に湖南省で開催された中部博は、中国の持続可能な安定成長の必要性とそれに向けて高まる中部地域の重要性に
ついての明確なメッセージ発出の場となった。そこから得られたいくつかのファクツから、中部地域のチャレンジをレポートする。

開放崛起 緑色発展
日、第 ７

回「中国中部投資貿易博覧会（以下、

るために国家発展改革委員会等が

〜

10
り、この２つの数字からも中国経済に

2012 年 ５ 月

10

ている。

20

中部博）
」が中国中部６省の一つ・湖

18

促進機構とともに毎年の中部博に参

南省で開催された。当会は日中投資

環境配慮型でなければならない。それ

場参入を許可する産業は資源節約型・

また同時に、移転を受け入れ、市

は、 ・５計画の順調な実施、
（の重

さらに今回の中部博では、
「中部崛起

果たす役割の重要性は明らかである。

つの中枢」
（食糧生産基地、
エネルギー・

劃の実施意見」でも、
「三つの基地、一

年に制定した「中部地区崛起促進規

高まる中部地域の重要性について、明

能な安定成長の必要性とそれに向けて

今年の中部博は、特に中国の持続可

全体を貫くテーマに掲げられたわけで

において、今回初めて省エネ・環境が

今回の特徴はこの点にもある。中部博

回のテーマ比較において明らかである

ン成長）
」に表された。過去６回と今

がテーマの後半部分「緑色発展（グリー

イレベルフォーラム」での王岐山国務

示された（開幕日のトップイベント「ハ

ものである」という高度な位置付けが

続可能な発展戦略の実現を左右する

構造調整、内需拡大、民生改善、持

点である）経済発展方式の転換、産業

貫して求めている。

原経済区」
、
「武漢都市圏」の発展を一

都市群」
、
「鄱陽湖生態経済区」
、
「中

株潭都市群」
、
「太原都市群」
、
「皖江

加え、国務院が認定した重点地域、「長

産業基地と交通運輸中枢）の整備に

原材料基地、装備製造およびハイテク

内容も変化を遂げている。

確なメッセージ発出の場であることが

院副総理の基調講演より）「中部崛
その具体的な内容は、 年に「中部地

国の ・８％であった中部６省のＧＲ

この間、
「中部崛起」戦略は成果を
いくつかのファクツを通して、中国の持

区崛起促進に関する中国共産党中央・

Ｐは、 年には 兆元を超えて全国の

起」は 年に提起された戦略である。

起とグリーン成長）
」である。

続可能な安定的経済成長に向けた中

国務院の若干の意見」
（中発〔２００

放崛起、緑色発展（開かれた中部崛
「開放崛起」には、外資導入のみな

部地域のチャレンジをレポートする。

10

あげ、 年に３兆７０４６億元で全
らず国内沿岸部からの労働集約型等

本稿では、第７回中部博で得られた

ある。

おける役割と状況の進捗に伴い、その

加してきたが、中部地域開発の中国に

10

強く印象づけられた。そのテーマは
「開

12

04

05

18

11

06

30
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移転の積極的な受け入れ、生産要素

適配分、東部および海外からの産業

王副総理は、市場似寄る資源の最

課題が数多くある。

ためには、取り組まなければならない

しかし、実体経済のより良い発展の

大の政策措置を積極的に採り、安定

微調整の度合いを拡大し・・・内需拡

ばならない。
・・・情勢変化に基づく

にさらに重要な位置づけを与えなけれ

摘し、それに対して「安定的経済成長

済の下振れ圧力は拡大している」と指

際立った矛盾と問題が存在し、特に経

内にあるが・・・国内の経済運営には、

スピードは年初に予期した目標の範囲

５月 日から 日、温総理は湖北省

注目点は、この常務会議の直前の

出すことは可能である。

言及することには、一定の重要性を見

スの加速」や「問題の確実な解決」に

が「プロジェクトの起動」
、
「準備プロセ

することに鑑みれば、国務院総理自ら

資金のディスバースメントを相当左右

どの影響により、進捗が大幅に遅滞し、

る様々な要件や環境の急速な変化な

％を占めるに至る飛躍的な発展を

の合理的な流動性と最適配置、金融

的かつ比較的速い経済発展の維持のた
めに良好な政策環境を創造する」との

武漢市を視察調査し、湖北を含む６

みせた。

体制メカニズムの改革、制度イノベー
ション、マイクロファイナンス機構の育

省（河北、遼寧、江蘇、湖北、広東、

経済成長に関わる課題でもあり、先に

これらは、まさに中国全体の安定的

底的な排除である、と指摘する。

保護と不正・偽物商品販売行為の徹

フラ、教育・衛生、情報化等分野のプ

ネ・環境、農村および西部地区のイン

の起動」
、
「すでに確定した鉄道、省エ

に係る影響力のある重大プロジェクト

ジェクトの計画的な実施」
、
「全体局面

が選ばれたことは、経済実態のサンプ

ないが）
。調査先として中部・湖北省

でもあり、他の中部５省は呼ばれてい

実態を聴取していた（中部博の会期中

不足から経済の下振れが危ぶまれる

支えることが期待される。

ンをもたらし、中国経済の安定成長を

理的流動性、企業現場のイノベーショ

も裨益する資金注入や生産要素の合

連動する武漢製鉄の所在地・中部に

トサイトの沿岸部のみならず、これに

具体的には「 ・５計画の重大プロ

述べたとおりに「中部崛起は ・５計

ル把握地としての一定の重要性を示し

加えて中部博直前の５月 日、
「グ

ロジェクトの準備プロセスの加速」
、
「建

画の実施を左右する」という位置付け
が示される所以であろう。
さらにこの位置付けを裏付ける出
来事を少し中部博から離れてみてお
きたい。

安定的経済成長重視と
中部

しかし、中国でのプロジェクトの実

換をここから読み取ることは難しい。

の政府活動報告からの大きな方針転

による経済発展方式転換の一環である

をも前提とした鉄鋼産業の構造調整

億元）が武漢製鉄での製造能力の淘汰

ロジェクト（総投資額合計約１３３７

広西防城港と広東湛江の鉄鋼基地プ

会から「国務院の同意」が発表された

また、その後に国家発展改革委員

副主任の講演でも強調された。

重要性は中部博の解振華国家発改委

６３億元の財政出動が発表され、その

リーンな消費促進・内需拡大」への３

「国務院の同意」による大規模プロ

年末の中央経済工作会議や 年

を指示している。

施においては、プロジェクト申請段階
と見込まれていても、その後の着工準

ジェクトのスタートは、単にプロジェク

省エネ・環境の取り組みは、中部博

資源節約型・環境配慮型
社会への湖南省の
チャレンジ
ことにも着目しておきたい。

16
で予算が確保され問題なく進捗する

温家宝総理は「現在の中国の経済運

備段階や実施段階において、関連す

年５月 日の国務院常務会議で、

12

けた存在する問題の確実な解決」など

ていると考えられる。

陝西）の指導者を武漢に集め、需要

方針を示した。

20

成、三農および零細企業等脆弱部分

18

設中のプロジェクトの円滑な進捗に向

への融資支援の拡大、知財権の確実な

12

営は、総体的には安定し、経済成長の

11

12
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３万６,000 人が参加した第７回中部博（12 年５月）
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22
12

のテーマ設定では初の分野だが、 ・
５計画から拘束性目標が設定され、
・５計画でも取り組みが継続・強化

される中で、中部６省でも例外なく強

望をみる。
年、国務院が「長株潭都市群」

を核とした「両型社会建設」の改革

ついても、湖南省では長株潭都市群の
三都市をはじめ、すべての地区級市・
自治州が目標をクリアしている。
・５計画期には「湖南省 ・５

株潭都市群区域規劃」および「長株

型社会建設」改革実験の第二段階に

環長株潭都市群発展規劃」を定め、「両

のアプローチがもう一つある。それは、

テーマ設定以外に、今回の中部博初

緑色発展は制約か
チャンスか

潭経済一体化十一五規劃」等に基づき、

実験を行うことを決定。第一段階は
「長

特に、今回の中部博開催地である湖

長

沙

1.030

-19.00

0.826

-19.76
株 州

1.620

-21.00

1.272

-21.47
湘 潭

2.140

-22.00

1.669

-22.02
衡 陽

1.390

-20.00

1.103

-20.65
邵 陽

1.464

-20.00

1.169

-20.14
岳 陽

1.590

-21.00

1.255

-21.07
常 徳

1.126

-19.00

0.912

-19.04
張家界

1.062

-19.00

0.859

-19.10
益 陽

1.320

-20.00

1.054

-20.12

郴 州

1.765

-21.00

1.393

-21.07

永 州

1.474

-20.00

1.177

-20.17

懐 化

1.432

-20.00

1.145

-20.06

娄 底

2.960

-22.00

2.306

-22.08

自治州

1.513

-20.00

1.206

-20.24

にしている。

と多国籍企業経営者との対話を大いに

が司会を務め、中部の市長・副市長

ＴＶの著名キャスターである白岩松氏

開催されたことだ。長株潭都市群の中

省都である長沙以外の都市でも会議が

-20.43

色湖南建設」
「法治湖南建設」
「創新

入る。この段階において湖南省は、
「緑

1.170

核都市である株州市で開催された「持

社会固定資産投資の ％以上を占め

その結果、中国全体では ％をやや

-20.00

型湖南建設」
「数字湖南建設」の四つ

南省（
「長株潭都市群」
）は、
湖北省（
「武

区の役割を担っている。湖南省を例と

下回る達成状況であった省エネ目標に

1.472

続可能な発展・市長論壇」は、ＣＣ

る一千を超えるプロジェクトに取り組ん

して、そのチャレンジ状況と今後の展

湖 南

特に「緑色湖南建設」においては、
省エネの取り組みを構造的措置、技術

その中で白岩松氏が内外の登壇者に

盛り上げた。
して、さらなる効果醸成に繋げる。ま

繰り返し投げかけた言葉がある。
「緑

的措置、制度的措置にブレークダウン
た、桃花江原子力発電を含むクリーン

色発展と発展方式の転換は、果たして

の資金調達の配分は、中央財政補助、

入される見通しを示している。それら

し、これらに１２６１億元の資金が投

とする４６１のプロジェクトを重点と

汚染対策、大気汚染予防などを中心

は、飲料水保護、湘江流域の重金属

目指す方向には緑色発展そのものが組

ている」というもの。つまり株州市の

文明を伴うエコ居住快適都市を目指し

よびハイエンド化を推進し、現代工業

（
「生態城市」
）として工業の現代化お

群市長の答えは「我々は、エコシティー

これに対する主催都市・株州市の王

制約なのかチャンスなのか」である。

エネルギー開発に積極的に取り組む。
さらに、省の ・５環境保護計画で

地方財政、銀行融資、企業の自己資

み込まれているというわけだ。
従って
「た
は中央財政補助はこれよりも少なく、

という原則が示されているが、現実に

ても生態環境の向上が重要」と王市

とえＧＤＰをいくらか犠牲にしたとし

株州市のユニークな取り組みの一つを

長は断言した。
占めている実態があるようだ。

地方財政と企業の自己資金が多くを

25

20

40

エネルギ−
消費原単位
(t 標準炭 /
GDP 万元）

の分野の構築に取り組むことを明らか

漢都市圏」
）と共に「両型（資源節約型・

（出所）湖南省発展改革委員会、省統計局

だとされる。

化されてきた。

07

11・5 計画
期
低減目標
（%）
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11

環境配慮型）社会建設」の改革実験

12

金の四つの方面からそれぞれ ％ずつ

12

2005 年比
低減実績
（%）
エネルギ−
消費原単位
（t 標準炭 /
GDP 万元）
地 区

2010 年
2005 年
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湖南省の 11・５計画省エネ目標達成状況
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紹介しておこう。
交通混雑回避のため、 年５月か

ペースで増加しているという。
次いで、安徽省合肥市の張慶群市長

グローバル企業にとっての最大のチャン
スは緑色食品にある」
。
薛雲偉鄭州市副市長「人口による
の経済成長は継続的に享受し得るが、

の答えも明快だ。
わった。それは『グリーン化』への転換

都市化に伴う問題もある。従って、グ

ら公共自転車賃貸システムを正式に導

マーケット規模により、我が市の ％

トン削減可能である。必要資金の約２
であり、外需型から内需型への転換だ。

ローバル企業の最大のチャンスは『ス

「５年前と比べて、我々は大きく変

億元は全額政府投資で賄われ、２万
これに伴い、中部でのグローバル企業の

マートシティー化』だ」
。

入。これによりＣＯ ２排出量が約１万

台の三段変速自転車（変速機は日本
投資戦略も変わりつつある」
。

共 通 するのは、 問 題の所 在こそ
が ビ ジネ ス チャンスという 認 識 で
あ る。 こ の 認 識 は、 中 部 博 初 日

バル企業にとっての最大のチャンスは何

そこで白氏がさらに問う。
「グロー

に 紹 介 し 参 考 に 供 す る。
（詳 細は

かれていた。このエッセンスを最 後

ルフール中 国 Ｃ Ｅ Ｏの講 演にも貫

の「ハイレベルフォー ラム」でのカ

処に？」
。

グローバル企業の
チャンスは

シマノ製という）を主要幹線道路、交
通中枢、公共機関周辺等の賃貸拠点
１０００カ所に設置。株州市民は身
分証明書を提示し保証金２００元を
支払ってＩＣカードの発行を受け、３
時間以内は無償、３時間超は１時間
２元で賃貸拠点の自転車を利用。
年１月現在、すでに 万枚のＩＣカー

張合肥市長「合肥では８００平方

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

で中部６省の代表と発展協議書に署

と特色ある農産物に恵まれる中部で

年から「直接調達（農民・スーパー

マッチング）
」展開、中間業者を減ら

しトレーサビリティーによる食品安全

を確保）
。

③グリーン経済の推進と持続可能
いまや従業員８０００人を擁し、目

比 ％省エネ実現等のプロジェクト投

源節約活動を展開。既存店舗で 年

コークスガスから天然ガスへ転換、汚

区調達センター」設置、中小企業サ

イノベーションの奨励（中部６省に「地

①中小・零細企業の発展の重視と

ンジをチャンスとして掌握し、そこか

るいは日本企業が中国各地でのチャレ

中部博を含め、より多くの日系あ

入は３億元）
。

染企業の移転も最後の８社を残すの

らビジネスメリットを享受できる機会

続き努力致したい。

やルートが得られるよう当会も引き

プライヤーの資金難に無担保資金融

05
み」
。

②都市・農村の均衡発展の維持（三

資等も提供）
。
の革命都市は改革・開放を経て、いま

農問題に直面しつつ強固な農業基盤

肖玉文南昌市副市長「
『南昌起義』

は緑色経済への徹底的な改変をとげ、

15

11

ドが発行され、１日平均約４００枚の

キロの巣湖だ。都市化に伴う巣湖の環

aspx?SNO=001&b=072&s=&k=528)
カルフールは 年の第１回中部博
境問題へのソリューションこそが最大の
チャンスでもある」
。

な発展の確保（ 年から省エネ・資
大のチャンスは装備製造業と新材料、

下中国の３つの重要課題に対応する

名、６省の 都市に 店舗を設け、
特に太原製鉄のステンレスだ。在来型

アプローチを展開中。

張金旺太原市副市長「我が市の最

07

13

のエネルギー・石炭・冶金・化学産業

28
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や鄱陽湖を中心に生態経済を推進中。
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中部博「持続可能な発展市長論壇」（12 年５月株州）
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株州の公共賃貸自転車、現在２万台
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制度情報
2012 年 4 〜 5 月の法令から

日本部監修 www.aaalawfirm.com

北京市大地法律事務所

条）

（ ）原『女子従業員労働保護規定』は、

国（地区）の登録に関連する獣医サービ
スシステム、植物保護システム、公共衛

長申請を行う必要があるので注意された
い。
（全 条）

日公布 2012 年 月 日施行）

（国家安全生産監督管理総局 2012 年 月

（ ）使用者の主な責任者は、当該組織の

定により罰金の金額が明確にされ、例え

罰基準を規定していなかった。今回の改
（ ）輸入食品国外生産企業が登録申請

ればならないこと等が含まれる。
（第 条） （商務部 2012 年 月 日公布 同日施行）

び基準規範の関連する規定に合致しなけ

生の要求に基づき、当該事業所の職業健

的に責任を負う。使用者は、国家職業衛

職業健康監督保護管理業務について全面

ば、授乳期間にある女子従業員が夜間の

生管理システム等に評価のうえ合格するこ

責任の主体の範囲を拡大し、個人経営組

（ ）女子従業員に対する労働保護を担う

する際に提出しなければならない書類を
（ ）審査認可、登録プロセスを明確化し

商投資ベンチャー投資企業、ベンチャー投

ベンチャー投資企業管理規定』及び『外

業の届出管理を整備するため、
『外商投資

本通知は、外商投資ベンチャー投資企

証しなければならない。
（第 条）

ばならない。また、必要な専用経費を保

康検査年度計画を制定し、決定しなけれ

（ ）使用者は、従業員へ職業健康検査を

産期間及び授乳期間の労働保護を重視

員に対する労働保護、特に妊娠期間、出

本規定の施行後、企業は更に女子従業

認証認可監督管理委員会は、審査報告書

ループを結成し、実地調査を行う。国家

且つ業務上の必要性に基づいて、審査グ

係専門家による書類審査を実施し、なお

た。国家認証認可監督管理委員会は、関

は、外商投資ベンチャー投資企業に対する

設立された外商投資ベンチャー投資企業

（ ）省級商務管轄部門が審査認可して

したものである。

部の通知』に基づき、商務部が特に公布

資管理企業の審査認可事項に関する商務

勤と見なさなければならない。
（第 条）

職業健康検査を受ける時間は、正常な出

用を負担しなければならない。従業員が

行うことを手配し、なお且つ職業検査費

5000 元未満の基準により罰金を科す

子従業員に従事させてはならない労働の
し、処理の不適切さが労働紛争を招いた

に対する審査を行い、登録するか否かを

した。
（第 条）

範囲を縮小した。
（付録 ）
り、行政処分を受けることを避ける必要

（ ）使用者は、省級以上の人民政府衛

において不合格が発見され、事情が著し

事故が齎された場合。その製品輸入検査

関連輸入食品に重大な食品安全にかかる

明確化した。国外食品生産企業が原因で、

（ ）届出リストに記載された外商投資ベ

らない。
（第 条）

業のリストを公布し、更新しなければな

完了した外商投資ベンチャーキャピタル企

部はそのウェブサイトに届け出の手続きを

務部に届出をしなければならない。商務

審査認可管理システムを通じて直ちに商

ばならない。
（第 条）

る従業員の身分の真実性を確保しなけれ

ばならず、なお且つ職業健康検査を受け

択し、職業健康検査業務を行わせなけれ

生行政部門が認可した医療衛生機関を選
（ ）登録を抹消することができる場合を

9

（ ）妊娠期間及び授乳期間の保護を際

8

い場合。検査の結果、食品の安全衛生管

8

とのバランスを図るため、生理期間中に女

立たせ、妊娠期間及び授乳期間に女子従

決定する。
（第 条、第 条）

定』

督検査検疫総局が輸入食品国外生産企業

（ ）使用者は、職業病に罹患する危険

性のある新規採用の労働者（人事異動に

状況を隠匿する場合。登録番号を有償貸

虚偽の資料を提供するか、又は関連する

の製品の安全衛生を保証できない場合。

理に著しい問題があることが発見され、そ

されていない外商投資ベンチャー投資企業

務管轄部門は、商務部ウェブサイトに発表

資業務の変更及び展開が可能となる。商

用を受けることができ、中国国内での投

ンチャー投資企業は、国の関連政策の適

（ ）使用者は、職業病に罹患する危険性

条）

健康検査を行わなければならない。
（第

に従事する従業員に対し、異動前に職業

む。
）及び特殊な健康上の要求のある作業

より当該職位に異動してきた労働者を含

出、無償貸出、譲渡、転売、改竄した場合。

7

等とした。
（第 条）

7

がある。
（全 条）

を拡大した。
（付録 、 ）

部門レベル

、
『輸入食品国外生産企業登録管理規

職位を書面により女子従業員に告知しな

（国家質量監督検験検疫総局 2012 年 月

業員による従事を禁じる労働範囲にある

（ ）使用者は、当該組織に属する女子従

ければならない。
（第 条）

日公布 2012 年 月 日施行）

（ ）本規定を適用する企業の範囲を明確
化した。中国輸出向け食品の国外生産、

労働に適応できない場合、使用者は医療
機関の証明に基づいて、労働量を軽減す

加工、貯蔵企業（以下「輸入食品国外生

の登録業務を統一管理する。国家認証認

及び監督部門を明確化した。国家質量監

（ ）輸入食品国外生産企業の登録部門

手当については、既に出産保険に加入して

録する必要があり、登録後に初めて輸入

（ ）法律責任及び処分措置を明確化し

（第 条）

国国内での投資業務の展開を許可しては

に対し、関連変更手続きを行ったり、中

位から離れる前 日以内に従業員へ職位

のある職位から離れる従業員に対し、職

11

（ ）女子従業員が妊娠期間中に、従来の

るか、又はその他の適応できる職位を手

産企業」という。
）の登録及びその監督管
理に本規定を適用する。
（第 条）

配しなければならない。
（第 条）
（ ）出産休暇期間をこれまでの 日から
日へ延長した。
（第 条）

いる場合には、使用者は前年度の従業員

可監督管理委員会が輸入食品国外生産企

（ ）女子従業員の出産休暇期間の出産

の平均賃金基準に基づいて出産保険基金

業の登録及びその監督管理業務を実施す

督検査検疫総局が公布する。
『輸入食品

制については、従前の元の労働行政部門一

することができる。
（第 条、第 条）

9
ら、登録されていない国外食品生産企業

た。輸入国が登録管理を実行していなが

（ ）外国の投資家が海外にて人民元出資

ならない。
（第 条）

所得を没収し、なお且つ商品価格の %

検疫機関がその輸入の停止を命じ、違法

が生産した食品については、出入国検査

業に対して増資し、かつ『クロスボーダー

立するか、又は外商投資ベンチャー投資企

により外商投資ベンチャー投資企業を設

（ ）使用者は、労働者個人の為に職業健

はならない。
（第 条）

員について労働契約を解除するか終了して

れる前に職業健康検査を行っていない従業

以上 % 以下の罰金を併科する。
（第
条）

本規定が施行された後、
『輸入食品国

らない。
（第 条）

連規定に基づいて適切に保存しなければな

康監督保護ファイルを作成し、なお且つ関

本 通 知の公 布について、 外 商 投 資ベン

を行うことを奨励した。

い。また、登録の有効期間は 年である。

中国国内に持ち込んで販売してはならな

登録しなければならない。さもなければ、

企業は、国家質量監督検査検疫総局にて

いる食品については、それを生産する国外

い。
（全 条）

含まれていないか注意することを提案した

チャー投資企業リストの中に自社の名称が

ブサイトの中で公表された外商投資ベン

告知しない使用者、規定通り従業員が使

使用者、検査結果を事実通りに従業員に

職業健康監督保護ファイルを作成しない

チャー投資企業は関心を払い、商務部ウェ （ ）規定通りに職業健康検査を行わず、

外生産企業登録実施目録』に列挙されて

商務部の通知』に基づき関連する手続き

人民元直接投資に関連する問題についての

ければならない。使用者は、職位から離

から離れる前の職業健康検査を手配しな

30

15

より支給する。出産保険に加入していな

録』は、国家認証認可監督管理委員会が

い場合には、女子従業員の出産休暇前の
る。
（第 条）
賃金基準に基づいて使用者より支給する。 （ ）
『輸入食品国外生産企業登録実施目
（第 条）
業員に対するセクシャルハラスメントを予

国外生産企業登録実施目録』に記載され

制定及び調整の責任を負い、国家質量監

防し、
制止する規定を追加した。
（第 条）

ている食品を国外で生産している企業は登
箇所から、県級以上の人民政府人力資源

（ ）輸入食品国外生産企業が中国で登
録を取得する基本的な条件を明確化し

19

（ ）使用者は、勤務場所において女子従

（ ）女子従業員の労働保護監督管理体

社会保障行政部門及び安全生産監督管理

た。基本的な条件には、企業の所在する

3
登録期間の延長が必要な国外食品生産企
業は、登録期間満了の 年前迄に登録延

、
『使用者職業健康監督保護管理弁法』

は、期限付きで是正を命じ、警告を加え、

イルのコピーを提供しない使用者に対して

用者を離れる際に職業健康監督保護ファ

7

3

1

2

1

2

2

部門が各自の職責に基づいて使用者に対

5

5

4

5

6

10

90

する監督検査を行うように調整した。
（第

5

17

1

4

3

3

4

3

15

16

（ ）女子従業員の労働保護と女性の就業

7

業員に従事させてはならない労働の範囲

2

5

6

1

5

7

1

3

4

8

22

1

2

6
11

50

II
1

2

4

4

7

34
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4

明確化した。
（第 条）

使用者の違法行為に対する処罰措置を簡

、
『外商投資ベンチャー投資企業の届出

1

業務に従事する場合、権利を侵害された

と、また、衛生条件が中国の法律法規及

6

6

単に規定したものに過ぎず、具体的な処

23

管理の整備に関する通知』

27

1

I 国務院レベル
、
『女子従業員労働保護特別規定』

（国務院 2012 年 月 日公布 2012

2

女子従業員 名あたり 1000 元以上

年 月 日施行）

10 12

織及びその他の社会組織等の事業者及び

28

個人を追加し、全ての使用者にまで拡大

4

3

13

2

12/07/19 11:32
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【掲載法令一覧表】2012 年 4 ～ 5 月の法令から

資料は、労働者の職業病診断鑑定に必要

料を規定した。完全な職業衛生ファイル

これを警告し、期限を設けて是正を命じ

部門による使用者の職業衛生業務の監督

な依拠を提供するもので、安全監督管理

整備しない場合、安全監督管理部門は、

使用者は、職業病の危険要素に接触す

る。期日を過ぎても是正しない場合は罰

要があろう。

前に、職種及び職位により検査項目を確
る従業員に対し、従業員が業務中に職業

金を科すとし、罰金の上限を従来の 万

のある企業は、従業員がその職位に就く

ことができる。
（第 条）
定し、労働者は関連する作業に適してい
病の危険要素に関して不適応症状を見せ

万元以上 万元以下の罰金を併科する

（ ）規定に違反し、職業病や職業病の疑
るか否かを評価する必要がある。その職

10

位にある期間に定期的に検査を行い、健
けたか、職業にかかる中毒症状が発生し

たか、従業員が急性職業中毒の危害を受

（ ）使用者の作業環境の管理を強化する。 （ ）安全監督管理部門による職業衛生

元から 万元に引き上げた。
（第 条）

管理に便利なものとなっている。
（第 条）

生産監督管理部門は期限付きで是正を命
康の変化を評価し、労働者が関連する作

いを報告しない使用者に対しては、安全
じ、警告を加え、 万元以下の罰金を併
業に継続して従事することは適切かを判

た場合、関連従業員に対し直ちに救急職

使用者に対して、必要な防護施設及び防

今後、生産型企業、特に職業病危害があ

監督検査の内容を追加した。
（第 条）

34

科することができる。虚言を弄した場合、

9

護用品を配置するほか、職業上の急性損

11

業健康検査を手配しなければならない。

10

断するほか、職位を離れる際に、労働者

4

万元以上 万元以下の罰金を併科する

1

商務部

商務部令 2012 年第 6 号

2012/5/12

2012/7/1

最高人民法院

法釈 [2012]5 号

2012/5/4

2012/6/1
『独占行為に起因する民事紛争案件の審理
1 に法律を応用することに関する若干問題に
ついての最高人民法院の規定』

法弁 [2012]91 号

2012/4/1
『売買契約紛争案件の審理に適用する法律
の問題についての最高人民法院の解釈』

最高人民法院

法釈 [2012]8 号

2012/5/10

2012/7/1
『蘇州市本部企業認定及び管理暫定施行弁
法』

江蘇省蘇州市人民政府

蘇府規字 [2012]2 号

2012/5/17

2012/7/1

3

『2011 年度中国法院知的財産権司法保護に
かかる 10 大案件及び 50 件の典型的なケー
スの印刷発行についての最高人民法院弁公
室からの通知』

4

5

また、安全生産監督管理部門が法に基

けなければならない。このほか、
「付属す

かつ目につきやすい位置に明確な標識を設

、
『商務行政処罰手続き規定』

年 月 日施行）

（商務部 2012 年 月 日公布 2012

づいて使用者に対し職業健康監督保護に

生施設があること」
、
「設備、工具、用具

る更衣室、浴室、妊婦の休憩場所等の衛

5

を有する事項は、下級商務主管部門が主

つ以上の商務主管部門が管轄権を有す

にかかる要求に合致すること」等を企業の
条乃至第 条）

）作業場所の職業病危害要素検査、

業衛生技術サービス機構に委託して、毎

使用者に対して、相応の資質を有する職

機関に移送しなければならない。違法行

とが分かった場合、法によりその他の関連

においてその他の行政機関が管轄するこ

管轄する。商務主管部門が受理した案件

る場合、初めに立案した商務主管部門が

と人員の設置を充分なものとする。職業

年少なくとも 回職業病危害要素の検査

関連規定に基づき案件を司法機関に速や

為に犯罪が疑われることを発見した場合、

病危害の著しい使用者は、職業衛生管理

第 条）

100 名を超える場合、職業衛生管理機

害の存在する使用者について、労働者が

定に基づいて職位に就く前、職位に就いて

事する労働者に対して、使用者は関連規

図る。職業病危害要素に触れる作業に従

ちに是正を命じることができる。
（第 条）

口頭の警告にとどめ、被検査人に対して直

され、事案が非常に軽微である場合には、

第 条、第 条、第 条）
構又は組織を設置或いは指定し、専任の

検査を行い、職業健康検査費用を負担し、

いる期間中、職位を離れる時に職業健康
い。
（第 条）
（ ）職業上の健康にかかる研修を強化す

11

（ ）封印した財物について、商務主管部

16

（ ）現場検査において違法の事実が発見

9
者は、当該組織が従事する生産経営活動

る。使用者の主要責任者と職業衛生管理

置し、かつ所定の期限により適切に保存す

者のために職業健康監督保護ファイルを設

に告知しなければならない。同時に労働

第三者はこれを毀損又は移転してはなら

保管を委託することができ、当事者又は

門は当事者を指定するか、又は第三者に

17

（ ）職業衛生警示告知制度を整備する。 （ ）違法の事実が確かで、かつ法定の依

30
置及び報告制度、職業病危害応急救援及

制定のほか、職業健康監督保護及びその

制定を強化する。職業衛生管理制度等の

応急救援措置及び業務場所の職業病危害

の規則制度、取扱規程、職業病危害事故

とを規定した。これには、職業衛生管理

連する内容を公表しなければならないこ

使用者は各種方法により、職業衛生に関

公民に対して 元以下の罰金を科す行政

ができる。①警告の行政処罰に処す、②

合、簡易手続きを適用して処理すること

拠があり、次の事由のひとつに合致する場

4
ファイル管理制度、職業病危害事故の処

（ ）使用者職業衛生にかかる規則制度の

9

ない。
（第 条）
る。
（第 条、第 条）
ない。
（第 条）

有し、職業衛生研修を受けなければなら

検査結果を書面にて事実のとおり労働者

職業衛生管理者を配置しなければならな

ならない旨を規定した。その他職業病危

を要求しなければならない。
（第 条乃至

評価を強化する。職業病危害の存在する

（

に管轄する。当事者の同一の違法行為は、

（ ）上級・下級商務主管部門が管轄権

12

業務場所にかかる基本要求に加えた。
（第

等の施設が労働者の生理、メンタルヘルス

関する法律・法規・規則制度の基準の遂

条）

者はこれに協力しなければならない。
（全

、
『作業場所職業衛生監督管理規定』
（国家安全生産監督管理総局 2012 年 月

1

機構又は組織を設置するか、又は指定し、

日公布 2012 年 月 日施行）

1 7

2

2 8

3

8

に相応しい職業衛生知識及び管理能力を

2

3

加した。使用者が職業病防止規則制度を

び管理制度等に関連する内容を新たに追

（ ）用意すべき の職業衛生ファイル資

要素検査結果等が含まれる。
（第 条）

に処す。
（第 条）

て 1000 元以下の罰金を科す行政処罰

処分に処す、③法人その他の組織に対し
15

国務院令第 619 号

2012/4/21

2012/4/28

39

行状況について監督検査を行う際、使用

5

61

6

20

（ ）使用者における職業衛生管理機構

17
専任の職業衛生管理者を配置しなければ

4

かに移送しなければならない。
（第 条、

1

（ ）職業健康監督保護業務の厳格化を

6

12

32

4

27

1

5

6 22

1

31

12

最高人民法院弁公庁

るか、又はその恐れのある企業には本規定

2012/6/1

に大いに留意し、業務における衛生におい

2012/4/27

傷の発生する恐れのある有毒、有害な作

安全監管総局令第 47 号

業場所に警報装置を設置し、現場救急用

国家安全生産監督
管理総局

使用者は、職業健康検査の結果及び職

4 『作業場所職業衛生監督管理規定』

業健康検査機関からの提案を受けた後、

2012/6/1

るか否かを評価し、責任を明確にする必

2012/4/27

の健康の変化が職業病危害要素と関連す

安全監管総局令第 49 号

5 『商務行政処罰手続き規定』

2012/4/19/
『中国法院知的財産権司法保護状況
（2011 年）』

今後、職業病があるか、又はその恐れ

国家安全生産監督
管理総局

『外商投資ベンチャー投資企業の届出管理
の整備に関する通知』

国務院

ことができる。
（第 条）

3 『使用者職業健康監督保護管理弁法』

発生を回避する必要があろう。
（全 条）

2012/5/7

て、資金投入及び管理を行い、職業病の

2012/5/7

品を配置し、設備を洗い流し、緊急非難

商資函 [2012]269 号

ルート及び必要な危険処理エリアを設け、

商務部

速やかに書面形式にて事実通りに従業員へ
2012/5/1

告知しなければならない。

2012/3/22

III

7

8

最高人民法院文書及び地方法規

質検総局令第 145 号
2

最高人民法院
2

30

5

国家質量監督検験
検疫総局
1 『輸入食品国外生産企業登録管理規定』

施行日

12/07/19 11:32
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北京市大地法律事務所

民法院が新たに受理し、一審の審理を終

昇幅は高く、全国地方人民法院が新たに

発揮した。知的財産権刑事事件一審の上

ように注意する必要があろう。

、
『2011 年度中国法院知的財産権

司法保護にかかる 大案件及び 件の典

了した知的財産権民事案件は、それぞれ

型的なケースの印刷発行についての最高人

日公布

度比で ・ % の伸び。うち知的財産権

民法院弁公室からの通知』

月

問題についての最高人民法院の規定』
（ 最 高 人 民 法 院 2012 年

侵害罪は 3134 件（登録商標冒用等

（最高人民法院弁公庁 2012 年 月 日公

違法経営罪知的財産権において侵害にか

護啓蒙運動への取り組みを強化するため、

を充分に発揮させ、知的財産権司法保

典型的なケースを手本として導く作用

技術契約案件は 557 件、これは前年度

かる案件は 1747 件、これは前年度比

証、資格証等の一時的な差し押さえ、抹

止、営業停止を命じる場合、②関連許可

とを告知しなければならない。①生産停

対して聞き取りを要求する権利のあるこ

代理弁護士のみに対して公開し、秘密保

公開にて開廷し、複製を制限又は禁止し、

合、職権又は当事者の申し立てにより非

り秘密を保持すべき内容等にかかわる場

商業秘密、個人プライバシーその他法によ

件は、それぞれ 305 件及び 311 件

理し、審理を終了した知的財産権民事案

2011 年度に最高人民法院が新たに受

知的財産権民事案件は合計 1321 件。

伸び。一審の審理を終了した国外関連の

が大きくなっている。法律規定が原則的

件が増え、案件は全般に渉外案件の比重

重大で難解、複雑、新しいカテゴリの案

た案件の増加幅は比較的大きい。次に、

特徴があげられる。まず、新たに受理し

うに、知的財産権案件には全般に以下の

この人民法院の報告書から見てとれるよ

（ ）衣念（上海）時装貿易有限公司及

する。

的なケースを選定した。次にいくつか紹介

財産権司法保護 大案件及び 件の典型

民法院は、2011 年度の中国法院知的

財産権案件の審理状況を踏まえ、最高人

2011 年度の最高人民法院による知的

比で ・ % 下回っている。不正競争案

消、取上げをする場合、③公民に対して

となっている。

一審 案 件は、2433 件、 前 年 度 比で

法院が新たに受理した知的財産権行政の

線引きを明確にする必要のある難解な案

なものにとどまっているために、具体的な

クユーザーがネットワーク取引プラット

かる商標権侵害紛争上訴案（ネットワー

び浙江淘宝網絡有限公司、杜国発氏にか

売し、特許権者に対して連帯賠償責任を

フォームを利用して商標権侵害商品を販

影響する案件がさらに増えている。 つ目

号民事判决書）

[2011] 瀘一中民五（知）終字第

定款等が独占禁止法その他の法律、行政

（ ）提訴される契約の内容、業種協会の

件の占める比重が増え続けている。裁判
の伸び。うち、新たに受理された特許案

紛争額及び判決の賠償金額も益々増えて

として、特許案件の数が増え続けており、

本規定に基づき、商務主管部門の法執

合。
（第 条）

・ % 下回っている。審理を終了した

び。商標案件は 1767 件、これは前年

件は 654 件、前年度比 ・ % の伸

（ ）環球（ユニバーサル）唱片有限公司、

法規の強制性規定に違反する場合、人民

今回公布された独占禁止法に対する司

国企業や外資企業を起訴する案件も増え

いる。渉外特許紛争の比重も大きく、外
に、インターネット分野における独占行為

最高人民法院知的財産権法廷が新たに受

を創造し、保護しようという企業の意識

始めている。 つ目として、自社ブランド

ニー）音楽娯楽香港有限公司及び北京百

華納（ワーナー）唱片有限公司、
索尼（ソ

権侵害紛争上訴案（ウェブサイトのオンラ

度網訊科技有限公司にかかる録音製作者

の組織の通常の生産経営活動を妨げては

が明らかに強まるなか、商業マークに関す

イン視聴及びオンラインダウンロード機能

争が日増しに激しくなり、ビジネスモデル

高 民 終 字 第 1694 号、1700 号、

1699 号民事調停書）

ス）
（北京市高級人民法院 [2010]

及び中華人民共和国国家工商行政管理総

（ ）フランス卡斯特兄弟股份有限公司

の多様化に伴い、益々多くの市場競争行

る不正競争行為は減少しているが、法律

局商標審査委員会、李道之にかかる商標

財産権に関する行政案件は大幅に上昇し、
人民法院は、国の審理機関として、知

審理の終結した渉外知的財産権行政一審

の境界に挑戦する行為も少なくなく、反

（2011 年）
』

的財産権に対する司法保護の主な指導的

案件は 986 件で、香港、マカオ、台湾

為の法による画定と規範化が必要となって

付しなければならない。期日が到来して

役割を充分に発揮し、法律を通じて知的

不当競争法の原則を適用して判断される

いる。法律により禁止が明文化されてい

も罰金を納付しない場合、罰金額のほか

に関連する案件は、それぞれ 116 件、

合計 1237 件で、知的財産権の行政

が権利侵害を構成するかが争われたケー

る紛争も増えている。 つ目に、市場競
5
一審終了案件の ・ ％を占める。うち、

一審の渉外、香港・マカオ・台湾の知的

4
（最高人民法院 2012 年 月 日公布）

、
『中国法院知的財産権司法保護状況

び 101 件であった。

理し、審理が終了した知的財産権行政不

規定第 条に基づきその場で罰金を徴収

服申し立て案件は、それぞれ 102 件及

40

3

すものと考えられる。
（全 条）

69

に対してこれを抑制する一定の役割を果た

2

18

又は受領してはならない。このほか、本

78

ならず、この機会に乗じて財物等を要求

12

2

負ったケース）
（上海市第一中級人民法院

法解釈は、独占禁止に関する民事訴訟を

件は 件で、2010 年と同数である。

度比で ・ % 下回っている。著作権案

行者が現場検査を行い、調査をして証拠

の結果、当事者の直接的な利益に著しく

案件は 2470 件、前年度比 ・ %

推進するもので、現実の生活における独

法院は法によりそれを無効と認定するこ

又は関係者に法執行証明書を提示しなけ

によりこれを行ってはならず、かつ当事者

占行為を改めさせるに有利であろう。特

を取得し、その場で処罰の決定をする等

50

監督検査を行う際に、公民、法人その他

とができる。
（第 条）

10

ればならない。また、商務主管部門は、

の業務を遂行する際、二人を下回る人数

1
30
3

11

財産権保護への取り組みを強化し、各種

4

するほか、商務主管部門及びその法執行
者は自ら罰金を徴収してはならず、当事
者は行政処罰決定書を受領した日から

2

日あたり罰金額の ％を追加にて科す。

日以内に、財政部門の指定する銀行に納

15

16

19

48

財産権刑事司法保護の取り組みを更に強

強化されており、知的財産権侵害案件の

的財産権保護に対する取り組みが次第に

案件が増えている。このとおり、中国の知

及び浙江杭廷頓公牛橡膠有限公司、北京

業が中国で製品を生産するか販売する際、 （ ）株式会社普利司通（ブリヂストン）

摘発も強化されつつある。今後、日系企

邦立信輪胎有限公司の意匠特許侵害紛争

[2010] 知行字第 号行政裁定書）

う司法解釈が出された）
（最高人民法院

用しない商標を取消すことができる」とい

取消再議行政紛争再審申立案（
「 年使

件、132 件だった。

化し、知的財産権侵害及び偽物劣悪商品

自らの知的財産権保護を重視し、同時に

の知的財産権侵害行為の阻止に努めてい

製造販売特定項目摘発行動に積極的に参

他社又は個人の知的財産権を侵害しない

日を過ぎても罰金を納付しない場合、

件数である。これによって人民法院の知的

に受理し、審理が終了した知的財産権案

与し、知的財産権刑事審理処分及び知的

55

（ ）2011 年度、人民法院は、知的

財産権保護に対する動向を窺い知ること

財産権侵害に打撃を加える機能を有効に

る。以下は、人民法院が 2011 年度

08
ができる。

人民法院に強制執行を申し立てることが

50
（ ）2011 年度中に、全国の地方人

3

4

できる。
（全 条）

最高人民法院文書及び地方法規
、
『独占行為に起因する民事紛争案件の
審理に法律を応用することに関する若干

1

3 3

3

3

36
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（ ）事案が複雑か、又は重大な違法行
為につき次の行政処罰のひとつを与える場
比でそれぞれ ・ % 及び ・ % の伸

登録商標侵害案件 2417 件）
、前年度

受理した一審案件は 5707 件、前年

びとなっている。うち、新たに受理された

比 142・ % の伸び。知的財産権侵

59612 件及び 58201 件、同期

規定される市場支配的地位の濫用に属す

% の伸び。商標案件は ・991 件、

特許案件は 7819 件、前年度比 ・

2012 年 月 日施行）

場合、原告は被告の関連市場における支

布）

合、商務主管部門の責任者は集団にて討
停止、営業停止を命じる場合、②関連許
配的地位及びそれが市場支配的地位を濫

害にかかる冒用商品の生産、販売罪案件

（ ）訴えられた独占行為が独占禁止法に

可証、資格証等の一時的な差し押さえ、

は 774 件、前年度比 ・ % の伸び。

論して決定しなければならない。①生産

抹消、取上げをする場合、③公民に対し

・185 件、前年度比 ・ % の伸び。

合、
挙証責任を負わなければならない。
（第
条）

10
で ・ % 下回っている。

42

93

（ ）2011 年度中に、全国地方人民

15

持承諾書等への署名を命じる等の保護措

53

（ ）商務主管部門は、次の行政処罰の

4

50

11

51

件は 1137 件、前年度比 ・ % の

87

96

19

86

置を講じることができる。（第 条）

（ ）人民法院は、
案件の証拠が国家秘密、

29

35

38

56

39

12

42

16

35

2

6

3

5000 元以上の罰金を、法人その他の

ひとつを与えようとする場合、当事者に

53

87

場合。
（第 条）

前年度比 ・ % の伸び。著作権案件は

3

用したことにつき挙証責任を負う。被告

4

はその行為の正当性を理由に抗弁する場

5

て 5000 元以上の罰金を、法人その他

6

の組織に対して 万元以上の罰金を科す

1

15

06

44

組織に対して 万元以上の罰金を科す場

16

5

5

62
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解釈』
2012 年 月 日施行）

（ 最 高 人 民 法 院 2012 年

月

日公布

的物を買主の指定する場所まで輸送し、

おいて、①サンプルを封じた後、外観と

500 社、
国内民営企業トップ100 社、

条）

中国チェーン企業トップ 100 社。
（第

院はサンプルに準じる。②外観と中身の

（ ）本部企業認定の基本条件に合致する

中身の品質に変化がないときは、人民法

滅失のリスクは、
買主が引き受ける。但し、

品質に変化があるとき、又は当事者の間

輸送業者に引渡した後、標的物の毀損、
当事者間で別に約定する場合を除く。
（第

5

再審申立案（最高人民法院 [2010]
民提字第 189 号民事判决書）
（ ）庄則棟氏、佐々木墩子氏及び上海

10

5

（ ）市場の取引活動に存在する、購入承

1

ネットワーク伝達権侵害紛争上訴案（上
き、その独立した契約としての効力を明

諾書、覚書等の予約契約の法的効力につ

諾書、購入予約書、予約書、意向書、承

立時に標的物に毀損又は滅失があったこと

標的物を売却する場合において、契約成

案件は増えている。安全で順調な取引を

ク負担に関して契約双方当事者間の紛争

て仮認定し、仮認定期間は 年とする。

致すると見込まれる場合、本部企業とし

営を開始した後に本部企業認定条件に合

（ ）売主が運送請負人が輸送する未着

は処分権をもたない売買契約の効力につい

主が契約の締結時又は履行時に所有権又

主が検査期間内に全面検査を完了するこ

間に関する約定が過度に短いために、買

46

（ ）新設会社について、企業が正式に運

の補助金を返還させる。
（第 条、第 条）

17

（ ）特定の一部の本部類型又は新型業態

7

異議申立期間として認定しなければなら

該期間を買主による外観の瑕疵に対する

定条件に合致しさえすれば、その投資主

公布 2012 年 月 日施行）

（江蘇省蘇州市人民政府 2012 年 月 日

施行弁法』

件ずつ検討することができる。
（第 条）

公司（機構）については、認定条件を

の、実際には地区本部の機能を果たし、

の企業、又は独立法人格をもたないもの
5

地の財政又は経済成長に貢献の大きい分

設企業及び既存企業のいずれも企業本部

（ ）本部企業の具体的な認定プロセスを

ならない。
（第 条）

認定を申請することができる。
（第 条）

民共和国国家知的財産権局特許再議委員

（ ）売主が、増値税専用インボイス及び

失の発生に過失がある場合、違約した当

会、無錫市鉄民印刷機械有限公司、江陰

事者は、相応の損失賠償額（すなわち、

（ ）本部企業の認定条件を緩和した。法

統一計算を実行し、納税主体であり、当

ることを拒否する場合、約定より多く提

ないことを明確に規定した。
（第 条）

体及び経済的性質を問わず、蘇州市の新

（ ）買主が標的物を約定より多く受領す

式会社、中華人民共和国国家知的財産

供された標的物を代わりに保管すること

り相手方に損失をもたらし、相手方も損

（ ）売買契約の一方の当事者が違約によ

17

混合過失の原則）の控除を主張すること

（ ）本部企業を申請するための基本条件

明確にした。
（第 条）

（ ）毎年、認定済みの本部企業につき

9

申立案（最高人民法院 [2011] 知

機械有限公司発明特許無効行政訴訟再審

市匯通包装機械有限公司、上海高沁包装

その他の証拠を提供して標的物を引渡し

し、買主がこれを認めない場合、売主は

渡す義務を履行したことを証明しようと

税金控除の資料のみをもって、標的物を引

主張することができる。
（第 条）

（すなわち、損益相殺の原則）の控除を

事者は損失賠償額の中から当該利益部分

違約により利益を取得した場合、違約当

（ ）売買契約の当事者の一方が相手方の

ができる旨規定した。
（第 条）

管理及びサービス機能を持つこと。全額

分支機構の原則を つ以上満たし、かつ

発展政策に合致すること。蘇州市の市外

り誠実に経営していること。蘇州市の産業

人格を有し、統一計算を実行し、法によ

を明確にした。蘇州にて登録し、独立法

又は前年度の税金その他の重大な違法行

する。認定条件に合致しなくなった場合、

場合、本部企業奨励政策を引き続き享受

みの本部企業は、年次再審査に合格した

再審査を行うことを明確にした。認定済

6

7

8

）鄭亜俐氏及びセイコーエプソン株

局発明特許再議委員会特許無効にかか

的な費用を負担するよう売主に主張する

ができる。買主が、代理保管期間の合理

1

場合、人民法院はこれを支持しなければ

1

7

3

4

3

（ ）戸谷技研工業株式会社及び中華人

8

18

（

[2010] 知行字第 号行政裁定書）

る行政紛争再審申立案（最高人民法院

、
『蘇州市本部企業認定及び管理暫定

かつそれまでに受領した拠点を構えるため

場合、本部企業の仮認定資格を取消し、

経済貿易が日々活発になるなか、リス

場合、業種により、さまざまな角度から

海市第一中級人民法院 [2011] 瀘一

を知っていたか、又は知っていたはずであ

保障するためも、各企業には本解釈に注

検討し、具体的かつ取扱可能な認定細則

中民五（知）終字第 号民事判决書）
確に認めた。また、一方が売買契約の義

りながら買主に告知せず、買主が売主に

で変化の発生の有無につき紛争が発生し、

（ ）喻静氏及び米其林（ミシュラン）集
務を履行しない場合、相手方は予約契約

よる標的物の毀損、滅失のリスク負担を

仮認定の 年以内に正式認定が下りない

公司、孟山都（上海）有限公司にかかる

とが難しい場合について、人民法院は、当

「売買契約」を作成することを提案したい。

商業中傷紛争案（上海市第一中級人民法
らに保護する内容とした。
（第 条）

て、明確に規定し、買主の権利利益をさ

なければならない。
（第 条）

第 228 号民事判决書）

院 [2009] 瀘一中民五（知）初字

（全 条）

2

（ ）標的物の検査期間又は品質保証期

2

条）

団総公司、何麗芳氏にかかる商標権侵
又は予約契約の解除を要求し、かつ損害

に対する違約責任を負うよう請求するか、

目し、取引を行う前に、これにしたがって

を定めた。

害、不正競争紛争上訴案（広東省高級人

主張した場合、人民法院はこれを支持し

調査により明らかにできないとき、人民

民法院 [2011] 粤高法民三終字第
賠償を主張することができる。
（第 条）

法院は文書による説明に準じる。

163 号民事判决書）
（ ）実務においてしばしばみられる、売

隠志網絡科技有限公司にかかる作品情報

7

（ ）宣達実業集団有限公司及び孟莫克

4

5

6

13

2

8 12

9

10

1

2

53

3

5

2

33

公司及び中華人民共和国国家工商行政管

（ ）北京華夏長城高級潤滑油有限責任

行字第 号行政裁定書）

条）

た事実を証明しなければならない。
（第

託することを防ぐため、誠実信用の原則

しない場合の瑕疵担保責任の減免特約の

明らかに知りながら、買主に故意に告知

（ ）売主が標的物に瑕疵が有ることを

本企業が専属機能サービスを提供する関

際の支配者が当該企業と同一であり、かつ

出資企業及び持分企業であるか、又は実

業が資格を取消された後は、既存企業と

受を停止する。新規に本部を設立する企

消し、証書を回収し、関連奨励政策の享

た場合、その本部企業としての資格を取

為があったために行政又は刑事罰を受け
（ ）売主と個別の買主が悪意をもって結

会社商標紛争行政紛争再審申立案（最高

に基づき、
一般的な動産多重売買において、

連企業が原則として 社以上であること。

理総局商標審査委員会、日産自動車株式
人民法院 [2011] 知行字第 号行

効力認定について、本司法解釈は、売買

型的なケースを通じ、知的財産権侵害行

（ ）船舶、航空機及び機動車等の特別

る旨、規定した。
（第 条）

保責任を減免することができるが、但し、 （ ）基本的な本部企業認定条件に合致す

3

12

（第 条）

裁判の傾向を把握することができる。企

損失を如何に計算するか等について、司法

の支持を得るか、知的財産権侵害による

成立の順番により契約を履行しなければ

る対抗条件であり、引渡し、登記、契約

件であり、登記は、善意の第三者に対す

特別な動産物権を変更するための発効要

な動産の多重売買において、引渡しは、

書による説明と一致せず、かつ紛争が発生

（ ）契約に約定するサンプルの品質が文

を支持しない。
（第 条）

に違反し、人民法院はかかる特約の効力

する詐欺行為にあたり、誠実信用の原則

買主に告知しない場合、事実真相を隠匿

に知りながら故意又は重大な過失により

売主が標的物に瑕疵のあることを明らか

企業連合会等の公表した中国企業トップ

中国本部又は在中地域本部、前年度中国

ス」にて世界トップ 500 社に選ばれた

ループ）
、前年度アメリカの「フォーブ

国家及び中央部門の決定する大企業（グ

届出た多国籍企業の地区本部、上場企業、

した。商務部が認定したか、又はそれに

ことのできる つの特別な企業類型を規定

る場合に、本部企業として直接認定する

討する必要があろう。
（全 条）

としての認定条件に影響するか否かを検

決定（減資、分割等）の際に、本部企業

て認定を受けている企業は、重大な方策

本暫定施行弁法は、すでに本部企業とし

13

33

条）

部門に申告したうえで再評価を行う。
（第

を享受する期間に減資がある場合、主管

9

16

5

（ ）認定された本部企業は、奨励政策

業が今後同様の問題に遭遇した場合に参

ならない。引渡しと登記の内容が一致しな

した際に当事者間で合意できない場合に

18

、
『売買契約紛争案件の審理に適用す
る法律の問題についての最高人民法院の

10

考及び手本とされたい。

い場合、引渡しに準じる。
（第 条）

13

政裁定書）

為に対する証拠の取得について如何に法院

して再度認定を申請しなければならない。

売主の自主的な選択権を否定し、引渡し、

（第 条）

30

契約の当事者は特約により売主の瑕疵担

3

11
支払い、契約成立を契約履行の順序とす

8
（ ）売主は、契約の約定に基づいて、標

9

4

5

7

6

3

45

50

今回公布された 大案件及び 件の典
10

31

25

12/07/19 11:32

8_制度情報_変更.indd 4

1

5

6

7

8
9

10

4

37 JC ECONOMIC JOURNAL 2012.8

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 中国ビジネス Q&A

の現状
図 3：クロスボーダー人民元決済（経常取引）取扱金額の推移

三菱東京 UFJ 銀行国際業務部
調査役 久保満利子

建てとすることで不要になります。
また、資本金や対外借入を人民元建てとすることによって、
人民元高の進行による資金調達金額の目減りを回避すること
も可能となる等、人民元建て資本取引は、中国現地法人の事
務負担やコストの軽減に資するものと言えます。
中国内に複数拠点を設ける日本企業が増加する一方で、
中国現法それぞれに財務専門の人員を配置することが難し
い企業も少なくありません。こうした状況下で、本社・現法
間の経常取引、資本取引における決済を人民元建てに変更
することによって、為替リスクヘッジを本社に集中し、現法
は本業に専念することが可能となり、グループ全体の業務効
率化、コスト削減の実現にもつながります。

限定されていたことがネックとなっていましたが、今後は、貨
物貿易決済における人民元の利用が一段と拡大していくこと
が見込まれます。

2．クロスボーダー人民元決済のメリット
①クロスボーダー人民元決済利用実績の推移

3．クロスボーダー人民元決済の今後の展望
クロスボーダー人民元決済は、前述のとおり解禁から 3 年
を経て、対象となる地域、企業、取引ともにほとんど制約が
なくなり、実務面の法整備も徐々に進んでいます。
足元でも、6 月 12 日に、人民銀行上海分行は、経常項

クロスボーダー人民元決済の利用額は、当初、対象となる

目のクロスボーダー人民元決済手続きの簡素化を謳った通

地域、企業、取引が限定されていたこと、輸出に伴う増値税

知（注３）を公布し、上海地区に限定して、認定を受けたパイ

還付を受けられるパイロット企業が限られていたこと等の理

ロット銀行は、経常項目の人民元決済について、認定を受

由から、10 年３月末までの利用実績の累計は 219.4 億元と

けたパイロット企業から「クロスボーダー人民元決済受取 /

同期間の貿易総額のわずか 0.2% にとどまっていました。

支払説明」のみの提出で取り扱いが可能としています。

その後、10 年 6 月の試行範囲の拡大を受け、人民元決

また、6 月 14 日付で人民銀行より、外商直接投資（出資、

済の利用は飛躍的に伸び、10 年の利用実績は 5,063 億元、

対外借入等）の人民元決済手続きに関する細則（注４）が公布

11 年は 2 兆 800 億元と前年の 4 倍に急増し、貿易総額に占

され、人民元建ての資本取引専用口座の管理方法や対外借

める割合も 10% を超えました。また、11 年に正式に解禁さ

入の規制等について明確化されました。

れた資本取引についても、12 年上半期の対内直接投資額は

こうした人民元決済を巡るインフラ整備の進展とともに、

９１８億元と、昨年通年の９０７億 2,000 万元をすでに上回り、

今後、クロスボーダー人民元決済の利用はますます高まって

人民元建て決済需要の大きさが窺われます（図 3）
。

いくものと思われます。
（2012 年７月 10 日）

②クロスボーダー人民元決済利用のメリット
昨今、内販比重の高まりに伴い、人民元建て収入を主とす

（注 1）2012 年 5 月 29 日、中国では中国人民銀行、国家外貨管理局

る中国現地法人が増加していますが、人民元高基調が続く中

のホームページ上にて公表、本邦では安住財務大臣が記者会見にて発

にあって、貨物貿易の輸入決済やサービス貿易の支払い等の
経常取引における対外決済を人民元建てとすることで、中国
現法の為替リスクを排除することが可能となります。

表。
（注 2）中国人民銀行、財政部、商務部、税関総署、国家税務総局、
銀行業監督管理委員会「輸出貨物貿易人民元決済企業管理に関連す

また、人民元建ての輸入延払決済は、外貨建ての場合に

る問題の通知」
（銀発 [2012]23 号）2012 年 2 月 3 日公布。2012 年 3

適用される限度額制限等の貿易与信管理の対象外となり、中

月 2 日発表。
「輸出貨物貿易人民元決済企業重点監督管理リストに関

国現法の資金繰り改善にもつながります。

する書簡」
（銀弁函 [2012]381 号）2012 年 6 月 5 日印刷 ･ 配布。

資本取引においても、資本金の使途が人民元建ての場合、
外貨建て資本金を人民元に両替する際に求められる煩瑣な手
続きが、人民元建て資本金とすることで不要となるメリットが
あります。また、親子ローン等の外債では、外貨建て借入金
を人民元に両替する際に必要な当局の許可取得が、人民元

（注 3）人民銀行上海分行「上海地区における経常口座クロスボーダー
人民元決済銀行審査プロセス改善試行の通知」上海銀発 [2012]123
号、2012 年 6 月 12 日印刷・配布。
（注４）中国人民銀行「外商直接投資人民元決済業務操作細則明確化
に関する通知」銀発 [2012]165 号、２０１２年６月１４日公布。
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クロスボーダー人民元決済の開放
クロスボーダー人民元決済が解禁されて 3 年が経ち、最近では、経常項目に加え、資本項目に
ついても決済取引が増加しつつあると聞きますが、人民元建てクロスボーダー決済の開放の現状
と人民元建て決済のメリットについて教えて下さい。
1．クロスボーダー人民元決済の開放状況

規定が相次いで公布されていますが、ここでは最近の規定整

①これまでの開放経緯

備の主な動きを紹介します。
【人民元・円直接取引の開始】

人民元建てクロスボーダー決済は、2009 年 7 月 1 日より、

6 月 1 日より、上海、東京のインターバンクにおいて、
「人

一部の地域と企業に対し、貨物貿易取引に限定して試験的に
解禁されましたが、その後も段階的に開放が進み、現在では、

。これまで人
民元・円の直接取引」がスタートしました（注 1）

中国域内外ともに地域、企業の制限はなくなり、対象取引も

民元と円との取引はドルを介して行われていましたが、同日よ

貨物貿易に加え、サービス貿易、資本取引まで可能となって

り、上海ではマーケットメーカーに認定された銀行が提示す

います（図 1）
。

るドルを介さない人民元・円レートに基づいて人民銀行が基

人民元建てクロスボーダー決済が可能な具体的取引には、

準レートを公表、東京では取引参加銀行が同じくドルを介さ

経常取引では貨物の輸出入決済のほか、各種費用、配当、

ず人民元・円レートを提示しあうことができるようになりまし

駐在員事務所経費の支払い等のサービス貿易決済が含まれ、

た。
「人民元・円直接取引」の開始は、11 年 12 月の日中首脳

資本取引では日本からの資本金・増資資金、親子ローンの送

会談における、両国金融市場の発展のための相互協力に関す

金や中国からの対外投資等が含まれます（図 2）
。
また、人民元建て経常取引については、原則当局の許可

る合意を受けたもので、中国側では人民元の市場流動性の増

取得は不要で、銀行に対してエビデンス等の必要書類を提出

大や、米ドル動向の影響を受けない人民元・円為替取引の拡

することで決済が可能ですが、資本取引決済にあたっては、

大が期待され、日本側では、円元取引のコスト低減や東京オ
フショア市場の創設につながるものと期待されています。

事前に所轄官庁の許可取得や登記が必要となります。

【輸出パイロット企業制度の廃止と重点監督管理企業制度の

②最近の規定整備の動き

開始】
3 月 2 日に、中国の輸出決済について、
「パイロット企業リ

2012 年に入ってからも、クロスボーダー人民元決済を巡る

スト」管理制度を廃止し、代わって「重点監督管

図 1：クロスボーダー人民元決済の開放状況

対象
地域

11 年８月地域拡大

10 年６月規制緩和

０９年７月試行開始

理企業リスト」による管理（注 2）を導入することが

合計 20 省（自治区、直轄市）
第 1 陣：上海、広東（広州、深圳、東莞、珠海）
上海、広東（広州、
深圳、東莞、珠海） ▶ 第 2 陣：新規に北京、天津、内モンゴル、遼寧、吉林、▶
黒龍江、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、広西、海南、
の５地域
重慶、四川、雲南、チベット、新疆 18 省を増加。広
東省では既存 4 都市から全省まで拡大。

12 年６月現在

して 9,502 社が確定したことが明らかになりまし
中国本土全域

▶

対象
企業

パイロット企業

中国本土全域に所在する企業
対象地域に所在する企業
（中国企業側の輸出決済につ
▶ （ただし、中国企業側の輸出貿易については、
「輸出貨物パイロット企業」 ▶ いては、
「輸出貨物パイロット
制度を適用）
企業制度」廃止。貿易権を有
する企業は原則可能）

対象
取引

貨物貿易

▶ 貨物貿易・サービス貿易
その他経常項目

すべての国地域

（出所）中国人民銀行

図 2：クロスボーダー人民元決済の適用範囲

た。
従来、
「パイロット企業」に限り、輸出貨物貿

香港、マカオ、
アセアン

海外からの直接投資・貸付が
解禁

発表され、6 月 5 日には「重点監督管理企業」と

貨物貿易・サービス貿易
▶ その他経常項目
直接投資・貸付

易の人民元決済を行うことができ、輸出に伴う
増値税還付を受けることができるとされていたの
が、今回の規定改訂により、輸出入経営資格を
有する企業であればすべて、輸出貨物貿易の人民
元決済が可能となり、増値税還付を受けることが
出来るようになりました。
一方、直近 2 年以内に不正な増値税還付の受
領等の違法行為があった企業に対しては、
「重点
監督管理企業リスト」制度が新たに設けられ、厳
しい管理が適用されます。ただし、
「重点監督管
理企業」であっても、輸出貨物貿易を含む経常項
目の決済や輸出に伴う増値税還付を受けることは
可能とされています。
これまで、中国の輸出貨物貿易決済について
は、増値税還付が 67,359 社のパイロット企業に
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6/20
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Japan China
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Japan China
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association
Japan China
Economic associat
楊松湖北省政治協商会議主席が当協会を表敬
楊松湖北省政治協商会議主席（前・中国共産党武漢市委員会書記、湖北

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
省委員会常務委員）は 20 日、
当協会を表敬訪問し、
岡本嚴理事長と懇談した。
今回は武漢・静岡直行便の就航に伴う静岡県との経済関係強化と、大分県訪
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association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
問を目的に来日したもの。協会は昨年秋、王国生・湖北省長と省エネ
・環境
分野でのビジネス促進を中心とする協力覚書を結び、３月には武漢での湖北日本経済貿易交流会議での企業

交流会を開催し
ている。楊主席は、
武漢を中心に商業
・物流市場人口は少なく
とも４億人、
na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China 人材面では北京
Economic
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Japan China
Economic
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Japan
China
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Japan （94
China
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万）
、上海（97 万）を超える110 万人の大学在学生を抱える中国最大の教育都市・武漢を擁する湖北省の将
来性に着目してほしいと語った。
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Japan
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一般財団法人日中経済協会 第２回評議員会を開催

6月
26association
日午後China
2 時より、ホテルニューオータニにおいて、新法人移行後１年を経て第
2 回評議員会を開
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Economic
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China Economic
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Japan China
Economic
Japan China
Economic
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Japan China
Economic associat
催し、張富士夫会長招集のもと評議員 29 人が出席した。

会長からの推薦により南直哉評議員を議長に選出し、下記議案の審議が行われ、いずれも原案どおり承認
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された。

第１号議案 平成 23 年度事業報告書 ･ 決算報告書 ( 案 ) について
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第２号議案
公益目的支出計画実施報告について
第３号議案 諸規程の改正について
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資産運用の適正化について
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第６号議案 一部理事の選任について
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第７号議案 常勤役員候補推薦委員会の委員について
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今後の協会の事業予定
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※その他、6 月 13 日に高章法河南省商務庁副庁長一行、６月 27 日に山東省弁護士協会訪日代表団がそ
れぞれ当協会を表敬訪問した。
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2012
年 6 月の日中東北開発協会の活動から
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■吉林省商務庁・劉非副庁長一行来会
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6Economic
月 8 日、標記一行
6 人が来会、歓迎昼食会を開催し、本年
9 月に長春で開催予定の「第８回中国・東北アジア投資貿
易博覧会」や 8 月 1 〜 5 日に開催される「2012 年日中経済協力会議―於黒龍江」に関する協力などについて意見交換した。
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■第４３回北東アジア経済委員会開催
６月 8 日、標記委員会を開催した。特別講師として三橋郁雄・環日本海経済研究所特別研究員を迎え、
「近年の図們江地
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域開発の状況」と題する特別講演および意見交換を行った（詳細は、今後本誌に掲載の予定）
。

■黒龍江省伊春市・李龍吉副市長一行来会
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6 月 22 日、標記一行 6 人が「2012 年日中経済協力会議－於黒龍江」の事前準備のため来日した。東京にて全国森林組
合連合会、
日本ブルーベリー協会、
各業界の状況についてヒアリングし、
意見交換を行った。
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10 回中
Japan China 北京の中国日本商会が主催、中日友好協会が派遣した第
Economic association
Japan China
Economic association

Japan China Economic
Japan C

5/28
〜 6/6

Japan China Economic association

第 10 回中国大学生《走近日企・感受日本》訪日団が帰国
国大学生《走近日企・感受日本》訪日団一行 35 人が 5 月 28 日から
6 月 6 日まで日本を訪問、当協会は受け入れに協力した。今回は中国

Japan China Economic association

Japan China Economic association

大学生訪日事業の第 1ラウンドの最終回であった。今回訪日した大

学は国際関係学院、中国伝媒大学、中国農業大学、北京交通大学、

Japan China首都師範大学の
Economic5 大学。
association

Japan China Economic association

Japan China Economic
Japan C

Japan China Economic
Japan C

滞在中、一行が訪問したのは、ワコール本社、ヤマハ発動機本社工場、資生堂鎌倉工場、日本郵船氷川丸 /

（JR 東日本）本社、三菱商事本社、三菱東京
UFJ 銀行本店、ホテルニューオー
Japan China歴史博物館、東日本旅客鉄道
Economic association
Japan China Economic
association
Japan China Economic
Japan C
タニエコセンター、静岡県農林技術研究所 / 農林大学校、早稲田大学等。また、日本企業社員宅にてホームス

テイを体験し、日本に対する理解を深めた。そのほか、日比谷松本楼で孫文と梅屋庄吉の交流を偲び、開催中

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic
Japan C

の ONE PIECE 展を参観して帰国した。6 日帰国日の昼、訪日団の歓送会が開催され、学生達は日本訪問の感
想発表を行い、今回の訪日の感激を表していた。

Japan China 秋からは中国大学生訪日事業の第
Economic association2 ラウン
Japan
China
ドがスター
トする。 Economic association

Japan China Economic
Japan C

Japan China Economic association

Japan China Economic
Japan C

6/7

Japan China Economic association

「中国山西省 - 日本協力プロジェクト説明会」を開催

Japan China 当協会は、李晋峰山西省商務庁副庁長を団長とする山西省経済貿
Economic association
Japan China Economic association

Japan China Economic
Japan C

易訪日団一行８人を６月４日から９日の日程で受け入れた。一行は７日
「山西省
- 日本協力プロジェク
ト説明会」を開催し、約
Japan China東京において
Economic
association
Japan
China Economic association
80 人が参加した。
李晋峰商務庁副庁長より山西省の経済概況の紹介があった他、第

Japan China Economic association

Japan China Economic association

四回中国（太原）国際エネルギー産業博覧会（9 月16 ～ 18 日 於 :

Japan China Economic
Japan C

Japan China Economic
Japan C

太原市）の説明があり、日本企業の本博覧会への参加要請があった。

Japan China このほか、太原ステンレス産業園区内に建設中の華尊中日技術合作工業園誘致説明や、山西省への投資成
Economic association
Japan China Economic association
Japan China Economic
Japan C
功例として、株式会社ネットスターソフトウェア丁鋼柱代表取締役から第 12 次五カ年計画期間中のソフトウェ

ンスについて、また、ファ
インテック株式会社中川威雄代表取締役
（東京大学名
Japan Chinaア産業におけるビジネスチャ
Economic association
Japan China
Economic association
Japan China Economic
Japan C
誉教授）からは、鴻海精密工業技術顧問の立場から、山西省におけるフォックスコンの発展状況につき紹介
があった。

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic
Japan C

Japan
6/12China Economic association

Japan China Economic association
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Japan C

聶辰席河北省副省長が当協会を表敬

６月12 日河北省聶辰席副省長を団長とする一行 14 人が当協会を表敬

Japan China訪問した。鳥取県と友好姉妹都市である河北省は、昨年以降、毎年の相
Economic association
Japan China Economic association

Japan China Economic
Japan C

互訪問を行っており、今回は第 1 回目として訪日したもの。鳥取県での活
日東京において「河北・唐山・曹妃甸投資環境説
Japan China動を終えた一行は、11
Economic association
Japan China Economic association
明会」を開催したほか、企業訪問・投資誘致活動を行った。

表敬で聶副省長は、一貫した当協会による唐山市、曹妃甸に対する協

Japan China Economic association

Japan China Economic association

Japan China Economic
Japan C

Japan China Economic
Japan C

力に対し謝意を示すとともに、今後の発展計画を進める上で、省エネ・環境技術の導入は不可欠であるとし、
さらなる日本経済界との緊密化への希望を示したほか、当協会が発行した『日本企業の省エネルギー・環境

Japan China関連設備・技術一覧
Economic association
Japan China Economic association
Japan China Economic
Japan C
(2011-2012)』を省内に広く配布し、河北省における省エネ
・環境の推進に活用したい
との意向を表明した。
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Japan C

Japan
China Economic association
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大慶の ｢鉄人」
世物があり、名人がいる。一方、
界のどの都市にも、名所、名

瀋陽事務所

趙焱

県に生まれ、牛飼いや玉門炭鉱で
の労働など貧しい青少年時代を過
ごし、新中国建国後は玉門石油管
理局の掘削隊長となった。50 年代
末 大 慶 油 田が発見され、60 年 3
月甘粛省玉門から1205 掘削隊長と
して大慶油田に赴任し、石油採掘
に参加した。機械はすべて人力で
現場に運んで据え付けた。満身創
痍の体でこうした厳しい仕事をや
り遂げた王進喜を、人々は「鉄人」
と称えている。王進喜は同隊を率
いて大慶最初の油田開発を成功に
導き、さらに年間 10 万メートルの
掘削を進めるという世界記録を打
ち立てた。69 年には第 9 回中国
共産党全国大会代表に選出され、
毛沢東、周恩来とも接見した。
70 年 11 月、胃癌で没した後は、
｢鉄人王進喜｣ という尊称が定着
し、愛国、創業、実務、奉献など
を意味する「鉄人精神」が現在に
も引き継がれている。00 年 10 月、
新華社が主催した「時事資料手冊」
において、王 進喜は孫 文、魯迅、
雷鋒、毛沢東、鄧小平らと並ぶ「中
国百年十大人物」に選ばれた。
「鉄
人精神」は中国の社会主義建設に
おける貴重な財産となるだけでな
く、現在でも、都市建設、調和社
会構築の道徳模範になっている。
先般、
「2012 年日中経済協力会
議―於黒龍江」
の 事 前 打 ち合 わ
せ で、 筆 者 は 同
市 商 務局 関 係 者
と交流したが、鉄
人・王進喜は庶民
の英雄として話題
に上り、鉄人精神
は大 慶市では精
神的な礎となって
いることを深く感
じたものである。

中国で「鉄人」といえば、中国の
人の脳裏には、大慶・大慶油田の
｢王 進 喜｣ が
浮かぶことだ
ろう。
大慶は黒
龍江省西部、
松嫩平野の
中 部 に あり、
総面 積は 2.1 大慶の鉄人・王進喜の銅像と写真
万 平方キロ、
総 人 口 290 万人。 中 国 一 の 石油
によると、｢石油化学工業の都｣ と
埋蔵量を誇る中堅都市として有名
なった大慶は、｢湿地旅行の城｣、
である。
「大慶」の名前の由来は、
｢北方温泉の里｣ などのキャッチコ
1959 年 9 月、中国建国 10 周年の
ピーの下、生態環境に配慮し、近
節目を前に大慶市南端に位置する
代化された住みやすい国際都市開
松遼石油採掘 3 号機による原油掘
発を目指し、持続可能な資源型都
削成功の慶びを記念し、その所在
市発展への構造変換を進めている
地である大同県を「大慶市」
（油田
という。
は大慶油田）と名付けたもので、
毛沢東が提唱した、50 代以上の
79 年 12 月、中央政府は正式に一
中国人であれば誰でも知っている
つの行政都市として ｢大慶市｣ を
スローガンがある。それは ｢工業
承認した。
は大慶
（黒龍江省・王進喜）に学べ｣、
ハルビンから大慶市内までは、
｢農業は大塞 ( 山西省・陳永貴）に
高速で３時間ほど。大慶市街をめ
学べ｣、である。中国経済が極めて
ぐると、見渡す限りの平坦な黒土
困難な時期に、王進喜に代表され
地帯や、所々に広がる湿地の至る
る石油採掘者たちは遅れた技術、
ところに原油掘削リグが点在してい
古びた設備、厳しい生活条件下で
る。上下運動を繰り返す掘削リグ
油田の掘削を進めた。
は、訪れる人々に昼夜を問わず「歓
王進喜は 23 年 10 月甘粛省玉門
迎」、
「再見」と頭を上げ下げして
いるからくり人形のようだ。
大慶油田の原油埋蔵量は 65 億
トンで、中国第１位（アジアで第３
位、世界で第 10 位）、技術イノベ
ーションと努力を繰り返し、76 年
から連続 27 年間、5,000 万トンの
原油生産量を維持してきた。その
後は、20 年までの中期目標として
年産 4,000 万トン以上を堅持するこ
とを定めている。11 年までの累計
では 20 億トンの原油を供給し、中
国国内陸上生産量の 4 割を占めて
大慶市内の至るところに立ち並 1205 油田の掘削現場
ぶ原油掘削リグ
いる。張建邦・同市商務局副局長
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1,438
-26.2

1,096.7
-11.6
1,225.2
-13.9
-128.5
1,275
-11.3

1,490.9
36.0
1,528.0
24.7
-37.1
1,762
38.2

1614.9
8.3
1,834.2
20.0
-219.3
1,859
5.5

365.9
-8.5
454.9
9.3
-89.0

35.9
-24.6

36.5
1.8

41.0
12.4

40.8
-0.5

63.3
55.0

1.300

日本の対中貿易額はJETROが財務省通関統計を基にドル換算したもの。
(注1）
四半期GDP実質成長率は、2012年1〜6月の項目では第2四半期、2011年の項目では （注6）
（注7）直接投資は金融分野（銀行・証券・保険）
を含まない。
第4四半期いついての前期比を示す。
（注2）国有工業企業及び年間製品売上500万元以上の非国有工業企業を指す。
(出所）
『中国統計年鑑』、
『中国統計摘要』、
『中国海関統計』、
『中国投資白書』国家統計局新聞発表等から
（注3）2011年以降は農家を含まない。
日中経済協会が作成。
日本の対中直接投資は中国商務部の資料による。
マネーサプライ、外貨準備、
（注4）全国小売総額は
「社会消費品小売総額」。
対外債務残高は期末数。対ドルレートは年間は平均、
月次は当月末。
（注5）2012年1〜3月は
「農民1人当たり現金収入」。
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日中貿易統計［2012年5月 輸出確報；輸入速報］
＊財務省通関統計より作成
項 目

(単位：100万円、
％)

輸 出

伸

輸

入

伸

率

輸出入合計

伸

率

バランス

740,975
1,000,617
1,136,776
995,064
965,899

18.9
0.9
-21.0
27.8
-1.4

-20.2
-14.0
-5.9
-7.1
3.0

15,027,013
14,830,406
11,431,135
13,406,508
14,636,814

9.1
-1.4
-22.9
17.3
9.2

27,866,683
14,830,406
21,670,061
26,493,239
27,541,104

13.4
-1.4
-22.0
22.3
3.9

-2,187,343
-1,880,517
-1,192,209
-319,777
-1,732,524

4,839,331

-8.9

6,115,559

6.0

10,954,890

-1.1

-1,276,228

2007年
2008年
2009年
2010年
2011年

12,839,670
12,949,889
10,238,926
13,086,731
12,904,290

12年 合計

2012年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

率

2012年日本の対中貿易
（財務省通関統計）

（100万円）

輸出額

輸入額

輸出伸率

-588,741
83,688
-192,082
-275,761
-303,332

-4.3
-8.0
-0.8
0.6
6.9

2,070,691
1,917,546
2,465,634
2,265,889
2,235,130

7.6
-0.4
4.0
7.6
10.0

1,329,716
916.929
1,328,858
1,270,825
1,269,231

輸入伸率

（％）

1,500,000

125

1,200,000

100

900,000

75

600,000

50

300,000

25

0

0

-300,000

1月

2月

3月

4月

5月

2012年中国の貿易総額月別推移（中国海関統計）

（億ドル）

6月

7月

輸出額

8月

輸入額

9月

輸出伸率

10 月

11 月

12 月

輸入伸率

-25

（％）

1,600

160

1,400

140

1,200

120

1,000

100

800

80

600

60

400

40

200

20

0

0

-200

-20

1月

2月

3月

4月

5月

2012年中国の対日貿易月別推移（中国海関統計）

（億ドル）

6月

7月

対日輸出額

8月

対日輸入額

9月

10 月

輸出伸率

11 月

12 月

輸入伸率

（％）

175

175

150

150

125

125

100

100

75

75

50

50

25

25

0

0

-25

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

-25

（注）伸率は前年同月比伸率を示す。
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2012年 日本の対中商品別輸出額
（単位：100万円、
％）
品

目

総額

食料品
原料品

鉱物性燃料

価

４月

額

995,064
2,923

41,547

伸

率
-7.1

118.7

価

額

５月

965,899
2,272

25.3

36,595

-3.8

130,241

2,984

13,265

13,977

34.1

48,777

10.7

44,611

-9.6

50,374

化学製品

140,052

医薬品

3,740

49.0

原料別製品

135,282

-10.2

141,297

非鉄金属

28,637

9.5

27,264

-12.7

20,921

-8.6

5,750

-31.9

205,738

-9.1

2,172

有機化合物

プラスチック
鉄鋼

金属製品

織物用糸･繊維製品
非金属鉱物製品

ゴム製品

紙類･紙製品

一般機械
原動機

電算機類（含周辺機器）
電算機類の部分品

52,562

伸

率

183,446

-12.2

-5.7

4.0

241,152

-12.6

-5.3

244,631

-16.8

84,476

-7.4

58,120

-17.2

15,918

-25.0

-0.7
-0.8

11,907

-17.1

11,595

-12.7

3,454

-22.5

3,592

28,883

-24.2

29,835

22.2

16,314

-17.6

15,685

7.1

1,056,719

-24.8

0.1

10,658

-14.7

3.5

175,299

-0.2

-39.8

37,794

-33.7

27,077

-2.7

28.3

加熱、冷却用機器

5,495

-20.2

5,074

ベアリング

7,863

-5.7

6,034

-14.4
-3.1

繊維機械

6,259

電気機器

222,771

（ＩＣ）

48,430

（影像記録･再生機器）

15,688

半導体等電子部品
映像機器

（テレビ受像機）
音響機器

音響・映像機器の部分品

自動車

（乗用車）

（バス、
トラック）
自動車の部分品
二輪自動車
船舶

その他

科学光学機器

写真用・映画用材料

記録媒体（含記録済み）

-7.7

50,590

115.6

11,496

-18.6

324

-33.9

-7.8

9,391

-11.6

170

14,411
6,529

6,386

-27.4

37,030

-14.4

34,245

109,038

56.9

108,269

277.5

48,811
51,402

27

6.3

-24.9

123,880

9,926

-7.8
2.4

51,146

254.0

6,550

152.3

44,568
55,102
-

18,558
8,029

53,696

4,833

39,825

19.7

-47.4

-3.7
-9.2

-22.9
8.6

-20.9

-46.0

-45.4

-26.5
-27.3

32,109

-13.4

395,591

-3.2

70,091
68,611

1,480
1,111

-4.8

-1.5

39.3

42.5

-32.1

-49.4

-6.5

43,425

-19.4

30,539

-32.0

3.2

182,119

-7.4

74.3

533,240

149.9

217,911

6.1

20.0
-4.5

113.5
-12.9

70,818

89,485
39,221

251,260
33,234

-14.7
-9.1
-6.7

-13.8
18.8
33.1

34.5
24.6

20

51.4

3403.8

265,106

54

-41.9

1.3

116,064

9.6

564,627

0.4

-3.2

5,368

27.3

23,142

4.8

-

54,062

15.5

50,055

1,276

-27.8

1,778

4,687

40,106

279,178

355

-26.5

76,272

-5.1

17.1

277

75,583

1,102,219

11,820

9,627

150,020

1.9

108.0

（注）5月までの数値は確報値。
（注）伸率は前年比伸率を示す。
（注）価額の
「̶」
は実績数値無しを表し、
「0」
は単位未満を表す。
（出所）財務省通関統計
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212,158

16,043

19,034

電池

-5.7

-29.1

74,158

電気計測機器

輸送用機器

7,795

-44.6

-8.4

13,985

電気回路等の機器

-49.1

6,619

-5.7

73,629

重電機器
通信機

-53.6

-3.6

-14.9

5,637

6,986

143,073

-11.3

28,140

-6.0

-43.7

荷役機械

671,885

3.7

-2.0

6,155

15,923

16,092

-10.0

94,744

29,919

建設、鉱山用機械

660,288

2.6

-10.1

ポンプ遠心分離機

8.1

244,988

10.0

15,808

9.8

2.3

-1.1

34,012

金属加工機械

-8.9

-15.0

17,085

2,394

12,169

率

54,741

-11.8

205,595

伸

24.6

18,123

6,106

額

4,839,331

54,410

19,999

1〜５月合計

3.0

127.9

-15.7

46,436

価

10.6
27.8

-

249,719
7,936

8.1

9.1

-7.5
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2012年 日本の対中商品別輸入額
（単位：100万円、
％）
品

目

総額

食料品

魚介類

（えび）

価

4月

額

1,270,825
68,798
22,371
753

伸

率

価

5月

額

24,028

11.0

105,113

10.4

11.8

46,264

20.8

6.8

87,020

-0.9

0.3

793

-3.5

19,484

原料品

14,387

-1.4

18,156

467.3

751

非鉄金属鉱
鉄鉱石
大豆

776
-

454

率

2.6

18,539

2,156

伸

6.0

野菜

木材

額

6,115,559

10,691

6,296

1〜5月合計

10.0

74,504

12.7

果実

価

1,269,231

9,945
2,798

率

7.6

2.4

肉類

穀物類

伸

-9.2
1.5

-17.4

2.1

2,997
6,726
2,326

0

571

12.1
21.2
-1.1

18.8

14.1

-22.1

234.2
33.9

14.1

323,449
3,899

14,613
29,692
78,081
9,838
2,597
-

1,899

7.6
9.2
5.2
9.3
7.0

-16.9

165.8
-0.9

鉱物性燃料

10,025

-14.6

6,258

-51.8

53,635

-31.9

石油製品

3,265

289.2

1,145

-81.2

11,818

-47.6

原油及び粗油

（揮発油）

液化天然ガス
液化石油ガス
石炭

（一般炭）

化学製品

有機化合物
医薬品

-

2,117

＊590

26

-68.0

-

5,626

12.4

4,947

-18.9

織物用糸･繊維製品

37,239

-2.8

10,242

-9.9

原動機

電算機類（含周辺機器）
電算機類の部分品

電気機器

半導体等電子部品

16,535
37,831
18,653

-3.7
-1.1

160,627
16,912

222,967

19.1

233,155

119,916

23.6

109,736

23.4

313,399

-42.1

5,981

23,671

310,065

29.1
11.6

音響映像機器（含部品）

61,183

-10.9

重電機器

21,452

6,953

15,666

-5.1
2.6

科学光学機器

衣類･同付属品
家具

バック類

1,078,585

11.2

5.6

550,758

11.1

31,184

127,495

35.8
3.0

10.5

87,792

-17.6

-4.4

322,031

-19.3

10.4

109,818

22.2

76,118

-35.3
-19.1
0.2

130,711

24.1

16,644

109.6

73,304

5.0

362,026

14.3

1,820,337

-3.1

140,782

4.5

794,608

14.1

23,030

8.1

9.9

25,316

13.8

44.3

37.5

25,661
28,886

5.9

-1.6

53.4

-75.1

179,583

49,281

8.8

523,900

27

399,340

91,825

24.5

67.2

4.3

13.9

3.0

10.0

-16.4

25,052

4.8

171,005

14,073

66,040

-6.8

-23.5

185,320

-8.8

-19.8

70,916

15.2

40,192

27,047

航空機類

79,623

24.2

26.2

その他

732,529

10,540

25,382
13,798

-9.1

93,521

1,546,024

輸送機器

自動車部品

2.9

13,260

15.5

86,014

120

22,988

10.6

95.0

自動車

-2.5

25,630

108,563
6,506

-15.2

-3.3

36.4

21,469

-32.2

352,208

6,240

通信機

電気計測機器

137

-65.3

-18.3

5.2

11,454

-

-34.6

36,865

20,427

4,199

-

28,262

-19.8

4.4

-

-24.2

16,612

41,529

-14.2

（影像記録･再生機器）

21,665

6.1

16,757

（IC）

-29.7

5,006

18,246

-38.3

一般機械

1,101

74,059

15.6

14,212

木製品等（除家具）

-41.0

-24.9

1,380

-99.9

26

68,977

非鉄金属

非金属鉱物製品

-

3,491

150,883

金属製品

6

-30.3

原料別製品
鉄鋼

-

17.4

7,533
110
53

28,840
29,726

40.9
-9.6
-2.7

19.7
25.9
28.0

32,965
669

24.8
16.1

40.6

186

-30.1

124,858

8.0

140,125

114,403

5.7
0.3

16.6
13.7

（注1）4月の数値は確報値。5月の数値は速報値。
（注2）伸率は前年比伸率を示す。
ただし
「＊」
を付した数値は前年に対する倍率を表す。
（注3）価額の
「̶」
は実績数値無しを表し、
「0」
は単位未満を表す。
（出所）財務省通関統計
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2012年５月の主な出来事
中
２

３

４

５

６

８

９
10

11

15

18
26

29

国

中韓両国政府は2カ国の自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉開始で正式
合意。
中国電機大手8社の1～3月期決算は各社成長鈍化が鮮明、ＴＣＬ集
団等5社は前年同期比1ケタ台の伸び、広東美的電器は同42%減。
アジア最大級の「北京モーターショー」は10日間の会期を経て2日
閉幕。14の国・地域、2000社あまりが参加し会場の面積・展示車両
数ともに過去最高。
第4回「米中戦略・経済対話」は北京で3～4日開催。人民元相場の
改革や内需拡大等を迫る米国に対し中国も協力する姿勢。外交面
ではともかく経済面では切り離せない良好な依存関係をアピール。
中国船舶工業行業協会、3月の造船新規受注量は前年同月比75.5%
減の65万載貨重量㌧、月末時点の手持ち工事量は同25.3%減の1億
4194万載貨重量㌧で直近ピーク11年10月から3割の落ち込み。
中国の輸出動向を占う「中国輸出入商品交易会（広州交易会）」が5
日閉幕。今回の輸出成約額は360億3000万㌦で昨年秋比4.8%減、
昨年春比2.3%減。契約額が前回を下回るのはリーマンショック後の2
009年春以来3年ぶりで米欧向けの不振が大きく影響。
財政・金融危機に直面する欧州に対し中国の政府系ファンドや企
業が投資増。2011年の中国から海外への直接投資は前年比1.8%増
の600億7000万㌦でそのうちＥＵ向けが42億7800万㌦で前年比ほ
ぼ倍増。
交通運輸省、3月の自動車貨物輸送量は前年同月比14.4%増の25億
2207万㌧、全国31省・自治区・直轄市の全てで貨物量は増加。一方
道路建設投資額は同6.1減の715億元と再びマイナスに転じる。
中国チェーンストア経営協会、11年チェーンストアの売上高ランキ
ングの1位は百貨店とスーパーを展開する百聯集団の1182億元、2
位は家電量販の蘇寧電器。
中国国有石油大手の中国海洋石油総公司は、9日から南シナ海で
深海の石油や天然ガスの探索を開始。
中国税関総署発表の貿易統計、4月の貿易収支は184億2千万㌦の
黒字で黒字は2ヶ月連続。1～4月累計では193億㌦の黒字。ロシア
やブラジルとの貿易は好調であるが欧州関係は低調。4月の輸出
額は前年同月比4.9%増、輸入額は同0.3%増。通年で輸出入ともに2
0%以上拡大した昨年に比べ大幅鈍化。
中国の政府系ファンドである中国投資は「欧州諸国の経済的混乱を
理由に欧州各国の国債購入を当面停止」と高中国投資社長が表
明。
人民元と円を直接交換する銀行同士の取引市場を東京と上海に整
備することで正式合意する見通し。日中ビジネスに関わる企業の取
引コストの削減効果、ドル相場変動リスクの回避等のメリットはある
が、元の自由化が進まなければ中国に有利な取引を強いられるこ
となど懸念が指摘。
預金準備率を18日から0.5%引き下げ。輸出や生産の鈍化の鮮明な
景気減速局面で3度目の引き下げ、追加金融緩和で景気下支え。
中国景気を反映する各指標は4月悪化傾向。これは資金需要の減
退や生産活動の停滞を裏づけ。輸入額は前年同月比0.3％増とほ
ぼ横ばい、新規の人民元融資は前月比約30％減、工業電力消費
量は前年同月比1.5％増。
中国国家統計局によると4月の工業利益は4076億元で前年同月比
2.8％減となり中国の景気減速の深刻化の現れ。
中国アルミニウム工業会によると、2011年の電解アルミニウム生産
量は、1800万㌧で前年比53％増。世界の生産量の約4割を占め200
1年以降11年連続世界1位。
中国石油・化学工業連合会のまとめによると、2011年の中国の化学
工業総生産額は6兆5800億元で前年比32％増で第12次5ヵ年計画
の1年目として順調な滑り出し、世界最大の化学品生産国として一
段と世界の化学業界における位置づけが高まる。
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日
８
９

11

中

森精機製作所は天津市に数値制御工作機械の生産工場を設
立。総投資額は 40 億円。13 年 9 月操業予定。
セブン＆アイ・ホールディングスは年内にコンビニエンスストア、
スーパーの２分野で持ち株会社を設立。コンビニ事業は「セブン
-イレブン（中国）投資公司」に再編・衣替えし、資本金は約5 倍の
30 億円、スーパーは「イトーヨーカドー（中国）投資公司」を新設、
資本金は 24 億円。一方ローソンは、約 80 億円全額出資の「羅森
（中国）投資公司」を立ち上げた。いずれも現地で経営の意思決
定や投資のスピードを上げるのが狙い。
富士重工業は 11 年度から 15 年度までの 5 ヶ年中期経営計画を
見直し、計画の目玉事業の中国工場の建設を見送ると発表。
経済産業省は日本・欧米・韓国・中国の5カ国・地域で特許出願書
類や文献の閲覧、電子出願を可能にする共通システムの開発を
検討。6月6日にフランスで開く「５大特許庁官会合」で欧米と共同
提案する方向で調整。
J フロントリテイリングは、百貨店事業で中国に進出。J フロントリテ
イリングは出資をせず新店「上海新世界大丸百貨」を投資・運営
する上海新南東項目管理と同社筆頭株主である上海新世界から
経営指導料を受け取り品揃えや接客指導等の店舗運営を支援。

14

日中韓3カ国は14日発表した共同宣言で大規模地震や津波
対策における協力強化、日中韓自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉
の年内開始に向け各国が国内手続きに着手等を盛り込む。

15

昭和電線ホールディングスは筆頭株主の富通集団（浙江省）と合
弁で天津市に銅線材工場を新設、投資額は約 10 億円。
トヨタは、長春市の新工場が操業を開始したと発表。中国最大手
の第一汽車集団との合弁で「カローラ」を年間 10 万台生産。新工
場への投資額は 500 億円。
旭化成は江蘇省でスマートフォンのプリント配線基板用フィルム
部材の工場を建設。投資額は 20～30 億円。13 年9 月稼動予定。
三菱樹脂は中国で農業向けの高機能樹脂フィルムを生産する。
新工場には約 20 億円を投資。13 年夏稼動予定。
ファーストリテイリングは上海市に子会社「迅鎖（上海）服飾」を 6
月設立。資本金は約 28 億円。「ユニクロ」の出店を加速が狙い。
プリマハムは伊藤忠商事、台湾系中国食品大手の頂新グループ
と 8 月合弁会社を江蘇省呉江市に設立し中国市場に進出する。
資本金は約 20 億円。生産能力は年間 7000 ㌧。
ホンダは中国で多目的スポーツ車「ＣＲ－Ｖ」を計画比7 割多く増
産し（月間 2 万台）、苦戦する中国市場で巻き返しを目指す。
日本の損害保険大手は日本の国内市場が縮小している中で中
国政府が 5 月より日本の自賠責保険にあたる強制加入保険の販
売を外資に開放したことから中国市場の開拓を強化。
新日鉄住金ステンレスと住友商事は江蘇省南通市にステンレス
の圧延工場を建設。投資額は約 200 億円。現地の西南ステンレ
スと組んで高級品を中心にステンレス鋼板を 14 年から生産。
三井金属は江蘇省呉江市にアルミ缶材の生産に欠かせないセラ
ミックス製ろ過装置の新工場を建設する。投資額は約10 億円。同
装置で三井金属は世界シェアの約 8 割を占めているが、円高で
コスト競争力が低下したため海外生産に踏み切る。
日産自動車は高級車「インフィニティ」のグローバル本社機能を
持つ事務所を香港に新設。中国本土市場に隣接する香港に「司
令塔」を置くことで 16 年までに高級車市場でシェアを現在の 2～
3%から 10%に引き上げる目論み。
日本ヒューレットパッカードは昨年 8 月デスクトップ型ＰＣを中国
から東京昭島市の工場に生産を移転。富士ゼロックスは 12 年度
内に商業デジタル印刷機の生産を中国から日本国内への移転
を計画中。いずれも中国の人件費高騰によるコスト差が縮小する
中で、メード・イン・ジャパンの優位性で勝負ができると判断。

16
18

22

23

制作

東レ経営研究所
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2012 年 9 月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

経済発展方式転換の
深層をみる②
編集後記
本誌１ページ目の『日中経済産業白書』広告に補足したい。本書の豪
華執筆陣は、中国各業界を知り尽くした専門家。中国の各界事情を
実に丹念に精査しており、編集者の１人としては、どうすればすべての
対中ビジネス関係者に手にとっていただけるかを本気で考えていると
ころ。扱われている話題も非常に豊富。例えば、中国洗濯機事情。ド
ラム式と二層式のシェアに意外な差があることをご存知だろうか？は
たまた、景気の先行指標といわれる建機業界。中国の建機メーカー、
三一重工以外でいくつ挙げられるだろうか？
（…こたえは…本書で）
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7 JCNDA NEWS：吉林省商務庁・劉非副長一行来会 ほか
8 現地便り：大慶の「鉄人」
9 DATA ROOM：中国・日中の主要経済指標、12 年５月の日中貿易統計 ほか
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参加のご案内
中国西部 12 省市自治区の国際交流プラットフォーム

中国の進化は
あなたの想像よりはるかに速い。

予告 「第 13 回中国西部国際博覧会」
と

省エネルギー・新エネルギー分野での日中ビジネス交流
2012 年 9 月 24 ～ 29 日

無限の可能性を秘めた巨大市場として、

ますます存在感を大きくする中国。

その進化の方向を鋭く見極める新たな視点。

於：四川省成都市ほか

発行：一般財団法人 日中経済協会

2012年7月号

昨年西部博で日中経済協会が実施した省エネ・環境ビジネス交流会

中国西部国際博覧会（西部博）は、国家発展改革

SPECIAL REPORT

①新エネルギーセミナー・ビジネス交流会（IEEJ/JCEA)

委員会、商務部、外交部はじめ中国中央政府と西部

想定交流地区（例）

地区１２の省・市・自治区政府が主催する、中国西

四川省・成都市

バイオマス、天然ガスの
高度利用ほか

部におけるビジネス交流、貿易・投資促進のプラット

遂寧市

スマートコミュニティ

フォームです。
日中経済協会は四川省人民政府との協力覚書に基
づき、毎年西部博ミッションを派遣しています。今年
は成都に集結する西部 12 省市区の政府・有力企業と、
日本企業関係者を対象に、省エネルギー・新エネル
ギー分野での日本の取り組みを紹介し、広大かつ多
様な中国西部各地におけるビジネス展開の可能性を探
るため、日本エネルギー経済研究所 (IEEJ)、省エネ
ルギーセンター (ECCJ) とそれぞれ共催でセミナー・ビ

中国側関心

重慶市
青海省 ほか

の交流会を行い、またそれぞれ遂寧市、重慶市への
視察を行います。

想定交流地区（例）
四川省及び
関係地区

中国側紹介テーマ

日本側紹介テーマ

中国全体，及び四川省における
省エネルギー技術・設備の導入
政策について（国家節能中心、
四川省節能中心）

日本の先進的省エネ技術
①グリーンガスエンジンによ
る高効率発電
②地域冷暖房システム

■日程（予定）
月日

午前

午後

9/26（水）
9/27（木）

上海（または北京）経由成都着

夜
（成都泊）

成都→遂寧

遂寧視察・交流会（新エネ G）

遂寧泊

成都→重慶

重慶視察・交流会（省エネ G）

重慶泊

2012年2月号

日中自治体交流

第6回日中省エネルギー・
環境総合フォーラム

全人代分析

中国の小規模排水処理市場
日本企業参入の条件

SPECIAL REPORT

遂寧視察

遂寧→成都

重慶視察

重慶→成都

9/28（金） 西部博視察（帰国も可）
9/29（土） 成都→上海

SPECIAL REPORT

SPECIAL REPORT

2012年1月号

SPECIAL REPORT

2012年中国の政治・経済

バックナンバーのご注文は：総務部

201１年12月号

SPECIAL REPORT

六中全会分析

電話 03-5511-2511

定期購読のお申し込みは：http://www.jc-web.or.jp/ からお手続きください。年間購読料9,600円
（送料共）
バックナンバーの詳細目次は：http://www.jc-web.or.jp/ でご覧になれます。

広 告 募 集 日中経協ジャーナルでは広告を募集しております。

中国のいまを読み解き、
対中ビジネスに携わる経営者から実務家まで幅広く読まれている本誌に広告を掲載してみませんか？
中国ビジネスに関することなら何でも大歓迎です。

（成都泊）

［日本関係者様］開催する中国イベントを宣伝したい！ 新刊本を紹介したい！ 新しいウェブサービスを宣伝したい！
日本で対中進出パートナーを探したい！
［中国関係者様］地域のPRをしたい！ 製品紹介をしたい！ 日本企業を誘致したい！

（成都泊）

上海（または北京）から帰国の途へ

■本件お問い合わせ先：日中経済協会事業開発部（担当：中島、山本、太田）電話：03-5511-2514 mail：west@jcpage.jp
■費用：未定（フライト、宿泊、食事等の旅費は各自負担、交流会、視察費用等は事務局負担を予定）
■ご参考：西部博公式サイト：http://www.westernchinafair.org/（日英中韓各言語あり）

●日中経済協会賛助会員、日中省エネルギー・環境ビジネス推進協議会（JC-BASE）の会員様には８月中旬予定でご案内を差し
上げますが、特に参加ご検討の方は、あらかじめ上記事務局メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。
●プレゼンテーションをご希望の方は事務局にご相談ください。●博覧会への出展についてもお取り次ぎしますのでご相談ください。
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2012年3月号

2012年4月号

②省エネルギーセミナー・ビジネス交流会（ECCJ/JCEA)

の中でスマートコミュニティに関心が高まる中で、多

成都では新エネルギー
（IEEJ）
、
省エネルギー
（ECCJ）

日中省エネ環境協力と
まちづくり

2012年5月号

SPECIAL REPORT

日本のスマートコミュニティ実証
事業等
新エネ自動車、風力、太陽光、スマートグリッド（EV、太陽光、
蓄電設備
蓄電池含む）等
スマートグリッド、系統安定化技
太陽光、新エネの系統連携
術等

西部博覧会開
西部各地区関
新エネルギーセミナー・ビジネス交流会
9/25（火） 幕式・西部国際
係者交流夕食会
省エネルギーセミナー・ビジネス交流会
フォーラム
（成都泊）

るか、交流の契機としたいと考えています。

SPECIAL REPORT

バッ
ナン ク
在庫 バー
僅少

バイオマスガス化技術等

9/24（月） 日本発

と、我が国の強みを活かしたビジネス連携をどう進め

2012年6月号

日中韓FTAへの期待
日本側 PR 内容

ジネス交流会を企画しております。中国でも都市開発
様かつ特色のあるエネルギー構造を持つ西部各省区

最新刊

定価８00円（送料共）

12/07/20 10:46

お気軽にご相談ください。 企画調査部

電話 03-5511-2513

一般財団法人 日中経済協会

12/07/20 10:49

２４

年

事例

１

2012 中国湖南（東京）投資説明及びプロジェクト商談会

中西部経済を牽引する湖南省

中国湖南省人民政府王光明副秘書長を団長とする湖南省訪日代

7

月 日発行／毎月１回 日発行／ 月号

日中経協ジャーナル

8

No.
223

平成

AUGUST
2012
No.223

第三種郵便物許可
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TOPICS：持続可能な安定成長を希求する中国―中部地域のチャレンジ

表団 42 名が来日し、
2012 年 7 月 3 日、
東京で「2012 中国湖南（東

２５

京）投資説明及びプロジェクト商談会」を開催。超満員の聴講者で
あふれた。中国の経済発展が沿海部から内陸地に転換しているこ
と、さらに “ 両型社会 ” という環境と経済の共生を目指す戦略が日

２５

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

湖南省が標榜する新たな経済発展のブレークスルーとなる “ 一
化三基 ” 戦略。“ 一化 ” とは、より高付加価値な工業、エコロジカ

8

ルな都市、高効率な農業産業の三項目を包括した新型工業化の加
速的推進による、世界基準を見据えた最先端の経済発展である。
これに続く “ 三基 ” は、基礎インフラ設備の強化、基礎産業、基
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礎工作の確立を意味する。こうしたスローガンのもと、ソフト、ハード両面における明確な成長戦略は、今後の湖南省の経済発展
を着実かつ現実なものにするはずだ。
湖南省人民政府以外の団員、例えば、遠大空調有限公司楊彰武経理によるプレゼンテーションは、同社のビジネスを明快に説
明し、中国企業の力を改めて日本の経済界に印象付けた。説明会後のプロジェクト商談会では訪日団の各団員が日本経済界の参
加者と活発な意見交換を行い、日本の経済界に、生産拠点として、またマーケットとしての湖南省のポテンシャルを強く印象付けた。
２０１２年

「日中経協に相談してみる。
」

8

月号

経済発展方式転換
の深層をみる①

本企業の関心を引いていることに起因する。

投資主導型経済の
「罠」
/社会保障の現状と展望/財政・税制改革と課題
/産業構造高度化への新たな動き/中小企業育成のための金融制度改革

日中経済協会は、日中企業マッチングの促進、効果的な投資促進セミナーの開催、中国
中央・地方政府、産業界への豊富なチャネルを活かした情報発信等、日中ビジネス成功
へのお手伝いをしています。

事例

2

2012 中国泰州（東京）投資説明会

長江デルタの新星、泰州市

中国江蘇省泰州市人民政府楊傑副市長を団長とする泰州市訪日代表団 16 名が来日し、2012 年 7 月 10 日に東京で「2012 中
国泰州（東京）投資説明会」を開催した。今回の投資説明会では、日本の経済界からの参加者と泰州市訪日団の面々が対等の関
係で自由に意見交換できるよう、中国式の円卓を利用したレイアウトが施された。
泰州市は、1996 年に地級市として誕生して以来、急速な経済発展を続ける長江デルタの新星として脚光を浴びている。泰州市
は、長江デルタの繁栄を牽引する上海や、同地域内の経済発展における先導者である常州、蘇州、無錫等の大都市に近接し、経
済発展に欠かすことの出来ない圧倒的地の利を備えている。
近年、泰州市は “1+3+N” と呼ばれる産業システムを形成し、新
たな成長シナリオを描き始めようとしている。“1” とは製造設備産
業の推進、“3” とはバイオ医薬産業、新エネルギー産業、電子情
報産業を包括した新たな経済成長の基盤と成り得る新興産業であ

情報クリップ：日中国民交流友好年に、
地方との交流が活性化

日中経済協会

「日本と中国という二つの国――本当の豊かさの追求」

定価８００円（本体７６２円）

一般 財 団 法 人

日中国交正常化40周年記念事業日中関係アーカイブシリーズ

り、“N” とは特色産業グループの育成を意味する。
「第12 次 5カ年計画（2011-2015 年）
」の期間中、泰州市は漫画・
アニメなどの文化産業、新エネルギー、光電、電子情報及び高効
率農業などを含めた新興産業の育成に注力する。従来の伝統産業
を洗練・堅持し、今後の成長産業を育成・強化する、可能性に満
ちた泰州市の動向からは目が離せそうにない。

お問い合わせ／日中経済協会業務部（担当：宮田） TEL.03-5511-2512

聶辰席河北省副省長が当協会を表敬、
「中国山西省-日本協力プロジェクト説明会」
を開催 ほか
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