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Ⅰ概況 政治・経済基本データ一覧、一級行政区概況、人口、
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省エネ・環境協力で日中相互信頼関係の深化に貢献
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10月号表紙.indd 1-3

定価８００円（本体７６２円）

トレンド：豪華客船寄港がもたらす地域経済振興 上海発クルーズ船観光客を取り込め

日中経済協会

産業協力を深め、日中協力の新たな頁を拓く
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東北コーナー：2012年日中経済協力会議―於黒龍江
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中国の進化は
あなたの想像よりはるかに速い。

事例
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中国広東省佛山市三水区（東京）投資環境説明会
広州市から近くポテンシャルが大きい佛山市三水区
佛山市三水区政府陳英文区長を団長とする佛山市三水区訪日代表団

無限の可能性を秘めた巨大市場として、

10 名が来日し、
2012 年 8 月 28 日、
東京で「中国広東省佛山市三水区（東

ますます存在感を大きくする中国。

京）投資環境説明会」を開催した。

その進化の方向を鋭く見極める新たな視点。

佛山市は広州市の西側に隣接し、三水区は佛山市 5 区のうちの 1 つで、
市内北部に位置する。珠江デルタ経済圏という経済環境に加え、広州国

発行：一般財団法人 日中経済協会

際空港まで車で 30 分程度と交通の便利な場所にあり、投資環境として

定価８00円（送料共）

非常に恵まれている。説明会上では、三水区姚国華顧問が三水区の投資

バッ
ナン ク
在庫 バー
僅少

環境を紹介し、ポイントの 1 つとして、広州、深圳においてはすでに企業
立地が飽和状態にあるが、広州市から近い三水区にはまだ土地が残って
おりポテンシャルが大きいと訴えた。
これまで日本のトヨタ、ホンダ、日産の各社が広州市に相次いで進出し
ており、それに伴い、佛山市へは近年、多くの日本の部品関連メーカーが進出して
いる。三水区では、それらの自動車部品産業をはじめ、豊富な水資源を活用した
食品飲料産業や、機械設備産業、新エネルギー・新材料産業などを主要産業として、
日本企業の誘致に積極的に取り組んでいる。日本側参加者は 70 名に達した。
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日中韓FTAへの期待
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日中省エネ環境協力と
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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

SPECIAL REPORT

「日中経協に相談してみる。
」
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、日中経済協会は、日中ビジネス成功へ
のお手伝いをしています。
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第6回日中省エネルギー・
環境総合フォーラム
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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。

［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！

お気軽にご相談ください。 企画調査部

電話 03-5511-2513

中国常州－日本東京・相互貿易投資セミナー
長江デルタ地域にある中核都市の 1 つ、常州市

常州市人民政府方国強副市長をはじめとする常州市経済貿易代表団が来日し、2012 年 8 月 28 日、大阪で「中国常州－日本
大阪・相互貿易投資セミナー」、8 月 30 日、東京で「中国常州－日本東京・相互貿易投資セミナー」を開催した。
江蘇省常州市は、上海と南京の中間に位置し、上海から約 160 キロ、南京から約 110 キロで、両都市までは高速列車で約
40 分の距離にあり、長江デルタ地域にある中核都市の 1 つ。長江デルタ地域における優位的なインフラ、主要幹線道路を備え
つつ、上海、南京、杭州等の他都市と比較して人件費の安さが
ポイント。常州市では約 7,000 社の進出外資企業のうち、その
約 1 割にあたる 575 社が日系企業。現在、装備製造、電子情報、
新エネルギー・環境、新
材料、バイオ・医薬など
を支柱産業として園区を
建設している。大阪での
セミナーには 260 名、東
京でのセミナーには 450
名の日本企業関係者が参
加し、常州市に対する関
心の高さがうかがえた。

一般財団法人 日中経済協会
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スペシャル レポート

■山下ゆかり 李志東

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム
エネルギー分野の日中協力の回顧と展望

■小柳秀明

エネルギーを取り巻く状況が大きく変化する中、エネルギー分野での日中協力の重要性が増している。本稿では
これまで関わった日中協力の成果を振り返りつつ、今後の日中協力のあり方について考察する。

日中環境協力の回顧と展望

■今村健二
■山本祐子
■杜本水萌
■岡本謙三
■中島俊輔
■太田 圭
■伊藤 智
■葛西 敦

■金子涼恵

中国は 年には GDP で日本を追い越し世界第 位に躍進した。劣悪といわれた環境も改善の方向に向かって
いる。本稿では日本の対中 ODA と政府間協力を中心に日中環境協力の歴史を回顧するとともに、今後の展望
について考察する。

●全体会議
●分科会
循環経済分科会
水・汚泥処理分科会
エネルギー管理システム分科会
グリーン建築・LED 分科会
自動車分科会
石炭・火力発電分科会
分散型エネルギー分科会
日中長期貿易協議委員会 第７回定期交流 LT 分科会

パネル展示概要
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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６回
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豪華客船寄港がもたらす地域経済振興 ― 上海発クルーズ船観光客を取り込め ■横山達也

上海に近い日本の九州各県では、中国人観光客のもたらす大きなインパクトを、地域経済の振興に役立てようと
様々な取組みを進めている。中でも関係者の注目を集めるのは、豪華客船によるクルーズツアーだ。

■日中東北開発協会

■鄭林根

両地域間の経済協力の拡大を目指す日中経済協力会議が 回目を迎えた。今回の会議では、産業協力の深化と
日中協力の推進をテーマとし、各地域の特色をアピールしながら議論を行った。
12

中国の増値税改革、試験地拡大に伴う上海改革の検証

40 制度情報
2012 年 8 月の法令から

42 情報クリップ
「中国常州―日本東京・相互貿易投資セミナー」を開催 ほか

42 JCNDA NEWS
2012 年８月の日中東北開発協会の活動から

43 DATA ROOM
中国、日中の主要経済指標
2012 年 7 月の日中貿易統計、主な出来事

表 紙写真：8 月 6 日に東京で開催された第 7 回日中省エネル
ギー・環境総合フォーラム。日中の官民関係者合わせて約 1,000
人の参加を得て、47 件の協力合意案件に調印した。
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２０１２年日中経済協力会議 ー於黒龍江
東北
コーナー 〜産業協力を深め、日中協力の新たな頁を拓く〜

中国
ビジネス
Q&A

25 現地便り
北京の 7 月医療改革

中国で営業税を増値税に変更する税制改革の試験実施地区拡大が公表された。その拡大内容と、上海からスター
トを切った増値税改革の背景、目標と納税者としての実務対応について解説する。

■好評連載

26
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34
38
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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。
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省エネ・環境協力で日中相互信頼関係の深化に貢献

第７回

日中省エネルギー・
環境総合フォーラム
エネルギーを取り巻く状況が大きく変

化する中、エネルギー分野での日中協力

の重要性が増している。本稿ではこれまで

弊所が関わった日中協力の成果を振り返

りつつ、今後の日中協力のあり方について

考察する。

日中を取り巻くエネルギー需
給環境

第１図は 2035 年までの世界とアジ

アのエネルギー消費見通しである。世界の

成長センターであるアジアのエネルギー消

費は他地域を大きく上回る伸びが見込ま

れており（第１図左）
、特に中国における

増加幅は大きい（第１図右）
。経済規模

の拡大と共に増大する需要の供給安定の

課題は顕在化しており、エネルギー利用

00

効率化と多様化の重要性が増している。

中国のエネルギー消費は 年代に入っ

て急増している。約 割は石炭であるが、

ライフスタイルの高度化やモータリゼー

ションに伴った石油消費の増加は、国際

原油価格高騰の原因の１つに挙げられる。

急激な成長による大気汚染等の環境問題

も深刻化している。

中国は世界有数のエネルギー生産国で

あるが、需要増大と共に化石燃料の純輸

入国に転じ 注１、今後も需給ギャップ拡大

による輸入依存度の増大が見込まれている

7

エネルギー分野の
日中協力の回顧と展望
● 山下ゆかり 一般財団法人日本エネルギー経済研究所理事 ●李志東 長岡技術科学大学教授

第１図 世界の地域別エネルギー消費（左）とアジアの国別エネルギー消費（右）
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（出所）日本エネルギー経済研究所「アジア / 世界エネルギーアウトルック 2011」
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た、東京や北京で日中の官民関係者の研

年計画に反映されており、中国における

研究では、中国を対象に、省エネ、再

（写真）。
究交流会を開催し、
理解を深めた

科学大学と共にエネルギー分野の研究を

エネ、クリーンコール技術、エネルギー安

トップランナー制度に関する共同研究

ガス化複合サイクル発電（IGCC）等、

して発電技術のクリーン化や省エネ強化

全保障に関する調査・分析を実施、政策

は 年 月にフォーラムで中国標準化研

（第２図）
。他資源国も同様で、今後のエ

日本は２度の石油危機後、エネルギー
および革新的技術の開発を重視、低炭素

提言をまとめ、日中を中心とする国際協

究 院（CNIS）と覚 書に調 印、 実 施

具体的な省エネ政策立案に貢献した。ま

源の多様化と省エネを推進した。石油代
社会構築に向けた長期技術ロードマップの

力について考察した。最終年には両国担

している。日本の制度での知見を参考に、

担当した。

替エネルギーとして原子力、天然ガス、
策定や科学技術予算の重点配分をした。

当大臣に対し省エネを基本国策とするエ

中国で新設されるトップランナー制度の機

実用化に向けた研究を支援した。

再生可能エネルギーの導入を促進したほ
また、日本の高い技術力を活用し世界全

ネルギー総合政策の推進を提言した 注３。

器部門の効率基準とラベリング制度の具

年代に入り、気候変動問題対応策と

か、1979 年には省エネルギー法を施
体の CO2 排出削減に貢献する目的で

中国政府は、 年に始まった第 次五

通の重要課題である。

行、数年ごとの見直しで対象範囲を拡大

様々な国際協力に積極的に取組んでいる。

エネ技術開発が政府主導で行われ、ガス

る省エネ目標を設定し、非化石エネルギー

カ年計画で、達成責任を問う拘束力のあ

年度）
。

体化に協力する内容となっている（ 〜

日中間では、環境保全と省エネ分野を

関連法制度整備に反映され、当時研究に

た。３E 研究の成果がエネルギー政策や

した 注４。第 期は、両国制度の研究・比
較をすると共に、中国の省エネ制度の整
應義塾大学と清華大学を窓口とする日中

年 月のフォーラム全体会合で両国大臣

備に向け、共同で政策提言を策定し、

に報告した（ 〜 年度）
。第 期は

年

月の常務委員会決

日 中 両 国 そ れ ぞ れ のエ ネ ル
ギー分野（省エネ・再エネ分野）
における課題

中国では、

り CO2 排出原単位削減の自主行動目

標 注６を国連に提出し、全人代が 年 月

日、「第 次五カ年計画」を決議した。

「第 次五カ年計画」では、経済成長

率を低めに設定する一方、CO 2排出原

計画に向けた具体的な省エネ制度（効率

でも、
我々の試算では、燃料代替なし 注８

単位等の拘束力ある目標 注７を設定した。
日中３E プロジェクトは、エネルギー、

省エネと非化石エネルギー導入目標達成
年度 ）
。研究成果は第

基準、エネルギー管理）研究を実施した
〜

45

タービン、燃料電池、太陽光発電、石炭

の導入拡大や石油備蓄制度の整備など、
安定供給と環境保護および経済性を同時

中心に、両国の協力による新技術やシス

参画した若手・中堅官僚が現在中国エネ

に実現するエネルギー総合政策を展開し

テム開発、人材育成が実施されているが、

以来、政府と全国人民代表大会（全

注５

人代）の連携で低炭素社会実現を目指し

議
日中省エネルギー政策共同研究は中国

ている。さらに 年 月末、GDP 当た

ルギー行政の中核を担っている。

能源研と弊所が 年度から 段階で実施

弊所でも長年中国との交流を続けている。
日中両国政府による 世紀に向けた協

8

1
環境、経済の 分野に分けて、 〜 年

年 月に研究継続に調印。第 次五カ年

3

通商産業省（現
力強化の表明 注２を受けて、

11

11

経済産業省）と中国国家発展計画委員会

09

10

省エネ・再エネ分野の日中協力
とその成果（ ３E プロジェク
ト、共同研究）

し、着実に省エネを進めた。省エネ・新

ネルギー供給の安定確保はアジア地域共

（出所）日本エネルギー経済研究所「アジア / 世界エネルギーアウトルック 2011」

（現発展改革委員会）は 年 月に、慶

両国のエネルギー・環境・経済に関する
共同研究（日中３E プロジェクト）支持

11

で、 ～ ％削減の国連自主行動目標を

を表明した。

12

11

40
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日中省エネ共同研究の調印・研究交流会（能源研 - エネ研（左２点）、CNIS- エネ研）

注

を、 月 日に

時に、この極めて野心的な目標達成に向

確保も念頭においた分散型電源が注目さ

た電力システム改革や、緊急時の供給力

注

を講ずるとして

け、様々な政策措置

れている。また、脱原子力発電の代替電

源としてガス火力の重要性が増しており、

いる。
このように、政府は規制と支援措置に

をそれぞ

LNG 供給確保とシェールガス革命から

に設定した。また、国家発展

市場メカニズムを加えながら、省エネと再

注

国内ガス価格が急落している北米市場と

れ地域別

生可能エネルギー開発を中心とする総合

改革委員会など 省庁が 月 日に「万

交渉力強化の必要性が顕在化している。

の価格差解消を目指すアジア地域の価格

の他、不十分な知的所有

エネルギー対策を全面的に推進している。

。

権の保護システム整備等の問題が指摘さ

注

省エネの主な対象の１つは電力である。

れている。特に、水力開発では移民や環

既述のように、日中協力は大きな成果

今後の日中協力に向けて

国務院は電動機の高効率化による省エネ

境保護などが課題であり、その他再エネ

おける高効率の照明・家電機器・業務用

な課題である。他に、送電網整備や系統

電源開発ではコスト競争力の向上

の対中協力から、米中間に見られるよう

国の国益になる。その際、従来の一方通行

注

空調や冷蔵冷凍設備などの導入支援を強

連系技術の向上、自然エネルギー電力受

目標を決定した

年までに 1000 億 h の省

化し、

注

な対等な立場での実務協力へのモデル転換
。ま

ある

け入れ電網管理体制の健全化等も課題で

電力を達成するとした。
注

待できる。

が必要であろう。次の分野での協力が期

支援策も次々に打ち出された

必要である。
日本では、 年 月の震災以降、電力

素社会構築の取組みを本格化した中国と

た、国家発展改革委員会主導で、低炭素
地域社会や炭素排出の総量規制と排出量

供給制約から節電対策が最重要課題とし

制対象として取り上げられたことが象徴

来初めてピーク電力対応が省エネ法の規

（IGCC）のよ うな 高 効 率 発 電

ンスが大きい。石炭ガス化複合発電技術

互いの比較優位性を活かすビジネスチャ

もう つは制度設計や規格作りなどソ

争力向上と産業振興にも寄与する。

CO 2排出削減だけではなく、コスト競

23

次 カ年計画」を公表した。再生可能エ

的である。ビジネス分野でも、製造業に

風力や太陽光など再生可能エネルギー発

で日中が協力し商業化を進めれば、

や、
ネルギー利用量を2010年の２億５５

加えて民生部門のピーク電力カットを支

電

可能エネルギーの導入加速を念頭におい

供給面では、クリーン電源である再生

21

注

００万 tce（石炭換算ｔ）から 年に４

援する多様なビジネスモデル 注 が萌芽し

（ 年）へ、総発電電力量シェアを ％以
上へ高める目標を設定した（第１表）
。同

1

9

15

20

10

注

億tceへ拡大し、一次エネルギー消費シェ

促進と再エネ利用拡大を図っており、お

１つはビジネス面での協力である。低炭
を開始、炭
注

素税導入も検討されている。

られた省エネ部会の答申で、 年の制定

3

つつある。

月 日に「再生可能エネルギー発展第

12
アを ・9%（ 年）から ・5% 以上

12 8

22

79

16

再生可能エネルギーについては、 年

12

取引制度の導入実験事業

震災からの復興に取組む日本は、省エネ

3

15

て浮上している。 年 月にとりまとめ

11

20

kW

19

14

。いずれも早急かつ着実な解決が

注

。また、民生部門に

注

社企業省エネと低炭素行動に関する実施

12

個別に省エネ目標を割り当てた

7

13

12

1

を上げているが、さらなる協力深化は両

18

12

が主

術面の課題

一方、課題も多い。行政管理能力、技

注

1

方案」を公表し、 万 7000 社に対し

17

6
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達成できる計画となっている 注９。
11

省エネルギーについては、国務院が 年
月 日に省エネ目標
10

CO 2排出原単位削減目標
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80

2,100

5,000
バイオマス発電

万 kW

550

1,300

3,000

う。
注１ ：

年に石油（原油と石油製品の合計）
、

年に原油、 年に天然ガス、 年に石炭の純

：「第 次五カ年計画における省エネ・

の削減となる。
注

汚染物質削減に関する総合活動方案」の一部と
：「第 次五カ年計画における温室効果

して設定。
注

ガス排出量削減に関する活動方案」の一部とし
：「共通だが差異のある責任原則」に基づ

て設定。
注

度の健全化、電力産業改革と電力価格改革の

： 健全ではない法制度、先進国と比べて

推進、送電網整備と受け入れ能力の拡充など。

注

低い技術水準、規制重視と市場志向対策の欠

如、改善の余地が大きい計画編成や管理技術、

h 当たりの売電価格をみると、陸上

温暖化対策を含むエネルギー総合行政能力の欠

：

如等。

注

風力が ・ 元で、石炭火力の ・ 元に近

付いてきたが、洋上風力が ・ ～ ・ 元、
注 ： 年消費実績が年間５０００tce
（石

削減グループに分けた。

ており、自立競争への道のりは長い。政府は

太陽光発電は 元、ゴミ発電は ・ 元となっ

74

年 月に、電力料金サーチャージ単価を１０
体目標として 年間で合計

社に対し、個別に省エネ目標を割り当て、全

注

避けられない。

800 億 h の省電力を達成する目標を決定

力利用効率を 年より ～ ポイント高め、

る電動機の高効率化に関して、 年までに電
した。

した。
が 年 月に高効率電動機導入への財政支援拡
大を決定し、 月には設備更新による年間省エ
ネ量が 5000tce 以上の事業者に報奨金
注

： 低炭素地域社会実験事業は 年 月か

を支給すると表明した。
ら 省 市で、炭素排出の総量規制と排出量
取引制度の導入実験事業は 年 月から 省

総コストの上昇を抑制できなければ負担増加が

： 中国再生可能エネルギー学会風力小委

員会によると、 年において、系統連系風力発

電量の ・9% 以上が送電できずに廃棄されて

注

： 従来からの BEMS、HEMS にス

いる。

ター等のサービスカンパニーによる省エネコンサ

マートメーター等による最適制御やアグリゲー

ルティング事業、多様な業種が参画するスマー

： 世界最先端とされる石炭ガス化複合発

トハウス・タウン事業等。

注

電技術（IGCC）については、日本が 年

月に試験運転に入ったのに対し、中国は 年

月に建設を着工し、 年に試験運転を開始す

注

： 技術力に日中間の差はないが、中国は

る予定である。

国際価格競争力の面で、日本は発電所の施工、

保守、系統連系の面で比較優位性を有する。

協力して装置の施工からシステム運営・保守

一括して請け負うビジネスモデルを構築できれ

までの「再生可能エネルギー発電サービス」を
可能エネルギーの導入目標を割り当て、達成責

注 ：両国ともEV 充電方式やスマートグリッ

ば、導入拡大が期待できる。

： 地域別と主要エネルギー企業別に再生

市で展開。

任を問う問責制度を導入すること、補助金や
注８ ： 石炭から石油・ガス等へのシフトによる

税制・融資の優遇による財政・金融支援の強化、

注

００ h 当たり 元から 元へ引き上げたが、

注３ ：「省エネルギーを基本国策として推進す

を表明した。

tce の省エネを設定した。これらの工業・事

炭換算ｔ）以上の工場や事業所 万 7000

ると同時に、循環経済システムの確立、エネル

業所のエネルギー消費量は全国の ％を占め

億 5000 万

ギー構造調整の強化、石炭クリーン利用技術

物質削減第 次五カ年計画」で、全電力消費

日公表の「省エネ・汚染
量の 割、工業部門電力消費量の 割を占め

月

総合エネルギー行政管理の強化、国際相互協力
年 月に日中省エネルギー・環境総

注５ ： 地球温暖化防止のポスト京都議定書に
の常務委員会で「気候変化への積極的対応に関
する決議」を採択し、
「低炭素経済」の発展を
年までに GDP 当たり CO2 排出

公文書に初めて明記した。
注６ ：

量（排出原単位）を 年比 ～ ％削減する。
注７ ： CO2 排出原単位を 年に 年比で
％削減、GDP 当たりエネルギー消費量を
％削減、一次エネルギー消費に占める非化

kW
FIT や再生可能エネルギー発展基金管理制

石エネルギーの比率を 年の ・ ％から ・

： 例えば、国家発展改革委員会と財政部

注

合フォーラムで共同研究の覚書に調印して開始

注４ ：

の促進を計る」政策の推進を提言した。

年

注

る。
：

環境保護の強化、市場メカニズムの導入、政府

の研究開発と導入促進、安全保障体制の構築、

2

関する枠組み交渉を機に、全人代が 年 月

2

11

国の 世紀に向けた協力強化に関する共同プレ
ス発表」を行い、両国の産学によるエネルギー

9

31

7

2

9

1

60

8

10

7

6

5

8
10

15

11

09 07

および関連分野に関する共同研究の推進に支持

5

13

14

燃料の低炭素化を考慮せずとも。

％へ高めることなど。

0

定方式の適正化は喫緊の課題であり、国

万 kW

0 62 0
65 0
46

フト面での協力である。日本は省エネ促

太陽エネルギー

8

際パイプライン整備などを通じた天然ガ

2.0

12
kW

3

11

12

進で、中国は再エネ利用拡大で、先進性

1.0

4

ス安定供給の確保は中長期的課題であろ

0.31

54

が見られるため、協力による両国制度の

風力（系統連係） 億 kW

20

健全化が可能であろう。また、協力すれ

4.2

16

ば、巨大な日中市場を足掛かりにした国

2.9

21

。同様に、

き、経済発展水準などに応じて、全国 地域

2.16

12

6

22

注

輸入国に転じた。

億 kW

10

3

8

23

際基準の策定も可能である
炭素税導入や排出量取引市場の整備、原

－

ド等の規格作りに意欲的である。

12/10/17 14:56
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を の省エネグループと の CO 2排出原単位

100

18

12

12

注２ ： 日中両国政府は 年 月に、
「日中両

50

19

10
11
12

子力安全体制の構築等の分野での相互協

万トン

21

注９ ： 排出原単位は 年に 年比で ・ ％

5

力も重要である。

バイオディーゼル

6

11 15

5 16

8
11

5

17

09

10

47

エネルギー安全保障分野の協力も欠か

－

1

09

3

せない。化石燃料の大輸入国である両国

400

11

45

15

8

が協力すれば、交渉力が増し、より安く、

180

11

07

4

安定的に資源調達が可能となる。アジア

万トン

0 kW

93
07

20

向け石油輸出価格が欧米より高いアジア

石油代替エネルギー

11

96
16 17

4

2020 年
2015 年
2010 年
単位

98

40

05

24

24

プレミアムの解消と LNG 輸入価格決

再生可能電源

バイオエタノール

水力（揚水含む）

05

10

20

中国の再生可能エネルギー導入目標（抜粋）
第１表
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借款が貸付であるのに対して全額無償で

たら、それは 年の日中友好環境保全セ

日中環境協力の起点を明確にするとし

日中友好環境保全センターを
核とした環境協力の展開

供与することからその効果は大きい。１

け上の金額そのものは大きくないが、円

無償資金協力は円借款に比べると見か

中環境開発モデル都市構想」事業があげ

● 小柳秀明 公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北京事務所長

1972 年の日中国交回復から今年

日中環境協力の回顧と展望

られるが、これについては後で解説する。

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

で満 周年を迎えた。この間、中国は右
肩上がりの成長を続け、2010 年には
GDP でついに日本を追い越し世界第
位に躍進した。
劣悪といわれた環境も徐々
にではあるが改善の方向に向かってきてい
る。
本稿では日本の対中 ODA（政府開
発援助）と政府間協力を中心に日中環境
協力の歴史を回顧するとともに、今後の
展望について若干の考察をしてみたい。

日本の対中 ODA
日中環境協力の歴史を振り返る前に、

る。環境分野では日中友好環境保全セ

理レベルでの政治合意案件として扱われ

００億円を超える規模になると通常、総

の改善が重要な課題になると考え、李鵬

理（当時）は、これからの中国には環境

ンター設立の協力合意である。竹下登総

案し双方合意した。無償資金協力による

総理（当時）に対して無償資金協力によ

技術協力は専門家の派遣、機材の供

センター建物の建設とそこに備える関連

ンター案 件（約１０５億円）が有名で

与、研修の実施など様々な形態があり、

実験施設等の供与で日本側は約 105

る日中友好環境保全センターの設立を提

規模も大から小まで数多く行われてきて

億円を用意した。天安門事件の影響で協

ある。

いる。円借款や無償資金協力はどちらか

500

というとインフラ整備などのハード分野
での協力であるのに対し、技術協力はキャ
パシティビルディングを中心としたソフト
分野の協力が主体である。これらの３つ
の協力をうまく連携させて行えば総合的
な協力が可能となる。環境分野の技術協
力の代表例としては、日中友好環境保全
センタープロジェクトフェーズⅠからⅢの
ほか、日中友好環境保全センターを核に
した循環型経済促進プロジェクトなど数
多くの協力が実施されてきている。
（注：
「日中友好環境保全センター」と呼ぶ場
合、
センターの「建物」を指す場合と「組
織」を指す場合があるが、特に断りのな

1000

まずは簡単に対中 ODA の歴史を回顧
してみたい。ODA は大きく分けて有償
資金協力（円借款）
、無償資金協力及び
技術協力の３つがあるが、中国の場合は
特に円借款が大きな割合を占めてきた。
第１図は、対中円借款の推移を見たもの
であるが、 年から開始された円借款は
年をもって新規案件の採択を終了した。

この円借款の分野別内訳を見ると、当初
環境案件借款はほとんどなかったが、

年代後半になると環境案件の比率が徐々
に高くなり、2001 年以降は過半数
が環境案件になっている（第１表）
。環境

88

1500

8
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7

4

1

98

95

92

89

86

80

円借款の中で特筆すべき案件としては

い限り本文中では「組織」を指す）

2000

40

年に両国の総理レベルで合意された「日

2500

2
90
97

83

80

0

対中円借款の推移（単位：億円）

第１図

07

（出所）外務省 ODA 白書等をもとに作成、交換公文（E/N）ベース

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

避けながら日中友好環境保全センターと

めたのはどのように既存組織との重複を

まり知られていないが、中国側が頭を痛

物の建設と施設整備は完了した。実はあ

境保全センターという大きな事業単位を

全体を管理する部門を設けて日中友好環

幾つか分野別の事業単位を作り、さらに

本より強い）を集合させたほか、新たに

組織であるが、監督官庁の指導監督は日

位（注 ： 日本の独立行政法人のような

技術を高めた。

求する技術水準まで中国のモニタリング

ア酸性雨モニタリングネットワークが要

ワークへの加入を支えるとともに、東アジ

中国の東アジア酸性雨モニタリングネット

④酸性雨モニタリング分野での協力は、

汚染の深刻な貴陽市、重慶市および日本

的事例（モデル例）を見せるために大気

を改善することができるのだという試験

だ都市でもきちんと対策を講じれば環境

力の停滞時期もあり、 年にようやく建

いう組織を構成し、この建物に収めるか

⑤ 年秋以降急速に高まった中国の循環

(1990~
95 年度 )

第四次

(1996~
2000 年度 )

第四次以降
(2001~
07 年度 )

(1980~
2007 年度 )

供与額合計

3,309

5,400

8,100

9,870

6,486

33,165

うち環境分野
( シェア )

0
(0.0%)

457
(8.5%)

346
(4.3%)

4,612
(46.7%)

4,458
(68.7%)

9,874
(29.8%)

第三次

ディングのため、 年から 年まで国際

育成や設立後の組織のキャパシティビル

を前提に、センターのコアとなる人材の

日本側はこのような組織ができること

た。

の循環型社会づくりに大きな影響を与え

力は、初期の混迷した段階における中国

経済への取組みに対する日本の迅速な協

02

技術協力も実施した。私自身もこのプロ

また、このセンターを核とした数多くの

プロジェクトフェーズⅠ～Ⅲ」を実施した。

ロジェクト「日中友好環境保全センター

協力機構（JICA）による技術協力プ

イオキシン分析実験室になるための基盤

等を行い、センターが中国を代表するダ

技術的支援、職員に対する分析技術研修

ンターのダイオキシン分析実験室整備の

あるダイオキシンの分析測定に関してセ

⑥世界で最も注目される有害化学物質で

08

ジェクトの長期専門家として合計 年半

92

この協力の意義を次のようにまとめた。

にわたり技術協力に従事したが、かつて

中環境協力の窓口、拠点、情報交流等の

⑦日本人専門家の常駐は、センターの日

を築いた。

まった企業の自主的環境管理推進への協

環境保全センター協力が無償資金協力と

日中環境協力の歴史の中で、日中友好

円借款の華ー日中環境開発モ
デル都市構想協力

プラットフォーム的存在感を高めた。

①日本の協力は中央政府の環境行政実施
体制整備を支えた。
②黄砂問題に関する日本の協力は、セン
ターを中国における黄砂対策調査研究の
拠点に成長させた。

力は、国家環境保護総局における企業環

技術協力を結びつけた華とすれば、日中

③日本の公害防止管理者制度研究から始

境保護監督員制度の試行、さらには国務

環境開発モデル都市構想事業は円借款の
華といえる。この構想は環境汚染が進ん

院の「環境保護の強化に関する決定」の
中に盛り込まれるまで発展した。

（左）対策後の貴陽製鉄工場（右）対策前の貴陽製鉄工場、
「黄龍」が暴れ回っている（写真提供：貴陽製鉄工場）

組織したのである。

( 出所 ) 中里太治「円借款を通じた対中国環境協力」季刊環境研究 2008/No.149、P85

であった。このため既存の幾つかの事業単

96

(1984~
89 年度 )

第二次
第一次

6

合計
(1980~
84 年度 )
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期間毎の供与額と環境分野のシェア（単位：億円）
対中国円借款
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市をモデル都市として、円借款約３０７
が置かれた発展の段階と不可分の関係

を振り返ってみたい。協力内容はその国

ここで少し違った視点から協力の歴史

億円を準備して大気汚染対策を中心に実
にある。 年代、 年代は一人当たりの

今後の展望ー主役は民間に

は円借款を中心とした大気汚染対策事業

の町」とレッテルを貼られていた貴陽市で

効果が見られたわけではないが、「酸性雨

従ってこの時期は、環境行政組織や環境

発展重視環境保護軽視の時代であった。

に汚染、後から対策」と揶揄された経済

GDP が１０００ドルにも届かず、「先

いる。 年中国の一人当たりの GDP は

に応じて協力の内容と態様は変化してきて

上述したように中国の成長と発展段階

の進展などにより大気環境は大きく改善
法令の充実と着実な実行のための基盤整

0.20

0.15

0.10
0.06
0.05

資金も技術も欠如していた。当時の日本
の協力は、この点を強く意識した協力で

5430 ドルにまで伸びた。このような

背景の下で最近の協力は援助色から脱却

し、
パートナーとしての対等な関係の協力、

ウィンウィンを目指した協力へと変化しつつ

ある。これはすでに技術が確立した脱硫施

設の設置や都市下水道の整備は中国自身

の資金と技術でできるようになったことや

世界経済の中での日本経済の相対的衰退

が見られ、中国自身も資源・エネルギー

長と資源・エネルギー消費の急速な増大

策に注目し、農村地域等における分散型

環境省でも中国の汚染物質排出削減政

内容と形態が徐々に変化してきた。また、

フォーラムが毎年開催されるなど協力の

分野だけでも４兆５０００億元の投資が

場であり第 次五カ年計画期間中に環境

と無関係ではない。中国は今や世界一の市

の枯渇、環境に対する過大な負荷を強く

排水処理モデル事業協力、その後継の農

あった。

意識するようになり循環経済の考え方も

村地域等におけるアンモニア性窒素等総

年以降になると中国経済の猛烈な成

11

生まれるようになった。 年から第 次

強制目標も定められた。このような潮流

提唱され、省エネ・汚染物質排出削減の

るという新しい考え方（３つの転換）も

により環境と経済の発展を同等に重視す

五カ年計画がスタートすると温家宝総理

る。気候変動対応の分野においても 年

同研究などの協力を総合的に展開してい

共同研究、重金属汚染対策強化日中共

中共同研究、窒素酸化物総量削減日中

量削減事業協力、窒素リン総量削減日

産業省と中国国家発展改革委員会、商

促進プロジェクト」がスタートし、経済

いて JICA の技術協力「循環型経済

の中で、日中友好環境保全センターにお

施している。

候変動対応協力プログラムを継続して実

で日中 CDM 協力プログラムや日中気

から環境省と国家発展改革委員会との間

06

2001

態へと変貌していくことだろう。

る、背中を支える、架け橋を築くなどの形

援は継続するであろうが、民間を後押しす

一歩引くことになる。これからも政府の支

てこの分野での主役は企業になり、政府は

は全く異質の世界に入ることになる。そし

ネスに入ろうとした途端に今までの協力と

てきた。しかし、援助色から脱却してビジ

スとして日中環境協力を考える時代に入っ

だそうとしている。すなわち、環境ビジネ

日本企業の多くは、中国市場に活路を見い

した日本の市場で行き場をなくしつつある

見込まれる巨大市場に変貌している。成熟

12

10
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がすでに先行的に協力を進めてきた大連

施した。すべての都市で必ずしも明確な

された（第２図）
。対策を実施した貴陽

0.25

あった。そして当時の中国には汚染対策

備、環境汚染企業等に対する汚染防止

務省の間で日中省エネルギー・環境総合

日中友好環境保全センター外観

製鉄工場では写真のように大きく環境が

90

施設の整備がこれから必要という時代で

80

改善された。

0.30
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00
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mg/m3
0.35

06

中国の成長とともに変化する
協力内容

貴陽市内における二酸化硫黄濃度の推移
年平均基準値（SO2 0.06 mg/m3 )
第２図

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

①「省エネ技術・設備の産業化推進」―

幹産業とすることを打ち出した。

汚泥処理など横断的、総合的

大型流動床ボイラー、粉炭のガス化、蓄

本フォーラムは、今年で７回

なテーマの分科会が定着し、分

熱式燃焼等の設備製造拠点を建設する。

重点と課題は以下のとおり。

散型エネルギーやエネルギー管

②「半導体照明の省エネルギー産業の発

目の開催を迎え、
循環経済や水・

理システムという新たな分科会

展」―既存のリソースを統合し、コア技

在し、標準化、知的財産権等の制度関連

産業別に政府・民間の対話の枠組みが存

え、 鉄 鋼、 自 動 車、 流 通、IT 等、 各

日中間では日中ハイレベル経済対話に加

概要は以下のとおり。

体会議における各講演者の発言

として役割を果たしている。全

の導入、省エネルギー社会と電力市場取

再生可能エネルギーの活用、分散型電源

境戦略」を策定する。電力システムでは、

議論を踏まえ、
「革新的エネルギー・環

中長期的なエネルギー政策は、国内の

の利用、蓄熱槽の整備に取り組んでいく。

再生可能エネルギー熱の利用、工場排熱

ネレーションの活用、地中熱の活用などの

のほか、熱の有効利用が重要で、コージェ

早期成立に努力している。省エネでは電気

ンナー制度の導入を柱とする改正法案の

需要のピーク対策や建築材料へのトップラ

省エネルギー法については、現在、電力

の土台となり、ビジネスベースでの協力が

続的な実施により、両国官民の関係発展

第１回会合を開催した。政府間対話の継

再生可能エネルギーワーキンググループの

基づき、今年６月、省エネルギーおよび

員会、国家能源局は、昨年の調印覚書に

れている。経済産業省と国家発展改革委

域・内容の多様化、深化・具体化が見ら

エネルギーシステムの流れを受け、協力地

中の省エネ・環境分野における
協力の重要なプラットフォーム

開会挨拶
経済産業大臣

張平

国家発展改革委員会主任

中国政府は、資源節約型、環境友好型
の社会建設を重大課題の一つとし、今年

計画の省エネ・環境保護産

科会を新たに設置し、協力案件も次世代

今回フォーラムでは分散型エネルギー分

ムを整備し、省エネ・環境分野を新興基

点プロジェクトを拠点とし、政策メカニズ

業発展計画」を発表し、企業を主体、重

月、
「 ・

6

枝野幸男

て新たなビジネスが生まれる良い連鎖を
期待したい。

5

③「都市鉱山資源モデルの実施」―モデ

認証システムを確立する。

グカンパニーを育成し、先進的な基準と

術を攻略し、コア技術を有するリーディン

が設置され、これまで１７１件、

の協力も実施している。省エネ・環境分

引の活性化などが求められており、中で

件の日中間協力プロ

野は、両国の経済成長の柱であり、協力

も、国民がエネルギーの「生産者」とし

今回は

の中心分野。日本の優れた省エネ・環境

て参画する分散型エネルギーシステムへの

張平主任

12

ジェクトが調印されるなど、日

技術の導入により、中国国内の省エネ・

期待が高まっている。

枝野幸男大臣

一層進展するよう期待する。

環境対策が推進され、それがモデルとなっ

日中省エネルギー・
環境総合フォーラム
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備、電線やケーブル、家電製品等の再生
⑦「海水淡水化の産業化の加速」―研究

の産業化を支援する。

着実に推進する必要がある。

有、③協力プロジェクトの積極的な実施を

②先進技術の普及・応用業務の成果の共

の推進、③持続可能な社会実現に向けた

推進、②国際情勢に対応した戦略的取組

グリーン化とグリーン・イノベーションの

現した社会」を目指し、①経済・社会の

資源リサイクルを推進する。
開発、製造、検査、エンジニアリング技

ている。今後、①政策対話の一層の強化、

④「再製造（リサイクルとリビルド）の
術サービスが一体化となった海水淡水化産

埋立地浸出水、揮発性有機汚染物の処理

産業化推進」―自動車部品、建設機械、
業拠点の建設を支援する。

細野豪志

たグリーン復興」を基本理念とし、三陸

10:10 ～
10:20

休憩

10:20 ～
10:30

調印案件フォローアップ
髙原一郎 資源エネルギー庁長官

10:30 ～
10:55

モデルプロジェクト調印式（写真撮影式）
枝野幸男 経済産業大臣、張平 国家発展改革委員会
主任他が陪席
（司会：稲葉健次 日中経済協会専務理事）

10:55 ～
11:00

閉会挨拶

組む。また 2013 年以降の地球温暖

化対策の検討、エネルギー政策の見直し

を行っており、原発依存度を低減しつつク

リーンエネルギーにシフトしていく。

月には湖南

国家発展改革委員会とは、重金属汚染

対策で協力を進め、昨年

を実施する。また昨年から、
グリーンニュー

た。気候変動分野においても、今年１月

制度、対策事例や土壌修復技術を紹介し

研修」を開催し、発改委および低炭素モ

を説明）

高虎城

年で密

商務部国際貿易交渉代表

終わりに震災経験の国際的共有の重要性

の汚染対策およびモニタリングについて）
、

た取組（災害廃棄物の処理・放射性物質

（その他、冒頭に震災対応・復興に向け

となった。

を深め、日中両国にとって実りのある研修

8

12
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ル拠点建設を支援し、廃棄機械・電気設

工作機械等を重点に再製造産業集積区と
⑧「省エネ・環境分野のサービス業（共

省エネ・環境分野は中日協力のスポット

復興国立公園の創設、「東北海岸トレイル」

環境省では、
「国立公園の創設を核とし

ライトかつ新たな成長点であり、本フォー

地域・人づくり、基盤整備の推進に取り

モデルプロジェクトの建設を支援する。
同エネルギー管理、環境保護設備）の発

基調講演

⑤「産業廃棄物の資源化利用の推進」―
展推進」

環境大臣

希少金属の回収、ボタ、脱硫石膏、製錬・
化学工業の固形廃棄物等の資源化を推進
する。

ディール基金を活用し、地域防災拠点への

月に「日中協力低炭素発展高級

および
月策定の第四次環境基本計画に

市の幹部職員が訪日

デル省・市

省
おいては、
「安全の確保を基盤として、低

し、低炭素発展モデル推進に向けた議論

細野豪志大臣

炭素、循環、自然共生社会を統合的に実

今年

再生可能エネルギー導入を推進している。

省長沙市で「日中協力土壌重金属汚染対

9
の設定、エコツーリズムの推進と連携した

（３）分科会（13:30 ～ 18:00 の間）
循環経済、水・汚泥処理、エネルギー管理システム、グリーン建築・
ＬＥＤ、自動車、石炭・火力発電、分散型エネルギー、日中長期
貿易協議委員会

ラムは重要なプラットフォームとして両

（２）歓迎昼食会

⑥「重要な環境保護技術設備の産業化」

9:00 ～
10:10
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両国は、中日国交正常化から

40

髙原一郎 資源エネルギー庁長官

策セミナー」を開催し、日本からは関連

（１）全体会議

里山・里海フィールドミュージアムの整備

日本側は、枝野幸男経済産業大臣、細野豪志環境大臣、張富士夫日中
経済協会会長、髙原一郎資源エネルギー庁長官、中国側は、張平国家
出席者
発展改革委員会主任、高虎城商務部国際貿易交渉代表、程永華中国駐
日大使等、日中計 1,000 人（日本側 600 名、中国側 400 人）が出席

国政府が重視し、産業界からも評価を得

開催日 2012 年 8 月 6 日（月）

―重金属汚染の予防と対策、汚泥やゴミ

開会挨拶

枝野幸男 経済産業大臣
張平 国家発展改革委員会主任
基調講演 細野豪志 環境大臣
高虎城 商務部国際貿易交渉代表
張富士夫 日中経済協会会長
程永華 中国駐日本国大使
（司会：岡本巖 日中経済協会理事長）

次第

（日本側）経済産業省、日中経済協会
（中国側）国家発展改革委員会、商務部、中国駐日大使館
主催者

東京 椿山荘
場所

概要
第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

日本企業からは中国の法律・制度の円滑

省エネ・環境分野における課題として、

を機に、相互への理解、信頼をさらに深

な運用や行政機関の関与の透明性、知財

周年

ともに成長を維持し、経済大国として協

めることが重要である。特に、資源エネ

権保護法制の執行力強化の要望が聞かれ

互補完関係にあり、国交正常化

力を深め、アジア、さらには世界経済に

ルギー・環境は、日中共に最も重要な協

接不可分なパートナー関係になっている。

おいて重要な役割を果たしたい。

年から再生可能

念事業の一環。この日中協力のプラット

れ、両国政府ベースによる課題解決に向

日本の関連部門との間で情報交流が行わ

けた意見交換や働きかけとともに、研究

フォームをさらに拡充し、質的に向上さ
せたいと考えている。

を利用し、特にハイテク分野での協力推進

科会が設けられ、この分野の協力案件も

理システムという社会システムに係る分

られている。省エネ・環境分野においても、

協力して積極的な貢献を行うことを求め

日中両国はグローバルな課題に対して

開発や実証試験、F/S 調査などへの資

資源回収システム構築および試行都市・

を提案する。国内制度については、中日

増加している。社会インフラを構成する

日中企業がシステム提案力、ブランド力、

現在、循環経済や水・汚泥処理など横

回収ポイント・分別センター・流通市場

両国は省エネ・環境商品のポイント制度、

これらの分野では、中国中央・地方政府、

コスト競争力など双方の強みを結集し、

金支援スキームが拡充されることを期待

を建設し、リーディングカンパニーを支援

補助金、買い替え下取りを実施しており、

企業の皆様と対話を行う機会を提供する

連携を深めることにより、アジア、ひいて

断的、総合的なテーマの分科会が定着し、

した。また、自動車の買い替え、廃棄・

国際制度については、発展途上国に対する

本フォーラムが有益な機会となり、ビジ

したい。

更新のための補助金制度を実施し、老朽

資金サポート、技術移転と能力構築の支

今回は分散型エネルギーやエネルギー管

自動車と排ガス基準未達成車約 100

張富士夫

日中経済協会会長

両国経済は、 すでに密接不可分な相

中国駐日本国特命全権大使

管理システム、分散型電源など新テーマ

ている。今回のフォーラムにはエネルギー

の緊密化を図るための重要な指標となっ

一環であり、中日両国が経済・貿易協力

本フォーラムは中日戦略的互恵関係の

程永華

外に向けて発信していきたい。

有意義な意見交換を行い、その進捗を内

え、日中経済協力の拡大・深化に向けて

回のフォーラムに加え、様々な機会を捉

は世界の発展に寄与できると考える。今

協力の推進」ー両国政府支援の下で、両

ネスを具体化する上での大きな推進力と

援した。

国金融機関は省エネ・環境協力基金を設

援強化を推進する。

②「中日長期貿易協議委員会省エネ環境

立し、取引市場の建設を推進する。また、

万 台 の淘 汰 と、 廃 車 回 収・ 解 体 企 業

分会により、日本との交流を推進」ー商

東日本大震災の被災地を省エネ・環境未

なっている。

務部は中日長期貿易協議委員会分科会を

来型都市とする計画に対して、中国側は

②「省エネ・環境分野での両国貿易投資

開催し、
今回は「廃車の回収利用」と「都

①「両国政府間のコミュニケーションの強
化、制度構築の強化」ー両国政府は、中
日技術貿易ワーキンググループの枠組み

ズ情報をご提供いただきたい。

積極的に参画したいと考えているのでニー

件のプロジェクトを締結する。

市の汚泥無害化処理」について交流を行い、

100 社以上のグレードアップ改造を支

効率管理を支援し、

情報サービスシステムの完備、エネルギー

テムの構築、廃車回収システムの整備」ー

①「公共サービス体系、廃棄物回収シス

展開した。

門として省エネ・環境分野で以下事業を

商務部は貿易・国際経済協力の主管部

ている。そこで、中国中央・地方政府と

高虎城国際貿易交渉代表

力分野であり、本フォーラムも 周年記

40

40

張富士夫会長
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今後の展開として以下提案する。
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日中双方で約 1,000 名が来場

資源エネルギー庁長官

調印案件フォローアップ
髙原一郎

には大連長興島経済技術開発区との海水

淡水化・汚水処理事業協力等、具体的な

プロジェクトの実施に合意し、協力が展開

されている。また、
九州電力と緑章（北京）

価を得て、展開の仕組み作りや省エネ機

％減少させ、 省エネ・環境産

％増加、汚染物質の排出総量

は目覚しい。石油代替産業では、石炭由

力、太陽光など新エネ分野における進歩

ネルギー設備は国産化を実現し、特に風

拡大している。

西部や新彊ウイグル自治区、青海省等に

は 省市を超え、湖北省、重慶市等の中

等による案件が増加し、また、実施地域

フォーラムでは、複数の調印企業・大学

重ねている。知的財産の取り扱いを明確に

設備普及に加え、第三国でも受注実績を

公司は、中国国内でのセメント排熱発電

川崎重工業と安徽海螺創業投資有限責任

③「中国国内から日中共同で第三国へ」ー

技術として認定し、普及を強化している。

し、

年 には

で協 力 基 盤 が 形 成

ネルギーなどの分野

ネルギー設備や新エ

ことを希望する。中日両国の経済界は、

相互理解を増進し、友好的な感情を育む

計画されており、これらの行事を通じて

記念行事として、500 超の交流行事が

第５回で大連市との調印を経て、第６回

フォーラムでの調印自体が、安定的に進め

る礎である」
、
「中国政府からの表彰や報

道によって知名度が向上して普及展開が

図られた」等の声が寄せられ、政府に対

して、中国政府の推奨リスト等への掲載に

よる普及の後押しや、日中双方の財政支

援、政府間対話による制度的課題の解決

等が寄せられている。これを受けて、技術

の開発・普及支援といった取り組みを強

化していきたい。

（まとめ ： 業務部 金子涼恵）

14
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も加わり、このことは省エネ・環境分野の
協力を新たなステージへと後押しするだろ
う。
中日両国における省エネ・環境協力の

とおり。

器の生産準備を進めており、山西省のコー

新能源技術有限公司は、省エネ診断が評

①「 中 日 両 国 は 省エ ネ・ 環 境 分 野 を

①「協力主体の多様化、協力実施地域の

クス炉自動燃焼制御モデル事業は、省エ

今回フォローアップ調査の結果は以下の

国 家 発 展 戦 略の重 要な位 置に据えてい

拡大」ー企業同士の案件が全体の約半分

動向は以下のとおり。

・ 計画では、省エネ・

ネ効果が高くコークスの質の改善につなが

業の総 生 産 は 年 平

来オレフィンやコールオイルなどでは大規

②「一般的協力から具体的プロジェクトへ、

定め、日本の技術と中国のコスト競争力

費を ％減少、非化石エネルギーの割合

～

％以上増加

模生産を実現している。中日企業は、既

モデル事業から技術普及段階へ」ー日立

されつつある」ー中

手を携えて共に努力し、各分野の協力を

20

を ・
を

兆

存のシステムと仕組みを生かし、技術協

均で

5000 億 元（ 日

を組み合わせることで成功している。

Win ー Win 関係を発展させること

中日両国は双方にとって重要な隣国で、

②「中日の省エネ・

は両国と両国民の根本的利益にかなうも

込みである。

環 境 分 野の協 力 は

のである。今年は中日国交正常化

国は先進国との差が

強化し、両国関係の健全かつ安定的な発

周年
潜在力が大きく、エ

あるが、近年進歩を

展を確固たるものにしていきたい。

40

企業からは、
「両国政府が共催する本

製作所は、第４回で国家発展改革委員会、

4

０億円）に達する見

本 円で

15 15
55

遂げており、主なエ

髙原一郎長官

索することができる。

力を進め、第三国での協力を積極的に模

めることを重視している。エネルギー消

排出削減を推進しエネルギー効率を高

る」ー中国の

を占め、ビジネスベースでの協力が着実に

ることから、山西省は 大重点普及省エネ

程永華大使

進展している。さらに、第５回、第６回

5
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第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

循環経済分科会
中国の資源循環利用産業の発展と
ビジネスチャンス

ギー・環境総合フォーラムにおけ

る調印案件の大半が循環経済と

回フォーラムから始まった本分

密接な関係をもつものであり、第

が国が現在進めている経済産業省

階に入ったとの認識を示した。我

野での日中協力は、実質的な段
本分科会における討議を通じて、中国が政

や政府関係機関、自治体、企業、

次 五 カ年 計
府による「循環経済促進法」をはじめとする

団体等による様々な支援・協力の

中 国の第
法整備や財政・金融等の各種政策、さらには

計画）で循環経

済を大々的に発展させるこ
中日韓循環経済モデル拠点基地の建設および

画（ ・
とが打 ち出されたことを受

取組みは、中国側構想との歩調が

明期の段階であり、固体廃棄物や廃タイヤ、

国では自動車リサイクル・リビルト産業は黎

重ねていることが明らかとなった。一方で、中

抱えており、ビジネスモデルと技術を市場に合

めには回収による必要量の確保という課題も

強化市場であるほか、事業として成立するた

参入を開始している。しかし、同産業は規制

循環経済構築のための新たな法律・規定およ

ることが重要である。また、中国が整備する

の拡大のために、このような関係を一層強化す

る。次回フォーラムに向けては、ビジネス機会

そろい大きな効果を上げ始めてい

計画国家戦略

環境保護産業発展計画」お

厨芥・電子機器・包装等の廃棄物については、

計画の目標達成に向けて着実に実績を積み

性新興産業発展計画」等に

よび「 ・
おいて、鉱産物資源や固体

だと各社は考えている。

び ・ 計画の進捗状況を含めた市場動向、

回収システムの整備、資源化、処理技術等に

新規プロジェクト動向等に関する情報の収集・

分析も必要となる。

唐山曹妃甸工業区の「中日
韓循環経済モデル拠点基
地」建設に関する基本構想

（関西本部事務局長 今村健二）

楊士敏 中国国際貿易 中国における自動車リサイ
中国側 促進委員会自動車産業 クル・リビルト産業の現状
分会会長助理
分析と提案

わせて最適設計し、運用していくことが重要

は一定の改善や進展がみられるものの、多くの

中国の都市における典型
的な廃棄物リサイクルの現
状と存在する問題

5

中国における ELV リサイク
ル事業への取組み

国家発展改革委員会資源節約・環境保護

金宜英 清華大学環境
学院教授

阻害要因に直面していることが紹介された。

中国側

ルト、金属・ゴム・プラスチック資源の再生利

DOWA グループの中国に
おける土壌事業展開

司循環経済発展処の郭処長は、日中省エネル

西山徹 蘇州同和環保
工程有限公司総経理

こうした現状に加え、いずれの廃棄物も発
生量が急速に増加していくことから、効果的

日本側

用、電器電子製品・自動車・厨芥廃棄物・農

8 月10日(金) 関空→北京

林廃棄物・紡織品等の資源化利用等を発展さ

川崎エコタウン
川崎ゼロ・エミッション工業団地協同組合
から説明
8 月 8 日(水)
三栄レギュレーター東京工場視察
ＪＦＥアーバンリサイクル視察
新横浜→京都

術に期待が寄せられている。したがって、我が

日本の 3R 政策について

5

な対策のために我が国の豊富な経験と高い技
国 企 業は資
源循環利用
産 業 のビ ジ
ネスポ テン
シャル は 増
大 すると 見
て お り、 合
弁 企 業を設
立 し、 世 界
でも 最 先 端

中日韓循環経済モデル拠
点基地を積極的に創設し、
地域経済とエコの持続可
能な発展を促進する

安玉珉 大連市循環産
日中の自 中国側 業経済区管理委員会副
治体にお
主任
ける取組
みについ
曹占華 唐山市発展改
て
中国側
革委員会副主任

として示されている。
8 月 6 日(月) 第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

12

ポリエステルのケミカルリ
サイクル技術を核とした循
環型リサイクルシステムの
中国展開

日中企業
早川泰宏 帝人株式会社
のリサイ
日本側 帝人グループ執行役員
クルの取
原料重合・購買本部長
組みにつ
いて
北詰一隆 豊田通商株
日本側 式会社環境・リサイクル
事業推進部部長

モデルの経験が中国の循環
経済発展を支援・推進する
日本側 渡邊課長
日中の
3R 政策
について 中国側 郭 処長

テーマ
氏名・役職

12

せることが、資源循環利用産業の最重要課題

活動内容
期日

3

数々のモデルプロジェクトの推進によって、 ・

計画省エネルギー・

5

廃棄物の総合利用、自動車

「 ・

12

5

部品・機械電器製品のリビ

5

け、2012 年に公布された

12
滋賀県から琵琶湖浄化事業説明
守山川浄化施設視察
8 月 9日(木)

テイジン未来スタジオ視察
昭和メタル岩槻工場視察
8 月 7 日(火)

の技 術 を 投
入 しな が ら
中 国 市 場へ

日本側 渡邊課長

総括

中国側 郭啓民 国家発展改革委員会資源節約・環境保護
（司会） 司循環経済発展処長
挨拶

日本側 渡邊厚夫 経済産業省産業技術環境局リサイクル
（司会） 推進課長

日中省エネルギー・ 分科会
環境総合フォーラム
8 月 5 日(日) 北京→成田
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の積 極 的 な

循環経済分科会アジェンダ

第７回
循環経済視察日程
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中国側からは、
「中国ではトラブルの多いメタ

ン発酵処理も日本の技術により処理が可能と

多くの成果を上げられる分野であり、ＷＩＮー
ＷＩＮな関係を築くことができるよう、今後

施設の建設・運営コスト、技

16
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水・汚泥処理分科会

なると認識できた」、
「日本の施設運営・管理能

例に接し、日本の技術の導入への期待が高まっ

さらに交流を進めて協力関係を深めていきた
地方視察では、下水汚泥処理について、ロー

供や技術協力を希望する」等のコメントが出さ

た。新技術等新しい取組みについても情報提

公共環境インフラの日本での成功例に高い関心
長）
、日本における下水汚泥処理の概要および

処理によるエネルギー利用、自動車燃料利用・

タリーエンジンを使ったメタンガス発電、炭化

力、技術水準等を高く評価する」、
「日本の実

今後中国において下水汚泥処理インフラ整備

い」と総括した。
水処理・汚泥処理分科会は、昨年に引き続
を進めるに当たってのポイントついて、企業か

方自治体からは、水処理分野を中心とした環

術導入に伴う汚泥減容量・

（事業開発部次長 山本祐子）

人、計 140

人が出席して行われた。水処理分野の分科会

れた。

き日 本 側 110 人、中 国 側

都市ガスへの混合利用、家庭生ごみ混合処とコ
的な取り組みを行っている広

ンポスト利用といった先進
島、神戸、北海道の汚泥処理

らは、中国において実証事業を行ったオゾンに
模生活排水処理技術、メタン発酵技術を活用

よる湖沼浄化技術、汚泥を発生させない小規
した汚泥の処理・再生利用技術、乾燥・焼却・

としては 回目、参加者数も最大級の分科会
となっている。
今回は、中国において使用可能な技術の紹
介と共同事業の円滑な推進をテーマとした。

施設

カ所を視察し、処理

炭化技術と共同事業の取組み事例について、地

指導室長から、
「水・汚泥処理分野は日本が豊

境改善に向けた国内外における取組みについて

冒頭、経済産業省産業技術環境局實國環境
富な経験と技術の蓄積を有し、現在でもさら

省エネ・温室効果ガス削減
等の効果、近隣住民に対す

説明が行われた。
中国側からは、中国国家発展改革委員会環

に高度な技術開発を進めており、今後、日中間
で協力を進めるに相応しい分野である」とのあ

交換を行い、日本の先進的

る啓蒙活動等について意見

国家発展改革委員会環境資源司環境保
「開会挨拶・分科会総括」
護処 馮良処長

境資源司環境保護処馮処長が、第 次五カ年

「中国企業と日本企業の 月島機械株式会社海外水インフラ室 松
協業による事業推進」 田圭祐副主事

計画における中国政府の水・汚泥処理分野の

「メタン発酵を利用し 水ｉｎｇ株式会社海外事業統括営業第
た汚泥処理技術」
三室 橋爪智之室長

ションが行われた。

「革新的生物処理技術
帝人株式会社新事業開発推進グループ
による生活 汚水の分
WPT 事業推進班 坂井志郎班長
散処理の提案」

いさつがあり、その後、両国によるプレゼンテー

「中国都市下水処理場
住宅と都市農村建設部科技発展促進中
汚泥処理処置の現状
心 孔祥娟副処長
と技術、対策」

深めることができた。また、

「持続可能な都市の発
展に向けて～ “ 環境未 北九州市上下水道局海外事業部 伊崎
来都市 ” 北九州市の取 晴朗部長
り組み～」

な技術について相互理解を

「日本の下水汚泥処理 経済産業省産業技術環境局環境指導室
について」
實國慎一室長

取組み方針の概要を中心に説明した後、都市

「水処理分野における 経済産業省製造産業局水ビジネス国際
日中協力に向けて」 インフラシステム推進室 後藤雄三室長

下水の処理および再利用・汚泥処理の現状と

国家発展改革委員会環境資源司環境保
護処 馮良処長

日本側からは、経済産業省が、相手方のニー

ついて説 明が
また、質疑

行われた。

水・汚泥処理分科会アジェンダ

12/10/16 19:56

15-22ページSpecialReport4本文8.5-13.8グリッド揃え .indd 2

応答も、活発
で有意義な意
見交換の場と

「フホホト市循環経済
北京機電院高技術株式有限公司 梁黎
環 保 科 技モデルパー
明事業部経理
ク」

30
伊丹→新千歳
8 月9日（木） 北海道北広島市下水処理センター生物質混
合処理施設視察

ズ・条件に合わせた提案の重要性をはじめと

東京→広島
広島県下水道公社太田川東部浄化センター
8 月7日（火）
広島市西部水資源再生センター
市内視察 ( 平和記念公園など )

今後の方向性、内モンゴル自治区フホホト市

期日

なった。
最 後 に、国
家発展改革委
員会環境資源

経済産業省産業技術環境局環境指導室
實國慎一室長

「開会挨拶」

①札幌→東京
東京→北京
②新千歳→北京
8 月10日
（金）

広島→新神戸
神戸市東灘処理場
8 月8日（水）

司環境保護処
馮処長が、
「水
汚泥処理分野

「日本の最新環境技術 日揮株式会社中国事業開発室 岩瀬英明
で、中国から世界へ」 省エネ・環境ビジネス開発グループ課長

12

は、こ れ か ら

「中国都市汚水処理・
中国国際工程諮詢公司 楊東民副総経
再生利用の現状と発
理
展対策」

4

5

8 月6日（月） 第 7回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

における汚泥とごみの混合処理のモデル事業に

活動内容

藤水ビジネス・国際インフラシステム推進室

8 月 5日（日） 北京→東京

した中国における事業展開の今後のあり方（後

水・汚泥処理視察日程

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

エネルギー管理システム分科会
中国一万企業省エネ行動とも連繋

までに確立）するよう誘導することが計画さ

ルギー管理システムを構築（国有企業は 年

ギー供給が逼迫し、効率的なエネルギー管理
れている。省エネ設備を投入し、生産・製造
現することが求められている。
そのため、エネルギー管理システム構築の推
国家が各企業の持続的かつ有効なエネルギー

進計画の制定、研修・交流活動の実施など、
管理メカニズムの構築をサポート。さらに、エ

することを目標に策定した。そのため官民一体

奨励・拘束の政策を制定するなど、法の整備も

日本側報告者

株式会社アズビル国際本部国際営業部シニ
アセールスエンジニア 黒澤修一
“ エネルギー管理の取組み事例について ”

中国側報告者

山東省政府省エネルギー弁公室副主任 趙旭東
“ 企業のエネルギー管理実施成果について ”

日本側報告者

一般社団法人電子情報技術産業協会理事イ
ンダストリシステム部長 湛 久徳
“企業のエネルギーマネジメント－課題と対策－”

中国側報告者

済鋼集団エネルギー環境部長 李健民
“ エネルギー管理実施効果について ”

れている。

管理要員の資格取得システムの導入も検討さ
ルティングを提供しつつエネルギー使用量を削

おり、すでに日本で確立されているエネルギー

8月6日
（月）

第 7 回日中省エネルギー・環境総合フォ
ーラム
8 月 7 日 (火)

清水建設〈スマートソリューションラボ〉
東京大学駒場キャンパス〈理想の教育
棟（ZEB 取組）
〉
東京→札幌
8月8日
（水）

午前：札幌環境局での交流会
午後：札幌駅ＪＲタワー
（地熱利用技術）
8 月 9 日 (木)

午前：サッポロビール工場視察
午後：札幌市内視察

8 月10日(金) 札幌→北京

日本側責任者総括 茂木課長

中国側責任者総括 王副処長

は 日から 日までの 日にわたり、東京お

なお、分科会開催後、中国側分科会参加者

極的に取組んでいきたい。

としている。その推進に向けて、当協会も積

情報交換を頻繁に行い、相互理解を深めよう

されることを目指し、今回のフォーラムを機に

ではあるが、次回には調印プロジェクトが創出

今回のフォーラムで新たに設立された分科会

中国標準研究院資源環境省エネ室主任 王賡
“ 中国におけるエネルギー管理システムの基準
について ”

減する ESCO 事業者を含め、IT と通信

中国側報告者

急速にエネルギー管理の体系化が求められて

重要な取組みとみなされている。

財団法人省エネルギーセンター国際協力本
部長 石原 明
“ エネルギー管理の進展とその人材育成 ”

状況の分析、改善、設備の導入などのコンサ

める工業および非工業企業約 万 6000 社

60

きな余地がある。日本では、エネルギーの使用

1

システムの確立・推進を急ぐ必要がある。

日本側報告者

を融合させた高い技術力で省エネに取組んでい

中国側報告者

国家発展改革委員会環資司節能処主任科員
王雲紅
“ 中国政府によるエネルギー管理システム推
進の考え方ついて ”

いるなか、IT ソリューションによる効率的な

中国側責任者挨拶 王副処長

その具体的な実行計画として、万社企業（政

日本側責任者挨拶 茂木課長

秀なエネルギー管理要員の確保が課題となって

中国側責任者：国家発展改革委員会環資司節能処副処長 王静
波

る企業は多い。また、中国では経験豊かで優

日本側責任者：経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新
エネルギー部省エネルギー対策課課長 茂木正

となっている。そこに日本のビジネス参入の大

エネルギー管理システム分科会アジェンダ

エネルギー管理手法や人材の育成などが課題

となり、効率的で持続可能なエネルギー管理

ネルギー管理システムの認証規範を統一化し、

2015 年までに、中国の GDP1 万元あ

計 画 の最 重 要 課 題 の一つと して、

などの全工程でのトータルエネルギー管理を実

が大きな課題となっている。第 次五カ年計画

中 国では、 急 速な経 済 発 展に伴いエネル
13

たりのエネルギー消費を 年比で ％減とし、

・

理システム分科会が開催された。

り込まれことを受け、今回新たにエネルギー管

（ ・ 計画）の重要政策に省エネ対策が盛

12

標準炭 億 7000 万トン分の節約を実現

16

府が中国のエネルギー消費総量の約 ％を占

経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・
新エネルギー部省エネルギー対策課係長 出
光啓祐
“ 日本におけるエネルギー管理について ”

した。

（企画調査部 杜本水萌）

と深夜電力を利用した省エネシステムを見学

テムや、寒冷地の特性を活かし自然エネルギー

Ｒタワーの天然ガスコージェネレーションシス

ネ対策についての交流会を開催し、札幌駅Ｊ

を視察。札幌では、市環境局の協力により省エ

るゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の取組み

ボ」を見学し、東京大学の理想の教育棟におけ

した最先端オフィス「スマートソリューションラ

東京では、清水建設の環境負荷低減を追求

よび札幌市で視察、訪問を行った。

4

10

を選定）の省エネ・低炭素アクションが進めら

8月5日
（日）北京→東京

12/10/16 19:56
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日本側報告者

10

5

5
6

れている。このアクションでは２億５０００万

活動内容
期日

7

12

12
トン標準炭の省エネを目標とし、各企業のエネ

エネルギー管理システム視察日程
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する半導体照明産業の総生産額は 1560 億

グリーン建築・LED 分科会は、日中両国
への財政奨励金の支給等によるグリーン建築

ン建築発展特別資金の設立、グリーン建築物

関する政策・措置として、①建築省エネ・グリー

明を導入するという「十城万盞」プロジェクト

年には のモデル都市で１万カ所に LED 照

政府による強力な後押しがある。例えば、

達させることなどが掲げられている。

現時点では、中国における LED 照明の普

及率はまだまだ低い。しかし、従来の照明製

品からの切り替えが進むことで、今後、中国

の LED 照明市場は爆発的に成長する可能

分野への投資拡大、②新設のエコシティでは新

り替えを促進しており、その後もモデル都市を

を打ち出し、補助金による LED 照明への切

市場等の面でそれぞれ優位性を有し、日中両

パテント・材料・設備等の面で、中国は応用・

研究・産業連盟の呉玲秘書長は、日本はコア

性がある。本分科会にて国家半導体照明工程

照明の普及と省エネ効果への期待の高まりを受
築の ％をグリーン建築とする等、エコシティ・

08

（１）グリーン建築

させることを目的として開催された。
④プレハブ化等を通じたグリーン建築の産業化

制措置、③住宅ローン金利優遇などの奨励金、

再生可能エネルギーモデル都市等を通じた強

一つである省エネ・環境保護産業に半導体照明

として発展を加速させている戦略的新興産業の

また ・ 計画では、中国政府が重点分野

ラムの調印プロジェクトが基となり、LED 照

第６回日中省エネルギー・環境総合フォー

明の規格化・標準化に関する相互交流・協力

参入の余地は大きい。

い技術を持つ日本企業の中国 LED 市場への

国は相互補完性が強いと講演したように、高

近年、中国では急速な工業化等を背景にエ

促進、⑤関連技術・政策の研究の加速が挙げ

（LED）が重要産業として位置付けられた。

拡大させている。

ネルギー消費量が増大しており、成長を制約
られた。

年までの目標として、技術基準・検査測定

g
n
i
d
l
i
u
b
n
e
e
r
g

発展が促進され、当分野で先進的技術を有す

ること、総生産額 5000 億元を達成するこ

中心とする半導体照明のシェアを ％以上とす

体系の整備、国内照明市場における LED を

り、それが日本企業の中国進出促進につながる

頻繁に行われることで双方に対する理解が深ま

等の取組みもすでに行われている。情報交換が

このように ・ 計画期にはグリーン建築の
る日本企業との協力の可能性に期待が高まって

モデル事業の構築等

中国側責任者
呂侃副処長
総括

いる。当協会ではすでにグリーン建築分野での

8月6日
（月）第 7 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

午前：清水建設技術研究所
8 月 7 日 (火) 午後：東京大学駒場キャンパス
東京→京都

中国側報告者

中国建築省エネ協会副会長 顧端青
“ 中国における建築物省エネ推進の主な政策措置 ”

日本側報告者

パナソニック（中国） 筒井亨
“ パナソニックのグリーン建築への取組み ”

30

経済産業省資源エネルギー庁省エネ・新エネ部省エ
【グリーン建築】
ネルギー対策課課長補佐 大野敬介
日本側報告者
“日本における住宅・建築物の省エネ規制の現状について”

第 次五カ年計画（ ・ 計画）では、グ

午前：豊田合成・佐賀工場
午後：博多駅ビル

こうした課題を乗

日本側責任者
木原室長
総括

リーン建築を農村建設における発展方式転換

8 月 9 日 (木)

が挙げられる。

日本電球工業会 杉山謙二
日本側報告者 “LED 照明の JIS 化及び直管 LED ランプシステムとそ
の規格化の紹介 ”

ことを期待したい。 （企画調査部 岡本謙三）

午前：京セラ 本社
午後：京都→福岡

繁な情報交換を通じ

日本照明器具工業会専務理事 泥正典
【ＬＥＤ】
“LED 照明の本格的普及のための施策と規格標準化の
日本側報告者
制定 ”

と、LEDの発光効率を世界の先進レベルに到

8月8日
（水）

り越えるために、頻

Win ー Win の関

中国建築化学研究院建築環境・省エネ研究院 呉剣
中国側報告者 林
“ データセンター 省エネルギー技術研究 ”

えた日中協力拡大に向けた課題として、①コ

期日

て相互理解を促進し、
係構築が重要である。

中国側責任者
呂侃副処長
挨拶

日中交流事業に取組んでいるが、そこから見

活動内容

れる日本側とのミスマッチ、③模範となりうる

8月5日
（日）北京→羽田

スト、②技術を求める中国側と技術流出を恐

グリーン建築・LED 視察日程

科会にて中国建築省エネ協会の顧端青副会長

8 月10日(金) 福岡→北京

（２）ＬＥＤ
世界的に LED 産

国家電光源監督検査センター（北京）主任 華樹明
“ 中国の半導体照明規格と品質に関する研究 ”

中国側報告者

国家半導体照明工程研発及産業連盟秘書長 呉玲
“ 中国 LED 照明産業の発展の現状と日中協力の提案 ”

中国側報告者

業の高成長が続く中、
中国もその例外では
LED 照明を中心と

ない。２０１１年の

日本側責任者
木原室長
挨拶

るグリーン建築の普及を目指している。本分

）である。

5

5

中国側責任者：国家発展改革委員会環資司節能減排処 副処長 呂侃

5

18
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グリーン建築・LED 分科会

元となり、その年成長率は 年の前年比 ％

係のエネルギー消費の増加と、昨今の LED

こうした LED 産業成長の背景には、中国

増よりは鈍化したものの、同 ％に達した。

40

におけるエネルギー総消費量に占める建築関

グリーン建築・LED照明産業の発展加速と日本企業への期待

30 10

け、日中両国の協力の可能性を展望し、具体化

10

するボトルネックとなっている。そうした課題

80

のための重要な方法と見做し、建設業におけ

ン建築（

の解決手段の一つとして注目されるのがグリー
12

12

日本側責任者：経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネル
ギー部国際室長 木原晋一

12

より、 ・ 計画期におけるグリーン建築に
5

12/10/16 19:56
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グリーン建築・LED 分科会アジェンダ
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第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

自動車分科会

に中国における次世代自動車普及のインフラを

長城）等のメーカー代表者が参加した。さら

住む中国と、我が国の住宅事情の違いが、普

に進んでいる。都市住民の大半が集合住宅に

の取組みが必要である点で、双方の認識は一致

及のロードマップや企業の商品戦略の方向を明

中国では次世代自動車普及が各地政府と当

次世代エネルギー自動車の未来像と普及戦略
当初は低燃費・低炭素化の観点から HV

している。また、自動車が今後、単に移動のツー

確に分けているが、普及に必須の社会インフラ

車等の開発・普及戦略に焦点をあてていた自

ルだけでなく、エネルギーの供給・貯蓄手段と

担う国家電網や関連システム・機器開発の研

自動車分科会ではここ数年、次世代エネル

地企業、電力会社等の連携により、主として

なる点、さらには、スマートコミュニティを実

究機関（電子１８研）
、
企業（普天新能源）など、
ギー自動車の普及について、政策と技術開発の
動車分科会だが、一昨年、第５回フォーラムで

バス、タクシー等の公共交通機関において急速

においては、標準化・共通化など互換性確保

両面から、日中それぞれの取組みの現状と展

に進められている（十城千輛工程）が、
個人ユー

これまでにない多様な顔ぶれが参加した。

望について交流してきた。
規格）の状況や国際標準化への動き

は電気自動車の充電インフラの整備（我が国の

我が国では３・ を契機にエネルギー基本

o
M
e
d
A
H
C

ク調整と有効利用、さらには災害等緊急時に

能エネルギーの利活用、電力供給・消費のピー

見た次世代エネルギー自動車の開発戦略、採

戦略・政府の取組みと、自動車メーカーから

の状況を視察し、今年は我が国における普及

国各地における次世代自動車普及と技術開発

個人ユーザーによる次世代乗用車購入が順調

らにはスマートハウス普及への好感等により、

比較的手厚い補助策と環境志向の高まり、さ

及はそれほど進んでいない。一方、我が国では

置や市場での認知度の限定的なこともあり、普

ザーに対しては、補助金等のインセンティブ措

ほか、大阪府やけいはんな学研都市を訪問し、

（追浜工場）
、トヨタ（東日本―岩手工場）の

いる。 また、ホンダ（スマートホーム）
、日産

現するために重要な役割を果たす点も一致して

について交流、昨年の第 回フォーラムでは中

おけるエネルギーの確保などを実現するため、

用技術の方向や、パーソナルモビリティ等新た

政策の転換が大きな課題となっており、再生可

分散型エネルギーシステムの導入、家庭や地域

日産自動車追浜工場
新横浜→東京→仙台→新花巻
8月8日
（水）

トヨタ自動車東日本 岩手工場
仙台→伊丹

JR 大阪駅ＥＶタクシー専用乗場
大阪府の新エネルギー自動車普及施策紹
8月9日
（木） 介・TGMY EV 試乗
けいはんな学研都市（次世代エネルギー社
会システム実証プロジェクト）

普及に取組み、数年内の現

自動車分科会アジェンダ

開会挨拶・報告者紹介（司会）

夏目健夫 経済産業省大臣官房政策企画官（自動車通
商政策担当）

挨拶・報告者紹介

呉衛 国家発展改革委員会産業協調司機械装備処調研員

日本の次世代自動車戦略

社会経済と調和した発展を志向
李万里 中国汽車工業協会副秘書長
する中国自動車産業

井上悟志 経済産業省電池・次世代技術・ITS 推進室長

電気自動車の普及に向けて－車・
篠原稔 日産自動車常務執行役員
インフラ・新たな価値創出－

中国の新エネ自動車と自動車省
金約夫 中国汽車技術研究中心標準所副総工程師
エネルギー

EV 技術の活用の現状と産業イノ
侯福深 中国汽車工程学会技術発展部部長
ベーション

次世代車に向けた環境技術戦略
奥平総一郎 トヨタ自動車常務役員
とスマートコミュニティへの取組み

純電動自動車産業発展の道を目 夏順礼 江淮汽車技術中心新能源汽車工程研究院院長
指して
助理

（事業開発部長 中島俊輔）

実地の取り組みを視察した。

単位でのエネルギー利用の最適化やエネルギー
ウス、スマートコミュニティ
の実証事業について、中国

な移動ツールとスマートハ

側に紹介した。同時に、中

そのものの地産地消を実現するスマートハウス、
ている。そして、これらのエネルギーシステム

国の生産拠点都市などで、

8 月10日
（金）関西国際空港→北京

スマートコミュニティの早期普及に注目が集まっ

ブリッド車（HV/HEV）
、プラグインハイ

8月7日
（火）

に最適化した車両の開発・
地生産も視野に入れている

質疑応答・総括

ことが紹介された。
中国からは国家発展改革
委員会産業協調司（自動車
政策）を筆頭に天津、武漢、
大 連の発 改 委、 中 国 汽 車
工業協会、汽車工程学会、
中国汽車技術研究中心等の
業界組織、学会、国家級研
究機関や、各地から国有（一
汽、東風、江淮、長安、北京、
宇通客車）
・民営（BYD、

高須賀祥隆 本田技術研究所四輪 R&D センター主任研
究員

中国広州市における EV 実証実
験について

のコアとなるのが、電気自動車（EV）
、ハイ

第 7 回日中省エネルギー・環境総合フォー
ラム

証実験を行い、中国の実情

期日

12/10/16 19:56
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8月6日
（月）

EV/PHV の 走 行・ 実

活動内容

代エネルギー自動車である。
北京→羽田
8月5日
（日） HONDA スマートホームシステム（HSHS）実
証実験棟

ブリッド車（PHV/PHEV）などの次世

自動車視察日程
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参加し、石炭コースは京都、大阪、火力

画官、中国側は国家能源局煤炭司の夏興処

業省資源エネルギー庁石炭課の鈴木謙次郎企

すると下記が挙げられる。

て、重要な課題と中国側のニーズを整理

火力発電分野における ・ 計画におい

さて、当分科会でも議論された石炭・

介をもとに、意見交換を行った。

脱硫等環境設備について政策面や技術面での紹

（CCT）
、炭鉱メタンガスの有効活用の方法、

②クリーンコールテクノロジーの発展・利

①低炭素・資源循環型炭鉱地域の発展

【石炭分野】

は前半同様、鈴木企画官、中国側は国家能源

⑤石炭物流の発展と緊急備蓄システムの構築

④炭鉱の現代化、安全性の向上

③炭鉱メタンガスの有効活用

用促進

局電力司総合処の趙一農処長がモデレータを務

また、後半の火力発電分科会では、日本側

め、既存の石炭火力発電所の発電効率向上の

②資源節約とクリーンコール発電技術の推進

①発電効率の向上

8月8日
（水） 大阪ガス泉北製造所ガス科学館

火力発電分科会視察

8月5日
（日） 北京→成田

①日中共同委員会
8 月 7 日 (火) ②電源開発磯子火力発電所
羽田→出雲

8月8日
（水） 中国電力三隅火力発電所

8 月10 日(金) 福岡→北京

石炭・火力発電分科会アジェンダ

モデレータ 日本側：鈴木謙次郎 資源エネルギー庁資源・燃料部石炭課企画官
冒頭挨拶 中国側：夏興 国家能源局煤炭司処長

①低炭素・資源循環型炭鉱地域の形成に向けたクリーンコールテクノ
ロジー (CCT) の技術開発と普及の取組み
中垣喜彦 一般財団法人石炭エネルギーセンター会長
②低濃度炭鉱メタンガス濃縮技術による省エネと温室効果ガス削減の
取り組み
日本側パネ
増田正孝 大阪ガス株式会社エンジニアリング部環境ソリューション
リスト発表
チームマネジャー
③新日鉄エンジニアリングの省エネ・環境分野への取組み
水野正孝 新日鉄エンジニアリング株式会社戦略企画センタークリーン
コール事業推進部

①低炭素経済における神華集団の発展の歩み
江建武 神華集団有限責任公司 環境保護部副総経理
中国側パネ ②生産方式の転換・充填採掘による石炭企業の持続可能な発展の推進
李希勇 山東能源新汶鉱業集団有限責任公司董事長
リスト発表
③緑色環境生態保護鉱区開発の模索と実践
宋老虎 陝西煤業股份有限公司総経理

日本側：鈴木企画官、中国側：夏処長

モデレータ 日本側：鈴木謙次郎 資源エネルギー庁資源・燃料部石炭課企画官
冒頭挨拶 中国側：趙一農 国家能源局電力司総合処長

①高効率石炭火力発電技術開発 -J-POWERにおけるIGCC開発の取り組み 村山均 電源開発株式会社取締役常務執行役員
日本側パネ ②ソフトウエアを活用した石炭ボイラの省エネ・環境改善技術
藤原尚樹 出光興産株式会社販売部石炭事業室石炭・環境研究所長
リスト発表
③脱硝・脱硫技術
木田栄次 バブコック日立株式会社取締役

①クリーンで高効率、低炭素発展―省エネ環境技術の研究 ･ 応用
孫平 神華国華（北京）電力研究院有限公司副総経理
中国側パネ ②中国の火力発電所の省エネ技術
楊寿敏 西安熱工研究院有限公司（TPRI）副総工程師
リスト発表
③中国の CCS 技術の進展
郜時旺 中国華能集団クリーンエネルギー技術研究院有限公司副主任

発表に関するモデレーター及びパネリスト間の質疑応答

日本側：鈴木企画官、中国側：趙処長

位性を生かしたビジネス参入のポテンシャルと

の研究開発

④商習慣（プロジェクトにおける契約や意志決

②価格競争力
力②クリーンコールテクノロジー③ IGCC、

こういった課題の解決には、やはり当フォー

定）の相違

これまで７回のフォーラムにおいて、石炭・

信頼関係、相互理解が不可欠である。産官で

日中政府間・業界団体・企業間の強い連携と

ラムの産官プラットフォームとともに、さらなる
火力発電分野の調印案件は、 件を数え、分

など環境設備などが挙げられる。

炭火力発電所の効率的な運営⑤脱硝や水処理

IGFC などの高効率発電技術の優位性④石

③知的財産権の保護

①現状（現地のニーズ）に合わせた技術・設備

火力発電分科会

展に寄与する技術・設備導入に向けた参画・協

発表に関するモデレーター及びパネリスト間の質疑応答

しては、①低炭素・資源循環型炭鉱地域の発

こうした課題とニーズに対し、日本企業の優

石炭分科会

プロジェクト協力が進んでいる。しかし、今回

科会の開催とともに、多領域における具体的な

的なビジネスモデルとしては、日中がリーダー

た技術・設備の研究開発・普及を進め、理想

の多層的な交流により、中国国内の現状に応じ

進めていき、抱える課題を双方の優位性を生か

となり、アジアをはじめ第三国へ共同で普及を

の分科会に参加する日中双方の参加者からのヒ
アリングを続ける中で、プロジェクトの更なる進

いだろうか。

（事業開発部主任 太田 圭）

Win な関係を構築していくことも可能ではな

しつつ、努力により解決することで、Win ー

展に向け、下記の課題が浮き彫りとなった。こ
れは、まさに日本企業のビジネス参入に向けた
課題ともいえる。
【課題】
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石炭・火力発電分科会
・ 計画および中国側ニーズと日本企業の
ビジネス参入可能性について
に 人、火力発電分科会コースに 人が

づき、今回もフォーラムの分科会の一つとして開
発電コースは横浜市、島根、広島、福岡

長がモデレータを務め、 低炭 素・資源循環

などを訪問し、意見交換を行った。

型炭鉱地域構想とクリーンコールテクノロジー

前半の石炭分科会では、日本側は経済産

催された。

石炭・火力発電分科会は、一昨年、昨年につ
24

【火力発電分野】

品川→京都
公益財団法人地球環境産業技術
研究機構（RITE）本部
京都→大阪

総括発言

5

環境設備の開発普及状況、今後の日中協力等に

8 月 7 日(火)

総括発言

12

ための技術導入や、最新の石炭火力発電技術・

第 7 回日中省エネルギー・環境
総合フォーラム

12/10/16 19:56
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ついて発表後、意見交換を行った。

8月6日
（月）

③熱電聯産（コジェネレーション）の奨励・発展

期日

④排出削減に向けた環境保護設備の導入推進

8月5日
（日） 北京→成田

また、フォーラム後の地方視察では、中国側

石炭分科会視察

政府、業界団体・企業から石炭分科会コース

広島→北九州
電源開発若松研究所
8 月 9日 (木)

第 7 回日中省エネルギー・環境
総合フォーラム
8月6日
（月）

29

17

12
5

石炭・火力発電視察日程

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

分散型エネルギー分科会
第 次五カ年計画においても盛り込んでおり、

ロジェクトの積極推進、制度整備の加速化等を

このため、中国政府においても、今後関連プ

発展に対しても非常に意義があるとしている。

ネルギーの割当額や発電企業による再生可能エ

目標評価制度」や、送電網企業への再生可能エ

める事を目的とした「再生可能エネルギー発展

ルギー発展の目標を定め、施設の標準化を進

があった。

ら、最新の取組み状況などについて詳細な紹介

電網公司、モデルプロジェクトの実施企業等か

行われた。中国側からも、政策的取組み状況、

源エネルギー庁と、国家能源局電力司の合意
のモデルプロジェクトを建設し、2020 年ま

天然ガス分散型エネルギーは、1000 カ所

階に入っている。また、こうした制度の実施主

可能エネルギー電力割当て制度」などが実施段

ネルギー発電施設の投資比率等を定めた「再生

質問があったほか、中国側のプレゼンテーショ

実証実験に対して、中国側企業から積極的な

質疑応答においては、日本のプロジェクトの

分散型エネルギー分科会は、経済産業省資
を得て今回新たに設置された分科会である。

体を支援する事を目的として、再生可能エネル

こうした背景を受け、分科会において、日

して、太陽光発電などの発電効率の予測シス

また、日本企業の協力が求められる分野と

度等、迅速な制度整備が求められている。
本側より東日本大震災後、集中型エネルギー

設、
配電分野における自動制御、
通信技術の他、

テムの導入、送電分野におけるスマート変電施

で、グリッド接続による余剰電力の買い取り制

供給システムからの転換を目的とした分散型エ

資補助政策の整備、関税・増値税・所得税等の

ネルギーの実証実験の取組み状況、実際にプロ

減免措置なども積極的に整備を行っている。

、水力発電
型太陽光発電を 400万 に増加）

、太陽光発電（中西部を
1750万 を増設）

（設備容量を 8000万 増設、うち小規模

中心にプロジェクトを推進し、 年までに分散

急速な経済発展が進んだ結果、中国では、

国家電網公司スマートグ
林弘宇 国家電網公司科学技術
リッド分散型エネルギー
部スマートグリッド処処長
系統連系構築の実践

日本側

笛木 豊 富士電機株式会社電
富士電機のスマートコミュ
力・社会インフラ事業本部エネ
ニティ～中国での取組み
ルギー流通事業部スマートコミ
～
ュニティ総合技術部主査

劉顕明 中国華電集団分散型エ
華電集団の分散型エネル
中国側 ネルギー工程技術有限公司総
ギー分野における実践
経理

田村滋 株式会社日立製作所イ
日立の分散エネルギー、
マ
日本側 ンフラシステム社送配電システ
イクログリッドの取組み
ム部グループリーダー主任技師

国家新エネルギーモデル
都市 トルファンモデル地
陳正安 龍源（北京）太陽エネル
区
中国側
ギー技術有限公司総経理
屋上太陽光発電・マイクロ
グリッド試験プロジェクト

大容量蓄電池、各家庭のスマートメーター等

中国側

の分野に対しても、日本企業による技術協力

荒牧敬次 北九州市環境局統括
専門官（北九州スマートコミュニ 北九州スマートコミュニテ
ティ創造事業プロジェクトエグゼ ィ創造事業
クティブ）

７分科会の中では最大の視察団規模となった。

利用した発電設備容量を 800万 、メタン

張有生 国家発展改革委員会エ
中国における分散型エネ
中国側 ネルギー研究所エネルギー経
ルギーの発展状況と政策
済センター主任

ジェクトを推進している地方自治体、海外にお

、バイオマス発
水力発電は 1000万 増設）

ガス発電設備容量を 200万 、ごみ処理発

kW

いても実証プロジェクトを積極的に推進してい

電（第 次五カ年計画期間内に、農林廃材等を

減、安全性、即応性など、多くの分野で分散型

電設備容量を 300万 に引き上げ、全体で

小倉→羽田
成田→北京

の期待が紹介された。（業務部主査 伊藤 智）

化石燃料の大量使用による資源の枯渇、環境

とりわけ沿海部大型公共建築物、大型商業施

総括 日本側 小見山 室長
発言 中国側 趙 調研員

エネルギー導入の利点が強く認識されており、

8 月10 日
（金）

経済産業省による政策的
取組み状況
日本側 小見山 室長

kW

またこれらを政策的、財政的に支援、促進

中国側
趙鉄岩 国家能源局電力司調研員
（司会）

15

kW

1300万 の設備容量を整備）となっている。

京都→小倉
北九州スマートコミュニティ視察

テーマ
氏名・役職

kW kW
kW

kW

設や、都市化の発展途上にある中西部を中心

8 月 9 日（木）

るメーカーから、最新の取組み状況等の紹介が

破壊等の問題が発生している。省エネ、排出削

企業の関心度は非常に高く、視察活動におい

提出されるなど、プロジェクトが先行する一方

ク等を中心に一定規模以上の都市において設備

間 内に設 備 容 量 7000万 、分 散 型 開 発

kW

に、膨大な送電、発電コストの負担を軽減す

分散型エネルギー分科会アジェンダ

12

kW

ギー価格制度の見直し、再生可能エネルギー投

でに都市部工業団地、大型商業施設、エコパー
容量 5000万 を実現する計画である。こ

中国側からは、中央政府関係者、地方政府関
グ企業など、広範なメンバーから構成され、日
の他、独立型風力発電（第 次五カ年計画期

係者の他、電網公司、建設企業、コンサルティン
本側出席者約 人、中国側 人と会議規模は

ンに対して、中国の企業家から質問、要望が

12

ては、中国側参加者人数が 人となり、今回

中規模ではあったものの、本分野における双方

42

39

とよたエコフルタウン視察
「家庭・コミュニティ型」低炭素
都市構想実証棟視察
8 月 8 日（水）
名古屋→京都
嵐山小水力発電所・渡月橋照明灯
システム視察

各省・大型エネルギー企業による再生可能エネ

期日

12/10/16 19:56
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12

kW

70

住友電工横浜製作所視察
大成建設技術センター視察
8 月 7 日（火） 横浜→名古屋
名駅東エネルギーセンター冷熱電
コジェネ施設視察

していくため、
「再生可能エネルギー法」の他、

日本側

発表

日本側 小見山康二 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・
（司会） 新エネルギー部新産業・社会システム推進室長

挨拶

第７回日中省エネルギー・環境総
合フォーラム
8 月 6 日（月）

活動内容

るものと期待されており、今後中国が取組ん

8 月 5 日（日） 北京→成田

でいるエネルギー構造の転換、同産業の安定的

分散型エネルギー視察日程
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東京 → 半田
豊田メタル株式会社（廃自動車破砕処理及び
再利用）
半田 → 松本
8 月 8 日（水）

松本 → 小諸
浅麓汚泥再生処理センター（し尿、汚泥、厨芥
8 月 9 日 (木)
の資源化）
小諸 → 東京

今 回の訪 日 団 は、

るとみられる。

LT 分科会アジェンダ

挨
前田泰生 日中長期貿易協議委員会省エネ等技術交流促進部会部会長・電源
日本側
開発株式会社代表取締役副社長
拶
テーマ

中国の自動車リサイクル産業の発展状
況

務局 葛西 敦）

日本側

須藤幸 一般社団法人自動車再資源 フロン・エアバック回収・再資源化の取
化協力機構理事・業務部部長
組み

日本側

小林達也 有限会社しのぶや代表取 中国での自動車リサイクル事業に関して
締役
～ CAPA プロジェクト～

中国側

黄鴎 北京市市政工程設計研究総院
中国の汚泥処理における技術への提言
副総工程師

日本側

森田弘昭 国土交通省国土技術政策総 日本における下水汚泥の処理処分の現
合研究所下水道研究部下水道研究官 状と今後の展開方針

中国側

銭鳴 湖北博実城郷環境能源工程有
中日企業協力と知的財産権保護
限公司副総経理

日本側

大河内孝 川崎市上下水道局入江崎
川崎市の下水汚泥処理
総合スラッジセンター所長

理

黎宇科 中国汽車技術研究中心研究 中国の自動車リサイクル業発展の現状
員
と趨勢

処

中国側

泥

小野正 経済産業省大臣官房総務課 日本の自動車リサイクルをめぐる政策
企画官（自動車リサイクル担当）
体系と課題

汚

日本側

使 用 済 自 動 車

（事業開発部参与・日中長期貿易協議委員会事

ているところである。

現に中国各地で日中共同プロジェクトが進行し

日中同時進行する可能性、必要性は大きい。

等々、政策的にあるいは実際の現場において、

適化、地域全体の最適化、柔軟で強靭な運用

エネルギー創生と資源化、下水システムの最

源化を進めるためには我が国が目指している

適切な方法で行われているが、さらなる再資

回収とその資源化は、各地域の実情に合わせ

これら汚泥を処理する一方で、エネルギー

まれている。

増加していくと見 込

80
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日中長期貿易協議委員会 第７回定期交流 ＬＴ分科会
異なった２つの処理方
処理業者を見学。中

ますます期待されるリサイクル
収、分類、輸送、集中処理の完全化の中で、

法を採用するＥＬＶ
日中長期貿易協議委員会・省エネ等技術交

国では中古部品の直

で行 われているよ う

るが、今後、我が国

自動車年間生産量が１８００万台を超え、

回収部品を車両以外

な 処 理 方 法 を 用い、

①今後ますます増えるＥＬＶとその処理

接再利用が主流であ

資源の再利用化、無害処理化の推進が「 ・
計画」では明確にうたわれている。

流促進部会と中日長期貿易協議委員会・省
エネ環境保護技術合作分会が、省エネ・環境
催している定期交流は７回目を迎え、今回も

に関するビジネスを推進する場として毎年開

年間、ＥＬＶが持続的には増加すると見て

保有台数も１億台を突破した中国では、今後

おいても検 討 対 象に

に再利用する分野に

昨年の第６回定期交流に引き続き、テーマ

フォーラム分科会の一つとして開催された。

状に合わなくなっており、「廃棄自動車回収解

いる。しかし、回収業者を規定した条例は現

泥の発生量

②今も増え続ける汚

なると思われる。

車の回収・処理に関する日中間の技術交流・

体管理条例」の早期公布が待たれるところで

は、中国商務部が強力に推進する使用済自動
案件創出、都市汚泥の無害化に関するプロジェ
ある。

このような状況の中で日本企業参入の潜在

クト、汚水・汚泥の処理処置についての技術
ニーズ動向などで、日中双方から発表、紹介

・

計 画 期 間 中、 含 水

中 国では

企業数社が共同で中国側との再利用プロジェ

力は非常に大きく、現に江蘇省において日本

省エネ・環境保護分野における共通の原則

率

を行った。

クトを展開している。また、ほかにもいくつか

（ELV）株式会社啓愛社栃木リサイクル工場（廃
自動車処理及び再利用）
（汚泥）横浜市環境創造局北部汚泥資源化セ
8 月 7 日 (火)
ンター（都市汚泥の資源再生化）
バイオエナジー株式会社城南島食品リサイクル
施設（食品廃棄物の資源再生化）

％ 以 上の汚 泥

として「減量化、再利用、資源化」の三本柱

は年間２５０万～

5

の自動車リサイクル合弁プロジェクトが進行し

12

がある。

8 月 6 日（月） 第 7 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

中国側 龍少海 中国物資再生協会副会長

12

３００万トンの勢いで

活動内容
期日

12/10/16 19:56
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使用済自動車（ＥＬＶ）あるいは汚泥の回

8 月 5 日（日） 北京→羽田

氏名・役職

5
10
8 月 10 日 (金) 成田→北京

ているところから、さらに発展する余地があ

LT 視察日程

総
周若軍 中日長期貿易委員会省エネ環保技術合作分会副会長・
中国側
中国商務部機電科技産業司副司長
括

第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

第 回日中省エネルギー・環境総合フォーラムでの

47

公司
●広州市における水・衛生問題改善のための
日中共同事業
日本側 ： 株式会社建設技術研究所
中国側 ： 広州市水務投資集団有限公司技
術センター
●中国における省エネ・環境ファンドの立ち上
げ
日本側 ： 株式会社国際協力銀行、株式会
社みずほコーポレート銀行、日揮株式会社、
月島機械株式会社
中国側 ： 中国輸出入銀行、杭州市産業発
展投資有限公司、杭州市上城区投資控股集
団有限公司
●中国石炭火力発電所の効率向上および環境
改善に関する協議書
日本側 ： 一般財団法人石炭エネルギーセン
ター
中国側 ： 中国電力企業連合会
●広東省における高効率下水汚泥減容化・再
資源化の検討
日本側 ： 月島機械株式会社
中国側 ： 広東省広業資産経営有限公司
●汚泥処理ビジネスでの協業拡大推進
日本側 ： 月島機械株式会社
中国側 ： 北京機電院高技術股份有限公司
●中国化学繊維工業協会との連携によるポリ
エステル製品の循環型リサイクルシステム構築
プロジェクト
日本側 ： 帝人株式会社
中国側 ： 精工控股集団有限公司、中国化
学繊維工業協会
●瀋陽市の水環境保全の協力に関する基本合
意書
日本側 ： 帝人株式会社
中国側 ： 瀋陽市東陵区（渾南新区）政府
●中国におけるカーバイド由来乾式アセチレン
発生の技術協力および技術許諾の契約締結
日本側 ： 電気化学工業株式会社
中国側 ： 中化国際（控股）股份有限公司
●天津経済技術開発区での分散電源普及モデ
ル共同推進についての覚書
日本側：株式会社東芝、株式会社みずほコー

ポレート銀行、株式会社エネ・ビジョン
中国側 ： 天津濱海能源発展有限公司、中
国能源建設集団有限公司天津電力設計院、
天津奥華能源技術諮詢服務有限公司
●東芝・錦州市スマートコミュニティモデルプロ
ジェクト技術協力についての覚書
日本側 ： 株式会社東芝
中国側 ： 錦州市人民政府
●東芝・清華大学地熱バイナリ発電用新媒体
の開発
日本側 ： 株式会社東芝
中国側 ： 清華大学
●東芝・清華大学火力発電所からの燃焼後二
酸化炭素回収技術の研究
日本側 ： 株式会社東芝
中国側 ： 清華大学
●東芝・清華大学水車ランナの流体・構造連
成解析手法の開発
日本側 ： 株式会社東芝
中国側 ： 清華大学
●東芝・清華大学 SCiB（TM）を用いた
車載電池システムの開発とμー EV への適用
日本側 ： 株式会社東芝
中国側 ： 清華大学
●中日唐山曹妃甸エコ工業園の事業開発に関
する戦略的協力
日本側 ： 日揮株式会社
中国側 ： 中日唐山曹妃甸エコ工業園管理委
員会
●中国宜興環保科技工業園、GGM、日新電
機太陽光領域協力プロジェクト
日本側 ： 日新電機株式会社、
（GGM）
中国側 ： 中国宜興環保科技工業園管理委
員会
●日新電機株式会社・北京亜控科技発展有限
公司 上下水道監視制御装置の共同開発
日本側 ： 日新電機株式会社
中国側 ： 北京亜控科技発展有限公司
●江蘇省における自動車解体リサイクル合弁
会社設立
日本側 ： 日本アジア投資株式会社
中国側 ： 江蘇大為科技有限公司

省エネ・環境分野における日中間の協力合意案件（ 件）
●唐山市曹妃甸新区管理委員会・日中経済協
会協力枠組み協定
日本側 ： 一般財団法人日中経済協会
中国側 ： 中国曹妃甸新区管理委員会
●中国商業施設向け ESCO/ エネルギーセ
ンター・ビジネスモデルの構築
日本側 ： イオンディライト株式会社、三菱
UFJ リース株式会社
中国側 ： 深圳達実智能股份有限公司
●中国華電集団公司華電電力科学研究院と出
光興産株式会社との石炭火力発電所における
省エネルギー・環境改善に向けた技術協力
日本側 ： 出光興産株式会社
中国側 ： 中国華電電力科学研究院
●スマートメーターおよびホームエネルギー
マネジメントシステム（HEMS）への無線・
PLC の応用に関する共同開発
日本側 ： 株式会社エアマイクロ
中国側 ： 南京宇能儀表有限公司
●中国市場においての下水汚泥乾燥システムに
関する技術指導製造販売契約
日本側 ： 株式会社大川原製作所
中国側 ： 湖北博実城郷環境能源工程有限
公司
●中国宜興環保科技園、GGM、河村電器自
動化制御システム協力プロジェクト
日本側 ： 河村電器國際貿易（上海）有限
公司、
（GGM）
中国側 ： 中国宜興環保科技工業園管理委
員会
●青島市新天地静脈工業園における廃家電製
品および廃自動車からのフロン類回収再利用
事業
日本側 ： 株式会社環境技研
中国側 ： 青島新天地投資有限公司
●宜興環保科技園 GGM 日中省エネ環境協力
促進プロジェクト
日本側 ：
（GGM）
中国側 ： 中国宜興環保科技工業園管理委
員会
●中国での省エネ塗料の代理店契約
日本側 ： グリーンランド株式会社
中国側 ： 天津日中環保節能技術服務有限

●日中半導体照明の標準化と技術開発合作の
具体的推進の合意組織設立
日本側：一般社団法人日本照明器具工業会、
一般社団法人日本電球工業会
中国側 ： 国家電光源質量監督試験センター
（北京）
●中新天津生態城清浄湖再生可能エネルギー
総合モデル事業
日本側 ： 株式会社日本総合研究所、株式
会社日立製作所、三菱重工業株式会社、
株式会社三井住友銀行
中国側 ： 中新天津生態城管理委員会
●中国におけるエネルギー見える化・見せる化
ソリューションの開発・販売協力
日本側 ： 日本総合システム株式会社
中国側 ： 北京亜控科技発展有限公司
●貴州省水環境改善および再生可能エネル
ギーの総合利用を促進する協力覚書
日本側 ： 日本テピア株式会社
中国側 ： 貴州省水利投資有限責任公司
●黒龍江省における農畜産業の資源循環型環
境保全有機微生物農法技術支援
日本側 ： 株式会社日本バイオ
中国側 ： 黒龍江北大荒農業股份有限公司
290 分公司、ハルビン青禾科技有限公司
●大連ベストシティ管理委員会、大連科技城発
展有限公司およびパナソニック株式会社「家庭
エネルギー管理モデルプロジェクト」
日本側 ： パナソニック株式会社エコソリュー
ションズ社
中国側 ： 大連ベストシティ管理委員会、大
連科技城発展有限公司
●空気圧縮機、変圧器、低圧制御機器などを
対象とした省エネ効果の可視化システムの共同
開発と省エネ事業の展開
日本側 ： 株式会社日立産機システム、日立
（中国）有限公司
中国側 ： 雲南陽光基業能源管控技術有限
公司
●大連市普湾新区と日立による省エネ・環境
保護分野におけるモデルプロジェクトに関する
協力
日本側：株式会社日立製作所、日立（中国）
有限公司
中国側 ： 大連普湾新区管理委員会
●日立・大連生態科技創新城スマートシティ・
地域エネルギーマネージメントに関するモデル
プロジェクト推進
日本側：株式会社日立製作所、日立（中国）
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有限公司
中国側 ： 大連生態科技創新城委員会、大
連科技城発展有限公司
●華能国際との戦略パートナーシップ協議書
日本側：株式会社日立製作所、日立（中国）
有限公司
中国側 ： 華能国際電力股份有限公司
●日立・清華大連携、中国における分散型電
源制御技術の研究
日本側 ： 日立（中国）研究開発有限公司
中国側 ： 清華大学
●中新天津生態城 省エネルギーおよび環境保
護事業の包括的協力の覚書
日本側 ： 日立（中国）有限公司
中国側 ： 中新天津生態城管理委員会
●大連国家生態工業モデル園区における汚水
処理・再生水処理事業合弁会社設立意向書
日本側 ： 株式会社日立プラントテクノロ
ジー、日立（中国）有限公司
中国側 ： 東達集団有限公司（水務公司）
●安全な飲料水製造技術の中国への技術移転
日本側 ： 日本ピュアウォーター株式会社
中国側 ： 大連溢澤水環境科技有限公司
●杭州銭江経済開発区における低炭素インフ
ラサービス供給事業化検討プロジェクト
日本側 ： 富士電機株式会社、株式会社日
本総合研究所
中国側 ： 杭州銭江経済開発区管理委員会
●中国での環境・省エネにおける共同事業化
取組みに関する覚書
日本側 ： 富士電機株式会社
中国側 ： 浙江大学
●浙江大学ー富士電機イノベーションセンター
の活動強化ーパワーエレクトロニクス研究室の
設置契約
日本側 ： 富士電機株式会社
中国側 ： 浙江大学
●中国における離島マイクログリッドシステム
の共同開発および実証実験
日本側 ： 富士電機株式会社
中国側 ： 浙江大学
●大連市工業ボイラにおける遠隔監視技術の
普及
日本側 ： 三浦工業株式会社
中国側 ： 大連市ボイラ圧力容器検験研究院
●無機反応型エコ・断熱・防水美化壁材の技
術転売
日本側 ： 株式会社明光建商
中国側 ： 福建欧諾漆科技有限公司
No

パネル展示概要
社名・団体名

展示内容

1

株式会社日立産機システム

環境 ･ 省エネへの貢献力につき、主力製品を例に挙げて説明。
①中国での活動基盤及び環境 ･ 省エネへの取組みと寄与について。
②主力製品：インバーター、圧縮機、アモルファス変圧器、高効率モーター、インクジェット ･プリンター。

2

横河電機株式会社

産業の省エネルギーと新エネルギーのソリューションの紹介。

3

パナソニック株式会社
ソリューションズ社

4

家電リサイクルと土壌修復に関する展示。
DOWA エコシステム株 式会 鉱山・製錬事業を発祥とする DOWA エコシステムの日本国内での事業と、グローバル展開。
中国での家電リサイクル、土壌浄化事業を紹介。
社
中国での土壌調査と浄化の相談は、蘇州同和環保工程有限公司へ。

5

富士電機株式会社

経済産業省の支援を受け、浙江省の杭州銭江経済開発区において、低炭素インフラサービスに関する共同検討を行
っています。中国は、持続可能な経済発展を目指す中で、より付加価値の高い産業の育成を志向。エネルギーインフ
ラサービスの高度化は、
そうした産業構造変化を支える基盤となる取り組み。開発区の概要と共同検討の状況を紹介。

6

堀場製作所

京都に本社のある計測機器専門企業で、中国にも上海、北京を中心に展開。日本での環境計測分野での経験、中国
での煙道排ガス、大気中のダスト計測、水質モニタリングにおける経験の紹介。

7

一般社団法人日本能率協会

産業分野の環境・エネルギー対策の専門展示会「グリーン・イノベーション ＥＸＰＯ２０１２」と、太陽光発電装置と
ＬＥＤ照明の展示会
「ＰＶ／ＬＥＤ ＴＯＫＹＯ ２０１２」
の紹介。日本能率協会は両展示会を、
２０１２年１１月１４日
（水）
～１６日（金）
、東京ビッグサイトにて開催。

8

横浜市役所

横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）は、経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実証」に選定された
プロジェクト。将来見込まれる再生可能エネルギーの大量導入を支え、エネルギー逼迫時や危機発生時においても
エネルギーの安定供給を実現できるスマートグリッドインフラの構築を目的とし、YSCP での知見・経験を活かして、
都市のパッケージ型インフラの海外展開を目指している。

9

ESCO 事業に早くから取組み、多くの事例に取組んできました。省エネ診断も国内外で相当数実施した実績があり
グンゼエンジニアリング株式
ます。これまでの豊富な経験を生かし、最適な省エネ提案。また、省エネ商材の販売にも力を入れ、射出成形機の
会社
ヒータの断熱カバーが主力商品。

エコ まるごと総合ソリューション提案。
・ビル省エネ ・施設省エネ ・エコシティー

10 岩崎電気株式会社

11 ダイセン株式会社

12

「中国環境報」の紙面を使って、日本企業の環境・省エネに関する技術や製品をアピール。
「中国環境報」は環境保護部直轄の環境報社が発行する日刊紙（ブランケット判）
。中国の環境保護政策・法規、出
来事、関連の技術・製品情報などを詳報。発行部数は約 28 万部。中央・地方政府の環境関連部署、環境保護機関・
団体、工業企業、研究・開発機関・団体などで読まれています。

監視・制御ソフト（SCADA）“KingSCADA” は、環境管理、ビル管理、工場管理、インフラ管理など、広い分野で採用。
ウェリンテック・ジャパン株式
監視・制御用ソフト（SCADA）の OEM 供給やカスタマイズ、SCADA システムの構築、ドライバーの開発、省エネ・
会社
環境保全企業の中国進出支援を行っています。

13 エヌ・イー・ティ株式会社
14

メタルハライドランプ１０００Ｗ同等の明るさでライトアップ、ゴルフ練習場やスポーツ照明におすすめの高出力ＬＥＤ
投光器。
「LEDioc FLOOD BLITZ」
メタルハライドランプ４００Ｗに替わる軽量・コンパクトなＬＥＤ高天井照明器具。
「LEDioc HIGHBAY Λ ( ラムダ )」

揺動床バイオフリンジ (BF) を使用した場合の
「自然への積極回帰」の革命効果の具体例を高好少小清新にまとめた。
ニーズ対応マーケティング戦略の起点。

日中環境・水ビジネス・リサイクル・省エネプロジェクトを成功させるための専門的コンサルティング・仲介・調査会
日中環境協力支援センター有
社。現地連絡事務所代行、市場・政策調査、コーディネイト、戦略立案、レクチャー・講演、業界雑誌『日中環境産業』
限会社
編集等の業務を行っています。日中の幅広い人脈と豊富な業務経験・情報量で貴社の中国環境ビジネスをサポート。

15 イービストレード株式会社

水質浄化装置〈ジェット・ストリーマー〉は、独自の技術により低エネルギーで水流を発生させ、停滞した水域の水質
を改善。
ダム湖のカビ臭、湖沼のアオコの大量発生、河川での悪臭を伴うスカム等、閉鎖性水域の様々な水質問題を、水の循
環により底層の貧酸素を解消することで解決。
ジェット・ストリーマーは日本、海外併せて約 100 カ所の水域で活躍。
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北京の 7 月医療改革
北

京市は 2012 年 5 月 18 日、友誼

韓効建

方で引き上げる）
」
でなければならない。

医院、朝陽医院、同仁医院、積

「降」として、コスト計算において薬品

水潭医院および児童医院の 5 箇所を

加成を撤廃し、薬品および医療用設備・

公立病院改革のモデル単位とすること

検査価格を引き下げ、
「昇」として、診

を発表した。7 月 1 日より、友誼医院

療費、手術費、看護費などの医療技

が北京市唯一の「医薬分離」を実施す

術サービス価格を引き上げ、医療サー

（注１）
という
る改革モデルの「三級甲等」

ビスの合理的コストと医療従事者の技

最高レベルの公立総合病院と認定さ

術労働価値を体現する。

れた。これまで中国で約 50 年にわた

医薬分離改革試行後の効果はどう

（注２）
に
り実施されてきた「薬品加成」

か？北京市医院管理局による 7 月 2 日

ついて約 1,500 種のすべての薬品加成

の統計データによると、7 月 1 日に診

を撤廃した。

察を受けに訪れた医療保険患者はの

医薬分離モデルの施行後、15％の

北京事務所

北京友誼医院

べ 1,583 人で、全体の 82.1％を占め、

薬品加成、登録料、診療費が撤廃さ

前の一週間に比べ 15.3％多かった。2

れ、費用はすべて医事サービス費と改

日の医療保険患者はのべ 5,472 人に達

められた。医事サービス費は医療保

し、既往外来と比べ 17.9％増加した。

険の対象となり、医療保険センターか

医療保険患者の 1 回当たりの平均費用

ら1 人 1 回当たり支払われる定額の 40

は 23.1％減少し、薬代も134.33 元少な

元に加え、医療保険患者が 1 人 1 回当

くなった。医療保険患者の自己負担分

たり支払う基準は、普通診療が 2 元、

は 21.4％軽減され、患者が実利を得た

副主任医師の場合が 20 元、主任医師

ことになる。

が 40 元、著名専門医師が 60 元とな

モデルの施行から 2 日が経ち、友誼

った。このため、普通診療が従来の 5

医院では薬品代の面で患者に計 37.9

元（個人負担 0.5 元、保険 4.5 元）か

万元の利益をもたらしたばかりでなく、

ら 42 元に上がっても、実際には医療

患者が医者にかかる習慣にも変化が生

保険で 40 元がカバーされ、患者は 2

じた。改革前は、何よりもまず専門医

元の負担で済むので、直感的に病院

が求められたが、今では普通診療が望

での診療は安くなったように思える。

まれている。大病や難病が疑われる場

ところで、病院での診察費が高いの

合にのみ専門医に診てもらうように変

はなぜだろうか？中国政府は 09 年か

わった。専門医診療に対する需要は前

らこの問題に関して多くの政策・措置

の週に比べ 18.14％下落し、専門医診

を打ち出し始めた。例えば、医療保険

療はもはや「一号難求（最も求め難き

水準を高めたり、国家基本医薬制度を

もの）
」ではなくなった。医者のサービ

構築したり、薬品流通秩序を整理した

スに対する全体の満足度は 90.2％とな

り等の措置である。特に公立病院改

り、そのうち十分満足が 35.8％で、不

革の推進を提起し、その基本的方向

満足はわずか 2.6％であった。44.4％の

は長期に存在する利益行為の変革であ

患者は薬品に対する支出が大きく低下

り、公益性への回帰であり、患者のた

したと明らかに感じている。

めに安全で、効果的で、便利で、安価

先日筆者は友誼医院で診察を受け

な基本医療衛生サービスを提供するこ

た。受付のとき、やはり診療費が以前

とである。公立病院から改革を開始し、

より随分高くなったと感じた。普通診

政府が実施責任を負い、
「以薬養医（薬

療、副主任医師、主任医師、著名専

（注３）
という怪現象を打破
が医を養う）
」

門医による診療の場合、それぞれ 42

しようとするものだ。これは公立病院

元、60 元、80 元、100 元の基準に基

改革を深化させる核心部分であり、必

づいて医事サービス費を徴収する。こ

ずや「一降一昇（一方で引き下げ、一

れまでは、
その登録費はそれぞれ 5 元、

医薬分離モデルの施行

7 元、9 元、14 元であった。普通診
療では 42 元の医事サービス費から従
来の登録費 5 元を差し引けば、登録
のプロセスで 37 元多く支払うことにな
る。現在、その他の省（市、区）の医
療保険では医事サービス費を精算で
きないことから、地方の患者が友誼医
院で診察を受けるとその影響は大き
い。
報道によると、改革モデルの 1 週間
をみた限りでは、病院の実際の収益
はおおむね増加している。
「大部分の
患者の負担増なく、病院の収益減少な
し」という目標を達成した。
医療改革は国家の一大事業であり、
一般庶民の福祉に関係している。医
療改革の過程でいろいろな問題に遭
遇しながら、逐次それらを改善してい
くべきだと考える。恩恵と利益を民に
与えることが医療改革の方向であり、
改革の任務は重く道は遠い。
（注 1）
「三級甲等」とは現行の《医院等級管理
方法》で示された病院評価基準の一つで、三級
甲等病院は中国国家特殊医院を除く最高レベル
の病院を指す。
（注２）
「薬品加成」とは、公立病院ですべての
薬品の仕入れ価格に 15％を上乗せして患者に処
方することを指す。
（注３）
「以薬養医」とは、医者の処方によって
薬品に高い付加価値が付き、その薬品の高利
潤によって病院の経済効果が生まれ、通常の病
院運営が維持されることを指す。
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また同じことを言 う。 あれ、この人、

人組の張春橋なんかと同じことを言って恥

う大変だと感心したのを覚
えていま す。 それが 最 初で

ずかしくないのかと見ていたら、やっぱり

辛そうな風でしたね。だから外国に向かっ

した。
その時 周 恩 来 総 理に会い

てこういう風に言えと、言わなかったら明

ですから、プロレタリア文化大革命と言

ました。 周 総 理は「いま日

櫻 内 義 雄 さんです、 と 言っ

いましたか、 毛沢東さんが目指した革命

日どうなっているかわからんぞというふう

た ら、「 あ あ、 中 曽 根 派 で

はこんなもんじゃないと過度の精神主義に

中友好議員連盟は誰が会長

すか」と向こうで言われて、

陥ったんでしょうね。だからその時はこち

な雰囲気だったんでしょう。

よく知っているなって思った

らが話をする時は気を遣いましたね。 そ

だろう？」 と聞かれるので、

のをよく覚えています。その

の後

人組が追放されてからは議論がし
後こんなに頻 繁に中 国に行
くようになるとはその頃思っ

やすくなりました。

復 した 翌 年の 1973 年、 経 団 連 が 植

私が最初に中国に行ったのは、国交が回

道を歩いていても殺されることがない、と

て生きていける」 と、 街を歩いていても、

たとき、「我々は革命のおかげでこうやっ

まだ記憶に残っているのは、 農村へ行っ

の長江大洪水の夏に日中経済協会の代表

たのを覚えています。江沢民さんとは 年

こういう人がやっていると安心だなと思っ

しょうけれども、話がしやすくてね。ああ、

なられた時は、経済学者でもあったからで

ずっと後ですが、 朱 鎔 基さんが総 理に

村会長を団長にして初めて公式の代表団

聞かされたことです。しかし、やっぱり一

てもいませんでした。

を派遣した時です。その時は 人くらいで

団でお会いしました。 江沢民さんは、 洪

台走っていましたか、そういう状態でした。

文 化 担 当の指 導 者 郭 沫 若と会って、 その

いなあと。今でも覚えていますが、中国の

も同じことを言うんですね。これはおかし

が猛威を振るっていた頃です。 誰に会って

ことになって、ほっとしたとおっしゃってい

が、堤防を切らなくてもやれそうだという

で拡大を防ごうということになったところ

かの堤防を切って人為的な洪水を作ること

水で大変だったんだけれども、それをどこ

したか。私は一番若造で、なんか随員のよ

しかし、朝になるとなんかヒタヒタヒタと

人はなかなかの知識人だという印象があっ

ました。そんな時に会えたもんですから、

うな顔をしていたことを覚えています。そ

川が流れているような音がするので、なん

たものですから、その人ならちょっと変わっ

の頃は空港から北京市内まで車が ～

だろうとホテルから見たら、もう見渡す

反日のように見られていましたが非常に印

98
たことを言うんじゃないかと思っていたら、

3
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番いろいろと考えさせられたのは、 人組

中国との出会いと文革

4

限り自転車が流れていて、いや、これはも

2
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日本中国文化交流協会会長・元日中経済協会副会長

辻井 喬

「同舟の隣国として」
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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

思います。

会の代表団で訪中するのが主だったように

象が良かったですね。その頃は日中経済協

そう言われると、いや、しかし近代経済学

てサミュエルソン教 授が言 うわけですよ。

してね。そんなものが成り立つわけがないっ

義市場経済と言っていると言ったら噴き出

たんですけど、こういうのを中国は社会主

んですけれども。

ら、日本人には拒否反応があるのは当然な

で嫌というほどその悪い夢をみていますか

国を麻痺させた、それはスターリンの政策

も悲惨なものか。官僚制度をはびこらせて、

中国は状況に応じて国の政策を変えてい

も、 中国は本気でそう言っていますよと。

の常識から言えばそうかもしれないけれど

て、本当に市場を作っていこうという経済

的な軍事独裁に基づいた計画経済じゃなく

今中国が考えていることは、スターリン

社会主義市場経済をどうみるか

く、という点ではなかなか柔軟性を持った

こちらが中国側の解説をするような立場に

あります。けれども、矛盾の無い経済シス

国です。革命後いろいろ間違った動きもあ

社会主義市場経済という考え方は、もと

テムはどこの国にもいま無いわけなんで、

のように思うんです。そこには当然矛盾が

済の建 設 だ、ということになったときに、

もとの近代経済学からしたらありえない。

むしろ中国が理論を整備する前に実際の政

なりましてね。

鄧小平さんの南方講話というふうなものが

殊に日本から見ると、「市場」を抜いた社

策を決めちゃったから、その実際の政策に

りましたが、それを乗り越えて、さて、経

でて、やっぱり経済を盛んにして国の基礎

会主義経済というのがいかに民衆にとって

どんな矛盾ができるか、どんなプラスがで

を固めないと、これから国際社会で発言す

ういう大先生達を前に中国経済の説明をし
たわけです。それで、説明したのは良かっ

ば、一番世界の役に立つことになるんじゃな

なことで、それに日本の経験などが役立て

た市場経済をみつけるかということが大事

アのそれぞれの国がいつ自分の国に適合し

に入っているといっていいと思います。アジ

結果としてアジア地域全体が経済発展の中

やっぱりちょっと性格が違うと思う。その

アジアの各国がとりつつある市場経済とは

ても、 アメリカの自 由 市 場 経 済と、いま

というのは、自由市場経済と一口に言っ

要だと思います。

らって、いい関係にもってくということが必

めて、必要な時には日本の経験を知っても

きるかを、隣の国の日本としてはよく見極

1998 年度日中経済協会訪中代表団における江沢民国家主席との記念撮
影（辻井会長は手前一番右）

る力が弱くなるということで、社会主義市
場経済というのを主張なさったわけですね。
年か 年だったでしょうか。北京から

こで話してくれと。 ～ 人若い教授が集
6

まってきましてね。しょうがないから、そ

5

ないから、ちょっと若い人を集めるので、そ

で、それじゃ俺一人で話を聞くのはもったい

「中 国からまわってきたの？」 ということ

て、MIT の大学の研究室に行きました。

サミュエルソン教授に何かで会うことになっ

巨人だなんて言われた人ですけども、その

ル・サミュエルソンという経済学者、知の

アメリカのボストンへ行った。それは、ポー

99
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第６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 6 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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とばかりみることは間違いじゃないか、と

事を荒げて文化の面で押し合いしようとし

ます。

をもらった方がいいんじゃないかと思ってい

経済をどう乗り越えていくかというヒント

のが実情だと思います。そうやって一つずつ

うことで、行政の面では苦心惨憺している

がら何とか新しい国造りをしていこうとい

中国なんですね。おそらく中国は実行しな

も、成り立たなくてもやりだしちゃったのは

頭から言ってしまう立場もありますけれど

う文化がある。だからゲーテ・インスティ

は、 そういうのは孔 子、 孟 子、 老 子とい

き人を先 頭にした文 化があった。 中 国に

すね。ドイツの場合はゲーテという誇るべ

インスティトゥートからヒントを得たんで

いますね。あれは中国がドイツのゲーテ・

をしているような説を解説して下さる人が

ということ

化に役立つ

済の安 定

世 界の経

大きいほど

きければ

れ ば、 大

ムの中にあ

経済システ

が健全な

マーケット

きさに対する恐怖心。それがむしろ大きい

かになったらどういうことになるか、この大

何もよその国の文化を制圧しようという意

の大和の国というのはどの辺にあるのかと。

達のことを敷島の大和の国だという。敷島

とできるわけがないんです。日本では自分

い、というように思っています。そんなこ

国文化を広めようなんて彼らは考えていな

ている時の言い方でしかなくて、本気で中

中華思想というのは、自分達のことを褒め

はむしろ誇 張というか曲 解ですね。 私は

という風に心配する人がいる。こういうの

国の文化がやがて世界を覆おうとしている

中華であり、中心であると考えていて、中

うのがあって、つまり中国は自分が世界の

脅威論の中に、一つ文化的な脅威論とい

いと宣言しているんだから我々には関係な

ば作りなさいと。 我々は憲法で戦争しな

いわけなんです。 航 空 母 艦を作りたけれ

的な軍事力でないように仕向けていけばい

いわゆるかつての日本が持ったような攻撃

て、国民が安心している場合には、それを

軍事力を増強していっても、経済が安定し

ら気をつけなきゃいかんという人がいます。

中国は軍事力を非常に増強しているか

まだちょっと自慢しにくいんです。

界に説明することはできても、今のものは

れからです。孔子、老子の時代のものを世

科学の思想、芸術など、これらはすべてこ

けど、 今の中国の思想、 経済思想、 人文

です。中国は昔のことを自慢にしています

28
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いかというふうに思っています。 私は、む

もう一つ、社会主義市場経済というのは

最近中国が世界各国の大学の中に孔子

ているというのは間違いじゃないかと思い

て、いわゆる自由市場経済が行き詰った時

確かに矛盾があります。サミュエルソン教授

学院をつくって、それが中華思想の先兵役

いう風に思います。

ですから、むしろ中国の実験を我々もよく

のように、それはもう成り立たないよ、と

最近中国脅威論というのを説く人がいま

要素を分析していくと、脅威論というのは

トゥートに相当する孔子学院をつくったん

ます。

認識して、今までの単純な行き詰った市場

すけど、一つは中国の大きさ、国土が日本

印象的な批評ではないかなと思います。

中国脅威論の実相とは

の 倍で 億の人口がいて、それが全部豊

もいえるの

味で作られているのではないので、 強いて

13

で、 脅 威

26
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しろ歪んだグローバリズムが世界に影響し

辻井喬日中文化交流協会会長
（左）をはじめ日中友好 7 団体の会長一行が訪中、
北京・人民大会堂「福建の間」で胡錦濤国家主席と会見した。辻井会長は胡
錦濤国家主席に「日中文化交流協会は今年創立 50 周年を迎えました。これ
からも文化交流を通じ、日中関係の改善と発展のため努力したい」と語った。
右端は袁敏道氏（2006 年３月 31 日）
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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

識 しても

はっきり認

いうのを

和国家と

をみて、平

本の憲 法

中国も日

い よ、 と。

かって脅威になると言いつのるのはおかしい

建前にしていますから、あんまり日本に向

ていると言っても、日本は持たないことを

できる状態ができてくれば、軍備を増強し

来中国の人たちがより一層人間として安心

力のあるものになってきていますから、将

中国の経済力は比べものにならないほど活

す、と言っていました。その頃に比べると

子供たちを学校に行かせるだけで手一杯で

は困るけれども、可能性として前向きに増

というふうに思います。GDP が減ること

この災害の思わぬ教訓じゃなかったのかな

ということを天が我々に教えてくれたのが

とは限らんなと、そういう風に考えなさい

GDP が大きくなっても人間が幸せになる

るようにしていく。今度の東日本大震災で

の中で、人間が平和で満足して生きていけ

そういうことも含めて、 世界的な視野

から。

らった方が

んじゃないかと思います。

えていくなら、数字で幸せを判断するんじゃ

役に立つと
私は思って

うことで考えていく必要があるんじゃない

のを日本も知恵を出して協力していくとい

だと。そのベースに新しい経済体制という

作っていくというのがとても大事なことなん

て、アメリカとも中国とも仲の良い関係を

日本はやっぱり平和主義で通すことによっ

も破綻しかかっているんですから。だから

思ったら財政破綻しますよ。そうでなくて

負けず劣らず日本も軍備拡張をしようと

今中国が軍備で油断ならないからといって、

い う の は、

しても話し合わなければならない。中国で

環境問題については今後中国と日本はどう

力というものなんです。 そういう点では、

ようにするんだから。それがやっぱり国の

日本の国民はちゃんと節電をして合わせる

と言っていたけど、そういうことを聞けば

と思うんです。電力が足りない、足りない

ると思います。日本も捨てたもんじゃない

ることで脱原発の可能性は十分に持ってい

源あるいは自然エネルギー、これを開発す

中国の場合、シェールオイルとか、天然資

一番難しい問題は原子力発電です。私は

これが大事なんじゃないですかね。

ろは反対していい関係を作っていくという、

力すべきところは協力し、反対すべきとこ

が出てきていますので、客観的に冷静に協

今後の経済はなかなか考えられないところ

どっちにしても、中国抜きにして日本の

くべきじゃないかと思っています。

認識して、世界の中の有用な国となってい

力があるという長所、それを国の力として

がないという長所、優れた国民の努力・協

は、自分たちの国が持っている長所、軍備

含めて、私はもっと日本の政府なり日本人

方で国の建設をしていく。そういうことも

なくて、制度で幸せを保障するという考え

かというふうに思っています。

原子力発電が変なことになったら、放射能

同舟の隣国

周恩来さんに私は一度だけ会っているん

が日本へ来ちゃうんです。これは非常に困っ

30
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います。と

ですけれども、その周恩来さんが、わが国

12

を日中経済協会が編集したものです）

（本稿は 年８月 日に行ったインタビュー

たことでね。この間の福島の原発事故では

億といっていましたが、

海を汚すことで世界に迷惑をかけちゃった

億

は、その頃

9
の民に食事を用意して、着る物を用意して、

9

第６回

「日中関係－その時と私」

「同舟の隣国として」
日中文化交流協会は、長年にわたり日中両国の友好促進に貢
献してきたとして中国人民対外友好協会と中日友好協会から
「中日友好貢献賞」を授与された。来日した温家宝首相から貢
献賞の楯を贈られる辻井喬会長（2010 年５月 30 日東京）
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らす地域経済振興
光客を取り込め
た

上海事務所発

5000 トン、乗

アンインターナショナル社）は、今

シーズ」
（アメリカ・ロイヤルカリビ

客船である「ボイジャー・オブ・ザ・

ジアクルーズで

な ど が あ る。 ア

タクルーズ社）

イ タ リ ア・ コ ス

〜上海を巡る 泊 日の船旅で、寄

港地は上海。福岡〜長崎〜済州島

港地とし、日本、

は上海を主な出
港地では盛大な歓迎を受けた。長崎

する航路で運営

韓国などを周遊

6

県によると長崎市の人口約 万人の

5

とで、同市中心部の商業中心地域で

１％に近い観光客が一度に訪れたこ

イジャー」は、今

されている。
「ボ
月までにお

年

便を運航
活動する大型客船は、
「ボイジャー」

現在、中国などのアジアを拠点に

や長崎のほか沖

の経由地は福岡

す る 予 定 で、 そ

よそ

10

20
のほかには、
「レジェンド・オブ・ザ・

雑だったという。

ある浜町商店街も近年に見ない大混

45

●日中経済協会上海事務所 所長

横山達也

30
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経済成長に伴い都市住民の所得が拡大する中国では、海外旅行者も急激な増加を続けている。

中国で海外旅行需要が最も高い都市である上海に近い日本の九州各県では、 中国人観光客のもたら

す大きなインパクトを、 地域経済の振興に役立てようと様々な取組みを進めている。 中でも関係者

万トン、
人、同社）
、
「コス

乗 客 約 1800

ン数約

シーズ」
（総ト

の注目を集めるのは、従来の航空機を利用した観光旅行ではなく、豪華客船によるクルーズツアーだ。

世界屈指の豪華客船な
どが就航するアジア周
遊路線

タ・ビクトリア」
（総トン数約 万

客 約 3800 人、 乗 員 約 1200

7
客約 2000 人、

総トン数約 万 8000 トン、乗

7

人、甲板 階層―、世界屈指の豪華

13

年 月に初めて日本に寄港した。出

15

12/10/16 20:06
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6

大分県別府市に寄港した大型クルーズ船（写真提供：大分県）
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縄、神戸などがあり、その寄港は各

は 204 回で、全国主要港の合計

年には 141 万人を記録した。

日本政府観光局などによると、

1700 人 が

年にはおよそ

万

年は震

年々増加し、 年には

7600 人と前年比で ％以上の急

んだものの、 年は ～ 月で 万

東日本大震災の影響で大きく落ち込

7
今年は過去最高を更

と落ち込んだものの、

人台を記録するとともに、単月ベー

増を示し、 月単月でも初めて 万

94

スで初めて韓国を上回った。

災の影 響 があり

1

70

12
新する見込みとなって

55

152 回、

回

2000 人 ま で 増 加 し た。昨 年 は

13

数 401 回の半分以上となる。もっ

万 5800 人だった上海

市からの訪日観光客は 年には 万

年に約

04

20

9000 人、浙江省からは 年の約

10

とも多いのが博多港（福岡県） 回。

児島港 回と続く。

08

04

次いで那覇港（沖縄県） 回、長崎

401

10

68

79

地で話題にもなった。

64

63

11 10

いる。

急 増 する訪
日中国人観
光客
中国から日 本を訪
問 す る 観 光 客 は、
年

月に北京市や上
海 市 な どで団 体 旅 行
が解禁されて以来、増

ルーズ船の寄港で 万人以上が日本

イ ジャー」をはじめとした大 型ク

発給する規制緩和などのほか、
「ボ

する観光客に数次（マルチ）ビザを

旅行需要の拡大、沖縄や東北を訪問

この要因としては、夏休みの家族

20

国土交通省九州運輸局の 月現在

長崎

年には 回だったが、

87 29

の調べによると、外国クルーズ船の

12

合計
26

2009

3

港 回、石垣港（沖縄県） 回、鹿

広島
61

68

2012 年の九州への寄港予定回数

10
48

32

へ訪問したことがあるという。

加の一途をたどってき

来訪は、地域経済に大きな効果をも

大型客船による大規模な観光客の

地域経済への大きな波
及効果

た。 年には大陸から
月

の観 光 客 が 100 万

では、 年に初の中国からのクルー

たらしている。例えば大分県別府市
の個 人 旅 行 ビザの解

シーズ」を 回受け入れた。同県に

ズ旅行となる「レジェンド・オブ・ザ・

人 を 突 破、同 年

禁も追い風となって翌

12/10/16 20:06
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2008

3

21

別府

55
4
8
17

7

4

2012 年港別寄港予定回数

1

11

大阪

9

26

00
7

8

25

9

23

0

09

神戸

30

2011

7

27

2010

28
39

（年）
2012
（予定）

（出所）国土交通省九州運輸局

横浜

7
22

79

6

50

その他

64

7

63
29
87
5

79
那覇
152
7
150

64

石垣

鹿児島
45

博多
2

29

5

103

1
博多港

204
長崎港

200

主要港名 寄港回数
鹿児島港

4

100

外国クルーズ船の九州への寄港回数の推移
（回）
250
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ら
光
豪華客船寄港がもた
上海発クルーズ船観

上海事務所発

フラ面の強化も図ってきた。現在、

に複数のクルーズ船の受け入れに対

同時に県では、長崎港松が枝地区

ンも行われている。

高く評価した

大型クルーズ船のもたらす大きな経

応できる日本初の 万総トン級の岸

な新たな埠頭を建設するなど、イン

ほか、住民の友

済効果への期待の高まりを受けて、

や接客サービ

型船の接岸を可能とする整備が進め

博多港をはじめ九州各地の港でも大

入国管理のブースも増設するなど、

壁や国際ターミナルビルを整備し、

県 内に 宿 泊 する 外 国 人 観 光 客の 急

増（延べ宿泊数は対前年 万人増の

約 万 1000 人）とも合わせて、

の中心街に賑わいが生まれて、かつ

観光施設や市

意見をはじめ、

心したという

度の高さに感

る。長崎県では、今年 月から長崎

る、いわば攻めの動きも出てきてい

中国に向けたクルーズ船を就航させ

機運が高まる一方で、九州地元発の

大 型 クルー ズ 船の誘 致 を 進 める

く、日本から主導して観光客を呼び

の運航スケジュールに頼るのではな

を図っている。中国側で決める船舶

ンペーンも 企画 し、利 用 者の増 大

安運賃が片道 1000 円というキャ

期待は膨らんでいる。今秋には、最

よると、合 わせて 6910 人の乗

えもあり、今後に期待する意見が多
く寄せられた。

〜上海を約 時間で結ぶ航路を開設
した。地元の一大観光リゾート地で
あるハウステンボスの子会社が運営
する「オーシャン・ローズ号」で、
毎週 往復、乗客は約 750 人で、

乗客や地元住民のアンケートの結

れに合わせて、別府国際観光港を整

を中心に誘致活動を行ってきた。こ

太鼓のステージなどのアトラクショ

対応する タイプの客室を備え、和

船内には家族連れからシングルまで

年の中国の海外旅行者は、中国

拡大する中国海外旅行
需要といかに向き合う
のか

込む形だ。

ての昭和 年代を思い出したとの答
億 630 万

大分県では、 年より県国際観光

7
備し、大型クルーズ船の接岸が可能

船誘致促進協議会を設置し、上海市

27

5

国家旅行局の「中国海外旅行発展年

32

JC ECONOMIC JOURNAL 2012.10

の観光資源を

好的なムード
スを称賛する

ただ、多くの観光客が一度に来訪

長崎は、大正から昭和初期にかけ

船で訪れる外国人観光客への対応を

び別府を訪問

することに伴い、港湾の整備のほか、

て上海との定期航路があり、中国と

進めている。

したいという

観光バスの不足や中国語のできる現

の窓口を担う時代があった。当時は

％以

地ガイドを集めることが難しいなど

回答は

上だった。
一方、

年には約 万 7000 人まで増え、

10

客が日帰りであったものの、別府市

攻めの誘致にも取組む
長崎県

万人程度だったという往来が、
の課題もあり、今後の対応が急がれ
て は、 中 国 人
のマナーの良
さや購買意欲
の 高 さ、 日 本

7

82

製 品への信 頼

20

ている。

地元の声とし

られている。

10

声 が あ り、 再

長崎市内を観光するクルーズ船の中国人観光客（写真提供：長崎県）

09

で買い物や飲食、施設の入場など直
接消費した金額は約

円、間接的な効果も含めると約 億

40

果では、乗客からは自然や温泉など

いう。

6000 万円の経済効果があったと

1

12/10/16 20:06
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3

72

11

1

1
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比 ％増の約 7025 万人（香港・

度報告書 2012」によると、前年
より一層必要とされそうだ。クルー

呼び込むための「もてなしの心」が、

690 億ドル
（約 兆 7000 億円）

マカオ含む）で、旅行先での消費は
方に目を向けないバカンスであり、

ズ船による観光旅行は、数千キロ彼

においても観光産業や地域経済の起

大規模かつ身近な存在として、日本

7840 万 人、消 費 額 は 800 億
爆剤として、今後も益々注目される

だったという。 年には、 % 増の
ドルに達すると見ている。この数字
存在となるだろう。

ない。

旅行者が、憧れの地として米国、欧

人前後と予想される。多くの中国人

ズ号」が 月中旬以降の年内の運休

長崎〜上海間の「オーシャン・ロー

るが、現在の日中関係の影響を受け、

9

州に目を向けているという事実はあ

一方、日本への旅行者は 150 万

本稿は 月初旬に記したものであ

は、今後もさらに伸びていくに違い

12

5

12

先の報告書における調査では、 割

プされるのは、あまりにも惜しい。

るが、近くて魅力ある日本をスキッ

でいる。また、クルーズ船に限らず

クルーズ船の寄港取りやめも相次い

を決めたのをはじめ、中国発の大型

10

ピングから、個人旅行を中心とした

域で開催された旅行博覧会に出展し

しかしながら、 月中旬にある地

日中双方の観光客の往来も大きく減

自由度の高い旅行需要が高まると言

た日本の地方自治体のブースには、

近い中国人観光客が目的をバカンス

えそうだ。その代表例の一つにはク

多数の中国の旅行社や一般客が訪

少することが予想される。

ルーズ観光もあり、高所得者層によ

れ、現地の観光情報について熱心に

て地道に情報発信することや、来訪

体が、自ら観光客のニーズをとらえ

とながら、地元の良さを知る各自治

民挙げた観光キャンペーンもさるこ

これらの需要を取り込むには、官

に発展することを期待している。

も早い回復を果たし、これまで以上

きな役割を果たす観光産業が、一刻

る。日中間の相互理解の推進にも大

かれ、ニーズは変わらず存在してい

民からも日本への旅行を望む声は聞

問い合わせた。また、多くの上海市

9

した観光客を再びリピーターとして

向を続けていくと思われる。

る高品質の旅として、さらに拡大傾

と回答していて、これまでのショッ

4
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長崎〜上海を結ぶ「オーシャン・ローズ号」（写真提供：長崎県）
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2012 年日中経済協力会議－於黒龍江
～産業協力を深め、日中協力の新たな頁を拓く～

2000 年より中国東北３省１自治区と日本の「面対面」の直接対話を核に、両
地域間の経済協力の拡大を目指す日中経済協力会議が 12 回目を迎えた。今年は
８月２日、黒龍江省の省都ハルビン市で本会議が開催された。今回の会議では、
産業協力の深化と日中協力の推進をテーマとし、各地域の特色をアピールしな
がら議論を行った。

着実に進展する中国東北振興政
策と対外開放政策

物船航路（新潟港～ロシア・ザルビノ港間）

を北東アジアのゲートウェイとし、吉林

会議はこれまで中国で９回開催されて

医療分野で中国との経済協力を促進する

とや再生可能エネルギーや健康・福祉・

産業協力の深化と日中協力の推
進をテーマとして

おり、黒龍江省での開催は３回目である。

こと、橋口昌道・秋田県副知事からは風力・

省の図們江開発計画と協力・連携するこ

策に基づき、交通インフラの大規模な整

８月２日に黒龍江省ハルビン市内の華旗

現在中国東北地方では中国東北振興政

備が進められており、大連～ハルビン間

灌水、丹東、大連の各都市を結ぶ）
、図們

河、牡丹江、吉林省図們、通化、遼寧省

自治区の共同で主催し、黒龍江省商務庁

国の黒龍江省、吉林省、遼寧省、内蒙古

会議は当協会と日中経済協会および中

とすること、髙橋節・山形県副知事から

中国やロシア等との新物流ルートの拠点

際コンテナターミナルを有する秋田港を

ル産業分野で中国と連携することや新国

地熱発電などの新エネルギーやリサイク

江貿易回廊の拡大（吉林省琿春〜ロシア・

がその運営にあたった。中国側は各自治

は有機 製造などの先端産業、農業施設・

飯店・国際会議センターで開催された。

トロイツァ港〔旧ザルビノ港〕間の輸送

区の代表や経済団体関係者、企業関係者

高速鉄道、東北東部鉄道（黒龍江省綏芬

インフラ設備の整備、日本海横断国際貨

この要綱では、中国東北地区がロシア

アジアに開放する計画要綱」を認可した。

日に中国国務院は「中国東北地区を北東

建設）が行われている。そして、８月９

物船航路〔新潟港～トロイツァ港間〕の

市の副市長、宮城県、岩手県、佐賀県の

形県、北海道、富山県の各副知事、新潟

済連合会および新潟県知事、秋田県、山

中東北開発協会、日中経済協会、東北経

など約３１０人が参加した。日本側は日

二・北海道副知事からは北海道独自の農

北地方との交流を強化すること、高原陽

「山形県国際経済戦略」に基づき中国東

器具・精密医療機器などの強みを生かし、

農機、リサイクル・環境保全技術、健康

保険福祉などのサービス業をテーマとし

業・農村・まちづくりに関する省エネ環

開幕式の後、 全体会議が開催され、日

て中国との協力を進めていくこと、植出

関係者、経済団体関係者、企業関係者な

中両国の地方政府、 経済団体、 企業のト

耕一・富山県副知事からは伏木富山港が

や北朝鮮に隣接する地理的優位性を発揮

ップ層が本会議のテ

現在、定期コンテナ航路が大連港へ週３

境、食品と農業の安全・安心、医療・介護・

ーマである産業協力

便運航しているほか、上海、青島、天津

ど約１５０人が参加した。

建設を契機に、地域産業のグレードアッ

の深化と日中協力の

なども結ばれており、今後、大連港との

し、東北東部鉄道と高速道路の９カ所の

プと資源の調整・統合を行い、沿線の重

推進をめぐって、 基

定期コンテナ航路の利便性を向上させる

外開放の重要な窓口を構築す

区の新たな海へのルートと対

丹東港を拠点にして、東北地

点都市を基盤とし、図們江や

調講演を行った。

ることが計画されている。
中国東北地方は一体的な
開発の機運にあり、今後、物
流、人、情報の動きが盛んに
なることでさらなる経済発展
が見込まれる。

部と新潟港を結ぶ

設された中国東北

からは昨年８月開

裕 彦・ 新 潟 県 知 事

日 本 側 は、 泉 田

客への数次ビザ発給に伴い、日本の東北

北経済連合会副会長からは、中国人旅行

すること、東北経済連合会宇部文雄・東

通じて中国東北地方との経済交流を拡大

山県大連事務所」や経済訪問団の派遣を

ことや「環日本海経済交流センター」
、
「富
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開幕式で挨拶する三村明夫・日中東北開発協会
会長（団長）
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加するなど、特に日本企業が中国で活発

％増

部長からは、昨年の日中貿易総額が過去

東京ＵＦＪ銀行常務執行役員・アジア本

て拡販していること、小野寺隆実・三菱

工芸品を香港のアンテナショップを通じ

北海道の官民が一体となり、果物、農産物、

より地域経済の活性化を促すこと、東北・

地方への中国人観光客の積極的な誘致に

企業の参入を歓迎すること、工業、サー

ルト、瀋陽経済区、遼寧北西部への日本

の張芝遷副庁長からは、遼寧沿海経済ベ

力を進めること、遼寧省対外経済貿易庁

日本海諸国と経済補完性を生かし経済協

をすすめること、日本をはじめとする環

観光業などの分野で日本との連携・協力

農業、太陽光発電、クラウドコンピュータ、

中国側は、孫尭・黒龍江省副省長からは、

発展する可能性があることが発表された。

備忘録に署名した。

とで意見が一致し、日中の代表者が会議

双方の協力をさらにレベルアップするこ

現代サービス業・文化産業等の分野での

緑色食品・緑色農業、設備製造・石油化工、

に、 新 材 料・ 省 エ ネ 環 境・ バ イ オ 製 薬、

力を深め、交流のルートを増やすととも

推進するために、交流を一層拡大して協

日中双方は、経済協力と発展をさらに

分野で日本との協力を強化することが発

に活動していること、今後中国東北振興

ビス業、環境保護分野での日本との協力

同日午後、黒龍江省 市と日本側代表

表された。

政策による交通輸送インフラの整備等に

をさらに進めること、吉林省経済合作局

分科会：
14：30 ～17：00 ①新材料・省エネ環境・バイオ製薬、②緑色食品・緑色農業、
③設備製造・石油化工、④現代サービス業・文化産業
14：45 ～16：00 日中ハイレベル会見

17：00 ～19：00

孫尭・黒龍江省副省長と４県１道の知事・副知事の会見及び招宴

地域視察：
8 月3日
（金）～ ①ハルビン市コース ハルビンハイテク産業開発区、ハルビ
4日
（土）
ン経済技術開発区、利民経済技術開発区、市内視察（東北虎
林園、太陽島、中央大通り、聖ソフィア教会）
②大慶市コース 市政府表敬、大慶市ハイテク技術開発区、
龍鳳湿地、大慶市石油掘削現場、大慶市都市計画館、博物館、
旧城、東北虎林園（ハルビン市）視察
③牡丹江市コース 市政府表敬、牡丹江経済開発区、現地日
系企業（欧地希溶接機有限公司）、綏芬河市中露互市貿易区、
中露国境視察
8 月5日
（土） 帰国

バイオ製薬、②緑色食品・緑色農業、③

関係企業等が、①新材料・省エネ環境・

中経済協力会議は、２０１３年に日本の

本会議主催者の協議により、次回の日

今後の発展のために

中国国務院は「中国東北地区を北東ア

ジアに開放する計画要綱」を発表し、中

会見を行い、経済政策、省エネ環境、貿

蒙古自治区のそれぞれのトップが個別に

日本側は三村団長、北海道、中国側は内

にらみつつ、双方向での日中経済交流の

後、北東アジア諸国の各発展動向などを

開拓をさらに加速させる方針である。今

な交通インフラ整備、対外貿易ルートの

国東北地方で現在進められている大規模

易投資などについて意見交換を行い、相

ることが重要になると考えられる。

士、企業同士が引き続き交流を深化させ

ラットホームを利用して、両国の地方同

拡大を含め、日中経済協力会議というプ

ン市、②大慶市、③牡丹江市の３つのル

８月３～４日の地域視察は、①ハルビ

基礎を築いた。

互理解を深め、今後の協力推進のための

このほか、日中ハイレベル会見を行い、

醸成に向けた情報交換等を行った。

と、企業交流会を行い、プロジェクトの

発表者がプレゼンテーションを行ったあ

文化産業の各分科会に分かれて日中の各

新潟県で開催されることが決まった。

視察した。

ートに分かれて各市の開発区、企業等を

開幕式の後開催された全体会議

設備製造・石油化工、④現代サービス業・

また、各分科会を開催し、日中の参加

を実施した。

団との交流会が行われ、各市のグループ

最高で日本の対中投資額が前年比

伴う都市化の進展を受け、従来大連、瀋陽、

13：30 ～14：30 黒龍江省 13 市と日本側代表団との交流会

の遅闖副局長からは、自動車、電子情報、

次回開催地に関する日本側代表者による挨拶

長春の３地区に集中していた日系企業の

会議備忘録の署名

11：40 ～11：50

に分かれて日中企業間交流、情報交換等

11：20 ～11：40

新材料、アニメーション、観光業などの

9：30 ～11：20

基調講演：
孫尭・黒龍江省副省長 / 泉田裕彦・新潟県知事 / 張芝遷・遼
寧省対外経済貿易庁副庁長 / 橋口昌道・秋田県副知事 / 遅闖・
吉林省経済合作局副局長 / 髙橋節・山形県副知事 / 高原陽二・
北海道副知事 / 植出耕一・富山県副知事 / 宇部文雄・東北経
済連合会副会長 / 小野寺隆実・㈱三菱東京 UFJ 銀行常務執行
役員・アジア本部長

12/10/17 11:32
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13

50

８月2日
（木）
9：00 ～ 9：30

開幕挨拶：
宋耀明・中国商務部アジア司副司長 / 三村明夫・日中東北開
発協会会長 / 王化江・中国国家発展改革委員会東北振興司副
司長 / 丹羽宇一郎・駐中国特命全権大使 / 飯田圭哉・経済産
業省通商政策局通商交渉官 / 孫尭・黒龍江省副省長

活動がさらに地域的な広がりをもちつつ

会議日程
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中国側からは、黒龍江省農業委員会、同

が参加した。

り、市場は技術革新のゆりかごであると言わ

省農墾局、同省鶏西市、内モンゴルフルンベ

たな市場の開拓にある。必要は発明の母であ

理を改善する総合的排水処理ソリューションに

れるが、現在中国では内需拡大による経済発

イル農墾集団、黒龍江農墾北大荒商貿集団、

処理を分散設置方式にすることでコストと管

ついて紹介された。このシステムはすでに瀋陽

展方式の転換が進められ、中国の潜在市場や

の相互認識を深めることが期待された。セミ

ような協力が可能か、本分科会ではその点で

自治区との間で共に利益をもたらす形でどの

て、今後日本と中国、特に東北３省、内蒙古

から提案された節水のためのトータルシステ

刻な問題になると予測されている。日中双方

水資源の確保は今後都市社会や農業地帯で深

られているが、地球温暖化の長期傾向の下で、

中国では南水北調の大プロジェクトが進め

製品、システムなどについて個別企業間で活

企業交流会では、お互いに関心の深い技術や

本分科会で双方のプレゼンテーション後の

る。

価の評価問題などの課題にも取組む必要があ

環境整備として知的財産権保護問題や技術対

希望が示された。

緑色有機食品の開発を拡大していきたいとの

本企業との協力を通じて、黒龍江ならではの

や管理方法、資金の導入を期待するなど、日

うした産業の全体からみれば、依然としてそ

食品産業を推進しているという。しかし、そ

発展有限公司からは非鉄金属分野での日本企

ピールした。また、中国五鉱（営口）産業園

て紹介があり、その省エネ環境性能についてア

低輻射膜ガラスと太陽光発電用ガラスについ

殊ガラスを製造する企業から、低エネルギー、

取組みについて報告された。中国側からは特

の三位一体の協力による技術開発と製品化の

して、地方自治体と大学研究機関および企業

国民の健康増進に貢献することが期待される。

医療面での日中協力が具体的成果をあげ、両

る意向が表明された。今後バイオ技術による

関する紹介があり、日中協力の進展を歓迎す

中国側からはハルビン利民バイオ医薬産業園に

ストを画期的に削減できることが説明された。

バイオ技術の活用によって新薬開発の時間とコ

について説明があった。特にゲノム解析による

国）有限公司から中国事業と今後の協力展開

等合成食品添加物を使用しない食品加工産業

それによる農家の増収、着色料や酸化防止剤

きに呼応し、無農薬有機農産物の生産拡大と

と地産地消型の農業発展による地域振興の動

ける消費者の食の安全に対する意識の高まり

緑色食品・緑色農業分科会は、中国にお

緑色食品・緑色農業分科会

緑色農産物の緑色加工産業の発展と日中協力

の取組みでは、山形県にある三和油脂が米糠

についても説明がなされた。日本企業として

食材を使った高品質な食品に対する認証制度

いることなどが報告された。また、北海道の

作りからはじめる自然循環型農業を推進して

定供給に重要な役割を果たしていること、土

日本最大の農産物供給地で、日本の食料の安

わせた「おもてなしの文化」が息づいているこ

生産を進めていること、消費者のニーズに合

となどを紹介し、続いて北海道から北海道が
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各業界の先端技術分野における取組みを紹介

市において採用されている。一方、中国側から

新材料・省エネ環境・
バイオ製薬分科会

牡丹江北味集団の各代表がそれぞれの緑色食

展について報告を行った。 黒龍江省では、 農

未開拓分野の市場は、技術革新に大きな可能

究機関、企業との間で先端技術をめぐる協力

業生産の拡大が続く中で、農産品および加工

はハルビン工業大学水資源研究センターから

や提携関係が拡大すれば、将来、中国市場や

品の高付加価値による食の安心・安全と農業

本分科会のテーマである３つの分野はとも

て発表がなされ、また同大学傘下の環境関連

Win 関係による

品および緑色農業に対する取組みと今後の発

ることが期待されているリーディング産業であ
企業からは工場排気対策としての集塵機や水

第三国市場での Win

分野での経済性向上を狙い、緑色農業・緑色

性を用意している。日中の公的機関や民間研

る。中国では東北地方を含め、第 次五カ年
処理のトータル設計施工の実績等について説

ビジネス展開が期待できる。一方、そのための

石炭化学分野でのゼロ排水技術の解析につい

計画での戦略的新興産業として重点的に推進
明があった。

に先端技術分野であり、今後の経済を牽引す

される産業となっている。これらの分野におい

ナー終了後は引き続き具体的な協力促進のた

ムは、長期安定的な水の確保と給排水コスト

発な意見交換が行われた。今後の日中協力の

一方、日本側は、地方自治体による取組み

の割合は小さく、日本からの先進的技術設備

めの企業交流会が開催された。本分科会では

の低減につながり、この分野での日中協力によ

日中双方約 人が参加した。

展開の契機になることが期待される。

「新材料分野」では、山形県産業技術振興

業の進出と協力について期待が示された。

以上３つの分野は現在においても絶えず開

の発展、および上記産業分野における日中協

油の特徴と健康に対する効能、および環境に

として、まず新潟市が「米どころ」を活かし

「省エネ環境分野」では、日本側から積水

発が進行中の先端技術分野である。技術の開

力の可能性を見出すことを目的として開催さ

配慮した安心・安全な製造法について紹介し、

（まとめ：日中経済協会理事 武田雄博）

化学工業より送水損失対策をはじめとする節

発は螺旋階段を上るように一歩一歩進歩向上

れた。本分科会には日中双方の関係者約 人

機構から未来の光といわれる有機 照明に関

水技術のトータルな管理技術と製品について、

していくものであり、その大きな動機は、新

60

たブランド米「コシヒカリ」や日本酒等の開発・

また帝人から生物処理技術による生活汚水の

「バイオ医薬分野」では、
アステラス製薬（中

るビジネスの拡大が期待される。

－
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リティの重要性と工場監査を通して浮き彫り
ト配線用感光性ドライフィルム、携帯電話用

旭化成からは、水処理用中空糸膜、プリン

た。 内蒙古自治区の呼倫貝尓経済技術開発

や日本からの先進設備の導入の意向が示され

司からは日本の鉄鋼メーカーからの技術導入

る方針が紹介された。 西林鋼鉄集団有限公

永新処長が司会を務め、会場を訪れた約 人

中国側は黒龍江省商務庁商貿服務管理処の程

有限公司媒介統括中心の青崎智行資深総監、

ーマとして開かれた。日本側は北京電通広告

た。

になった中国食品業界での問題点を指摘した。
電子コンパス、人工腎臓の紹介や「旭化成水

大手商社の双日は食品安全に係るトレーサビ

最後に伊藤忠（大連）は、中国の農業におけ

よる高コスト体質、南北物流網の未構築等の

に対する認識の欠如、中間流通業者の存在に

る課題として、生産現場における長期的農業

省エネを含む各種プラント設備、産業用ロボ

の船舶、鉄道車両、大型ガスエンジン、環境

あった。川崎重工業からは、世界トップクラス

環保基金」などの環境活動についての報告が

油化工業におけるニーズ等の情報が幅広く紹

このように、中国側からは設備製造業と石

あった。

日本企業の進出や協力を歓迎するとの発表が

区からは、設備製造と石炭化学等の分野での

れぞれ発表を行った。

の参加者に向けて日中双方の企業関係者がそ

の概要が紹介されたほか、世界市場規模が

産業と急速に拡大する中国のコンテンツ産業

日本側からは、成熟した日本のコンテンツ

問題点を指摘し、こうした問題解決のために
ット等が紹介され、中国国内で 法人、 拠

年には 729 億ドルにもなるという 分野の

かったが、一方で、中国側の発言および出席

あったことから、全体的なとりまとめはできな

産業ロボットの４事業やグローバルシェア、ナ

ーター等のモーションコントロール、システム、

電機からは、 中国でのインバータ、サーボモ

って有意義な分科会となった。

相互協力の将来を見通す上で、日中双方にと

の設備製造業と石油化工業における日中間の

もに中国における成功事例が紹介され、今後

が呼びかけられた。

場となる可能性に言及し、日中間の企業交流

ービスについて、中国が近い将来には巨大市

トレンドであるクラウドコンピューティングサ

点を有する幅広い中国事業も された。安川

者が主に黒龍江省に絞られたため、同省の農

ンバーワンを誇るサーボモーターの瀋陽工場で

また、すでに日中間で協力が進展している

ついては、市場の現状や中国東北地域の発展

（まとめ：日中東北開発協会業務部長 後藤正博）

サービス産業などの最新状況を紹介

へのキーポイントなどが指摘された。さらに

ITO、BPO 等のアウトソーシング事業に

会産業協調処、龍油石油化工股份有限公司、

現代サービス業・文化産業分科会

中国側からは、黒龍江省の発展改革委員

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司、ハルビン
シーズとニーズ情報を幅広く提供

から発表があり、中国の設備製造業や石油化

よび内蒙古自治区の呼倫貝尓経済技術開発区

電気廠有限公司、西林鋼鉄集団有限公司お

大および第３次産業の興隆を踏まえた新たな

資源を活用した経済発展モデルから、内需拡

中国では、これまでの豊富な労働力や物的

中国側からは、クラウドコンピューティング

構築している日本企業の成功例が紹介された。

として、中国全土に安定した物流システムを

は、経済発展を進めるうえで欠かせない分野

設備製造・石油化工分科会

工業の生産状況やニーズおよび今後の計画な

による電子カルテを基礎とした医療情報管理

「設備製造・石油化工分科会」では、設備

産業体系の構築を進めている。今回の開催地

製造業や石油化工業における日中間協力の推

黒龍江省発展改革委員会産業協調処から

ど、幅広く現状を把握することができた。

システムの構築例や、政府部門や中小企業へ

進のために日本側３人および中国側６人の報

れた。また、コールセンターの次世代を目指

向けたクラウドシステムの開発状況が報告さ
は省内の設備製造業や石油化工業の概況と開

フトウェア・コンテンツ開発などの現代サービ

すクラウドコールシステム構築に向けたプロジ

およびアウトソーシング事業やソ

告を基調とする分科会を行い、併せて今後の

発計画の説明があった。龍油石油化工股份有

ス業の拡充をはじめとした 大産業の促進育

日本側からは、旭化成、川崎重工業、安

石炭発電の発展計画についての発表があった。

からは、自社の石炭採掘・加工、コークス生産、

ビス業における具体的な協力の可能性や、観

このような流れを受けて、日中間の現代サー

「現代サービス業・文化産業分科会」は、

（まとめ：日中経済協会上海事務所長 横山達也）

ジェクトなどが紹介された。

れる内モンゴルのフルンボイルの観光産業プロ

行われた。文化産業としては、大草原で知ら

計画で、

企業間交流を促進するための企業交流会を開

限公司からは重油熱分解プロジェクトの紹介

川電機から３件の報告があった。席上、各社

ハルビン電気廠有限公司からは、今後も日立

光を中心とした文化産業の最新状況などをテ

ェクトの紹介と協力の可能性についての発表が

の中国での事業概要や中国の設備製造業に貢

などの日本企業との協力により、国際化を図

10

IT

献出来る製品や技術などが幅広く紹介され

人が参加した。

催した。本分科会には日中双方の関係者約

成が掲げられている。

12
があった。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

となった黒龍江省においても、第

次五カ年

（まとめ：日中経済協会北京事務所長代理 高見澤学）

対する理解が深まった。

業・食品産業に対する日本側の理解が深まる

介され、日本側からは各企業の先進技術とと

日本の役割が期待されていると述べた。

60
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の生産拡大の状況が紹介された。

今回の分科会では、テーマ設定が広範囲で
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と同時に、中国側においても日本の取組みに
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う上海改革の検証
上記のとおり、改革において一部の業種において税率の
変更に伴い税負担が増加するものもあり、徴収管理に関し
ても未解決事項が残っていますが、政府としては上海改革
における諸問題に対応しつつ、第三次産業の発展、産業構
造のグレードアップを最優先することで、今回の試験地域
の拡大に踏み切りました。

４ 納税者としての実務対応

上海改革において効果が現れ始めている一方、税務当局
も納税者としても様々な問題に直面していて、それを解決し
ないと、改革の効果が半減することになります。
当局としては中央と地方財源の再配分、徴税機関の一本
化、徴税業務の効率化、徴税コストの削減など、取組ま
なければならない問題が山積していますが、納税者として
も増値税改革のメリットを享受するため、下記の点を含む、
試験対象時に直面する諸問題に取り組む必要があります。
(1) 税務コンプライアンスの強化
試験地域に対する増値税コンプライアンスの要求は、基
本的に現行の増値税制度における関連規定を適用していま
す。これまで営業税対象となっていた試験地域における納
税者にとって、増値税コンプライアンスの要求を把握してい
ないのが実情です。試験対象となることに備え、税務コン
プライアンスを強化し、関連内部統制の整備及び情報収集
する必要があります。
①コンプライアンス実務に関する留意事項
一般納税者の登記プロセス（申請用の関連書類、資料）
等の情報収集が必要です。過去の経験に基づけば、税務
当局は通常、関連研修の開催あるいは各種資料の配布を
通じて、試験地域の納税者に説明を行うため、このような
研修などを有効的に利用するのが良いかと思います。
②審査・認可の申請期限
簡易な納税方法が適用されない限り、増値税の税額を月
ごとに申告し、翌月の 15 日までに納税申請表を提出しなけ
ればならないので、対象企業は規定の期限どおりに、関連
資料を準備し、増値税申告を行う必要があります。
③増値税専用領収書の管理
増値税専用領収書は仕入税額の控除証憑として使用さ
れますので、増値税専用領収書の取得、認証、帳簿管理、
申告納税などにおいて、十分に注意する必要があります。
(2) サービス貿易輸出企業の留意点
サービス業、特にサービス貿易輸出の国際競争力を高め
るため、上海試点地域に対して、財政部と国家税務総局が
「課税サービスに増値税のゼロ税率及び免税政策を適用す
ることに関する通知」
（財税「2011」131 号）を公表し、サ

有限責任監査法人トーマツ中国室
ディレクター・中国律師 鄭林根

ービス貿易輸出（国内から国外への課税サービスの提供）
に対してはゼロ税率または免税政策の適用を決めました。
その後、国家税務総局が 13 号公告で、サービス範囲及び
適用条件、手続きの大枠を明示しましたが、実務上、関連
（注３）
優遇措置を享受している納税者はまだ少ないようです
。
具体的な条件設定及び手続きの詳細は要確認事項が少な
くありませんが、企業としては、関連手続きを把握し、税
務当局と積極的に協議する必要があります。
(3) 税務プランニングが必要
上海改革では一部の業種において税率の変更に伴い税
負担が増加するものもあります。負担増に関して、上海市
政府が財政補助政策を打ち出し、増値税改革における税
収負担が増加した企業に対して、財政補助を実施すること
にしています。試験対象企業にとっては税務プランニングに
より税負担の軽減も考えられます。
増値税改革の対象となるのは一部の業種に限られ、対象
課税サービスに関する定義があるにも拘らず多様化するサ
ービスにまだ対応していない部分もある状況では、納税者
としてまず自社業務が課税対象サービスに該当するかにつ
いて確認すべきです。独自に判断できない場合、または適
用対象とならない場合も、ビジネスモデルの見直し、スキ
ームの再検討を含み、専門家に依頼し、検証の上、税務当
局と相談することをお勧めします。

５ まとめ

増値税改革の試験地域は急スピードで拡大され、内陸部
に当たる湖北省及び安徽省も今回の対象となったこと、そ
して 15 年までに当該改革を全国に拡大することを目標にし
ていることを鑑み、内陸部の企業はもとより、多地域にお
いてビジネスを展開している企業にとっても改革の展開に注
意し、その行方を見守る必要があります。
（注１）国家税務総局では 2009 年をベースに増値税改革を実施した場
合を想定して試算した結果、GDP は 0.5％増をもたらし、第三次産業
及び生産性サービス業の付加価値はそれぞれ 0.3％、0.2％増、また、
社会投資が 0.2% 増、輸出が 0.7% 増、就業は 70 万人増をもたらす。
（注２）8 月 13 日付東方網によれば 6 月末時点までに対象企業に約
44 億 5,000 万元（約 548 億円）の減税効果をもたらしたことが上海
市税務部門のまとめで明らかになった。
（注３）ある大手会計事務所の調査では、7 月末現在、上海試験地域
において、50％以上の調査対象企業は、免税条件に合致しても、関連
優遇措置を享受しておらず、6％の増値税を納付しているので、海外の
サービス受入者の負担増になっている。
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中国の増値税改革、試験地拡大に伴
中国で営業税を増値税に変更する税制改革の試験実施地区拡大が公表されたと聞きましたが、
その拡大内容を教えて下さい。また、上海からスタートを切った増値税改革の背景、目標と納税
者としての実務対応についても教えて下さい。
2012 年 7 月 25 日に、中国国務院が営業税を増値税に変更する税制改革（以下、増値税改革）
の試験実施地区を上海に続き北京を含む 8 省（市）に拡大することを公表しました。12 年 7 月
31 日に、財政部、国家税務総局が共同で「北京など 8 省市における交通運輸業及び一部近代サービ
ス業に対する営業税を増値税の徴収に変更する試験通知」
（財税「2012」71 号）を公表し、これまで
噂された増値税改革の地域拡大を明らかにし、試験範囲、スケジュール及び業種を明確に定めました。
１ 追加試験地域、スケジュール及び業種

今回試験実施地区に追加された地区では、12 年 8 月 1
日から年末までに順次導入することとなっており、実施スケ
ジュールは下記のとおりになっています。
北京市：9 月 1 日から実施
江蘇省、安徽省：10 月 1 日から実施
福建省（廈門市を含む）
、広東省（深圳市を含む）：11 月 1
日から実施
天津市、浙江省（寧波市）
、湖北省：12 月 1 日から実施
北京や天津、深圳などの都市部だけでなく省全体も含ま
れているほか、湖北省と安徽省といった内陸部に属する地
区も加えられており、将来的な全国での実施を見据えての
選別とみられています。
適用業種は上海と同じ、交通運輸業及び一部の近代サ
ービス業に限ります。一部の地域において金融業及び建築
業も適用対象との観測がありましたが、最終的に上海の適
用業種にとどまりました。ほかに、適用税率、計算方法な
ども上海と同じものです。

２ 増値税改革の背景、目標

増値税改革は 12 年 1 月 1 日に上海からスタートを切り、
試験業種は交通運輸業と一部の近代サービス業に限定しま
した。今回の増値税改革の主な目的は、現行の間接税制
における二重課税問題を解決することにより、サービス業
をはじめとする第三次産業の分業発展を促進し、産業構造
の調整をなし遂げ、雇用の創出にも寄与することにあります。
中国の増値税は 1994 年に導入されましたが、経済状況、
財源、徴収管理などの制約を受け、物の販売、加工・修理
役務の提供及び輸入（全取引の 60%）については課税対
象とされましたが、ほかの役務提供、無形資産の譲渡及び
不動産の譲渡は対象外とされ、営業税の課税対象（全取引
の 40％）とされています。
増値税は一般納税者が売上税額から仕入税額を控除す
ることができます。これに対して、営業税は、原則として
営業額全額に対して課税され、増値税のような仕入税額控
除の仕組みはありません。この両税が並存していることに
より、二重課税等の問題が生じることになります。営業税

の適用対象となると、対象業種（サービス業）の分業化が
進むほど、控除の仕組みがないので価格に含まれる税コス
トが重なり、税負担が重くなることにより分業を阻害してい
ます。また、増値税の納税者が役務を仕入れるときに負担
した営業税がコストとなり、営業税の納税者が仕入れた物
品を営業税の課税対象項目である役務提供に用いる場合、
仕入れた物品にかかる仕入税額を控除できないので増値税
を負担することになります。これにより、業種間の分業・提
携も阻害されています。
増値税改革が全国で実施された場合、税収額は年間で
1,000 億元以上減少すると試算されていますが、一部業種
の税負担減により、第三次産業分業発展の促進、産業構
造の調整により重要な役割を果たすことになり、経済全般
の発展にプラス ( 注 1) になることを考え、中央政府は増値税
改革の実施を決めました。

３ 上海改革の検証と地域の拡大

上海を最初の改革試験地区として選んだ理由は、中国経
済のもっとも発展している地域で、また、第三次産業の発
展も全国をリードし、サービス業種も多様化しているので、
上海を試験地域として選ぶことで試験結果の検証が期待で
きるからです。ほかに、上海市は財源の許容能力が高く、
国税局と地方税の徴収機関が分離していないことも選ぶ理
由の一つと考えられます。
税収効果において上海税務当局の 12 年第１四半期統計
により、上海の増値税改革の効果がすでに表れはじめまし
た。税収から見れば、第１四半期の上海市の営業税収入が
304 億 6,000 万元で、前年同期比 7.87% 減ですが、増値
税収入は 556 億 9,000 万元となり、前年同期比 11.87% 増
となりました。なお、改革の受益者である企業から見れば、
上海市は 6 月末まで 13 万社の企業が試験範囲に入り、そ
の中、小規模納税者が 7 割弱、一般納税者が 3 割超とな
っています。改革実施後、小規模業者を中心に、大半が以
。特に、増値税の改革
前より税負担が軽減しています（注２）
により関連業種で問題とされた二重課税が解決され、税負
担の軽減により一部の企業において、資金圧力が緩和され、
業務の細分化及びサービス輸出にも意欲が現れています。
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2012 年 8 月の法令から

福建省（廈門市を含む）
、
湖北省、
広東省（深

業はすみやかに主管税務機関及び税務専管

ある。このため、試行地域にある外商投資企

実施する状況や進展には違いがある可能性も

圳市を含む）まで拡大する旨規定されていた。

江蘇省、安徽省、浙江省（寧波市を含む）
、

停協議案件の確認」に関連する条項を追加

（ ）『人民調停法』
の関連規定に基づいて、「調

した。
（第 条）

Ⅰ 全人代レベル
１、
『
「中華人民共和国民事訴訟法」の改正

等の事項について明確に規定した。審判監督

いて、より詳しい説明が加えられた。本公告

者の増値税一般納税者に関する資格認定につ

国家税務総局における上記試験地域の納税

施ガイドライン』

危険に係る徹底調査・整備処理に関する実

員と連絡を取り、対応を検討すべきであろう。

（ ）再審に合致する状況及び再審の手続き

2012 年 月 日、本公告が公布され、

に関する決定』

手続きにより再審が決定された案件は、原

の主な内容は次のとおり。

（ ）会社の設立、株主資格の確認、利益分

（全 条）

判決、裁定、調停書の履行中止が裁定され

（ ）課税サービスの年間売上高が 500

、
『危険化学品企業における事故の潜在的

よい。
（第 条、第 条、第 条）

れる案件については、履行を中止しなくても

者資格認定手続きを申請しなければならな

万元を超える試行地域の納税者は、一般納税

同日施行）

（国家安全監管総局 2012 年 月 日公布

（ ）本ガイドラインの適用範囲を明確に規

7

日公布 2013 年 月 日施行）

慰問金、医療費、労働報酬等を賠償請求さ

た場合も、親又は子供の扶養費、養育費、

ることを明確にした。
（第 条）
（ ）初めて公益訴訟制度を民事訴訟法に加

7

利利益を侵害する等社会の公共の利益を損

を果たすために検察の提案及び控訴の必要

整備した。人民検察院は、法的監督の職責

明確にした。
（第 条）

税サービスの年間売上高の計算を公式により

生産、使用及び保存する企業の事故の潜在

定した。本ガイドラインは、危険化学品を

主管税務機関に対して、一般納税者資格認

500 万元を超えない試行地域の納税者は、

（ ）企業に対して、健全な潜在的危険に係

れる。
（第 ・ 条）

Ⅱ 部門レベル

50

60

、
『北京等 省市の営業税を増値税徴収に

1

2
条）

査、潜在的危険のモニタリング、潜在的危険

求した。これには、潜在的危険に係る徹底調

る徹底調査・整備処理管理制度の確立を要

2
（ ）試行前及び試行後に、試行地域の納税

定を申請できる旨、明確に規定した。
（第

調査して関連状況を確認することができる。

）試行前の課税サービス年間売上高が

1

（第 条、第 条、第 条）
（全 条）

的危険に係る徹底調査・整備処理に適用さ

なう行為について、法律に規定される機関及

（ ）民事訴訟の当事者が理由なく期限を過
ぎても証拠を提供しない場合の法的責任（訓
戒、罰金、当該証拠を採用しない）を規定
した。

3

49

格の認定に関連する事項についての国家税務

改める試行地域における増値税一般納税者資

う各手順と依拠を明確に規定した。
（第 条

者が増値税一般納税者資格認定手続きを行

の内容が含まれる。
（第 ・ 条）

に係る整備処理、潜在的危険に係る報告等

（国家税務総局 2012 年 月 日公布 各地

日、福建省及び広東省 2012 年 月 日、天

の施行日は次のとおり。北京市 2012 年 月

津市、浙江省及び湖北省 2012 年 月 日）

2012 年 月 日、財政部及び国家税

（ ）試行地域の納税者が一般納税者資格を
取得した後、増値税の脱税、還付される税
金の詐取等の行為がある場合、主管税務機
関は、それに対して カ月を下回らない納
税補導期間管理を実行することができる旨、

徴収に改める試験地域に関する通知』
（財税

業と一部の現代サービス業の営業税を増値税

的な手順は、上記 省市が確定して国家税

域における一般納税者資格認定に関する具体

本公告の規定に基づき、試行前の試行地

明確に規定した。
（第 条）

［2012］ 号文）を公布した。同通知に

（ ）小額訴訟は一審を終審とする規定を追
加した。基層人民法院が審理する民事案件

業税を増値税徴収に改める試行期間は比較

務総局に届出る。今回、上記 省市にて営

務総局は、
『北京等 省市における交通運輸

及び第 条）

総局の公告』

仲裁等の方法により他者の適法な権利利益

（ ）当事者間が悪意により結託し、訴訟、

を侵害した場合に引き受ける法的責任を明
確にした。
（第 条）

4
業税を増値税徴収に改める試験地域の範囲

（ ）訴訟案件について、調停優先の原則を

5
は、交通運輸業と一部の現代サービス業の営

2

（ ）装置のオペレーター、基層作業場の直

2

接管理者、電気及び計測器担当者等に対し

・ 条）

て検査を行う頻度を明確に規定した。
（第

（ ）企業がリスク評価と潜在的危険に係る

2

1

3

3

9
1

1

年度就業者年間平均賃金の ％以下である

明確にした。
（第 条）

12 11

4

徹底調査・整備処理を行わなければならな

い事由を明確に規定し、危険化学品に対す

る管理を強化した。
（第 条）

（ ）企業は「潜在的危険に係る徹底調査・

整備処理情報システム」を通して定期的に

大な潜在的危険に係る状況を報告しなけれ

門に潜在的危険に係る統計のまとめ及び重

所在地の安全生産監督管理部門及び関連部

的短く、上記 省市の税務機関が具体的に

8

8

4

8

を上海市から数回に分けて北京市、天津市、

8

71

4

6

6

10

は、請求金額が各省、自治区、直轄市の前

場合、一審を終審とするとした。
（第 条）
37

30

5

8 31

条）

発生する費用の負担方法を明確にした。
（第

8

る手続き及び証人が出廷して証言する際に

（ ）証人が出廷して証言することに関連す

2

3

48

とができる。
（第 条）

（

い旨、明確に規定した。また、対応する課

8

（全国人民代表大会常務委員会 2012 年 月

配、解散等に関連する紛争により提訴され

10

た訴訟は、会社所在地の人民法院が管轄す

8

を指摘する場合、当事者又は当事者以外を

（ ）人民検察院の審判に対する法的監督を

47

び関連組織は人民法院に訴訟を提起するこ

えた。環境汚染や多くの消費者の適法な権

1

2

1

46

1

5
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【掲載法令一覧表】2012 年 8 月の法令から

において、
「有機食品」とは、優良な生態環

使用権を取消された場合、中国有機食品発

公告する権利を有する。標識使用者が標識

識使用権を取消し、標識使用証書を回収し、

場合、中国有機食品発展センターはその標

品質基準に合致しない等の状況が発生した

業と先進製造業の発展に尽力し、ハイエンド

に努力する。東部地区では、戦略的新興産

力な産業の構造調整とグレードアップの推進

る。そのうち、東北地区では、伝統的に有

工業発展の総体的な方向性を示したものであ

本ガイドラインは
（ ）中国緑色食品発展センターは、全国の

用農産物及び関連製品をいう。
（第 条）

理しない。
（第 条）

い。事案が著しい場合、その申請を二度と受

を導く）を原則としてその地理上の優位性を

区は、承東啓西（東部地区を支え西部地区

的 危 険に係る徹 底

企業に対して、潜在

部 門は危 険 化 学 品

地方安全監督管理

いが、施行後早期に

書交付後の追跡検査を担当する。
（第 条）

機食品の標識使用申請の受理、初審及び証

食品取扱機構は、当該行政地域における有

人民政府農業行政主管部門に所属する有機

付及び交付後の追跡調査を担当する。省級

有機食品標識の使用申請の審査、証書の交

使用証書を取得することが求められる。ま

食品発展センターの交付する有機食品標識

企業には、本弁法の規定に基づいて中国有機

ものとなっている。有機食品標識を使用する

対する監督検査は更に規範化され、厳格な

本弁法施行後、有機食品標識の使用者に

地及び産業結集区を建設する。
（第一章）

受け入れ、国家の重要な戦略的資源の接続

入れ、東部及び中部の関連産業を重点的に

西部地区は、有力な資源の転換戦略に力を

域からの産業移転の受け入れを加速させる。

生かし、国際的に、また東部の発達した地

調 査・ 整 備 処 理の

（ ）省級取扱機構は、製品及び製品原料の

（ ）本移転指導目録は、既存の産業基礎を

状 況 を 検 査 し、 本

には本ガイドライン

る。このため、企業

求 する可 能 性 もあ

に基づいて是正を要

ガイドラインの要求

務日以内に検査を完了し、製品品質検査報

環境サンプルの抜取り検査をした日から 業

ルの抜取り検査をした日から 業務日以内、

取り検査をすみやかに手配し、製品サンプ

申請人の委託を受けた後、現場における抜

査を完了しなければならない。検査機関は、

生産期間中に資質を有する検査員が現場検

五章 条）

り標識使用権を取消される恐れもある。
（全

さもなければ中国有機食品発展センターによ

及び法律規定を遵守することが必要となり、

いる企業は、有機食品標識使用契約の約定

分考慮したうえで四大地区の産業移転の方

容量、産業付帯能力等における優位性を充

物流条件、技術的人材、土地コスト、環境

ベースとして、各地の鉱山資源、交通位置、

徹 底 調 査・ 整 備 処

ければならない。
（第 条、第 条）

行し、省級取扱機構及び申請者に提供しな

告書及び産地環境モニタリング報告書を発

日施行）

（工業・信息化部 2012 年 月 日公布 同

、
『産業移転指導目録（2012 年）
』

理 制 度の確 立、 潜

的に発展を受け入れる産業の目録を示した。

また、具体的な産業移転の受け入れ主体、

即ち地域内の主要産業ベルト又は結集地を

明確にし、各区（ベルト）の発展における重

範化を図って、潜在

引き続き有機食品標識の使用が必要な場合、

年とする。証書の有効期間が満了した後も

力の立ち遅れた分野の移転等を解決するた

的な競争、産業の無秩序な流動及び生産能

の過程で発生する産業受け入れ地の間の盲目

動指南となるものである。外国投資者は、中

役割があり、産業の秩序ある移転を導く行

移転を統一して調整し、政策面から指導する

本移転指導目録には、地域を越えた産業

点事項を明確にした。
（第二章～第五章）

する危険を軽減する

め、工業・信息化部は、約 年の時間をか

年

月

日公布

（ 農 業 部 2012

管理弁法』

、
『有機食品標識

（全 条）

標識使用者は、有効期間の満了する カ月

産業の秩序ある移転を推進し、産業移転

向性を明確にし、省（区、市）ごとに優先

潜 在 的 危 険に係る

2

に 基 づき、 健 全 な

32

在 的 危 険に係る徹

26

2012/8/10

北京市 2012/9/1
福建省・広東省 2012/11/1
天津市・浙江省・湖北省 2012/12/1
2012/8/7

2012/8/7
2012/7/30

2012/10/1
2012/7/26

2012/7/26

2012 年 月 日施行）

境にて有機食品に関する基準により生産さ

（ ）有機食品の定義を明確にした。本弁法

故の潜在的危険に関

れ、全過程において品質管理が行われ、有

ばならない旨規定し

する報告の要求及び

た。 ま た、 重 点 事

内容についても規定

展センターは 年以内はその申請を受理しな

指導性文書にすぎな

産業の移転を積極的に受け入れる。中部地

機食品標識使用権を取得した安全、優良食

1

した。
（第 ・ 条）

10

た、有機食品標識使用証書を既に取得して

2

3

26

1

2

（ ）有機食品標識使用証書の有効期間は

7

前までに省級取扱機構に対して、書面により
継続使用を申請する。
（第 条）

経営性活動に用いることを禁じる。
（第 条）

（ ）有機食品標識を許可されない製品及び

（ ）生産環境が有機食品環境品質基準に合
致しないか、又は製品品質が有機食品製品

（ ）本移転指導目録は、国家地域発展戦略

制定した。以下に主な内容をまとめる。

（以下「本移転指導目録」という）を完成し、

けて『産業移転指導目録（2012 年版）
』

業移転の指導に関する方向性を考慮したう

にて紹介されている中国各地域の優位性や産

の投資対象分野を踏まえ、本移転指導目録

国において投資地域を選択する際には、自ら

3

国家税務総局公告
2012 年第 38 号

工業・信息化部

3

底調査プロセスの規

4

中部地区及び西部地区）について、それぞれ

の確定した四大地区（東北地区、東部地区、

となろう。
（全五章）

えで適切な投資地域を選択することが必要

1

2013/1/1

4 『産業移転指導目録（2012 年）』

30
3

2012/8/31

農業部

5

3

21

中華人民共和国主席令
第 75 号

安監総管三
（2012）103 号
中華人民共和国農業部令
2012 年第 6 号
工業・信息化部公告
2012 年第 31 号

ことが求められよう。

13

全国人民代表大会
常務委員会

3 『有機食品標識管理弁法』

20

18

施行日

12/10/17 11:30

10_制度情報：本9p.indd 2

12

公布日

『北京等 8 省市の営業税を増値税徴収に改める試行
1 地域における増値税一般納税者資格の認定に関連す
国家税務総局
る事項についての国家税務総局の公告』
『危険化学品企業における事故の潜在的危険に係る
2
国家安全監督管理総局
徹底調査・整備処理に関する実施ガイドライン』

3

4

5

5

法令番号
法令名称

5

30

6

3

7

発令元
Ⅰ 全人代レベル
『「中華人民共和国民事訴訟法」の
1
改正に関する決定』
Ⅱ 部門レベル
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China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
2012 年 8 月

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
8/6 Economic
Japan China
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat

「第７回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」を開催

当協会は、8
月
6 日、東京で「第７回日中省エネルギー・環境総
na Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
合フォーラム」を開催した。全体会議には、日本側からは、枝野経
済産業大臣、細野環境大臣、張富士夫当協会会長等が出席し、中国

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
側からは、張平国家発展改革委員会主任、高虎城商務部国際貿易交
渉代表、程永華駐日本国大使等が出席した。

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan
China
association
Japan China
Economic associat
官民関係者合わせて約
1,000
人（日本側約
600Economic
人、中国側約
400 人）の参加を得て、47 件の協力案件に調印し、成功裏に終了し

基調講演をする張富士夫日中経済協会

た（詳細はスペシャルレポート参照）
。
会長 China Economic
na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
association
Japan China
Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan China
Economic associat
4/24

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
8/28

「中国広東省佛山市三水区（東京）投資環境説明会」を開催

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
佛山市三水区政府陳英文区長を団長とする佛山市三水区訪日代表団
10 人が来日し、8 月 28 日、東京で「中国広東省佛山市三水区（東京）

投資環境説明会」を開催した。
na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
三水区では、自動車部品産業をはじめ、豊富な水資源を活用した食

品飲料産業や、機械設備産業、新エネルギー・新材料産業などを主要

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
産業として、日本企業の誘致に積極的に取組んでいる。日本側参加者は
70 人に達した。

冒頭に挨拶をする陳英文区長

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
8/30Economic

「中国常州－日本東京・相互貿易投資セミナー」を開催

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
常州市人民政府方国強副市長をはじめとする常州市経済貿易代表
団が来日し、8 月 28 日、大阪で「中国常州－日本大阪・相互貿易投

資セミナー」
、30
日、東京で
「中国常州－日本東京・相互貿易投資セ
na Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
ミナー」を開催した。

江蘇省常州市は、現在、装備製造、電子情報、新エネルギー・環境、

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
新材料、バイオ・医薬などを支柱産業として園区を建設している。大

阪でのセミナーには 260 人、東京でのセミナーには 450 人の日本企

東京での参加者は 450 人に達した
na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
業関係者が参加し、常州市に対する関心の高さがうかがえた。

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat

JCNDA NEWS

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
2012 年 8 月の日中東北開発協会の活動から

■「2012 年日中経済協力会議－於黒龍江」
開催（8/2） Japan China Economic association
na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic association
Japan China Economic associat
当協会は 8 月 2 日、黒龍江省ハルビン市において黒龍江省人民政府、遼寧省人民政府、吉林省人民政府、内蒙古自治区

人民政府との共催により、
「2012 年日中経済協力会議－於黒龍江」を開催した。

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic associat
今回の会議においては、約 460 人 ( 日本側約 150 人、中国側約 310 人 ) に及ぶ多数の参加者を得た。また、会議テーマ

である産業協力の深化と日中協力の推進に関する意見交換のほか、分科会、黒龍江省 13 市と日本側代表団との交流会、日

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan
Economic associat
中ハイレベル会見、地域視察等の活動を行い、所期の成果を収めることができた（詳細は
34 ページ参照）
。 China

na Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan
China
Economic
associat
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中国、日中の主要経済指標
項

目

GDP名目額

〃 実質成長率（前年比）

四半期GDP実質成長率（前期比）
（注1）
1人当たりGDP

〃 実質成長率（前年比）

食糧生産量

工業生産（付加価値ベース）
〃 前年比

単

位

億元
％
％
元
％

億トン
億元
％

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

201２年
1〜３月

201２年
1〜6月

265,810

314,045

340,903

401,513

472,882

107,995

227,098

1.8

1.8

14.2

9.6

9.2

10.4

9.3

20,169

23,708

25,608

30,015

35,083

5.016

5.287

5.308

5.465

5.712

13.6

110,535

14.9

9.1

130,260

9.9

8.7

135,240
8.7

9.9

160,722

12.1

8.1

8.7

7.8

1.300

188,572
10.7

うち一定規模以上の企業（注２）

億元

固定資産投資額（注３）

億元

137,324

172,828

224,599

278,122

311,022

47,865

150,710

社会消費材小売総額（注４）

億元

93,572

114,830

132,678

156,998

183,919

49,319

98,222

4.8

5.9

-0.7

3.3

5.4

3.8

〃 前年比

〃 前年比
（名目）
〃 前年比
（名目）

消費者物価上昇率

％
％
％
％

18.5

24.8
18.2

12.9
25.9
22.7

11.0
30.0
15.5

15.7
23.8
18.3

13.9
23.6

14.8

895,600

億元

403,442

475,167

606,225

725,774

851,591

財政収支（国家財政）

億元

-2,000

-1,800

-7,500

-8,000

-6,500

9.5

8.0

8.5

10.9

11.4

都市部1人当たり可処分所得実質伸率

農民1人当たり純収入実質伸率（注５）

％
％
％

16.7
12.2

17.8
8.4

27.6
9.8

19.7
7.8

20.9

17.1

マネーサプライ
（Ｍ2）
〃 前年比

11.6

17.3
8.4

13.4
9.8

12.7

10.5

20.4

14.4

3.3

925,000

13.6
9.7

12.4

貿易総額

億ドル

21,766

25,633

22,075

29,740

36,421

8,594

18,398

輸出額

億ドル

12,205

14,307

12,016

15,778

18,986

4,300

9,544

輸入額

億ドル

9,561

11,326

10,059

13,963

17,435

4,294

8,855

輸出入収支

億ドル

2,643

2,981

1,957

1,815

1,551

7

689

〃 前年比
〃 前年比
〃 前年比

対中直接投資契約件数
〃 前年比

％
％
％
件
％

23.6
26.0
20.8

17.8
17.3
18.5

-13.9
-16.0
-11.2

34.7
31.3
38.8

22.5
20.3

7.3
7.6

24.9

6.9

8.0
9.2
6.7

37,871

27,514

23,435

27,406

27,712

5,379

11,705

-8.7

-27.3

-14.8

16.9

1.1

-9.4

-13.1

対中直接投資実行額

億ドル

747.7

92４.０

900.3

1,057.4

1,160.1

294.8

590.9

外貨準備

億ドル

15,282.5

19,460.3

23,991.5

28,473.4

31,811.5

33,049.7

32,400.1

7.6040

6.9451

6.8310

6.7695

6.3249

〃 前年比

対外債務残高
対ドルレート

％

億ドル

元／ＵＳ＄

18.6

3,892.2

23.6

3,901.6

-2.6

4,286.5

17.4

5,489.4

9.7

-2.8

6,950.0

7,512.6

6.4588

6.2943

-3.0

7,851.7

日本の対中輸出額（注６）

億ドル

1,090.6

1,240.4

1,096.3

1,490.9

1614.9

365.9

737.2

日本の対中輸入額

億ドル

1,276.4

1,423.4

1,225.5

1,528.0

1,834.2

454.9

913.4

日中貿易輸出入収支

億ドル

-185.8

-183.0

-129.1

-37.1

-219.3

-89.0

-176.2

-23.8

-27.2

-11.3

38.2

5.5

-1.1

〃 前年比
〃 前年比

日本の対中直接投資契約件数（注7）
〃 前年比

日本の対中直接投資実行額
〃 前年比

％
％
件
％

億ドル
％

17.5
7.7

1,974
35.9

-24.6

13.7
11.5

1,438
36.5

1.8

-11.6
-13.9

36.0

24.7

1,275

1,762

41.1

40.8

12.4

-0.5

8.3

20.0

-8.5
9.3

1,859

447

63.3

20.5

55.0

12.5

-5.7
7.5

872

-3.8

40.7
16.7

（注5）2012年1〜3月は
「農民1人当たり現金収入」。
（注1）
四半期GDP実質成長率は、2012年1〜3月の項目では第1四半期、1〜6月の項目では
（注6）
日本の対中貿易額はJETROが財務省貿易統計を基にドル換算したもの。
第2四半期についての前期比を示す。
を含まない。
（注2）2007〜10年は年間売上500万元以上、11年からは年間売上2000万元以上の工業企業を指す。（注7）直接投資は金融分野（銀行・証券・保険）
『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
（注3）2011年以降は不動産投資・農村個人投資を除き、固定資産投資の対象を50万元以上から500万 (出所）
表等から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
元以上に引き上げた。
プライ、
外貨準備、
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4）個人の住宅購入を含まない。
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日中貿易統計［2012年7月 輸出確報；輸入速報］
＊財務省貿易統計より作成
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
1,031,476
1,008,654

18.9
0.9
-21.0
27.8
-1.4

-20.2
-14.0
-5.9
-7.1
3.0
-7.4
-11.9

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

6,879,461

-9.1

8,537,133

4.1

15,416,594

-2.2

-1,657,672

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
（財務省貿易統計）

（100万円）

輸出額

輸入額

輸出伸率

-589,586
83,064
-192,082
-275,761
-303,882
-128,089
-251,336

-4.3
-8.0
-0.8
0.6
6.9
-5.8
-4.0

2,071,536
1,918,170
2,465,634
2,265,889
2,235,680
2,191,041
2,268,644

7.6
-0.4
4.0
7.6
10.0
-4.5
3.3

1,330,561
917,553
1,328,858
1,270,825
1,269,781
1,159,565
1,259,990

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

（％）

1,800

180

1,600

160

1,400

140

1,200

120

1,000
800

100

80

600

60
40

400
200

20
0

0

-200

-25

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
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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

6月

額

1,031,476

一般機械
原動機

電算機類（含周辺機器）
電算機類の部分品
金属加工機械

-0.7

124,021

20.0

3,253

-3.7

46,849

50,118

26,471

紙類･紙製品

35,216

41,828

非鉄金属

非金属鉱物製品

-3.6

1,917

9.2

141,341

ゴム製品

1,008,654

38,488

原料別製品

織物用糸･繊維製品

-7.4

-52.6

3,566

金属製品

7月

額

10,007

35,480

医薬品

鉄鋼

価

111.5

126,611

プラスチック

率

2,497

化学製品

有機化合物

伸

18,387

-9.4

139,705

-2.2

26,365

0.5

22,599

46,247

-20.2

50,288

19,811

10.0

18,101

12,814

-17.0

12,469

3,503

-16.2

3,243

25,570
6,031

-15.6

5,897

219,773

-24.8

214,465

2,635

-15.0

2,148

27,350
15,625

38,748

-30.7

21,586

-12.6

15,735

20.9

43,067

15,112

-28.8

14,753

7,048

-46.1

6,644

6,522

-42.2

5,861

電気機器

253,720

1.1

234,925

（ＩＣ）

58,704

-3.7

54,728

（影像記録･再生機器）

19,806

40.8

16,596

ポンプ・遠心分離機

建設用・鉱山用機械
荷役機械

加熱用・冷却用機器
繊維機械

ベアリング
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
重電機器
通信機

電気計測機器

電気回路等の機器
電池

輸送用機器
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）

4,386
7,595
7,590

87,630

4,792

8.7

7,477

-5.2

6,719

2.6

79,931

20,121

40.1

16,913

314

7.1

318

6.9

10,521

196

252

-38.9

15,713

-5.9

15,146

15.2

21,730

-7.1

9,286

11,430

6,090

6,227

-42.2

38,604

-9.7

36,070

5.8

109,931

11.1

51,018

14.9

54,290

23,511
9,301

109,856

-0.0

54,012

3,625

-55.0

2,983

4

-21.3

132,191

6.7

130,085

-10.2

4,511

47,934
44,290
59,987
-

56,439
4,784
1,789

（注）7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）財務省貿易統計
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-68.2

-

6

10.9

60,775

-11.5

1,662

伸

率

価

1〜7月合計
額

伸

-11.9

6,879,461

-2.8

254,142

90.7

率

-9.1

16,583

24.9

83,135

-17.1

-2.3

325,304

-3.7

-13.6

338,119

-11.6

-8.5

341,166

-16.2

0.2

122,388

24.0
-9.5

18.0

-11.3
-11.3

910,920
22,911

952,931
195,909

-14.3

142,913

-22.1

40,068

-20.8

-24.3

83,403
22,664

4.6

-8.7
7.8

-11.0
-4.5

-3.8

-4.9

-17.7
-12.3
-23.7

-22.0

1,490,957

-24.4

-13.6

15,441

-14.6

-45.8

198,956

-27.4

-13.5

106,943

-22.9

106,137

-22.4

53,798

-44.6

52,208

-31.6

16.9

-56.4
-37.2

257,114
46,972

5.8

42,149

-14.6

46,418

-43.4
-14.5

1,590,864

-23.8

392,610

-17.2
4.1
4.3

-5.6

-69.1
-12.7

1.2
5.0

-50.5
-17.2
-12.3
-5.5

563,152

-4.7

107,125

32.3

105,013

-5.7

34.4

2,112

-24.8

65,376

-11.3

1,559

-52.0

-19.0

101,677

1.4

134,726

-10.0

57,808

-12.2

353,206

23.1

-38.3
-18.3

42,856

256,793

-5.3

753,027

23.3

313,219

7.6

-66.0

39,842

-10.3

-34.6
-2.2
-9.5

12.6
28.8
-8.4

-14.9

379,383

64

-57.0

-1.6

826,903

1.0

-15.9

32,437

-1.0

-89.0

10.8

-30.2

-

366,933
11,387

5.0

9.6

-12.3
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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

価

6月

額

伸

率

価

7月

額

1,159,565

-4.5

1,259,990

23,003

4.3

21,142

肉類

9,507

3.1

10,241

野菜

16,492

0.5

17,808

原料品

16,501

2.3

32.7

食料品

魚介類

（えび）
穀物類
果実
木材

非鉄金属鉱
鉄鉱石
大豆

67,828
678

2,726

5,745
2,077

448
-

石炭

（一般炭）

9

-99.6

-

12

3,031
687

化学製品

65,442

医薬品

3,454

有機化合物

18,508

原料別製品

138,612

非鉄金属

15,449

織物用糸･繊維製品

30,717

鉄鋼

金属製品

非金属鉱物製品

木製品等（除家具）

一般機械
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

（IC）

音響映像機器（含部品）

（影像記録･再生機器）
重電機器
通信機

電気計測機器

輸送機器
自動車

自動車の部分品
航空機類

その他

科学光学機器

衣類･同付属品
家具

バッグ類

-18.9

ZENZO

981

液化石油ガス

5.8

2,686

石油製品

液化天然ガス

7.0

-13.3

8,001

（揮発油）

0.1

317

鉱物性燃料

原油及び粗油

5.8

3.3

8,537,133

4.1

3.4

149,256

8.4

21.0

66,012

17.9

20.1

121,323

1.9

16,425

14.4

111,024

757

186.9

3,802

217

-4.1

68,127

16.5

735

23.1

2,387

12.1

5,550
2,059
-

13,974
6

2,433

9.9

7.4

-15.9

140.9
-3.0

5,154

-64.4

12

-26.7

161

-34.0

879

-44.1

14,826

-19.4

19,368

-3.0

131,398

-7.6

-53.8
-23.8

131.1

-

-

4,320

-32.1

70,072

-35.1

3,765

-15.7
-9.6

148,923

-16.3
-8.1

-18.9

10,250

-

35,613

-28.9

487,724

-7.0

30,207

0.3

1,020,118

14,341

-24.3

100,745

32,836

-2.9

16,854
37,813

-6.7
6.2

110,245
258,764
234,572

20,725

16.7

-1.2

219,209

0.1

1,508,162

-6.2

103,544

-6.8

749,761

-6.7

333,570

5.4

2,184,391

12.3

10,926

-1.2

22,753

25.7

63,670

-26.7

23,826

-9.0

10,242

25.8

22,865

-4.0

23,246

36.6

66,580

14,652

-8.6

111,644

10.5

26,502

40.4

16,927

3.8

369,517

123,196

-8.1

150,747

19,426

13.3

22,692

7,183

13.1

87

-29.4

17

-59.7

25,720

2.5
7.5

1.8

6,560

-32.7

25,040

40,987

6.2

9276.4

-5.9

324,853

19,726

9.6

954

22,931

15,112

-6.5

5,312

8.6

14,782

20.4

23,676

17.9

459,407

-20.3

5,956

86,350

率

1,983

-13.5

14,911

伸

-77.2

9,493

10,215

額

69,281

-2.4

304,434

1〜7月合計

-12.7

35,632

95,440

価

7,645

-33.2

210,218

率

-25.3

13,768

19,067

伸

24,868

131,615

-29.5
-49.6

-32.2
-19.9
-3.5
1.6
1.5

-22.6
6.7
0.6

6.4

69,016

-3.0

43,710

32.0

173,230

0.7

133,792

7.6
5.8
7.0

-5.6

61,335

-22.8

105,686

-24.3

721,962

38.7

22.0

180,893

21.9

38.8

105,347

10.8

2,516,133

-2.4

1,069,909

15.1

156,521

32.4

-26.6

452,288

3.6

158,516

-37.2
32.0

8,603

41.4

110

55.6

17

-72.8

31,688

42.5

25,180

10.5

48,752
866

-9.2
-0.8

25.5
12.5

40.3

220

-40.7

182,273

11.8

190,356

14.5

6.2

-1.0

13.9

（注1）6月の数値は確報値。7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）財務省貿易統計
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2012年7月の主な出来事
中
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国

国家統計局、5月の工業利益は3,909億元で前年同月比5.3%減とな
り2カ月連続で減少。
国家発展改革委員会、5月の非鉄金属10品目（銅、アルミ、鉛、亜
鉛、ニッケル、錫、アンチモン、水銀、マグネシウム、チタン）の合計
生産量は304万㌧で前年同月比6.6%増と伸び率は前月より上昇。全
体の5割を占めるアルミの伸びが寄与。その背景には地方政府によ
る景気対策としてのインフラ建設投資や昨年低迷した自動車生産の
回復がある。但し商務省によると、価格はいずれも低下、銅や亜鉛
は前月比2.4%の低下、アルミは同0.8%の低下。
国家統計局・中国物流購買連合、6月の景況感を示す製造業購買
担当者指数（ＰＭＩ）は50.2で前月より0.2ポイント下落、2カ月連続で
悪化。
中国政府は人民元の国際化につながる施策相次いで打ち出す。
香港を通じて人民元取引の規制緩和試行、深圳市に金融を中心に
したサービス特区設置、ＢＲＩＣＳ諸国との間での通貨スワップ協定
網構築を目指すことなど。
交通運輸省、5月の主要港合計の貨物取扱量は8億3900万㌧で前
年同月比5.7%増となり、4カ月連続で伸びは低下。国内貨物が同2.
2%と低迷する一方で、国際貨物は鉄鉱石など資源輸入の増大を反
映し14.2%と高い伸びを維持。
中国人民銀行、2カ月連続の利下げ。預金金利が0.25%、貸出金利
が0.3%の引き下げ。併せて貸出金利の割引幅は前月の20%から30%
に拡大。景気減速に対する政府機関の強い危機感を反映。
中国全国商業情報センター、全国重点大型小売業100社の12年1～
6月期の衣料品販売額は前年同期比9.8%増、同販売数量は1.0%増
に留まった。11年1～6月期の同販売額は同21.8%増、同販売数量は
同8.3%増であり、数量がほとんど伸びない中で単価アップにより販
売額を伸ばしている状況が続く。
国家統計局、6月の消費者物価指数が前年同月比2.2%の上昇。5月
の同3%からさらに鈍化、2年ぶりに3%を下回る。また6月の工業生産
者出荷価格指数は同2.1%の低下。4カ月連続のマイナス。
米経済誌フォーチュン、12年版世界企業500社番付で、中国企業は
73社がランクインし2位、1位は米国で132社、日本は3位で68社。
中国税関総署、12年1～6月期累計の貿易統計によると、輸出が前
年同月比9.2%増、輸入が同6.7%増でいずれも2桁に届かず。また貿
易収支は689億2,000万㌦の黒字で同56.4%増。
中国商務省、12年1～6月期の中国への直接投資額は591億㌦で前
年同期比3%減。ＥＵは同1.6%増、米国は同3.2%減、アジア10カ国は
同2.8%減、内日本は同16.9%増。
国家人口計画出産委員会、国家統計局、11年末の総人口は13億47
00万人、11年生まれは1604万人で自然増加率が4.9%、50年までに3
億3200万人の65歳以上の高齢者を抱える。
国家統計局、4～6月期のＧＤＰは7.6%増、四半期のＧＤＰが8%を下
回るのは3年ぶり。
米財務省、米国債保有額で国外最大の中国は5月に持ち高を半年
振りの高水準に引き上げ保有額を0.4%増加の1兆1,698億㌦とした。
国家統計局、6月の主要70都市の新築住宅価格（低所得者向け除
く）は前年割れの都市の数が前月より2つ増え57都市で前年同月の
水準を下回った。
建設機械大手の三一重工業は建設機械需要が低迷する中で（一説
には従業員30%削減、給料半減など）大規模リストラに踏み切った。
12年1～6月期に16の省市で法定最低賃金が引き上げられ、平均上
昇率は19.7%。全国で最高水準は深圳市で月額1,500元。
国家統計局、12年1～6月期の工業分野で一定規模以上の企業（年
間売上高2,000万元以上の企業、約31万社）の利益が前年同期比2.
2%減。欧州債務危機に起因した企業業績悪化を反映。なお11年は
1～12月通期で前年比25%の増益。
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中

スズキは 7 月より中国で大型二輪車の販売を開始。日本で生産し
輸出する。富裕層の取り込みとブランド力のアップが狙い。
王子製紙は 8 月に特殊紙を中国生産するために現地板紙メーカ
ーとの合弁設立。資本金25億4,000万円、王子の出資比率29%。
デンソーは中国にある全額出資の二輪部品生産子会社を合弁
に転換。デンソー子会社である重慶電装と現地資本の昆山鞏誠
電器を統合し新たに合弁設立。資本金は 28 億 5,000 万円、出資
比率はデンソーＧが 51%。現地企業のネットワーク活用で現地資
本の二輪車メーカーへの拡販を目指す。
セントラル硝子はリチウムイオン電池向け電解液の生産のために
中国の大手化学メーカーである山東石勝華化工集団と 10 年 12
月設立した合弁会社（セントラルの出資比率 72%）を清算。運営や
戦略のズレを埋め切れず。
三菱商事は中国の不動産大手の金地集団と不動産開発会社を
合弁で設立（三菱の出資比率40%）。大連市でマンション3500戸、
3万4000平方㍍のショッピングセンターなどを建設。総事業費は6
60億円。
三菱重工業は中国で天然ガスを燃料とする分散電源事業を展開
するため中国の発電大手の中国華電集団公司と提携。三菱が発
電システムを供給し、華電が保守などの技術サポートを担う。
イオンは食品卸最大手の三菱食品と組み中国の広東省、山東
省、江蘇省で食品スーパーを展開。来春までに順次現地法人を
設立（イオン 8 割、三菱商事・三菱食品 2 割）。14 年以降年間 30
店以上の出店を計画。
パナソニックＧは、中国蘇州市に民生用リチウム電池の一貫工場
を立ち上げる。資本金 1 億㌦で新会社設立。無錫工場、北京工
場に次ぐこの蘇州工場を含めた 3 拠点体制で中国市場に対応。
ユニチャームは江蘇省揚州市に生産子会社設立。中国内陸部向
け紙おむつや生理用品の製造拠点として工場建設予定。資本金
は 3,000 万㌦で持ち株会社の尤妮佳投資公司が全額出資。
住友ゴム工業は中国湖南省長沙市に建設した自動車用タイヤ工
場の 7 月操業開始、日量 1 万 5000 本体制。総需要拡大を想定し
て、15 年に向けて数百億円を投資して日量 6 万本体制に拡張。
住友ゴムは中国における乗用車用タイヤ販売旗艦店を 15 年に
11 年比 6.5 倍の 1000 店に増やす。大連、北京、上海、広州に販
売会社を設立。これらの販社から 45 社の代理店を通じて中国全
土にダンロップ・ブランドの販売網を構築。
日本製鋼所は全額出資の生産子会社における独資・単独生産か
ら中国企業との共同生産に切り替える。11 年1 月より 100%出資の
生産子会社寧波日鋼機械製造で電動射出成形機の製造を行っ
てきたが、商習慣の違いや現地従業員の管理などの問題を克服
して事業を拡大するためには中国企業との協業が有効と判断。
トヨタは江蘇省常熱市に無段変速機の生産子会社のトヨタ自動車
（常熱）を設立。資本金約75 億円、総投資額226 億円で工場の稼
動は 14 年 9 月予定。
東芝傘下の米原子力大手のウエスティングハウスは 12 年内にも
中国で現地原発関連会社と原子力発電プラント保守の合弁を設
立。中国では今後10 年間で 60 基の原発が稼動予定で原子炉な
どの中核機器の供給から保守までを手掛けることによって原発設
備の受注を目指す。
日立金属、ＴＤＫ、昭和電工は中国のレアアース輸出制限を受け
て、エコカーなどのモーターに使用する高性能磁石を中国で合
弁生産を検討していたが、日本の輸出管理令が 8 月 1 日改正さ
れて合弁に必要な装置の輸出や技術移転が難しくなったことか
ら合弁生産を断念し各々交渉相手先に無期延期を伝えた。

制作

東レ経営研究所
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2012 年 11 月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

中国ビジネスの今後
編集後記

今号のスペシャルレポートは第 7 回日中省エネルギー・環境総合
フォーラムである。省エネ・環境ビジネスは日中の経済成長の柱、
協力推進の要であるとの共通認識のもとで、熱のこもった議論が
交わされ、ビジネスも進められた。ところが、9 月 11 日の尖閣諸
島国有化に端を発する日中関係の突然の緊迫化は、特に日本企
業にとって打撃となってしまった。日中双方が大局的な見地に立っ
た冷静な対応をして、事態を打開するよう切に望む。
（I）
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「日中経協ジャーナル」10 月号アンケート

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

１．「日中経協ジャーナル」をお読みになっていますか。
Ａ 毎月必ず読む Ｂ 必要に応じて読む Ｃ ほとんど読まない D 初めて読む
2．今月号で良かった記事に○をつけてください。
（複数回答可）
1 SPECIAL REPORT：第 7 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム
2 現地便り：北京の 7 月医療改革
3 日中関係ーその時と私：辻井

喬 日本中国文化交流協会会長
元日中経済協会副会長

4 トレンド：豪華客船寄港がもたらす地域経済振興
5 東北コーナー：2012 年日中経済協力ー於黒龍江

5．今後取り上げてほしいテーマや情報について伺います。
1
3
5
7
9
11

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

2
4
6
8
10
12

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

6 Q&A：中国の増値税改革、試験地拡大に伴う上海改革の検証
6．その他、
「日中経協ジャーナル」、日中経済協会についてご意見、
ご要望をお聞かせください。

7 制度情報：2012 年 8 月の法令から
「中国常州ー日本東京・相互貿易投資セミナー」
を開催 ほか
8 情報クリップ：
「2012 年日中経済協力会議ー於黒龍江」開催
9 JCNDA NEWS：
10 DATA ROOM：中国・日中の主要経済指標、12 年 7 月の日中貿易統計 ほか
3．体裁についてお聞かせください。
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7．お忙しいところご協力いただきありがとうございました。
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C もっと少なくてよい

現状でよい
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中国の進化は
あなたの想像よりはるかに速い。

事例

１

中国広東省佛山市三水区（東京）投資環境説明会
広州市から近くポテンシャルが大きい佛山市三水区
佛山市三水区政府陳英文区長を団長とする佛山市三水区訪日代表団

無限の可能性を秘めた巨大市場として、

10 名が来日し、
2012 年 8 月 28 日、
東京で「中国広東省佛山市三水区（東

ますます存在感を大きくする中国。

京）投資環境説明会」を開催した。

その進化の方向を鋭く見極める新たな視点。

佛山市は広州市の西側に隣接し、三水区は佛山市 5 区のうちの 1 つで、
市内北部に位置する。珠江デルタ経済圏という経済環境に加え、広州国

発行：一般財団法人 日中経済協会

際空港まで車で 30 分程度と交通の便利な場所にあり、投資環境として

定価８00円（送料共）

非常に恵まれている。説明会上では、三水区姚国華顧問が三水区の投資

バッ
ナン ク
在庫 バー
僅少

環境を紹介し、ポイントの 1 つとして、広州、深圳においてはすでに企業
立地が飽和状態にあるが、広州市から近い三水区にはまだ土地が残って
おりポテンシャルが大きいと訴えた。
これまで日本のトヨタ、ホンダ、日産の各社が広州市に相次いで進出し
ており、それに伴い、佛山市へは近年、多くの日本の部品関連メーカーが進出して
いる。三水区では、それらの自動車部品産業をはじめ、豊富な水資源を活用した
食品飲料産業や、機械設備産業、新エネルギー・新材料産業などを主要産業として、
日本企業の誘致に積極的に取り組んでいる。日本側参加者は 70 名に達した。

2012年7月号

SPECIAL REPORT

最新刊

日中韓FTAへの期待

2012年6月号

SPECIAL REPORT

日中省エネ環境協力と
まちづくり

2012年5月号

2012年4月号

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

SPECIAL REPORT

「日中経協に相談してみる。
」
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、日中経済協会は、日中ビジネス成功へ
のお手伝いをしています。

事例

2

2012年3月号

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

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。

［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！

お気軽にご相談ください。 企画調査部

電話 03-5511-2513

中国常州－日本東京・相互貿易投資セミナー
長江デルタ地域にある中核都市の 1 つ、常州市

常州市人民政府方国強副市長をはじめとする常州市経済貿易代表団が来日し、2012 年 8 月 28 日、大阪で「中国常州－日本
大阪・相互貿易投資セミナー」、8 月 30 日、東京で「中国常州－日本東京・相互貿易投資セミナー」を開催した。
江蘇省常州市は、上海と南京の中間に位置し、上海から約 160 キロ、南京から約 110 キロで、両都市までは高速列車で約
40 分の距離にあり、長江デルタ地域にある中核都市の 1 つ。長江デルタ地域における優位的なインフラ、主要幹線道路を備え
つつ、上海、南京、杭州等の他都市と比較して人件費の安さが
ポイント。常州市では約 7,000 社の進出外資企業のうち、その
約 1 割にあたる 575 社が日系企業。現在、装備製造、電子情報、
新エネルギー・環境、新
材料、バイオ・医薬など
を支柱産業として園区を
建設している。大阪での
セミナーには 260 名、東
京でのセミナーには 450
名の日本企業関係者が参
加し、常州市に対する関
心の高さがうかがえた。

一般財団法人 日中経済協会
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お問い合わせ／日中経済協会業務部

TEL.03-5511-2512
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変化する中国経済を基本から理解するための図表を中心としたデータ集
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27.9 1992 年発刊以来、対中ビジネスを担う日本企業の戦略スタッフの必携書という評価をいただいています。
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53.7
中部
12 年版は各項目とも最新のデータを追加。地域経済のページを充実しました。
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〈主な内容〉
Ⅰ概況 政治・経済基本データ一覧、一級行政区概況、人口、
50,000
主要都市の月別平均気温と年間降水量、祝祭日と記念日
Ⅱ政治体制 政治機構図、中央組織人事、国務院組織人事、共産
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党の党大会及び中央委員会全体会議の開催状況、全国人民代表
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大会の開催状況、国家指導者及び対外経済関係部門指導者の略
歴、地方人事、主要経済関連政府機関組織人事
Ⅲ2011 年の経済
Ⅳ2012 年の経済
Ⅴ第 12 次五カ年計画
Ⅵ国内経済 国内総生産と国内総支出、中国の経済成長とトピッ
クス、日本・中国・米国の主要指標比較、農業、工業、商業、
中国の企業、エネルギー、運輸・通信、固定資産投資、労働・
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省エネ・環境協力で日中相互信頼関係の深化に貢献
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賃金、物価、財政・金融、省エネルギー・環境保護
Ⅶ地域経済 省・直轄市・自治区経済データ、主要都市経済データ、
東・中・西・東北地区経済指標比較、投資誘致地区の種類と概要、
各種開発区・税関特殊監督管理区域名称一覧
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Ⅷ対外経済 貿易、投資、国際収支
Ⅸ日中経済 貿易、直接投資、日本の対中経済協力、日中長期貿
易取決め（LT）契約状況、邦銀の中国支店・現地法人、在留邦
人数
Ⅹ法制度
巻末 日中政府間協定等、日中基本四文書等、中国関係大事記、
在日本中国経済関係機関連絡先など
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中国ビジネスQ&A：中国の増値税改革、試験地拡大に伴う上海改革の検証
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定価８００円（本体７６２円）

トレンド：豪華客船寄港がもたらす地域経済振興 上海発クルーズ船観光客を取り込め

日中経済協会

産業協力を深め、日中協力の新たな頁を拓く

一般 財 団 法 人

東北コーナー：2012年日中経済協力会議―於黒龍江

●ご購入は下記にお申し込みください。 ●海外から注文し、日本での決済を
東京官書普及株式会社 通信販売課
ご希望の方は下記にお申し込みく
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
ださい。
Tel.03-3292-3701 Fax.03-3292-1670
株式会社 OCS 購読管理課
下記ホームページからもお申し込みになれます。 Tel.(03)5476-8131
URL http://www.tokyo-kansho.co.jp
Fax.(03)3453-8192
●最寄りの書店、政府刊行物東京サービス・ステーションでもご購入できます。

●中国でのご購入は下記書店に直接お問い合わせください。
中国日本書籍センター
中国匯豊書店
上海市武定路555号
上海市浦東新区陸家嘴環路1000号匯豊大厦２階
Tel/Fax(021)6267-9807
Tel/Fax(021)6841-4865
中国国貿書店
中国美濃書店
上海市延安西路2201号国際貿易中心 上海市古北新区栄華東道126号下座１楼
Tel/Fax(021)5257-0578
Tel/Fax(021)3223-0243

※賛助会員は会員価格でお求めになれますので日中経済協会総務部までご連絡ください。Tel.03-5511-2511 Fax.03-5511-2519
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