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日中友好７団体等の
訪中に参加して

係が飛躍的発展を遂げたことに言

降、日本の協力もあり日中経済関

年、特に中国の改革開放以

化」問題に集中した。日本側からは、

会 見 の 話 題 は 尖 閣 諸 島 の「 国 有

め、会見の模様を以下に紹介する。

参加者からうかがったところを含

らの参加となったが、他の日本側

許可が大幅に遅れたため、途中か

日、管制事情により日本発の離陸

の会見および招宴が行われた。当

との会見、引き続き唐家璇会長と

し、中国政治協商会議賈慶林主席

事長および中国の古い友人が訪中

招きで日中友好７団体の会長、理

会（ 会 長・ 唐 家 璇 元 国 務 委 員 ）の

期 さ れ、 代 わ っ て、 中 日 友 好 協

周年記念式典が延

日、当初予定されていた

重要であると同時に、中国にとっ

る日本の経済再生戦略達成のため

需要を取り込むことを視野に入れ

つある。それは伸張する新興国の

を通じ益々相互依存関係を深めつ

日中両国の経済は、貿易や投資

する批判や主張が縷々述べられた。

定という手順など日本側対応に対

のタイミングでの「国有化」正式決

Ｃ首脳会議での両国首脳会話直後

拠、
「 棚上げ論 」との関係、ＡＰＥ

中国側からは、領有権主張の根

与えることのないよう強く求めた。

の経済交流、文化交流に悪影響を

性を指摘し、特にこの問題が両国

両国外交当局間の意思疎通の必要

残念とした上で、事態の拡大防止、

現在の状況に至っているとしたら

国側の理解が十分に得られないで

の措置であるが、これについて中

向けての活動を着実に進めて参り

の大局に立ちつつこうした方向に

任ずる日中経済協会は、日中友好

日中経済交流の橋渡し役をもって

できることを切望するものである。

て不正常な状況を一日も早く克服

がりにより、現在のお互いにとっ

良くすべし 」との冷静な世論の広

それを支える国民 の「 隣国同士仲

明でたゆまぬ対話の努力、および

両国政治指導者と外交当局の賢

停滞ないし後退していることは残

により影響を受け、一時的にせよ

るコミュニケーション・ギャップ

係 が、現 下 の 尖 閣「 国 有 化 」を 巡

Win ー Win の日中経済協力関

要であると考える。こうした本来

の持続的成長 」を確保する上で重

ど「 経 済 発 展 方 式 の 転 換 」
、
「 経済

エ ネ・ 環 境、 高 齢 化 社 会 対 応 な

９月

及した後、尖閣「国有化」について

ても輸出・投資主導から消費・内

たい。

過去

日中国交回復

は、日本政府が島の安定的な維持

需主導へ、産業構造の高度化、省

念でならない。

管理の見地から真剣に考えた上で
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日中友好 団体等の訪中に参加して

スペシャル レポート

一般財団法人日中経済協会理事長

岡本 巖

■高見澤学

■横山達也

■林千野

■能瀬徹

今回の尖閣諸島問題をめぐる日本のマスコミ報道を受けて、日本企業の間では、「チャイナリスク」 議論が熱を
帯びて来ている。「チャイナリスク」とは一体どのようなリスクなのであろうか？

日系企業のビジネスリスクマネジメント

重慶市市長国際経済顧問会議について

バリケードは取れたが— 推移見守る邦人たち

これまでも何度となく行われてきた中国での反日運動だが、今回は両国の経済関係に対する影響も長期化する
のではないかとの懸念の声も聞こえる。反日運動自体がチャイナリスクととらえられる危険性も排除できない。

チャイナリスクとしてとらえるべきか？
— 反日運動による日中経済への影響と今後の対応

日本経済界には日中関係のセカンドチャネルとしての効果的な民間外交が期待される。しかし、日中間の経済互
恵関係の重要性を唱えるだけではなく、日本国内政治にしっかりと関与する必要がある。昨今の嫌中感の蔓延は、
我が国国民各層間の利害対立の先鋭化と無関係ではないと考えられるからである。

■田村暁彦

世紀日中関係展望委員会
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現下の日中情勢を受けて、日本経済界は何をすべきか

中国ビジネスの今後

日中友好の大局に立ち不正常な事態の早期打開を
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世紀日中関係展望委員会（第８回）提言書
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世界に貢献する新たな日中関係の構築

40

■福川伸次

■黄静婷

■西槙躍

松長隆太 工藤拓人

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。

■村尾龍雄

表紙写真：上海市浦東新区で 2008 年に着工した上海中心大厦
（建設中）。完成時には、ドバイのブルジュ・ハリファ（828 メー
トル）に次ぐ、632 メートルに達する見込み（2015 年完成予定）
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ーその時 日中通商産業行政、経済交流の新潮流
と私
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中国、日中の主要経済指標
2012 年 8 月の日中貿易統計、主な出来事

北東アジアの地域協力を感じて

42 JCNDA NEWS
2012 年 9 月の日中東北開発協会の活動から
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第８回中国北東アジア投資貿易博覧会が吉林省長春市で開催された。展示館の視察や分科会への参加等を通して、
日本の情報を発信しながら北東アジア諸国および地域協力の情報を収集した。

42 情報クリップ
射手矢監事が中国大使館の呂克倹公使を訪問 ほか

FTA の概要と戦略的活用
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2012 年 9 月の法令から

「県域経済」は中国の内需を牽引するエンジン

中国
ビジネス
Q&A

37 現地便り
水害と水不足を解消する古人の知恵

世界中で FTA 締結の動きが目立っている。日本企業にとって、これらの FTA はどのような影響を及ぼすか。
生産拠点の選択をする上で、FTA をどのように活用すればよいかを解説。
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30
S
C
I
P
O
T

34

K
ADC
NNE
I
E
H
RH
CTC

P.10

P.12

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 SPECIAL REPORT

緊急提言

日中友好の大局に立ち
不正常な事態の早期打開を
21世紀日中関係展望委員会 ( 日中経済協会の諮問機関 )
2012 年 11 月 1 日

21 世紀日中関係展望委員会は、今年 9 月初旬、国交正常
化 40 周年を迎えて日中両国が目指すべき指針として「世界に
貢献する新たな日中関係の構築―日中韓 FTA の早期成立と
戦略的互恵関係の深化―」と題する提言書を発表した。その
中で我々は、
「日中両国は、相互依存関係の深化に伴い時とし
て摩擦も生起するが、今後はより一層成熟した相互理解の基
盤をつくり、世界から信頼される日中関係を構築することが肝
要」であることを強調した（本提言は 18 ページに掲載）
。
しかしながら、提言発表後、この記念すべき年であるにも
関わらず、尖閣諸島をめぐる外交上の問題が発生し、日中関
係はかつてない厳しい困難に直面するに至っている。
当委員会は、今日の事態を深刻に受け止め、日中友好の大
局に立ち、事態の早急な改善を図るべきであるとの立場から、
日中両国政府をはじめとする関係者に対し、緊急提言を行う
ものである。
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現状認識 ： 相互不利益への懸念

し、相互理解と信頼をより強固なも

民各層・各分野の交流を再開・深化

これは日本のみならず、中国にとっ

のとするよう、早急に取組むべきで

とが喫緊の課題である。

の経営が悪化し、中国人の雇用の減

ても、今、まさに必要とされるもの

中国側においても、パートナー企業
少や取引先中国企業からの部品、素

である。さらには、世界第 、第

来、相互依存と相互補完関係を基調
信に陥り、お互いに対する感情を悪

さらに我々は、両国国民が相互不

経済発展にも寄与するものである。

とを通じて、アジア、ひいては世界の

の経済大国が協調的発展を遂げるこ

）我々は、日中関係の現状を深

力を積み重ねてきた偉大な成果と言

中友好関係確立のために、営々と努
大きく後退することを危惧するもの

上げてきた共同発展の協力関係が、

るにとどまらず、戦略的互恵関係の

日中両国は、現下の困難を克服す

はじめとする関係者が、提言の早急

く憂慮するものである。両国政府を

期締結に向け政府間交渉を加速する

係の基盤となるものであり、その早

日中韓 FTA は、戦略的互恵関

強く期待する。

て明るい展望を拓くものとなるよう、

努力し、日中関係が次の 年に向け

的な考えにより友好・交流の進展に

な実現を図り、
「求同存異」の基本

（ ）日中友好の大局に立った早期の

（ ）我々は、延期、または中止となっ

破壊などの被害に加え、不買、契約

上が、 月中旬に起きたデモによる

対して行った調査によれば、半数以

関係の中で、日中経済協会が会員に

しかしながら、現下の厳しい日中

急な事態の収束に向け努力を重ねる

当局の粘り強い意思疎通により、早

指導者間の信頼関係の再構築と外交

日中友好の大局に立って、両国政治

声明及び日中平和友好条約に則り、

る外交上の問題について、日中共同

日中両国政府は、尖閣諸島をめぐ

（ ）強固な相互信頼の再構築

的成長に大きく貢献するものである。

ていくことができれば、世界の持続

集して協力し、解決の方途を提示し

際金融システム等について、英知を結

技術革新、高齢化社会、都市化、国

日 中 両 国が、エネルギー・環 境、

は延期を余儀なくされた。訪中代表

している協会の訪中代表団が、本年

特に、1975 年 以 降 毎 年 派 遣

払うよう促したい。

け、日中経済協会が積極的な努力を

ている日中間の交流活動の再開に向

必要がある。

のキャンセル・延期、通関手続・許

べきである。

今回の事態が、日中友好・協力の

期にこれを派遣し、交流再開の契機

で、協会は、状況の推移を見つつ早
日中経済協力は、永年にわたる日

交換を通じて、世界を視野に入れた

推進に尽力してきた方々をはじめ、

こうした不正常な状態が長期化す

中友好互恵関係の中核を成すもので

両国の官民関係者は、長い友好の

WIN ー WIN の協力関係の道筋

とすべきである。そして、国家指導

る場合、日中双方の経済に大きな影

ある。日中両国にとって不利益をも

歴史を回顧し、その重みについての認

を再確認する必要がある。

者との会見や関係政府機関との意見

響を及ぼす。すなわち、日本企業の

たらしている現下の不正常な経済関

識を共有しながら、青少年を始め国

甚大なものがある。

対中ビジネスが大きな影響を受ける

係を、速やかに正常な関係に戻すこ

両国国民に与えた心理的な影響には

団は日中友好、協働の象徴であるの

認可の遅延などの問題を抱えている

（ ）経済関係の速やかな正常化

事態収束に向けての外交努力

いくべきである。

創造的な発展に向け、協力を強めて

今日では、中国における日系企業
の生産、物流、販売、サービス等の
現場では、1000 万人を超える中
国人と多数の日本人が、日々力を合
わせ、協力して仕事を行い、日中両

40

ことが明らかとなった。

国の経済発展を支えている。

提言

である。

（

おわりに

ある。

材の調達等の縮小が懸念される。

に、とりわけ中国の改革・開放政策
化させることになれば、これまで日

（ ）戦略的互恵関係の創造的な発展

日 中 経 済 協 力は、 国 交 正 常 化 以

以降、目覚しい進展を遂げてきた。
中両国の先人たちが営々として積み

3

これは、日中両国の先人たちが、日

2

えるものである。

3

4

と同時に、生産や販売の減少に伴い、
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今般
の日中関係の悪化は、日
中経済協会訪中団の延期

を含む、様々な経済交流活動への影
響をもたらした。経済界に身を置き
日中民間外交に微力を尽くす者とし
て、日中国交正常化 周年でもある
本年においてかかる事態となったこと
には、遺憾の意を禁じ得ない。今回
の事態の原因として、一部には、日本
政府が「国有化」を実行に移した（９
月 日閣議決定）タイミングが、ウ
ラジオストク APEC 首脳会合での
日中首脳立ち話（９月９日）の直後
であったこと、満州事変勃発のきっか
けとなった柳条湖事件発生の日（９
月 日）の直前であったこと、 年に
共産党大会（ 大）の前という政治的

一度の指導部交代を決定する第 回

10

18

と報じられていることも、このような

のメンツを潰した」との発言があった

脳立ち話の直後での国有化は中国側

唐会長から「ウラジオストク日中首

中国要人との間で会見が行われたが、

中日友好協会会長（前国務委員）等

慶林全国政治協商会議主席や唐家璇

おいて、日中友好七団体会長等と賈

見方がある。９月 日には、北京に

「物事の運び方」という次元に帰する

に敏感な時期であったこと等を捉えて、

18

見方を支えている。

中団も日中関係における民間外交の

中核として
「黒子」
の一翼を担ってきた。

今回の訪中団の延期は、日本経済界

による民間外交のあり方について、筆

関して自らの立場を表現

経 済 界 が、 日 中 関 係 に

者に再考させるきっかけとなった。

日本

する時に最も頻繁に用いるロジックは、

「日本経済界は中国経済の発展、雇

用創出に貢献している」
「日中経済相

6
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本稿では、 年前の日中国交正常

以降 回にわたって一度も途切れるこ

日中経済協会訪中団も、1975 年

の度、延期のやむなしに至った今年の

と共に）日本経済界が担ってきた。こ

を、
（いわゆる親中派国会議員の方々

の代表例である）
、その「黒子」の一翼

中国交正常化を導いた過程が正にそ

何度となくあったが（1972 年の日

役割を果たす、という事態がこれまで

きない場合、
「黒子」が動いて大きな

両国間の公式チャネルが事態を打開で

長らく機能してきた。日中関係では、

係におけるセカンドチャネルとして、

日中経済協会を中心として、日中関

単に論考してみたい。日本経済界は、

済界は何をすべきか、ということを簡

われる現下の情勢を受けて、日本経

化以降日中関係の最大の危機とも言

40

となく毎年派遣されてきており、本訪

37

40

27

日中経済協会北京事務所所長

田村暁彦

11

18

現下の日中情勢を受けて、
日本経済界は何をすべきか

今般の日中関係の悪化という事態を受けて、日本経済界には日中関係のセカン

ドチャネルとしての効果的な民間外交が期待される。しかし、日中関係におけ
る「黒子」として効果的な役割を担うためには、経済界は、日中間の経済互恵

関係の重要性を唱えるだけではなく、バブル崩壊以降の国内政治環境の変化

を踏まえ、
「包摂性」を旨として日本国内政治にしっかりと関与する必要がある。
昨今の嫌中感の蔓延は、我が国国民各層間の利害対立の先鋭化と無関係では
ないと考えられるからである。

考えるが、日本経済界が影響力を発

「ルートコーズ」も存在すると筆者は

関心だからである（中国側に起因する

トコーズ」
（根本的原因）に対して無

の遠因となった、
日本側が抱える「ルー

る。何故なら、今般の日中関係危機

来る貢献としてはこれでは不十分であ

が現下の情勢を受けて日本国内で出

でいいのかも知れないが、日本経済界

国側に向かって行う主張としてはこれ

う求めるのが常である。しかし、中

中関係を「大局」に立って処理するよ

求める一方、日本政府に対しても日

日中間の経済活動を損なわないよう

て、中国政府に対しては貿易投資等

といったものである。このロジックを以

政治モデルを生み出し切れていないこ

治問題となる中でこれに応える新たな

貧困、就職難、自殺者増が大きな政

過程が実行困難となり、格差拡大や

治の混乱も、社会民主主義的な政治

てきた。１９９０年代以降の日本政

あらゆる各層の利害対立が先鋭化し

てきた、それに伴い、経済界を含む

ゼロサムゲームを展開する事態となっ

代から、限られたパイを巡って各層が

まねく何らかのパイの分配に与れた時

治過程を通じて日本国民の各層があ

れ以前であれば社会民主主義的な政

んど見込まれなくなった状況下で、そ

ル崩壊以降、日本経済の成長がほと

境の変化という要因と関係する。バブ

に陥ったことに伴う日本国内の政治環

の連帯を必要としている。

している。異なる利害の持ち主同士

在、日本社会は「包摂性」を必要と

すべきである、ということである。現

ではなく、克服する方向で力を尽く

「多極化」
「分裂」を悪化させる方向

現在の日本社会において発生している

要な役割を担うつもりであるならば、

て、日中関係において主

うな次元のものではもはやない。

を中国に派遣すればいいとか、そのよ

だ唱えるとか、ましてや大型訪問団

「戦略的経済互恵関係」の重要性をた

ければならないのであって、日中間の

我が国国内政治上の要因を踏まえな

界の役割を考えるに当たっても、この

る。従って、現下の情勢を受けた経済

るのは当然だが、それのみならず、日

ミュニケーションを密にする努力をす

て効果的に担うには、中国側とのコ

なるだろう。日中外交を「黒子」とし

を「黒子」として担うことも出来なく

当性）を喪失し、ひいては日中外交

国内政治でいずれレジティマシー（正

方的に述べるだけの経済界では、日本

る日本において、単に自らの意見を一

各層間の利害調整が厳しくなってい

の重要性を指摘する一つの背景となっ

にて筆者が経済界に対して「包摂性」

値があるのではないか。これが、本稿

る局面とはいえ、心に留めておく価

唆する。今日の我が国とは全く異な

たものとなったかも知れないことを示

の後の我が国昭和外交の軌跡は違っ

間で連携が実現していたならば、そ

産階級を代表〉が、仮に各々相互の

揮出来る余地は限定的であることも

との反映であるし、昨今の「嫌中感」

（我が国外交の在り方を考えるに

本国内政治にしっかりと関与しなけれ

互依存関係は切っても切れないほど深

あり、本稿では触れない）
。ここで筆者

の蔓延も、
（冷戦の終了や新興国の台

当たっては、歴史をひも解くと有益で

ばならない。日本の世論が誤ったベク

主張にシンパシーを持って臨み両者の

が「ルートコーズ」という言葉を使う

頭・先進国の経済苦境等を背景とす

あることが多い。東大名誉教授の坂

トルの「空気」を醸成する前に、日本

い関係（戦略的経済互恵関係）
にある」

際の前提として、今般の日中関係危機

る国際政治社会の環境激変に対する

野潤治氏は、著書『昭和史の決定的

経済界は「包摂性」を旨として日本

かという基本的認識に立っている。

事態の本質を捉えていないのではない

我が国政治に対する不満（就職難や

る利害対立をスマートに調整できない

ことに対する疲労感・無力感やかか

含まれる〉と、「国民生活安定」を重

外関係を求める勢力〈財界もここに

取り上げつつ、前者を含む穏当な対

挙での民政党と社会大衆党の躍進を

間を拡大しなければならない。

戦略性ある外交を行うための行動空

体性を確固たるものとし、我が国が

ければならない。以て、我が国の統

各層をブリッジングする姿勢を示さな

ている）

は、上記のように「物事の運び方」と

不安感に加え、
）我が国国民各層間の

瞬間』で、1936 年 月 日総選

の結 論 は、 経 済 界 と し

いう技術的な次元の要因（即ちノン・

相互利害の対立ばかりが先鋭化する

今般の日中関係危機の「ルートコー

世代間格差にさいなまれる若年者を

視する勢力である後者〈主として無

筆者

ルートコーズ）に帰するのは必ずしも

ズ」は、バブル崩壊以降我が国社会各

含む）と無関係ではないと筆者は考え

20

層間での社会民主主義的分配が困難
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伸びをみせる日本の
対中直接投資だが…
世 界 第 ２ 位の経 済 規 模を誇る中
国。その巨大な国土と膨大な人口を
背景に、「世界の工場」から「世界の
市場」
へと大きな変貌を遂げつつある。
この魅力ある巨大市場は、経済運営
に悩む先進諸国の多くの企業にとって
格好のターゲットになるはずである。
しかし現実的には、ここ最近は期待
するほど成果が現れていないのが実情

・

億ドルと減少幅が拡大している。地

域的にみれば投資シェアの大きい香港

や自由貿易地域からの投資の落ち込

みが大きく、欧米はほぼ横ばい、ア

ジア新興地域からの投資が比較的大

きな伸びを示した。

こうした中で、先進国としては珍

しく日本からの投資が顕著な伸びを

みせている。 年が件数で前年比 ・

％増の 1859 件、実行額では同

％増の 億ドルと大きく伸びてい

る。 年第１四半期には件数が前年

同期比 ・ ％減の 447 件となっ

が前年同期比 ・ ％減と減少幅が

拡大したものの、実行額では同 ・

％増の 億ドルと大きく伸びた。

ここで注意すべきことは、実行額は

契約締結後しばらく時間が経過して

ことから、契約時
から実行される 注１

に締結された投資金額を直接反映し

ているものではなく、大半は前年以前

に契約されたプロジェクトの投資結果

であるということだ。このため、今年

の実行額が増えたからといって、その

時点で日本の対中投資が積極的に行

8
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億ドルと前年同期比で減少に転じ、

上 半 期では件 数 が前 年 同 期 比

％減、実行額が同３％減の 591

13

5

20

16

であろう。その理由として、中国で

11

たが、実行額では同 ・ ％増の

5

の投資環境の改善が思うように進ん

12

1

日中経済協会北京事務所所長代理

高見澤学

1

55 5

億ドルと大きく増加、上半期は件数

12

8

でいないこと、誘致する外資に対す

63

1

3

る中国政府の選別が厳しくなっている

％ 増の 1160

％ 減の 295

年同期比 ・ ％減の 5379 件、
実 行 額では同 ・

8

41

こと、自国経済の低迷から欧米企業

行 額 ） が同 ・

億ドルと微増にとどまった。これが

7

年になると、第１四半期は件数で前

12

9
4

2

9

7

が対外進出に慎重になっていることな
どが挙げられよう。
2011 年の外商投資企業による
％ 増の２ 万 7712 件とほ

中国への直接投資は、件数が前年比
・
1

ぼ横ばい、実行ベースでの投資額（実

1

チャイナリスクとして
とらえるべきか？

反日運動による日中経済への影響と今後の対応

これまでも何度となく生じてきた中国での反日運動だが、今回

は特に落としどころがみえず、両国の経済関係に対する影響も
長期化するのではないかとの懸念の声も聞こえる。反日デモの
一部の過激な行動によって深刻な被害を受けた日系企業もある

が、これが一般的だと思われることで、反日運動自体がチャイ
ナリスクととらえられる危険性も排除できない。

特に要注意である。件数が減って投

関わらず実行額が増えている場合は

今回のように件数が減少しているにも

われていると考えるのは妥当でない。

た柳条湖事件が発生した９月 日ま

た。北京では満州事変の発端となっ

地で大規模な反日デモが繰り返され

間でも反日の機運が高まり、中国各

入など、一見して反日運動とは関係

破壊・放火や共産党組織への暴徒侵

民族系・非日系ホテルへの暴徒侵入・

討されるだろう。一方、西安市では

りはない。しかし、どのような理由

うとしていることに異議を唱えるつも

国心を駆り立て、国を一つにまとめよ

中国政府がそれを利用して国民の愛

の投資が増えている可能性もある
が、日本企業や日本人に対する破壊

模な反日デモ・抗議活動が行われた

での数日間は、日本大使館前で大規

激な行為の裏には、日本ブランドの

ている 注３。

がない行為が生じたことも報告され

景には、一部で反日を装う犯罪行為

国政府が反日デモの抑制に動いた背

思わぬ反動や矛盾を生み出す原因に

があろうとも、行き過ぎた行為は、

資額が増えている場合には大型案件
が、実際に減少していることも十分あ
活動や暴行事件などが生じたとの情

自動車への破壊・落書きやその運転

が存在していたのかもしれない。

対する中国政府の反応は極めて強硬

とはいっても、今回の尖閣国有化に

きる状況にない中で、今回の反日運

増えているとはいえ、決して楽観視で

日本企業による対中直接投資額が

収奪や日系企業（工場）への侵入・

省青島市では日系小売店舗での破壊・

日デモの直接的な被害として、山東

現時点で把握することは難しい。反

レベルでの記念行事が相次いでキャン

主催の記念レセプションをはじめ、各

注２

り得るのだ。現段階での契約件数の
報はない。しかし、一部の地方都市

手への暴 行・傷害 事 件なども含め、

もなりかねない。９月 日以降、中

減少幅の拡大が、今後どのような形
では、デモの範疇を超えた過激な行

反日運動を隠れ蓑にした不満分子や

収奪等の犯罪行為を目的とした人達

で、多方面で様々な影響が出ている。

こうした破壊・収奪・放火等の過

で実行額となって現れてくるのか、注

為に至ったケースも少なからずみら

が暗躍していた可能性も否定できな

今年で国交正常化 周年を迎えた日

れた。
今回の一連の反日デモに関連して中

い。中国にとって領土問題が譲ること

動が発生し、日中間の経済関係にも

放火、湖南省長沙市でも日系小売店

中関係だが、国有化決定以降、９月

大きな影響が及ぶことが懸念されて

舗での破壊・収奪等が報道されてい

れ、広東省東莞市や珠海市等では日

回の一連の騒動にまで発展した。中

る東京都購入の話が発端となり、今

こと。 石 原 慎 太 郎 東 京 都 知 事によ

因として保険料に転化することも検

今後損保業界ではその分をリスク要

険でカバーされるケースもあるので、

今回企業が被った被害に対しては保

日に予定されていた中日友好協会

いることに、日本の経済界からも一刻

る。日本料理店での破壊・収奪行為

釣島、北小島、南小島）の「国有化」

系企業での破壊行為も発生している。

日本政府による尖閣諸島 島（魚
が決定されたのは、今年９月 日の

安市、広東省珠海市等の都市でみら

も早い問題の解決と事態の打開を求

のできない重要な問題であり、また

国に進出している日系企業がどの程

19

は上海市、江蘇省蘇州市、陝西省西

度の被害を受けたのか、その全貌を

40

める声が出ている。

領土問題と反日デモに
よる直接的被害

意深くみていく必要があるだろう。

18

国では中国政府をはじめ中国国民の

セル・延期されたほか、文化・芸術、

27

時間がかかるのではないかとの不安も

だけに、落ち着くまでには相当長い

が、今回は落としどころがみえない

なからず影響が及んだこともあった

摩擦が生じ、両国間の交流活動に少

沖での漁船衝突事件などをめぐって

国参拝や歴史認識の相違、尖閣諸島

にも日本の総理大臣・閣僚による靖

流活動が軒並み停止している。過去

スポーツ、経済に至る各分野での交

反日デモへの自衛手段として中国旗を掲げる店も（北京）

隠せない。
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また、反日デモが鎮静化しつつあっ

いるとの見方もある。

はないという。当面は状況をみている

た９月 ～ 日にかけて中部経済連

９月 日前後は現地の工場を休みに

者 数 名に問い合わせたところでは、

強く残る。筆者が旧知の企業の責任

等による間接的な被害への懸念が根

ことながら、取引の停止や不買運動

放火行為による直接的な被害もさる

画からスローダウンさせるところもみ

小売分野では出店のペースを当初計

失が大きいという。報道によれば 注４、

更方向転々を図るにはあまりにも損

場建設に入っている企業もあり、今

だ。今回の反日運動以前から新規工

市場を無視することはできないよう

企業にとって人口 億の巨大な中国

な市場の開拓が望めない中で、日本

で営業停止や敷地内での車両・国旗

の暴行等の被害はなく、一部の企業

建物の損傷や商品の略奪、従業員へ

企業の中で、回答に応じた企業では

かる。調査では、現地に拠点を持つ

ネスへの意欲が衰えていないことが分

いることが明らかになり、中国ビジ

現地での事業の維持や拡大を考えて

果 注５
でも、会員企業の約７割が中国

合会が会員企業を対象に調査した結

いるとはいえ、技術や管理ノウハウの

企業が資金力や技術力を向上させて

に次ぐ第３位の投資国である。中国

易地域を除けば香港、シンガポール

る重要な貿易相手国であり、自由貿

て依然として総額の１割近くを占め

下がったとはいえ、日本は中国にとっ

かりではない。日本への貿易依存度が

で大きな痛手を被るのは日本企業ば

両国間の経済関係が冷え込むこと

反日運動はチャイナリス
クといえるのか？

したり、不要不急の出張を控えたり

られるが、基本的に各社はこれまで

への落書きがみられたという。

13

今後も引き続き中国経済がグロー

10
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ビジネス戦略の方針を変えるつもり
ところだろうが、日本国内では新た

との措置を講じたが、破壊や略奪等

の中国事業を大きく見直す予定はな

一方で、尖閣国有化に対する中国

反日運動による間接的
影響と対中ビジネス戦略

直接的な被害はなかったという。しか

いとのこと。先行きは予断を許さな

いる。連日の尖閣諸島周辺海域での

バル化していく中で、日中経済関係

今回の一連の反日運動では、確か

中国海洋監視船の航行や最近の中国

動に遅れが生じているとの声も聞かれ

に一部で深刻な被害を被ったことは事

の悪化によって基幹部品の調達の遅れ

る。当面は当局窓口での担当者によ

実である。しかし、中国現地に進出

海軍の動きに加え、経済的には輸出

る裁量の範囲で、何らかの対抗措置

している数多くの企業がデモによる

や雇用機会の逸失などが生じ、予期

がとられるだろう。日本政府による

直接的な被害を被っていないことも事

入における全品検査などの通関手続

今後の動きによっては、さらなる対抗

実として認識しておく必要があろう。

せぬところで中国経済に大きな影響

措置の強化による被害も想定される

マスメディアの報道によって、中国を

きや新規就業ビザ手続き等の厳格化

が、事前の対策によりその影響を軽

よく知らない多くの日本国民に誤解

が出る可能性も考えられる。

減することは可能だろう。

によって、日系企業の経営・生産活

余地は十分にある。

面で、まだまだ日本企業を活用する

し、それでなくとも昨今の景気減速

25

政府の対抗措置の強化が懸念されて

20

いものの、不買運動は収束に向かって

日本企業からすれば、破壊・略奪・

開催延期が決まったグリーンエキスポ（上海）

の影響を受けて製品需要の減退、生

業でも、現段階ではこれまでの対中

ず、筆者が問い合わせたいずれの企

こうした状況下にあるにも関わら

あるだろう。

の中には、死活問題となるところも

いようだ。体力のない中小零細企業

広いだけに、その影響は計り知れな

は、原材料や部品など産業の裾野が

動車や家電等の耐久消費財に至って

とが予測されるとのこと。特に、自

日本からの輸入の大幅減につながるこ

製品の不買運動は製品の大量減産や

といった厳しい状況にある中で、日本

産能力の過剰、製品価格の値下がり

18

青島工場復旧見通し（10/15 以降）

9 月新車販売前年同月比 42.5％減 減産（国慶節休暇前一週間）

トヨタ

9 月新車販売前年同月比 48.9％減

日産自動車

天津工場一部生産休（10/22 ～ 26）
生産半減視野

9 月新車販売前年同月比 35.3％減 減産

富士重工

9 月新車販売前年同月比 64.5％減 全量日本より輸出のため生産影響無

ホンダ技研

9 月新車販売前年同月比 40.5％減 減産

マツダ

9 月新車販売前年同月比 34.6％減

三菱自動車

9 月新車販売前年同月比 62.9％減

自動車部品 小糸製作所

日系自動車メーカー生産低迷

全日空

運輸
物流

日本航空

団体旅客予約キャンセル 4.6 万席

中国路線機体小型化（10/17 ～ 11 末）

団体旅客予約キャンセル 2.01 万席 中国路線減便（10/10 ～ 11/17）

日本郵船

貨物量減少

上海港寄港貨物船３便キャンセル（10/3 ～
13）

イオン

反日デモによる襲撃、被害 7 億円

イズミヤ

蘇州泉屋百貨被害総額１億円

セブン＆アイ HD

反日デモ影響売上 30％減

ファミリーマート

消費活動冷え込み

プレナス

北京５店営業順調

ミニストップ

良品計画

出店数ペースダウン 315 店（13 年２月末）
中国で 80 店出店（13 年 8 月）
今後 1 年出店抑制（12 年末 1200 →1160）
15 年末 4500 店目標堅持
6 店目開店（11 月）
、200 店出店目標堅持

一部客数減

12 年度出店計画下方修正 100 → 50 店

被害は軽微、営業妨害

中国事業は計画通り推進

9 月下売上 2 割減

ローソン

レストラン 吉野家

ジャスコ黄島店営業停止（９月中～ 11 月下）
中国出店方針変更無

10 月初売上８割水準回復
回復状況により出店計画判断

ファーストリテイリ
販売への影響なし
ング

小売

10 月以降広州工場生産レベル引き下げ

人間（法人も含め）が何らかの活

自動車

スズキ

9/15 襲撃、9/25 一部生産再開

諸島をめぐる問題は長引く可能性が

ミツミ電機

クとしてとらえることは、個人的に

電機

青島工場全面再開（10/11）
蘇州工場操業再開（9 月下）
珠海工場操業再開（9 月下）

を与えてしまった可能性もある。こ

パナソニック

動を行うには相応のリスクが伴うも

家電

反日デモによる襲撃、一部生産ラ
イン停止
反日デモによる襲撃
一部中国人従業員抗議活動

高いものの、希望的観測も踏まえ企

脱中国を検討

8 月半以降通関遅れ、秋冬品輸入
に影響

は疑問として感じられるところだが、

タカキュー

うした状況を踏まえると、今回の日

繊維

のである。 そのリスクを乗り越 え、

スーパードライ販売延期

業活動への影響は限定的との見方も

アサヒグループ HD 売上効果期待できず

最終的にどうとらえるかは各企業・

食品

本企業が受けた被害を中国における

対応、方針

リスク以上の価値を生み出すことに

被害

少なくない。

企業

各人の判断に委ねるしかない。尖閣

業種

カントリーリスク、即ちチャイナリス

反日デモによる日系企業の事業への影響および対応・方針（報道ベース）

反日デモの影響徐々に薄まる

12 年出店目標 90 店変更無

（出所）
「時事速報」、
「チャイナ・ウオッチ」等各種報道より筆者作成

経済活動の意義があるのではないだ

ろうか。経済活動を通じて日中両国

の相互理解・相互信頼が深まり、よ

り困難な問題の解決につながること

07

を期待したい。

注１ ： 中国では 年から外商直接投資

の契約額を発表していない。このため契約

１件当たりの平均金額が算出できず、実

行段階で初めて全体の投資規模が判明す

る。

注２ ： 最近の日本企業による対中投資の

流れとしては、投資規模の比較的大きかっ

た製造分野での投資が一段落し、規模の

小さなサービス分野での投資が増加する

方向にある。その一方で地域統括会社や

金融関連の大規模投資がみられることか

ら、従来に比べ平均的には１件当たりの

日に取りまとめ

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2012.11

投資額は大きくなっている。

年９月

21

注３ ： 各種報道や日本貿易振興機構北

京事務所が

た「反日デモに関連する日系企業の被害、

10

影響について」等による。

年 月

10

注４ ：「時事速報」 年 月９日

注５ ：「チャイナ・ウオッチ」

２日

12

12

12
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言われる上海では、デモによる直接的な

内も平穏」
（工作機械メーカー）など、今

（重電機メーカー）
、
「特に問題もなく社

に支障が出ることは、双方にとって全く

話を聞く機会が増えている。
「経済交流

一方、中国側の関係者からも「困った」

伸し掛かっている。

に在住する日本人が会話
被害はないものの、それぞれの立ち位置

後の事業計画にも変更はないとする声が

利益がない」とは、内陸の省政府商務庁

国側パートナーがいれば全く問題ない」

の中でもっとも使う言葉の一つではない
で事態の受け止め方は大きく異なる。上

多く聞こえる一方、受注が大幅に減少し

の幹部。
「経済や文化などの民間交流は、

長期駐在者が実質的に 万人以上とも

万 7000
海で現地法人を設立したばかりの旅行社

たという自動車関連の部品メーカーもあ

この状況でも続けることが大事」と引き

ま し た ね え」
。 今、 現 地

人が抗議活動に参加したという上海市。
では、
「靖国参拝が問題になった際は訪

り、一概に判断はできないところだ。

続き日系企業を支援する姿勢ではあるも

「困り

およそ カ月が過ぎ、一時期と比較して
日観光客の回復に半年かかった。今回は

ただ、誰にも「困りました」と言わし

月 日には

日常生活は平穏を取り戻しつつある。企
どうなるのか」と、中国人観光客の日本

のの、
「新たな取組みは、しばらくは静

だろうか。

業の被った直接的な被害や、事業活動へ

めているのは、解決の糸口が見えてこな

る。上海総領事館の周囲を取り囲んでい
たバリケード（障害物）も 月初旬の国
慶節が明けると撤去された。しかしな

10

資案件はほとんどない。デモ被害が大き

企業や関係機関に足を運ぶが、新たな投

験を持つ人材も多く、今も変わらず日本

各地の開発区では、日本で留学した経

日本企業の投資に多くを期待してきた

観せざるを得ない」という。

誘致を当面はあきらめた。また、中国を

1

その回復に向けた努力も続けられてい

18

がら、ビジネスや生活を取り巻く物理

推移見守る邦人たち

く報じられた地域にほど近い開発区の担

当者は、
「デモは別の開発区で起きたが、

を落とす。上海市近郊の日本産業園区の

日中経済協会上海事務所所長

い先行きの不透明感に由来するものでは

担当者も、
「 月以降、何もいいことが

横山達也

日本から見れば同じ地域。悪いイメージ

訪れる日本人観光客をターゲットとして

なかろうか。物的な被害の有無もさるこ

をどうやって回復すればいいのか」と肩

いる上海市の観光名所・外灘にある外資

大手企業や製造業などでも、
「いい中

には、すでに死活問題となりつつある。

悩む。サービス業や個人契約で働く人々

用契約の更新は難しいかもしれない」と

たが、現在は前年比で 割以下。次の雇

では過去最高の日本人客数を記録してい

系ホテルの日本人マネージャーは、
「夏ま

わけ子供も含めた家族にも大きな心労が

活の中で感じるストレスは増大し、とり

らの努力とは無縁な理由により、日常生

な情報や人づての噂に振り回される。自

いは日中双方のメディアによる玉石混淆

にする気配りを恒常的に強いられ、ある

とながら、日本人として目立たないよう

いる。

両国の様々な方面に届くことを期待して

を見守っている。
「困りました」の声が、

活もやめるわけにはいかず、事態の推移

も「困った」状況の中で、経済活動も生

日中の多くの人々が物理的、心理的に

ない。何とかしてください」と嘆く。

9

9

的・心理的なバリケードは撤去されたと
は言い難い。

デモ待機の様子（9 月 18 日筆者撮影）

バリケードは取れたが

の影響は別稿に示されているとおりで、

10

3

1

12
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去る
月 日、重慶市に於い

て黄奇帆市長主催の「重

慶市市長国際経済顧問会議」が開
催された。顧問の一人として初参加
となった当 社・加瀬会長に同行し、
事務方として本会議に出席する機会
があった。ここでは中国ビジネスに
携わってきた一個人として、その感
想を述べてみたい。
名。Fortune Top

重慶市国際経済顧問メンバーは現
在
500 または国際的に知名度の高い
企業の経営者であることが顧問就任

も日本人顧問の受け入れにはある種

出席下さい」という重慶市側からの

備をしています。どうぞ安心してご

でも、野村ホールディングス／古賀

会長、日立製作所／川村会長、 三

井物産／飯島社長、当社／加瀬会

長の４名の日本人顧問の出席が叶っ

たのは、重慶市側の積極的な受け入

れ姿勢が、その背中を押したと見て

るのは、日系企業の場合、

市側が日本企業に期待す

間違いない。

重慶

核となる企業が進出すれば、その関

連企業をも伴って進出することが多

い為、大きな経済的波及効果と産業

集積が期待できるからだと聞いた。

年代、主に沿海部から始まった日

系企業の対中進出は、 年あまりを

きだと考える。

周年を迎え、 改

ルを維持すべく最大限の努力をすべ

す通り、双方ともその対話のチャネ

市市 長国 際経 済顧 問会 議の例が示

き経済分野においては、今回の重慶

なくとも民間協力の象徴ともいうべ

うとも、日中双方は大局に立ち、少

葉である。いかなる紆余曲折を経よ

大同に就く」という周恩来総理の言

めて思い出 すのは、「小 異を残して

日中国交回復

を以ってその進出が嘱望されている。

陸部の重慶市側からも、大きな期待

績を積み上げて来た。そして今、内

経た今、確実にその地に根付き、実

30

の条件となっており、重慶市長自ら
が招聘する形を採っている。顧問に
は UTC（ 米 ）
、 ラファージ（仏 ）
、
BASF（ 独 ）
、ABB（スイス）
、
ポスコ（韓）等、世界的に有名な企

リスクも伴ったはずだが、当社の場

積極的なアプローチだった。尖閣諸

業の経営者が名を連ねているが、中

合、参加の決め手になったのは「顧

名を上回り国別では最多を占めて

いる。2011 年時点の日本人顧問

島を巡って日中間の緊張が高まる中

でも日本人経営者は 名と、米国の

双日株式会社海外業務部中国デスクリーダー

問の安全を確保するために万全な準

40

重慶市市長国際経済
顧問会議について

は全顧問 名中 名を数えるに過ぎ
ず、ここ１年あまりで急増したこと
になるが、これも重慶市政府の日本
企業への期待の高さを物語っている。
直前の反日デモの影響もあり、本
会議出席にあたっては当社内でも慎
重にその是非について検討を重ねた。

重慶市市長国際経済顧問会議の参加者

23

4

90

33

時期が時期だけに、重慶市側として
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「チャイナリスク」の
正体
（ ）中国での会社経営に関わるリ
スク
リスクとは、一般的に、「ある行動
に伴って（あるいは行動しないことに
よって）
、危険に遭う可能性や損をす
る可能性」を意味する。例えば、中
国で現地法人を設立して運営する場
合に想定されるリスクは主に第 表
のとおりである。
このうち、大半のものは、法律法

リスク」には第２表の諸点
が含まれる。

しかし、右肩上がりの経

済成長下では、制度変更は

むしろ当たり前である。日

本の約 倍の国土面積を有

する多 民 族 国 家において、

新しい制度が全国各地に定

PL 法訴訟による賠償金

自然災害、戦争、制度変更、反日運動

第 2 表：
「チャイナリスク」の中身

従来

頻繁な制度変更、
地域による制度運用の違い、
貧富の格差、
官僚の腐敗、
共産党政権の崩壊、国際的商習慣が通じない、偽物の氾濫 等

今回

反日感情に起因する日系企業製品の敬遠

あるとすれば共産党一党独裁体制の

権崩壊が起こるとは考え難く、将来

国となった今、クーデターによる政

第 ２ 位の経 済 大 国、 国 連 常 任 理 事

クと感じる必要は無い。また、世界

ての問題であり、我々日本人がリス

官僚腐敗については、中国政府にとっ

とで理解するしかない。貧富の格差、

かることも、その国の事情というこ

与信管理不備

規の遵守、社内規則整備、内部統制
強化、専門家への業務委託等、
「仕組
み」を構築し、「仕組み」に従って運
営することによって制御が可能なリス
クである。しかも、これらは中国に
限らず日本での会社経営においても
普遍的に存在するリスクである。こ
れに対し、「その他」に該当するもの
は、偶発性が強く事前予測が難しく、
制御不可能または「仕組み」の構築・
運用だけではコントロールが難しいリ
スクと言える。世に言う「チャイナ
リスク」も、この「その他」に該当
するように思われる。
（ ）
「チャイナリスク」とは

着 するのに一定の時 間がか

交通事故、工場事故（火災、労災）による賠償金

製品品質不良

その他

売掛金長期未回収、貸し倒れ、詐欺被害

安全管理体制不備

遊休地認定、容積率不足による違約金

工場建設計画不備

労働争議（労働仲裁・訴訟、ストライキ）

労務対策不備

価格移転の指摘、PE 認定

税務対策不備

脱税、密輸、社会保険未納、残業代未払い、経営許可・生
産許可未取得、環境汚染による追納・罰金・延滞金
コンプライアンス違反

具体的なリスク事象（例）

不正行為

在庫盗難、着服、不正経理、バックマージン、情報漏洩
リスク要因

1

従来からよく言われる「チャイナ

第 1 表：中国での会社経営に関わるリスク要因と具体事象例

25

華鐘コンサルタントグループ副総経理

徹
能瀬

1

2

日系企業のビジネスリスク
マネジメント

今回の尖閣諸島問題をめぐる日本のマスコミ報道を受けて、日本企業の間で

は、またぞろ「チャイナリスク」議論が熱を帯びて来ている。筆者が現地で
お手伝いしている新規プロジェクトについても、同様の理由で日本本社の経

営陣から「待った」がかかったものが何件かある。しかし、
「チャイナリスク」
とは一体どのようなリスクなのであろうか？

14
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クは日本の方がはるかに高い。国際

指標面から見れば、カントリーリス

GDP 比 率、 歳 入・歳 出 等の経 済

加 えて、 政 権の安 定 度 や国 債の対

発展的見直しという程度であろう。

ドが低下して、これが中国人従業員

期化すると、日系企業全体のマイン

刻である。また、このまま事態が長

周辺産業への影響も大きいだけに深

である。カーメーカーの販売不振は、

されており、在庫調整が必要な状況

い。中国は国土の広がりと民族の多

国内での成功体験にあると言って良

していることの原因のひとつが、日本

また、日系企業が中国市場で苦戦

が明確になった。

て来たこともリスクとなり得ること

という意味での現地化は必須である。

為にも中国人従業員を要職に据える

ケティング面での現地化を実現する

ることにある。また、上述したマー

事に対するモチベーションを向上させ

の定着率アップを図ることおよび仕

米企業に比べ、日本企業は中国人人

的商習慣が通じないという点につい

として富裕層あるいは中間層のいず

材育成の面でかなりの遅れを取ってお

しかし、現地法人のマネジメントを

この危機を乗り切るには「現地化」

れをターゲットとするかによって戦略

り、結果として、日本人管理者を数

様性から、制度は全国同じでも、人々

を推進するしかない。現地化と言っ

がまるで違って来るので、日本と同

年のローテーションで現地に送り込む

の心理面にも影響を与えて、従業員

ても、中国人従業員を要職に据える

じ尺度ではとても測り切れない。日

体制がいまだに続いている。

ても、近年ますますガラパゴス化し

だけではなく、全面的な現地化が必

本では「小さく生んで大きく育てる」

現実を嘆いていても仕方が無いの

任せられる中国人人材を本国で採用

スマナーも急速に向上している。ニ

要である。

ことが中国ビジネスの鉄則のように

で、今後時間をかけて中国人人材を

の好み、考え方、習慣は地域によっ

セモノは大きな問題であるが、商標

（ ）マーケティング面での現地化

言われるが、全国制覇を狙うには相

育成して行くしか無く、それまでの

の日系企業離れが進むことが懸念さ

権登録等によってコントロール可能な

これについては、業界ごと、会社

当の資金投入が必要であることについ

間はこれまでとおりの体制でマネジメ

つつある日本の商習慣の方がよほど

面も大きい。

ごとに戦略と具体的な推進方法が異

ても認識が甘かったと言わざるを得

ントを行うしかないが、今後の現地

し育成することに力を入れて来た欧

ネスリスクというよりも、中国の諸

なるので一概に言うことは難しいが、

ない。「小さく生む」ことから始める

化に向けた体制作りの重点は以下の

て実に様々であり、しかも、購買層

事情を日本的感覚で見た場合に日本

全体に共通して言えることは、最終

のであれば、重点攻略地域とセグメ

とおりと言える。

れる。

人のみが感じる一種の違和感・嫌悪

消費財に関しては、過剰品質を排除

ント層を絞り込み、そこに経営資源

①責任と権限の集中、指揮命令系統

特殊である。近年中国企業のビジネ

感に近い感情の現れと筆者は考えて

して、中国の消費者のニーズ（品質、

を集中させるべきである。

「チャイナリスク」の本 質は、 ビジ

このよ うに、 従 来 か ら 言 わ れる

いる。

価格）に合った製品を生産し、商品

て組織化された不買運動が起きてい

化しつつある。日系製品全般に対し

日感情がビジネスリスクとして顕在

一方、今回の一連の騒動から、反

リスク」を懸念するあまり、日系企

ヤーにとっても、これまで「チャイナ

が必要であり、自動車部品サプライ

よび他の外資系企業にも広げる努力

を日系企業だけではなく、中国系お

る。部品や原材料に関しては、販路

を販売するのが重要ということであ

は、言うまでも無く、優秀な従業員

会社経営を現地化することの意義

（ ）会社経営面での現地化

ることにも配慮が必要である。

役は沿海部から内陸部に移りつつあ

競争状態にあること、経済成長の主

いては、沿海部の市場はすでに過当

加えて、今後の販売戦略構築にお

に、以下の人事考課・給与制度用の

従業員にキャリアパスを明示する為

の人を容易には信用しない。ゆえに、

は非常に強固である反面、それ以外

り、家族、血縁者、友人間での結束

殺し合いを行って来た長い歴史があ

中国には、中国人同士で騙し合い、

2

のフラット化

る訳ではないが、他人の目に付く自

業村の中だけに閉じ籠って商売をし

新たな「チャイナリスク」
と「現地化」の必要性

動車は明らかに日系ブランドが敬遠
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り、その制度構築作業にも大変な労

課者が頭の中で整理できればその目

体制を作ることは必要であるが、実
よ、会社経営の観点から見ればまず

また、給与にせよ、ボーナスにせ

③④⑤の定性考課基準をミックスし

重点を置いて制度構築すべきであり、

は、無理なく実務運用できることに

中国人は、ドライで欧米人に近いと

向が日系企業には少なくない。特に

組み」に過度に依存しようとする傾

の心のつながりを軽視する傾向、「仕

心血を注いで従業員と会社経営者と

し、「仕組み」を構築することだけに

が、経営不振の会社に簡単に買い手

資持分譲渡と会社清算が考えられる

中国からの撤退方法としては、出

どの会社でも行っていることである。

事業経営の判断を積み重ねることは、

も、リスクの限度額を想定しながら、

いが、日本においても他の国において

の「紅包」
（日本でいうお年玉）や油、

飲み会、誕生日会等の開催、春節前

ツイベントや定期的な意見交流会、

「仕組み」の構築だけでなく、スポー

ないと言っても過言では無い。ゆえに、

ができれば「仕組み」など全く要ら

間に家族、血縁的な関係を築くこと

に言えば、会社経営者と従業員との

民族よりもウエットであると思う。逆

べた背景もあり、実は世界中のどの

いて、第 表のような資産・負債内

やり方である。以下、普通清算につ

の返済と清算費用の支払いを進める

は、自社の資産を現金に換えて債務

大半は普通清算である。普通清算と

無い限り破産は一般的に認められず

では破産）があるが、特殊な事情が

清算には普通清算と特別清算（中国

清算に拠ることになる。かつ、会社

が付く訳もなく、撤退の多くは会社

食糧の支給等、会社経営者と従業員

（ ）会社清算時の資金収支

容の外資系企業を例に解説する。

第 表の「回収率掛け目」は試算
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等級を設定する意味でも、会社の将

際に誰かを役職に据えるに当たって
原資ありきであり、人事考課とは、

た制度を構築するのが日系企業にお

として、万一の場合を想定した「事

的は達成可能と言える。その意味で

は、当人の適性や人望の有無につき
限られた原資をいかに各従業員に配

いては現実的といえる。

業からの撤退、会社清算など」を想

力と時間を要する。

時間をかけて慎重に見極める必要が
分するかの為の作業と言い換えるこ

③家族主義的会社経営

定したリスクの限度額を見極めてお

来像を見据えたピラミッド型の組織

ある。また、中国において、本当の
ともでき、加えて、なぜ自分に割り

人事考課制度、給与制度等の「仕

中国事業からの撤退を
想定した
リスクコントロール

意味での営業は基本的にトップの役
当てられた原資がこれだけなのかを

よく言われるが、上記（ ）にて述

リスクコントロールの重要な要素

割であり、仕事を取って来たトップが

くことが挙げられる。中国に限らな

能力のレベル

組み」作りは大変重要である。しか

④ 技能、職能 られる技能資格または適任 ・号俸制による給与 ・号俸変動

従業員に説明できるだけの根拠を考

指示することで組織が機能しており、
日本のような下から積み上げる仕事
のやり方はしない。従って、指揮命
令系統はできるだけフラットであるこ
とが望ましく、その意味でも、組織
図を埋める為だけの役職者任命は止
め、自然輩出的に役職者を選抜する
ことで時間をかけて組織を作って行
くべきである。
②人事考課とリンクした給与制度の
構築
限られた経営資源を適正に配分す
る為にも人事考課結果とリンクした
給与制度の構築が必要である。第

表は各評価・給与体系の基本特徴を
まとめたものであり、欧米企業では、
①の職位職務評価により給与を決め

との関係作りにも力を入れるべきで

4
ある。

1

るのが中心的と言われている。しか

1
目標管理

5

し、①は組織がある程度成熟しない
と職務や役職の数値化が不可能であ

第 3 表：評価・給与体系

部下に対して詳細にその実施方法を

目標達成度

・給与レンジ内で
テーブルを設定
・評価等級ごとに給 の昇給
コンピテン 行動特性、業務 遂行能力、 与レンジを設定
・評価等級変動
⑤
シー
あるべき姿

⑥

各職位、職務において求め
責任感、協調性等

人物特性

賞与、歩合給与
③

業績貢献度

会社業績向上
業績貢献度増

またはレンジを設定

業績

ら各職位、職務を点数化

②

要求される技能・責任レベ 評価点数によって職

担当職位または
職務の変動
① 職位、職務 ル、仕事負荷、仕事環境等か 位、職務毎の給与額

給与変動
給与設定

評価項目

評価基準

3

815

-7,962

経済補償金

490

清算コンサル費用

350

資金支出額計
（うち、清算費用）

32,074
(1,132)

二免三減補填

その他清算経費

期末現預金残

201
50

-5,815

第 6 表：貸付債権放棄後の貸借 清算期間中の損益計算書
対照表 （単位：1,000 人民元）
（単位：1,000 人民元）
借 方

15,000

（単位：1,000 人民元）

借入金
0

資本金

0

15,000

累積損失 -11,721

清算損失 -3,279

0 合計
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0

清算費用

債務免除益

清算期間損益

-7,962
-1,132

5,815

-3,279

また、会社清算の意思決定段階で

貸 方

-9,094

は、まず上記のような試算を行って

（単位：1,000 人民元）

0

続で赤字決算となった場合等、必要

➡

-1,132

に応じて上記のような会社清算を想

清算期間損益

資産処分損益

借 方

現預金

0

債務免除益

-7,962

定した試算を行うことで、その都度、

➡

0 合計

清算費用

出資者としての追加資金負担額を把

累積損失 -11,721

清算損失 -9,094

合計

合計

資本金

資産処分損益

握することができ、過大な損失負担

0

5,815

を回避することが可能である。

現預金

貸 方

借入金

3

算における資産と負債の処理が完了

2,444

26,259

-348

（ ）会社清算と損益、清算完了時

348

407

用の任意の数字であるが、仮にこのと

-2,038

4,475

2

41

する。

2,038

清算人員労務費

6

のバランスシート

-1,164

30,942

おりに資産を現金化できたと仮定す

9,304

現有債務返済

みて資金が足りるかどうかを見極め

150%

-277

20,822

上記では、あえて追加資金投入が

1,629

34,221

0

0

資金回収額計

当然ながら、借入人である現地法

50%

-4,435

ると、期首の現預金残高と清算期間

696

50%

6,652

9,304

ることが第一ステップとなる。加えて、

110%

4,075

資産売却額

0

必要となるようケースを設定したが、

4,068

10,468

0

-2,086

5,437

人に返済能力は無いので、出資者は

0%

0%

11,519

期首現預金残

中の資金回収の合計額から資金支出

土地使用権

資産計

277

0

債権回収額

-6,797

重要で、出資者としては、複数期連

その他設備

60%

4,866

金額

（ ）会社清算を想定したリスクコン

工場建屋

生産設備

11,087

5,437

70%

清算期間中の
資金収支

トロール

固定資産

100%

16,956

資産処分
損益

リスクコントロールの観点から言え

その他

5,437

回収額
売却額

（単位：1,000 人民元）

逆に清算剰余金が発生すればこれを

6,952

回収率
掛け目

（単位：1,000 人民元）

最終的にその貸付債権を放棄するし

清算前

34,221

（債務返済＋清算費用支払い）の合

34,221 負債及び純資産

売掛金
貸付金

-11,721

ば、上記のように多額の累損が積み

未処分利益

出資比率に応じて出資者宛に送金し

（中国側 40%） (6,000)

かなく、これによって債務免除益が

696

計額を差し引き 581 万 5000

（日本側 60%） (9,000)

1,629

23,753

棚卸資産

15,000

重なるまで事態を放置しないことが

4,075

流動資産
現預金

3,279

資本金

て清算を完了させることになる。

4,068

生まれる。貸付債権放棄後の貸借対

10,468 純資産

第 5 表：清算期間中の資金収支
資産項目

0

元の資金不足が生じることになる。

長期借入金

照表および清算期間中の損益は第

資産計

277

1,764

つまり、出資者より追加で 581

土地使用権

0

その他

表のようになり、これにより普通清

その他設備

0 固定負債

11,087

万 5000 元の資金を投入しなけ

生産設備

20,188

れば清算が完了できないということ

工場建屋

借入金

である。 資 金の投 入 方 法としては、

固定資産

6,952

8,990

清算期間に入ってからの増資は行え

その他

30,942

買掛金

ない為、出資者からの貸付とするし

棚卸資産

貸付金

5,437

かなく、外資系企業が外国出資者よ

売掛金

23,753 流動負債

り資金を借り入れる場合にはその分

現預金

貸方

の投注差（＝総投資額－登録資本金）

流動資産

借方

の空き枠が必要となる。

第 4 表：会社清算前の貸借対照表（単位：1,000 人民元）
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世界に貢献する
新たな日中関係の構築
人）

世紀日中関係展望

済協力による両国の発展は、アジア NIEs、

取り入れるニーズは益々高まっている。日中経

の課題に先んじて取組んだ日本の経験と知見を

いかと危惧される。国民交流友好年を契機にこ

報と理解を深める努力が不足しているのではな

いことを考えると、お互いについての正確な情

からは、尊敬と友情の言葉を聞くことが断然多

いは青年交流等で直接現地を訪れた双方関係者

高度化や省エネルギー等を達成するために引き

化された。また、目下進めつつある産業構造の

程で技術移転、人材養成など産業化の基盤が強

交流が輸出主導の経済成長を支え、その進展過

他方、中国にとってもこうした日本との経済

位となっている。

ASEAN 等をも包含する重層的なサプライチ

の点を反省し、政治指導者同士の緊密な対話・

化に伴い、日中間の人的往来も拡大し、海外在

このような経済面における相互依存関係の深
力を進めなければならない。

発信を進め、相協力して相互信頼を拡充する努

も経済的にも不安定要因が拡大している。国際

留邦人数では中国は米国に次いで 位、日本の
中国は日本にとって 年以降最大の貿易パー

（１）相互依存関係の深化
争が多発し、米国経済の景気停滞とユーロ危機

社会における秩序維持機能の低下に伴い地域紛

最近の国際社会の動向をみると、政治的に

ェーンの拡充と相まって、アジアはもとより世

（第 8 回）

続き日本の協力を必要としている。

21 世紀日中関係展望委員会
交流はもとより、国民各層各分野の交流と情報

日中経済協会

界経済の発展に大きく貢献するものである。

で、経済発展方式の転換を進める上で、これら

日中韓 FTA の早期成立と戦略的互恵関係の深化
日中経済協会
委 員 会（ 福 川 伸 次 委 員 長、 全
はこのたび、提言書「世界に貢献す
る新たな日中関係の構築―日中韓
FTA の早期成立と戦略的互恵関係
の深化―」を取りまとめた。これは
委 員 会 が 2002 年 に 発 足 し て 以

（2012 年 9 月）

トナーである。 年には、日中貿易総額は初め
て 3000 億ドルを突破し、 年も前年比 ・

外国人入国者数では中国が 位となっている。

2

来、第 回目の提言書となる。

提言書

（ ）経済発展方式転換への協力

1

世界に貢献する新たな日中関係

などによって世界経済は苦悩を続けている。一
方、アジア地域は経済的にその地位が向上して

％増の 3449 億ドルとなり、過去最高額

14

の構築
日本と中国は本年、国交回復 周年を迎えて
40

中国はいま、先に見た成長制約要因の顕在化、

賃金等事業コストの上昇など内外経済環境の変

化を踏まえ、従来の「輸出主導」から「内需主

めつつある。他方、日本はライフイノベーショ

を更新した。日本から自動車等完成品に加え、

輸入超過の構造となっているが、輸入に占める

ン、グリーンイノベションなど技術開発とその

世界のガバナンスの改革と新しい成長の探求に

最近発表された両国世論調査結果によれば、

日系企業製品の比率が高い。こうした輸出生産

事業化のための環境整備を急ぐとともに、海外

この間、日中両国は各層各分野での交流を深

中両国において相互補完、相互依存の関係が深

こうした両国経済の相互依存・補完関係が深化

拠点を目指した従来からの投資に加え、近年中

導」へなど、経済発展方式の転換を本格的に進

化している。すなわち日本にとっては、経済交

する中で、 割の人が日中関係の重要性を認め

部品・素材等資本財の輸出が多く、また日本の

流を通じて成長を続ける中国市場の活力や需

積極的な役割を果たすことが期待されている。

おり、その中で中核的地位を占める日中両国は、

11

2

07

24

21

めてきた。とりわけ経済分野では、今日の日

いる。

10

8

3
4

1
要を経済再生に活かすことが発展戦略の一つで

ているものの、両国国民の相手方に対する信頼

国の内需志向の製造業や流通・サービス業の投

からの投資や人材を呼び込み、同時に貿易・投

経済再生戦略を進めつつある。こうした両国間

資を通じ海外の需要を取り込むことを柱とする
直接投資額は、ストック（ 年末）ベースで第

資が急伸している。その結果、日本の中国への
進出先のビジネス現場で共に汗を流し、ある

感は残念ながら低調に推移している。
境問題や高齢化等の成長制約要因が強まる中

あり、他方、中国にとっても、エネルギー・環

8

11

18
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の経済協力が拡大、深化することは、一方で中
立が生起することがあるが、今後、より成熟し

つれ、時として国民の多くを巻き込む摩擦や対

とは相互信頼を高めるために有益であろう。

や発展に貢献した歴史を両国国民が認識するこ

（ ）自由で高度な市場経済の実現

とを期待する。

た相互理解の基盤をつくり、世界からも信頼さ
れる日中関係を構築することが肝要である。

日中韓 FTA の早期締結

国の持続的成長をより確かなものとし、他方で
日本経済の再生を支え、両国相俟ってアジアと
世界の安定的発展に貢献するゆえんでもある。

日中韓の FTA 協定を締結する場合、貿易

や投資に関する関税および非関税障壁を可能な

直らないうちに EU の財政・金融危機が顕在

米国発のリーマン・ショックから十分に立ち

（ ）国際協調体制構築への貢献

済協力の基盤強化につながるものである。

FTA が早期にスタートすることは、日中経

政府間交渉の年内開始に合意した。質の高い

ィアや関係機関、そして広く国民に提供するこ

じた問題解決の基盤となる正確な情報を、メデ

相互の親近感と信頼感を高めるため、対話を通

ことが何よりも重要である。同時に、広く国民

できるような関係を、日頃から構築・維持する

事態の早急な打開を図り、解決に向けた対話が

な問題が生じた場合にも相互信頼を基礎として

築に向け、大きく前進した。しかしながら、そ

日中韓相互の投資促進の新たな法的枠組みの構

なる。

超える巨大市場がより一層活性化されることに

FTA が実現すれば、世界の GDP の 割を

％を占めている。さらに韓国を加えた日中韓

体の GDP の ・ ％、商品貿易では ・

日本の農業の競争力強化を着実に進めることが

規模化、企業経営手法の導入、効率化等により、

条件の共通化、規準認証制度の改善、サービス

の撤廃・引き下げや投資の自由化のほか、競争

限り引き下げるとともに、高度な市場経済の実

化し、世界経済は混乱と減速のリスクに直面し
とに努める必要がある。

相互信頼を確立するには、広範な交流の上に
人々が尊敬し合う社会環境を醸成することが基
盤となる。

月の日中韓サミットにおいては、日中韓

階には及ばないなどの課題が残っている。

れ、多くの FTA が規定している投資前の段

今年 月に日中韓投資協定の署名が行われ、

8

関係の規制緩和、さらには企業倫理の改善など、

多面的な条件整備を進める必要がある。

日中韓 FTA の実現に当たっては、農業の大

また、自由貿易促進の観点から、レアアース

について貿易管理の措置を避け、官民対話の促

進が図られるべきである。

（ ）投資前および投資後の内国民待遇

日中韓投資協定の内国民待遇に関する規定

内国民待遇の適用範囲は、依然として投資後の

れた。日中韓 FTA では、先に述べた日中経

とより、対象地域の実体経済活動を活性化し、

段階とされている。

て、次世代を担う青少年を中心に、人間価値の

新たな需要・雇用を創造するよう設計されると

日中韓 FTA では、内国民待遇の適用範囲

国の安定的な成長と、技術・投資大国日本の経

この一環として、日中双方の国民各界各層が、

共に、域外に対しても開かれたものとし、自由

を投資前段階に拡大し、日本企業が中国企業と

は、従来の「日中投資協定」に比べると、保護

改めて日中両国民の交流の歴史を振り返り、双

化レベルの高い協定の実現を目指すべきである。

同等の自由度を享受できるよう、投資に関わる

済の相互依存関係の拡大・深化という観点から、

方が相手国の発展・近代化のために尽くした歴

そして、最終的には、アジア太平洋自由貿易圏

制限的条件を緩和・撤廃する必要がある。

高揚、社会的弱者に対する相互扶助、文化・ス

て、共に国際的ルールに則り、透明性と予測可

史について、認識を共有できるような取組みが

（FTAAP）の構築推進につなげていくこと

済再生とがシンクロナイズすることになれば、

能性の高い企業行動や市場を提供し、さらには

必要である。たとえば、孫文と梅屋庄吉の友情、

が重要である。

差別は禁止対象とされているが、
「既存の」非

を留保できる例外事由がより限定的になったが、

地球温暖化防止などグローバルな課題に向けて

「日中総合貿易に関する覚書」に調印した高碕

我々は、日中韓 FTA について関係当局が

適合措置（例えば、中外合弁企業の減資・清算

（ ）政治信頼の醸成

日中両国は、世界第 、第 の経済大国とし

積極的に貢献することが期待されている。

達之助・廖承志の志、そして日中国交回復を決

次の 点の実現を折り込み、早期に締結するこ
4

また、日中韓投資協定では、
「将来の」内外

世界の安定的な発展に共に責任を負う立場に

断した両国首脳の信頼関係など、相互の近代化

投資前の段階でも内外平等を保証することはも

FTA 交渉を年末までに開始することが合意さ

現を目指さなければならない。それには高関税

ている。かかる危機の克服に向け、当事国の主

肝要である。

ある。
世界経済の成長の軸足はアジアにシフトして

9

ポーツ活動の深化に向けた交流を拡大していく

日中両国が新しい 年に踏み出すに当たっ

15
2

18

アジアの成長をより確固たるものにし、ひいて

2

5

必要がある。

いる。世界第 の経済規模を有するに至った中

40

の構築に引き続きイニシアチブを発揮すべきで

の適用範囲は、依然として投資後の段階に限ら

日中両国の GDP の合計は、 年に世界全

1

（ ）多角的交流の展開

特に両国の政治指導者が交流を密にし、困難

11

体的努力を前提としつつ、日中は国際協調体制

日中韓三国首脳は今年 月、日中韓 FTA

2
5

5

は世界経済成長の発展に大きく貢献する。

2

ある日中両国間には、相互依存関係が深まるに

19 JC ECONOMIC JOURNAL 2012.11

5

3

4

2

3

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 提言
難であること等）については一括留保がなされ

を行う場合、中国企業同士の合弁企業に比べ困
し、あるいは現地進出することで飛躍的に成長

連携を通じて成長著しい中国市場に製品を輸出

日本はこれまでも、中国の成長制約要因の一
つであるエネルギー・環境面において、今年

月初めには「第 回日中省エネルギー・環境総

うした日中企業間連携の進展と併せ、日中両国

が協力してアジア発の世界標準・規格づくりに

さらには、優れた企画力および技術力を有す

うまでもない。

ルールとの整合性の確保が前提となることはい

境保全、安全の維持など両国の国内制度や国際

進めてきている。今後は、これらの事業を一層

ギ−戦略論壇」を計画するなどの具体的協力を

拡充してきた。さらには「日中クリーンエネル

フォームとしての機能を強化し、交流・協力を

合フォーラム」を開催し、当該分野のプラット

モデルを速やかに事業化することを可能とする

の投資拡大と重点化、新技術や新たなビジネス

力の源泉である技術の研究開発に対する産官学

なることはいうまでもない。特に、日本の競争

は、日本経済の再生戦略の策定と実行が前提と

中国の産業構造高度化に協力するにあたって

主導的に取組むことが期待される。

止することとなっているが、自動車産業などで
る日本企業が、大規模生産によるコストダウン

充実していくとともに、中国の経済発展方式の

規制緩和等、諸外国に遜色のないビジネス環境

することも期待される。その際、安全保障、環

存在する研究開発要求など、一部は禁止措置か
等に強みを有する中国企業と提携することによ

転換に即した方向で、次のような日中協力を強

ている。日中韓 FTA では、既存の非適合措

ら漏れている。日中韓 FTA では、こうした
り、グローバル市場で有利に競争することも期

輸出要求について不合理または差別的措置を禁

さらに日中韓投資協定では、技術移転要求・

今後の課題についても解決が期待される。

は近年グローバルな規模で急拡大し、各地でそ

中国の賃金、社会保険料をはじめとするビジ

同時に両国企業がお互いの経験を学び合いつ

の改善を強く期待する。

化していくべきである。
（ ）持続可能な発展のための産業構造の高度化

従って知的財産権を保護する義務を負い、また、

のプレゼンスが高まっている。こうした拡大に

ネスコストの上昇や、間近に迫った生産年齢人

中国の中小企業の育成・振興は、雇用拡大、

日中韓投資協定では、締結国が自国の法令に

知的財産権に関する透明性の高い制度を確立・

伴い、中国企業にとっても、国際的ルールに則っ

口のピークアウトを考慮すると、中国経済の持

の推進等において重要な役割を果たすことが期

② 中小企業振興と民営化の促進

考慮すべきである。

つ、社会貢献を果たす努力を高めていくことも

維持する義務も負うこととなった。

た透明性の高い企業行動への期待が同時に強ま

中国では最近、模倣品対策など、権利侵害へ

起業の促進、自主イノベーション、市場経済化
の高度化が不可欠である。

続的発展を確保するためには、経済・産業構造

の執行強化の面で一定の改善が図られているが、
今後も執行要員の確保や能力向上を含め、知的

エネルギー、環境、電子情報、バイオテクノロ

重要な条件である。この改善によって日中間で

ビス産業の連携的発展へ、③資源の投入量拡大

内需主導へ、②工業依存から農業・工業・サー

標を設定しつつ、①投資・外需依存から消費・

第 次五カ年計画では、 ％という経済成長目

中国は、近年の内外経済環境の変化を踏まえ、

日本企業にとって、中国市場の成長可能性と

る。

を含め、当該産業振興に優先的に取組みつつあ

自主イノベーションと共に海外からの投資誘致

ルギー、省エネルギー・環境等産業）を特定し、

産業（先端設備製造、次世代情報技術、新エネ

産業や最終製品分野などにおいて、中国市場は

日中双方の有力な中小企業が連携して、裾野

る。海外進出することにより企業が成長し、国

中国市場を開拓する動きが顕著になってきてい

企業の進出に追随するケースに止まらず、自ら

他方、日本の中小企業も従来からの取引先親

待されている。

ジー、医療などの技術交流が活発となれば、両

から生産性向上へ、という経済発展方式の転換

そこでのプレゼンス確保の必要性、かつ中国の

もとより、さらには第三国市場の開拓・拡大に

その実現のために中国は、 つの戦略的新興

国の技術能力は一段と高まることになる。

を急いでいる。一連の転換を成功に導く原動力

知的財産権保護法制の整備と執行強化の状況を

積極的に取組むことは双方にとって有益と考え

創造的な戦略的互恵関係

（ ）中国の海外投資への期待

は、市場メカニズムの活用を目指した改革であ

考えると、日本企業と中国企業との間において、

る。こうした連携の実現のために、事業に関連

財産権保護法制のさらなる整備と執行強化を求

投資の自由化に当たっては、日本から中国へ

り、また、①経済・産業構造の高度化と、②消

製造・販売・開発各分野での連携・協力の機会

する各種情報の提供、税制・金融等の支援を含

知的財産の保護は、技術交流を促進する上で

の投資のみならず、中国から日本への投資を促

費拡大と格差是正を目指した民生の改善に、重

を着実に増加させていくべきである。また、こ

内雇用の維持・増加も期待される。

進することは、日本企業の活性化や雇用の維

点が置かれていると考える。

12

7

めたい。

7

持に貢献する。さらに日本企業は中国企業との

3

っている。

中国企業による M&A を含む海外直接投資

待し得る。

置についても禁止対象とすることが望まれる。

8

（ ）知的財産権の保護と技術交流の加速

7

① 日中企業間連携の拡充

1

3

4
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む行政支援体制の充実などの面で、日中協力が
契機に、介護関連施設等の社会インフラ整備と

始め、その後、介護保険制度を導入したことを
当事国の主体的努力を促しつつ、

を通

界経済の混迷度を高めている中、日中両国は

み合わせていけば、さらに踏み込んだコラボレ

提案力と、中国が得意とするコスト競争力を組

の実現など、民間を活用した高齢者介護サービ

ともに、ロボット等の介護機器やバリアフリー

共に、チェンマイイニシアチブ、域内経済監視

じたグローバルな支援体制の強化に努めると

日本の強みを活かした日中企業間連携の推進が

さらには映画・アニメ等コンテンツ産業を含め、

物流部門でのコールドチェーンシステムの充実、

ーティング等、IT を活用した経営の効率化、

サービス産業分野でも、クラウド・コンピュ

の創出・グレードアップのための取組みが必要

グ、コンサルティング等の新たなサービス産業

度の経営・技術専門知識を要するマーケティン

ン等のアウトソーシング・サービスに加え、高

産業構造高度化を達成するために必要な、工業

連繋の強化に大いに貢献するものである。また、

に協力していく必要がある。このことは、経済

教育機関の設置などによって、人材の能力向上

留学生の増員、インターンシップの拡充、共同

ローバル人材の育成が急務である。日中両国は、

激しさを増していくに伴い、日中両国共に、グ

済活動のグローバル化が加速し、国際競争力が

当たっては、人材力が基礎となる。とりわけ経

企業経営力の充実、イノベーションの展開に

（ ）人材力の向上

中協力の新たな分野を開拓するものである。

資するライフイノベーション進展の成果は、日

うした知見や技術、さらには人間価値の尊重に

た金融協力がアジアの貿易や直接投資といった

成長を支える基礎ともなり、両国の官民を挙げ

これらは、日中両国に止まらずアジア全体の

される。

的アプローチの過程における協力の拡大が期待

性拡大、さらには資本取引の自由化という長期

進めつつある。今後はオフショア人民元の流動

換市場の活性化など、金融面での協力を着実に

を目指して円・元決済の拡大、円・元の直接交

国は貿易・投資に伴う為替変動リスクの回避等

のさらなる活性化、一体化が見込まれる中、両

また、自由貿易体制の強化によりアジア経済

に際して主導的な役割を発揮している。

応能力強化、充実に向けた金融協力体制の構築

）といったアジア域内の危機対
Research Office

い。

連携強化に大きな役割を果たすことを期待した

極的に働きかけ、世界的視野に立つ日中関係の

業を積極的に展開してきた。今後もこの提言の

と民をつなぎ、日中関係を強固なものにする事

ある。

ひいては世界の発展に能動的に寄与する方途で

協力を拡大することは、日中経済協力をアジア、

ト国と長期にわたり共存・共栄を指向する産業

れぞれが得意とする経営資源を持ち寄り、ホス

プロジェクトにおいても進展が期待される。そ

る工業開発プロジェクトや資源エネルギー開発

また、日中の産業協力は、第三国市場におけ

ーションを展開することができる。

更に強化されることを提言する。

輸出主導から内需主導の経済発展方式に転換
スや高齢者ケアサービスなどを進めている。こ

期待されている。

高校、職業訓練学校等、スキルド・ワーカー養

実体経済の発展をサポートする「健全な金融サ

③ サービス産業の発展

していくに当たって、サービス産業のウエイト

（ ）消費拡大と格差是正を目指した民生の改

成のための教育機関の拡充が望まれる。

ービス体系の構築」につながることを強く期待

ASEAN+3 Macroeconomic

：
機 関（ AMRO

に達し、すでにいわゆる高齢化社会に突入しつ

（ ）国際協調体制構築への貢献

する。

が高まりつつある。ソフトウエア開発、デザイ

つあるが、老後の生活や病気などの不安に備え

日中経済協会は、これまでも地球環境保全を

善

日中経済協会は、これまでも日本と中国、官

実現のため、両国の政府および企業関係者に積

かつて両国は、宝山製鉄所建設のように日

中間において象徴的ないくつかの協力プロジェ

クトを展開してきた。日中経済協会は、今後、

済大国として、国際金融システムの安定、イン

インフラ整備に向けて時に競争者であると同時

日本と中国は、アジアを始めとする新興国の

関と協力しながら、象徴的な新たなプロジェク

展に資するという広い視野に立ち、他の関連機

ASEAN を包含する東アジア全体の振興と発

日中両国のみならず、北東アジア、さらには

視されている社会保障の充実は、保障性住宅の

に、お互いの強みを結集することにより、グロ

トの企画と実現に尽力することが必要である。

フラ整備や産業振興などについても積極的な役

ーバル競争の中で優位に立つケースが増えつつ

ことを期待している。

時代は、日中協力が世界の新しい未来を拓く
する高い技術と信頼性に裏打ちされたシステム

ある。電力、水、鉄道、通信など日本が得意と

建設を含め、格差是正の大きな柱であると共に、

中国では、 歳以上の高齢者人口が ・ %

4

とされている。

る社会保障制度は都市と農村および職業の種類

めぐる国際協力について提案してきたが、これ

おわりに

によって享受し得る保障内容が同一ではないとい

らに加え、日中両国は世界第 位、第 位の経

87

割を果たすべきである。
① 通貨・金融協力

3

欧州債務危機による金融システム不安が世

2

8

消費性向の向上による内需拡大を支える大きな
柱でもある。

12

② インフラ整備と産業協力

った課題を抱えている。第 次五カ年計画で重

3

65

日本はつとに「国民皆年金、皆保険」制度を
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福川伸次

「日中通商産業行政、
経済交流の新潮流」

年の日中絹交渉に始まります。

の中国との関わりは、1974

中国との最初の関わり

私

でした。 当時、 通産省の繊維雑貨局
長が野口一郎さんで、 覚 書 貿 易 事 務
所で中 国に勤 務をされた中 国 通でし

を実 施して原 材 料である生 糸が高く

件を悪くするようなことは一切したく

案の定、 中 国 側としては、 輸 出 条

それ以 来、 絹 交 渉は今 も続いてい

とになって、急転直下、合意に至った。

で、話し合いで解決をしようというこ

22

JC ECONOMIC JOURNAL 2012.11

非常に強い態度でした。

中国側の担当は、 呉曙東さん（対

外貿易部副局長）
。その下に林連徳さ

んがいまして、 東 大 農 学 部 ご出 身 だ

と思います。 日 本 側からは絹 織 物 業

界の苦 境を説 明したのですが、 断 固

として拒 否されました。 よく記 憶に

残っているのは、貿易というのは、
「有

無 相 通 ずる」であると。 需 要がある

から輸出しているのであって、それを

止めるというのは理に適わないという

ことで、 中 国 側から自 由 貿 易の推 進

を説かれたわけです。

その後、 何 回やりましたか、 交 渉

はなかなか進まなかったが、１年半く

らい経ったところ、ある日突如方針が

変わり、 話し合いが進みました。 す

ぐにはよくわからなかったんですが、

年の清 明 節の天 安 門 事 件 があり、

月に毛 沢 東が亡 くなって、 四 人 組

なり、 日 本の絹 織 物 業 者が苦 境に陥

ないということで、強行に反対でした。

ると思いま す。 その後、 確か綿 製 品

排 除となり、これから日 本との関 係

り、 中 国に秩 序ある輸 出を求めよう

も ちろん 生 糸の一元 輸 入にも反 対で

についても同じような協議をするとい

た。 同局の通商課長が黒田真、 私は

という 政 治 的 な 要 請 が あ り ま し た。

したが、 絹 織 物の秩 序 ある輸 出とい

うことになって、繊維貿易全体の秩序

を良くしなければならないということ

そこで、 中 国 側との交 渉を始 めると

う日本の要請には応えられないという

繊維製品課長でした。

いうのが初めて中国を訪れるきっかけ

当 時、 農 林 水 産 省が生 糸の一元 輸 入

9 76

元通商産業事務次官／地球産業文化研究所顧問／
高度技術社会推進協会顧問／日中経済協会評議員
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ある輸 出を日 中 間で果たそうという
ことになった、一つの先 鞭であったと
思います。

記憶しています。
これに先立つ 月には、 国内では、
「一般 消 費 税 」 提 案による 総 選 挙の

いる時から、 中 国から、 国 際 会 議で

私が通産省の産業政策局長をして

自動車産業の対中進出に思う

敗退を契機に、 自民党内で「 日抗

国交回復当時外務大臣として田中首

となりました。 大 平 首 相は、 かつて

足したわけですが、 その直 後の訪 中

しい情 勢の中で第 二 次 大 平 内 閣が発

争」という大抗争が起こって、大変厳

知っている人なので、「何でここへ来て

スワーゲンのハンス氏がいた。 前から

会議に行ってみたら、ドイツのフォルク

がありまして、その始めの頃ある日の

欲しいと言われて何回か訪中したこと

産業構造問題を議論をするから来て

大平首相訪中

相を補 佐してこれを成し遂 げ、 その

るんだ？」 と聞いたら、「これから中

相と合 意したわけです。 日 本が中 国

ことをよ く伺いました。 北 京での協

にしても、体を張って党内をまとめた

当時、 田中首相にしても大平首相

ことを決定していたわけです。

フォルクスワーゲンは中国に投資する

ことだったけれども、その時にはもう、

年から改革・開放政策

から石炭を買うといっても、石炭の輸

議の後で西安に行ったんですが沿道に

その時、 日 本の自 動 車メーカーに

中国は、

書官として随行したことです。

の 月 ５日、 大 平 首 相の訪 中に、 秘

次に私が中 国を訪れたのは、

に移 行 したわけですが、 日 本として

後も日中航空協定、 台湾問題の処理

送施設や港湾がないといったいろいろ

子 供 達が出て大 歓 迎でしてね、 首 相

も中 国に投 資をしないかという打 診

～

な 課 題 があり、 ま ずこうしたインフ

日 抗 争の直 後 だった だけに、 本

の基 本 方 針はここで合 意 したわけで

は翌 年になりましたが、 円 借 款 供 与

を中国に移したい」と言ったりしてい

当に感激して、「これなら俺は選挙区

うことがあると話をしたんですけど

があって、 私も日本に帰って、こうい

も、日本のメーカーはアメリカとの自

ました（笑）
。

367 件の事業に供与されました。

が着 実に進 展 しつつあり、 中 国は市

中に逝 去 するわけですが、 日 中 関 係

念でしたね。

ほろろに断られた。あれが今もって残

など出られないということで、けんも

動 車 交 渉が激しくて、とても中 国に

年の訪中時に大平首相は、 政治

場 経 済 化へ徐 々に移 行 していきまし

その後フォルクスワーゲンは非常に

日、 選挙

協 商 会 議で「日 中 間の深さと広がり

た。 それを見 届 けて、 太 平さんには

の判 断が大きかったですね。 その後、

を求 めて」 という講 演をして、 日 中

12

順調に伸びていって、ああいうところ

6

感慨深いものがあったのではないかと

80
間のこれからの協 力の広 がりを 展 望

3

思います。

年の 月

す。その後、 円借款供与は 2007

86
太平首相は

85

年まで続き、合計 兆 3646 億円、

40

年のことでした。

ラ整備を対象に円借款を供与しよう

は

国の産業構造を議論するんだ」という

もこれを支 持 するため、 円 借 款を供

40

などに奔走されました。

年

10

与 するということになり、 華 国 鋒 首

79

ということになりました。実際の協定

78

し、 大喝采を受けたことも印 象 深く
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12
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第７回

「日中関係－その時と私」

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

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

ことにしました。今後集録されたものの一部を随時本誌に掲載することとし、本稿はその第７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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に市 場 経 済 化を展 開しようとしてい

いう構想があるんだ、と言って、皆が

大きなプロジェクトをしたい、 今こう

のだけれども、これからぜひいろいろ

ね」って中国政府幹部に言われるわけ

て、途中の混乱を非常に警戒していた

感心して聞いたんですが、遼東半島と

している段階で、かなり慎重に、徐々

です。

ような気がします。インフレと雇用の

ら十分できるはずだと。

副主任、 局長、 課長も含めて、 通産

中 国 側は国 家 経 済 委 員 会 が窓口で、

ンに参加された数社が投資を決定し、

めたいと強い要 請があって、 ミッショ

していただいて、日本の投資をぜひ求

大連でも天津でも大変熱心に歓迎

長の朱鎔基さんが一生懸命解説をして

ど浦 東 開 発に着 手したばかりで、 市

さらに上海に行った時には、ちょう

たりして、 中国側は、 改 革・ 開 放 政

次五カ年計画について意見交換をし

か意 見 交 換をしたり、 また中 国の第

貿易政策、 通商政策をどう展開する

国政治協商会議主席になりましたが、

すると発言されていました。その後全

非 常に強い調 子で日 本の投 資を歓 迎

た時の天津市長が李瑞環さんでして、

また、このミッションで天 津に行っ

てくれませんか」という声が結構あり

ひ、市長の判子だけでできるようにし

判子を取らないと決まらない。一つぜ

投資をしたいと思っても、いくつもの

ションのメンバーのなかに「いま上海に

なるということでした。その時のミッ

聞きました。

策を徐々に深化させていくうえで参考

建築・土木の専門家で、 非常に発想

ました。 すると、「わかった」 という

24
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ことあるごとに「日 本は損 しました

当 時は、 中 国の官 庁の幹 部の公 用

山東半島の間にトンネルを造ろうって

は キロだそうで、今の日本の技術な

いう構想を持ち出していました。距離

問題をかなり詳しく聞かれました。

中国投資環境調査団（団長 ：
池浦喜三郎興銀会長）への参加

車はトヨタが多かったと思うんだけど
も、しばらく経ってみたら、ほとんど
欧 州 車に変わってしまった。 やはり、
判断力は大事だなと感じましたね。

島と山 東 半 島の間でトンネル造った

もし韓国釜山と下関の間、 遼東半
浦ミッションが訪中して、北京、天津、

ら、 物 流と人 的 交 流がものすごく変

年に、中国の投資調査のための池

大連、 上海を回りました。 私も通産

月に事 務 次 官にな

わってくる。特に北京、天津、大連の

省との間での意 見 交 換 が行 われてい

これを機 会に日 本 企 業の投 資 意 欲は

くださいました。浦東へ架ける橋が工

年

省を辞めてすぐでしたが、顧問という

一体的な経済圏ができますからね。す

カウンターパートは、 国 家 経 済 委

相当進んだのではないかと思います。

事中で、途中までしか行けなかったの

ごい発想の人だなあと思って感心して

員会の張彦寧副主任で、 ４番目の副

その後、大連などの名誉市民になられ

にされたのだろうと思います。

の豊かな人でね、 今もって覚えている

ました。

主 任には朱 鎔 基さんがおられました

ですが、 非常に大きなプロジェクトに

その後、

り、 少 し 前 か ら 始 まっていた「高 級

ことでご一緒させていただきました。

高級事務レベル協議

50

事 務 レベル 協 議 」 に参 加 し ま し た。

88

た方も随分おられたようです。

6

ね。産業政策、市場経済、雇用政策、

86

市場経済化をどう進めるかを模索

7
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ことで、その直後は本当に朱鎔基さん
の判子一つで良いということになったと
思います。「やる」と言えばやるわけ
ですね。 土 地の買 収や工 事 も非 常に
速く進み、さすがだと思いました。
日 本の対 中 投 資 が 伸 びていったの

月

日の天安門事

4

アメリカ、ヨーロッパとともに制裁に
参 画し、 日 本の会 社もかなり引き揚
げましたね。中国も経済的にかなり厳
しい状況に追い込まれたと思います。

ていかなければいけない、日本の意見

だけ早く回復させて良好な関係にもっ

る人から、中国との関係はぜひできる

首相や李鉄映国務委員などが会ってく

てすぐではありましたが、 田 紀 雲 副

をしたのです。当時、私は次官を辞め

早く協力できるようにしようという話

私も大変気になっていたところ、あ

を伝えに行った方が良いという話があ

思いますし、その後、日本もかなり早

れて、大変な歓迎をしていただきまし

国際的には厳しい状態にはあるけど

く制 裁の解 除には踏み切り、 段 々と

り、私も同感でしたので、とにかく行っ

も、日本としてはできるだけ早く中国

経 済 関 係を緊 密 化 する方 向に動いて

た。意のあるところは伝わったように

との経済関係の回復には努めたいし、

行ったと思います。

てみようと訪中しました。

これを拡大したいという方針は不変で

チャイナカウンシルへの参加

また、 天安 門 事件の後、やはり中

国 を 孤 立 させてはいけないという 意

見が国 際 社 会のなかにも起こり、 そ

こでイニシアチブをとったのはカナダ

年だったと

です。 当 時 すでに環 境 問 題が厳しく

なっていたなかで、 確か

年間委

当の国務委員だったと思います。委員

席）は、 宋健さん。 当時確か技術担

ました。 中 国 側の最 初の責 任 者（主

調和をもって進めるべきかを、議論し

のプロが参加し、環境と開発をいかに

インドネシア、マレーシアなど、環境

出した。 ドイツ、 オランダ、インド、

メリカは金は出さなかったけど委員は

カナダは 500 万ドル拠出し、ア

員として参加しました。

GISPRI にいたので、

（GISPRI） に 話 が き て、 私 も

題をやっている地 球 産 業 文 化 研 究 所

日 本 に も お 誘 いが 来 て、 環 境 問

世界にしたわけです。

）
」と
Environment and Development
いうのを設立しようという呼びかけを

on International Cooperation for

際 協 力 中 国 委 員 会（ China Council

思いますが、「環境と開発に関する国

91

は、 あの池浦ミッションが大きなきっ
かけになったのではないかと思います。

年

天安門事件直後の訪中
その後、
6

件が起こるわけです。 それで日本も、

89

あると、内心は考えているから、ぜひ
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第７回

「日中関係－その時と私」

「日中通商産業行政、経済交流の新潮流」

産業構造調整に関する国際会議で江沢民主席と会見（1989 年・北京にて）
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年頃、 小渕首相に、 牛尾さ

そこに 首脳が招かれて参画するとい

ので、日中韓の民間交流の場を作り、

なかなか日中韓で首脳が会う場がない

んと額賀さんと一緒に呼ばれました。

～

FTA 共同研究への発展

日中韓民間交流と

第 20 回日中経済知識交流会で朱鎔基首相と会見（2000 年・北
京にて）

う形で、

首脳の会合の場を作っても

らいたいというご依頼がありました。

当 時、 中 国は「日 中 間にはいろい

ろな 話 し合いの場 があり、 新 しいも

のを作る必要はないのでは」という対

応でした。韓国は比較的に乗り気で、

何とか実現しようじゃないか、という

ことでした。その後 ASEAN 首脳

国 首 脳の会 合 場ができ

会 議に日 中 韓 も呼 ばれるよ うになっ

て、 次 第に

てきました。

日 中 韓 の経 済 連 携 を 強 化 す る 方

向 が必 要 じゃないかという 理 解 が進

み、 中 国の国 務 院 発 展 研 究センター

（DRC） と 韓 国の国 際 経 済 研 究 院

（KIEP）
、 そして日 本は総 合 研 究

開発研究機構（NIRA）によって共

同研究を進める枠組みができました。

国の FTA のあり方

貿易、 投資に関する共同研究を行

い、 その後、
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会の会議報告をまとめた後、そのたび
に必ず首相とお会いしてました。当時

月

98

は国家環境保護局副局長の解振華さ
んも参加しておられました。
環境問題は、日本も日中間で力を
入れてきましたが、カナダなどは国際
的視野を持って取組んでいたという気

これは、 中 国としては、 高 く評 価

回でしたが、

99

3

3

がしました。

日中経済知識交流会への参画
時期的に重なってきますが、もう一
つ、私として思い出になる中国との関
わりには、日中経済知識交流会があ
年 頃からずっと参 画
に記憶に新しいですし、これらのこと

りま す。 確か

しておりま すが、これも非 常に伝 統

や大来佐武郎外相の発意で、 経済専

をしている研究グループであり、日中

周 年 史に書いてい

は「志」 という

門 家の意 見 交 換の場を設けようとい

関係において、これまで教科書問題、

ます。

うことから始まりました。 当 初日 中

回 絶やすことなく開

靖国問題、 漁船の問題などありまし

た。 今年は第

催して来たことは素晴らしいことでし

も、 必 ず年に

経済協会の井上理事長もか参加して

回の時

年頃から代表となり

おられました。
私は、

まで務 めました。 ちょう ど

日に長 春で開 催され、 日 中 間の
信 頼 醸 成の一つの大きな柱になってい

～
時は馬洪さんがご健在でいろいろな思

ると思います。

周 年を祝いましたが、 当

2
い出を取りまとめられたことは非 常

に成 都で

9

年

たが、少し時期がずれることはあって

になったよ うに、 当 時の谷 牧 副 総 理

ある団 体で、 すでに宮 﨑さんもお 話

91

お られたし、 諸口さんも顔を出して

30

1

32

11

3

3

3

20

00
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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

ますが、これは非常に良い研究である

が低いということと、 長期的な戦略、

内向きになっており、外に対する関心

ですが、日本の大きな問題は、一つは

と３国首脳も評価されました。 そし

世界的なビジョンを持ち得ていないと

も取り上げました。 年だったと思い

て、日中韓 FTA を政府ベースでも

いうか、危機と言っても良いような状

共 同 研 究の報 告 書を年 内にまとめて

期待したんですが、グローバルガバナ

わって、 グローバリズムが定着すると

現 しよ うとしていることは非 常に良

渕さんの発想が FTA という形で実

ワークしない。政治のガバナンス力が

のポ ピュリズムで市 場 経 済 が 十 分に

世界経済も、 金融が肥大化し、 政治

年

月

日に行ったインタ

めて重要だと思います。

細に分 析 する能 力を高めることが極

視野を広く持ち、 内外の諸情勢を仔

な らない。 そのためには、 日 本 人 は

界のことを考えてやっていかなければ

本 が２ 国のことだけではなくて、 世

きな転 換 期にあるなかで、 中 国と日

えるべきだと思います。世界文明の大

し得るかということをもっと真剣に考

本と中 国が共にどういう役 割を果た

なくて、グローバリズムに対して、日

とは、お互いの問題を探りあうのでは

私は、 今、 中 国との間で大 事なこ

います。

本は非 常に関心が低い事を残 念に思

えているか、ということについて、日

るか、 あるいは中 国の針 路をどう考

日 本の対 中 政 策をどう評 価をしてい

ですが、いま中国がどう考えているか、

いうことです。今の尖閣問題でもそう

谷牧元副総理との会食（2001 年・北京にて）

検討させよう、と朱鎔基首相が提案
するわけですが、 当 時、 小 泉さんは
時期尚早と言って断るんですね。 年
からは日韓 FTA の交渉を始めてい
たものだから、当時の通産省もあまり
熱心ではなかった。しかし、研究はそ
の後も続けようということで、確か
年までこの研究は続きました。

政 府 間で検 討をさせよ うということ

況 だと思っていま す。 東 西 冷 戦 が終

交 渉に入ろうという合 意 まで行 くと

ンスの機 能は低 下 してしまっている。

かったと思います。ただ、日本がかつ

落ちているために、グローバルな秩序

いうことになったわけです。

年の小

になって、 よ うやく、 今 年の

月に

ア経済研究所が引き継ぐことになり、

ぐれてきて、NIRA の仕 事をアジ

最 近になって、 少 し ずつ機 運 がほ

07

て時機を逸したことについては、非常

（本稿は

のです）

ビューを日 中 経 済 協 会が編 集したも

5

維 持が低 下し、 経 済 面でも新しい成
長の道が見出せない状況になっていま
す。

10

に残念でした。

次世代に向けて

これからどうするかということなん
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04

私は今、 世 界がいわゆる転 換 期と

12

03

5

99

第７回

「日中関係－その時と私」

「日中通商産業行政、経済交流の新潮流」

北京事務所発

北東アジアの地域協力を感じて

品の展示に比べると、モンゴルと北朝鮮

る」とのことであった。

国際的活躍に大きな役割を果たしてい

黄静婷

かれた客足が絶えなかった。即売もそ

のブースは、山の幸、水産冷凍品、酒類、

北東アジア商工会国際
協力会議

の場で行われ、人気を一層高めた。

●日中経済協会北京事務所

――北東アジア投資貿易博覧会・北東アジア商工会国際協力会議の回顧

先般、第８回中国北東アジア投資貿
易博覧会が吉林省長春市において開催

天然サプリメント、フェルトの帽子と靴

など、素朴で自然そのままのものがきっ

展示内容からみると、日本の出展は、
土産物の展示・即売による自治体（新

された。
「平和、和睦、合作、コンセ
ンサス、シェアリング、ウィンウィン」

ちり並んでいるのが特徴的であった。商

易博覧会の分科会として、北東アジア

潟県、宮城県、鳥取県など）の魅力

したケースも珍しくなかった。加工技術

地域の商工会議所間の連携強化を図

をメインテーマとした当博覧会は、産

日午後、北東アジア投資貿

カーによる電機と自動車のブランド展

の水準に限りがあり、モノの商品化が

る北東アジア商工会国際協力会議が

月

示、および日中貿易に携わる、あるい

まだ成熟していないため、一見粗末な印

開かれた。中国国際貿易促進委員会

売の熱意に溢れ、その場で商談が成立

は部品などの精密加工技術を持つ中小

象を与える商品の展示であっても、個

（CCPIT）および同委員会吉林省分

PR とともに、単独出展した大手メー

企業の製品展示とビジネス商談が含ま

性を競い合うことで生み出された絢爛

業・投資・貿易主題の各分科会のほか、

開催が相次いだ。日中経済協会北京事

れ、バラエティーに富んだイメージを

さ、資源が豊かであり市場開放の道を

しっかりとした出展誘致体制を立ち上

報発信と呼びかけが多かったが、今後、

出展誘致はこれまで個人関係に頼る情

と企業の海外発展を重んじ、重点産業

た。また、
「中国は、産業の海外連携

出展誘致に成功したということであっ

出展料を減額したことで、北朝鮮の

国家展示館見学―北東
アジア諸国を実感

げ、誘致パイプを広げさらに多くの日

企業が海外で出展する時に、特に成長

展示面積が 万平方メートルもある

韓企業の出展を期待したい」と述べて

分担するという財政支援策が、企業の

博覧会のメイン会場の中に各国の国家

高い付加価値がある日本と韓国の商

中の若い企業に対し出展料を政府が

地域協力の情報を収集してきた。

日という長い会期で ものイベントの

11

観光・文化交流などを含むプログラム

務所は、展示館の視察や分科会の一つ

与えた。韓国のブースでは中国の女性

切り開く意欲と経済の発展に取組む姿

が幅広く網羅され、 月 日～ 月

である「北東アジア商工会国際協力会

に人気のあるナチュラル化粧品の展示

9

いた。

中国側によると、経済力に配慮し、

議」への参加等を通して、日本の情報

21

展示エリアが設けられた。そこでは高

主催関係者は、
「日本、韓国企業の

勢がその場で発信されていた。

6

が目を引いた。

9

を発信しながら北東アジア諸国および

76 8

度に濃縮された地域風土の特殊性に惹

1

商工会国際協力会議
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それに対し、日中経済協会北京事務

導権を握る姿勢が示された。

割を強調し、その協力関係の発展の主

から相対的に独立した商工会議所の役

「メカニズム提案」が読み上げられ、北

カニズムのための組織図を内容とした

「コンセンサス」および、具体的協力メ

間の協力メカニズムの構築を提唱する

会より、北東アジア地域の商工会議所

（CCPIT）および同委員会吉林省分

た。主催者の中国国際貿易促進委員会

討論が、ラウンドテーブルで行われ

いかに連携を強めるかをめぐる

待されていたが欠席）
。

が出席した（北朝鮮の商工会議所も招

韓国、ロシア、モンゴルの商工会議所

日中東北開発協会が出席、そのほか、

会が主催し、日本からは日中経済協会・

べ、討論全体を振り返った後、各国の

規模の拡大に資すると確信する」と述

一層の地域協力が望まれるほか、協力

議所間の協力メカニズムが定着すれば、

総括では、CCPIT が、
「 商工会

の考えが示された。

間の対話を引き続き深めていきたいと

適当な実現方法を見つけるために多国

述べた。商工会議所間の協力について、

商工会の役割が望まれるなどの意見を

較的少ないという現状を改善するため、

には大きな潜在力があるが、成果は比

同調しつつ、北東アジア諸国間の協力

と発言した。ロシアや韓国も、日本に

いては、引き続き十分な検討が必要だ

て提案された「メカニズム提案」につ

方、実現させるための具体的手段とし

サス」案については賛意を表明する一

ムの重要性と必要性を認め、
「コンセン

賛し、北東アジア商工会協力メカニズ

を受け止めるべきだと思う。普通の日

始めた」
、
「付き合う前には善良に人々

たら、みんないい人ではないかと思い

たが、日本人留学生と実際に付き合っ

ない」
、
「以前は良くないイメージだっ

だ。本当の日本人と付き合ったことは

メージは漫画と映画キャラクターだけ

「日本人のことはよく知らない。イ

イメージを持っていますか」

「中国人は日本と日本人にどのような

化１カ月後の本音が浮かび上がる。

ができた。会話の断片から、日中衝突激

われ、忌憚ない率直な声を直接聞くこと

ランティアと「日中」を中心に懇談が行

と進められた。会議の合間に、一部のボ

意見交換を歓迎する寛いだ雰囲気のも

は厳粛な話題を討論するほか、自由な

大学生の青春の気息に染まり、会議

を提供していた。

米などからの参加者に多言語のサービス

シア、日本、モンゴル、東南アジア、南

たため、言語能力の優位性を活かし、ロ

日中間に関わる膨大な議論と報道に

的なものに過ぎないかもしれないが、

大学生ボランティアとの対話は断片

タートであると思う。

来を見詰めるためのすべての努力のス

ジア諸国にとっても、
「対話」が、将

念を宿さないためには、日中も北東ア

紛争など不安定要素も少なくない。怨

める北東アジア地域ではあるが、領土

ンですね」
。

に引かれる人が多いから、娯楽がメイ

ないと思う。ドラマのストーリーの筋

ジがそそられるというロジックは通じ

されるから、日本へのマイナスイメー

疑っている。戦争背景のドラマが放送

ラマの影響が思っているほどに強いか、

思っているそうだ。愛国教育は真実を

手国の愛国教育は強いものだと互いに

「愛国教育は日本も中国もあるし、相

う心配もあるが、どうでしょうか」

経済の繁栄を求めて、連携強化を求

「テレビドラマにあまり興味はない。ド

伝える限り、何も間違いはないと思う」
、

所田村暁彦所長は、地域経済発展の促

参加機関が「コンセンサス」について

本人は普通の中国人と同じ、大部分は

囲まれている中、日中国交正常化 周

するマイナスな見方が多いのではとい

教育を幼いころから受けて、日本に対

マが多いと聞く。みなさんも強い愛国

「中国で WWⅡに関わるテレビドラ

は少し変わったが」
。

怪しい留学生に出会った後、イメージ

である。

の声をそのまま実録させて頂いた次第

いと考え、上記のようにボランティア

方々への慰めと悟りを少しでも伝えた

中関係に心を痛め、関心を持つ両国の

年の年にも関わらず、悪化している日

40

東アジア地域の経済発展における政府

進における中国側の創造性と貢献を称

合意した。

いい人でしょう。ただ、大学で行動の

3

ル語やウィグル語が母語である学生もい
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大学生ボランティアと
の四方山話
会期中、大学生ボランティアに触れる
機会が多かった。ボランティアは、吉林
省の地元の大学から集まり、ほとんど

2
〜 カ国語を学んだ経験がある。モンゴ

博覧会開幕式

「県域経済」は中国の
内需を牽引するエンジン

内需拡大は中国の至上課題であり、構造調整、格差是正もこれと関わってくる。莫大な農村市場を
如何にして活性化し、また、その手掛かりがどこにあるかを確定することは、至難の技であろう。筆
者は「県域経済」の側面より、この点を採り上げ、中国側の様々な試みを概観しようと考える。

これまでに進出した日本企業が中国で生存し、発展していこうと志向する場合は、内需拡大の波に
乗って大都市から「県域」市場まで企業活動の照準を拡大すべきではなかろうか。

背景

昨年来、中国経済は高度成長期か

資ブームがソフトランディングできる

しかし、不動産開発に象徴される投

営 が市 場に減 速シグナルを 送った。

造調整の急務となったマクロ経済運

済の安定成長）が最優先の課題であ

結果的に、内需主導の「穏増長」
（経

況を分析し、対策を検討してきた。

次いで「経済工作会議」を開き、状

中央政府を始め、各地方自治体は相

莫大な資金を投下したことで、セメ

相次ぎ発表した。貴州省は２兆元か

地方 経 済 安 定 成 長の内 需 拡 大 策を

好適な手法はなく、世界の経済学者

持を最優先課題としていた中でより

存在するものの、当時経済成長の維

経済刺激効果については賛否両論が

以上の目標を維持した。
「即効薬」の

兆元」計画が浮き彫りになり、内需

ジェクトを発表した。地方版の「

の合計 兆２０００億元の投資プロ

の中心鎮（小さい新興都市）などで

遊発展計画」を、湖南省長沙市は

国経済に再び衝撃を与え、対外輸出

引き、欧州を席巻する信用不安が中

しかし、経済不振は予測以上に長

実現した後、経済運営は中央主導か

ざるをえない。ソフトランディングを

は内生性循環への戦略的な転換をせ

才元は、
「外需不振の中、中国経済

これに対して、中国の経済学者李

の勢いは下降傾向を示している。こ

ほとんどこれを黙認した。

10

4

1

30

JC ECONOMIC JOURNAL 2012.11

れまでの外需依存の経済構造は、崩

れ始めた。昨年第 四半期から現在

までの経済統計データがこれを裏付

けている。

か、新たな経済成長、維持の出口は

るという旗印が打ち出された。一部

経済の失速に歯止めをかけるため、

どこかなどについて、様々な議論、探

の経済学者も「内需拡大」が「穏増長」

兆元の財政出動について世論が形成

の有効な手段と唱え、第２回目の４

2009 年に中 国 中 央 政 府は４ 兆

された。

ントや鉄鋼業といった代表的な産業

ら 兆元規模の「貴州省生態文化旅

各地方自治体はこれに呼応して、

の振興に奏功し、ＧＤＰ成長率 ％

化を図った。インフラ整備を中心に

元の財政投融資を行い、市場の活性

世 界 金 融 危 機への対 応 策として、

索が繰り広げられている。

ら安定成長期へと移行し始めた。構

2

拡大の波が高まっている。

3

がこれを歓迎し、国内の経済学者も

8

西槙躍
首席代表
●日中経済協会瀋陽事務所
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ら地方主導へ、投資主体は政府中心
から民間中心へと、主役を地方経済
に譲らなければならない」と主張し
ている。
「中国では、従来の農村が都

寧省を例として、中国の県域経済の
現状を概観する。

％増長、工業生産高 100 億元

位の海城市であった。 県

の県（市）しかあがらず、最高順位

でも第

ほどが、広東省、福建省、淅江省、

以上の企業グループの育成、
「一県一

業」という集約的、企業方式の生産

倍増計画のスタートから２年を経

江蘇省など東南沿海地域に集中して

加などの達成を目指すとされており、

過した頃より、変化が現れた。 県

手段の導入、農村の余剰労働力の都

中国国務院は、
「三農問題」を解

その他のいくつかの経済指標とから

の一般財政収入は 年の 137 億元

遼寧省の「県域経済」

めに生産するという歪んだ生産活動
決し、総合的な実力を引き上げるた

回県

いた。

を変えなければならない。都市の資

構成されている。これは「第

兆元を内需拡大の論拠として、県域

イントになる」と予言し、地方版４

域経済が次の中国経済発展のキーポ

労働力、消費力を都会へ誘導し、県

の後、 年より同評価は民間機構に

国百強県（市）
」の認定を始めた。そ

発展および潜在力を評価基準に「中

県（市）を対象に、経済状況、経済

経済を内需拡大の原動力とすること
委ねられた。

ル ド ５ ０ ０ のよ う

上、ランキングする

倍 増 計 画を実 施 す

かった。百強県には

年には 283 億 元 までに増

加し、わずか 年間で財政収入が倍

増した。第 回倍増計画が終了した

2

年には、瓦房店市が 年の 位か

1

ら 位に、海城市が 位から 位に、

08

域経済三年倍増計画」である。

「県 域 経 済」の物 差し
である「百強県」

い省として知られているが、人口約

に、 総 合 的 な 経 済

フォー チュンワー

2300 万 人の半 分 以 上は農 村 人

力 を 中 心に全 国の

遼寧省は重工業、設備製造業が強

口であり、 の県（市）が全省面積
遼寧省は農業の省でもあることはあ

ものは「百強県（市）
」

発展を社会主義新農村建設の重点戦

る前の 年では、県

化、農 業 産 業 化および郷 鎮 都 市 化

東北三省全域で５つ

09

1

44

19 36

庄河港 現在バラ積みが中心だが、近い将来コンテナ埠頭をつくり、大連
港と補完的に拡大する計画。客船は韓国と結ばれている

が中国経済界の代表的な認識となっ
た。
いわゆる「県域経済」とは何か
行 政区画を指 す。中国には、北 京、

まり知られていない。内需を拡大す

であり、現在県域経

県（市）を評価した

上海、天津、重慶のような直轄市お

るために、この莫大な人口、地域の

済の物差しとなって

約 万平方キロの ％を占めている。

よび各省の省都の他に「地級市」と

経済力を引き上げるのは、簡単なこ

「県域」とは、都市の下位に属する

いう一般都市が数多く存在している。

いる。
とではない。

位は、文字通りの「県」と「県級市」

略と位置付け、
「県域経済三年倍増

域 経 済 の全 国 にお

遼 寧 省は第

回

さらに下部の行政区画が本稿でいう

年に、遼寧省政府は県域経済の

の２ 種 類に区 分 されている（ 以 下、

計画」を打ち出した。同計画では、

「県域」である。県域の最高行政単

両者をあわせて「県（市）
」と表記す

けるランキングは低
内容が、いわゆる「県域経済」を指

年 間で、県 域 GDP の

る）
。これらの県（市）の経済活動の

年から 年までの間に、工業集団

1
を目 標に

07

から

め、 年より全国２０７２あまりの

市部への誘導、県（市）居住者の増

90

源、資金と生産力を農村へ、農村の

市のために生産し、都市が外国のた

37

20

すこととなる。次に、東北地域の遼

31 JC ECONOMIC JOURNAL 2012.11

87

44

10

07

34

06

3

10

18

00

13

08

08

た。従来の５つの県（市）は７つに増
えた。

回全国県域経

年

が設定されている。
「遼寧省農村工作

指導グループ文書」
（遼 農 領 発

号）には、総合的な実力の大幅な

引き上げ、具体的には、 年までの

％／年以上の平均増長率維持およ

び GDP 倍増、県域の経済総量が

省 GDP の ％以上を占めること、

億 9000 万 元が投じられ、建 設

８～

億 元 以 上（ う ち、500 億 元 超 が

県、1000 億 元 超 が２ ～

用 地、電 力 供 給および交 通 施 設な

３県）とすること、 ～ 県が新た

グネシウム、庄河市の食品加工、さ

のベアリング、海城市と大石橋市のマ

「工業化」の進展により、瓦房店市

確に定められている。

国トップ 入りに努めること、が明

すでに百強に入っている県（市）は全

に百強県（市）にランクインすること、

品の 次加工など、９つの県の年度

法庫県の陶磁製品、遼陽県の鉄鋼製

らには百強県の予備軍とも言われる

5

10

年までの「工業化」の目標とし

ては、工業園区および産業グループ

ヘーべルナッツ、開源県の花卉、盤山

なり、阜新県のピーナッツ、鉄嶺県の

東港市のいちごが全国ナンバーワンに

一業 」の目 標の下、岫 岩 県の椎 茸、

「農業の産業化」については、
「一県

超えた。

を拡大させ、 万居住人口の県（市）

形成すること、各県（市）都の規模

と全国的に知名な農産品ブランドを

をさらに牽引し、特色を持つ農産品

ロジェクトにより、
「一県一業」の発展

が投資額 100 億元以上の新規プ

「農業の産業化」については、
各県（市）

の育成が重点として挙げられている。

県の河蟹、遼中県と朝陽県の施設農

都を

工業生産高が 100 億元を遥かに

10

カ所、沿 海 経 済 ベルト およ

30

しい倍増計画ではさらに大きな目標

済三年倍増計画」が策定された。新

へ引き上 げることにも言及されてい

域非農業人口を現在の ％から ％

100 カ所の中心鎮を建設して、県

び瀋陽経済区をバックグラウンドに、

10

32
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億元を超えた。
「第

済科学発展交流会」において、専門

家らは遼寧省の大躍進を「遼寧現象」
と銘打った。

「工業化、郷鎮化および農業の産

億 元、融 資

業化」の発展戦略を実行するため、
２ 年の間、財 政 投 資

13

全ての県（ 市 ）の GDP を 100

50

どの面にも重点的な措置が採られた。

170 億 元、農 業 産 業 化 生 産に

2

13

業などがそれぞれ全国のトップ水準
になった。

年からは、第 回目の「県域経
2

庄河市が 位から 位に、普蘭店市
が 位から 位に、大石橋市が 位

7

25

10

35

11

35

２ 年の間、遼 寧 省の県 域 経 済は

4

28

から 位にとそれぞれ躍進した。ま

・ ％／年の平均増長率を示し、

2

11

50

た、東港市と開原県は新たに 位と

県の内、 県が一般財政収入で
43

庄河市の施設農業。産業化したイチゴの生産は大豊作となった

3

3

67

58

位にランクインし、百強県に加わっ

44 22

84
83

61

64

85
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る。このほか、政策支援など一連の保

し、経済成長を牽引していくという

中小企業の対中進出の場合は、県域

この３つの県級市は、ともに中国百

よび庄河市の所謂「北三市」がある。

強県となっている。特に庄河市は、大

という「隙間」狙い戦略が奏功する

可能性は大いにある。例えば、大連

連市内から離れているため、外資企

相乗効果が図られようとしている。
こうした状況下、日本企業にとっ

市の周辺には瓦房店市、普蘭店市お

証措置も打ち出された。例えば、県
域の企業が上場する場合は、そのた
て沢山の商機が発生している。特に

業の進出はまだ少ない。庄河市の土

「一県一業」で遼寧省第 1 位となっている庄河市の海洋養殖業。水産品の年間輸出貿易額は７億米ドルに及ぶ

めの準備費用 200 万元を補助す
るなど、奨励メカニズムが整備され

地、労働力などの生産要素は大連市

した、面積 平方キロの「日本産業

中には、日本企業の産業移転を想定

点的に建設することを決めた。その

市に「大連庄河新興産業園区」を重

業構造調整戦略の一環として、庄河

優れている。昨年、大連市政府は産

より安価な水準にあり、生活環境も

ている。

結び
地方版 兆元の胎動が明確化され
始めている。筆者はその開始時期は、
今年 月の第 回党大会の後、習近
平時代が始まると同時になるものと
考えている。 年前の景気刺激策が
実施されたときには、地方が受け皿
となり、最終的には 兆以上の投資
が引き出されたと研究者は試算して
いる。今回は各地方が主役となって、
筋肉をつけた各県域の総合的な経済
力を用い、今までにない勢いで内需
拡大を牽引していくであろう。
遼寧省のように東北旧工業基地振
興策を巧みに利用し、沿海経済ベル
トおよび瀋陽経済区に集中している
財力と資源を集中的、傾斜的に県域
に配分することにより、県域経済の
実力が引き上げられ、限界に見えた
都市部の消費市場、消費力は、県域

園区」が区画されている。また、大

型プロジェクト投資への協力など、県

域経済が大発展する中では、ビジネ

スチャンスを必ずつかまえられるであ

ろう。

参考資料 ：

① 国家発展改革委員会ホームページ

② 中国県域経済ホームページ「遼寧

県域経済発展探討」

③ 人民網

④ 遼寧省人民政府ホームページ

⑤「遼寧経済」 年第 期

⑥ 中国青年報 年 月 日「県域経

済堀起拉動中国『内需』
」作者 ： 衆

石
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12

に移り変わる。これにより、県域の

3

6

4

需 要が都 市 部の生 産 活 動を活 性 化

11

9
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3

13
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弁護士法人キャスト
弁護士・税理士 村尾龍雄 / 弁護士 松長隆太 / 弁護士 工藤拓人

2. 日本の FTA・EPA の広まり
以上のように世界の FTA ネットワークが拡大する一方
で、これまで多国間貿易体制を支持して FTA から距離
をおいてきた日本でも FTA を求める声が高まっていき、
02 年 11 月に日本にとって初めての経済連携協定（EPA）
がシンガポールとの間で発効しました。EPA とは、FTA
の狙う貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財
産の保護や競争政策におけるルール作り等、様々な分
野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を
目的とした経済連携を結ぶもので、FTA の概念を包含
するものです。日本は、
その後も EPA・FTA 等を拡大させ、
08 年 12 月には ASEAN 全体との間で AJCEP（ASEAN・
日本包括的経済連携協定）を結ぶなど、12 年 7 月現在
で 13 カ国・地域との FTA・EPA が発効済みであり、4
つの国・地域と交渉段階にあります（注 2）。

3. 日中韓の FTA 交渉
日本は上記のような国・地域との間で FTA・EPA を
結び、また、その準備・交渉を進めていますが、FTA
締結国との貿易額は貿易総額の 18.7％と 20％に満たな
い状態であり、この割合が 30％を超える米国、EU、韓
国等とは大きな差がある状態です（注 3）。このような状況
下で、冒頭で述べたように 12 年 9 月末に日中韓ではす
でに 3 回目の事前会合が行われ、中国や韓国との領土
問題やそれに起因する反日デモによる遅れも懸念され
たものの、日中韓 FTA の交渉開始を年末ににらんで調
整が進んでいます。この FTA が発効すれば、対貿易総
額における中国との貿易比率約 20％および韓国との貿
（注 4）
易比率約 6％（いずれも11 年時点）
の大部分が FTA
取引に組込まれることとなり、日本の FTA が一気に加
速することとなります。
日中韓 3 国はそれぞれ個別に ASEAN と FTA を締結
しているにも関わらず、日中韓 3 国間に至っては、日中、
中韓、日韓いずれの FTA もまだ締結されておらず、FTA
の空白地帯となっています。日中韓 FTA の民間研究は
03 年から始まっていたにも関わらず、これまで FTA が
締結されてこなかった背景には、中国に対して関税の撤
廃または低減をなすことによる日本や韓国の農業・漁業
分野の維持・育成に深刻な影響を与えることや、韓国
の日本に対する貿易赤字拡大に対する懸念等が挙げら

れます。交渉開始はほぼ既定路線であるものの、これ
らの敏感な分野、品目について三国間で妥協点を定め
ることができるかどうかが焦点になってくることになり、
交渉開始までも長年かかっていることを考えれば日中韓
FTA の締結がなされることを楽観視することはできない
状況です。

4. 日本企業の対応と対策
日本企業としては、上記のような FTA・EPA 交渉が進
む中、中国を含む東アジアで生産体制を再構築するた
めにどのように考えるべきでしょうか。
① 第三国間 FTA の利用
まず、日中韓 FTA の締結については、諸国の事情を
鑑みれば交渉が難航し、仮に締結されるとしても長期
の交渉が必要となることは必至です。そのため、日中
韓 FTA による関税撤廃等がないことを前提にした戦略
構築も必要となります。そこで、以下に述べるとおり、
すでに発効済みの、日本が含まれていない第三国間の
FTA に着目する必要があります。
東アジア地域においてはすでに高度に効率化・分
散された生産ネットワークができていますが、中国と
や、
ASEAN10 カ国との間における FTA である ACFTA（注５）
（注 6）
ASEAN 加盟地域間の FTA である AFTA
により、
段々
と関税障壁および非関税障壁の削減・撤廃が進められ
ています。これらに加え、中国および ASEAN 諸国内部
では、鉄道、高速道路のネットワークの整備が進めら
れており、将来的には物の移動については大幅なリード
・
タイムの短縮が図れることが期待されます。そうすると、
ASEAN 諸国において分業を行うことをためらわせる主
要な原因であったと思われる、関税によるコストアップ、
税関における通関手続の煩雑さ、物流（リードタイム等）
に関する問題、原材料・部品を 1 国内で調達するネット
ワークの不存在等の問題の大部分は、次第に解消され
ることが見込まれます。
このような観点から、中国と ASEAN 加盟地域間に
おける貿易障壁等はどんどん解消されていき、1 つの経
済地域としてより密接になっていくため、これらの地域
における生産体制を構築することは 1 つの大きな選択
肢といえると考えられます。
② 日本の FTA と第三国間 FTA の比較
他方で、日中韓 FTA が締結・発効する場合、その後
一定期間内に、日本から、最も大きな市場である中国
（36 頁に続く）
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FTA の概要と戦略的活用
日中韓 FTA が 2012 年内に交渉入りすることが決定する等、近年、世界中で FTA 締結の動きが
目立っています。日本企業にとって、これらの FTA はどのような影響を及ぼしますか。生産拠点
の選択をする上で、FTA をどのように活用すればよいですか。
2012 年 9 月 27 日、日本、中国および韓国の実
務担当者の間で日中韓 FTA に関する 3 回目の事
前会合が韓国で実施され、交渉の進め方や国内の手続
き等が協議されました。この事前会合においては、日
中韓 FTA の年内中の交渉開始に向けて準備を続けてい
くことで一致したと報道されているなど、近年、日本で
も FTA に対する話題がつきません。
そこで、FTA とはそもそも何であるかということに関
する基本的な説明とともに、日系企業が FTA を戦略的
に活用するための考え方を説明します。

1. FTA の一般的説明
FTA とは、特定の国や地域の間で、物品の関税やサ
ービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする
協定です。
この定義からわかるとおり、FTA とは協定の締結当
事者である「特定の国や地域」間のみで関税の撤廃を
中心とした措置を約束するものですから、それが WTO
加盟国間で行われる場合、本来は WTO の原則である
最恵国待遇原則（注 1）に反します。なぜなら、最恵国待
遇原則は WTO 加盟国という閉じた社会において一部加
盟国間での差別的な優遇措置を設けることを許してい
ないためです。しかし、最恵国待遇原則には 2 つの例
日本の EPA・FTA の現状（2012 年 7 月現在）
● 発行済▶ 13

シンガポール、メキシコ、マレーシア、
チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
ASEAN 全体、フィリピン、スイス、ベト
ナム、インド、ペルー

● 交渉段階▶４
（交渉完了・未署名を含む）

オーストラリア、
（交渉中）、GCC（交渉
中）、韓国（交渉中断中）、モンゴル（交
渉中）

交渉開始前の段階
（共同研究中など）
カナダ、日中韓、コロンビア、EU

（出所）外務省ホームページより引用 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/
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外があります。その第 1 は発展途上国のみが FTA の当
事者となる場合ですが、第 2 は先進国が締結当事者と
して含まれ一定の要件を満たした場合があります。すな
わち、先進国が FTA の締結当事者となる場合で、この
場合には（a）実質的にすべての貿易（substantially all
the trade）を対象とし、
（b）合理的な期間内（within
a reasonable length of time）
、すなわち公的解釈に
よれば原則 10 年以内に関税の撤廃などの開放約束を
しなければなりません。
（a）の「実質的に」という文言
の解釈が近時緩和傾向にあるとしても、全品目の 90％
を下回らないというのは 1 つの目安となっています（90
％を下回る例も絶無ではありません）
。
このように FTA が最恵国待遇原則の例外として容認
されるのは、WTO 加盟国全体で世界の貿易促進に関
する約定を形成するのを待つよりも、特に上記（a）
、
（b）
を充足する前提で、FTA が一部加盟国間限りであって
も貿易促進を図る効果を生み出せば、中長期的に世界
的な貿易促進がより図られることになり、WTO の目的
に適合する結果を確保できるためです。WTO 加盟国は
150 カ国を超えており、多数の加盟国間（特に先進国と
開発途上国間）の利害調整を図ることができず、8 次
ラウンド（ドーハラウンド）が機能不全に陥っている状
況から、今後も少数国間の FTA 締結の増加傾向は継
続すると思われます。

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 中国ビジネス Q&A
中国ビジネス Q&A

FTA の概要と戦略的活用
に対して、多くの物品が関税がほぼない状態で輸出が
できることが見込まれます。これによって、日本を拠点
として生産体制を構築する選択肢も出てくる可能性があ
ります。
しかしながら、関税の面では大きく変わらないとして
も、ASEAN 諸国から中国国内には陸路で輸送できるの
に対して、日本からは海路または空路で輸送しなければ
ならないため、輸送コストが高くなります。また、人件
費等の生産コストの面も、日本よりも ASEAN 諸国のほ
うが低く抑えられるのが通常です。
このように、日中韓 FTA が締結・発効したとしても、
第三国間 FTA を利用するメリットが失われるわけでは
ないため、日本を拠点とすることと、第三国を拠点とす
ることを比較衡量した上で、適切な配分で生産を行う
必要があると考えられます。ただし、一般論として、近
い将来の話でいえば、少なくとも生産拠点の選定とい
う意味においては、第三国間 FTA を利用する前提で、
ASEAN 諸国を選択することが現実的と思われます。
③ 中国における生産・販売
以上の ASEAN 諸国を生産拠点として見直すという選
択肢は、これまで生産拠点を中国に置いていた企業に
とっても重要となります。
すなわち、中国においては 12 年 9 月半ばに、日本に
よる尖閣諸島の国有化に反発する形でかつてないほど
の勢いで広がった反日デモに起因して、中国国内のカン
トリーリスクが顕在化しました。これによって、大手損
保各社は反日デモの後、暴動特約の新規契約や補償額
の積み増しを中止しており、新規契約の再開は「年明け
以降になる」と報道されています（注 7）。これまで多くの
企業が中国国内のカントリーリスクを保険契約の特約
でコントロールしてきた面があり、当該特約の停止や保
険料が増額されることによって、これまでの中国におけ
る生産体制の再検討が必要となると思われます。この
文脈においても、今後は、地理的にも中国に近接する
ASEAN 諸国において生産を行う選択肢がより合理性を
持つものになります。もちろん、中国における生産拠点
をすべて ASEAN 諸国に移すことは現実的には不可能で
あるケースが多く、かつ、中国における内販市場が年々
重要性を増していくこと等を考えれば、中国から生産拠
点を引き上げるということではなく、中国 + ワンとして
ASEAN 諸国においても生産を行い、場合により生産の
比率を高めることが現実的な選択肢になると思われま
す。

以上からすると、今後は、中国における人件費高騰
やカントリーリスクを勘案してもなお中国で生産すべ
き理由があるもののみを中国で生産し、これ以外は
ASEAN 諸国で生産するという分業体制が新たなトレン
ドとなる可能性が高いと思われます。
また、それらに併せて、将来的には、日中韓 FTA を
含む日本を当事者とする FTA が今より増加し、かつ、
日本、中国および ASEAN 諸国の人件費の平準化があ
る程度進んだ場合を見据え、中国および ASEAN 諸国
での生産体制に加え、日本に一部の拠点を移す選択肢
も出てくることになるため、日本およびその他生産拠点
を置いている国の FTA・EPA の内容や交渉状況等を理
解した上で、自社の生産・販売の効率化や拡大のため
にこれらを戦略的に利用していく視点を持つことが益々
重要になっていきます。
（注１）
WTO の原則的ルールで、
簡単にいえば、
WTO 加盟国は、
他の加盟国に与える最も有利な待遇と同等の待遇をすべての
加盟国に対して与えなくてはならないという原則をいいます。
（注２）外務省・経済連携協定（EPA）／自由貿易協定（FTA）
ホームページ参照
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/
（注３）外務省「日本の経済連携協定（EPA）の現状と主要国・
地 域の取組状 況 」
（ 平成 24 年 3 月）
（PDF）http://www.
mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/pdfs/genjo_kadai.pdf
（注４）2011 年度の確報値でいくと、日本から見た中国およ
び韓国の輸出相手国および輸入相手国としての位置づけは以
下のとおりです。
財務省貿易統計（http://www.customs.go.jp/toukei/suii/
html/time_latest.htm）より
中国：
輸出相手国：19.1％（1 位）
輸入相手国：21.2％（1 位）
韓国：
輸出相手国：8.0％（3 位）
輸入相手国：4.7％（6 位）
（注５）The Framework Agreement on Comprehensive
Economic Co-operation between the Association of
Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China
（注 6）ASEAN Free Trade Area
（注 7）2012 年 10 月 5 日付日経新聞記事参照。なお、同年
10 月 28 日付日経新聞記事においては、損害保険ジャパンが
１１月より中国の暴動被害についての保険販売について、保険
料の数％を引き上げた上、再開する旨が報道されています。
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水害と水不足を解決する
古人の知恵

北京事務所

邵程亮

今

年 7 月 21 日から 22 日にかけ

の形をしており、強い吸水性を持っ

る仕組みだという。つまり、このシ

て、 北 京では観 測を始めた

ているので、煉瓦一つ一つがミニダ

ステムは排水の役割を果たすととも

1951 年以来最大級の豪雨に見舞わ

ムの役割を果たしている。また、煉

に、限られた雨水資源を最大限貯

れた。市気象台によれば、十数時

瓦と煉瓦の隙間が大きく、モルタル

留し、活用できるのだ。

間降り続けた大雨によって、水量は

も塗られていないため、雨が降ると、

さらに、団城の土壌の主成分は

全市平均で 170 ミリ、うち都心部で

雨水は煉瓦と煉瓦の隙間を通って、

穀物の殻や石灰であり、通気性と透

は 212 ミリ、房山をはじめとする郊

そのまま地下へ流れる。大雨の時や

水性に富んでおり、雨水が速やかに

外の山間地域では 460 ミリを記録し

雨が長時間降り続ける場合など、余

地下へ浸み込むようになっている。

た所もあった。今回の豪雨により、

分な雨水は地勢に沿って、石造りの

北京市の被災面積は 1 万 4,000 平方

「水眼（すいが）
」に流れ込む。

団城の雨水浸透・排水システムと
独特な土壌は統一された調節システ

キロに達し、総面積（約 1 万 6,000

団城には、このような水眼が 11

ムを兼ね備えており、水、大気、温

平方キロ）の 87.5％に及んだ。しか

カ所あり、古木の周辺に散らばって

度および有機物等の植物の成長に

し、都市部には、豪雨の中心地で

いる。そして、すべての水眼の下部

不可欠な要素をうまく調和させなが

あるにも関わらず、まったくと言って

に縦井戸があり、それらの間は暗渠

ら、ここ数百年来、団城の古木等

いいほど浸水がなかったことから、

でつながっている。暗渠も青い煉

植物の成長に良好な環境を創り出し

特に注目されている場所がある。そ

瓦で造られ、高さは 80 センチから

ている。

こは北海公園の団城である。

150 センチ。雨水が暗渠に流れ込む

水不足が深刻な北京市では、域

団城は北海公園の南門の西側に

と、地下を流れる「川」になる仕掛

内における地表水の約 9 割がすで

位置し、高さ 4.6 メートル、城壁の

けだ。探査によって、すべての水眼

に開発されている。一方で、地下水

長さ 276 メートル、面積 4,500 平方

は暗渠のターニングポイントに位置

の過剰採取により水位の低下、地

メートル、世界最小のカースルとも

し、
暗渠全般は「C」の形をしている。

盤沈下などの問題も懸念されてい

言われている。故宮や天壇など北京

地下水が団城の中を流れる時間をで

る。限られた水資源をいかに科学

にある数多くの古代の建築物には、

きるだけ長くするために、わざわざ

的かつ合理的に利用し、新たな節水
・

様々な排水口が設置されているが、

このように設計されたようだ。専門

潅漑技術を発展させるかは、北京

この団城を囲む外壁には排水口が

家の説明によれば、大雨のときには、

のような水不足の都市が直面する喫

設置されておらず、地面にも排水溝

余った雨水が暗渠に沿って反時計回

緊の課題である。ここ数年来、北

が見当たらない。しかし、今回の豪

りに回って流れ去り、小雨のときに

京市の降雨量は昔に比べ増えてきて

雨でも、団城の地面は少し濡れただ

は、土壌に浸み込んだ水分は飽和

いる。特に、今年の夏は、大雨や

けであった。この秘密は地面に敷か

状態になったあと、暗渠に逆浸透す

豪雨の日が明らかに多くなっている。

れた青い煉瓦と地下の暗渠による排

この団城における

水システムに隠されている。

排水システムの設計

この排水システムは約 600 年前の

上のノウハウと科学

明の時代に造られたものだが、今で

技術を上手に結び

も大きな役割を果たしている。2001

付けることができれ

年、団城にある「白衣将軍」と呼ば

ば、 豪 雨による水

れる古木が病気になった。その時の

害と水不足の問題

専門家による診断の際に、偶然この

を同時に解決できる

排水システムが発見された。

「一石二鳥」の効果

団城の地勢は北部が高く、南部

が生まれるだろう。

が低い。地面に敷かれた青い煉瓦
は上が大きく、下が小さい「逆梯形」
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北海公園に位置する団城の片隅
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制度情報
2012 年 9 月の法令から
Ⅰ 国務院
、
『対外貿易の安定成長を促進することに

関する国務院弁公庁の若干意見』

行）

9

推進を加速する。
（第 条）
の合理化を図る。

（ ）財政サポートを強化する。

ベーションメディアの改造・グレードアップを

科学技術に関連する重大なインフラ等のイノ

れる固定資産の減価償却を加速し、環境保護、

売上税額と相殺する。企業所得税法に規定さ

発生する増値税仕入れ税額を、規定に基づき

納税者による機械設備の購入又は内製により

（ ）税収優遇政策を整備する。増値税一般

奨励し、支持する。

（ ）国は企業の技術センター、工程実験室、

し、輸入を積極的に拡大し、先進技術設備、

のとおり。輸入を増やし、貿易の均衡を促

（ ）立ち遅れた製造技術と設備の淘汰を加

（ ）貿易構造を合理化する。主な内容は次

用品の輸入を重点的に増やす。対外貿易の国

するため、国務院は次の意見を示した。
大し、中西部地区における開放型経済の発展

の合理化を図り、中西部地区の対外開放を拡

際市場における分布と国内地域における分布

テム、インテリジェント製造設備及び大型プ

インテリジェント化された先進的な製造シス

速し、自動化、デジタル化、ネットワーク化、

を認め、研究開発費用に対する所得税の追加

購入のための投資額の一定比率による税控除

省エネ、節水、安全生産等に用いる専用設備

輸出企業の融資ルートを広げる。貿易融資コ

ペースを速める。貿易融資の規模を拡大し、

行う。主な内容は次のとおり。輸出税還付の

貿易拠点、貿易プラットフォーム及び国際マー

家との経済貿易協力を強化、推進する。対外

をサポートし、辺境に位置する省区の周辺国

（ ）国内外の先進的な省エネ、節水、省材

ラント技術設備の応用を推進する。

イテク企業に認定された企業を所得税の優遇

控除、技術譲渡による企業所得税の減免、ハ

1

出商品の構造の合理化を図り、企業の技術改

ケティングネットワークの建設を加速する。輸

的に適用するクリーン生産技術の普及率を高

ネルギー資源の利用効率を引き上げる。成熟

のエコ設計研究開発システムを普及させ、エ

技術及び製造技術の普及を加速し、工業製品

を免除する。国内企業が国家が発展を支持す

備について、所定の範囲内で輸入関税の徴収

トが必要とし、国内にて生産できない先進設

出入における費用徴収の規範化及び減額を

貨管理制度改革に関する措置を実施する。輸

検査・通関を行う」適用範囲を広げる。外

の保障を前提として、
「属地で申告し、港で

企業の評価基準を調整し、効果的な監督管理

のとおり。通関の効率を引き上げ、AA 級

リューチェーンの拡大を奨励し、当地における

を誘導し、加工貿易企業の産業チェーン、バ

地区への移転と税関特監督管理区域への集中

を徐々に拡大し、加工貿易の沿海から内陸

貿易方法の構造を合理化し、一般貿易の割合

多く、汚染が著しい製品の輸出を抑制する。

び付加価値を引き上げる。エネルギー消費が

間技術装備の応用を奨励する。

学技術工業分野において先進的で成熟した民

用の技術産業化と相互転換を支持し、国防科

（ ）製品構造を合理化する。

合利用を支持する。

収利用及び低品位資源と随伴鉱物資源の総

める。工業廃物、廃棄・中古製品と材料の回

（ ）融資ルートを拡大する。企業が、ファイ

持する。

に切り替える改革を徐々に推進し、技術特許、

輸入税の優遇等を受ける等。営業税を増値税

する必要のある主要部品及び原材料につき、

る重大な技術装備の生産にあたり確かに輸入

貨物、輸送手段、コンテナー及びその他の法

（ ）技術イノベーション能力の効果及びイノ

（国務院 2012 年 月 日公布 同日施行）

指導意見』

、
『企業の技術改造促進に関する国務院の

5

定検査検疫物は出入国検査検疫費用を免じ
る。 年 月 日以降、費用を引き下げた

（ ）情報化と工業化の融合を推進する。

5

（ ）軍と民間の結びつきを強める。軍民両

6

範囲に少しずつ組み入れ、企業技術改造を支

上場、社債及び MTN 等により資金を調達

ナンスリース等の方法により技術改造を行い、

製品、製造工程及び装備の技術改造を行い、
工業管理システムの安全保障を強化する。

（ ）産業集積のレベルを引き上げ、産業集
積の発展を奨励する。

（ ）公共サービスプラットフォームの建設を

することを支持する。
（第 条）
（全 条）

（ ）安全生産を促進する。ハイリスク工業

7

8

、
『中部地区の台頭戦略を大いに促進する

ことに関する国務院の若干意見』

（国務院 2012 年 月 日公布 同日施行）

（ ）貿易環境を改善する。主な内容は次の

条）

業移転と集積の発展により注目し、産業配置

化と工業化の深い融合をさらに推進する。産

す。情報技術の集積応用を一層重視し、情報

減、汚染対策をさらに重視し、エコ発展を促

する。省エネ、エネルギー消費削減、排出削

（ ）政策計画による指導を強化し、年度重

は主に次の保障措置を提供するとした。

上記政策をスムーズに実施するために、政府

強化する。
（第 条）

（ ）太原都市群、皖江都市ベルト、鄱陽湖

すため、国務院は次の意見を公布した。

地区の経済社会のより良い方向への発展を促

生態経済区、中原経済区、武漢都市圏、環

1

2

点プロジェクト指導計画を公布する。

1

中部地区の台頭戦略を大いに促進し、中部

地区に関連する自由貿易協定にかかる交渉の

ベーション成果の産業化をより重視し、促進

3

4

商標、ブランド等の無形資産を増値税徴収の

図り、輸出に関連する輸出外貨収受消込書、

価値の付加と連携の割合を増やし、辺境貿易

の監督管理手続き費用を取り消す。 年 月

日より 年 月 日まで、国を出入りする

12

4

3

31

新しい検査検疫費用基準を実施する。
（第

1

9

12

1

とおり。貿易摩擦に積極的に対応する。国と

8

1

還付綴りの印刷費用に関する規定、及び税関

を積極的に発展させる。
（第 条）
（全 条）

を受ける。国家が発展を奨励するプロジェク

ストを引き下げる。輸出信用保険に対するサ

造を支持し、労働集約型製品の質、レベル及

させる。
（第 条）

ポートを強化し、零細企業に信用保険を普及

4

輸入外貨支払い関連書類、輸出通関書税金

（ ）貿易の円滑化を進める。主な内容は次

1

12

1

3

27

9

10
2

10

1

2

2

13

3

38
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2

3

3

コア部品及び一般大衆と密接に関連する生活

4

（ ）輸出税還付及び金融サービスを適切に

本年度における対外貿易の安定成長を促進

16

2

3

1

（国務院弁公庁 2012 年 月 日公布 同日施

日本部監修 www.aaalawfirm.com
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【法令一覧表】2012 年 9 月の法令から

II 部門レベル

III 最高人民法院

国弁発 [2012]49 号

2012/9/16
国務院

国発 [2012]44 号

2012/9/1

2012/9/1
3 『中部地区の台頭戦略を大いに促進することに関する国務院の若干意見』

国務院

国発 [2012]43 号

2012/8/27

2012/8/27
環境保護部

環境保護部、発展改革委員会、
商務部公告 2012 年第 55 号

2012/8/24

2012/10/1
国家税務総局

国家税務総局 2012 年第 44 号

2012/8/24

2012/8/1
税関総署

税関総署公告 2012 年第 45 号

2012/9/27

2012/9/27
最高人民法院

法 [2012]227 号

2012/9/18

2012/9/18

1 『廃プラスチックの加工利用による汚染の防止管理に関する規定』
2 『積出港税金還付（免税）管理弁法』

3 『対外貿易の安定成長を促すことに関する税関総署の若干措置』

（ ）
教育、
衛生、
文化事業の発展を加速させる。
（第 条第 項）
（ ）万策を講じて就業を拡大し、中部地区

廃プラスチックを加工してプラスチック再生製

2012 年 月 日施行）

（ ）積出港輸出税還付（免税）関連政策

を適用するために具備すべき条件を明確にし

作用を発揮する。

射線状に先導する

な調整、土壌汚染の整備及び修復の試験試行

速し、重金属の汚染防止、農村環境の総合的

市と重点建制鎮の汚水、ごみ処理の推進を加

ラスチック袋を利用することを禁止する。廃

して超薄型プラスチックレジ袋及び超薄型プ

することを禁止する。廃プラスチックを利用

目企業レベル 乃至 級以外の輸出企業。
（第

機関が輸出税金還付審査の注目情報の中の注

にて B 類以上の管理を行う輸出企業。税務

た。住宅地にて廃プラスチックを加工、利用

武漢都市圏、環長
モデルを推進する。
（第 条第 項）

（ ）積出港の税金還付政策が適用される企

3

トワークの建設を

快速路線交通ネッ

ルギー消費が多く、排出の多い業界の低レベ

産能力の立ち遅れを断固として淘汰し、エネ

ク及び加工、利用の過程で生じた残りのごみ、

用することを禁止する。屋外にて廃プラスチッ

しに廃プラスチック類危険廃棄物を回収、利

（第 条、第 条）

したうえで、外国貿易企業が単独で申告する。

意事項を明確にした。申告表に表示を追加

業が税金の還付（免税）を申告する際の、注

条第 項）

推進する。
（第

ストレーナーを屋外で焼却することを禁止す

の生産を禁止する。危険廃棄物経営許可証な

条）

株 潭 都 市 群、 中

（ ）省エネ、排出削減を大いに推進し、生

プラスチックを利用した食品用プラスチック袋

原都市群の都市間

貨物手続きを終えた増値税一般納税人。税関

条）

品又は完成品を製造することをいう。
（第

1

1
る。
（第 条、第 条）

（ ）輸出税金還付（免税）の審査フローを

べて又は一部を、輸入許可証に記載された利

入を禁止する。輸入した廃プラスチックのす

（ ）返品が発生した場合の処理方法を明確

積出港税金還付政策を享受しない。
（第三章）

結了であることが明らかな場合、それ以降は

明確にしたほか、期限が到来しても通関が未

るサポートを強化し、武漢、鄭州、長沙、合

用企業以外の組織又は個人に譲渡することを

の範囲を広げる。
（第 条第 項）

適した措置を講じ

禁止する。古紙を輸入して加工利用する企業

第 項）

先物の種類の増加を支持する。（第 条第 項）

は、輸入古紙中の廃プラスチックを無害化し

本政策の施行により、輸出企業による税関移

にした。
（第 条、第 条、第 条）

内にて回収した廃プラスチック（工業端材、

にした。廃プラスチックの加工利用とは、国

廃棄プラスチックびん、包装物及びその他の

老工業拠点の改造

業の技術改造に対

プロジェクトと企

（ ）廃プラスチックの加工利用の定義を明確

年 月 日公布 2012 年 月 日施行）

（環境保護部 発展改革委員会 商務部 2012

防止管理に関する規定』

、
『廃プラスチックの加工利用による汚染の

Ⅱ 部門レベル

（全 条）

条

（ ）後進地域の
加 速 的 発 展 をサ
ポートし、貧困救

条第

済資金の投入を増

項）

32

可を受けたうえで国外から輸入する各種廃プ

輸出税金のすみやかな還付、企業資金回転期

転に関する書類の取得に要する時間の短縮、

には、注目されたい。
（全 条）

な役割を果たすことになろう。輸出関連企業

間の短縮、輸出企業の健全な発展促進に重要

ばならない。輸入古紙中の廃プラスチックを

14

たうえで利用するか、又は処理を施さなけれ

12

洗浄処理をせずに直接販売することを禁止す
る。
（第 条）

本管理規定は、廃プラスチック業界の規範

的な運営を促し、業界に参入するハードルを

引き上げ、業界の集中度を高め、業界のトッ

プ企業によるモデル拠点を建設するよう奨励

廃プラスチックの回収、加工利用及び輸出

するものである。

入に携わる企業には注目されたい。
（全 条）

日公布

、
『積出港税金還付（免税）管理弁法』
月

、
『対外貿易の安定成長を促すことに関す

15

る税関総署の若干措置』

（税関総署 2012 年 月 日公布 同日施行）

（ ）税関の監督管理及びサービスを改善す

27

8

13

9

やす。
（第

4

3

商品の法定検査目録の調整作業にあたり、関

クロスボーダー貿易の人民幣決算及び輸出入

続きを加速し、自動輸入許可商品管理目録、

る。主に次の内容が含まれる。輸出税還付手

1

させる。
（第

肥等の地区にて金融改革と金融イノベーション

（ ）財政と税務に関連する金融政策に対す

4

の加速を支持し、鄭州の商品取引所における

発展を大いに促進

3

3

優位な産業を発展

（ ）未洗浄の使用済み廃プラスチックの輸

電気料金、差別電気料金の実施を強化し、そ

4

て県域の特色ある

し、土地の事情に

（ ）県域の経済

3

立ち遅れた産業の参入を堅く禁じ、懲罰性の

20

21

1

2012/9/16

8

た。輸出税還付（免税）資格認定自営輸出

2

（ ）廃プラスチック加工禁止項目を細分化し

1

1

2

5

10

プラスチック製品、農業フィルム等）及び認
条第

9

24

5

8

する支持を強化す
15

施行日

長株潭都市群等の
重点区域の発展を

の対外労務協力を支持する。
（第 条第 項）
17

（ ）環境保護及び生態建設を強化する。都

4

主に推進する。
（第
条第 項）
2

16

ル重複建設を制限し、汚染産業と生産能力の

9

10

3

2

（ 国 家 税 務 総 局 2012 年

24

る。
（第

3

公布日

6

4

7

8

11

12

（ ）中部地区の

1 『第三弾指導性判例に関する最高人民法院の通知』

5

3

3
3

1

8

1

ラスチック等の分類、洗浄、造粒等、並びに
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2

3
（ ）都市群を放

国務院弁公庁
2 『企業の技術改造促進に関する国務院の指導意見』

法令番号
1 『対外貿易の安定成長を促進することに関する国務院弁公庁の若干意見』

発令元
法令名称

3

4 13

14

5

項）

8

国務院レベル
I
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制度情報
2012 年 9 月の法令から
監督管理証書につき部門を越えたオンライン

保証金、保証状等さまざまな方法により企業

事務担保条例」実施弁法』の制定を加速して、

段階において徴収する費用を減らし、
『
「税関

州××機械設備有限公司（以下「機械公司」

という）の主張は次のとおり。原告は被告常

原告上海××貿易有限公司（以下「某公司」

事件の概要 ：

審査、輸出入企業総合信用管理データバンク

公司は商品代金人民幣 139 万 5228・

という）に対して鋼材を供給しており、機械

（ ）企業の通関コストを引き下げ、輸出入

等のシステム建設を適切に完成し、輸出入税

る企業については担保を免除する。

の税関事務担保手続きを行い、条件に合致す

は清算義務の履行怠慢はない。某公司の蒋某

及び王某に対する訴訟請求の棄却を請求す

被告機械公司、房某は出廷せず、答弁もし

る。

審理の結果、法院は次のとおり明らかにし

なかった。

条）

企業は、有効な担保条件を提供したうえで、

内販売集中納税手続き」
を全面的に推進する。

を行うことを支持する。B 類以上の企業は
「国

内製の国内販売用貨物を同区域に戻して修理

を怠ったため、会社の財産の流失、滅失を招

清算を行っていない。被告が清算義務の履行

より営業許可証を取り消され、今に至っても

は年次検査を行わなかったために工商部門に

及び王某は機械公司の株主であり、機械公司

幣 139 万 5228・ 元が未払いである。

万 9778 元を支払ったが、商品代金人民

履行し、機械公司は商品代金人民幣 569

709 万 5006・ 元の商品供給義務を

材売買契約関係を結んだ。某公司は人民幣

関にあたり全国の各通関地で同様の便宜を受

して連帯責任を負うべきである。よって、機

某、蒋某及び王某は、機械公司の債務に対

は今も清算を行っていない。現在、機械公司

商部門により営業許可証を取り消され、株主

けていないことを理由に、 年 月 日に工

Ⅲ 最高人民法院文書

弁済責任を負う旨の命令を下すよう請求す

蒋某及び王某が機械公司の債務に対して連帯

分からなくなっている。機械公司は他の事件

には事務経営地はなく、帳簿や財産も行方が

において執行に供する財産がないために、執

る。

主房某が支配しており、両者が機械公司の清

たことはない。②機械公司は実質的には大株

両者はこれまで機械公司の経営管理に携わっ

二、房某、蒋某及び王某は、機械公司の上

支払う。

5228・ 元を弁済し、相応の違約金を

一、機械公司は商品代金人民幣 139 万

判決の結果 ：

行の中止を受けている。
近頃、最高人民法院は、第三弾指導性判

算を行うことはできない。③機械公司は経営

述の債務に対して連帯弁済責任を負う。

被告蒋某及び王某の主張は次のとおり。①

例として つの判例を対外的に公表した。こ

不振に陥っており、営業許可証が取り消され

判決の理由 ：

行）

院の通知』

、
『第三弾指導性判例に関する最高人民法

％となっている。機械公司は年次検査を受

けられる。
（全 条 項）

5228・ 元及び違約金を弁済し、房某、

械公司が某公司の商品代金人民幣 139 万

30

25

（最高人民法院 2012 年 月 日公布 同日施

12

オンライン応用プロジェクトは、繰り上げて年
末までに開始する。

検査・通関を行う」モデルの適用範囲を広げ、

40

6

6

08

30

る前から大量の債務を負っていた。債務超過

9

（ ） 月 日までは、
「属地で申告し、港で

16

の状態にあるが、これは蒋某及び王某が清算

18

年以内に密輸及び規則違反の記録がなく、

信用状態が良好な B 類生産型輸出企業も含
むとした。
（ ）企業分類基準を調整した。AA 類企業

満か、又は輸出入通関書類の数が 3000

6

5

る。

こでは、 つの民事事件について簡単に紹介す

、上海××貿易有限公司が蒋某、王某等

的にその管理類別を引き下げない。これまで

ればならず、実質的な支配者ではないことや、

証が取り消された後に清算義務を履行しなけ

事及び支配株主は、法により会社の営業許可

有限責任公司の株主、股份有限公司の董

可能な状態にある。よって、蒋某及び王某に

債権者によって持ち去られており、清算は不

がある。しかしながら、
機械公司の財物は度々

以前機械公司の清算を弁護士に依頼したこと

滅失したものではない。④蒋某及び王某は、

義務の履行を怠ったために機械公司の財産が

某及び王某は、機械公司の株主として、機械

違約責任を負わなければならない。房某、蒋

払わなかったため、相応の代金支払責任及び

公司は取り決めのとおりに商品代金を全額支

司が取り決めに従って商品を納めた後、機械

裁判の要点 ：

を訴えた売買契約紛争事件

に AA 類、A 類類別に引き下げられた企業

会社の経営管理に実際には参加しなかったこ

法院は判決で、以下のとおり認めた。某公

は、申請のうえ従来の分類類別を回復するこ

とを理由に、清算義務は免除されない。

％を超えるが、不良記録の合計が 回を超

部未満の場合、企業の通関過誤率が ％及び

12

とができる。A 類生産型企業に対しては、低
い検査率を適用する。

えない AA 類、A 類企業については、暫定

8

40
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連部門と自主的に協力する。原産地証書等の

還付オンライン審査システムを整備する。港

た。 年 月 日、某公司と機械公司は鋼

（ ）分類通関改革を全面的に展開し、信用

国内販売当月に納税手続きを集中して行うこ

また、房某、蒋某及び王某は機械公司の株主

元が未払いとなっている。被告房某、蒋某

の高い企業の通関に便宜を図る。

き、某公司の債権は弁済されていない。会社

（ ）税関特殊監督管理区域内にある企業が、

における通関の効率を高める。企業は国外に
駐在する税関担当者のサポートを受けて海外

（ ）税関と商務部による自動輸入許可証オ
とができる。

で直面する税関の問題を解決する等。
（第

ンライン検査、税関と国家暗号局暗号製品輸

28

であり、その持分はそれぞれ ％、 ％及び

6

法及び関連する司法解釈の規定に基づき、房

07

6

（ ） 年末まで、すべての AA 類企業は通

6

6

評定基準を年間輸出額 3000 万米ドル
（中

31

西部 1000 万米ドル）から 万米ドルま
1

4

15

日までは、前年度の輸出入額が 万米ドル未

12
20 3

2

11

で引き下げた。 年 月 日より 年 月
10

50

13

50

12

1

4

1
5

5

1

2

3

1

7

出入許可証オンライン検査等、部門を越えた

日本部監修 www.aaalawfirm.com

北京市大地法律事務所
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は 名の株主（兼董事）のうち 名の表決に

行使する。董事会は、 分の 以上の董事が

は会社の経理等の任命又は解任を含む職権を

律、行政法規及び会社定款の規定に違反しな

より可決されている。よって、表決方法は法

名は董事であった。会社定款には、
「董事会

明するものにすぎず、実際には機械公司の清

械公司の清算手続きをしようとした意向を証

算を進めていない。このため、蒋某及び王某

公司が営業許可証を取り消された後、すみや

及び王某が清算義務の履行を怠ったため、機

2

かに清算を進めるべきであった。房某、蒋某

3

が法により清算義務を履行したと認定するこ

事事項に対する決定は、全株主の 分の 以

出席した場合に限り有効とする。董事会の議

社の経理、董事会決議の内容に「総経理李某

い。決議内容について、某公司の定款は、会

裁判の要点 ：

取り消しを求めた紛争事件

日、某公司の董事長葛某は、董事会を招集、

有効とする」と規定されている。 年 月

主宰し、 名の董事が全員出席し、
「総経理

18

で流用して 次市場で株取引を行い、巨大な

損失を出した」と述べているが、これは董事

となる。会社法及びその関連司法解釈は、蒋

上、その全株主が法律上、会社の清算義務者

及び決議内容は会社定款に違反しないか。上

法律、行政法規又は会社定款に違反しないか、

ばならない。会議の招集手続き、表決方法が

る紛争事件において次の内容を審査しなけれ

る決議をした。当該決議には葛某、王某及

職務を免除し、即日発効する」等を内容とす

大な損失を出した。ここにその総経理として

無断で流用して 次市場で株取引を行い、巨

李某は董事会の承認を得ずに、会社の資金を

ら解任した理由が存在しないとしても、董事

董事会が決議をした李某を総経理の職務か

解任した決議内容それ自体は会社定款に違反

げているにすぎず、李某を総経理の職務から

会が李某を総経理の職から解任した理由をあ

某及び王某の主張した例外条項を定めていな

記規定に違反しないことを前提として、総経

に実際に参与したかを問わず、両者は機械公

理の職務決議が依拠とする事実は真実か、理

判決の結果 ：

かった。

び監事が署名し、李某は当該決議に署名しな

会決議は取り消されない。その理由としては、

メカニズムにより調整され、司法機関は原則

公司内部の法律関係は原則として会社の自治

まず、会社法は会社の自治を尊重しており、

由が成立するか否かは、司法審査の範囲に含

李某の訴訟請求を棄却した。

まれない。
事件の概要 ：

理を解任する際には一定の理由が必要である

る。二、表決方法が法律、行政法規又は会

続きが法律、行政法規又は会社定款に違反す

である。よって、某公司の董事会は、会社定

法の強制規定に違反せず、有効とみなすべき

る職権について制限せず、董事会が会社の経

某公司の定款では董事会が会社経理を解任す

環保科技有限公司（以下「某公司」という）

華人民共和国会社法』第 条第 項の規定

旨規定されていない。当該定款の内容は会社

として会社内部の事務には介入しない。次に、

がその総経理の職務を免じた決議が依拠した

る事由には次のものが含まれる。一、招集手

に基づき、董事会決議を取り消すことのでき

決議の取り消しを請求する。

の規定に違反するため、法により当該董事会

機械公司の財産が営業許可証が取り消される

ことができなかったことを証明するにすぎず、

及び定款の規定に合致しており、董事会決議

招集手続き、表決方法及び決議内容は法律

被告某公司の主張は次のとおり。董事会の

年 月 日に開催した董事会は董事長葛

に違反する。招集手続きについて、某公司は、

社定款に違反する。三、決議内容が会社定款

法院は会社の自治を尊重すべきであり、某公

解任する決定を下すことができる。このため、

款が付与する権限を行使して、会社の経理を

永楽が招集し、 名の董事は全員出席してお

7

の滅失との間には因果関係があり、蒋某及び

履行を怠ったことと、機械公司の財産、帳簿

総経理の職務にあった。某公司の持分構造と

た。原告李某は、被告某公司の株主であり、

審理の結果、法院は次のとおり明らかにし

ついて、某公司の定款の規定は、議事事項に

び会社定款の規定に違反しない。表決方法に

り、董事会の招集手続きは法律、行政法規及

必要はない。以上をまとめると、原告李某の

告の請求理由が成立するかどうかを審査する

決議が依拠する事実が真実であるか、及び原

するかどうか審査する必要はなく、すなわち

3

対する決定は全株主の 分の 以上を占める

司の董事会が会社経理を解任した理由が存在

は有効である。

院が執行において機械公司の財産をみつける

件において、執行に供する財産がないために

2

執行を中止されているが、このことは人民法

22

法院は判決で、以下のとおり認めた。
『中

いたと述べているが、両者が清算義務の履行

事実及び理由は成立せず、また、董事会の招

判決の理由 ：

を怠ったことは、機械公司の財産が滅失した

集手続き、表決方法及び決議内容は会社法

原告李某の主張は次のとおり。被告上海某

かになった事実によれば、機械公司は他の事

こととの間に関連性がない。調査の結果明ら

を取り消される前に既に大量の債務を負って

蒋某及び王某は、機械公司が営業許可証

司は営業許可証を取り消された後、法定の期

しない。

ち分の割合を問わず、また、会社の経営管理

人民法院は、会社の決議取り消しに関連す

械公司の債務に対して連帯弁済責任を負うべ

上の董事の表決により可決された場合に限り

2

7

いため、蒋某及び王某が機械公司に占める持

きである。機械公司は有限責任公司である以

09

は董事会の承認を得ずに、会社の資金を無断

とはできない。
、李某が上海某環保科技有限公司の決議

3

その司法解釈の関連規定に違反するため、機

た房某、蒋某及び王某の行為は、会社法及び

械公司の主要財産、帳簿等はすべて滅失し、

2

清算ができなくなった。清算義務の履行を怠っ

3

間内に法により清算を行う義務を負う。

2

前にすべて滅失していたことを証明するもので

18
しては、葛某が ％、李某が ％、王某が

はない。機械公司の 名の株主が清算義務の

09

王某のかかる抗弁理由は成立しない。蒋某及

46

％を保有していた。 名の株主が共同で董

40

3

事会を構成し、葛某が董事長を務め、他の

2

び王某が弁護士に清算を委託した委託代理
契約書と弁護士の証明は、蒋某及び王某が機

董事の表決により可決された場合に限り有効

董事会決議の取り消しを求めた訴訟請求は成

2

立せず、法によりこれを棄却する。

3

である旨規定されており、上述の董事会決議
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第 32 回日中経済知識交流会、瀋陽国際製造業シンポジウム等に
岡本理事長が参加
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第 32 回日中経済知識交流会は、9 月 2 ～ 3 日に吉林省長春で開催。当会岡本理事長は、
「投資貿易協力」
、

「日中経済情勢」などの分科会において基調報告や発言を行った。またこれに先駆けて瀋陽で開催された国際
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装備製造業博覧会、日中国交正常化
40 周年記念・瀋陽国際製造業シンポジウム
（福田康夫元総理、村山富
市元総理等参加）にも列席した。
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射手矢監事が中国大使館の呂克倹公使を訪問

9 月11日、当協会の射手矢好雄監事（森・濱田松本法律事務所弁護士）
、
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武田雄博理事らは、中国大使館経済商務処の呂克倹公使を訪問し、
「中国
投資ハンドブック 2012/2013：戦略と実務の必読書（全体監修：射手矢弁
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China Economic
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Japan
China Economic
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護士）
」のさ
らなる普及と活用について意見を交換した。
apan China
Economic
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Japan China
Economic
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Japan China
Economic a
呂克倹公使からは、
「本ハンドブックは、日本企業に大変参考になるバイ

ブルだ。私は多く
に企業からしばしば相談を受けるが、適切な問合せの窓
呂克倹公使（右）と射手矢当協会
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Japan
China
Economic
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Japan
China Economic
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Japan China
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口として、いつも日中経済協会などの経済機構を紹介している。このような 監事
投資指南書の存在は本当に助かっている。このハンドブックを各界に引き続き推薦し、皆さまと共に普及に努め
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ていきたい」とのコメン
トを頂戴した。
なお、中国大使館経済商務処では中国から日本への投資ガイ
ドブッChina
クを
編纂しており、まもなく刊行される予定である。
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21 世紀日中関係展望委員会第８回提言書と中国ビジネス環境改善要望事
項を中国大使館に提出
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9月
27association
日午前、稲葉専務理事が中国大使館を訪問し、提言書
「世界に貢献する新たな日中関係の構築―
日中韓 FTA の早期成立と戦略的互恵関係の深化―」と「2012 年中国ビジネス環境改善に関する要望事項」

を手交しつつ説明し、大使館ならびに本国政府関係者等にご覧いただく
旨、お願い申し上げた。
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2012
年 9 月の日中東北開発協会の活動から

■ Economic
第 8 回北東アジア投資貿易博覧会・
（9/7）
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9 月 7 日、当協会代表団が第 8 回北東アジア投資貿易博覧会「日本ビジネスデー」
（吉林省商務庁主催）に出席し、藤野
文晤常任理事が講演した。吉林省王祖継副省長、在日本中国大使館呂克倹公使、鳥取県の法橋誠統轄監からもスピーチが
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行われた。会議の後、日立（中国）有限公司を始めとする企業が、長春第一汽車等とのビジネスマッチングを行った。
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■ Economic
遼寧省中日友好協会・陳会長一行来会
9 月 21日、遼寧省中日友好協会・陳鉄城会長一行 2 人が来会、稲葉理事長ほかで対応し、今後の協力などについて意見
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交換した。遼寧省中日友好協会は今年の 6 月に設立され、遼寧省人民対外友好協会が、これを管轄する。今後、遼寧省中
日友好協会は遼寧省内の経済界、学術界、文化・教育界の団体会員と個人会員を中心として、日本との経済交流を含む各

種交流活動を行う。
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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
％

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

〃 前年比

〃 前年比
（名目）

社会消費材小売総額（注４）
〃 前年比
（名目）

消費者物価上昇率

％
％

億元
％
％

2008年

2009年

2010年

2011年

201２年
1〜３月

201２年
1〜6月

2012年
1〜9月

314,045

340,903

401,513

472,882

107,995

227,098

353,480

1.8

1.8

2.2

9.6

9.2

10.4

9.3

23,708

25,608

30,015

35,083

5.287

5.308

5.465

5.712

9.1

130,260
9.9

12.9

172,828
25.9

8.7

135,240

8.7

11.0

224,599

30.0

9.9

160,722

12.1
15.7

278,122

23.8

8.7

13.9

311,022
23.6

20.4

49,319

5.9

-0.7

3.3

5.4

3.8

3.3

17.1

851,591

財政収支（国家財政）

億元

-1,800

-7,500

-8,000

-6,500

8.0

8.5

10.9

11.4

％

149,422

20.9

183,919

18.3

17.8
8.4

27.6
9.8

19.7
7.8

17.3
8.4

10.0

256,933

156,998

15.5

725,774

農民1人当たり純収入実質伸率（注５）

10.5

150,710

132,678

606,225

％

11.6

47,865

114,830

475,167

都市部1人当たり可処分所得実質伸率

1.300

98,222

22.7

7.7

10.7

億元
％

7.8

188,572

マネーサプライ
（Ｍ2）
〃 前年比

8.1

14.8

14.4

895,600

925,000

13.4
9.8

12.7

13.6
9.7

12.4

20.5

14.1

2.8

943,700

14.8
9.8

12.3

貿易総額

億ドル

25,633

22,075

29,740

36,421

8,594

18,398

28,425

輸出額

億ドル

14,307

12,016

15,778

18,986

4,300

9,544

14,954
13,471

1,483

〃 前年比
〃 前年比

％
％

17.8
17.3

-13.9
-16.0

34.7
31.3

22.5
20.3

7.3
7.6

8.0
9.2

輸入額

億ドル

11,326

10,059

13,963

17,435

4,294

8,855

輸出入収支

億ドル

2,981

1,957

1,815

1,551

7

689

〃 前年比

％

18.5

-11.2

38.8

24.9

6.9

6.7

6.2

7.4
4.8

件

27,514

23,435

27,406

27,712

5,379

11,705

18,025

対中直接投資実行額

億ドル

92４.０

900.3

1,057.4

1,160.1

294.8

590.9

834.2

外貨準備

億ドル

19,460.3

23,991.5

28,473.4

31,811.5

33,049.7

32,400.1

32,900.0

6.9451

6.8310

6.7695

6.4588

6.3410

対中直接投資契約件数
〃 前年比
〃 前年比

対外債務残高
対ドルレート

％
％

億ドル

元／ＵＳ＄

-27.3
23.6

3,901.6

-14.8
-2.6

4,286.5

16.9

17.4

5,489.4

1.1
9.7

6,950.0

-9.4

-2.8

-13.1
-3.0

7,512.6

7,851.7

6.2943

6.3249

日本の対中輸出額（注６）

億ドル

1,240.4

1,096.3

1,490.9

1,614.9

365.9

737.2

日本の対中輸入額

億ドル

1,423.4

1,225.5

1,528.0

1,834.2

455.0

913.4

日中貿易輸出入収支

億ドル

-183.0

-129.1

-37.1

-219.3

-89.1

-176.2

-27.2

-11.3

〃 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
％

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

38.2

-0.5

8.3

20.0

1,859
5.5

63.3
55.0

-8.5
9.4

7.5

872

20.5

40.7

12.5

-3.8

-5.7

447
-1.1

-11.7

-3.8

16.7

56.2
17.0

（注5）2012年1〜3月、1〜6月、1〜9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月の項目では第2四半期、
（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。
1〜9月の項目では第3四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8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
966,199

18.9
0.9
-21.0
27.8
-1.4

-20.2
-14.0
-5.9
-7.1
3.0
-7.4
-11.9
-9.9

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

7,845,660

-9.2

9,745,707

2.6

17,591,367

-3.0

-1,900,047

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
-242,375

-4.3
-8.0
-0.8
0.6
6.9
-5.8
-4.0
-8.5

2,071,536
1,918,170
2,465,634
2,265,889
2,235,680
2,191,041
2,268,644
2,174,773

7.6
-0.4
4.0
7.6
10.0
-4.5
3.3
-7.3

1,330,561
917,553
1,328,858
1,270,825
1,269,781
1,159,565
1,259,990
1,208,574

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

輸出伸率

11 月

12 月

輸入伸率

-20

（％）

175

175

150

150

125

125

100

100

75

75

50

50

25

25

0

0

-25

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

-25

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

目

総額

食料品
原料品

鉱物性燃料

価

7月

額

1,008,654
1,917

35,216

46,849

非金属鉱物製品

ゴム製品

紙類･紙製品

一般機械
原動機

電算機類（含周辺機器）
電算機類の部分品
金属加工機械

ポンプ・遠心分離機

建設用・鉱山用機械

131,819

18.0

4,133

-13.6

43,428
50,370

5,658

-10.4

45,726

-16.7

1,688,456

-16.4

17,820

13,207

3,243

-24.3

2,974

21,586

-45.8

15,735

-13.5

214,465
2,148

43,067
14,753

4,792

-22.0

197,499

-13.6

2,379

20,579

13,974

16.9

44,925

-56.4

3,197

5.8

5,915

-14.6

6,051

16,913
318

84,014

4.1

16,296

-5.6

349

-12.7

10,603

-38.3

5,753

162

重電機器

15,146

-19.0

12,369

電気計測機器

21,730

1.4

20,451

-10.0

9,755

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）
（注1）8月までの数値は確報値。
（注2）伸率は前年比伸率を示す。
（出所）財務省貿易統計
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36,070

-18.3

35,713

109,931

-5.3

90,607

9,286

54,012

7.6

40,380

-66.0

762

23.3

39,613

54,290

-14.9

48,688

-89.0

21

130,085

-1.6

128,245

-15.9

4,689

51,018
2,983

6

60,775

4,511
1,662

10.8

58,984

-30.2

1,217

139,712
162,122

-16.8
-3.2

-4.9

96,610

-16.6

25,638

-23.4

219,535

-12.1
-23.6
-29.1

-14.9
0.1

120,917
120,793

-21.4

59,078

-44.8

57,944

-31.0

-25.1

-17.2

387,714

-7.9

28.3

-46.4

-69.1

6,090

-42.4

5,280

196

10,521

-21.0

-37.2

15,947

79,931

-8.5

-13.1

4.3

6,719

1.6

14,656

16,596

7,477

-20.7

-22.9

（影像記録･再生機器）

自動車の部分品

-10.8

-22.1

-20.8

57,570

（バス、
トラック）

388,489

5,897

12,469

-23.8

（乗用車）

-5.5

-5.6

11.5

-5.0

54,728

自動車

27,044

-8.6

19,209

（ＩＣ）

輸送用機器

37.5

368,732

-14.3

236,131

電池

1,042,739

1.7

-11.6

22,599

17,324

-14.5

電気回路等の機器

-7.4

-17.3

99,056

-6.3

0.2

18,101

234,925

通信機

285,681

35.3

-9.2

26.5

222,820

電気機器

音響・映像機器の部分品

-16.8

18,566

-17.4

46,548

5,736

音響機器

7,845,660

率

26,911

-8.5

-43.4

（テレビ受像機）

-9.9

40.8

伸

-11.3

5,861

映像機器

額

26,365

50,288

繊維機械

半導体等電子部品

1〜8月合計

-11.4

6,644

ベアリング

価

1,085,386

荷役機械

加熱用・冷却用機器

率

-13.8

非鉄金属
織物用糸･繊維製品

-9.5

15,921

伸

132,455

139,705

金属製品

31,539

1,983

8月

-11.3

原料別製品
鉄鋼

-2.8

90.7

-2.3

3,253

額

-11.9

41,828

医薬品

価

966,199

24.0

124,021

プラスチック

率

18,387

化学製品

有機化合物

伸

-68.3

302,039
50,169

6.2

48,064

-18.2

52,469

-8.0

1,826,995

-13.3

450,180

-5.8

-12.6
-12.6

-14.1

7.9

-52.2

-14.9
-13.0
-5.8

647,166

-4.8

123,421

23.9

2,461

-23.5

120,960

-6.7

25.5

1,721

-52.4

-26.0

114,046

-12.3

10.2

155,177

9.3

67,563

-56.6
-15.7

-44.1
-12.7

75,979

48,609

292,506

-14.0

843,634

-5.5

352,832

-11.9
-35.9
-0.7
-9.9
-9.6

9.0

393,586

18.0

40,604

-15.4

85

-53.3

1.5

955,148

1.1

4.3

37,126

-0.4

-13.2
-83.1

-11.4
-35.3

ZENGEN
9.4
-40.9

428,071
0

425,917
12,604

23.7
2.9

9.6

-16.2
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2012年 日本の対中商品別輸入額
（単位：100万円、
％）
品

目

総額

食料品

価

額

1,259,990

原料品
木材

非鉄金属鉱
鉄鉱石
大豆

1〜8月合計
額

伸

率

3.4

18,283

-7.1

167,539

6.4

27.5

2,615

12.2

5,572

4.3

20.1

17,221

16,425

14.4

15,866

757

186.9

217

-4.1

17.9
-6.5

2.8

1,116

10,159

2,059

価

2.6

63,417

21.0

5,550

率

9,745,707

12.1

17,808

伸

-7.3

2,387

野菜

8月

額

1,208,574

23.1

10,241

価

3.3

735

肉類

果実

率

16.5

21,142

穀物類

伸

68,127

魚介類

（えび）

7月

4.6

522,824
6,428

12.4

22,341

6.9

76,171

0.8

138,544

-3.2

126,890

896

279.8

4,698

195

6.6

1,970
0

-15.5
-93.5

7.8

46,559

15,944
6

2,628

16.0
1.8
9.2
6.0

-15.8

159.0

50.0
-2.3

鉱物性燃料

7,645

-12.7

4,429

-56.3

73,710

-32.0

石油製品

1,983

-20.3

835

-76.8

15,617

-52.6

原油及び粗油

（揮発油）

液化天然ガス
液化石油ガス
石炭

（一般炭）

954

9276.4

12

-26.7

879

-44.1

19,368

-3.0

4,320

化学製品

70,072

医薬品

3,765

有機化合物

原料別製品

148,923

非鉄金属
織物用糸･繊維製品

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

その他

科学光学機器

衣類･同付属品
家具

バッグ類

626

-71.9

-28.9

66,213

-7.0

4,385

18,555

-56.0
-31.6

199

-22.3

37,836

-34.3

553,937

-21.5

15,452

-4.8

149,953

2.0

-68.8

34,592

-25.0
-7.3
-2.9

1,161,141

14,341

-24.3

12,251

-34.9

112,996

-24.1

32,836

-2.9

35,485

-5.9

270,057

-0.3

1.8

9,933

78,949

-3.4

49,064

28.8

196,832

0.2

16,854
37,813
20,725

10,242

219,209

-6.7

6.2

16.7

-2.7

149,577

-6.6

-6.8

83,338

-15.7

833,099

5.4

285,176

-8.0

2,469,567

23,246

36.6

32.4

5,354

23,602

7.8

-3.7

23,029

30.6

11,125

-11.9

110

16,927

41.4
55.6

22,692

1.9

2,945,385

-5.2

1,279,442

5.2

179,841

16.7

27,152

1.9

209,533

15.1

23,320

10.5

120,560

28,102

-2.4

25,180

150,747

55,441

10.8

-71.4

429,252

42.5

180,370

205,528

7

10.8

31,688

501,708

1.7

24.4

15,213

-72.8

12.6

169

38.8

17

369,517

6,689

24,635

5.0

-1.6

813,759

21,854

22.0

3.2

11.9

3.6

8,603

5.2

-27.8

24,868

91,797

5.2

116,394

-39.5

32.0

5.2

-50.3

49,420
10,708

-5.3

-17.6

-26.6
-37.2

156,821

-0.3

72,460

30.8

66,580

14,652

293,876

1,686,726

-4.0

10,926

17,962

-5.0

123,950

-11.6

22,865

333,570

35,112

-38.1

178,564

25.8

103,544

13,705

0.1

6,560

26,502

航空機類

208.8

2,223

0

-12.3

輸送機器

自動車の部分品

38

-18.9

5,161

141,023

111,644

自動車

-99.6

0.3

通信機

電気計測機器

7

10,250

-13.5
-2.3

35.1
23.8
19.0

1,035

14.2

227

-42.4

210,375

12.5

217,508

12.8

35.8
5.6

-1.7

12.7

（注1）7月の数値は確報値。8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。
（出所）財務省貿易統計
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2012年8月の主な出来事
中
１

３

７

８

９

12
14

15

20

21

25

30

国

国家統計局、中国物流購買連合会、7月の景況感を示す製造業購
買担当者景気指数（ＰＭＩ）は前月比0.1ポイント低下の50.1となり3カ
月連続で悪化。
中国共産党中央政治局会議、12年後半の経済政策運営で金融緩
和路線の継続方針を鮮明にした。景気の下支えを重視し12年の成
長目標（7.5%）を目指す。
北京大学光華管理学院、グローバル化研究センター、海外留学か
ら帰国後起業に成功した中国人の54%が米国帰り、23%が欧州帰り、
10%がカナダ帰り、9%が日本帰り、3%が豪州帰りと発表。11年の海外
留学からの帰国者は18万6200人で過去最高。
重慶市政府系の重慶対外経貿集団はラオスで銀行業に参入。
青島市労山区は560億円を投じ中国版シリコンバレーを目指したソ
フトウエア、バイオなど先端的で市場創造型の企業を集めた産業集
積地を開発。第一期は12月に23階建て2棟完成予定。
人民日報海外版、全国31省・直轄市・自治区の12年上半期経済統
計データによると、上海市、北京市、浙江省、広東省など沿岸部の
ＧＤＰは軒並み前年比7%台と全国平均を下回った一方で、重慶
市、四川省、甘粛省、陜西省、貴州省など内陸・中西部のＧＤＰは
同13%を超える高い伸びを示した。
通信機器大手の華為技術はインドの第四世代移動通信システム分
野におけるシェア50%を目指し11～15年の間に同国において研究
開発費含めて20億ドル投資する。
国家統計局、7月の消費者物価指数は前年同月比1.8%の上昇。5月
の同3%、6月の同2.2%からさらに鈍化。また7月の工業生産者出荷価
格指数は同3.9%の下落で5ヶ月連続のマイナス。
中国初の希土類取引所を内モンゴル自治区に設立9月取引開始。
国家統計局、12年1～6月期外食産業売上高は1兆837億元で前年
同期比13.2%。上期の伸び率が15%を下回ったのはＳＡＲＳが発生し
た03年以来（11年上期の同伸び率は16.2%増）。
船舶工業行業協会、12年1～6月期の受注量は1074万載貨重量㌧
で前年同期比50.3%減。12年通年受注シェア順位は日本を下回って
3位に後退する可能性が指摘されている（1位は韓国）。中国が安値
受注で大量供給を続けた結果として10年以降供給過剰になったこ
とに加えて欧州債務危機の影響による新造船発注量激減の煽りを
受けた。中堅から大手約1600社の3分の1が経営危機に直面。
中国汽車工業会、7月の新車販売台数（中国国内生産分、工業出荷
ベース、輸出含む）は137万9400台で前年同月比8.2%増。日産2.0%
減、トヨタ5.0%減、ホンダ1.3%増、マツダ11.9%減、スズキ42.8%減、三
菱13.1%減。ＧＭ15.1%増、フォード31.7%増、上海ＶＷ21.9%増、一汽
ＶＷ25.5%増、現代11.3%増、長城87.7%増、浙江吉利３７.0%増。多く
の欧米系や現地資本の一部は上半期を通じて好調を維持。
社会科学院・人口労働研究所、中国の潜在成長率は16～20年の年
間成長率予想が6.1%、11～15年の7.2%から約1%減速する見通し。労
働力人口の縮小が要因として大きいとしている。
工業情報化省、6月末インターネット加入者数は1億6977万件で上
半期の純増は1426万件、ここ数年の前年同期1500万件超ペースか
らは鈍化。また携帯電話経由でネットアクセスするユーザーが11年
末から3000万人増加し3億9000万人に、ＰＣ経由のユーザーは横ば
いで3億8000万人と初めてモバイル経由ユーザーが上回った。
国家統計局、鋼鉄工業協会、7月の鋼材生産量は8122万㌧で前年
同月比6.5%増、粗鋼生産量は6169万㌧で同4.2%増、国内鋼材総合
価格指数は同19.７%マイナスと価格下落圧力は引き続き強い。
中国商務部、7月の対中直接投資の実行額は75.8億㌦で前年同月
比8.7%減。12年1～7月期の対中直接投資は666.7億㌦で前年同期
比3.6%減。国・地域別では米国からは同1.0%増、欧州は同2.7%減、
日本は同19.1%増、香港は同7.5%減、シンガポールは同25.0%増、台
湾は同5.4%減。日本とシンガポールの高い伸びが注目される。
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横浜ゴムは中国建設車両用タイヤメーカーの山東興達輸胎にラ
ジアルタイヤの技術を供与。横浜ゴムは見返りとして山東興達輸
胎が生産するタイヤを一定量引取り、自社ブランドとして世界で
販売。
三井住友ファイナンス＆リースは 3 日人民元建て社債を香港市
場で発行。発行額は 6 億元で日系企業の発行額では最大規模。
建設機械リースを中心に今後の事業拡大に備える狙い。
東芝、日立製作所、三井不動産レジデンシャルなど 58 社の日本
企業連合は中国の環境モデル都市（浙江省温州市、山東省東営
市）の住宅、病院、交通システムを含めた包括的都市整備計画を
請け負う。
日中の官民が省エネ・環境事業での協力を検討する「第 7 回日
中省エネルギー・環境総合フォーラム」が都内で開かれ、地域の
電力需給を効率よく管理するシステムの共同開発など 47 件の協
力案件に調印。日中の協力案件は今回分も含めて計 218 件。
いすゞ自動車は「いすゞブランド」で中国進出。車種はピッアップ
トラックで将来は10万台規模を見込む。江鈴汽車集団との合弁契
約期間満了時に合弁を改組し出資比率を12.5%から50%に引き上
げる。これを機に93年から合弁ブランドで中国展開してきたのを
自社ブランド展開（「いすゞ」）に切り替える。
新日本製鉄は中国国有の武漢鉄鋼集団と折半出資した合弁の
ブリキ製造販売会社の事業規模を 230 億円投じて倍増させる。
三菱電機は、四川省成都市で建設中の高層ビル 2 棟向けに高速
エレベーター含む計 88 台のエレベーターを受注。
帝人は中国でポリエステル製品のリサイクル事業を展開するため
合弁で浙江佳人新材料有限公司を 9 月設立。資本金は 5,000 万
㌦、出資比率は帝人 49%で精工控股集団有限公司 51%。
花王は安徽省合肥市に建設していた紙おむつ工場の完成を発
表、出荷は 12 年末から。投資額は 60 億円。
三菱重工業は中国国有製鉄会社の包頭鋼鉄から高炉ガスタービ
ン・コンバインドサイクル発電設備２系列を受注。
三井造船は重慶市に重慶耐特（ごみ収集車など特殊車両製造）
と合弁会社を設立。バイオガスを使う発電設備を現地で販売。
神戸製鋼所は江蘇省蘇州市で 25 億円投じて建設した自動車用
アルミ鍛造部品工場の操業をスタート。さらに 45 億円を投じて第
二期増設工事に入り 13 年 3 月に生産能力の倍増を計画。
イオン・丸紅グループが主要株主であるマルエツは、中国家電
量販店最大手の蘇寧電器集団と合弁で中国において食品スー
パーを展開。資本金 20 億円で出資比率はマルエツが 70%、蘇寧
電器 30%。17 年までに 100 店舗目標。
マツダと米フォードモーターは中国政府から両社の中国合弁事
業の分割に関する承認を得た。合弁工場での生産も 8 月半ばで
終了。フォードとの提携関係はさらに縮小（かつては3分の1あっ
たフォードの出資比率は現在 2%）。
新日鉄化学は、江蘇省邳州市で 130 億円を投じて工場を新設。
電炉用黒鉛電極材料とタイヤ添加剤の製造を始める。
オムロンは 30 億円を投じて電子機器の制御に使うリレーやスイッ
チを製造する新工場を上海に建設、10 月に完成・稼動。
北京市内の環状道路で丹羽駐中国大使の乗る公用車の日の丸
旗が中国人とみられる男に奪われる。香港の活動家らが沖縄尖
閣諸島に上陸後中国各地で中国の領有権を訴える反日デモが
続発し、今回の事件もその一環の可能性が高い。
昭和電工は、内モンゴル自治区と江西省の 2 工場におけるレア
アース合金の製造を休止。日本国内電器メーカーのデジタル機
器販売不振により需要が大幅に減少したため日本国内の工場だ
けで必要量が賄えると判断。
制作
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中国の進化は
あなたの想像よりはるかに速い。
無限の可能性を秘めた巨大市場として、

ますます存在感を大きくする中国。

その進化の方向を鋭く見極める新たな視点。
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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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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
0
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
78 79 80 81
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・

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
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