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SPECIAL REPORT

第18回中国共産党

大会後
の中国

資料：中国共産党新指導部の略歴
TOPICS: 対中ビジネス人材の戦略を問う① 現地人管理職の力を引き出すために
中国ビジネスQ&A：
中国子会社に出向者を赴任させる場合の課税問題について

少数精鋭主義で、各分野一流の講師陣＝高い効果が期待できます。

「中国経営管理研修・イブニングセミナー」
開講のご案内（2012年度）
申込
貴社における対中国事業戦略に責任を持たれる方々を対象とした、少数精鋭

主義の「中国経営管理研修・イブニングセミナー」を開講します。
本セミナーは、中国における日系進出企業の経営管理責任者（総経理:社長）
の赴任前研修として、また日本にて中国事業を統括する責任者の方の経営判断
に資する研修として、外資系企業運営にかかる法令・労務・税務等はもとよ
り、中国の文化・社会慣習まで、他の研修課程では見られない幅広くかつ特色
のあるカリキュラムとなっています。
当協会の対中経済交流活動における長年の経験や蓄積された情報を十分に生
かし、各分野一流の講師をお招きし、実際の経営管理活動に直結したケース・
スタディを交えて、急激に変化する中国の最新事情を包括的かつ集中的に習得
いただける内容となっております。

期 間：平成25年１月9日〜3月19日（全8回）
※1〜2週間おきに、水曜日の午後6:00〜9:00に開催
※都合により、第2回は１/24（木）に、第8回は3/19（火）に開催
場 所：一般財団法人 日中経済協会 会議室
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル8階
定 員：各回20名（最少実施人数：10名）
費 用：有料
お申込：以下の問合せ先にご連絡ください。
問合わせ先：一般財団法人 日中経済協会 企画調査部（杜本、文違）
TEL：03-5511-2513 FAX：03-5511-2519

研修カリキュラム
中国の政治・経済・社会の概況から、法律・労務管理・税務等の特質、さらには
企業経営上の注意点、リスク管理までを体系的な習得を目指します。
第１回 「中国経済の現状と課題」
講師：株式会社富士通総研

主席研究員

柯 隆氏

第２回 「中国の政治と社会」
講師：東京大学大学院法学政治学研究科

教授

高原 明生氏

第３回 「中国における法務の留意点」
講師：森・濱田松本法律事務所

弁護士

射手矢 好雄氏

第４回 「中国における現地法人の再編、紛争、撤退」
講師：大地律師事務所

日本部代表

中国弁護士

熊 琳女史

第５回「中国における知的財産権問題」
講師：サントリーホールディングス株式会社 知的財産部長

竹本 一志氏

第６回「中国の税務制度」
講師：有限責任監査法人トーマツ ディレクター 中国弁護士

鄭 林根氏

第７回「中国における物流と通関の特徴」
第８回「中国における人事労務管理の特徴」
講師：上海華鐘投資コンサルティング有限公司

副総経理

能瀬 徹氏

※担当講師等の都合により研修カリキュラムが変更される場合がありますので、予めご了承ください。

受付

中

スペシャル レポート

第 回中国共産党大会後の中国
新指導者のもとでの中国政治動向
25

経済体制改革の課題と展望

7 18

1

9

日米中関係の行方と日本の課題

7

S
C
I
P
O
T

現地人管理職の力を引き出すために

■天児

慧

■三尾幸吉郎

12

■園田茂人

名の略歴と政治局委員 名リスト

25

最近の新聞や雑誌で「チャイナ・リスク」の文字をよく見かける。すでに中国に進出した企業にとっては過去の
対中ビジネスのあり方を振り返り、 今後のさらなる飛躍のために何をしなければならないかを再考する絶好の
チャンスである。
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中国共産党第 期中央委員会 政治局常務委員

対中ビジネス人材戦略を問う①

18

オバマ大統領の再選が決まった米国、習近平氏を新たな指導者として迎えた中国、そして衆議院解散が決まり
月に新たな内閣が発足する日本。 それぞれ新政治体制を迎えた日米中関係は、 今後どのように動くのか、 その
行方と日本の課題を読み解く。

■星野俊也

中国で 月に発表された 2012 年 〜 月期の国内総生産（GDP）は前年同期比 ・ ％増となり、リーマン・
ショック直後以来の低水準となるなど、中国経済は減速を続けている。今回の党大会を経て、新指導部に残され
た経済発展への課題を探る。

7
4

中国共産党第 回全国代表大会が終了した翌日に第 回中央委員総会が開かれ、習近平を総書記とする中央政
治局常務委員 人、中央政治局員 人が選出され、これから 年の新しいトップ指導体制が固まった。新指導者
に残された課題は、経済成長に伴うジレンマを解消することだ。
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党大会後の経済改革の行方

40

第８回

■田村暁彦

第 回党大会の終了後、中国の経済改革は新しいフェーズに入った。「科学発展観」が指導思想に位置づけられた
ことに加えて、腐敗撲滅が中国共産党の最重要課題の一つになったことに伴い、経済改革は正義論的バックボーン
も得た。対外経済関係への影響も小さくない。

日中国交正常化 周年記念事業日中関係アーカイブシリーズ

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。

■小島麗逸

表紙写真：
「第 18 回党大会の精神を徹底的に学習・履行、首
都の科学発展の推進に尽力」と書かれた党大会のスローガン
（北京市内の歩道橋に掲げられた横断幕）。

中国研究の航跡と日本・中国

43 DATA ROOM
中国、日中の主要経済指標
2012 年 9 月の日中貿易統計、主な出来事

日中関係
ーその時
と私

42 JCNDA NEWS
2012 年 10 月の日中東北開発協会の活動から

■小嶋大志

42 情報クリップ
「2012 中国水博覧会・中国国際膜及水処理技術及び装備
博覧会」に参加訪中 ほか

26

中国子会社に出向者を赴任させる場合の課税問題について

40 制度情報
2012 年 10 月の法令から

32

中国
ビジネス
Q&A

21 現地便り
第 12 回国民運動大会を迎えて

中国の子会社に出向者を出す際に税務上注意しなければならない点は？また、出向社員の給与格差を補てんする
場合の税務上の問題は何か。

■好評連載
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新指導者のもとでの中国政治動向

経済体制改革の課題と展望

日米中関係の行方と日本の課題

資料：中国共産党新指導部

日、中国共産党第

回全国代表大会が終了した翌日の第

新指導者のもとでの
中国政治動向
月

18
中央政治局員

人が選出され、これから

回中

人、

1

年の新しいトップ指導体制が

央委員総会が開かれ、習近平を総書記とする中央政治局常務委員

15

5
することだ。

慧

早稲田大学教授

常務委員の顔ぶれを見る限り、江沢

民派の圧勝という結果になった。

なぜそのようになったのか？私は、

日の『サウスチャイナ・モー
この人事の決定過程は史上稀に見

報 』 など香 港 紙の人 事 予 測のトー

ニングポス ト 』 や、 その後 の『 明

月
るほどの熾烈なものであったようで

ンが一挙に江沢民派有利に変わった

した。そしてそれまで胡錦濤派の優

展 開を示し、 二 転 三 転の様 相を呈

VS 胡 錦 濤 派の権 力 闘 争は激しい

らの報 じ 方 は、 俗にいう 江 沢 民 派

利を導いた転換点に関して、党大会

たのである。江沢民派の最終的な勝

れたトップ人事の内容に一致してい

事予測の報道こそ、最終的に発表さ

ていた。そして、当時のこれらの人

日の

勢、 胡 錦 濤の「院 政」 が実 現 する

月

直 後の人 事 発 表 当日の

8

といった観測が、最終的には政治局

のメディアを含め、

ある。 日 本のみな らず 香 港、 台 湾

2

ことに、実に「奇異」な印象を持っ

11
月以来のそれ

今回のトップ人事を
どう読むか

天児

固まった。新指導者に残された課題は、経済成長に伴うジレンマを解消
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第 1 8 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

日の『NY タイム

夜、
『テレビ朝日』報道ステーション

る。この問題をトップレベルで
「不問」

最終局面で同紙にリークし報道させ

の 2200 億円にも登る不正蓄財

ス』に報じられた「温家宝総理一族

宝をこの工作から降板させることに

と組んで人事工作を進めていた温家

にする代わりに、江沢民派は胡錦濤

月

事件」が関係していたのではないか

成功し、 流れが一挙に変わったとい

で私 は、

と指 摘した。 江 沢 民 派が温 家 宝 家

うのが私の推測であった。 月 日、

5 JC ECONOMIC JOURNAL 2012.12
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族のこの事実をつかみ、トップ人事

各階層の利益・価値・生活様式の多様化への対応が今後の課題となる（上海）
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だ。 つはこの間のトップ人事工作

のではなかったかとの感 触をつかん

て、この推測はかなり当たっていた

北京での報道関係者との談話を通し

紅が後見人としていることは疑いな

人が作るグループ（その背後に曽慶

団系は江沢民派ではなく習近平その

た 根 拠である。 しかし今 後、 共 青

ということを聞いた。さらに『NY

はなくまさに温家宝その人であった

の陣頭指揮をとったのは、胡錦濤で

になる。

するのかという問題に直面すること

いけるのか、新たな権力闘争に発展

い）との関係をどうするか、協力で

部 発 表のお 披 露 目 会に「懲 罰」の
意味なのか、入場を許されなかった
とのことである。
しかし同時に私は、むしろトータ

とも言えるのではないかと考えてい

濤 派の敗 北ではなく、 むしろ勝 利

事をめぐる権 力 抗 争は決して胡 錦

た５年という期間を考えるなら、人

らない。確かに、第 回党大会での

る問題は何かを検討しておかねばな

える前に、この指導体制が抱えてい

うとしているのか、という問いを考

では習近平新指導体制は何をしよ

ルに、かつ次期トップ人事を見定め

る。つまり、 ① 何 よ りも 胡 錦 濤 自

胡錦濤時代が残した課題
＝四つのジレンマ

タイムス』 関 係 者は習 近 平 新 指 導

1

めることができたこと、③来年 月

命した新たな軍 新 指 導 部 陣 容を固

民が抜擢した全員を一掃し、自ら任

退」も実現したこと、②軍では江沢

らが引退することで、江沢民の「引

などにより、国際社会における中国

北京オリンピックや上海万博の成功

成長、軍事力の急激な増強、そして

調したよ うに、 持 続 する経 済 高 度

胡 錦 濤「政 治 報 告」 が繰り返し強

18

年 後には習 近 平、 李 克

実践が可能となったこと、④そして、

強を軸に共青団系で重要政策立案・

される国務院の指導部陣容では李克

の全 国 人 民 代 表 大 会で正 式に発 表

うに考える。ジレンマとは、いうま

と４つのジレンマとしてくくれるよ

それを大きく整理し、まとめてみる

題も生まれ膨らんできている。私は

しかし同時に、成長に伴う深刻な課

プレゼンスの大幅な増大は否めない。

の中国が抱えるジレンマとは何か。

が後退するような状態をいう。今日

ている状態で、一方を進めれば他方

これから

強をのぞいた他の常務委員全員が定

第一に、経済成長路線と、それが

でもなく二つの課題に板挟みになっ

3

年を超え引退することなどがそうし

5

経済成長が生み出した社会格差のジレンマ（山西省にて）

6

JC ECONOMIC JOURNAL 2012.12

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

な 分 野での不 公 正、 不 平 等 社 会の

敗、 劣 悪 化 する環 境 公 害など様 々

生み出した経 済 格 差、 蔓 延 する腐
踏み込もうとする決意があるのか。

性もあり、新政権はそれでも是正に

経済成長路線の変更につながる可能
られる 普 遍 主 義 とのジ

積 極 的 な 関 わ りが 求 め

の価 値 や 公 共 財 産への

年第

第二に、これまで中国が近代化を

レンマで あ る。

ジレンマである。「中国近代化の父」

回 米 中 戦 略 対 話 が開

企 業、 基 幹 産 業 部 門の優 遇 政 策が

小企業を放つ）と呼ばれる大型国有

政府は「捉大放小」
（大企業を掴み、

層の国際競争力をつけるために党・

2001 年の WTO 加盟以降、一

盾は増大していった。それどころか、

強食」の激しい競争を生み、社会矛

がはびこっていった。 それは「弱 肉

看！」と叫ばれるほどに、拝金主義

発 音をもじり皮 肉を込 めて「向 銭

掲 げた「向 前 看！」 と同 じ中 国 語

となった。しかしやがて、鄧小平の

いなく中国経済成長の主要な原動力

れていた人々の欲望が解放され、疑

提起した。そして、それまで抑えら

指そう」という有名な「先富論」を

のがなり、しかる後に共同富裕を目

るに当たって「先に豊かになれるも

て周辺諸国はもとより、世界で中国

硬路 線も強まっている。それによっ

利益の拡大」といった拡張主義、強

るいは「海洋権益の拡大」「核心的

を積極外交に転換しようとした。あ

たように、従来の控えめな外交行動

極 的にやるべきことをやる）といっ

極」 を加え、「積極有所做為」（積

言われていた「有所做為」の前に「積

始 め、 例 えば「韜 光 養 晦」の後に

発 展」の道が近 年、 微 妙な変 化を

に隠 れて力 を 醸 成 する）
」「平 和と

示」の核心部分である「韜光養晦（陰

基 本 路 線と言われた「二 四 文 字 指

具 体 的には、 鄧 小 平 時 代の外 交に

ジレンマを抱えるようになっている。

ていき、国際協調主義と大国主義の

に伴って「大国主義」的思考が強まっ

してきたが、中国自身の急激な台頭

る。もちろん一理はある

納 得できないと 主 張 す

そ うした 押 し 付 けには

手続き論によるもので、

基本的に欧米の価値観、

主 義、 普 遍 的 価 値とは

そこでは 中 国 は、 普 遍

する根強い反論がある。

どを巡って普遍主義に対

論には、 例 えば 人 権 な

中 国モデル、 中 国 特 殊

張 が 強 調 された。 ま た

に取って代わるという主

シントン・コンセンサス」

京コンセンサス」が「ワ

れ た が、 その 中 で「 北

う G2 論が盛んにいわ

という二つの超大国とい

かれた 頃、 米 国と中 国

進 めるために国 際 協 調 路 線を重 視

取 られ、 彼 らを 中 心に膨 大 な「既

が、 欧 米 主 導、 欧 米 的 価 値や方 式

際社会が共有したシステム、ルール

脅威論、中国警戒論が生まれている
第 三には、「中 国 的 特 色」「中 国

として受容し機能している場合、
「国

得権益集団」が形成され、格差は一
格差問題の改善は、自然的な流れに

モデル」 論 な どにみ られる中 国 的

際公共財」と見なすべきで、そのこ

に起源があるとしても、今日では国

よって可能なものではなく、一定の強

価 値、 文 化を強 調 する中 国 特 殊 論

とを無視するならば中国の挑戦は国

のである。

力な格差是正政策を取ることによっ

と、世界のリーダーとして世界共通

段と深刻になっていった。したがって

鄧小 平は、 経済成 長路 線を推進 す

10

てのみ可能なのである。が、それは

「中国的特色」論など中国的価値・文化を強調する一方、世界のリーダーとして世界共通の価値や公共財産への
関わりが求められるジレンマは解消されるのか

7 JC ECONOMIC JOURNAL 2012.12
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際社会にとって懸念材料になる。こ
ととなった。

近 平 新 指 導 体 制に先 送 りされるこ

関しては、もちろん劇的な政治不安

はないということ、第四のジレンマに

定化を避けることは避けねばならな

の点をどのようにクリアするのか。
第 四は、 今 日、 社 会 的には明 ら

いが、若干の政治的不安定化を招い

ても漸進的に多元的多様化した社会

のニーズに対応できるという意味で

多 元 的 社 会、 開 放 社 会と、 統 治に
行くにはどうすればいいのか。論理

では、 四つのジレンマを解 消して

レンマに対する取り組みをどのよう

では当の習近平政権はこれらのジ

習近平指導体制が目指す
取り組み

かに主流となっている中間層、市民
の台 頭 が 顕 著で、 それに伴い各 階
層の利 益・ 価 値・ 生 活 様 式の多 様

関しては政 治の多 元 化を認 めず共
的にはきわめて明白である。第一の

に考えているか。もちろん新政権は

の制度改革、政治改革に何としても

産党一党体制を堅持しようとする間

ジレンマに関しては、成長優先主義

スタートしたばかりで、まだこうだ

化が生み出されている。このような

のジレンマである。今日、共産党が

がたとえトーンダウンするようなこ

と断言できる段階ではない。しかし

警 戒し押さえ込みを試みているが、

局は、こうしたメディアさえも強く

社 会 現 象である。 もちろん中 国 当

が急激に広がっていることは新しい

携帯、ツイッターなど私的メディア

要な手 段として、インターネット、

る。 そのよ うな 傾 向 を 加 速 する重

市民の権利意識は着実に高まってい

収奪に抗議する大衆行動が頻発し、

地での党 幹 部の汚 職、 不 当 な 土 地

りをみせはじめている。例えば、各

るよ うな様 々な動 きが徐 々に広が

大国へ→ⅲ尊敬される大国へという

略は、ⅰ富強の大国へ→ⅱ責任ある

その上で②さらなる中国の大国化戦

であるとの認識をしっかり保つこと、

際協調路線こそが第１に重視すべき

際協調主義を進めた結果であり、国

国の急 激な発 展は市 場 化を進 め国

化が実現した最大の根拠として、中

のジレンマ解消のためには、①大国

策を練り推進することである。第二

会」「共同富裕」実現の具体的な政

ど枠組みをつくること、②「和諧社

法治の確立、権力自制メカニズムな

取り組まねばならないのである。

さまざまな方 法を講じて厳しく封

とがあっても、競争原理の下で富の

現実には押さえ込み切れず、双方の

発展過程を重視すべきである。第三

これまでの主張や、第 回党大会「政

じ込めようとしているにもかかわら

緊張は高まっている状態である。以

のジレンマについては、あまり中国モ

公 平な分 配を保 証 するために、 ①

上が、 胡 錦 濤 政 権が積み残した四

デル、中国特殊論を声高に叫ぶ必要

ず、 事 実 上 共 産 党の統 治に抗 議 す

つのジレンマであり、その課 題は習

18

公共サービス型政府を樹立したシンガ
ポールが中国政府のモデルとなるか

第 1 8 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

8

JC ECONOMIC JOURNAL 2012.12

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

日、こうした制度改革に立ちはだか

掛かることになるだろう。しかし今

中することになる李克強の肩に重く

岐山を排除し、経済行政を一手に集

おそらく、この推進は経済通の王

の拡充なども強調している。

各級政府における社会サービス機能

者に配慮した政策の徹底化、地方の

化を軸とした腐敗防止の徹底化、貧

を強調しています。もちろん法の強

増すると、依然として経済成長路線

年の個 人 所 得を倍

きる。第一について、「政治報告」
では、

下のような全体像を捉えることがで

治報告」の内容を吟味するなら、以

して見守る必要があるだろう。

取組みを行うことができるか、注意

い。が、どこまで真剣にこのような

制することに留意しなければならな

ならば、 軍 事 拡 張、 強 硬 路 線を抑

大国として成長させて行こうとする

習 近 平 新 政 権が中 国を尊 敬される

硬路線の主張も行っているのである。

を建 設 する」 と、 大 国 主 義 的な強

…海洋資源を断 固 守り、 海 洋 強 国

国 防と強 大な軍 隊を建 設 する。 …

に「わが国の国際的地位に見合った

調主義を力説している。しかし同時

平・ 正 義を共 同で守る」 と国 際 協

―Win を重 視し、 国際社 会の公

「 政 治 報 告 」 は、「 協 力 と Win

いる。今回の党大会「政治報告」で

るシンガポール・モデルは重視して

政府を樹立した小さな都市国家であ

定を確保しながら、公共サービス型

んど入っていないだろう。政治の安

などは、習近平政権の脳裏にはほと

問題にも絡んでくる。多党制の導入

にどう向かおうとしているかという

わち多元社会と一党体制のジレンマ

このことは第 四のジレンマ、 すな

のである。

化などを進めたと高く評価している

型 政 府を打 ち立て、 国 際 化、 自 由

成し、改善に尽力した公共サービス

ズに応 え、 清 廉 潔 白な公 務 員を育

障、環境、腐敗防止など様々なニー

あるのか、如何に立ち向かうのかが

れを断ち切るほどの信念と行動力が

得 権 益 集 団と関 係があり、 彼はそ

ができてしまった。習近平自身も既

強調する言い方はどこにも見られな

細に見ていくと、「中 国モデル」 を

いう用語を多用している。しかし詳

は依然として「中国の特色ある」と

第三のジレンマでは、「政治報告」

ろう。小さな都市国家シンガポール・

にしようとしていることは明らかだ

ムを打ち立てるためにおおいに参考

をこれからの中国の政治行政システ

おそらく、シンガポール・モデル

も幾度か類似した主張が見られる。

2020 年に

る強大な抵抗勢力＝既得権益集団

問われるだろう。

かった。興味深いことに、党大会の

モデルが、 巨 大 な 人 口と 土 地、 深

月

少し前、習近平の強い影響下にある

第二のジレンマでは、今年

日に清 華 大 学で挙 行 された「世 界

中央党校の機関誌「学習時報」（

益の混 在 する国 家 間が作る国 際 社

なった制度、タイプ、発展段階、利

実上、シンガポールの人民行動党は

う 論 文 が掲 載 された。 そこでは事

されたサービス型政府の経験」とい

に揺れる大海への船出を始めたとい

持って習近平新政権は国内外の高波

し、少なくともそのような方向性を

の疑問が浮かび上がってくる。しか

治モデルになるかどうか、まだ数々

刻な格 差を抱 えた大 国・ 中 国の統

平和論壇」シンポジウムの開幕挨拶

日）に、「シンガポールで構築

会で、 国 際 強 調 路 線、 平 和 発 展の

一党体制により政治安定を確保し、

月

道を堅持することの重要性を強調し

うことができるであろう。

で習 近 平 は、 極 めて強い調 子で異

10

7

その上で市 民 生 活、 福 祉、 社 会 保

22

7

回大会

ていた（人民網）
。また第
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人 民 銀 行は 、

月

に カ月連続で預金・

・ 月の投資・消費の景気指標が

前倒しで内需振興を図ったことから、

家電普及への財政支援や公共投資の

金融緩和を進め、中国政府も省エネ

貸出の基準金利を引き下げるなどの

中国
7

揃って改善、景気回復の兆しも見え

月に発 表された 2012 年

～

月 期の国 内 総 生 産（GDP）

経済体制改革の
課題と展望
中 国で

は前年同期比 ・ ％増となり、リーマン・ショック直後の 年 ～ 月期

対策がもたらしたものであり、中国
経済を新たな成長軌道に乗せるため
には、今回の中国共産党第 回大会
でも強調された「経済発展パターン
の転換加速」が必要だが、それも道

1

3

しかし、鉄鋼や建材などの伝統産業

など積極的に改善に取組んできた。

すべき生産設備に数値目標を設ける

鈍化すれば過剰生産設備の問題が一

存せざるをえない。そして、外需が

え国内需要だけでは賄えず外需に依

土が広く開発途上にある中国とはい

ニッセイ基礎研究所上席主任研究員

は、各地の雇用を確保する上でも重

ある。経済発展を持続する上で、最

す事象として過剰生産設備の問題が

中国経済が抱える課題を端的に示

５９万トンの約 倍、欧州 カ国の

万トンで世界第 位、日本の 億７

年の中国の粗鋼生産は 億８３２６

世界鉄鋼協会の集計をみると、

は１８５３万台（ 年）で、日本の 倍

自動車の場合、中国の自動車販売

気に噴出すことになる。

新型の生産設備を導入することの重

況から脱却できずに今に至っている。

要であったため、過剰生産設備の状

三尾幸吉郎

今回の党大会を経て、新指導者部に残された経済発展への課題を探る。

09

超 、米国の約１２８０万台を上回り世

界第 位である。中国家庭の自動車

保有台数は都市部でも百世帯あたり

台と低位に留まっており、日
ており、世界の粗鋼の約 ％が中国

あたり約 140 台（普及率は約

・

なった生産設備を温存したまま生産

で生産されている。世界の半分近い

割）に達していることを勘案すれば、
1

中国の自動車販売は今後も拡大する

8

本 家 庭の自 動車 保 有台 数が百世帯

設備を新設すれば過剰生産になるの

粗鋼を GDP の世界シェアで約 割

億７７３４万トンの約 倍に達し

11

は当然ともいえる。この課題解決に

要性は論をまたないが、時代遅れに

1

27

46 4

4

半ばであり新しい最高指導部に残さ

4

6

11

れた課題は多い。

6

7

1

6

1

6

過剰生産設備の問題

6

の中国だけで生産すれば、いくら国

1

向けて、中国政府は数年前から淘汰

18

18

10
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6

始めている。ただし、
この景気回復は、

9

2

（同 ・ ％増）以来の低水準となるなど、中国経済は減速を続けている。

7

10

公共投資の前倒しなど旧来型の景気

10

9

第 1 8 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

とみられることから、 年後の中国
の自動車販売は 3000 万台前後

も多い。 年代のタイでも投資比率
が 割前後で 年間、マレーシアで

自動車メーカーは中国市場の成長に
に ％前後が 年間続いた。日本で

は達しなかったものの韓国でも 年代

も 年間続いたことがあり、 割に

対応すべく生産能力も増強、 年に
は 4000 万台の生産体制が整う
とみられることから、新興国向けの
輸出が増えるとしても、生産設備は

も高度成長期にあった 年前後には
％前後が 年間続いていた。

わってマイナス成長に落ち込み、安定

成長期に移行した。韓国、
タイ、
マレー

シアでも、アジア通貨危機でマイナス

成長に落ち込んだ後、投資比率は韓

国で 割前後へ低下、タイ・マレー

シアでは 割台へ低下した。そして、

各国の成長率はそれまでの半分程度

の ～ ％へ低下している（第 図）
。

こうしてみると、中国の 割を超

ただし、投資比率の高まりを経験
した後の日本では、高度成長期が終

投資比率

過剰になるリスクが高い。

える投資比率に前例がない訳ではな

50 （％）

に達するとの見方が多い。ところが、

90

わるとともに投資比率も 割前後へ

（資料）国連、世界銀行のデータを元にニッセイ基礎研究所で作成
（注 1）投資比率は総固定資本形成÷名目ＧＤＰで、日本、タイ、マレーシア、韓国の 4 カ国平均
（注 2）基準年（＝ 0 年）は日本が 1974 年、タイが 1996 年、マレーシアと韓国が 1997 年
（注 3）1969 年以前の日本の投資比率はニッセイ基礎研究所で推計

3

（資料）ＣＥＩＣ ( 中国国家統計局）のデータを元にニッセイ基礎研究所で作成
（注１）投資比率＝総固定資本形成÷名目ＧＤＰ
（注２）消費比率＝個人消費÷名目ＧＤＰ

3

40

いものの、持続可能な年数が限られ

7（年）

6

5

2

35

低下、1974 年には石油危機も加

35.4%

30

マクロ経済の観点で見る
過剰投資

図）
。この比 率は、 主 要 先 進

消費比率

これをマクロ経済の観点でみると、
中 国の投 資（ 総 固 定 資 本 形 成 ）が
GDP に占める比率は、 年で ・
％と 兆元の景気対策が実施され

て以降 年連続で 割を超えている
（第
国（G ７）の 割前後と比べて約

倍であり、一人あたり GDP が中国

投資比率（最小）

10

2

70

8

45.7%

50

4

投資比率（最大）

40

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

より低いインドやインドネシアでも

割強に留まることを勘案すると、中
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国の投資比率は突出して高いといえ
るだろう。
開発途上国が経済発展する初期段
階では、先行的に投資を増やす場合
が多いことから、アジア諸国には過

20

2
3

6

15

45

5

7

3

11

去に投資比率の高まりを経験した国

投資比率
（４ヵ国平均）

30

-5 -4

-7 -6

-10

経済成長率（４ヵ国平均）

0

投資比率の屈折と成長鈍化
第２図

4
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35
投資比率と消費比率（対 GDP 比）の推移
第１図
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ある。 中 国の GDP に占 める個 人

特に労働集約型の低付加価値産業の

果、限界に達したことに気付かず（あ

出向けの生産設備の増強を続けた結

を持つ国に共通する特徴であり、輸

外 需 依 存の高 成 長という成 功 体 験

いうショックを経験している。これは、

時的だがマイナス成長に落ち込むと

投資比率が一気に屈折したため、一

貨危機という危機をキッカケにして、

的高い成長率を維持したまま、発展

ルドに抑制できる。すなわち、比較

も結び付き、投資比率の低下をマイ

消費関連の新たな設備投資の増加に

もに、既存の過剰生産設備の緩和や

ば、消費が経済成長を牽引するとと

国 内の消 費 需 要を拡 大 させられれ

拡大する余地は大きい（第

図）
。

でも突出して低く、今後個人消費を

するため、中国政府は新た

高 付 加 価 値 産 業 を育 成

加価値産業の育成が欠かせない。

進む必要があり、そのためには高付

見合った労働生産性の向上も同時に

続的に向上させるためには、それに

る。従って、労働者の所得水準を持

どへ工場を移転する可能性もでてく

国の賃金が上昇すれば後発新興国な

安価な労働力を求めて集まるが、中

ハイエンド設備製造、新エ
ネルギー、新素材、新エネ
ルギー車）を定め、戦略的
新興産業を育成しようと動
き出した。ところが、政府
かりではイノベーションを起

消費拡大には高付加価値
産業の育成が欠かせない
個人消費を拡大するためには賃金

こすパワーは限られるため、

の意向に忠実な国有企業ば
を引き上げる必要があるため、今回

企業の利益は挙がらなくなり、リス

易に労働者の賃金を引き上げれば、

倍にする目標を掲げた。しかし、安

る。これが軌 道に乗れば、

入を奨励・誘導し始めてい

てきた領域に民間企業の参

国政府は国有企業が独占し

12
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ていることも確からしい。また、前

るいは気付いても過去の成功体験に

的に投資と消費のアンバランスを解

な成長戦略として つの重

場合には、中国の賃金が低いうちは

こだわり）
、内需主導への経済発展パ

消する道が拓かれる。しかし、現在

点分野（省エネ・環境保護、

消費の比率は 年で ・ ％と世界

ターンへの転換が進まず、何かの外

の消費比率が低いのは偶然ではなく

出 カ国では、石油危機やアジア通

的ショックをキッカケにして、過剰投

新世代ＩＴ、バイオ産業、

最大の課題は、いかにしてショック無
しに過剰投資の状況から脱却し、高
成長から安定成長へのソフトランディ
ングを図るかという点にある。そこで
必要になるのが「経済発展パターン
の転換加速」である。

潜在力を秘めた民間企業の

「経済発展パターンの転換加速」で

トラを余儀なくされることになれば、

活躍余地を拡げるべく、中

の党大会でも都市・農村住民の一人
あたり収入を 年には 年対比で

最も重要なのは、外需依存の経済体

2

イノベーションが各地で起

ポイントは外需依存から
消費主導への転換

7

1

賃金の引き上げは継続できなくなる。

10

質を国内消費主導へ転換することで

20

従って、現在の中国が取組むべき

構造問題があるからであり、その解

4

資が一気に調整されるというプロセス

35

消が今後の課題となる。

11

だったといえるだろう。

4

消費拡大には、環境・新エネルギーなど、高付加価値産業の育成が欠かせない

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

前途は多難である。

国有企業などの妨害・抵抗は根強く、

ろう。但し、既得権益を侵害される

こり高付加価値産業が育っていくだ

援するだろう。

に向かい、個人消費の拡大を側面支

されれば、将来への生活不安が解消

医療や年金など社会保障制度が充実

高い。 また、 再 分 配の一環として、

高（GDP 比）が警戒ラインのめど

繰り返すことになれば、政府債務残

複投資など非効率なインフラ整備を

いう副作用も大きかった。今後も重

方政府債務の急膨張や住宅バブルと

となる 割を超えるのは時間の問題

してきた「小康社会（いくらかゆと

化するような事態に至れば景気対策

でもある。従って、雇用不安が深刻

今回の党大会でも、これまで建設
りのある社会）
」を 年には完成させ

差、沿海部と内陸部の格差など様々

中国の所得格差は、都市と農村の格

は所得分配制度の改革も欠かせない。

また、個人消費を拡大するために

こでも既得権益層の妨害・抵抗は避

増税で賄う必要もでてくるため、こ

実施に必要な財源を高額所得層への

できる所得のパイが限られる中では、

い意志がうかがえる。ただし、分配

や社会保障制度の充実を推進する強

るとしており、所得分配制度の改革

所得分配制度の改革、社会保障制度

リードして、戦略的新興産業の育成、

は、 果たして既 得 権 益 層を上 手 く

今 回 発 足した新しい最 高 指 導 部

転換加速」を進めるべき時期にある。

痛みを堪えて「経済発展パターンの

も必要ではあるが、そうでなければ、

の充実を断行し、中国経済をソフト

ランディングさせられるのだろうか、

それとも既得権益層の妨害・抵抗で

改革が停滞し、過剰投資の状況から

脱却できず、中国経済は失速してし
新最高指

ま うのか、
中国の政府債務残高（地方政府分

導部は初

た。高額所得層は副収入も多いとい
われる状況を踏まえると、統計で把

を含む）は対 GDP 比で 割弱にと

に費やされる貧困層が減り、中間所

幅広く分配されれば、大半が衣食住

一部の高額所得層に偏った所得が

なら高成長を維持することは可能で

ラ整備を積極的に進めれば、数年間

ることから、財政資金を用いたインフ

どまり、財政健全性は維持されてい

になりそ

されること

手腕を試

その運 営

年度から

気対策でインフラ整備を加速した時

4

的サービスに対する消費が増え、個

うである。

あろう。ただし、約 年前の大型景

5

得層が充実して、耐久消費財や文化

ている可能性もある。

握できる以上に所得格差は深刻化し

試される新最高指導部の
手腕

あるが、顕著なのは都市内の格差で

消費拡大には所得分配制度
や社会保障制度の改革も
必要

6

けられそうにない。

20

ある。国家統計局が公表した都市部
の可処分所得の状況をみると、最高
所得世帯（上位 ％）は最低所得世
11

年前の ・ 倍から大きく拡大し

帯（下位 ％）の ・ 倍（ 年）と、

8 10
6

4

には、景気は急回復したものの、地

13 JC ECONOMIC JOURNAL 2012.12

5 10

人消費の拡大に弾みがつく可能性が

所得分配により中間所得層が充実すれば、
顕著な都市内の格差を是正でき、個人消費
の拡大を刺激する（高層ビルが立ち並ぶ上
海の裏通り）

10
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中、日本の政局は野田総理による衆

交の本格化が見込まれる。こうした

オバマ氏が再選され、アジア重視外

に移行した。米国では大統領選挙で

しも北京では中国共産党第 回全国

双方に深刻な影響が生じている。折

日中関係がかつてないほどに緊張し、

る海洋権益をめぐって

の兆しを見せている。一連の動きが日

る海洋調査や領海侵入などは長期戦

し、尖閣諸島周辺でも中国艦船によ

シナ海では中国公船の活動が常態化

の反動は中国にも跳ね返っている。東

のビジネスに大きな打撃となり、そ

モや日本製品の不買運動など、日本

ては、中国の各地に広がった反日デ

至った日本と中国。尖閣問題をめぐっ

化後で最悪とも言われる状況に立ち

も言える。

による負の影響は大きく、罪深いと

で保たれていた「現状」を崩したこと

い。もっともこの提案が微妙なかたち

懸念と反発があったことは間違いな

ようとする中国の動きに対する強い

おける存在を示し、実効支配を進め

より積極的なかたちでの南シナ海に

資 源が豊 富な東シナ海への進 出や、

に唐突ではあったが、他方でそれは、

の購入という石原氏の発言は、確か

た。この春の東京都による尖閣諸島

議院解散で総選挙が実施されること

本政府による尖閣諸島の購入・国有

き年でありながら、関係が国交正常

となった。本稿では、新年の日米中

化をきっかけとして発生したことは

代表会議（ 全大会）で習近平体制

オバマ大統領の再選が決まったアメリカ、習近平氏を新たな指導者として迎

の彼は、新人の国会議員として沖縄

温めてきた構想であった。ヨットマン

えた中国、そして衆議院解散が決まり

返還交渉に関与した当時、返還され

入の提案などもしていた経緯があっ

る動きなども支援し、地権者に島購

ことに一役買い、島に灯台を建設す

それぞれ新政治体制を迎えた日米中関係は、今後どのように動くのか、その

大阪大学教授

る沖縄の領域に尖閣諸島を組み込む
29

14
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問題と東シナ海におけ

関係の行方を展望するとともに、そ

確かだが、それ以外にも様々な要素

尖閣

の前提として改めて今回の厳しい状

が偶然もしくは意図的に複合・連鎖

18

行方と日本の課題を読み解く。（本稿は２０１２年 月 日「日中経済協会関西

12

地区会員等懇談会」における講演内容を編集したものである。
）

10

星野俊也

さ らに、 日 本 政 府 として尖 閣 諸

況を招いた背景について分析したい。

した結果、引き起こされたことも見

前都知事がかれこれ 年にわたって

そもそも尖閣諸島の購入は、石原

「尖閣問題」
ー 危機の背景

逃せない。

日中国交正常化 周年を記念すべ
40

18

日米中関係の行方と
日本の課題

大会後の中国
月に新たな内閣が発足する日本。

40

第 1 8 回 中 国 共 産 党

「戦略的互恵関係」を再確認して、建設的なバランスを探る努力が求められる

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

日中経済協会関西地区会員等懇談
会において講演をする星野教授

島の国 有 化の公 表 を ど うしてもこ

「断固反対」の立場を表明し、「誤っ

管理のためと説明するが、胡主席は

ことを受け、今回は強硬な対応に出

突問題への対応が弱腰と批判された

で穏健な政策をとる中国の指導者が

分の非公式の立ち話が行われた。

になっていた。それにもかかわらず、

では日中の首脳会談は行わないこと

平行線で、したがってウラジオストク

入れる姿勢を見せなかった。議論は

国の領土主権の侵害として断固受け

ていた。しかし、中国側はこれを中

するための対応だ、という説明もし

同島を平穏かつ安定的に維持・管理

による購入を阻む唯一の方法であり、

ていた。政府による購入が、都知事

化の方針は事前に中国側に伝えられ

実 際、 日 本 政 府による尖 閣 国 有

いたことも指摘できる。

の理解が、互いに決定的に欠落して

本の思考・行動様式に関する中国側

動様式に関する日本側の理解や、日

は残る。ここでは、中国の思考・行

時でなければならなかったのか、疑問

アップした尖閣問題で、日本を擁護

た。このデリケートな時期にヒート

の遅れにもはっきりとあらわれてい

の開催の遅れや、党大会自体の日程

が集まり、人事の原案を作る会合）

北省のリゾート地に共産党の重鎮ら

で、それは 月の北載河での会合（河

ぐってはかなりの暗闘があったよう

を控えての共産党指導部の人事をめ

たことは事実だろう。今回の党大会

景に中国国内の問題が深く絡んでい

いずれにしても、事態の深刻化の背

定外」とする見通しの甘さがあった。

の後の中国の反日行動の大きさを「想

なった。他方で、野田首相の方はそ

り、これは見事に裏切られる結果と

ると考え、面談を受け入れた節があ

有化方針を変える話を持ち込んでく

も認められる。胡氏は野田首相が国

ここには双方の誤算があったこと

中国の憲法が確立した国家政治制度

③領土の完全性、④国家の統一、⑤

とは、①国家の主権、②国家の安全、

う表現も注目された。「核心的利益」

今回は、中国の「核心的利益」とい

ある。

とってデリケートで難しい問題なので

それほどまでに主権の問題は中国に

歴史的な評価を傷つけるものはない。

た。領土の喪失ほど中国の指導者の

派・反日派を勢いづける結果にもなっ

で、胡主席の意に反し、国内の保守

らず、日本が国有化を発表したこと

革派のリーダーであった。にもかかわ

べ、胡錦濤政権は比較的に穏健で改

て強硬だった以前の江沢民政権に比

好ましい。その意味で、日本に対し

この会談は、野田首相が求め、胡錦

するような声は中国側からは全く期
英語だった。そして、
野田首相は再度、

一方、日本の民主党政権は、２０

続的な発展の基本保障、を指す（国

8

務院新聞辦公室編
『中国的和平発展』

と社会大局の安定、⑥経済社会の持

「チャイナ・リスク」の
高まり

濤主席が受け入れたものの、急きょ

待できなかったに違いない。

は面子が丸つぶれとなった。

なった。日本にとっては、改革志向

の段階で進めなければならなかった

れる。だが、日本政府は予定通り

たわけだが、それはそれで逆効果と

日にウラ ジオスト クで

た決定をしないよう」要請したとさ

月

のか、また、その決定のタイミング
は、

月 日に国有化を閣議決定し、胡氏

9

開催されたことから通訳は両方とも

（APEC）首 脳 会 議の直 後のあの

行われたアジア太平洋経済協力会議

9

１０年 月の尖閣沖で起きた漁船衝
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11

9

国有化が島の平穏で安定的な維持・

15

9
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する 機関（海洋局／海監、公安部

義主張を一方的力や威嚇を用いて実

で解決することが適切」と述べ、「主

決し、場合によっては司法的な手法

で、「法の支配で紛争を平和的に解

月の国 連 演 説

ることはありえない」と述べていた。

保全にかかわる問題で譲歩や妥協す

断固として守る。主権や統一、領土

を重んじながら、国の核心的利益を

の国連演説で、「中国は友好と原則

地域を不安定にする。かといって過

の空白」を見せることはかえってその

のパワーポリティクスにおいては、
「力

進出を誘発した節もある。国際政治

問、さらには中国の東シナ海への積極

北方領土訪問や韓国大統領の竹島訪

の対応だった。それがロシア大統領の

留・釈放を決定するという、腰砕け

時釈放要求を受け、検察側が処分保

を断行する一方で、中国側からの即

閣は漁船の中国人船長の逮捕・拘留

は厳格である。インターネット人口

数民族の分離独立に対する締め付け

に穏健だった胡錦濤政権も国内の少

ど、国内課題は山積している。日本

超少子高齢化、汚職や腐敗の対策な

とも確かだろう。また、経済の減速、

イナ・リスク」論が世界に広まったこ

しかし、今回の反日運動で「チャ

計画的である。

活発に動いている。きわめて戦略的・

部／漁政、密輸取締警察／海関）も

／海 警、 交通運輸部／海 巡、 農業

学ばなければならない。当時の菅内

現しようとする試み」を批 判した。

激な発言や行動で相手を挑発するこ

が 億 3800 万となり、ソーシャ

2011 年）
。温家宝首相は、 年

これは従来にない踏み込んだ発言で、

とも問題である。しかし、その機微

すぎるのではないかと懸念したので

をわきまえ、行動するのが外交の妙

合いも高まっている。中国は多難な

ルメディアが国政に影響を及ぼす度

とは重要である。かえって自国の主

いう場で日本の立場を明確にするこ

実、1992 年に領海法を策定して

の発展推進の立場を明確にした。事

次５カ年）計画において、海洋経済

での中国漁船による海上保安庁巡視

潜水艇や空母の建設、漁船団の派遣

オバマ大統領が再選された。今後も

米国では、予想外の大差で現職の

国との関係の深化に取り組む必要が

日本側はより一層明確なかたちで米

こで日米安保体制が重要になるが、

太平洋重視の政策は続くだろう。こ

牽引することから、大統領のアジア

アジア太平洋が世界と米国の経済を

などが続いている。海洋権益を強化

日米中関係の戦略性と
互恵性

時代を迎えている。

味といえる。

権や国益にかかわる問題で及び腰に

以降、第一次・第二次列島線などを

ところで、中国は、十二・五（

なるほうが国際秩序の混乱を招きや

取り決め、さらに深海底を調査する

でなく世界全体を相手にする国連と

はないかと想像されるが、中国だけ

野 田 総 理は今 年

おそらく外務省的には中国を刺激し

10

すいことは、 年 月の尖閣諸島沖

12
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JC ECONOMIC JOURNAL 2012.12

5

5

9
9

船衝突事件への対応ぶりから教訓を

10

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

東アジアにおいてのパワーバランスの
要を司るアメリカ（ニューヨーク）

重要な公共財となっている。日本は、

自衛隊の南西シフト（南西諸島への部

隊の配置）や海洋安全保障などの観

点からの対米協力を進めるとともに、

韓国・豪州・インドなどの第三国と

も積極的に安全保障協力を進めてい

くべきである。

日中関係については、かつての安倍

内閣時に、初の外遊で北京を訪問し、

これは「氷を砕く旅 」として中国も

歓迎したことが思い出される。前任

の小泉内閣の間に冷却化した日中関

係の改善を目指した動きであり、そ

れは日中間で「戦略的互恵関係」の

構築というかたちで結実した。
「平和

日本を支持している」と話したとの報

ド大学のナイ教授が「中立ではなく

わらなかった。だが、今回はハーバー

国のフォークランド紛争に際しても変

本的に中立な立場をとり、それは英

ある。領土をめぐる係争で米国は基

の配備問題などでギクシャクした関

ルギー政策や大型輸送機オスプレイ

る迷走や原発への取組みを含むエネ

張する一方、普天間基地問題をめぐ

てから、対等で緊密な日米関係を主

ているが、日本で民主党が政権を取っ

兵による事件など不幸な問題が続い

の日本の内閣は自民党主導となるこ

ドグマチックでもいけない。総選挙後

ても重要である。しかし、あまりに

とを主張することは秩序維持にとっ

ん、毅然とした姿勢で主張すべきこ

張し合う関係の対極にある。もちろ

リズムに囚われ、核心的な利益を主

を求める立場は、互いが狭いナショナ

共存、
世代友好、
互恵協力、
共同発展」

道もある（ 年 月 日付『日本経

係が続いたことは事実である。 月

28

安定を米国が望んでいる証左と言え

意向が伝わってくる。日米中関係の

と思われるが、中国をけん制したい

た立場を取ることを前提とした意見

米国との強固な信頼関係は、日本の

は一刻も早く解消する必要がある。

流」していると書かれたが、この状況

ミテージ・ナイ報告書』
では同盟が「漂

に公表された日米関係に関する『アー

られている。

建設的なバランスを探る努力が求め

略性と相互の互恵性を再確認して、

で仕切り直しをし、日米中関係の戦

き、日本の指導者が定まったところ

とが予想されるが、米国、中国に続

よう。

防衛のみならず地域の安定にとっても

済新聞』
）
。もちろん日本が毅然とし

10

日米関係については、沖縄での米
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中国共産党第

期中央委員会

g
n
i
p
n
i
J
i
X
（中央政治局常務委員再

務委員、中央委員会総書記、党中央軍事委員

員会書記、 ～ 年共青団中央学校部部長兼

記処第一書記兼中国青年政治学院院長。 年

ちょうとくこう

（現職は

年

月

国務院副総理、党組成員。

年）
、朝鮮金日成総合大学経済系卒業（ 年）
。

学歴：延辺大学朝鮮語系朝鮮語専攻（1975

略歴 ： 1946 年生。原籍遼寧省台安県。

年入党。 ～ 年吉林省汪清県羅子溝人民公

社太平大隊知識青年、 年吉林省汪清県革命

委員会宣伝組幹事、機関団支部書記。 年延

辺大学共産党委員会常務委員、副校長、 年

吉林省延吉市委員会副書記、延辺州委員会常

務委員兼延吉市委員会副書記、 年吉林省延

辺州委員会副書記、 年民政部副部長、党組

副書記、 年吉林省委員会副書記兼延辺州委

員会書記、 年吉林省委員会書記、吉林省人

民代表大会常務委員会主任、 年浙江省委員

会書記。2002 年中央政治局委員、広東省

委員会書記、 年中央政治局委員、 年中央

政治局委員、国務院副総理、党組成員。 年

月重慶市委員会書記を兼任。

第 期党中央候補委員、第 ・ ・ ・

g
n
a
i
q
e
K
i
L

期中央政治局委員、常務委員。

ゆせいせい

兪正声

g
n
e
h
s
g
n
e
h
Z
u
Y

現職 ： 中国共産党第 期中央政治局常務委員。
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日現在）

現職 ： 中国共産党第 期中央政治局常務委員。

張徳江

民代表大会常務委員。

期中央政治局委員、常務委員。第 期全国人

名リスト

東陵大隊知識青年、 ～ 年同公社大廟大隊

党支部書記。 年北京大学共産主義青年団委

全国学生聯合会秘書長、共青団中央書記処候

補書記、 ～ 年共青団中央書記処書記兼全

国青年聯合会副主席、 ～ 年共青団中央書

河南省委員会副書記、代理省長、 年河南省

委員会副書記、河南省省長、2002 年河南

省委員会書記、河南省省長、 年河南省委員

会書記、河南省人民代表大会常務委員会主任。

g
n
a
i
j
e
D
g
n
a
h
Z

期中央政治局委員、常務委員、

央委員、第

員、福州市委員会書記、福州市人民代表大会

会主席。第 期全国人民代表大会国家副主席、
国家中央軍事委員会副主席。

（中央政治局常務委員再

年入党。 ～ 年安徽省鳳陽県大廟人民公社

名の略歴と中央政治局委員

副主席、国家中央軍事委員会副主席に選出。

中央政治局常務委員

しゅうきんぺい

習 近平
任）
現職 ： 中国共産党第 期中央委員会総書記、
党中央軍事委員会主席。国家副主席、国家中
央軍事委員会副主席。中央党校校長。
学 歴 ： 清 華 大 学 化工 系 基 本 有 機 合 成 専 攻

クス主義理論・思想政治教育専攻在職研究生、

（1979 年 ）
、 清 華 大 学 人 文 社 会 学 院マル

法学博士（ 年）
。
略歴 ： 1953 年生。原籍陝西省富平県。
年入党。 ～ 年陝西省延川県文安駅人民公
社梁家河大隊知識青年、共産党支部書記。
～ 年国務院弁公庁、中央軍事委員会弁公庁
秘書。 ～ 年河北省正定県委員会書記、
年福建省厦門市委員会常務委員、副市長、

第 期党中央候補委員、第 ・ ・ 期中

州市委員会書記、福州市人民代表大会常務委

中央書記処書記、第 期中央政治局委員、常

年福建省寧徳地区委員会書記、 年福建省福

員会主任を歴任後、 年福建省委員会常務委

年福建省委員会副書記、

常務委員会主任、

福州市委員会書記、福州市人民代表大会常務

りこくきょう

12

18

期中央委員、第 ・ 期中央政治局委員、第

18

李克強

任）

年遼寧省委員会書記、 年遼寧省委員会書
記、遼寧省人民代表大会常務委員会主任。

現職 ： 中国共産党第 期中央政治局常務委員。
国務院副総理、党組副書記。

年党中央政治局常務委員、 年 月国務院副

71

80

80

83

12

17

委員会主任、 年福建省代理省長、2000

浙江省人民代表大会常務委員会主任。 年上

学歴 ： 北京大学法律系（1982 年）
、経済

総理に選出。

27

8

08

16

年福建省第 期人民代表大会第 回大会にて
福建省長。 年浙江省に転出、浙江省委員会
書記、浙江省代理省長、 年浙江省委員会書記、

海市委員会委員書記、党中央政治局常務委員、

学院経済学専攻在職研究生、
経済学博士
（ 年）
。

11

85

98

99

中央書記処書記、中央党校校長。 年 月国

18

70

74

25

98
17

86

98

03

3

70

78

93

05

08

68

76

76

82

85

18

07

18

90

7
17

93

17

95

88 85

83

16

15

99

85

第 ・ ・ ・ 期党中央委員、第 ・
15

94

17

18

04

74
79

75

85

02 9

11

略歴 ： 1955 年生。原籍安徽省定遠県。

76

3

16

3

08

14

90

習近平総書記（2009 年国家副主席として来日した際の
歓迎レセプションにて）

18

02

69

83

家副主席に選出。 年 月党中央軍事委員会
10

3

17

18

07

18

95
10

18

15

18

93

03

李克強国務院副総理（2011年日中経協訪中代
表団との会見にて）

07

16

料
資
82

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

学歴 ： ハルビン軍事工程学院ミサイル工程系

略歴 ： 1947 年生。原籍山西省忻州市。
年入党。 年内モンゴル自治区集寧師範学校

会常務委員、赤峰市委員会書記、 年内モンゴ

ル自治区党委員会副書記兼赤峰市委員会書記。

年中央宣伝部副部長、 年中央宣伝部副部長

おうきざん

王岐山

現職 ： 中国共産党第 期中央政治局常務委員、

校教師、土黙特右旗蘇卜蓋人民公社労働鍛錬、

書記処書記、中央宣伝部部長、 年中央政治

公室主任。2002 年中央政治局委員、中央

（正部長級）
、中央精神文明建設指導委員会弁

年）
、高級経済師。

学歴：西北大学歴史系歴史専攻卒業（1976

副総理、党組成員。

中国共産党中央紀律検査委員会書記。国務院

年内モンゴル自治区土黙特右旗委員会宣伝部

学習、 年内モンゴル自治区土黙特左旗把什学

n
a
h
s
i
Q
g
n
a
W

弾道ミサイル自動制御専攻卒業（1968 年）
、
工程師。
略 歴 ： 1945 年 生。 原 籍 浙 江 省 紹 興 市。
年入党。 年河北省張家口市無線電六廠技

術員、 年河北省張家口市橋西無線電廠技術

幹事、 年新華通信社内モンゴル分社農牧組記
者、副組長、分社党組成員。 年共産主義青
年団内モンゴル自治区委員会副書記、党組副書

副部長、 年内モンゴル自治区党委員会常務委

年建設部部長、党組書記。2001 年湖北

期中央政治局委員、常務委員。

第 ・ 期党中央候補委員、第 ・ ・ ・

局常務委員、中央書記処書記、中央宣伝部部長。

年入党。 ～ 年陜西省延安県馮荘人民公社

略歴 ： 1948 年生。原籍山西省天鎮県。

期中央政治局委員、

中央書記処書記、第 期中央政治局委員、常

期中央委員、第 ・

16

員、責任者。 年第四機械工業部電子技術普
及応用研究所技術員、工程師、 年同所副総
記、 年内モンゴル自治区共産党委員会宣伝部

究所副所長、電子工業部コンピュータ工業管理
員、宣伝部部長、 年内モンゴル自治区党委員

工程師、 年電子工業部電子技術普及応用研

局システム二処処長、副総工程師兼マイクロコ
ンピュータ管理部主任、電子工業部計画司副司
長。 年中国身障者福祉基金会責任者、副理
事長、党組成員。 年山東省煙台市委員会副
書記、 年山東省煙台市委員会副書記、市長、
年山東省青島市委員会副書記、副市長、市

長、 年山東省委員会常務委員、青島市委員
会書記、市長。 年建設部党組書記、副部長、

省委員会書記、 年中央政治局委員、湖北省
委員会書記、省人民代表大会常務委員会主任。
年中央政治局委員、上海市委員会書記、

年上海万博組織委員会第一副主任委員、執行委
員会主任、 年中央政治局常務委員、上海市
委員会書記。
第 期党中央候補委員、第 ・ ・ ・

期中央委員、第 ・ 期中央政治局委員、第

りゅううんざん

92

12

15

務委員、中央書記処書記。

知識青年。 ～ 年、 ～ 年陜西省歴史博

83

物館勤務。 年中国社会科学院近代歴史研究

所実習研究員、 ～ 年党中央書記処農村政

策研究室、国務院農村発展研究中心処長、副

局級研究員、連絡室副主任。 ～ 年中央書

記処農村政策研究室正局級研究員、国務院農

村発展研究中心連絡室主任兼全国農村改革試

験区弁公室主任、国務院農村発展研究中心発

展研究所所長。 ～ 年中国農村信託投資公

司総経理、党委員会書記。 年中国人民建設

銀行副行長、党組成員、 年中国人民銀行副

行長、党組成員、 年中国人民建設銀行行長、

党組書記、 年中国建設銀行行長、党組書記。

年広東省委員会常務委員、 年同省委員会

常務委員、副省長。2000 年国務院経済体

制改革弁公室主任、党組書記。 年海南省委

員会書記、省人民代表大会常務委員会主任。

年北京市委員会副書記、代理市長、北京オ

年北京市委員会副書記、市長。 年中央政

リンピック組織委員会執行主席、党組副書記、

治局委員。 年国務院副総理、
党組成員に選出、

年上海万博組織委員会主任委員、 年中央

n
a
h
s
n
u
Y
u
i
L

第 期党中央候補委員、第 ・ ・ 期中

18

劉雲山

88

12

政治局常務委員、中央紀律検査委員会書記。

16

現職 ： 中国共産党第 期中央政治局常務委員、

79

86

89

98

02

07

17

18

中央書記処書記。

71

政治局委員、常務委員。第 期中央紀律検査
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18

76

86

89

94

17

（注）下線は再任者

73

82

88

17

69

17

16

12

82

習近平 馬凱 王岐山 王滬寧 劉雲山 劉延東 劉奇葆
許其亮 孫春蘭 孫政才 李克強 李建国 李源潮 汪洋
張春賢 張高麗 張徳江 范長龍 孟建柱 趙楽際 胡春華
兪正声 栗戦書 郭金龍 韓正

79 71

96

08

央委員、第 期中央政治局委員。第 期中央

15

習近平

18

常務委員
委
員
党中央規律検査委員会

93

18

学歴 ： 中央党校学習（1981 年）
、中央党
、
大学学歴。
校通信教育学院党政管理専攻
（ 年）

■党機関

18

69

中央組織人事

14

王岐山
趙洪祝 黄樹賢 李玉賦 杜金才 呉玉良
張軍 陳文清 王偉
19 名（12 年 11 月選出時）
130 名（12 年 11 月選出時）
書
記
副 書 記

10
18

97

03

04

10

17

97

71

劉雲山 劉奇葆 趙楽際 栗戦書 杜青林 趙洪祝 楊晶

中
央 書
記
書 （７名）
記
処

97

02

16

習近平
范長龍 許其亮
常万全 房峰輝 張陽 趙克石 張又侠 呉勝利 馬暁天
魏鳳和
党中央軍事委員会

主 席
副主席
委 員

■軍機関

習近平 李克強 張徳江 兪正声 劉雲山 王岐山 張高麗

常務委員
中 （７名）
央 委
員
政
治 （25 名）
局

中
国
共
産
党
第
18
期
中
央
委
員
会

16

12

91

中
国
共
産
党
全
国
代
表
大
会

84

87

92

14

93

64

68

84

81

15

92

総書記
（１名）

85

17

18

205 名（12 年 11 月選出時）
171 名（12 年 11 月選出時）
委 員
候補委員

82

75

86

68

75

71

64
89
98
07
18

第 18 回 中 国 共 産 党

大会後の中国

張徳江 1946 遼寧台安 1971

中央書記処書記

劉雲山 1947 山西忻州 1971

中央軍事委副主席・
范長龍 1947 遼寧丹東 1969
上将
中央政法委書記・国
孟建柱 1947 江蘇呉県 1971
務委員・公安部部長
郭金龍 1947 江蘇南京 1979

中央紀検委書記・
王岐山 1948 山西天鎮 1983
国務院副総理
中央軍事委副主席・
許其亮 1950 山東臨朐 1967
空軍上将
天津市委書記

孫春蘭 1950 河北饒陽 1973
李源潮 1950 江蘇漣水 1978

中央書記処書記・
中央弁公庁主任
総書記・軍事委主席・
国家副主席
中央書記処書記・中
央宣伝部部長
新疆ウイグル自治区
委書記
上海市委書記・市
長
中央政策研究室主
任

栗戦書 1950 河北平山 1975
習近平 1953 陜西富平 1974
劉奇葆 1953 安徽宿松 1971
張春賢 1953 河南禹州 1973
韓 正 1954 浙江慈渓 1979
王滬寧 1955 山東莱州 1984

国務院副総理

李克強 1955 安徽定遠 1976

広東省委書記

汪 洋 1955 安徽宿州 1975

中央書記処書記・中
趙楽際 1957 陜西西安 1975
央組織部部長
重慶市委書記

孫政才 1963 山東栄成 1988

内モンゴル自治区委
胡春華 1963 湖北五峰 1983
書記

i
l
o
a
G
g
n
a
h
Z

国務院副総理

委員会委員、常務委員、書記。

李建国 1946 山東鄄城 1971
張高麗 1946 福建晋江 1973

北京市委書記

学歴

清華大学工程化学系、吉林大学行
劉延東 1945 江蘇南通 1964
政学院、法学博士
ハルビン軍事工程学院ミサイル工
兪正声 1945 浙江紹興 1964
程系、工程師
中国人民大学政治経済学系、経済
馬 凱 1946
上海
1965
学修士

（日中ハイレベル経済対話の議長を第 回（ 年

入党年

6

月）より務める）

国務委員・国務院
秘書長
全人代常務委副委
員長・秘書長

原籍

ちょうこうれい

国務委員

生年

18

張高麗

現職

現職 ： 中国共産党第 期中央政治局常務委員。

中国共産党第18 期中央委員会中央政治局委員（25 名）

学歴 ： アモイ大学経済系計画統計専攻卒業

77

略 歴 ： 1946 年 生。 原 籍 福 建 省 晋 江 市。

70

（1970 年）
。

73

年入党。 年石油部広東茂名石油公司生産

80

指揮部弁公室秘書、 年石油部広東茂名石油

公司製油所共産党委員会書記、 年石油部茂

84

名石油工業公司党委員会常務委員、計画処処

85

長、副経理、 年広東省茂名市委員会副書記、

88

中国石化総公司茂名石油工業公司経理。 年

92

広東省経済委員会主任、党組書記、 年広東

主任、党組書記、 年広東省委員会常務委員、

94

93

省副省長、 年広東省副省長兼省計画委員会

副省長兼省計画委員会主任、党組書記。 年

97

広東省委員会常務委員、副省長、珠江デルタ

経済区計画調整指導小組組長、 年広東省委

員会常務委員、副省長、深圳市委員会書記、

98

年広東省委員会副書記、深圳市委員会書記、

02 01

2000 年広東省委員会副書記、深圳市委員

07

会書記、市人民代表大会常務委員会主任。

12

03

年山東省委員会副書記、代理省長、省長、

18

年山東省委員会書記、省長、 年山東省委員

17

会書記、省人民代表大会常務委員会主任。

16

年天津市委員会書記、中央政治局委員、 年

18

第 期党中央候補委員、第 ・ ・ 期中

17

中央政治局常務委員、天津市委員会書記。

央委員、第 期中央政治局委員、第 期中央

政治局委員、常務委員。
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2

09

主な前職

共青団中央書記処常務書記、全国青聯主席、中央社会主義学院
再
党組書記、中央統戦部長、全国政協副主席
電子工業部計画司副司長、山東省煙台市長、青島市委書記、建
再
設部長、湖北省委書記、上海市委書記
国家計画委副主任、国務院副秘書長、国家発改委主任、国務院
西部開発指導小組弁主任、国家エネルギー指導小組弁主任
天津市委弁公庁主任、天津市委副書記、陝西省委書記、山東
山東大学中文系漢語言文学専攻
省委書記
広東省経済委員会主任、広東省常務副省長、深圳市委書記、山
再
アモイ大学経済系計画統計専攻
東省委書記、天津市委書記
延辺大学朝鮮語系、朝鮮金日成総 吉林省延辺州委副書記、民政部副部長、吉林省委書記、浙江
再
合大学経済系
省委書記、広東省委書記、重慶市委書記
内モンゴル自治区集寧師範学校、 共青団内モンゴル自治区委副書記、内モンゴル自治区委宣伝部
再
中央党校大学学歴
長、同自治区委副書記・赤峰市委書記、中央宣伝部長
陸軍第十六集団軍軍長、瀋陽軍区参謀長、解放軍総参謀長助理、
中央党校大学学歴
済南軍区指令員
上海機械学院システム工程専攻、 上海市川沙県委書記、上海市嘉定県委書記、上海市副市長、上
工学修士、高級経済師
海市委副書記、江西省委書記
四川省楽山市委書記、四川省委副書記、チベット自治区委書記、
南京大学物理系音響学専攻
安徽省委書記
西北大学歴史系歴史専攻、高級経 中国建設銀行行長、広東省副省長、国務院経済体制改革弁主任、
再
済師
海南省委書記、北京市委副書記・市長
空軍第八軍軍長、空軍参謀長、瀋陽軍区副指令員兼空軍司令員、
空軍第五航空学校、大専学歴
解放軍副総参謀長、空軍司令員、中央軍事委委員
遼寧省鞍山工業技術学校機械専
遼寧省鞍山市婦聯主席、遼寧省総工会主席、遼寧省委副書記・大
攻、中央党校研究生学歴
連市委書記、中華全国総工会党組書記・副主席、福建省委書記
復旦大学数学系、北京大学理学修 共青団中央書記処書記、文化部副部長、江蘇省委書記・南京市
再
士、中央党校法学博士
委書記、中央書記処書記、中央組織部長
河北師範大学夜間部政教系、高級 共青団河北省委書記、河北省委常務委員・秘書長、陝西省委副
工商管理修士
書記・西安市委書記、黒龍江省委副書記・省長、貴州省委書記
清華大学化工系、清華大学人文社 福建省厦門市副市長、福建省福州市委書記、福建省長、浙江省
再
会学院、法学博士
委書記、上海市委書記
安徽師範大学歴史系、吉林大学、 共青団安徽省委書記、同団中央書記処書記、人民日報社副編集
経済学修士
長、国務院副秘書長、広西チワン族自治区委書記、四川省委書記
ハルビン工業大学管理科学工程専 機電部第十設計研究院委書記・副院長、中国包装食品機械総公
攻、管理学修士、高級工程師
司総経理・委書記、交通部部長、湖南省委書記
華東師範大学国際問題研究所、経 共青団上海市委書記、上海市政府副秘書長・同市計画委主任・
済学修士、高級経済師
同市証券管理弁主任、同市委副書記
復旦大学国際政治系、法学修士、 復旦大学国際政治系主任、同大学法学院長、中央政策研究室
教授
政治組長、中央書記処書記
北京大学法律系、北京大学経済学 共青団中央書記処第一書記、河南省省長、同省委書記、遼寧
再
院、経済学博士
省委書記
中央党校大学学歴、中国科技大学 共青団安徽省委副書記、安徽省委副書記・副省長、国家発計委
再
管理科学系、工学修士
副主任、国務院副秘書長、重慶市委書記
北京大学哲学系、中央党校研究生 青海省商業庁長、青海省財政庁長、青海省副省長・西寧市委書
学歴
記、青海省委書記、陜西省委書記
中国農業大学農学専攻、農学博士、 北京市農林科学院委副書記・常務副院長、北京市委常務委員・
研究員
秘書長、農業部長、吉林省委書記
全国青聯副主席、チベット自治区委常務副書記、共青団中央書
北京大学中文系
記処第一書記、河北省長

（注）本表は年齢順、同年齢は姓の中国語簡体字画数の少ない順。
網掛けは中央政治局常務委員、
「再」は中央政治局委員再任、現職欄は人民網より整理（12 年 11 月 27 日現在）。
（出所） 中国共産党及び政府の公開情報から作成。
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第12回国民運動大会を
迎えて

20

13 年 8 月 31 〜 9 月 12 日、
遼 寧省主催で、 第 12 回目

瀋陽事務所

趙焱

⑤

①

②

③

④

の全国運動大会が開催される
（1959
年第 1 回開催）
。この運動会は中国
最大のスポーツ祭典であり、日本の
国民体育大会に相当する。09 年 1
月 20 日、瀋陽市は開催地に選ばれ
てから、遼寧省およびその他 13 都
市による運動場の建設が進められ
ると同時に、都市施設やインフラな
どが整備され、経済発展の牽引力
に拍車をかけた。
運動会の主会場は瀋陽市の南に
位置する｢渾南新城｣が指定された。
渾南新城では、運動会開催に向け

審判役 1,500 人、選手村は約 1 万

備となり、トラブル解決などに迅速

インフラ整備が進められている。当

5,000 人、メディア村は約 3,500 人

対応可能。今後、新築するための

初、渾南新城中心設計方案は中国、

への接待、対応が可能。その運営

地下配線などが毎年同じ道でも何

日本、ドイツ、オーストラリア、オ

中心は運動会開催後、新瀋陽市政

回も掘りなおす所謂「ファスナーの

ランダなどの大手設計会社が入札し

府所在地候補になるという。

ような道路」と嘲笑される工事を

たが、審査の結果により、日本の

先日、渾南新城に行ってきた。

完全に解決できるだろう。地下配

鹿島建設株式会社の設計案が抜群

地上および地下建設現場に目をみ

線トンネル工事以外、新城には地下

に優れ、また、鹿島建設により瀋

はった。

鉄、地下商店街、地下立体駐車場

陽市への投資を期待する思いも込

まず見えるのは路上工事現場で

めて採用されたそうだ。新城面積

ある。新城では「資源節約型、環

は 57 平方キロ、中心設計は「十字

境友好型」という建設理念に沿っ

型」である。南北軸には市政中心、

て最新型路面電車を建設中だ。瀋

創新」というスローガンの下で着々

市民広場、
科技文化中心、
領事館区、

陽空港、南駅、選手村などにつな

推進している。現代都市建設、運

会議中心など都市機能区域があり、

げて、全長 65 キロ、5 線路を一気

動 会開 催することをきっかけに、

現在瀋陽市内の故宮の延長線上に

に建設、来年 6 月に運営開始。完

交通マナー遵守、食品安全保障、

もある。東西軸は住宅、公園、生

成後、中国国内に路面電車運営距

都市イメージを高める「微笑瀋陽」

態景観区からなる。10 年 9 月から

離は最長になる。
（写真④）

などソフト面での運動も展開してい

建設が始まり、現在まで 23 重点市

また、新城の道路上に電線柱、

などの地下空間総合開発も急いで
いる。
渾南新城建設は「調和、緑色、

る。 今 年 6 月には、 第 12 回運 動

政の基礎インフラ工事が実施され、

マンホール蓋などがあまり見えな

会のマスコットが選出された。それ

累計投資額は 120 億元にのぼる。

い。その主要道路の下に地下総合

は渤海遼東湾に生きる―斑海豹
（ゴ

現在、
「三村三中心」建設が注目

配線トンネル 40 キロ計画している

マフアザラシ）
「寧寧」
（遼寧、安

されている。三村とは運動会時の

という。 総 投 資 額 10 億 元、2013

寧という寓意）だ。この運動大会

役員村、選手村（写真① 、写真②）
、

年までに 20 キロが完成予定。その

開催を迎え、活発、自信、友好、

メディア村だ。三中心とは運動会の

高さは 2.4 メートル、
幅 2.6 メートル、

生命力のある「寧寧」とともに、海

運営中心（写真③）
、接待中心、報

主に電線などが配線予定。新しい

をこえた日中間の経済協力がより一

道中心だ。きくところによると、役

ケーブルなどを敷設、随時に配線可

層広まるよう期待する。
（写真⑤）

員村は約 50 の代表団本部および

能。また、監視カメラシステムも完
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対中ビジネス人材の戦略を問う ①

教授

園田 茂人

現地人管理職の力を引き出すために

● 東 京大学大学 院 情 報 学環

昨今の日中関係を反映してか、最近の新聞や雑誌で「チャイナ・リスク」の文字をよく見かける。長引く日本製品への不買運動、賃金

上昇がもたらすコスト・アップと労使関係の不安定化、中国経済の停滞懸念と権力移行期に伴う政治的な不透明感など、多くのリスクが
指摘されている。

こうした状況は、対中投資への冷や水となりがちだが、すでに中国に進出した企業にとっては過去の対中ビジネスのあり方を振り返り、
今後のさらなる飛躍のために何をしなければならないかを再考する絶好のチャンスでもある。

のは、どこの国・地域の企業だと思い

ますか？第 位から第 位まで、順

「第

位」と回答した国・地域の企

番に選んでください」とする質問に、

3

らのマネジメントをどのように相対評

線に置かれている日本人駐在員が、自

まずは、中国で対中ビジネスの最前

い。ところが 年のデータをもとに第

く、その傾向に大きな変化は見られな

ネジメントに対する評価が相対的に低

日本人と韓国人では、自国企業のマ

位まで自国を入れている

割合を比較してみると、韓国人が ・

位、第

10

3

％で日本人が ・ ％。日本人回

54

の駐在員を対象に行った調査で、
「中

帯）で働く日本人、韓国人、台湾人

ジメントの上位ベスト に入れていな

答者の 人に 人が、日本企業をマネ

5

い計算になる。

34

図１は、2001 年と 年に、わ

価しているのか、見てみよう。

中 国でもっと も う ま
く経営を行っているの
は？

1

業の分布を示したものである。

1

国でもっともうまく経営を行っている

域（上海から蘇州にかけての江蘇省一

2

2

10

れわれの研究チームが中国の華東地

会社の概要を説明する日本人駐在員

3

3

2
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ジネスの進展が思わしくない」と回答

実施した調査結果によると、
「対中ビ

ジネスに従事する日韓の本社を対象に

済協会の助力を得て、 年に対中ビ

られるし、我々の研究チームが日中経

い市場動向、時に気まぐれで不規則

高い労働市場への戸惑い、読み切れな

能しない焦りや、日本以上に流動性が

しんだ経営スタイルが中国でうまく機

低評価を説明できない。日本で慣れ親

様子がうかがえる。

をめぐって、日本企業が苦戦している

結び付きや現地でのコミュニケーション

調査の結果を見ても、地方政府との

ドイツ企業

シンガポール企業

英国企業

その他の企業

図 2 中国における現地経営の主要アクターをめぐる理想と現実：
韓国企業と日本企業の対比
（％）

自 国 企 業への低 評 価
の背後にあるもの
自国企業に対する低評価の背後に

な動きをする外資政策への対応の遅れ

台湾企業

実際、上述の駐在員を対象にした

の現地でのネットワークや「ローカル

う存在として現地従業員がいる。彼ら

もっとも、日本人駐在員の弱点を補

現地人管理職へ依存
せざるを得ない現実

した日本企業は ・ ％と、韓国企

韓国企業

などがその背後にあると考えられる。

は、高い自己評価を避ける心情もあ

12

0

業の ・ ％を大幅に下回っていた。

日本企業

3.1
7.2
5.2

14

米国企業

ナレッジ」が大いに役立つはずであり、

彼らが十全な働きをしてくれていれ

ば、日本人駐在員も自国企業のマネジ

メントに、もう少し高い評価を下すは

ずである。

実は、そこに日本企業の対中ビジ

ネスを再考すべき最大のポイントがあ

る。

多くの場合、派遣駐在員は 年か

ら 年の任期でローテーションする。

3

例外的に任期が長い場合や、事情が

あって再度派遣される場合もあるが、

多くは１回きりである。これには「公

平な」人事を好む日本本社の性向や、

派遣先に家族を帯同させたがらず、日

本に戻ることを強く望む日本人駐在

員の気質が関係している。

そうなれば、どうしても現地経営

を支える従業員の育成が必要となる。
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5

その他
本社
現地人管理職
本社派遣の中国人駐在員
本社派遣の自国駐在員

日本企業
韓国企業

理想
現実
理想
現実

61.9
61.5

2

2010年
2001年

3.2
6.4

日本人

1.5

11.6
7.4
3.2
0.9
0.9

22.7
22.0
14.7
18.3

台湾人

しかし、それだけでは自国企業への

74.7
75.2

韓国人
台湾人
韓国人

るだろう。実際、調査対象となった韓

（％）

31

7.2

7.0
2.8
9.1
日本人

11.5
15.5

14.7
12.0

34.6
8.8
47.4
4.0
8.0

67.1
1.3
57.4
48.0

12.8
8.8
10.5

34.0
53.6
36.8

10.5
8.3
11.8
12.0

2.8
0.7
1.3
2.6
1.9
0.6
6.1
2.9
5.3

16.0

2.9

国や台湾の企業でも同様の傾向が見

図 1 中国でもっともうまく経営を行っている企業：駐在員の評価

に見られる。しかし、彼らは頻繁に入

近年では、国有企業で働きたい傾

向も強まってきており、これは以下で

紹介する、筆者の研究グループが実

施してきた中国人従業員調査の時系

列分析の結果とも符合する。

強い待遇への不満にど
う対応するか

日本企業のファンになってくれない

というのは、必ずしも従業員が反日

的であることを意味しない。それどこ

24
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地人管理職は、必ずしも日本企業で

れ替わる日本人駐在員をサポートし、

対する回答を示したものである。もと

もと日韓台の比較を念頭に設計され

たため、選択肢は「日本企業、韓国

企業、台湾企業、国有企業、その他」

の つしか設けられていないが、日本

体の 割に満たない。

を選び、日本企業を選んでいるのは全

が「その他（その多くは欧米系企業）
」

企業で働く現地人管理職の半数以上

5

3

答している韓国企業と対照的な結果

の勤務を快適だと感じていない。

いるものの、日本企業のファンになり

現地企業のマネジメントの一角を担って

査では、日本、韓国、台湾のそれぞれ

きれていないといった現実も明らかに

年と 年に華東地域で行った調

の企業で働く現地人管理職を対象に

なっている。

-20

働きたいと思いますか」という質問に

図３は、同調査で、
「あなたは自由

（注）数値は、日本企業が優れていると回答した者の％から、欧米企業が優れていると回答した者の％を
引いたもの。回答は日本企業で働く現地人管理職によってなされている。

に韓国企業や台湾企業に比べ、日本

した質問票調査も行っているが、確か

01

に選べるとしたら、以下のどの企業で

-9.7
-10

2007年
1992年

-5.1
0

上述の日韓本社調査によれば、日

17.90

を示している（図２）
。

10

韓両方ともに、おおよそ 社に 社

10.1
20

が派遣駐在員を中心にしたマネジメン

21.4
30

ト体制となっているものの、日本企業

図 4 労働条件をめぐる日本企業と欧米企業の優劣比較：
1992 年と 2007 年の対比

では ・ ％が現地人管理職を中心

71.72

日 本 企 業のファンに
なっていない現地人管
理職

（注）回答は日本企業で働く現地人管理職によってなされている。

にマネジメントしていくのが理想的だ

2010年

3

と回答しており、 ・ ％が駐在員

2001年

4

5

53.09

企業の管理職の長期勤続傾向は顕著

-80

27.78

ところが、このように期待された現

-53.0
-60

-68.2
-67.7
-70

24.14

61

を中心にしたマネジメントがよいと回

(%)

10

-50

-37.6
-34.0
-40

1.23

9

その他
国有企業
台湾企業
日本企業

-29.0
-27.1
-32.9
-30

4.14

61

図 3 自由に選べる場合に働きたい企業：2001 年と 2010 年の対比
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その分、企業として努力すべき余地が

条件への評価を反映した結果であって、

足」と回答した者は 年で ・ ％、

職で給与の額に「大変満足」
「まあ満

述の調査結果によれば、現地人管理

ろに事態の深刻さがある。事実、上

されることは少なく、業績主義への大

状況にあって、安定的雇用が高く評価

まされることも少なかった。こうした

なければ、従業員が失業や解雇に悩

ア通貨危機で大打撃を受けることも

やインドネシアのように、 年のアジ

以降、右肩上がりを続けている。タイ

こうした局面を打開できるのは駐

なりきれない最大の原因がある。

してそこに、彼らが日本企業ファンに

管理職は不満を感じることになる。そ

――を不用意に持ち込むと、現地人

ゆっくり昇進させていく人事上の工夫

の部署を回らせ、長い時間をかけて

だ「引き伸ばされた競争」――多く

ところが、そこに日本で慣れ親しん

残っている。

同年、台湾やタイ、マレーシア、イ

きな価値転換にあって、人びとはより

在員しかいない。実際、図２が示して

本的に 年の鄧小平による南巡講話

企業と欧米企業のどちらがすぐれてい
ンドネシアでも同じ調査を行ったが、

メリハリのきいた人事考課を求めるよ

地人管理職にそう評価されているとこ

るか」という質問に答えてもらった結

これらの地域に比べても、中国の現地

ろか、純粋に労働条件などの経済的

果を示したものである。数値は、日本

給与の上がり方に至っては ・ ％が

図４は、１９９２年と 年に、中
国の日本企業で働く現地人管理職を

クの際に一時的に悪化したものの、基

中国経済は、 年のリーマン・ショッ

優秀な人材を引き留
めるために

満足しているにすぎない。

07

対象に、
「これらの労働条件で、日本

と回答した者の％を引いたもので、プ
ラスであれば日本企業への評価が相対
的に高いことを、マイナスであれば日
本企業への評価が相対的に低いことを
示す。
結果は一目瞭然。 年の調査時点
で「日本企業の比較優位は安定的雇
用のみ」という結果が得られていたが、
年もまったく同じ結果で、給与の額

や昇進可能性では欧米企業との格差
が拡がっている。
「隣の芝生は青く見える」心理効果
はあるだろう。日本人駐在員からも、
「ウチは相場を考慮に入れて労働条
件を決めているので、欧米企業に条件
で大きく負けているはずはない」といっ
た反論がなされることもある。

は、多くの場合、駐在員であって、本

では、本社は日本人駐在員の選抜

多くの日本企業は、中国流のメリハ

なると、優秀な者はよりよい条件を

や育成はしっかりやれてきただろう

社が現地の人事案件に細かく口出し

提供できる企業へと移ってしまい、そ

か。次号では、この点に焦点を当てて

リの利かせ方に戸惑い、優秀な者を特

うでない者が企業内に滞留する「グレ

みたい。

自国経営への評価の低さは、こうした

冒頭に紹介した、日本人駐在員の

注１：
「悪化は良貨を駆逐する」
（ Bad

状況を示唆するものである。現地人

業とのハンディキャップを補い、有能な

そうすることが、労働条件での欧米企

現地経営を志向していく必要がある。

練を施し、彼らの自尊心を利用した

のであれば、幹部候補として特殊訓

品質の悪い貨幣だけが流通するように

れて使われたりするため、結果として

方の貨幣は、蓄蔵されたり地金に戻さ

一額面で流通された場合、品質の良い

（金や銀の含有量の異なる）貨幣が同

して進言したとされる。材質の異なる

なる、という現象を憂慮したもの。

人材を引き留める有効な方法となる

管理職に任せてマネジメントを行う

・グレシャムがエリザベス女王に対

）
という法則。
moner drives out good
１５５８年、英王室の財務官だった

なる。

１
シャムの法則」 注現
象が生じることに

するケースは少ないからだ。

97

別視することを忌避しがちである。と

いるように、現地経営の主要アクター

人管理職の不満は顕著だった。

4

7

27

13

07

しかし、一般従業員からではなく、

08

うになっている。

企業と回答した者の％から欧米企業

92

からだ。
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T

92

将来の現地経営を期待されている現

会社の概要を説明する日本人駐在員

07

北京事務所発

よび「中華民族の偉大な復興（中华

の胡錦濤氏の記者会見では、江沢民
視する向きもあった。

導部」の下でどの程度進むのか不安

復興）
、
「人民への責任」
（人民の教育・

「民族への責任」
（中華民族の偉大な

があった。確かに、
習近平氏の発言は、

ている李克強副

とが確実視され

理に就任するこ

人代で国務院総

しかしながら、この不安を払拭せ

仕事・収入・社会保障・医療衛生・

総理が、党大会

ことに着目し、今後の習近平氏の指

居住・環境等の改善向上）
、「党への

終了僅か６日

んとするかのように、来年 月の全

責任」
（党員幹部の腐敗問題など）と

後の 月 日に、

う構成になっているが、
「科学発展観」

「 全 国 総 合一体

次五カ年計画における重要概念であ

点工作座谈会）
」

合配套改革试

座談会（全国综

る「経済発展パターンの転換（转变

決に向けた決意を表明したこと、お

る挑戦として腐敗問題を挙げその解

全体としては、中国共産党の直面す

「改革開放」への言及はあったものの、

念への言及があったことが着目された。

ていたとされる「共同富裕」という概

失脚した薄煕来元重慶市書記が唱え

を主宰し、改革

での所得倍増」への言及もなく、第

化改革試験事業

21

への言及もなければ、
「２０２０年ま

11

3

第 18 回党大会の終了後、中国

の経済改革は新しいフェーズに

入った。
「科学発展観」が指導思

想に位置づけられたことに加え

て、腐敗撲滅が中国共産党の最

重要課題の一つになったことに

伴い、経済改革は正義論的バッ

クボーンも得た。対外経済関係

田村暁彦

への影響も小さくない。

日中経済協会北京事務所所長
東京大学政策ビジョン研究センターシニアリサーチャー
経済産業研究所コンサルティングフェロー

党大会後の
経済改革の行方

いう３つの「責任」を列挙する、とい

導方針について様々に推し量る向き

氏や「３つの代表」への言及があった）

10

经济发展方式）
」
への言及もない。
一方、

12

26
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回中国共産党大 会終了翌
民族伟大复兴）
」というスローガンに
再三言及したことが特に注目され、

月 日）の習近平新総

書記の記者会見では、胡錦濤前総書
さらなる市場化や経済発展パターン

日（

記への言及や胡前総書記の主導で党
の転換を内容とする経済改革が、
「習

第
規約に盛り込まれた「科学発展観」と
近平氏を総書記とする共産党中央指

15

いう概念への言及がなかった（ 年前

11

18
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開放の重要性や緊迫性を改めて強調
したことは大いに注目された。第
回党大会における中央委員会報告
（政
治報告）
の中軸概念である「２つの『全
面』
」
（全面建成小康社会、全面深化
改革開放）および「２つの『加快』」（加
快完善社会主義、加快転変経済発展
方式）を改めて強調しつつ、「改革開
放は我が国発展の最大の『ボーナス』
（紅利）である」と総括している。さ
らに李克強氏は、「政府と市場・社
会の関係を調整し、市場の資源配分
機能を一層発揮させなければならな
い」、「改革の過程では、 権利公平、
機会公平、規則公平に一層注意し、
すべての人間が自らの努力に相応し
た利益を得られるようにしなければ
ならない」、「市場経済の本質は法治
主義である」
といった主張も展開した。
本座談会は、日本国内ではあまり報
道されなかったが、中国国内では「第
回党大会後の中国新指導部が外に

放つ改革の消息」
（十八大后中南海向
外界释放的改革信息）
（中国新聞ネッ

回党大会以降、 中国共産党

第１８回党大会後、
「中華民族の偉大な復興」のスローガンを掲げた看板が街中に多く見られるようになった
（北京）

18

党大会後経済改革の機運
の高まりが感じられる

ト）ととらえられ注目された。

第
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18
18

北京事務所発

ついては、中国政府の各部門は現在

提として経済発展パターンの転換が

の一部に過ぎないし、所得倍増の前

まで小康社会を建設するという目標

その学習・消化に忙しい。
（それを理

置かれていることに注意しなければ

月

会２０１３予測与戦略」が挙げられ
よう。
いずれの論壇も、
議論の基調は、
今次党大会後の経済改革の機運を感
じさせる内容であった。勿論、いず
れも改革志向の強いメディアの手によ
るものであり、主催者の志向に由来
する改革バイアスはあるが、党中央
や政府の高官の登壇者もあり、習近
平氏を総書記とする新指導部の今後
の運営方針を見通すに当たって一つの

なく、低所得者や農民の所得倍増の

程度がより大きくなければならない。

「財新峰会」では、「十八大后的期

待（第 回党大会後への期待）
」とい

う題で冒頭基調講演を行った改革派

の泰斗である呉敬琏氏の発言内容が

非常に大きな注目を集めた。呉氏の

回

発言内容はおおむね以下のようなも

のであった。自分としては、第

党大会以前に多くの人々が寄せてい

た経済・政治両面での改革が盛り込

まれるようにとの期待は、今回基本

的に実現されたとの見方を有してい

る。社会主義市場経済に向けた改革

の目標が改めて言明され、経済改革・

政治改革の深化は、中国共産党のタ

イムテーブルに載せられた。経済面

についていえば、ここ数年の意見対立

は、社会主義市場経済改革路線の続
国の挑戦）
」セッションに登壇し、次

行に移すということは、立脚点を速

いう方向性かの対立であったが、第

の経済・社会への管理を強化すると

行か、それとも政府・国有経済部門

例えば、「新 浪 論 壇 」では、 中 共

度から質と効率に移すということを
会によって科学発展観が指導思想と

報道されているが、所得倍増はあく

意味する。所得倍増ばかり強調して

回党大会では、市場の資源配分機

のような内容を述べた。第 回党大
副主任が、「下一个十年世界和中国

なったが、同思想を経済発展面で実

能が発揮される程度や範囲を広げて

18

18
的挑战（今後 年間の世界および中
10

28
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が決定した方針をどう理解するかに

由にしてイベントや会合がキャンセル

した「財新峰会（サミット）
」
、

金麒麟論壇」
、そして 月 ～ 日

運営する「新浪」が主催した「新浪

日に新浪微博（ミニブログ）等を

11
29

に雑誌「財経」が主催した「財経年

28

の層の収入が等しく倍増するのでは

ならない。所得倍増といってもすべて

今後中国は「科学発展観」を指導思想として速度より質を重視した経済発展を目指す ( 人民大会堂 )

されるほどだ。
）また、民間部門も
それを読み解こうとして開催するカ
ンファレンスが現在目白押しである。
最近開催されたもののうち代表的な
ところでは、 月 ～ 日に雑誌「新
16

世紀」等を出版する「財新」が主催

17

11

18

11

中央財経領導小组弁公室の楊偉民

参考になる。

18

20
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して以降、改革は開始され、 年第

月に鄧小平が市場経済の開始を提言

具体的には、 年 月および 年２

受け取る、という順番で進捗した。

的な推進、そして最後にその果実を

イン策定、総体的規則の策定、全面

頭より着手されたが、グランドデザ

元々、経済改革は 1990 年代初

いくという方向性が明確にされた。

行く、そのために各種制度を整えて

概略次のような内容であった。

ついて）
」という題の郭主席の講演は

視点から考えた当面の総合的改革に

于着眼长远的近期综合改革（長期的

会主席の基調講演が興味深い。「关

も高い郭樹清中国証券監督管理委員

係では、次期人民銀行総裁の呼び声

わったが、特に経済体制改革との関

首相等内外の著名人による登壇で賑

ブレア英国元首相、ハワード豪州元

改革を進めるべく、国有資産の資本

般的に低い。国有企業や国有経済の

企業のガバナンスに対する評価は一

いえない状態である。また、国有大

銀行と民営銀行との競争が公平とは

はともかく、地方都市ではまだ国有

等改革が進められてきたが、大都市

国有銀行はすでに国内外で上場する

ば、金融産業に関して言えば、５大

場の関係をどうするかである。例え

政策の内容自体は、第 次五カ年計

党の大方針となった。これらの経済

を実現する、という方向性が正式に

層の発揮や経済発展パターンの転換

化を通じて市場の資源配分機能の一

改革開放や経済体制改革の全面的深

れた「科学発展観」の実現に向けて、

り込まれ指導思想として位置付けら

いう方向性を決定した。党規約に盛

済の建設に向けた改革を継続すると

化を進め、 管 理 運 営を企 業 化・ 市

とんどであり、目新しいものはない

画等にもすでに謳われているものがほ

回党

場化し、競争力を向上させる必要が

「改革の全面的深化」が第

大会報告の最重要な要素の一つだが、

回党大会で「社会主義市場経済」

を目指すとのグランドデザインが定

は

％に留まっているところを、

なフェーズに入ったと私は解釈してい

の党大会によって、経済改革は新た

とも言えるが、しかしながら、今回

総合一体化改革である。第 は、都
市・ 農 村 二 元 制 度 の解 消。 権 利、
テムを確立して行かなければならな

べき。第 は、政府管理体制改革の

の企業資産を保有する現状を改革す

の記者会見内容を有機的にとらえこ

いないようにも見える習近平総書記

る。一見経済改革をあまり重視して

～８年の改革を経たからこそ、
（その

い。戸籍に由来する様々な不公平は

さらなる推進。政府が関与すべきで

～ ％に引き上げ、政府部門が多額

後改革が不十分なところに金融危機

除去が必要だ。第 は、イノベーショ

機会、規則の３つの面で公平なシス

会保険への移転に関して、現時点で

ある。同時に、国有資産の一部の社

略的調整を中核とする改革の骨格が

4

を迎えて様々な矛盾が出現する等の

7

30

年第 回党大会で、国有経済の戦

当面我々が重視すべきは次の つの

12

12

められた。その後様々な検討を経て、

18

91

92

90

定められた。このように 世紀の

50 10

15

ンを促すシステムを育み完成させる

社会に権利も責任も事務も移管すべ

ない事 項については、市 場あるいは

今回の党大会そして習近平総書記

ると、このような見方が可能になる。

れをフィルターとして経済改革を視

挑戦があったものの、
） 世紀末から

こと。中国は米国を経済規模では近

回党大会後我々が直ちに行うべきこ

科 学 技 術、 文 化、 金 融、工 業 商 業

米国を超えることはできない。教育、

果に則り、各分野のアクションプラン

政府部門が関与する独占の打破と、

成熟した制度が必要である。第 は、
民営経済や公平な競争の奨励。経済

て、 中 国 共 産 党は社 会 主 義 市 場 経

前述のように、第 回党大会によっ

3

会主義市場経済を実現するために経

ができる。経済体制改革は、元々社

なエンジンが加わった」、と見ること

改革の推進力に腐敗撲滅という新た

制改革の側から見れば、「経済体制

するところだが、このことを経済体

が腐敗撲滅であることは衆目の一致

在の中国共産党の最重要課題の一つ

の記者会見からうかがえるのが、現

現在にかけての中国の台頭を我々は

とは「実行」
（关键在落实）であり、

管理、知的財産権等の分野について、

争力については予見できる期間内に

きだ。

世紀に経た過程に照らすと、第

第 次五カ年計画等最近１年余の成
を策定しそれを総体的規則にまとめ
る作業をしなければならない。

党大会後経済改革は「腐
敗 撲 滅 」というエンジン
も得て、新しいフェーズに
入った

いうちに超えるだろうが、総合的競

4

享受出来る訳である。従って、この

2

改革の最も重要な問題は、政府と市

18

18

20

「財経年会」は、陳徳銘商務部長、
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20

1

14
97
20
12

北京事務所発

たちどころに腐敗の温床となりかね

進民退」状態に歯止めをかけ、社会

ろうか。

関係にどのような影響をもたらすだ

在、そのことは日本を含む対外経済

主 義 市 場 経 済の建 設に邁 進 する体

４兆元対策を肥しに肥大化した「国

前記の呉敬琏氏の発言によれば、

制が改めて整ったことになる訳だが、

今般の尖閣「国有化」以降の日中

30
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済に対する政府の管理領域を減らし
域を増やしていくものだが、政府高
今回の党大会により、経済体制改革

さらに、経済体制改革に腐敗撲滅と

ない。
）

官の腐敗はこの市場化改革が中途半
を巡る数年にわたる路線対立が決着

いう新たなエンジンも付加された現

市場の資源配分機能を発揮させる領

端にしか進んでいないところから生
し、リーマン・ショックに端を発した

が意識されている。腐敗対策は、個

経済関係の非正常な状態は、読者の

中国は今後野心的な通商
交渉にも参加する可能性
高まる

じた現象という側面がある。経済体
制改革を徹底することによって腐敗

別事案に対する中共中央規律検査委

方々は御承知のとおりであるが、こ

を構造的に根絶させるという方向性

員会の更に強化された対応や、緩慢

れに対する日本側の官民挙げての主

るか分からない、従って、日本への依

つまた今回と同じような事態が生じ

い。日本の政治は不安定であり、い

考える向きがあっても不思議ではな

の依存度を下げる方が安全であると

国政策担当者の中に、今後は日本へ

には必ずしもならない。むしろ、中

関係を一層深めるべきだ、という主張

なりえても、今後とも日本と中国の

だとの当面の事態に関する主張には

現在の非正常な状態を正常化すべき

ている。しかしながら、この主張は、

策決定に携わる人々はこれを理解し

そして、 中 国 側 も指 導 者を含む政

けることになる」という内容である。

在の非正常な関係は日中双方を傷つ

依存関係はあまりに密接であり、現

張ラインは、「日本と中国の経済相互

ながら少しずつ進展していくだろう
政治体制改革と並んで、経済体制改
革が腐敗撲滅という目標の手段とし
ても確固と位置付けられている。前
述した習近平総書記や李克強副首相
の発言からは、経済体制改革は、最
早単なる経済政策ではなく、正義論
的バックボーンを獲得したことがう
かがえるのだ。
（ なお、「市 場の資 源 配 分 機 能の
発揮」と「経済発展パターンの転換」
の間には緊張関係が存在することに
は注意が必要である。両者の両立の
ためには、市場原理に基づく経済活
動に由来する外部不経済を内部化す
る仕組みが必要になることから、相
当程度の政府部門による経済への関
与が必要になる。しかし、この関与
過程が適切に運営されない場合には、

「科学発展の推進、人民の生活改善」の党大会スローガンが街中にあふれている（北京）
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の実現は最重要な経済社会政策目標

経済体制改革の完遂による小康社会

だろう。中国共産党・政府にとって、

なる、と考える関係者は少なくない

済発展に対して大きな不安定要素に

存度が高ければ高いほど、中国の経

るものである。
（なお、詳しくは別の

復興」という大目標にも大いに資す

いう形を取って、「中華民族の偉大な

際的枠組み構築のリード役を担うと

がいい。そして、この方向性は、国

ドすることも可能になると考えた方

相当野心的な FTAにも参加しリー

次は日本の番である。 年体制で育

改革が進む機運は十分にあると見る。

あり、紆余曲折はあろうが、着実に

は固まった。今後は実行のフェーズで

ともかく中国の経済改革の方向性

者は考えている。
）

は重要なバロメータの一つであると筆

が評価する際に、国際法という要素

復興」に向けた中国の動きを我が国

機会に譲るが、「中華民族の偉大な

となったわけであるが、その経済体
制改革のプロセスが、今後も不安定
極まりない日中外交関係によって左
右される、という事態は是非とも避
けたいと考えるに違いない。
もちろん、
（消費者の不買に対す
る黙認を超えて）中国政府が日本を
中国市場から締め出す措置を講じる
ことは、WTO 違 反になる 可 能 性
が高くまた改革開放の方向性に逆行
するので取りえないだろう。むしろ、
中国は今後、①経済成長における内
需依存度を高め外需依存度を引き下
げる、②外国との相互依存関係の構
築に当たっては「全方位外交」を心が
ける、の２つの方向性を追求する可
能性が高い。
（なお、①はすでに「経

まれた既得権益を打破し、年齢層や

性別等による機会不平等をなくし、

イノベーションを喚起する制度環境を

強化し、
「ポスト『世界第 位の経済

大国』モデル」の社会経済システムを

構築するための構造改革を推進する。

ことができれば、野心的な通商協定

経済体制改革を本格的に進めていく

いては、 特に、 仮に前 述のよ うに、

部として良く知られている。
）②につ

中国にとって FTA 等の通商協定交

FTA への参加も十分考えられる。

かんでは TPP などの野心度の高い

されるべきであるし、今後の状況い

国の積極的な関与もこのように理解

見込みである。この帰趨いかんでは、

要ターゲットとして手を付けられる

ここは正に今後経済体制改革の最重

業による独占・寡占体制であるが、

のサービス産業を中心とする国有企

財産権と並んでやはり金融・電信等

ずや見えてくるであろう。

新たなそして前向きな日中関係も必

組みを協力して構築していく過程で、

である。そして、かかる地域協定枠

け、野心的な成果を追求していくべき

も TPP もその手 段として位 置 付

日 中 韓 FTA のみな ら ず RCEP

交渉にも参加することが可能となる。

渉において一番高いハードルは、知的

済発展パターンの転換」の重要な一

55

2

日中韓 FTA や RCEP への中
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党大会後のカンファレンスでは経済改革の機運の高まりが感じられる（北京）
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月 日の双十節になると青天白日旗 注２

国旗事件で細々

日の国慶節ではいくつかの官庁に五星紅旗

が一番貧しい所で掲げられました。 月

やろ うとしても

た。 中 国 研 究を

してし まいま し

京政府の出張先があり、そこに五星紅旗が

問に感じ始めました。今考えれば香港に北

すけど、そうじゃないのかと現実を見て疑

共産党は貧しい人を解放するっていうんで

州、 今の東 北 部

ど、 戦 前の旧 満

の教 員でした け

いて、 拓 殖 大 学

郎という 先 生 が

ると答えるんですね。国を創って 年経つ

なことをと聞いたら、中国は大変飢えてい

り巻いて囲んでいるんです。どうしてそん

に送る人が郵便局の回りを二重、三重に取

あったんですね。荷物を自分の出身の郷里

香港のセントラルというところに郵便局が

を国外には出さなくなりました。アジア経

中国経済をやり始めました。中国は 年

1960 年にアジア経済研究所に入って

かった。読んでいるうちに、これは党の宣

れたものですが、当時の私はそれを知らな

関誌で、党の政策を掲載するためにつくら

ききれないというんで。人民日報は党の機

済研究所に貸してくれるというんです。置

らずっと持っておられて、それをアジア経

家出身ですけど、 農村、 農民がどう変わ

部分が農民でしたから、私自身も長野の農

かったんです。香港から帰って、中国は大

出ていますが、当時はその現実がわからな

敗から 4000 万人餓死が出たと研究に

と。今思い出すと、大躍進のあとの政策失

月から人民日報と紅旗以外には出版物

化大革命が始まりました。
からだったと思います。そこで初めて中国

文化大革命は当初はなにか全然分から
て中国研究をやろうとしたが新しい研究所

なかったんです。そのうち、これは毛沢東
注１

人に触れた。非常に衝撃的だったのは、水
上 生 活 者、 蛋 民

で資料はほとんどない。それに当時は普通
の人は中国には行けませんでした。特に

の大革命だと言ったのは中島嶺雄さんです

香港に研修留学で行ったのは 年の 月

るか研究をはじめたんです。そうしたら文

済研究所は、岸信介さんが東南アジアとの

10
というのがいまして、

ということで作られた研究所でしたが、入っ

4

60
59
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年に起きた長 崎

とつないでいた交

何から始 めれば

飾られていたんです。

で資 料 を 集 めて

のに、飢えているのはどういうことだろう

もう一つは、
あの当時はわからなかったが、

いた。その人は人民日報の創刊号、 年か

ない。 佐 藤 慎一

いいのか わ か ら

流が

が飾られるんです。それがどういうことか、

1

10
年間断絶

10

10

伝紙だと感じましたが。

48

関係をもっと緊密にやらなければいけない

取り掛かりの中国研究と文革

2

61

4

大東文化大学名誉教授

小島麗逸

「中国研究の航跡と
日本 ･ 中国」

JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 日中関係ーその時と私

日中国交正常化40周年記念事業 日中関係アーカイブシリーズ

権力闘争だといわれて。
今思えばそれは当っ

す。毛沢東が権力から外れて、その奪回の

ね、彼は香港総領事館の専門員だったんで

ようになったんです。 年から研究を初め

するのは難しいものだとだんだん自覚する

で針に糸を通すようなもので、中国を研究

ないということですね。

ら、それは一日でもはやく改めないといけ

で、国交が回復しないのは戦争状態ですか

めたのは、１、 年後に香港のある新聞を

文化大革命にクエスチョンマークが出始

がある。

おりましてね。それに引きずられたところ

るとか、自力更生のスローガンなど言って

てはならない、農村を主体とした国をつく

いうのが、三反五反、大きな都市をつくっ

兵たちが叫びますから。そのスローガンと

時はスローガンで三大差別の解消とか紅衛

業委員会がありまして年報を出してはいま

して以降、毎年本格的な研究委員会の農

かないんです。日中経済協会が正式に発足

消されつつあるのかなと、こう判断するし

て、人口がこのくらい増えたから飢えは解

ど報道しません。そんな情報から推定し

あの当時は、自国のマイナスな面をほとん

えば国内総生産が２％増えたとかですね。

るわずかな数字の指標だけですからね。例

になりました。頼るのは人民日報に出てい

とはできませんでしたから。

れは仕方ないんです。中国の実態を見るこ

は今思うとちょっと恥ずかしいですが、そ

んですが、協会ができる前後の 年ぐらい

かどうか、今でもクエスチョンマークですね。

れていて、中国農業年報が十分正確だった

報道はないわけです。そういうのに惑わさ

ぐに報道するんです。減産になったという

す。コメでも綿花でもちょっと上がったらす

人民日報はいいことばかり報道するんで

見ていたら、珠江から死体が流れてくると

した。今から考えると当初の研究は雲をつ

て 年間くらいでそれを痛切に感じるよう

いうんです。それで人殺しをやっているん

かむようなものでしたが、ないよりは良かっ

年代後半から資料が多く出るようになる

だということがやっとわかったんですね。そ

たんですかね。

初めての訪中と驚き

年の 月で

3

す。もともと、 年の秋に行く予定でした

私が最初に訪中したのは

10

73

70

なって動くようになりました。

くこととアジア経済研究所の研究がパラに

日中経済協会で毎年中国の農業年報を書

てくれと私に要請がありました。それから

事務所から研究会を開きたいから参加し

て、日中経済協会の前身の日中覚書貿易

うなるのかということについては関心があっ

らなかったんです。ただ、中国の農村がど

係のことをあまりやっていなかったからわか

日も早くなにかしなければいけない、従っ

になったんです。戦争中の侵略に対して一

究所に入って中国研究をやろうということ

うとは思わなかったのですが、たまたま研

りましてね。 学生時代は中国研究をやろ

身も訪中したいという思いと贖罪意識はあ

いなくて内容実態はわかりませんが、私自

友好運動もありました。 私自身参加して

り、ほんの細々としたルートですけれども

いい所しかない。北京に 週間、あと西安

に招待されたり、案内してくれるところは

でない格式があって、歓迎会で豪華な宴会

できると思っていたんです。ところがそう

郎さんでした。

好運動を一生懸命やっておられた安藤彦太

の団長は早稲田大学で 年ぐらい日中友

してくれとのことだったんです。この訪中団

が、田中総理の訪中があったので半年延ば

ようになるんですが、私は研究上で政治関

年にＬＴ貿易、のちの覚書貿易が始ま

れで文化大革命は少しおかしいと言われる

ていたんですよ。私はわからなくて、あの

60

て国交が回復することはとても重大なこと

72

2

資料はかなり不足していたんです。暗闇

10

2

その時、中国に行ったら自由にぶらぶら
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10

62

第８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 8 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 355 号として認定を受けています。
（編集部）
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飯店の何号室に何時に来てくださいという
んですね。

んいるんですね。その先生は東亜同文書院

で教えていたことがあるんです。中華人民

の時はびっくりした。 年から２年間香港

に帰った時に写した家族の写真ですと。そ

た。同文書院の元の同僚の先生方が彼を日

などに反対する動きが２年ぐらい続きまし

に乗りました。万里の長城に行こうという

大名旅行で、 ６台の車で、 ２人ずつ１台

北京に初めて行った時は、あの時はまだ

らその遺骨を引き取ると手紙がきました。

ですが、ある日、香港の商人と名乗る人か

ですね。国交回復前で非常に難しかったん

の遺骨を本国に帰すということになったん

先生は 年に亡くなったんです。それでそ

になっていたんです。 中国人ですが、その

を教えてもらっていたので、色々とお世話

結婚したんです。家内もこの先生に中国語

ました。私は大学の中国語の先生の紹介で

が付いてきた。その娘さんがいたために金

で、奥さんひとりだと心配というので長女

のは、別れの盃を交わして行くようなもの

なかったと。あの当時天津からマカオへ行く

べ棒を縁の下から取り出せなくて持ち出せ

いたところ、長女が付いてきたから金の延

です。先生がだめだったと言って。何がと聞

ら１カ月後に、またマンションに来られたん

がマカオに来るから会いに行くと。それか

どうしてですかと聞いたら、天津から家内

家に来たんです。先生はマカオに行くって。

に滞在していた時に先生が突然香港の私の

のことがやっとわかったのが、 年の時のそ

いくのかと思って、びっくりしたんです。そ

るほど、こういう形で外交が出来上がって

とが大戦略の一環だということになる。な

反ソというのがあって、日本を近づけるこ

ではソ連が最高の敵になるんです。反米と

敵はアメリカで、 年から毛沢東の頭の中

に説得するわけですね。当時中国の最大の

のは、 中立的な人を自分側になびくよう

事力、それから統一戦線。統一戦線という

中国革命が成功したのは、 解放区、 軍

て、その後一橋大学の講師になったんです。

本に呼んだんです。
、それで彼は香港を出

実はそうじゃない。その人は、明日万里の

るからこの人が来たのかと思ったんですが、

か話せないんです。私が若干中国語を話せ

ですね、 官房長官が大平さんです。 国会

国を承認しますね。日本も池田勇人内閣

分かったかというと、

年にドゴールが中

です。先生は召還されたんだと。どうして

うことを 年の第 回の訪中で私はつくづ

国を描いたらまちがいになるなと。そうい

で大歓迎してくれる。なるほど、これで中

ません。それでいて行くところ行くところ

た時、訪中と言っても当時自由行動はでき

年に訪中し

長城に行かずに、小島さん残って頂けませ

答弁がずっと揺れるんです。予算委員会の

の先生のことだったんです。

んか、 中国語の先生の奥さんが来ていて、

国会の議事録を見るとよくわかるんですけ

年に写真を見たときはびっくりしたん

小島さんに会いたいと言っているというんで

が乗ってきたんですね。その人は中国語し

73 73

59
ど。それで召還されたのがあちこちたくさ

1

く感じました。当時中国研究を始めて 、

73

12

年経って、自分も行って初めてそれを知っ

3

62

34
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や大寨とかで１カ月ぐらい滞在しました。
これは絹のレールにのったルートを歩けって

共和国成立直後、 、 年に「三反五反」

がありまして、 国民党の残党と国民党政

それで、行ったんです。お世話になった
先生の奥さんですからね。
「家内です」
といっ

ことが訪中だなと思ったですね。本当の実
態は見せてくれない、作られたデータ、統

府関係者が窮地に陥った運動でして、腐敗

と、訪中時に痛切に感じましたね。

て、写真を持ってきて、これが 年に中国

53

計をクエスチョンマークつけてみないとだめ

52

の延べ棒を持ち出せなかったというんです。

訪中時にさらにびっくりしたことがあり

62

前日、私が乗っていた車にいつもと違う人

61

す。私が団長に話しておきますから、北京

73

63
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をみんな知っているんです。あなたは中国

すね。びっくりしたのは、私が書いた著作

ろいろお話したいから来てくれというんで

で 人だったんですが、この男性が今晩い

ない。北京飯店で会ったのは男女一人ずつ

前は載るかもしれませんが私が載るわけが

に載っていたからというんです。 団長の名

のが分かったのですかと聞くと、人民日報

にやってくれと。どうして私が北京にいる

後 時頃で 時間ぐらいでした。会った時

くるんです。先生の奥さんに会ったのは午

たんですね。しかも、夜におまけが付いて

大連に行きまして、海岸を歩いていた時、

中経済協会の組織した研究者の訪中団で

ていたんですね。その後のことですが、日

そういう中華民国時代のイメージで見られ

は調査部というのはスパイ機関だったんで、

究所調査研究部というのが、国民党時代で

機関だろうと。 今思えば、アジア経済研

てくれというんですよ。あなたの所は研究

が、親中国派とそうでない人の名簿を送っ

国語しかしゃべれない。そのうち白髪の人

学で学んだというんです。あとの２人は中

どこで習ったんですかと聞いたら、明治大

どたどしい日本語をしゃべる人でしたが、

その場に新しく加わった男性が、白髪でた

とを痛感しました。

ながら、日本に対する誤解が非常に多いこ

とがあるんですけど、当時日本研究であり

にある日本研究所に何度も行って話したこ

ていたことにびっくりしたんですね。北京

ちも使ってますから。今思うと、誤解をし

いくんですね。しかも漢字は向こうもこっ

日本はこういうものだと自分たちで描いて

人もいました。同様に、中国の人たちは、

で、向こうに行って現実を見て愕然とする

かなり粉飾した形で日本に伝わってくるの

で中国のことを描いていきますが、それが

さですね。こちらは中国革命のスローガン

と離れた認識なんですね。ギャップのひど

1

1

3

2

に畳 畳くらいの絹の刺繍とヒスイを家内

紙に書いて渡しましたけどね。そういう感

人と特殊法人というのはどういうものかを

んです。日本語の通訳でもこうでした。法

律でアジア人を逮捕するのかと聞いてきた

うんですね。 特殊法人だから、 特殊な法

国にはなかったんです。中国では公司とい

いるんですが、当時は法人という概念が中

特殊法人、今は法人という日本語が入って

ジア経済研究所と書いてあるんです。この

くんです。名簿には私の所属が特殊法人ア

双方が実態を見れるようになったのは、や

に中国にもそういうことはあったんですね。

に帰ってくることが多かったんです。 同様

乗せられて庶民の感覚はなかなか分からず

いまして。中国に行っても、絹のレールに

かれた内容を日本的にかなり鵜呑みにして

いた中国のイメージは人民日報や紅旗に書

から。私は中国研究をやりながら、持って

ね。国交回復しないことには始まりません

の侵 略に対 する最 初の是 正の第一歩です

国交回復は、一つに法的には日本の過去

国交回復と先人たち

の鉄鋼業や農業について書いていますねと。

中国側の通訳の人が、小島先生のところは

覚だったんです。北京にいる日本研究者の

はり経済が国造りの中心になってきたこと

アジア人を逮捕するのですかといきなり聞

人たちにはそういう誤解はないけど、ちょっ
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第８回

「日中関係－その時と私」

「中国研究の航跡と日本 ･ 中国」

1979 年５月日中経済協会調査委員会訪中代表団の小島氏
（前列右より 2 人目 ）
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やらないと、
いいことはない。そう言われて、

いと言っていたんです。そういう人たちが

た日中貿易を少しでも太くしないといけな

日本政府はなかなか動かないから細々とし

も同じように持っていることが見れるよう

岡崎先生は面白い人だと思いました。その

あって第一歩を踏み始めたんです。

復しなきゃいかん。この世界にいるうちに

になったことからですね。その点、法的に

ダベリング会にはアジ研にいた戴国輝さん

が敗戦になって、上海で国民党が接収に入

で教授をやっていました。日本の敗戦時に

んですが、満州医科大学、今の瀋陽医学院

処理で非常に苦労されたんですが、その時

て接収交渉に当られたんです。日本の敗戦

産省の局長をしていた人です。その後日中

渡辺彌栄司さんという人がおられて、 通

もう一つは、アジア経済研究所の監事で

たんでしょうね。 太行山脈に入っていった

と入ってみたいというような気持ちになっ

彼もその一人でした。頭が混乱して、ちょっ

戦になるとは信じていなかったんでしょう。

人くらいいて、色々ダベリングしながら、

いたんです。アジア経済研究所には若手が

は中国の解放区で何年も過ごしているんで

の看護婦さんが入ったらしい。それから彼

20

36
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につれて、日本の社会が持つ矛盾を向こう

敵対関係を解消する第一歩が日中国交回復

や日経の鮫島さんらもいました。私が一番

もう一つ私の印象に残った人に稗田憲太

で、そのあと交流をさかんにすることによっ

郎さんがいます。 年に中国から帰られた

になる、その糸口をつかんだことが一番重

りますけど、その将軍の態度、中国の大人

は北京に駐在していた。中国は戦勝国になっ

印象に残ったのはそのことでしたね。日本

要だと思います。日中国交回復に積極的に

（タイジン）の態度と周恩來の風格とが非

て、双方が持つ本当のところが分かるよう

やられた、例えば岡崎嘉平太先生ですね。

たわけでしょ。国民党と共産党の両方から

彼とは、 、 人で集まって、 カ月に

国民党の湯恩伯という将軍が相手の責任者

経済協会の理事長になられましたが、日中

んです。彼に従って 人前後の医者と日本

あるんですと、そういう誘いがあった。当

で、その人物にほれ込んだそうです。国民

国交回復は最初のステップだと強調されて

指導者がいる限り、早いうちに日中国交回

10

非常に似てるから、わしがほれ込んだこの

党将軍の湯恩伯の態度と周恩來の態度とが

指導者のうちになんとかしなきゃならない

ものか来て見てくれませんか、太行山脈に

放区とか張家口の我々の前線基地がどんな

の前線が張家口にありました。 先生、 解

太行山脈の近くにゲリラ基地があって、そ

て、当時は解放区でしたね。張家口だから

張家口に八路軍の前線基地がありまし

民国の再建のために協力してくださいと。

きた。国民党は袋に札束を用意して、中華

我が国の建設に参加してくださいと頼んで

常に似ているというわけですね、この人が

65

なっておられるのはどうしてでしょうかと。

1

時の旧満州でやっていた人たちは日本が敗

2

と言っていたことが印象的でした。

5

先生は日本が敗戦の時上海の銀行におられ

常に積 極 的に

日 中 貿 易に非

約 された 中で

す。 先 生 が制

か がった ん で

時に先 生にう

ん で す。 そ の

を やってい た

回 ダベリ ング

4
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授になられました。日本経済新聞の私の交

お帰りになってから久留米大学医学部の教

年になって初めて日本に帰られたんです。

す。医者ですから帰してくれないんですね。

敗するわけがないというんですけど、もし

というんです。あの清潔な集団が簡単に腐

ら、「中国共産党が腐敗なんかするものか」

化大革命は腐敗もあるんですと私が言った

あるんです。学長が出てきて、 、 人が

れから、 客員教授ですから辞令交付式が

んです。絹のレールじゃないんですね。そ

と普通のルートとは付き合いの範囲が違う

これはおもしろいと久留米大学にいた彼に

人」について書かれたのを偶然読みました。

遊抄に「何年も離れていて忘れられない友

稗田さんとか、こういう人たちは前の侵略

しょうね。岡崎嘉平太さんとか渡辺さんや

生きておられたら今なんとおっしゃるんで

いるんだなと痛切に感じましたね。全寮制

いると北京大学もいろいろと矛盾を抱えて

私一人のために出てきたんですね。話して

ぱく言っていたもんですから、私はそうい

で、一部屋に 人のカイコ部屋で部屋を増

た時に来いよ」
と。揚子江の中流、
下流に
「日

う人達の影響が強いですね。

には 年前までいたんですが、ヒルの一種

やす予算がない。

中国の農民の生活というのは、文献上だ

けでいいとこしか伝えない機関誌に頼ってい

たんですかと聞くと、結局渇水期に葦にガ

まれて団長として何人かといった。どうし

中国は矛盾をもっていると思うようになっ

のも事実です。しかし、それがくつがえり、

関誌に書かれたことを楽観的に受け止めた

研究所ではともすると中国の宣伝紙、機

の若い人たちで中国を考える人はそれこそ

てつかんでいったらいいのかわからない。今

との再構築に精いっぱいで、本質をどうやっ

けなくなりますね。今はその時に感じたこ

社会が見えてきた。そうすると、論文が書

たけど、だんだん取り払われて矛盾の塊の

ソリンを撒いて火をつけて焼くしかなかった

たのは 年代の終わりかな。 年から北京

で、人に吸い付くと肝臓が壊れるんですね。

んだと。その人は過去の日本の侵略行為を
なんとかしなきゃと熱っぽく言っていたんで

す。構内の三叉路のところに板塀があるん

大学経済学部の大学院で講義をしたんで

会のすごいこととそうでないマイナス面を

「群盲象をなでる」というように、中国社

すが、

冤罪を解くように全人代でやってくれとい

流が盛んになっているゆえに余計掴まえに

ないかという気がします。今の人たちは交

は動くぞと喜んでいました。実はその人が
胡耀邦が太行山脈の解放区で負傷したのを

うのが貼ってあった。あれを見て、こんなこ

注１ ： 広東省、広西チワン族自治区、海

治療した人なんです。彼に会いに来たんで

あって一本じゃないんだと思ってたんですが、

南省、香港、マカオの河川で生活する水上

くいんじゃないかと思いますね。

それから六四学生デモが始まるんです。こ

生活者

とできるんだと思ったんですね。下に署名

稗田さんがさかんにおっしゃったのは、解

れはなかなか矛盾の多い国だと。北京大学

注２ ： 中華民国の国旗

われたそうです。

放区においての清潔さと仁義を守るすばら

生を教えるルートで行っているので、ちょっ

すね。胡耀邦が主席で日本に来られた時、

3

もしてあるんです。中国共産党はいろいろ

89

7

命を救ってくれた恩人だと遺族を呼んで会

ですが、

年 月だったか、会った時に日中

これをどうにかするために 年に彭真に頼

6

含め全体をつかむのがかえって難しいのでは

89

年の 月に便箋一枚で誰と誰の

80

51

双方の本質理解の隔たり

本住血吸虫」がいるんです。これは山梨県

戦争を少しでも洗ってあげることを口すっ

8

お会いしたいと電話しました。「東京に帰っ

7

65
しさです。文革の話になった時ですね、文
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JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 中国ビジネス Q&A

場合の課税問題について

小嶋税務会計事務所
代表・税理士 小嶋大志

ハ）中国国内の PE で費用処理されていないこと。

子会社である S 社に出向した場合に、P 社が S 社との給与条

つまり、中国での国内通達では PE 課税を受けると推定利益

件の較差を補てんするためにその出向者に対して支給した給与

率の計算上、推定経費の中に出張者の人件費も含んでいるも

の額（S 社を経由して支給した給与の額を含む）は P 社の損

のと解され、出張者の給与が PE によって負担されていると解

金の額に算入することができるものとされている。ただし、こ

釈されます。そうすると、ハ）の要件である中国の PE で費用

の較差補てん金の損金算入は、S 社がその出向者に支給する

処理されていない、という要件に該当しなくなります。この結

給与の水準がその出向者が S 社の法人において提供する役務

果、出張者が中国で 183 日以内しか滞在していないにもかか

（勤務）の内容やそのレベル、責任の度合い等に照らして社会

わらず、自動的に個人所得税が滞在初日から課税されることと

通念上相当であることが大前提となっています。

なります。

②仮に、P 社が負担する給与負担金の額が過大であったと認

4. PE 認定を受けないために注意すべき点

定された場合、P 社と S 社は 100％の資本関係のため、移転

出向者が PE 認定を受けないために、どこに気をつけた

価格税制の対象となり、その過大補てん部分が全額損金不算

らよいか、この点について、2010 年 7 月に出された国税発

入の寄附金として取り扱われることになるものと思われます。

[2010]75 号第 5 条に下記のような通達が出ております。

③中国子会社の出向者に日本で留守宅手当として給与を支給

①親会社の PE と認定されない場合

するケースがあります。これは、日本の親会社から出向者に一

親会社が子会社の要求に応じて子会社の業務のために子会

定額の給与を支給しなければ、日本での年金などの社会保険

社へ派遣した人員の雇用主は子会社であり、子会社はその業

が切れてしまうことや、中国子会社の経営状態が思わしくない

務について支配権を有し、親会社ではなく、子会社がそのリ

ため、定められた給与を満額支給できないなど様々な要因が

スクと責任を負う。この場合には、これらの派遣者の活動は、

あります。この場合、法人税の基本通達では、出向先が経営

親会社の子会社所在国における恒久的施設とはならない。

不振で賞与を支給することができない場合や、出向先法人が

②親会社の PE と認定される場合

海外にあるため、出向元法人が支給する留守宅手当等につい

親会社が自社の業務のために子会社に人員を派遣している

ては、寄附金課税されないとされています。ただし、どの程

場合において、以下の基準のいずれかに合致すれば、これら

度の額までなら損金に認められるかといった基準は示されて

の派遣者が親会社のために勤務していると認定することがで

いないので、周りの状況を見ながら個々に判断する必要があり

きる。

ます。

イ ) 親会社が派遣者の業務について支配権を有し、かつ、そ

6. 最後に

のリスクと責任を負っている。

この４～５年、中国では外資系企業が PE 認定されるケース

ロ ) 子会社への派遣者の人数及び基準は親会社により決定さ

が著しく増加しました。一方、日本では PE 認定の話はあまり

れる。

聞くことはありません。これは、中国にはたくさんの技術者や

ハ ) 派遣者の給与は親会社が負担する

コンサルタントが派遣されてきているという背景があります。

ニ ) 親会社は、子会社への派遣者の活動により子会社から利

中国の税務当局としては、この現状を利用して PE 認定すると

益を獲得する

企業所得税だけではなく、個人所得税も増加するという、
「一

ここで注意すべき点は、PE と認定される場合の条件ですが、

粒で２度おいしい」うまみがあります。さらに、理論的には中

各基準の「全てに」合致する場合ではなく、
「いずれかに」合

国の PE に働きに来た人は、１日しか中国で働かなくても、個

致する場合は、PE 認定される可能性があるということです。

人所得税の申告書を出さなくてはならなくなります。このよう

PE 認定課税を防ぐために、出向者を出す際に、親子間で出向

に中国の現状と広範囲な税収アップが結び付き、結果として、

契約書を作成して、その契約書に現地での業務内容、出向の

PE 認定が厳しくなっているという背景があると思われます。

基準や期間、給与や税額、各種手当の負担などの取り扱いを

また、従来は、中国政府としては、中国に進出する企業とし

明記し、人員の派遣はコンサルタントの役務の提供ではなく、

ては外資ならば何でもよいという積極的な態度でした。外資

あくまでも単なる出向であることを示す必要があります。

が進出してくれば、税収や雇用が増えるというプラス面の影響

また、6 カ月のカウントの仕方ですが、国税函 [2007]403

が大きかったからです。しかし、経済成長をバックに国民の生

号によると、月の途中で入国や出国があった場合には、その

活水準が上昇してきたことから、低賃金型の単なる労働集約

月をそれぞれ 1 カ月として計算します。なお、その計算期間中

型の産業はこれ以上は不要で、環境技術やハイテクといった

に連続 30 日以上中国国内に滞在しない期間がある場合には、

コアな技術を持った企業に進出してほしいという意図がありま

1 カ月分減らすことができます。

す。こうした背景を踏まえて、中国子会社とのビジネスのあり

5. 給与の格差補てん金および日本払いの給与の取り扱い

方や社員の派遣の仕方などのあり方を今一度見直す必要があ

①法人税の取り扱いでは、親会社である P 社の使用人が中国

ります。
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中国ビジネス Q&A

中国子会社に出向者を赴任させる
日本でソフトウエアの開発・販売を行っている会社（Ｐ社）が、中国に 100% 子会社（Ｓ社）
を設立し、P 社の社員を S 社に出向させる計画です。中国の子会社に出向者を出す際に税務上
注意しなければならない点はどこでしょうか？また、出向社員の給与は基本的に S 社が負担しますが、
まだ設立間もないため、P 社は S 社との給与の格差を補てんする意向ですが、税務上、何か問題はあ
りますでしょうか？
1. PE とはなにか？

中国の課税の強化の傾向から、海外の親会社からの出向者も

国際課税の基本ルールとして、
「PE なければ課税

税務調査の対象とされ、PE として認定されているケースが増

なし」という基 本原則があります。PE とは、Permanent

え始めています。中国税務当局が出向者を PE として認定する

Establishment の略で、日本語では「恒久的施設」といわれ

法的根拠は日中租税条約の第 5 条第 5 項の項目です。

るものです。
「恒久的施設」とは一般的に、
「事業を行う一定

わかりやすくいいかえると、
「日本の会社の従業員が中国国

の場所であって企業がその事業の全体または一部を行ってい

内においてコンサルタント業務を提供している場合において、

る場所」をいい、具体的には、ａ）事業の管理の場所、ｂ）

その業務（プロジェクト）について 1 年間の間に 6 カ月超の期

支店、ｃ）事務所、ｄ）工場、ｅ）作業場、および、ｆ）鉱山、

間にわたって行われているときは、中国国内に PE を有してい

石油等天然資源を採取する場所をいいます。

ると認定する」
ということです。つまり出張か出向かは別にして、

反対に、日中租税条約において、
「PE とされない活動」に

日本の親会社の社員が中国の子会社でコンサルタントの役務

ついては、以下のとおり規定されています。

の提供を、6 カ月超行っていると日本の親会社の PE が中国に

イ）企業に属する物品または商品の保管、展示または引渡し

あるとみなされ、日本の親会社が中国で課税されるというこ

のためにのみ施設を利用すること

とです。

ロ）企業に属する物品または商品の在庫を保管、展示または

3. PE 認定を受けた時の課税

引渡しのためにのみ保管すること

PE 認定を受けた場合には、工商行政管理局で工商登記、

ハ）企業に属する物品または商品の在庫を他の企業による加

税務登記を行い申告納税を行います。一般的に関連する税目

工のためにのみ保有すること

は、企業所得税、営業税、個人所得税の 3 つです。

ニ）企業のために、物品もしくは商品を購入しまたは情報を収

①企業所得税

集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有す

企業所得税は、推定利益課税方式と呼ばれる方法で計算さ

ること

れます。課税対象となる営業取引額に推定利益率を乗じて課

ホ）企業のために、その他の準備的または補助的な性格の活

税所得額を算出し、
課税所得額に企業所得税率 25% を乗じて、

動を行うことのみを目的として事業を行う一定の場所。

企業所得税を計算します。

PE は租税条約上非常に重要な概念で、租税条約上の相手

営業取引額とは、契約上の取引額をさし、推定利益率とは、

国で事業所得が課税されるか否かを決定します。つまり、親

所轄の税務局との交渉により確定した利益率のことで、通常、

会社である P 社は中国国内に PE がある場合のみ、中国で申

10 ～ 40％の範囲で確定しますが、多くの場合 30％前後とさ

告納付義務があり、中国国内に PE がない場合は申告納付す

れています。

る義務はありません。

②営業税

2. PE 認定のリスク

営業税の計算方法は、課税対象となる営業取引額に営業税

P 社は S 社に出向者を出していますが、この事実のみを持っ

率（３％または５％）を乗じて計算します。ただし、営業税は

て中国国内に PE が存在するとはいえません。しかし、最近の

役務の提供地点において課税対象所得が生じた場合に課され
るものですので、PE の有無は課税関係に影響を与えません。

【日中租税条約第 5 条第 5 項】
一方の締約国（日本）の企業が他方の締約国（中国）において
使用人その他の職員を通じてコンサルタントの役務を提供する
場合には、このような活動が単一の工事（プロジェクト）又は複
数の工事（プロジェクト）について 12 か月の間に合計 6 カ月を
超える期間行われる時に限り、当該企業は、当該他方の締約国
（中国）内に「恒久的施設」を有するものとされる。
※日本から中国に出向者を派遣している前提で、
（
筆しています。
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）内を加

③個人所得税
短期滞在者免税の優遇措置が受けられなくなります。短期
滞在者免税とは、日中租税条約の 15 条で認められているもの
で、通称 183 日ルールとよばれています。内容は、出張者の
中国の滞在日数が 183 日以下であれば中国で個人所得税は課
されないというものです。ところが、183 日ルールの適用をう
けるためには、以下の３要件をすべて満たす必要があります。
イ）滞在日数が 183 日以下であること
ロ）中国の居住者でない組織から給与が支払われていること
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制度情報
2012 年 10 月の法令から

日公布

産者はリコールを実施する場合、規定に基づ

極的に推進する。新設される審査認可項目

他の化学品をいう。
（第 条）

主管機関は環境保護主管部門であることを

（ ）危険化学品の環境管理登記を担当する

規定した。
（第 条）

には法的根拠がなければならず、法定の手続

論証を行う。
（第 条）

きに厳格に従って合法、必要、合理的な審査

いてリコール計画を制定し、国務院品質監
督部門に届け出るほか、リコール計画に基づ

を加速する。事業者及び社会組織に適した

（ ）危険化学品の生産使用に関する環境管

理登記を行う企業の範囲を明確にした。
（第

条）

（ ）危険化学品の生産使用に関する環境管

理登記の手続きについて規定した。
（第 条）

（ ）危険化学品の生産使用企業が危険化学

る企業も生産者と見なされる。
（第 条）

海外から自動車製品を輸入して国内販売す

により製品合格証を交付される企業のほか、

設立された自動車製品を生産し、その名義

あることを明確にした。中国国内で法により

（ ）生産者がリコール開始手続きの主体で

る。事案が著しい場合は許可機関が許可証

違法所得がある場合は、違法所得も没収す

相当金額の ％以上 ％未満の罰金を科す。

監督部門は是正を命じ、欠陥自動車製品の

する等の事由のひとつがある場合、製品品質

したり、リコールを命じられてもこれを拒否

（ ）審査認可の公開をさらに進め、
「透明

ある。
（第 条）

門は手続き又はサービス窓口を設ける必要が

併せるほか、審査認可項目が比較的多い部

サービスの質を公開にて承諾する等の方法を

オンライン審査認可を推進して、審査認可と

備する。行政審査認可業績管理を強化し、

（ ）生産使用登記証の管理及び使用に関す

る際に提出する資料を明確にした。
（第 条）

品の生産使用に関する環境管理登記を申請す

条）

る問題を明確にした。
（第 条、第 条、第

9

速する。審査認可の権限を利用した規則・

認可の電子モニタリングシステムの推進を加

性の高い審査認可」を推進する。行政審査

（ ）中国にて輸出入を厳格に制限される危

ならない。

境保護主管部門にすみやかに報告しなければ

生産者は自動車製品に欠陥の可能性がある
ことを知った後、直ちに調査分析を行わな

法律に違反する案件を厳しく取り締まる。

険化学品リストに記載される危険化学品を

調整する。公民、法人又はその他の組織が

決定が取り消した行政審査認可項目リスト

（ 注 ） 本 決 定の附 属 書 類 は、 国 務 院の

きを行うことを明確にした。
（第 条）

を行い、関連証書に従って税関にて通関手続

管部門にて危険化学品輸出入環境管理登記

輸出入する企業は、予め国務院環境保護主

品質監督部門は、検査の結果、自動車製品

（ ）企業が危険化学品の輸出入環境管理登
なっている。
（全 条）

た行政審査認可項目リスト（143 項）と
構が自律的に管理できる事項については、政

（171 項目）及び国務院の決定が調整し

販売、輸入を直ちに停止してリコールを行う。

（第 条）

整に関する国務院の決定』

学品に新たな危害特性を発見した場合、環

（ ）危険化学品の生産使用企業は、危険化

13

（国務院弁公庁 2012 年 月 日公布 同日

（ ）リコール手続きの開始条件を規定し、

12

自主的に決定でき、市場競争メカニズムによ

条）

接管理の方法を採用できる事項については、

Ⅱ 部門レベル
一律事前審査認可を取り止める。部門規則、

2013 年 月 日施行）

（ 環 境 保 護 部 2012 年

府はこれから退く。事後の監督管理及び間

を規定した。リコールを実施する欠陥自動

文書等の形式により行政許可法の規定に違

月

日公布

険化学品安全管理条例』が規定する「危険

化学品リスト」に記載される毒劇物及びその

16

た。
（第 条）

記を申請する際に提出する資料を明確にし

9

（ ）国務院環境保護主管部門が、それに所

した。
（第 条）

を委託する際の具体的な業務について明確に

険化学品の輸出入環境管理登記の引き受け

属し、化学品環境管理に従事する機構に危

10

（ ）生産者のリコールプロセスにおける義務

車製品について、生産者はすみやかに是正又

反して下された行政許可は期限を定めて是

10

（ ）本弁法において危険化学品とは、
『危

1

、
『危険化学品環境管理登記弁法（試行）
』

等の措置を講じて欠陥を排除し、欠陥を排

正しなければならない。審査認可項目を常

3

1

1

17

（ ）重点環境管理対象危険化学品及びその

18

は補足ラベルを付して、修理、交換、返品

除するための費用及び欠陥自動車製品の輸

に整理するメカニズムを確立する。
（第 条）
（ ）行政審査認可に関する規範化建設を積

1

10

（ ）行政審査認可項目をさらに取り消し、

8
り効果的に調節でき、業界組織又は仲介機

5

してリコールをさせなければならない。
（第

23

に欠陥があると認めた場合、生産者に通知

9

、
『第六回行政審査認可項目の取消及び調

6

7 14

ければならず、自動車製品に欠陥のあること

4

施行）

5

が確認された場合、欠陥自動車製品の生産、

29

10

24

1

送費用を負担しなければならない。
（第 条）
19

（ ）リコールの基本手続きを規定した。生

2

特徴ある汚染物の排出状況についてモニタリ

11

6

1

2

8

2

3

4 12

5

40
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2

いてリコールを実施しなければならない。生

（ ）事業者改革と社会組織管理改革の推進

性報告及びリコール総括報告を提出しなけ

事務業務及び管理サービス事項については、

産者はさらに規定に基づいてリコールの段階

ればならない。
（第 条、第 条）

事業者又は社会組織に委託する。
（第 条）

4

Ⅰ 国務院レベル

月

門、自動車主管部門、商務部門、税関、公

定に違反して、生産販売や欠陥自動車製品

（ ）行政審査認可サービス体系をさらに整

委託、入札募集、契約外注等の方法により、

生産、販売、輸入、登記検査、メンテナンス、

の輸入を停止しなかったり、欠陥の状況を隠

（ ）処罰を強化した。生産者に本条例の規

消費者のクレーム等の情報の共有メカニズム

安交通部門、工商部門等は、自動車製品の

2

3

2

、
『欠陥自動車製品リコール管理条例』

2013 年 月 日施行）

22

（ ）情報共有制度を確立する。品質監督部

1

を構築する。
（第 条）

8

20

1

を取り上げる。
（第 条）
（全 条）

3

6

3

4

4

16

1

6

5

6

10

1

（ 国 務 院 弁 公 庁 2012 年

日本部監修 www.aaalawfirm.com

北京市大地法律事務所
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【掲載法令一覧表】2012 年 10 月の法令から
Ⅰ 国務院レベル

ングを行うことを規
（中国証券監督管理委員会 2012 年 月 日

る試行規定」改正の決定』

公布 同日施行）

定した。
（第 条）

監督管理を行う部門であることを規定した。

（全
き条件を明確にした。
（第 条、第 条）

る証券会社への変更を申請する際に具備すべ

管理年度報告書を公

年、危険化学品環境

営し、信用があり、過去 年間、重大な法律

次のとおり改正した。
「連続して 年以上経

な法律又は規則違反の記録がない場合。
」を、

以上経営し、信用があり、過去 年間、重大

（ ）外国資本が資本参加する証券会社の外

致すべき条件を明確に規定した。
（第 条）

国株主が具備すべき条件を明確に規定した。
（第 条）

条）

（第 条）

（ ）外国資本が資本参加する証券会社が経

営できる業務の範囲を規定した。
（第 条）

表し、危険化学品台

（ ）外国資本が資本参加する証券会社が合

帳を設置する義務が
又は規則違反の記録がない場合。
」
（第 条）

、
『外商投資企業の持分出資に関する商務

部の暫定施行規定』

月 日施行）

（商務部 2012 年 月 日公布 2012 年

（ ）審査認可機関及びその審査認可権限を

等の方法により他の証券会社をすでに支配し

前に、証券会社が設立、譲受、持分引受け

本が資本参加する証券会社の国内株主には、

備えなければならない旨規定された。外国資

する証券会社の株主としての資格・条件を

内株主は、中国証券監督管理委員会の規定

省、自治区、直轄市及び計画単列市の商務

査認可を受けなければならない場合を除き、

商投資審査認可管理規定により商務部の審

共和国商務部又は地方商務部門であり、外

明確に規定した。審査認可機関は中華人民

産使用企業、重点環

第 条、第 条及び第 条に規定する要求

ている場合、本規定施行の日から 年以内に

（ ）外国資本が資本参加する証券会社の国

19
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企業、危険化学品環

危険化学品の輸出入

する場合、本規定施行の日から 年以内に

引受け等の方法により他の証券会社を支配

り改正した。
「証券会社が設立、譲受、持分

を満たさなければならない。
」を、次のとお

ない。

する証券会社に変更する場合はこの限りでは

但し、内資証券会社を外国資本が資本参加

内資証券会社を 社含まなければならない。

が明らかで、権限が整備されていなければな

部門が審査認可を行う。
（第 条）

危険化学品環境管理

書作成機構、違法に

第 条、第 条及び第 条に規定する要求

に従事する作業者の

条乃至第

法的責任を規定した。

条）

を満たさなければならない。
」
（第 条）
（全
条）

、
『外国資本が資本参加する証券会社の設

（ ）持分出資の条件及び禁止性規定を詳し

3

当該企業はさらに法により認可を受けて設立

く定めた。出資に用いる持分は権利の帰属

物により出資することができる。外国株主は、

されており、外商投資産業政策に合致してい

（中国証券監督管理委員会 2012 年 月 日

立規則』

比率を規定した。
（第 条）

本参加する証券会社の保有する権利利益の

（ ）持分出資の後、被投資企業と持分企業

並びにその直接又は間接の持分企業は、
『指

導外商投資方向規定』
、
『外商投資産業指導

産使用に関する環境

内に危険化学品の生

資証券会社の持分を譲受、引受けて、内資

る証券会社、及び外国投資家が法により内

と国内株主が法により共同出資して設立す

加する証券会社」について定義し、外国株主

立申請は、全株主が共同で指名する代表又

（ ）外国資本が資本参加する証券会社の設

たすべきことを明確に規定した。
（第 条）

管理委員会の規定する任職資格・条件を満

事、監事及び高級管理者は、中国証券監督

その他の非貨幣財産評価額の出資額の和は、

上回ってはならない。さらに持分出資金額と

（ ）出資に用いる持分は国内の評価機関の

致すべきことを明確にした。
（第 条）

目録』及びその他の外商投資関連規定に合

管理登記を終えなけ

は委託代理人が行うこと、また、中国証券

（ ）外国資本が資本参加する証券会社の董

なければならない。
（第 条）

自由兌換通貨により出資しなければならない。
（第 条）

設立済みの危険化学

第 回改正 同日施行）

（ ）外国株主の持分比率又は外国資本が資

品の生産使用企業は、

ればならない旨規定

証券会社が法により変更される証券会社を

その登録資本の ％を超えてはならないこと
（ ）中国証券監督管理委員会は、外国資

いうとした。
（第 条）

規定した。
（第 条）

定するが、これは評価機関による評価価額を

評価を受け、評価を基礎として評価額を決

5

も規定した。
（第 条、第 条、第 条）
（全

条）

8

した。
（第 条）
（全

監督管理委員会に提出すべき文書についても
、
『
「証券会社によ

条）

（ ）内資証券会社が外国資本が資本参加す

7

2012/10/10

2013/3/1
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証監会公告［2012］27 号

2012/10/11

2012/10/11
2012/10/11
第 2 回改正

2012/10/11
2012/9/21

2012/10/22

（第

9

（ ）本規則において、
「外国資本が資本参

4

環境保護部、発展改革委員会、
商務部公告 2012 年第 55 号

（ ）危険化学品の生
（ ）第 条第 項を従来の「連続して 年

あることを明確にし

（ ）第 条を従来の「本規定が施行される

9

産使用企業には、毎

た。
（第 条、
第 条）

18

21

10

2

らず、持分企業が外商投資企業である場合、

9

（ ）国内株主は、現金及び経営に必須の現

4

4

本が資本参加する証券会社の審査認可及び

70

6

環境保護部
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5

3

3

4
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4
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商務部令 2012 年第 8 号

6

11
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1
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本弁法施行後 年以
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国発 [2012]44 号

（ ）本弁法施行前に
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1
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2012/10/22
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5

2

10
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法令番号

『「証券会社による子会社設立に関する試行規定」
改正の決定』

発令元
法令名称
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association
Japan China
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2012 年 10 月
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Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
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association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
10/28
〜 11/1

2012 中国水博覧会・中国国際膜および水処理技術及び装備博覧会に参
nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
加訪中
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
10 月 29 日～ 31 日、中国・水利部が提唱し、中国膜工業協会、中国水

利学会が共同で主催する
「2012
中国水博覧会・中国国際膜及水処理技術
nomic
association
Japan
China
Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan China
Economic a
及び装備博覧会」に当会ブースを出展するため、専門家、会員企業とともに
訪中した。当博覧会は、約 5 万人が出展・観覧参加する大変盛況なもので、

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
当会ブースでは、当会の紹介をはじめ、日本の上下水道の先進処理事例や、
海水淡水化プラントの概要、工業廃水処

多くの来場者が行き交う会場
nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan China
Economic a
理、会員企業の技術紹介などをパネルで
4/24

展示し、来場者へ説明を行った。

また、期間中行われた
「中国（国際）水ビジネスハイレベル論壇」を傍聴
nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan China
Economic a
し、中国の水ビジネス企業との交流を通じて最新動向について理解を深める

一方、当博覧会へ出展した日本企業とも意見交換し、中国での日本の技術・

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan China
Economic a
来場者でにぎわう当会出展ブース
設備普及への可能性と課題等について直接現場で実感することができた。
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Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a

10/29
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Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a

2012 年度関西地区会員等懇談会を開催

当協会は 10 月 29 日、大阪市内で「2012 年度関西地区会員等懇談会」を開催した。関西地区の賛助会員

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
をはじめとする産官学各界から約 120 人が出席し、井上礼之副会長・関西本部長の挨拶および岡本巖理事長
による最近の日中経済関係についての報告の後、懇談を行った。また、国際関係・外交の研究で著名な星野

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China 18
Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
俊也大阪大学大学院国際公共政策研究科長・教授を招き、間近に控えた中国共産党第
期全国代表大会
とアメリカ大統領選挙がもたらす国際情勢の変化に関する理解を深めるため、
「日米中関係の行方と日本の課

題」をテーマに講演いただいた。
nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
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association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
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nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan
China
Economic
association
Japan China
Economic a
2012
年 10 月の日中東北開発協会の活動から

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
■「中国東北地区を北東アジアに開放する計画要綱」発表
８月 9 日に黒龍江省鶴崗市で開催された第４回東北地区東部（12+2）地域協力円卓会議で、国家発展改革

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
委員会東北振興司は『中国東北地区を北東アジアに向けて開放する計画要綱』を発表した。この要綱では、中
国東北地区を北東アジアに向けて開放する重要な中枢、全国における対外開放戦略の重点地区、先進的な生産

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
要素が集まる現代産業基地として構築することが計画されている。また、中国東北地区がロシアや北朝鮮に隣
接する地理的優位性を発揮し、東北東部鉄道（今年 9 月に全線開通）と高速道路など９カ所の建設を契機に、

nomic
association
Japan
China Economic
association
Japan
China Economic
association
apan China
Economic
association
Japan China
Economic
association
Japan China
Economic a
地域産業のグレードアップと資源の調整・統合を行い、沿線の重点都市を基盤とし、丹東港を拠点にして、東
北地区を新たな海へのルートと対外開放の重要な窓口に構築することが盛り込まれている。
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apan China
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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

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

-11.7
-3.8

7,512.6

7,851.7

6.2943

6.3249

6.3410

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

1,108.6

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

1,389.4

日中貿易輸出入収支

億ドル

-183.0

-129.1

-37.1

-219.3

-89.1

-176.2

-280.9

-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

-5.7
7.5

447

872

20.5

40.7

-1.1

12.5

-3.8

16.7

-8.1
4.5

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ジェトロ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）対中直接投資は金融分野（銀行・証券・保険）
マネーサプライ、
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 （注8）
(出所）
『中国統計年鑑』
『中国統計摘要』
、
『中国海関統計』
、
『中国投資白書』
、
、
国家統計局・商務部
元以上に引き上げた。
発表等から日中経済協会が作成。
日本の対中直接投資は商務部資料による。
（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9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
953,834

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
-14.1

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

8,799,494

-9.8

11,029,023

2.7

19,828,517

-3.2

-2,229,529

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
-329,482

-4.3
-8.0
-0.8
0.6
6.9
-5.8
-4.0
-8.5
-4.7

2,071,536
1,918,170
2,465,634
2,265,889
2,235,680
2,191,041
2,268,644
2,174,773
2,237,150

7.6
-0.4
4.0
7.6
10.0
-4.5
3.3
-7.3
3.8

1,330,561
917,553
1,328,858
1,270,825
1,269,781
1,159,565
1,259,990
1,208,574
1,283,316

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
化学製品

有機化合物
医薬品

プラスチック

価

額

966,199

1,983

31,539
15,921

131,819

8月

伸

率

価

9月

額

-9.9

953,834

-16.8

32,411

-7.4

131,948

40.8
35.3

2,357

16,024

43,428

-17.3

52,868

50,370

-5.5

46,796

4,133

37.5

2,813

原料別製品

132,455

-13.8

131,625

非鉄金属

26,911

-17.4

30,670

19,209

-5.0

16,525

5,658

-10.4

4,875

197,499

-16.7

171,081

-16.4

2,153

鉄鋼

46,548

金属製品

17,324

非金属鉱物製品

13,207

織物用糸･繊維製品
ゴム製品

紙類･紙製品

一般機械

2,974

-20.7

44,267

1.6

17,777

-8.5

14,020

-21.0

2,949

20,579

-42.4

19,077

13,974

-7.9

13,577

14,656

-13.1

11,716

5,280

-46.4

5,045

5,736

-25.1

6,843

電気機器

236,131

-8.0

247,472

（ＩＣ）

57,570

-13.3

63,212

-12.6

16,637

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
荷役機械

加熱用・冷却用機器
繊維機械

ベアリング
半導体等電子部品
映像機器

（影像記録･再生機器）
（テレビ受像機）
音響機器

音響・映像機器の部分品
重電機器
通信機

電気計測機器

電気回路等の機器
電池

輸送用機器
自動車

（乗用車）

（バス、
トラック）
自動車の部分品
二輪自動車
船舶

その他

科学光学機器

写真用・映画用材料

記録媒体（含記録済）
（注1）9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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2,379

44,925
3,197
5,915
6,051

28.3

36,065

-68.3

2,499

6.2

4,603

-18.2

6,033

-5.8

86,796

-12.6

16,896

349

-14.1

258

10,603

-15.7

10,173

84,014
16,296

15,947
162

12,369

-56.6

175

-26.0

15,049

10.2

18,662

6,829

5,753

-44.1

35,713

-12.7

40,759

90,607

-14.0

87,885

39,613

-5.5

33,883

-11.4

52,120

20,451
9,755

40,380
762

48,688
21

128,245

9.3

-13.2
-83.1

8,783

34,662
774

-35.3

7

1.5

133,031

4.3

4,347

ZENGEN

58,984

9.4

60,964

1,217

-40.9

1,729

4,689

伸

率

価

1〜9月合計
額

-14.1

8,799,494

-7.2

318,092

-3.5

1,174,687

100.7
7.0

4.6

-16.3

-8.3

115,080

-9.4

421,600

-4.4

435,285

-10.6

431,981

-17.1

29,857

-9.4

253,490

-15.4
1.5

-26.1

-14.6

-9.8

31.9

1,217,011

1.3

率

20,923

-12.5
-19.7

伸

157,489
178,647
110,630

50,601
28,587

0.7

-8.0
8.1

-11.5
-6.7
-2.7
-6.0

-14.6
-13.7
-22.5

-29.1

1,859,537

-24.1

-18.4

19,973

-15.3

-48.7

238,612

-31.2
-1.4

-13.2

134,494

-33.1

132,509

-22.6

-53.7

64,123

-45.6

22.5

64,787

-27.7

-6.8

2,074,467

8.3

-73.0
-4.4

-18.5

338,104
52,668
52,667
58,502

7.9

-53.9

-14.1
-13.6
-5.9

733,962

-5.4

27.7

140,317

24.4

73.3

2,719

-19.2

86,152

-14.1

55,438

-33.2

-9.6

-12.9

27.2
-61.6
-27.5

513,392
137,597

1,896

-13.0

129,095

-11.9

173,839

-6.6

76,346

-4.9
-8.8

-32.1

-44.5
-39.6

333,265
931,519

428,248
386,715

-7.5

25.7

-53.5

-12.4
-2.0
-9.7
-9.3
3.1
8.2

13.3

41,378

-24.0

92

-52.1

-2.0

1,088,179

0.7

-15.8

41,473

-2.3

-87.9
-17.5

480,191

-30.5

2.5

-24.8

486,881
14,333

0.2

8.7

-17.4
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2012年 日本の対中商品別輸入額
（単位：100万円、
％）
品

目

総額

食料品

魚介類

（えび）

価

8月

額

9月

額

1,283,316

18,283

-7.1

16,049

4.6

8,405

27.5

2,615

12.2

5,572

4.3

17,221

原料品

15,866

鉄鉱石

436

153.8

5,134

195

6.6

-93.5

1,843

156

-71.9

7

2,223

化学製品

66,213

医薬品

4,385

18,555

-99.6

9

32

9,933

電算機類（含周辺機器）
電算機類の部分品

電気機器

半導体等電子部品

16,650

-23.9

-5.5
-2.2

167,279

123,073

-26.1

-5.9

36,437

-2.8

306,494

-0.6

-6.6

9,247

1.0

88,196

-3.0

54,101

27.0

-5.0
-2.7

36,057
18,397

83,338

-15.7

285,176

-35.7
3.6

-5.9

135,833
329,933

167,974

-11.0

920,397

-8.0

352,741

27.7

2,822,308

7.4

30.8

11,259

14.3

83,719

-14.4

127,654

-28.5

23,938

220,770

-33.5

549,357

重電機器

21,854

-11.9

21,170

-3.6

201,540

自動車

自動車の部分品
航空機類

その他

科学光学機器

衣類･同付属品
家具

バッグ類

6,689

24,635

-50.3

157.5

1.7

25,405

-2.7

230,933

10.8

16,389

-0.7

136,949

1.9

442,246

2.6

3,387,631

-5.2

230,576

-3.6

1,510,018

5.2

21,443

13.8

201,284

12.6

7

-71.4

28,102

16.7

27,152

1.9

209,533

23,320

-35.0

181,441

157,140

24.4

429,252

11,260

25.5

11.9

169

15,213

24,620

-1.7

47,649

電気計測機器

3.8

87,298

-3.7

11.9

-39.5

輸送機器

5.0

1,866,172

5,037

49,420

91,797

-9.0

-4.1

7.8

音響映像機器（含部品）

通信機

-1.2

-42.5

11,883

179,446

10,708

-6.8

10,077

-38.1

30.6

（影像記録･再生機器）

-21.8

-1.4

-11.6

11,125

-29.7

1,298,581

23,029

（IC）

-68.8

-9.5

178,564

23,602

-16.3

39,669

木製品等（除家具）

-1.5

231

60.9

11.2

35,485

20.0

-50.6

5,170

5,077

織物用糸･繊維製品

-15.1

158.5

16,715

67.0

10,250

2.0

-34.9

8.8

4.6

19.2

619,414

12,251

7.3

-29.0

-24.4

17,326

7.7

80,874

65,477

-4.8

7.5

29.9

-31.6

1,198

非鉄金属

5,354

6

2,784

42,767

137,440

17,962

15.1

49.1

-12.3

35,112

ZENGEN

17,787

4,931

141,023
13,705

-8.1

52,101

-56.0

原料別製品

原動機

2.1

24,656

279.8

626

一般機械

154,794

896

208.8

非金属鉱物製品

5.5

141,481

38

金属製品

14.1

7,669

-5.5

1,098

鉄鋼

84,576

14,591

-76.8

有機化合物

-0.6

5.4

835

（一般炭）

4.6

581,631

-3.2

-15.5

率

183,588

5,542

石油製品

石炭

伸

-11.7

10.6

7,164

液化石油ガス

額

2.7

2,315

-56.3

液化天然ガス

1〜9月合計

11,029,023

-11.4

4,429

（揮発油）

価

3.8

4.5

1,241

鉱物性燃料

原油及び粗油

率

16,250

0

大豆

58,807

伸

0.8

1,970

非鉄金属鉱

2.8

1,116

野菜

木材

価

-7.3

63,417

10,159

果実

率

1,208,574

肉類

穀物類

伸

6,914

17.8

161

102.9

9

-74.7

25,535

8.1

28,518

2.0

970,899

62,355

4.2
1.6
0.0

1.4

-15.7
-2.4

46.3
23.1
16.2

1,196

21.4

236

-45.0

235,910

12.0

246,026

11.4

30.0
5.2

-1.9

12.8

（注1）8月の数値は確報値。9月の数値は速報値。
（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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2012年9月の主な出来事
中
１

２

３

４

５

６

15

19

20

21
26

27

28

国

国家統計局、中国物流購買連合会、8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0.9ポイント低下の49.2となり4カ
月連続で悪化。
梁光烈国防相はスリランカを訪問し、スリランカ国防・都市開発省傘
下の学校の整備に3,000万㌦の資金援助を表明。
温家宝首相は新疆ウイグル自治区ウルムチでカンボジアのフン・セ
ン首相と会談し、カンボジアに対し総額5億㌦超の融資で合意。
商務省、旧電器電子製品経営管理方法（意見募集稿）を発表。政府
はこれにより電器・電子製品の買い取り・メンテナンス・修理・販売に
関する規範化を目指す。
国有大手の中国アルミはモンゴル石炭大手のサウスゴビ・リソーシ
ーズの買収を断念。
大手銀行の不良債権が拡大傾向。大手8行中6行が昨年末から不良
債権残高を増やす。増加幅は、大手8行全体で1%増、民生銀行19%
増、忠信銀行10%増、招商銀行8%増。
重機大手の濰柴動力（山東省）は独フォークリフト大手キオン社の株
式25%を取得するとともに、キオンＧの油圧機器事業を分離して作る
新会社の株式70%を取得、総投資額は7億3,800万ユーロ。
投資会社の江蘇泛域国際ハイテク産業は技術力の高い日本の中
堅・中小企業の積極誘致のため内陸部の自治体（金壇市）と連携し
て工業団地の土地を通常価格の3分の1で提供するとともに進出後
5年間税制面などで優遇。同社は日本事務所を9月開設。
世界2位のパソコン大手レノボ・グループはブラジル家電メーカー
のデジプラスの完全子会社化を発表。買収額は110億円。
ＥＵの欧州委員会は中国の太陽光パネルメーカーに対するダンピ
ング調査を開始すると発表。調査には15カ月要する見通し、十分な
証拠があれば反ダンピング関税を課す方針。
国家統計局、9月の消費者物価指数は前年同月比1.9%の上昇。5月
の同3%、6月の同2.2%、7月の同1.8%、8月の同2.0%と鈍化傾向が継
続。また9月の工業生産者出荷価格指数は同3.6%の下落で7カ月連
続のマイナス。
中国商務部、8月の対中直接投資の実行額は83.3億㌦で前年同月
比1.4%減。マイナスはこの10カ月で9度目。12年1～8月期の対中直
接投資は750億㌦で前年同期比3.４%減。報道官は欧州債務危機に
端を発した欧米等の景気減速に伴う中国景況の低迷に加えて尖閣
をめぐる日中間の対立がマイナスの影響を与えたとする。
財政部・国家発展改革委員会、通関時に徴収していた税関監督管
理手数料を10月1日から廃止すると発表。
家電大手の海爾集団はニュージーランド家電大手のフィッシャー・
アンド・パイゲル・アプライアンシズに対し完全買収を提案、買収額
は8億6,900万ＮＺ㌦（570億円）、海外進出をさらに加速化。
独フォルクスワーゲンは天津市に2億3,000万ユーロを投資し変速
機工場を新設。14年末完成予定、1500人を現地新規採用。
上海株式市場の代表指数である上海総合株価指数は26日一時199
9.48まで続落し、リーマンショックの影響が残る09年2月以来ほぼ3
年7カ月ぶりに2000台を割り込む。終値は前日より1.24%安い2004.17
と99年初めに並ぶ安値。
国家統計局、12年１～8月の全国の一定規模以上の工業利益総額
は3兆597億元で前年同期比3.1%減、内訳は、国有・国有持株企業
が839億元で同12.７%減、集体企業が485億元で同7.0%増、株式制
企業が1兆7,814億元で同1.9%減、外資系企業が7,034億元で同12.
７%減、民営企業が9,454億元で同15.1%増。
国家統計局、鋼鉄工業協会、8月の鋼材生産量は7881万㌧で前年
同月比1.1％増と前月の同6.5%増から大きく縮小、リーマンショック後
の09年3月の同1.2％増以来の低い伸びに留まる。粗鋼生産量は58
70万㌧で同1.7%減と7カ月ぶりの前年割れ。国内鋼材総合価格指数
は101.53で同25%マイナスであり価格下落圧力は引き続き強い。
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サントリー子会社のサントリーミドリエはトヨタ自動車と合弁のトヨタ
サントリーミドリエ上海園芸を設立し、機能性人工培土を使って中
国政府機関ビル、中国企業ビル、富裕層邸宅の屋内緑化、屋上
緑化、壁面緑化などの緑化事場を進める。
中国政府が日本製ステンレス・シームレスパイプの日本企業の対
中輸出に対してアンチダンピング措置を検討している件、中国政
府は審査期限を 13 年 3 月まで延長すると発表、理由は明らかに
していないが、中国側としてＷＴＯルールに基づくダンピング率
算定根拠の開示が出来ていないことが背景の一つ。
蝶理はアルミ箔メーカーの中国の呉江飛薬（江蘇省）の株式 30%
を 3 億 3,000 万円で取得。家電分野向けに拡販を目指す。
住友化学はテレビ用液晶パネルの主要部材である偏光板の中
国生産を当面見合す。同社は 200 億～300 億円を投じて同製品
の新工場を中国に建設する計画であったが、昨今の液晶テレビ
の需要不振や従来の偏光板に代わる表示装置の世代交代が予
想されるため、この分野における中国の新規投資計画を留保。
既存プラントにおける生産だけで当面市場対応。
国分は中国の電子商取引最大手のアリババグループと提携。ア
リババのインターネット通販サイトに仮想店舗を日本の食品卸とし
て初めて出店。日本のメーカー1 万社から商品を集める。
三菱自動車は中国の自動車メーカー大手の広州汽車グループ
の子会社である広汽三菱汽車の株式50%を三菱商事と共同で譲
り受け正式に完成車生産資格のある合弁会社を設立、中国市場
開拓を一段と加速化。
日本政府による尖閣諸島の国有化に抗議する反日デモが中国
各地で広がり、一部は暴徒化し日系企業の店舗や工場を破壊。
三井物産は香港最大の商社であるリー＆フングループ傘下のエ
ル・エフロジスティクスと共同で中国含むアジア地域に進出する
日系企業のための国際物流サービスを開始。
北京、上海、天津、青島、広州など主要な税関当局が日系企業
による日本からの輸入品の通関検査率を 100%近くに引き上げる
など通関検査を厳格化。尖閣問題に絡み中国政府による対日経
済制裁の一環とみられる。
中日友好協会は 27 日北京で予定されていた日中国交正常化 40
周年記念式典の中止を通告。
日中経済協会は 25 日から予定していた北京への訪中代表団の
派遣を延期。
日本政府による尖閣諸島の国有化以降初めて北京で開かれた
日中の外務次官級協議は尖閣領有をめぐる主張は平行線だっ
たが、今後とも事態打開のための協議を続けるということで一致。
日本政府による尖閣諸島の国有化に反発した中国の反日デモの
影響を受け、デモがピークを迎えてから 1 週間経った 25 日、26
日になっても操業を見合わせている日系工場は少なくない。
日清紡ブレーキは 9 月江蘇省常熱市に開設したブレーキ摩擦材
工場の生産能力を 16 年内に現能力の 4 倍に引き上げると発表。
日系乗用車メーカー8 社の 8 月の中国販売台数は中国での不買
運動の影響などで 4 社が前年同月比マイナス。各社生産調整に
入った。8月の各社実績は、トヨタが同15.1減、日産が同0.6%増、
ホンダが同14.9%増、マツダが同5.5%減、三菱自が同33.4%減、ス
ズキが同 7.0%減、富士重が同 6.9%増。
参天製薬は中国に販売会社を新設。資本金12億5,000万円で同
社が全額出資、自社現地生産品に加えて輸入販売も手掛ける。
日中間の政治的関係の悪化の影響を受けて、8～10 月に予定さ
れていた中国との交流事業を全国 22 府県が中止・延期。
経団連米倉弘昌会長や日中友好団体トップの国会議員らは 27
日北京入りし共産党序列 4 位賈慶林全国政治協商会議主席と会
談。
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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URL http://www.tokyo-kansho.co.jp
Fax.(03)3453-8192
●最寄りの書店、政府刊行物東京サービス・ステーションでもご購入できます。

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

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

一般財団法人 日中経済協会

