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巻頭言

着実な日中経済交流の前進を
一般財団法人 日中経済協会会長
トヨタ自動車株式会社名誉会長

勝にて新たな年をお迎えのことと、お慶び申し上げ

けましておめでとうございます。皆さまには、ご健

市および周辺都市へのミッション派遣などの具体的活動を始

上げた「中国大気汚染改善協力ネットワーク」による北京

昨年の日中関係は、政治・外交面では厳しい状況が続き

びクリーンエネルギー分野の日中協力案件マッチ・メイキン

て、大気汚染問題の根本的解決に資する省エネルギーおよ

めたことを紹介し、中国側から高い評価を得ました。加え

ましたが、そのような中でも、年後半以降、日本企業の中

グのプラットフォームである「日中省エネルギー・環境総合

ます。

国ビジネスや中国からの観光客など交流回復の動きが現れ

フォーラム」第 回（於北京）の早期開催を提案し、中国
月に小規模・ハイパワードの訪

ました。
日中経済協会は、昨年

月下旬には 178 人にのぼる参加者を得て、

中代表団を派遣し、日中経済関係の早期正常化をアピール
しました。

回全体

導部の 2020 年をにらんだ経済・社会の基本方針を決
期中央委員会第

中全会で決定された 項目に及ぶ改革の具

側の理解を得ました。
中国では、

体 化が逐 次 発 表され、 経 済 発 展モデルの転 換を 図りつつ、

巡航速度での成長が見込まれています。日本国内産業の活

性化と日本企業のさらなる国際展開を柱とするアベノミク

スの第 の矢である成長戦略が本番を迎えつつあります。

スポーツ、青少年交流等においても、回復の機運は高まり

新年にあたり、このような日中両国がその経済の相互依

日本側からはアベノミクスの下での日本経済再生の動きを

つつあります。こうした各分野の交流の回復・拡大を通じて、

会議）が終わった直後のタイミングで、汪洋副総理と会見し

説明すると共に、中国の持続可能成長と日中産業協力拡

相互理解の増進と国民感情の改善が図られ、これらの進展

存・補完の関係を再認識し、お互いの利益のために、まず

大についての経済界の考えを説明しました。同時に、深刻

ます。

と共に両国関係全般の改善が前進することを切に祈念致し
月に立ち

な中国の大気汚染の改善のため、日本の知見や技術を役立

たほか、中国政府の経済担当部門幹部の方々との率直な意

中全会（中国共産党第

60

は経済の分野で交流と協力をさらに深化させていくことを

める

8

見交換を行い、
これらを通じて、広範かつ野心的な改革アジェ

3

願 うものであります。これに加えて、 観 光、 文 化、 教 育、

18

3

3

第 回日中経済協会訪中代表団を派遣しました。中国新指

11

ンダとその実行に向けた決意を伺うことができました。

3

39

3

てるべく、日中経済協会が事務局となって昨年
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揺るぎない日中関係を目指して

医療など「課題先進国」日本との経済

端技術を有し、省エネ・環境・介護

たが、その直前に発生した尖閣諸島

する時期に協会訪中団派遣を計画し

の国交正常化 周年記念式典に連接

日から 日まで北京を訪問した。

野心的な改革アジェンダを決定したこ

年欠かさず日本経済界の指導者を中

日中経済協会は 1975 年以来毎

この状況を速やかに正常化すべきであ

は、その直後に両国相互の利益のため

大会直後の３月 、 日に張会長を

新指導部人事を決める全国人民代表

中国側に提案した。その結果、中国の

く、延期された訪中代表団の派遣を

の旨を中国国家指導者に直接訴えるべ

2013年度日中経済協会訪中代表団

交流の回復・拡大について、日本側は

を巡る外交上の問題および日中関係

と、②その多くは今後の実行に待つも

るとの緊急提言を発出すると共に、こ

21

22

団長とする 人の小規模ハイパワード

20

年度に入り、中国経済について、

国側から強い期待の表明があった。

立ち上げたことを紹介したところ、中

や技術を提供する協力ネットワークを

公共団体等の参画も得て日本の知見

善のため、日本の産業界を中心に地方

の際、張団長から中国の大気汚染改

必要性につき共通認識を確認した。そ

を成す日中経済関係の早期正常化の

あるが、日中戦略的互恵関係の基礎

導者等と会見した。外交上の問題は

副主席、経済官庁および外交当局指

の訪中代表団を派遣し、李源潮国家

汪洋副総理

2013年度日中経済協会
訪中代表団を振り返る
日中経済協会理事長

可能な成長パターンへの転換可能性が

巖

2013 年度の日中経済協会訪中

あること、③そして今後の実行のため

岡本

代表団（団長：張富士夫会長）は、

には中国内外の民間企業の活力の活

年は、９月下旬に北京で開催予定

もとより中国側にも強い意欲がある

険悪化により延期を余儀なくされた。

用がこれまで以上に重要であり、先

習近平新指導部の今後 年の経済社
会政策の骨格を定める３中全会（中

訪中代表団は、汪洋副総理と会見し

ことを再確認した。今次訪中代表団

中国における日系企業の事業活動が

国共産党第 期中央委員会第３回全

たほか、国家発展改革委員会、商務

の秘書長として、派遣準備を含め総

大きな影響を受け、日中経済関係は

体会議）が閉幕して１週間後の 月

部、工業信息化部の指導者等と率直

括的感想を概述したい。

11

心とする訪中代表団を派遣してきた。

極めて不正常な状況に陥った。当協会

な意見交換を行った。一連の会談を

40

10

通じ、①中国が３中全会で広範かつ

21

のの、順調にいけば７％程度の持続

成長率の減速と共に、公的債務の累
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増、過剰生産能力、
「影の銀行」問題、
環境問題の深刻化等が指摘されるよ
うになった。他方日本国内においては、
アベノミクスの下で経済界は急速に業
績を回復し、新興国等への海外展開
を一層積極化する中で、中国のビジネ
ス・コストの上昇、両国の国民感情
の悪化、政治外交関係の緊張などに
より一部で「チャイナプラスワン」の
動きが表面化した。
こうした状況の中、新年度に入っ

が決定される３中全会は過去の例か

は、新指導部の経済政策の基本路線

ついての検討を始めた。日程について

団派遣計画の日程およびアジェンダに

転機を迎えていると考えられたことか

特に中国経済が上記のごとく大きな

本、中国共に新政権がスタートし、

ることを常としている。今年度は日

紀委員会の提言書を団長から手交す

もって進むか否かということとなった。

るに足るスピード感と質の高い内容を

貿易・投資交流の拡大深化を促進す

中はもとよりアジア太平洋ワイドでの

と一層の対外開放を促すと共に、日

投資保護協定等の交渉が中国の改革

韓 FTA、RCEP、TPP、米中

がいかに早く整備されるか、③日中

で、予測可能性のあるビジネス環境

業が安心してビジネスができる透明

含む民間企業に何を期待し、民間企

②その為の課題対応に当たり外資を

ソフト・ランディングができるか否か、

することにより持続可能成長路線への

必要な経済構造改革をしっかり実行

市幹部を往訪した際、同幹部は冒頭

力ネットワークの活動紹介のため北京

る。９月上旬、中国大気汚染改善協

なども着実に回復の機運が高まってい

少年交流や中国の地方政府との交流

光客も９月以降急回復している。青

の水準を上回り、中国から日本への観

おける日本車の販売が昨年９月以前

が共に仕事で汗を流している。中国に

であり、日中双方で日々大勢の人達

済交流は日中互恵関係の最大の基礎

関係の輪を広げていくことである。経

を理解し、その積み重ねにより信頼

お互いに交流することを通じてお互い

大きな契機は、提言書で指摘の通り、

合計５回の会議とその後のメール

月 日中国人留学生厳俊君が川に流

うございます」と祝意を述べた。同

「東京オリンピック開催決定おめでと

意見提出・合議を経て、福川委員長

くの日本人が感銘を受けた。後日安

された小学生を命懸けで救助し、多

関係を目指してー相互信頼と構造革

倍総理から感謝状が贈呈され、その

を取りまとめて頂いた。汪洋副総理

が張団長から手交された提言書を一

ブ・タイトルが私の眼を惹きつけた」

覧した上で、
「特にタイトルおよびサ

る。国民各分野・各層の交流回復と

多くの文化を共有する経済大国であ

日中両国は、 永遠に隣国であり、

も悪化している。この状況を打開する

難に直面しており、両国の国民感情

日中関係は現在かつてなく厳しい困

やまない。

関係が再構築されることを期待して

が対話を再開し、高いレベルでの信頼

併せて、日中両国の政治外交指導者

と評価されたゆえんである。

旨は中国でも報道された。

新の上にー」と題する第 回提言書

一任の下で 月末に「揺るぎない日中

16

て間もない頃から、 年度訪中代表

ら遅くとも 月上旬迄に開催される

ら、４月から開始した 世紀委員会
の審議は毎回熱のこもった議論の連続

であろうとの予想を前提に、中国側
受け入れ機関とも相談の上、夏前に

であった。議論の主題は、①中国が
経済発展方式の転換およびその為に

月 日からの派遣を決定した。 ア

れている「 世紀日中関係展望委員
事務次官）の提言書審議内容と共に、
会員各社へのアンケート調査結果を
踏まえながら事務局案を用意した。

10

13

会」
（委員長 ： 福川伸次元通商産業

21

10

21

11

ジェンダについては、協会内に設置さ

18

協会訪中代表団が中国国家指導者
世
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中国国際貿易促進委員会（万季飛会長）は本訪中代表団の
受入機関であり重要なパートナー
第 10 回提言書は、中央・地方政府
指導者にも広く配布した。写真：上
は蘇波・工業信息化部副部長、下
は王一新山西省副省長

11
と会見するに当たっては、近年

21
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4

汪洋副総理会見の様子

揺るぎない日中関係を目指して

中国政府の皆さま。ただ今汪洋副総

万季飛 中国国際貿易促進委員会会長

2013年度日中経済協会訪中代表団

す。我々は、このことは十分に肯定

理に大変暖かい言葉をかけていただ

高虎城 商務部長

副 総 理：尊 敬 する張 富

されるべきだと思います。代表団の

ご承知のように、日中経済協会お

ただき、
ありがとうございます。

このように貴重なお時間を割いてい

きありがとうございます。
本日は大変

る汪洋副総理、
ならびに

弘 昌 最 高 顧 問：尊 敬 す

中国側出席者：

士 夫 会 長 、米 倉 名 誉 会

所：中南海

紫光閣

汪洋
長。日中経済協会代表団の皆さまと
お目にかかれる事を嬉しく思います。
日 中 経 済 協 会は1 9 7 2 年の国 交
正常化の後に設立された団体で、毎
年大型代表団で中国を訪問していま
す。皆さまは中日両国の友好関係と
経済関係の強化のために多大な努力
を払われており、我々は高く評価し
ています。

場

訪問が所期の成果を挙げられるよう
まず皆さまのご意見を伺いましょ
う。その後で共通の関心事について
意見交換しましょう。

平 中国国際貿易促進委員会副会長ほか
于

洋 国務院副総理
汪

ご承知のような理由で中日両国関
係には厳しいものがあります。その
ような状況の中でも協会の皆さまは
大型代表団を組織して訪中されまし
た。これは、皆さまが変わらず中日

時：2013 年 11 月 19 日（火）16:00 ～ 16:50

ご多忙の折にもかかわらず、
私たちに

米倉

日

期待しています。

関係を重視されていることの現れで

汪洋国務院副総理
との会見

1

揺るぎない日中関係を目指して

2013年度日中経済協会訪中代表団

1

世界第二位と第三位の経済規模を

てまいりました。

たり、その発展強化に、力を尽くし

のないものと考えており、長年にわ

よび経団連は、日中関係をかけがえ

うお願い申し上げます。本日私から

後もより一層ご指導いただけますよ

だき、本当に感謝しております。今

に日中ビジネス推進へのご配慮をいた

におられました際にも、様々な機会

シャルを有しております。

に深化・拡大していく大きなポテン

克服、介護・医療などの分野でさら

の高度化、エネルギー・環境制約の

日中両国の産業協力は、産業構造

資環境が整備されることを期待した

の自由かつ公正で質の高い貿易・投

て、日中、アジア各国の企業のため

の交渉が順調に進み、これらを通し

第三に、日中韓 FTA、RCEP

いと思います。

は主に三点お話したいと思います。

こうした考えを「提言書」に取り

持ち、お互いに補完しあう経済関係
にある日中両国の相互協力の重要性
産業協力についてであります。日本

まず、中国の経済運営と日本との

（「提言書」を手交）

互依存・補完の基調に変化はなく、

関係の基礎をなす経済分野では、相

日中関係は、昨年秋以来困難に直

はますます高まってきているわけです
は、アベノミクスの下で経済再生を

この機会に是非、経済発展方式の

相互交流は相当回復してきておりま

まとめましたので、ご一覧いただけれ

が、
こうした状況のもとにおいてこそ、
進めつつあります。中国は、経済発

転換に向けた構造改革と今後の経済

す。 また、 文 化、 教 育、スポーツ、

青少年交流等でも回復の機運が高ま

先の日本の大洪水に際し、中国か

について、汪副総理のお考えをお聞

第二に、エネルギー・環境制約の

らの留学生・厳俊さんが、川に流さ

りつつあります。

克服に対する協力についてでありま

れた小学生を命がけで救助されたこ

かせいただければ幸いです。

面していますが、日中の戦略的互恵

長年積み重ねてきた交流を土台にし
展方式の転換とそれを実現するため

発展の展望、そのなかでの日中協力

実な進展により「持続可能な成長」

ば幸いに存じます。

て、未来に向けた新しい協力関係を
の構造改革を進めつつあります。

厳しい状況ではございますが、日

を永きにわたり実現することを期待

私どもとしては、中国が改革の着

中関係を今後とも強化していくため
しています。

と思います。

には、政治の指導層、政府のみならず、

す。当協会は、今年 月に「中国大

気汚染改善協力ネットワーク」を立

安倍総理から感謝状を贈呈されまし

とに日本人は強い感銘を受け、先週、

両国民の様々なレベルにおきまして、
交流を深め、そしてそれによって相

ち上 げました。 同 ネットワークは、

国家間では時に摩擦が生じ、外交

た。

問し、日本の経験・知見と技術に基

問題になることがあるとしても、こ

月から、北京はじめ主要省市を訪

私ども、今後引き続いて民間交流

づくソリューションを提案してきてお

フォームとして、中国側からも高い

プロジェクト 形 成のためのプラット

大 気 汚 染 改 善にも大 きく資 する

積み重ねていくことが重要であると

方において、日頃から奥深い交流を

途切れることの無いように、日中双

します。
お二人のお話には中日両国関

長の重 要なお 話に感 謝

副総理：米倉会長、張会

考えております。

ギー・環境総合フォーラム」が早期

に開催されますことを切望しており
ます。

汪洋

評価をいただいている「日中省エネル

うした国民同士の各分野での交流は

の促進に力を割いていきたいと思いま

不可欠であると思います。

互信頼、相互理解を深めていく事が

3

ります。

9

すので、どうぞよろしくお願い申し
上げます。
ここで副総理のお許しを得まして、
張団長よりご挨拶申し上げたいと思

長の張富士夫です。

富士夫団長：日中経済協会会

います。

張

汪洋副総理には、重慶市、広東省
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築いていく事が両国に求められている

米倉弘昌最高顧問と汪洋副総理
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係の強化に対する願いが込められて

係の友好関係の増進や、両国経済関
両国関係の発展に他に代えがたい役

を積極的に進めてきた人がおられ、

方とも、協力すれば双方に利があり、

化には大きな共通点があります。双

表面的なものでなく、実質的な努力

直面している問題を解決するために、

国民の福祉の観点から出発し、現在

を払う必要があります。

闘えばともに傷つくということがわ

かっています。現在、世界経済危機

割を果たしてこられました。
最近、
商務部の石広生元部長の《中

おり、また貴重な経験と提案であり、
私たちはこれを重視すべきだと思い

の影響下で、世界全体でも貿易の成

本を読んで、両国には国交正常化前

中日両国の昨年から今年にかけて連

長速度はそれほど高くありませんが、

ものです。

本的な態度に変化はなく、一貫した

中国の中日友好関係を強化する基

国対外経済貿易発展改革史》という

日中両国は一衣帯水の隣邦であり、
でも、民間貿易は中断したことがな

ます。
長い友好交流の歴史があります。い

ません。たとえ両国が険悪な状況で

間の往来はかつて途絶えた事があり
を続けていました。廖承志事務所と

貿易、覚書貿易の形式を通じて交流

交 正 常 化より前から、 両 国は友 好

ナスとなり、今年の 〜

年日本との貿易額は ・ ％のマイ

象はあまり見られないものです。昨

を世界に示すシグナルです。全世界

国際社会に対して、中国政府として、

その内容は内外に発表されました。

中国では３中全会が先日開かれ、

も、また戦時中でさえも、人と人と

高碕（達之助）事務所の形で双方は

と対照的に、中国と米国の貿易額は

の投資者に対して、よりいっそう良い

年マイナス成長となっている現

の交流や友情は存在していたのです。

互いに窓口機関を設置していました。

上昇しています。また欧州との貿易

チャンスと、広い市場を提供するもの

続

かったことを知りました。

中国でも、日本でも、特に皆さまの

民間貿易の往来は、その後の中日国

額も回復しています。韓国とは昨年

です。

年の国

かなる状況のもとでも、両国の国民

ような企業家や有識者には、両国の

交正常化の実現に貢献し、また正常

度は ・ ％、今年 〜 月は前年

9

9

8

％のマイナスとなりました。これら

月は ・

3

こと、よりいっそう開かれた中国の姿

たが、 昨 年には 3200 億 ドルを

当時はかなりの進歩と評価されまし

億ドルに増加しました。

年の中国の改革・開放のスタート

私は日本の経済界の関係者が、特

番目にしたくないものだと思います。

な状況は、経済界の皆さまにとって一

冷」の状況となっています。このよう

形容されましたが、現在は「政冷経

いときには、以前は「政冷経熱」と

係も活発でした。政治関係が良くな

両国関係が良いときには、経済関

には経済体制改革を核心とするもの

中国の次の段階の改革は、実質的

しょう。

にとっても決して良いことではないで

されていなければ、それは日本企業

においても、中日関係が有効に改善

ち出すことになります。もしその時

協力を強化するための政策措置を打

年 間、 各 地 方 政 府、 中 央 政 府とも

このような背景の下に、今後の数

超えて 数倍になり、もはや 億ド

に日中関係について積極的な見方を

か 億ドルだった両国間の貿易額は、

ルの数字はとるに足らないものとなり

の年には

これは平均年率約 ％の増加率です。

実を正視すべきだと思います。両国

のにしようとするものです。

国の経済成長を、より持続可能なも

た提言書に謳われているように、中

です。目的は張会長がおっしゃり、ま

48

29

48

60

両国の歴史を考えると、我々の文

日 本 政 府は、 歴 史 を 正 視 し、 現

されているということが重要だと思い

9

改革と開放の基本方針は変化がない

友好関係を重視し、民間交流の推進

化後の民間経済・貿易関係の迅速な

1
1

ました。これは両国の貿易の友好合

1

4

8

4

1

ます。

た。 年の国交正常化の年にはわず

同期比で ・ ％の増加です。

2

発展のための重要な基礎となりまし

72

作の成果といえますし、皆さまのご

72

10

78

努力と切り離しては考えられません。

張富士夫団長と汪洋副総理

6
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揺るぎない日中関係を目指して

2013年度日中経済協会訪中代表団

1

中国は今年 ・ ％の成長目標の
与えているとのことです。

本にも及び、日本の環境にも影響を

には重要な事が書かれているという

は、私の注意を引きつけ、きっとこれ

は私に、 ・ 事件のことをどう思

て、私は蕪湖で面会しました。彼女

そのための努力もしています。

率を維持していく自信はありますし、

は今後の相当長い時期において成長

また張会長からお話のあった、す

することになるでしょう。

より大きなビジネスチャンスを提供

や高度化は、日本の企業の皆さまに

ばなりません。また発展方式の転換

我々は、精力を環境対策に注がね

中国には「歴史を鑑とし、もって興

自分の眼が強く引きつけられました。

中関係を目指そう」という文字にも

は「信頼関係を再構築し、深遠な日

善」と書かれており、「おわりに」で

では「世界も期待する日中関係の改

印象を持ちました。特に「はじめに」

係は、時に社会的地位や国境、性別

問に答えました。このような信頼関

たえました。私も事実に基づいて質

れはあなたの私に対する信任だとこ

信じます、と言いました。私は、こ

しいでしょう、私はあなたのことばを

うか尋ね、あなたの考えはきっと正

達成は完全に可能です。しかも、
我々

います。なぜなら、中国は工業化発
でに 回開催されてきた日中省エネ

型都市化がその発展を支えるからで
双方話し合いを行って、適切な時期

ルギー・環境総合フォーラムですが、

興衰）ということわざがあります。

衰を知るべし」
（以史為鑑、可以知

ると思います。

などの障碍も乗り越えることができ

国の今後数年間の発展は保証されて

す。そして、 ・ ％前後の成長率

7

たとえこのような成長率でも、中

展の中・ 後 期 段 階にあり、 ま た 新

4

5

のニーズを完全に満たすことができ

は、中国の毎年増える労働力の雇用

そして、これは地球環境の改善にし

に開催されることを期待しています。

人とも 年生まれで、私からみたら

米 倉 名 誉 会 長も張 会 長も、 お二

中国との長い協力の歴史があり、中

皆さまの会社も皆さまご自身も、

ほぼ 歳近い大先輩ですから、中日

事ができるようになりました。張会

響する問題に対してより精力を注ぐ

中で、地域間の協力の加速も重要に

また、経済のグローバル化の進展の

判断することができるので、正しい

歴 史のプロセスを知り、 比 較して、

りも深く理解されていると思います。

関係のこれまでの歩みについても私よ

るでしょう。

係は中日友好関係の重要な基盤とな

でしょう。このような幅広い信頼関

時 間を超 過してしまいましたが、

なっています。中日韓の FTA 交渉

います。私は、腐敗問題と同様、中

の環境問題に多大な関心を払われて

CEO に会 見しました。 彼 も中 国

先 ほ ど米 国の UPS のデイビス

調に進めば、経済界の皆様にも、よ

力のメカニズム、あるいは協定が順

姿勢であり、もしこのような地域協

交渉も、関係国がいずれも前向きな

ズに進んでいます。また RCEP の

になり、その後もずっと交流があり

（事務局長）の渡辺英子さんにお世話

時、高知県の日中友好協会の秘書長

のは日本の高知県だったのです。当

問した外国は日本でした。訪問した

実は私は、行政官として初めて訪

ながっていくことを期待しています。

済貿易協力を推進していく確信につ

私のお話が、皆さまが中日友好と経

心がおありだっただろうと思います。

らく私がどういう話をするかにご関

皆さまが中国に来られたのも、おそ

国の多くの国民が環境問題に関心を

り大きな市場を提供する事になるで

発生したときも、日本を含め、海外

めていきたいと思います。

今後経済交流、
民間交流の促進につと

義なお話を伺い、我々も

最高顧問：たいへん有意

払っていますと答えました。そのため、

ました。 年に中国で ・ 動乱が
まさに今張会長からいただいた提

のメディアからはいろいろ言われまし

米倉
しょう。
言書ですが、タイトルに目を引かれ

のです。

りましょう。

副総理：共に努力して参

た。当時私は安徽省の銅陵の市長で

汪洋
ました。内容を真剣に読ませていた

4

私 も報 道に気 をつけていま すが、

6

したが、渡辺さんは訪中してこられ

89
だきたいと思いました。このタイトル

題解決に注がねばならなくなっている

我々はこれまで以上に大きな力を問

もその一つです。

長がおっしゃられたような環境問題

国で多くの友人や同僚がいらっしゃる

ても、両国間の協力にとってもたいへ

37

20

選択ができると思います。

てから、我々は持続可能な発展に影

1

も加速され、交渉は全体としてスムー

ん有意義なことです。

ます。成長速度が 桁から 桁になっ

5

2

最近中国のスモッグ（「霧霾 」）が日

7 JC ECONOMIC JOURNAL 2014.1
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商務部との全体会議

15:30 ～ 17:30

日中韓FTA推進と
ビジネス環境の改善

高虎城商務部部長は、省エネ・環境、スマートシ
ティ、医療と介護などの分野における日中協力の
深化を強調した。さらに、両国国民の友情関係と
相互理解の増進、両国関係の早期改善と発展に期
待を示した。

②政府の役割の転換、マクロ経済シス
テムコントロールの整備、科学的な管
理水準の向上。
③近代的な財・税制の構築、予算管

今年 ～ 月までの中国対外貿易
総額は、３兆４０００億ドル（前年

理と税収制度の整備。
④都市と農村の 元化構造の改革、
新たな農業経営システムの構築、都
市化を促すシステムの整備。

％増）に達した。中

国政府は、貿易利便化の水準を高め、

⑤対外開放の推進・強化、自由貿易

万ドル（ ・

国境を超える電子取引などの新型取

月の日 中 貿 易 総 額は

試験区の建設加速、内陸・国境地域
～

引を奨励し、対外貿易企業への総合

今年

の開放拡大など。

措置を発表した。 中全会では、以

2559 億 8600 万 ドルで前 年

伴う市場の構築、都市と農村の統一的

ルで前年同期比 ・ ％増となるが、

日本の対中投資は 億 6000 万ド

7

な土地制度改革、金融市場の整備。

64

下の主な経済政策を取り決めた。

10

同期比 ％減（輸出入ともに減少）
、

1

①統一した開放的で秩序ある競争を

3

サービスの強化につながる一連の政策

77

接投資誘致額は、９７０億３０００

5

5

2

同期比 ・ ％増）で、外国企業の直

10

高虎城商務部部長 基調発言

11 月 18 日 ( 月 )

1

6

6

7

高虎城部長

進めていきたい。

上海自由貿易試験区

加瀬豊副団長（双日会長）： 上海自

②日本経済界からのプラス面の発言に

医療と介護など。

維持するためには大変重要なプロジェ

展させ、かつ巡航速度の経済発展を

融を含む現代サービス業をさらに発

し、同時に質の高い経済連携の実現

日 中 韓 FTA 交 渉 の 速 度 を 加 速

宮原耕治副団長（日本郵船会長）：

ロジェクトを届出制に変更、③金利の

よる管理制度に移行し、外国投資プ

放分野に指定し、ネガティブリストに

後に）
、②金融、運輸などを新たな開

入った。中国は日中韓 FTA を非常

きなどについて、全面的な交渉段階に

投資、知財権、貿易救済、通関手続

参事官： 同交渉は、サービス貿易、

張少剛国際経済貿易関係司公使商務

の整備も期待される。

化させていくことが、同地域全体の潜

カネ、そして文化交流をさらに活発

陸輸送ルートを整備し、ヒト・モノ・

クの構築・拡充を進めるとともに、海

結する安価で効率的な輸送ネットワー

ングス会長）：アジアの主要拠点を連

大橋洋治副団長（ANA ホールディ

8
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案件数と契約ベースの金額はともに減

少している。日中経済関係のさらなる

深化のため、以下 点を期待したい。

①中国経済のバージョンアップに資す

由貿易試験区は、自由度の高いビジ

より、両国国民の友情関係と相互理

クトである。日本企業としても同試

ネスインフラを整えることにより、金

解を増進させ、両国関係の早期改善と

験区の発展を期待している。

張少剛国際経済貿易関係司公使商務

参事官： 本区の主な政策は、①政府

を目指すことが重要である。三カ国

自由化、人民元の国際化、そして資本

機能の転換（政府管理を事前から事

FTA が実 現 すれば、関 税の撤 廃、

の自由化などを試験的に導入したい。

に重視し、日韓と共同で早期に交渉

在的な成長力を具現化する上で大変

アジアの発展と輸送ネットワーク展開

をまとめ、並行して RCEP 交渉も

に対する規制緩和、知的財産権制度

および投資・サービス分野での外資

貿易や税関手続きの合理化・簡素化、

日中韓 FTA をはじめとする広
域的経済連携の加速

発展を促すための条件づくりに期待。

えば、省エネ・環境、スマートシティ、

る分野における日中協力の深化。例

2

揺るぎない日中関係を目指して

2013年度日中経済協会訪中代表団

1

た。中国は、日本と意思疎通を図り、

ラ整備に積極的な役割を果たしてき

味を持つ。日本はアジア諸国のインフ

貿易協力を深化させる上で重要な意

結を深めることは、アジア各国の経済

官（司長級）：インフラ施設の総合連

陳林対外投資・経済合作司商務参事

重要なことである。

推進、取り締まり強化に期待したい。

する知財尊重の意識改革、知財保護の

の改善を期待するとともに、国民に対

対応・法令運用の全国統一化に向けて

続きの迅速化、法令改正に伴う行政

る。また、提出書類の簡素化、事務手

査などにおける規制緩和に期待してい

参入審査、外国コンテンツの内容審

国有資産譲渡、交通事故責任保険の

榊原定征副団長（東レ会長）： 安倍

本経済界の目標である。

（FTAAP）を 形 成 すること が日

を実現し、アジア太平洋自由貿易圏

日 中 韓 FTA、RCEP、TPP

宮原耕治副団長（日本郵船会長）：

いたい。

仇光玲外国投資管理司副司長：W

したい。

う、外資政策の安定的な継続に期待

長期的な視野で事業を展開できるよ

ている。外資企業が中国国内において、

会が今後も広がっていくものと期待し

の産業高度化に対応したビジネス機

榊原定征副団長（東レ会長）： 中国

委譲や制度改善を図り、行政効率の

仇光玲外国投資管理司副司長：権限

ループがあり、定期的に協議している。

には知財権保護に関するワーキンググ

を打ち出している。また、日中政府間

示、知財権意識向上などの重要な施策

け、行政の法律執行、行政罰の情報開

知財権保護を指導するグループを設

楊国華条約法律司副司長：国務院は

期待している。

要求の撤回に向け、中国側の善処を

宋耀明アジア司副司長： ①アベノミ

を続けたい。

できる解決策が見出されるよう調整

の閉鎖を決定した。今後、双方が納得

連の汚染とエネルギー消費が高い企業

南小野田セメント有限公司」を含む一

数値上昇を受け、南京市政府は「江

また、南京市における環境汚染の

政権の下で、行き過ぎた円高が是正

双方の優位性を発揮しながら、高効
さらに、大気汚染問題解決のため
に南京政府が発表した太平洋セメン

率なインフラネットワーク構築を目指
したい。

トの子会社「江南小野田セメント有

TO 加盟以来、中国はすでに全方向・

向上を目指す方針が国務院より打ち

クスの評価および円安が日本の対中

限公司」の閉鎖要求に対して、閉鎖

多分野での外資誘致システムを構築し

出された。外資に関して、投資審査

貿易に与える影響、②「チャイナプラ

政府規制縮減と民間ビジネス拡大

てきているが、引き続き対外開放を堅

内容を削減または下部機関に委譲し、

スワン」について、③日中韓 FTA、

方案が盛り込まれた。

持し、社会経済発展の状況に基づいた

登録資本も払込登記制（実繳制）か

RCEP、TPP などの地域経済連

商務部からの質問

様々な開放の時宜を探っていきたい。

ら引受登記制（認繳制）に改めたほか、

携協定の進捗状況への見方について伺

注

贄田興嗣副団長（東工コーセン相談

工商登記手続きの簡素化などの改革

ビジネス環境改善要望

役）：現地法人の減資、合弁における

されつつあり、デフレ脱却に向けたムー

ドが徐々に高まってきている。対中投

資については、中国の内需拡大による

ビジネスチャンスの増加によって、着

実に回復していくだろう。

朝香聖一団員（日本精工名誉会長）：

中国は巨大なマーケットを有し、社会

インフラ、産業基盤の広がりと深さ、

良質な労働力などの点から、プラスワ

ンと呼ばれる新興国とは一線を画し、

中国の重要性は増々高まっている。

北修爾団員（阪和興業会長）： 市場

規模が年々大きくなる中国への投資を

考えている日本企業は多く、そのため、

中国の投資環境がより良いものとなる

ことを期待している。

注 ： 贄田副団長の発言に際して取りま

とめた「中国ビジネス環境に関する改

善要望事項」の全文は日中経済協会ウェ

ブ サ イ ト（

）
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よりご覧いただけます。
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を社会保障や企業サポートと

支出削減により、多くの資金

策である。 赤 字 拡 大 防 止 や

てはいないか。

という社会主義的な側面が強調され

政府が市場の役割を適切に指導する

方で、重要産業での国有企業重視や

会で打ち出されたトータル改革案の

の日中協力進展に期待したい。

知恵を出し合い、今後もこの分野で

になるものと理解している。両国が

済の成長制約要因を克服する牽引力

るアプローチであり、その進展が経

サービス不均衡などの問題を解決す

化の過程に山積する所得格差や公共

中 国の新 型 都 市 化は、 急 速な都 市

小久保憲一団員（日立製作所理事）
：

新型都市化

業の活力を向上させていく。

地方への権限移譲）を進め、民間企

和、政府機能の転換（行政簡素化、

を引き出す。そのために各種規制緩

ことで、後者の活力とイノベーション

制経済と非公有制経済を融合させる

3

10
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今井敬特別顧 問（新日鐵住金名誉

会長）： 非常に困難な国際情勢の中、

％後半の成長持続は結構なこと。

かつては、社会主義市場経済、先富

論が強調された。今回の 中全会で

いった構造調整支援にシフト

程建林国民経済綜合司司 長 ：

朱副主任は、中国経済の持続的成

サービス産業振興による有効需要の

譲がなされた。政策決定の合理化が

実施を進めていくことを強調した。
日本経済の現状と中国経済への期待

図られ、税制等の市場参入障壁が低
減された。他国との FTA 交渉や、
月開始の上海での自由貿易試験区

中

させるとともに、金融政策に

全会で社会主義市場経済の重要な構

ス産業の促進、省エネ・環境、

更はないとしつつ、今後も資源配置
市場活力の喚起を目指して政府の役

喚起、構造調整による過剰生産の解

の決定に基づく経済構造改革推進、
割 転 換に着 手 し、334 件の行 政

決、新型都市化の促進など、 中全

は、改革開放の促進である。

備を進める。

長に向けたファンダメンタルズに変

展、健康、文化などのサービ

消費の促進、e ビジネスの発

消 費 成 長を促し、 主に IT

式転換の両立である。新たに

第 は、内需拡大と成長方

指す。

よる流動性向上によって、社

も市場機能の重要性が強調される一

3

成要素であることが強調された公有

その要点の第 は、財政政

7
会と市場からの信任獲得を目

1

中西部鉄道建設といったインフラ整

環境を含むトータル改革への決意と自信を示した。60 項

許認可項目の廃止または地方への移

第

朱之鑫副主任

揺るぎない日中関係を目指して

の成長率が

方針に基づき、安定成長、構造改革、

政府は穏健の中に前進を求める基本

Q ２が ・ ％に鈍化する中、中国

（前年 Q ４の ・ ％から） ・ ％、

中国経済は、今年 Q

題に関する党中央の決定」の、政治、経済、文化、社会、

管理体制刷新、長期的利益につなが

も進展している。

2013年度日中経済協会訪中代表団

会で採択された「改革の全面的な深化の若干の重大な問

朱之鑫国家発展改革委員会副主
任 基調発言

委員会副主任は、鄧小平氏の言葉を引用し、先の 3 中全

7
7

る一連の政策措置を打ち出した。

3

改革開放なければ、死あるのみ――朱之鑫国家発展改革

1

2

1

中国の持続可能成長と
経済構造改革
7
8

5

3

14:30 ～ 17:05

11 月 20 日 ( 水 )

7

目にも及ぶ決定の最たる重要課題は経済構造改革である。

9

国家発展改革委員会との全体会議

したい。

上げ、Win ー Win 関係を構築

協力ネットワーク」など成果を積み

きたい。

技術や農業機械の高度化を図ってい

るのではないか。農業についても農業

旧工業基地が新たな成長の中心にな

陳亜軍発展規劃司副司 長 ： 新型都

呂文斌資源節約・環境保護司副司

に向 け、 化 石 燃 料 を 効 率 利 用 し、

在力が引き出される。目下２０２０

市化の推進過程では様々な需要や潜
渡 文 明 副 団 長（JX ホ ー ルディン

長：国務院は 月に「大気汚染防止

市の持 続 可 能な発 展 能 力 向 上、 ④
代替エネルギー転換を同時に図るこ

大 気 汚 染 改 善 を 含む 資 源エネル
ギー・環境協力

年までの計画では、①農業人口の市
グス相談役）：エネルギー問題解決

都市と農村の一体化といった戦略の
とが必要。この分野で先端技術を有

高橋温副団長（三井住友信託銀行名

行動計画」を公布しており、今後

年かけて大気改善を目指す。今後は

誉顧問）：

中全会では社会保障制

産業構造を調整し、経済発展モデル

高齢化社会対応

民 化、 ② 都 市 形 態の最 適 化、 ③ 都

下、日本の経験とノウハウも参考に
する日 本は、「日 中 省エネルギー・

月に立 ち上 げた「大 気 汚 染 改 善

どを通じて交流を深めたい。また、

環境総合フォーラム」の早期開催な

したい。
金融制度改革
三木繁光副団長（三菱東京 UFJ
銀行特別顧問）：経済構造改革では、
多様な資金ニーズに効率的に応える
金融システム構築は重要である。上
海自由貿易試験区では金融規制緩和
が着実にされると期待し、日系銀行
も拠点開設を検討したい。金融改革

でも対話を続け、日本の省エネ、新

省エネルギー・環境総合フォーラム」

日 本の技 術への関心は高く、「中日

を転換させることで成果を収めたい。

が進展する日本の経験、例えば年金

度設計は重要である。そこで高齢化

民負担と受益のバランスの取れた制

持続可能な社会保障制度の整備、国

度改革に取り組む方針が示された。

制度における信託機能を活用した運

用の高度化などは協力の可能性があ

の発掘と推進が必要である一方、地

一層各地域の特色に応じたビジネス

く発展政策を推進してきた。今後は

沿岸部との地域開発格差を是正すべ

問）： 中西部・東北部等の地方では、

宮原賢次副団 長（住友商事名誉顧

展 ・ 計画」、「養老サービス業の

齢者権益保障法」、「中国高齢事業発

者１人を支えることとなる。
「中国高

が高齢者となり、労働者 人で高齢

は２０５０年には４億６０００万人

郝福慶社会発展司副巡視員：中国で

制度構築上の課題を聞きたい。

る。そこで、中国における社会保障

方政府の債務問題に関する報道もあ

中西部・東北等地方との交流活性化

で普及させたい。

エネ、汚染対策など先進技術を中国

3

発展に関する若干の意見」といった

引き上げ、高齢者ビジネスの発展促

ることから、今後の地方での外資導

資環境整備も望む。

進などを講じたい。 年までに高齢

法体系や政策による解決を図るとと

陳宣慶地区経済司巡視員 ： 地方で

者産業市場の規模は 兆元になると

入と投資環境はどう改善されるのか。

は、エネルギーなどの多くの分野で

見込む。

もに、一人っ子政策緩和、退職年齢

3

に当たり、市場リスクの未然防止や
問題が起きた際の政府の対応はどう
考えているか。

5

また、農業の効率化に寄与できる投

5

徐暁波財政金融司副司長：ここ 年、
中国の金融改革は安定的進められ、
人民元の為替レートの形成、金利の
市場化、資本取引の規制緩和、金融
機構改革などで大きな進展があった。
今後もシステマティックな金融リスク
の低減警告システムを構築し、危機

3

9

日本と協力可能。例えば東北では、
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12

2

管理をしながら預金保険制度を構築
していく。

1 20

揺るぎない日中関係を目指して

2013年度日中経済協会訪中代表団
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釣魚台大酒店で開催された全体会議
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IT 消費も好調で、今年政府は「ブ
ロードバンド中国」 戦略と、IT 消
費拡大の 大戦略を打ち出した。携

展も著しい。 年に「中小企業零細企

政策支援の強化により中小企業の発

生産も順調に増加している。e コマー

業政策」を打ち出し、今年 月までに

帯電話のユーザー数やスマートフォン
ス市場の取引規模は 兆 5000 億

の政策文書が公布された。全国 省

32

支援）
、④戦略的新興産業の発展が挙

げられ、 ・ 計画の前半で顕著な成

することのないよう、指導願いたいと

を汚染企業とともに一律に淘汰対象と

いまま、規制によって優秀な日系企業

個別の地方政府が科学的根拠を示さな

（張団長から、セメント産業などで、

新素材産業の五カ年計画を発布した。

打ち出し、工業信息化部も中国初の

てきた。そこで戦略的新興産業育成を

資源浪費が構造転換の制約要因となっ

占めたが、粗放型方式の不合理性や、

12

新素材でリードする日本の技術に学ぶ

57

申し入れたのに対し）中国政府は 大

47

術・省エネ・資源利用・環境保護な

後れた設備の淘汰事業においても、技

に淘汰事業を行っている。今後の立ち

ネルギー、資源等の基準に基づき厳格

については、参入基準、技術基準、エ

重点産業における立ち後れた生産設備

続的な技術革新を進めてきた。日本

品質な特殊鋼などの新素材開発で、継

日本はレアアース等の新機能素材や高

大橋光夫副団長（昭和電工相談役）：

を深めたい。

を通じ、企業間で新素材ビジネス交流

べき点は多く、今後定期的な官民対話

は技術と経験をベースに中国の素材産

ど各方面で先進的な企業は、絶対に淘
汰されない。

業の高度化に協力できる。例えば、研

また、これまで少なかった中国からの

究開発人材交流、共同研究推進など。

顧強規劃司副司長：中国政府は、
法律・

対日投資、日本での中国企業の研究機

産業構造の高度化と新素材

政策・計画・標準の 分野で産業構造

最適化（沿海から中西部への産業移転

中小企業の発展促進）
、③産業分布の

の高度化（M&A 奨励と産業集約化、

術計画策定、減税拡大）
、②組織構造

して、①イノベーション強化（科学技

の高度化を促進している。主な措置と

資は、対 EU70 億ドル、対米 億

進に賛同する。現在中国企業による投

蘇波副部長： 中国からの対日投資促

より実効性ある施策を講じてほしい。

となる知財権保護では、政府の指導に

関設置を提案したい。技術協力で重要

12
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策として信用担保対策なども強化され
た。

科学技術、イノベーションが進展し、

高雲虎原材料工業司副司長： 中国の

蘇波工業信息化部副部長 基調発言
今年に入り工業は安定的に発展して

新たな工業革命が起こりつつある。日

汰目標を 年前倒しで達成した上で、
2015 年までにさらに製鉄と製鋼
を各 1500 万トン（ 年末の生産
ン（同 億トン）などを削減していく。

1

果を収めている。

いる。政府による構造調整の下、企業

産高は ・ ％で前年同期比 ・
ポイント増加した。

産

・ 計画の立ち後れた生産能力淘

業の過 剰 生 産 能 力の改 善を通 達し、

ント、 板 ガラス、 造 船といった

府は最近、鉄鋼、電解アルミ、セメ

設備など構造調整が加速している。政

ハイエンド設備、新エネ自動車、環境

の戦略的産業構造転換目標に基づき、

産業構造が高度化し、 ・ 計画

3

5

能力は同 億トン）
、セメント 億ト

12

元、 ％成長しており、IT 消費は

9

05

等で実施意見が作成され、零細企業対

60

7

新たな牽引役となっている。

40

1

10

2

5

0

5

6

成長している。一定規模以上の工業生

素材産業規模は巨大で、 年全世界

5

中両国は相互依存・補完関係にあり、

12

の好況感が増し、工業生産も好転しつ

蘇波副部長

の粗鋼 ％、セメント ％の生産量を

11 月 21 日 ( 木 ) 9:00 ～ 11:10

手を携えて挑戦を続けていきたい。

工業信息化部との全体会議

つある。IT 化が進み、関連消費も

産業構造の高度化と
イノベーション

経済グローバル化の進展を「新たな工業革命」と評した
蘇波工業信息化部副部長。産業構造の高度化が加速する
中国経済に対し、相互依存・補完関係にある日本経済界
も「新たな工業革命」の重要なステークホルダーである。
本会議では、そうした認識が共有された。

12

9

5

30

35

4

12

ドルである一方、日本へはわずか 億
ドル。中国政府は中国企業の国際化を
で謳われている省エネ・環境への取り

の進展に世界が注目している。同計画

成と交流を行えば、経済成長の原動力

双方が共同でイノベーション人材の育

市場競争とは人材の競争である。日中

山岡建夫副団長
（JUKI最高顧問）
：

がり、社会の投資活力が活性化される。

淘汰等を推進する「鉄鋼業 ・ 計画」

奨励している。日本には投資規制緩和
組みについて、日本も従来通り協力し

中全会で打ち出された中小企業に関

を要望したい。また、中国政府は知財
ていきたい。
蘇波副部長： 顕在化した深刻な生産
能 力の過 剰は、 中 央や各 級 政 府が、

になる。日中両国は、人材養成面で非

策を紹介いただきたい。また、日本の

する税制、資金調達支援など新たな政

能力が突出し、産業構造調整が急務

鉄鋼、セメントなどの業種で過剰生産

苗長興産業政策司副司長：中国では、

なくし、市場の機能をこれまでの基礎

企業の市場行動に対する過度の介入を

ナルを失調させた結果にほかならない。

市場への介入を行い、市場競争のシグ

資質認定項目を削減し、営業免許を取

全会を経て、
会社登記制度も改革した。

税制、融資担保、融資緩和など。 中

支援を打ち出してきた。例えば、財政

小企業促進法発布以来、相次いで政策

見交換などにより、日中両国の中小企

行っている。中小企業庁と定期的な意

し、様々な機会に各国との意見交換を

業の海外展開を支援する計画を発表

年間で新たに 万社を目標に、中小企

している。日本の中小企業庁では、

国内での新たな雇用も増加させ、成長

発展した企業は、海外での雇用と日本

中小企業で海外展開を積極的に行い、

常に活発に活動してきている。
中小企業の発展および関連政策

年の中

となっている。国務院はその解決のため

的なものから、決定的な役割へと転換

得した後で行政許可証を申請できるよ

許科敏中小企業司副司長：

「指導意見」を通達した。その要点は、

させ、市場原理によって、産業の健全

市場経済の発展段階にあって過度な

①生産能力増加禁止、②違法設備整
化、⑤内需拡大、⑥企業の海外進出奨
刷新などである。市場が資源配置にお

保険相談役）：中国では、 ・ 計画

石原邦夫副団長（東京海上日動火災

励、⑦イノベーション強化、⑧政府管理
いて決定的な役割を発揮できるように

CEO）：中国では鉄鋼生産能力拡大

宗岡正二副団長（新日鐵住金会長兼

し、過剰生産能力の解消を図っていく。

にイノベーションを起こすことが不可欠

進展している。この継続のため、不断

打ち出し、産業構造の高度化が着実に

で戦略的新興産業を支援する方針を

5

により、 億トン近い能力過剰にある。

12

府の役割が大きく、鉄鋼大国から鉄鋼

一方、社会主義市場経済の中国では政

の高い設備への集約により解消される。

すが、一般には市場原理による競争力

環境への悪影響などの問題を引き起こ

過剰能力は鋼材価格下落、資源浪費、

蘇波副部長：イノベーションと人材養

交流を深めていきたい。

の発展をリードしていけるよう、人的

を活用し、イノベーションによって世界

る。今後両国が互いの技術とノウハウ

で、それを支える人材育成が重要であ

うになった。登録資本登記制度も改め

業発展で互恵協力関係を深めていただ

蘇波副部長： 中全会の経済改革の核

の税負担軽減を着実に図っていく。

税制面でも優遇策を検討し、中小企業

ど、中小企業支援が強化されている。

増額や、中小企業発展基金の設立な

は、中央政府の各種の「専項」資金の

許科敏中小企業司副司長： 資金面で

きたい。

5

られた。これらにより起業コストが下

3

1

日本の 万社への中小企業支援政策に

競争できるように改革を加速していく。

じ競争環境を整備し、同等の条件下で

撤廃し、制限を緩和し、国有経済と同

ある。中小企業に対する様々な敷居を

心は、政府の経済への直接介入削減で

3

ついて、中国に来ることを歓迎する。

長富宮飯店で開催された全体会議

イノベーションと人材育成

な発展を図っていく。

過剰生産能力の調整

3

12
5

理、③旧式設備淘汰、④産業構造最適

02

明しておく。

権を高度に重視していることも再度言

2
成についての提起と見解に賛同する。
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3

強国への移行を掲げ、旧式生産能力の

1

揺るぎない日中関係を目指して

2013年度日中経済協会訪中代表団

1
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と思っており、今後、機会があれば

今井敬特別顧問ならびに渡文明副団長と唐家璇会長

さに及ぶ。

また日 中 関 係について唐 会 長は、

月の 2012 年度訪中代表団派

今回の３中全会の決定では経済、政

との確信を述べた。唐会長によれば、

会のより良き対中協力につながる」

に把握することにより、日中経済協

通じ中国の改革・発展について的確

新しい道のりを歩み始めた。訪中を

に新しい歴史的スタートラインから

表され、中国の改革と発展は、まさ

の若干の重大問題に関する決定が発

代表団が派遣されたことはいずれも、

して、経済同友会に続き今回の訪中

また日本の経済界の重要な代表団と

に安倍総理夫人が会見されること、

日友好協会の学生代表団の訪日の際

て感謝状を渡されたという報道や中

国人留学生に安倍総理大臣が会見し

ちた小学生を勇気をもって救った中

の兆しはみえている」とし、川に落

変わってはいないが、ある程度の変化

遣の時点と比較し、「難局はいまだに

治、文化、生態文明、国家安全保障

として大きく、双方の発展のニーズ

い。両国の経済協力の潜在力は依然

かりし た 仕 事 を しな け ればな らな

は様々な妨げを取り除き、多くのしっ

「このような時期だからこそ、双方

の以下のような主張に割かれた。

に向けた協力推進の必要性について

述べつつ、発言の多くの時間は、改善

早期に善処しなければならない」と

方は問題の存在を直視してこれらを

この二つの問題は避けて通れない。双

あることを認 識しなければならず、

関係が直面する難局の根本的原因で

関する問題は、依然として今の両国

同時に「島嶼の問題と歴史認識に

良い兆しだとの見解を示した。

る力は膨大であり、空前の広さと深

革措置が講じられ、改革に投じられ

16

14
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揺るぎない日中関係を目指して

唐家璇中日友好協会会長は会見冒

ぜひ、米倉会長と張会長および代表

3

など 分野にわたる新しい重大な改

2013年度日中経済協会訪中代表団

頭、「先ほど汪洋副総理が中国政府

団の諸先生がたにお目にかかりたい

次いで唐会長は、本代表団の訪中

を代表して皆さまと会見された。私

上の都合により、どうしても調整が

3

の意義について「成功裏に閉幕した
期 中全会で、改革の全面的深化
18

つかず、皆さまにお会いすることがで

と考えている」と李克強総理の意向

所：釣魚台国賓館 10 号楼

の知る限り、李克強総理も実は元々

場

を伝えつつ、歓迎の意を示した。

時：2013 年 11 月 19 日（火）18:30 ～ 19:30

皆さまに会う予定であったが、日程

日

1

難局の中で変化の兆しに
着目

きなかった。李総理も非常に残念だ

唐家璇会長

唐家璇中日友好協会会長との会見

揺るぎない日中関係を目指して

2013年度日中経済協会訪中代表団

1

くの両国民に幸せをもたらすべきで

位性と相互補完性を発揮し、より多

点分野の協力を深め、それぞれの優

低炭素、エネルギー、金融などの重

を結び付け、省エネ・環境、グリーン・

用や隣国に災いをもたらすようなや

Win である。そのため、兵力の濫

流れは平和、発展、協力、Win ー

して発展している最中にあり、時代の

「グローバル化と地 域一体 化が加 速

会・ 世紀日中関係展望委員会によ

そのような意味からも、昨年末に当

を行って欲しい」という期待を表明。

情と相互理解の増進につながること

決につながること、両国民の友好感

極的で理性的な声を出し、問題の解

ものであって欲しいと切望した。

より多くの幸福を両国民にもたらす

深化について、双方がさらに検討し、

重視し高く評価した本分野の協力の

指摘し、故・周恩来総理も積極的に

企業と専門家の派遣などの重要性を

は出口はない」と述べた後、「日本は

り方、冷戦思考のゼロサムゲームに

各分野における交流を引き続き推進
中国の過去 年間の改革・開放の重

ある。また文化、地方、青少年など
し、中日関係の膠着状態を早期に打

月と今回の訪中代表団、および新

る両国関係改善への緊急提言、今年

ま中国は 年前の鄧小平副総理によ

これに対して、米倉最高顧問は「い

21

開し、早期に正常な発展軌道に乗せ
極的な貢献を我々は決して忘れるこ

要な支持者、参加者であり、その積

る協力、特に北京を含む中国の大気

れ、構造改革への新しい出発台に立

な改 革を第

期

中 全 会で決 定さ

来、新しい経済政策『 本の矢』か

最後に、省エネ・環境分野におけ

る改革・開放に匹敵するような大き

るために、条件を積み重ね良い雰囲
とはない」とし、「中国の経済が持続

たれている。日本も安倍内閣発足以

たな提言書が高く評価された。

気を整えていかなければならない」
。

汚染問題の改善に向けて、当会が今

月に立 ち上 げた「中 国 大 気 汚

3

もますます大きな市場とビ

染改善協力ネットワーク」
、本ネット

移し、今ようやく明るい回復に向け

ら成るアベノミクスを着々と実施に

れぞれが努力していくことが肝要な

るかということを考えていただき、そ

イドでも、相手がどのように判断す

相互理解を深めていきたい。中国サ

後とも我々は、交流と対話を通じて、

の機会が生まれてきている」とし、「今

進めて信頼関係を構築していく絶好

互いに交流をより活発化し、対話を

なってきている。こういう時期こそお

ワークによる日本企業の省エネ・環

との互恵 Win ー Win、

もたらすことになる。中国

発展も中国に重要な利益を

ジネスチャンスをもたらす。

3

た動 きを国 民 全 体が感じるよ うに

年

18

境関連設備・技術一覧の取りまとめ、

3

同様に、日本経済の回復と

定を保つことは必ず日本に

的に発展し、国家が長期にわたり安

3

さらに、今日の世界情勢について

30

換となった。

要と思う」と答え、穏やかな意見交

立場に立って物事を考えることが必

唐会長は「私も、まさに相手側の

のではないか」との所見を述べた。

米倉弘昌最高顧問と唐家璇会長

共同発展は、中日両国関係
のみならず、アジア、ひいて
は世界の繁栄と安定に共に
貢献するものである」と強
調した。
唐会長は、日中両国の経
「安 定 器 」と「潤 滑 剤 」の
役割を果たして欲しいとし、
「両国関係が困難に直面し
ている際には、いっそ う 積
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済界に対して、両国関係の
唐家璇会長表敬の様子

JC ECONOMIC JOURNAL 1 月号 SPECIAL REPORT

地方視察

業間の経済貿易協力が深まることを

願っている。

設備機械産業や観光産業へのシフト

換に取り組んでおり、石炭依存から

環境分野の企業と研究開発機構を誘

る計画があり、そこに低炭素・省エネ・

のイノベーション科学技術都市をつく

山西省霊石県では、格盟国際能源集

期にわたる友好関係を構築している。

の石 炭 生 産・ 輸 出 関 係 企 業と、 長

私が会長を務める双日も、山西省

ど、旅行に関する新たな優遇政策を

太原鋼鉄集団有限公司（TESCO）は 1934 年に設立
された大型鉄鋼コングロマリット。世界最大規模の
ステンレス企業でもあり、年間生産能力は 1,000 万
トン（うち 300 万トンはステンレス）であり、売上高
は 5 年連続で 1,000 億元を超えている。有人宇宙
船 “神舟” など宇宙に係る新興事業にも参入している。

太原鋼鉄

や、日中経済協会が展開する「中国

大気汚染改善協力ネットワーク」を

通じた大気汚染改善など、ニーズに

即したビジネスベースの日中協力がさ

らに促進されることに期待している。

横谷英之団員（日建設計）： 中国は

新型都市化という概念で新しいまち

づくりを進めている。ここ太原市は、

中国のエネルギー政策や工業生産の

中心地。この地に中国政府が考える

理想の新型都市をつくることができれ

ば、中国にとどまらず、世界に対す

る大きな貢献になる。日本企業とぜ

ひ、力を合わせ、貢献するチャンスを

いただきたい。

16
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山西省は日本との交流も盛んで、

埼玉県や 都市が友好姉妹関係を締

日中長期貿易取り決めの主力銘柄で

加瀬豊団長（双日会長）：山西省は、

回を契機に、今後さらなる合作交流

ある大同炭をはじめ、日本の石炭ユー

結し、企業も 社が進出している。今

を深めるために、 つの提案をしたい。

を進め、石炭産業ではこれまで中心

致したい。特にハイテク分野企業は、

ザーにとって重要な産地である。

であった生産や販売から、現場での

長年取り組んでおり、今後も、山西

ともに出資し、石炭ボタ発電事業に

友人が山西省へ観光に訪れて欲しい。

第 は、これからも多くの日本の

1000 億 元を投じて植 樹を展 開

省の経済発展に貢献していきたい。

増えている。水資源ネットワーク建設

打ち出した。

今 後 も、 山 西 省と日 本の間で企

や、省エネ・汚染排出削減を通じた
環境改善も強化している。

加瀬豊山西省訪問団団長と王一新山西省副省長

また、山西省の産業構造の高度化

省旅游局は今年、観光入場料減免な

を図っている。 環 境 保 護 も重 視し、

団傘下の天石発電所に、電源開発と

第 に、省政府は 400 平方キロ

2

揺るぎない日中関係を目指して

の埋蔵量を有する。

26

3

し、緑地カバー率は、毎年 ％ずつ

2

ぜひ山西省進出を検討して欲しい。

省 政 府は、 現 在 総 合 的な経 済 転

1
消費（発電送電、石炭ガス生産等）

1

2013年度日中経済協会訪中代表団

国の内陸部の省の一つで、面積 万平

炭が豊富であり、中国全土の 分の

暇がない。資源面では、山西省は石

発祥の歴史や、古代の伝説も枚挙に

化財の ％が山西省に現存し、文化

西省を指す。今でも千年以上前の文

「中国 千年の歴史」とは、主に山

歴史と資源の豊富さに特色がある。

方キロ、人口 3600 万人、悠久の

16

王一新山西省副省長： 山西省は、中

北京に引き続いて 11 月 21 ～ 24 日、加瀬豊双日会長を団
長とする一行 34 人が山西省（太原・大同）を訪れた。中国
屈指の産炭地である山西省は、資源依存型から産業多角化
による持続可能な経済への転換を図っている。王一新副省
長との交流では、こうした山西省の最新の経済情勢やビジネ
ス環境について紹介がなされた。

4

1

1

資源依存型の経済から
転換を図る山西省
5

70

高虎城商務部部長： 本提言書は、

流回復、両国政治指導者の対話再開

おわりにの中で経済等各分野の交

技術の開発とグローバル人材の育成に

ると共に、日本が常に一歩先を行く

じめ中国のビジネス環境改善を求め

いつつある。このため知財権保護をは

日本経済界が両国関係の迅速な回

と信頼関係再構築の重要性を指摘

な日中関係を目指そう」

復、中日互恵関係の深化への期待

人が、中日関係の厳しさを憂慮し、

の高い提言書。日本の経済界の友

蘇波工業信息化部副部長： 価値

実な前進への期待

を目指して進めつつある構造改革の着

導の経済発展パターンに転換すること

① 中国が消費主導、内外民間投資主

経済協力

待

観光振興、中国の対日投資拡大を期

⑤このほか、地方との交流活性化と

注力することが重要

関係を早期に改善し、経済協力を

② 特に、新指導部が今後の中国経済

① アジア地 域にお ける日 中 両 国の

中国の経済構造改革への期待

深化発展させたい期待に溢れてい

発展のドライビング・フォースとして

プレ ゼ ンス ― 日 中 韓、ASEAN

をよく表している。

る。中日間の経済協力が両国民の

注力している「新型都市化 ＊」および

を 含 む サ プ ラ イ チェー ンの 発 展、

アジア地域の発展に貢献する日中

みならず、アジア、世界経済の復

金融システム改革に焦点

中経済協会の諮問機関である 世紀

今次訪中代表団の派遣に際し、日

積極的に行動をとり、中日関係を

て官を促す」という伝統に基づき、

「経済を以て政治を促し、民を以

払った努力を高く評価する。
今後も

の提言書など、旧き友人の皆様が

唐家璇中日友好協会会 長 ： 今回

③ 日中共に市場機能重視および対

拡大は重要な柱の一つ

をはじめとするアジアとの貿易投資

② 日本の経済再生を進める上で中国

存・補完の経済構造を共有

① 日中は、先人の努力により相互依

を支える物流インフラ整備、北東ア

―クロスボーダー・サプライチェーン

④ アジア地域発展の広域的経済連携

③日中両国企業―競争と補完協力

常化、両国の持続的経済発展

② アジアの期待―日中経済交流の正

ASEAN 市場統合、FTA

日中関係展望委員会（委員長 ： 福

＊ 農業の近代化に伴い流出する人口を周

ジア協力、FTAAP

RCEP をはじめとする質の高い国

辺部で受け止め、住宅、教育、医療・介

外開放を旨とする改革を推進中。こ

際貿易・投資の枠組み作りに積極的

護、上下水等およびサービス業・製造業

早期に正常な軌道に復帰させるた

貢献すべき立場

境、高齢化社会対応などに加え、産

注 ： 本提言書の全文は、日中経済協会

注

日中関係：

業構造高度化、イノベーションを急ぐ

ウェブサイト（

第 回提言書の骨子

はじめに「世界からも期待される日

中国市場においていかにして日本企業

の雇用の一体的充実・整備。

国政府指導層、政府関係者、各界関

中関係の改善」

たほか（詳細本誌 ページ参照）
、中
係者に幅広く配布し、例えば以下の

よりご覧いただくことができます。

④ 日中間の産業協力は、省エネ・環

川伸次地球産業文化研究所顧問／元

日中経済関係の新展開

3

れと連動して両国は日中韓 FTA、

希望する。

興と発展に新たな貢献をなすよう

1
2

のバリューを維持・強化するかに向か

に目をひかれた」との所感が述べられ

洋国務院副総理に手交し、「タイトル

本提言書は、張富士夫団長より汪

なる提言書を発表した。

21

10

おわりに「信頼関係を再構築し深遠

10

めに貢献をしていただきたい。

―相互信頼と構造革新の上に―

通商産業事務次官）は、第 回目と

21世紀日中関係展望委員会
（第10回）
提言書

）

/
p
j
.
r
o
.
b
e
w
c
j
.
w
w
w
/
/
:
p
t
t
h

評価が得られた。
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揺るぎない日中関係を
目指して
7

揺るぎない日中関係を目指して

2013年度日中経済協会訪中代表団

1
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うど 1 年後にあたり、人事が中心となる前 2 回の中央委員会とは異

なり、その指導部の問題意識や中心課題が明確になるため元来注目

席指導部がどのような方向性を打ち出すのか注目された。会議では、
「改革の全面的な深化における若干の重大問題に関する決定」が採

中全会の前評判

の広さ、力の大きさは空前」と南寧

講演（ 月 日）で言及したことも

こうした期待に反し、 日閉会後

発表されたコミュニケに対して「具体

と呼ばれる 2020 年までの詳細な

研究センターが「383 改革プラン」

なり、翌日の上海・香港株式市場は

といった論調が海外メディアで中心と

性に欠ける」「総花的」「期待外れ」

員会全体会議を大きく上回る内外の

失望売りが相次いだ。しかし、 日

中 全 会（

改革ロードマップを発表し、習近平主

期

家発展改革委員会副主任が同プラン

開 放に転じた第
年）との対比を示すなど、期待感も

78

革の全面的な深化における若干の重

中全会でも意欲的な改革プランが出

に及ぶ改革と具体性を評価する論調

全文が発表されると、一転して多方面

大問題に関する決定」
（以下「決定」
）

てくるのではないかと期待値はさらに

が増え、週明けの市場は大幅上昇に

過去数回の 中全会では閉会直後

転じた。

相が実際に各種の改革を矢継ぎ早に

にコミュニケが、全文はちょうど 週
いる（第１表）
。

実行していたことがその下地となって

もちろん、この半年間で李克強首

匹敵する重大な改変が発表され、決
レポートが会議に対する見方を方向

日 ） や、

間後に発表されていたが、今回は 日

1

付けた。
月

さ らに、 李 克 強 首 相の夏 季 ダボ
ス 会 議 での 発 言（

APEC（バリ島）での習近平主席

・過剰生産能力解消に向けたロードマップ発表

の演説（ 月 日）も積極的な改革

・上海自由貿易区設立

コミュニケへの失望と全文
での評価逆転

・民間資本による銀行、リース、消費者金融の試験的参入

め、香港の銀行が「 期 中全会に

3

上がった。

3

して失望させるものではない」とする

9

15

・営業税から増値税への改変加速

11

への取り組みと自信を感じさせ、兪正

・約 1,700 行政許認可中、334 項目廃止

3

起草の中心人物であったことから、

3
11

異例の高まりを見せた。特に 月初

11
9

声政協主席が「 中全会の改革範囲

・貸出金利自由化

8

3

3

・小企業向け融資拡大

10

18
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12

注目を集めた。中国メディアも改革

報道された。 月末には国務院発展

26

10

10

後の 日夜に会議で採択された「改

3

席の経済ブレーンといわれる劉鶴・国

今回の 中全会は、過去の中央委

3

３中全会分析
「決定」をどう評価するか

択された。

亜細亜大学 アジア研究所 教授

（出所）新聞報道等から筆者作成

会議
（3 中全会）が開催された。3 中全会は指導部が発足してからちょ

2

3

・登録資本金下限の撤廃

度が高い。今回は経済が減速し社会矛盾が頻発する中、習近平主

遊川 和郎

李克強首相就任後の主な施策

第1表

11 月 9 ～ 12 日、中国共産党の第 18 期中央委員会第 3 回全体

後に突然全文発表されたこと自体が
サプライズだった。ネット上では改革
消極派に配慮したがコミュニケの評判
が悪かったので前倒しした、といった

「決定」の特徴
さて、では「決定」の全体像から
見てみよう。
「決定」は 章 項目か
らなり、総論 、経済 、政治 、

60

題） 、
国防軍隊 、
党の指導強化（ま

文化 、社会 、生態文明（環境問

11

解釈も流布している。
また全文とともに、習近平主席自
らが決定全文についての説明（以下「説

22 16

中全会では期限や組織に踏み込ん

いという危機感、切迫感が十分に伝

はここで改革を断行しなければ後がな

で改革の実行を担保していない。今回

石油、天然ガス、電力、交通、電信

の問題を指摘している。そして、水、

いること、部門や地方の保護主義等

で優勝劣敗や構造調整が阻害されて

存在することや、市場競争が不十分

わってくる内容となっている。

等の領域の価格改革推進や自然独占

業種（注 ： 鉄道や電力など）に対し

間以上経ったのちに、「
『決定』誕生記」

経指導小組の楊偉民副主任は「決定」

を具体的に網羅している。党中央財

て決定的役割を果たす」と明記され

ことであり、市場が資源配分におい

府と市場の関係をきちんと処理する

まず、
「経済体制改革の核心は政

化などを改革措置として挙げている。

の分離）の導入、競争的業務の自由

（施設の整備・保有主体と運営主体

本の分離、業種に応じて上下分離方式

「決定」のポイント

として起草の経緯が明らかにされてい

を「全面改革 条」と命名していたが、

た。1993 年に社会主義市場経済

ては、政府と企業の分離、政府と資

た。習近平主席自身の説明も改革へ

経済、あるいは国有企業、農村といっ

が提起された時は、これが基礎的役

また
「儲けすぎ」
批判を意識してか、

4 4

の決意を示した前向きなメッセージと

たある一分野に特化したものではな

割であったもので、たった２字の違い

国有企業（中央政府直属）の税引き

国有企業批判への対応

して受け取られた。

く、政治、経済、社会、文化、生態（環

る。 年以降は、
「基礎的役割」の頭

成されたという。起草組の中核に李克

月にのぼる討議を経て、
「決定」は作

長とする起草組が組織され、約 カ

劉雲山、張高麗の両常務委員を副組

記されたことである。これまで党大会

以下「指導チーム」
）の設立までが明

組織（改革の全面深化指導チーム、

限（2020 年）と実行を担保する

もう一つの大きな特徴は、改革の期

いたものが、一つの壁を越えた。

といった修飾を加えるだけで徘徊して

な程度と広い範囲で」
（ 年党大会）

とよく」
（ 年党大会）
、
「さらに大き

程度で」
（ 年党大会）
、
「制度上もっ

いて」
（ 年党大会）
、
「さらに大きな

に「国家のマクロコントロール下にお

業が ％、軍工企業が ％となって

鉄鋼、運輸、電子など一般競争性企

ととした。現行では、最高が煙草業

保障や民生改善により多く用いるこ

を 年までに ％に引き上げ、社会

後利益のうち国庫に納付させる割合

の改革プランであることが第一の特徴

4 4

「説明」によれば、2012 年の

がまさに決定的な突破と評価されてい

定に着手している。 月にテーマが決

強首相の名前がないことを訝る見方も

では 年、 年単位での長期目標が

30

強首相の名前がないのではなく、習近

性はとれている。意見の違いから李克

推し進めようとしていた施策との整合

容を見れば、これまで李克強首相が

革が骨抜きになるのを防ごうとしたも

することで、地方や各部門レベルで改

ム」を党中央という高いレベルで設置

指導部内での完遂を課し、
「指導チー

提起されていたが、 年という習・李

した。その一方で、国有企業には不当

公有制の地位に変化がないことを強調

度を堅持しさらに整備していく」と、

所有制が共同で発展する基本経済制

次に、
「公有制を主体とし、多種の

している。

権的な消費の厳格なルール化も提唱

採用、管理者の報酬水準と待遇、特

及、予算の情報公開、市場を通じた

いた。国有企業の経営投資責任の追

非公有制企業に対しても健全な発

平主席の権威確立のための色彩が強い

15

な手段によって利益を謀る現象が広く

5

の ％、石化など資源関連が ％、

20

20

10

12

07 02

97

である。

あるが、列挙されている経済改革の内

定され、
習近平主席（総書記）を組長、

とめ） 項目という構成で、問題点

3
境）の 分野一体でカバーした広範囲

明」
）を発表したが、
これも前例はない。

4

9

3

党大会後すぐに 中全会のテーマ設

過去には全文の発表からさらに１週

4

4

3

5

10

7

のである。 年前の胡錦濤総書記での

と見るべきだろう（後述）
。
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4

60

20

10

３中全会分析
2
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開放型経済の構築では、外資の参

展を支持するとし、公有制との権利・

の除去、統一した市場参入制度の実

入緩和、内外資本の法律法規統一、

外資の参入緩和

施を謳った。ただ、非公有制に対して

安定、透明、予見可能な外資政策の

機会・規則の平等を守り、不合理な

割かれた分量は小さく、全体として

保持が挙げられたほか、金融、教育、

既定の排除、各種の目に見えない障壁

扱いが弱い印象は否めない。

第２表 「決定」の分野別内容（要旨）
分

野

内

容

基本的な経済制度 公有制を主とし、様々な所有形態の経済が共同で発展する。
各種所有制の財産権、合法的利益の保護。混合所有制の推進。公平な市場競
所有制
争を保証し、等しく法律の保護と法による監督を受ける。
利益の国庫納付の比率を 2020 年までに 30％に引き上げ、民生の改善に充て
国有企業
る。
健全な発展を支援。不合理な規定の廃止や隠れた障壁の除去。特別に許可さ
非公有制企業
れた経営領域参入の具体方法制定。
市場参入ルールを統一し、ネガティブリスト方式を基礎とする。外資の投資
市場ルール
に対しても国民待遇とネガティブリストによる管理モデルを模索。
市場に価格形成を委ね、政府が不当な介入をしない。水や石油、天然ガス、
価格決定
電力、交通、電信等分野の価格改革推進。
土地制度
都市と農村の統一的な建設用地市場の構築。
金

融

金融業の内外開放。民間資本による中小型銀行の設立を許可。直接金融の比
重増加。人民元レートの形成メカニズム向上、金利市場化加速。資本市場の
双方向開放。

文化、医療等サービス領域の秩序あ

る開放を推進するとした。幼児・老

人サービス、建築設計、会計監査、

貿易・物流、電子商取引等サービス

分野の外資参入規制を自由化する。

一般製造業のさらなる自由化にも言

及があり、その後商務部の定例記者

会見では、鉄鋼、化学、自動車など

の外資企業に対する出資比率規制の

緩和も含めて検討されていることを明

らかにしている。上海自由貿易試験

区に続き、条件の整った地方の中から、

自由貿易園区（港）を発展させてい

く方針も盛り込まれた。

政府の機能転換

国家安全等一部の例外を除き、企業の自主決定に委ね政府は投資の審査・認
可を行わない。考課は単純な成長速度ではなく、資源消耗、環境被害、過剰
設備、イノベーション、安全生産、債務増加等の指標の比重を上げる。雇用、
収入、社会保障、健康等をさらに重視。

財政・税制

地方税体系の整備。直接税の比重引き上げ。エネルギー消耗品、環境汚染品、
一部の高級消費財を消費税の徴収対象に加えるほか、段階、税率を調整。総合、
分類を結合した個人所得税の設置。不動産税の立法加速及び適宜改革。資源
税改革加速と環境保護税化推進。税制優遇措置の規範化。権限と支出の責任
が相見合った制度の構築。中央の権限と支出責任の適度な強化。

都市と農村

農民により多くの財産権賦与。都市と農村における生産要素の平等な交換と
公共資源の均衡配置推進。都市化の健全な発展のための体制・仕組み整備。

開放型経済

国内資本と外資の法律法規統一。投資参入の緩和。金融、教育、文化、医療
等サービス領域の秩序ある開放。幼児・老人サービス、建築設計、会計、貿
易・物流、電子商取引等サービス領域の外資参入規制の自由化。一般製造業
の更なる自由化。企業・個人の対外投資拡大。関係国との投資協定加速。自
由貿易区の建設加速。内陸辺境地区の開放拡大。

法治・司法

食品・薬品、安全生産、環境保護、労働保障、海域島嶼等重点領域の基層で
の法執行強化。人権司法保障制度の改善。死刑適用罪の緩やかな減少。労働
教養（労働を通じた再教育）制度の廃止。

腐敗防止

幹部の勤務生活保障制度を規範的かつ厳格に実施。住居と事務所の複数占有
禁止。官舎制の模索。幹部親族のビジネスや公職就任、出国等関連規定の整
備と厳格化。職権を利用した親族関係者への便宜供与防止。

文

化

非公有制企業の発展奨励。対外出版、電子出版の許可。

教

育

教育分野の総合改革深化。公立学校の標準化、学生負担の軽減。産学、学校・
企業間の協力拡大。入試制度改革推進。入試万能の障害是正。大学統一入試
の科目削減、文理統合、外国語科目等の社会化、複数回受験の模索。

雇

用

就業・起業を促進する体制・仕組みの改善。大卒を重点とする若年就業と農
村からの労働力移転等を促進。大卒の起業奨励。

賃金・収入

合理的で秩序ある所得分配構造の形成。寄付減税など慈善事業支持。個人の
収入と財産情報システムを作り、違法収入の取締り、隠れた収入の規範化な
ど所得格差の是正を図る。

社会保障

公平で持続可能な社会保障制度の構築。定年年齢の引き上げ検討。企業年金、
職業年金、商業保険の発展と多層社会保障体系の構築。農村留守児童、婦女、
老人への思いやりサービス体系整備。

医薬衛生

医薬衛生体制改革の深化。一方が一人っ子である夫婦の 2 人目出産を可能と
する政策を始動し、徐々に出産政策を調整。

社会管理・治安

社会の管理方式を改良。社会矛盾を効果的に予防、解消する体制の創新。信
訪制度の改革。インターネット管理の強化。公共安全体系の整備。国家安全
委員会の設置。

環境保護

資源の有償使用制度と生態補償制度の実施。

党の指導

改革全面深化への党の指導強化と改善。党中央に改革全面深化指導グループ
を作り、改革の全体設計、全体の調整と推進、実施督促の責任を負う。

（出所）「決定」から筆者作成
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ではまだわからないが、昨年来用いて

味があったと言われている。

目に、矛盾の顕在期、多発期に直面

しており、社会の安定の観点からも、

外資参入に対してはほかにも、内

同委員会の位置付け（党や政府の

改革によって解決を図るしかないとい

いる「中国の夢」ではなく、さらに練

組織か、あるいは独立した組織か）

うことである。

国民待遇とネガティブリスト（外資参

はまだ明確にされていないが、党中央、

り上げた表現になるのではないか。
「説明」は特に指導者として鄧小

国務院、全人代、政協に次ぐ第 の

権力機関となる可能性を指摘する声

る。そこでこれからの焦点は、改革が

の詳細や方向性が明らかにされてい

閉会後は各部門からも相次いでそ

平を強く意識しており、過剰ともい

入禁止業種）方式の導入や登記制度
の改正も検討されている。
そのほか「決定」の各分野での要

が多い。今回の設置は、共産党総書

実行できるかという問題と、実行し

期（ 鄧 小 平 ）と

記ではあるが、現状は太子党仲間、

たらどうなるのか、という点に移る。

える前 宣 伝 も第

旧友人脈に頼っている習近平主席の権

改革によって経済が活力を増し安定し

旨は第 表を参考いただきたい。

威を高めようとするアドバルーン的な

力基盤造りが最大の目的であること

Ver・ を主導することで自身の権

鄧小平の理論的後継者の地位を得よ

安全保障会議）のような外交・安全

また名称からは米国ＮＳＣ（国家

最大のポイントであることは言うまで

緩和され社会も安定に向かうのかが

今回の 中全会では経済改革にメ

対比させ、約 年周期での改革開放

意図があったと考えられる。また昨年

は間違いない。

政治的な含意

総書記就任直後に深圳を訪問したの

権威を打ち立てようとしているかを見

コミュニケ発表で最初に注目され

しかし、改革の実行は、過去 年

もない。

代に並ぶ（あるいは上回る）指導者

たのが国家安全委員会の新設である。

いささか不自然さは否めないが、国内

や緩和対策に続けて言及されている。

強い推進力を必要とするとともにその

と社会の歪みを是正することであり、

間ほとんど放置されて拡大した経済

反作用も当然ながら大きい。これから

ら語っているように、自らの指導理論

要穏）
」など鄧小平の言葉を引きなが

歩みはしっかりと（胆子要大、步子

合を強化」
、あるいは「もっと大胆に、

ら河を渡る（摸着石头过河）
』の結

イン（頂层設計）と『石を探りなが

それは例えば、
「トップダウンデザ

大会で政治局常務委員を 人減らし

突然浮上したものではない。昨年の党

誌がすでに報じており、 中全会で

ある。今回の構想は今年 月に香港

中に懸念がもたれ、頓挫した経緯が

透明な中、江沢民への過度の権力集

るシンクタンクか新たな権力機構か不

にも持ち上がったことがあるが、単な

できることはほぼ出尽くし、残され

あること。二つ目に、過去 年で改革

避けるかが経済面での大きな課題で

る。一つは、
「中所得の罠」をいかに

の背景として以下の 点を挙げてい

前出の楊副主任は今回の「決定」

後ろ盾としなければ遂行できない。何

革に対する国民の理解と強い支持を

ことができるのかにかかっており、改

ば、国民や社会がそれを受け入れる

招く恐れもある。改革は突き詰めれ

層を直撃し、それが新たな不安定を

起こるであろう矛盾是正、富の再配

（江沢民「三つの代表」
、胡錦濤「科

たが、政法担当（減員対象）が総書

3

ず、一見豊かになったかに見える中間

既得権益層と言われる強者のみなら

分といったゲームのルール変更は単に

学的発展観」
）を確立することに腐心

よりも政権の指導力が問われる。

改革は国民に受け入れら
れるか

れる。

の治安を強く念頭に置いたものと思わ

るが、
「決定」では、社会矛盾の予防

保障戦略を集約した組織を連想させ

鄧小平が 年前に打ち出した改革開
放政策の行き詰まり（現状との齟齬）

になろうとしていることが特に「説明」

同委員会構想は、江沢民時代（ 年）

を、理論的に突破することで過去数

からうかがえる。

国家安全委員会の設置

うとする文脈で考えるべきだろう。

た成長軌道に乗るのか、社会矛盾が

ディアの関心は集中しているが、習近

も 年の南方講話を意識したもので、

11

5

平主席がいかに第五世代として自らの

30

て取ることも重要である。すなわち、

2

た難関の突破が必要であること。三つ

97

10

92

記に対抗する権力を持つことを防ぐ意
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2

3

35

していることが分かる。それは現時点

35

5

3

2

３中全会分析
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スの面積とほぼ等しい。新中国建国の

国一様ではないことにも留意する必要が

ル自治区等）には大きな差があり、全

び、砂漠拡大の勢いにブレーキがかかっ

されている。最近発表された第 次調

化和砂漠化状況公報」
（表 ）で発表

中国においては植林事業が順調に進

捗しており、 年の報道においては、中

国の植林面積は６２００万ヘクタールで

世界最大、森林率は ％を達成する等、

長瀬 誠

東アジア総合研究所研究員
愛知大学講師

砂漠化面積は、前回（～ 年）調査と

表２のように、森林面積と森林率は

れる黄砂が北京に降り注ぎ、１万平方

後、 年代に一時森林率が停滞したが、

でに極めて低いレベルに陥っていた。以

景となっていることを踏まえ、中国政府

にブレーキがかかった第 次期間を引き

％減少している。これは砂漠化拡大

キロ当たり トン以上、影響を受けた

んでいるとの評価もある。

継ぐものであり、中国の砂漠化面積は、

近年は、再び安定して上昇している。

人は 億人、影響面積は１６１万平方

キロに及んだとされる。

以上のように、黄砂は砂漠化と直接

ただし、後に見るように、砂漠化防

空の偏西風によって運ばれて、中国北東

よって吹き上げられた多量の砂塵が、上

黄砂は砂漠地帯や黄土高原で風に

された大気汚染物質も運ぶため、それ

黄砂が飛来する際に、中国大陸で排出

止が根本的な方法である。なお最近は、

関係があり、黄砂対策には砂漠化の抑

止事業が進展している地域（寧夏回族

（１）砂漠化面積の拡大にブレーキ
中国は砂漠化の進行が世界で最も速

（３）黄砂飛来の「深刻化」

10

が中国、韓国、日本の住民の健康に脅

年以降、徐々に縮小の方向に進んで

2

部、朝鮮半島、日本等で降下する現象
3

いると評価できよう。

80

や緑化推進を喫緊の課題として取り組

１９４９年の新中国建設の段階で、す

を指す。 年 月には、当時最大とさ

過伐採によって頂上の表土まで流された。山頂付近の大
規模市区林（甘粛省）

比較して、それぞれ１・ ％、同０・

目覚ましい成果を上げている。

4

中国における砂漠化の現状及びその対策
はたしてその成果は

報道によれば、中国は砂漠化によって、

１９５０年以降、国土環境保全運動を

今日、中国で最も注目されている環境問題の一つが砂漠化である。政府は長年この問題に取り組んできたが、中国にお
いて実行されたすべての植林事業が順調に進んでいるわけではない。多くの学者や地方政府指導者は、砂漠化が現在もな
お厳しい状況にあることを訴えている。
本稿は、中国の植林事業はこれまでどのような成果を上げてきたか、現在どのような課題に直面しているかなどについ
て、データおよび各種報道を整理しながら明確化したものである。

年に５４０億元を上回る経済損失が

ある。

てきたとの報道もある。また近年におい

査（～ 年）によれば、荒漠化および

（２）近年の森林率の上昇とその要因

展開したが、 年代まで大きな成果は

発生しており、また砂漠は北京まであ

中国の砂漠化に関するデータは 年

得られなかった。

に迫っていると危機を煽るような報道が

から 年に一度実施される「中国荒漠

と６００キロ、急行で数時間のところ

なされている。これまでの努力が実を結

ては、砂漠化の進行が地球温暖化の背

05

は国際公約を守る為にも砂漠化の抑制

4

自治区等）と停滞する地域（内モンゴ

00

く、砂漠面積は国土の約 割、フラン

砂漠化の進行状況

3

18
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1

5
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3

90

1
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威を与えているという専門家の意見も報
ては中和作用がある事を踏まえ総合的

有しており、国境を跨ぐ酸性雨に対し

業の継続性を確保するための「経済林」

流失を防ぐ）
、⑥促成用材基地建設（事

は、退耕還林事業は比較的スムースに

が確保されている地域と時間において

と判断された農家・農村においては、
「生

道されている。

そのほか、洪水・土壌流出対策、過

態移民」
（集団移住）が検討され、各

進んだとされる。また、放牧業あるい

度の伐採を防ぐためのメタンガスの利用

地で実行に移された。

栽培で利益確保を目指す）が上げられ

事業など、現地の実情を踏まえた様々

（３）民間活力の動員

に評価する必要があろう。

1.22

1.15

1.25

1.59

1.75

1.95
8.9

12.7

12.7

13.0

16.6

18.2

20.4

林がそれを補助すると位置付けけられ

完成面積で ％、投資金額で ％と事

2011
2012
2013

14
12
15

67

61

退耕還林事業の主な内容は表５のと

3

ただし、表 のように、日本への黄砂

砂漠化が進行する要因と

植林に関する従来の政府の手法は、

六大事業のうちで、面積、投入金額

ていた。ただし、農村改革が進展し、

進されている。

度な伐採、過放牧、水資源

などの点から最も影響力の大きな事業が

農村の生態環境が新しい段階を迎える

しては、自然的要因のほかに、

の過度の利用、等が存在す

「退耕還林」である。同事業のピーク

状 況 下で、 民 間の人 々を動 員し、 資

大部分は政府が植林し、民間の奉仕植

る。したがって政府の対応策

時の 年に注目すれば、表４のように、

合理な開墾や過度の伐採禁

04

業の 分の２を占めている。
る植林等が中心となる。

11
40
44
41

おりであり、同事業に必要な補助金等

羊の彫像が鉄柵の中に入っている。遊牧禁止のキャン
ペーン（寧夏回族自治区）

その中で特徴的な事業とし
て、④長江流域防護林建設：

表 3：黄砂日本飛来の観測日数表

年に発生した四川省大洪水を期に、

力を動員の手法は以下のとおり。

あった。近年政府が打ち出した民間活

林緑化事業の枠組みを形成する必要が

金も民間から調達するという新しい植

としては、表 のように、不

（２）退耕還林の効果と問題点

な、砂漠化防止のための事業計画が推

は農業として生活維持が成り立たない

（単位：億 ha）

表 2：森林面積の推移

シェア（％）
年平均増減

非合理的な開墾、森林の過

（出所）日本気象庁ホームページ

止、荒漠地や沙漠地におけ

4

1980
1990
2000
2010

鄧小平は「全国義務植樹運動」を呼び

かけた。以後、地方政府を指導し、企

業、学生、個人等、民間活力を動員し、

近年では毎年春に約 億人が 億本の

24

と農民の新しい関係形成が期待

新しい環 境 保 護の担い手である都 市

同時に、非政府組織の共同作業から、

いる。

苗木を植える植樹事業として定着して

5

される。

（４）円借款、小渕基金による植林・
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る。

0.85

8.6

飛来は必ずしも右肩上がりで増加して

n.a.

n.a.

168.9

0.25

n.a.
第 2 次（99 ～ 03 年）

267.4

1.04

27.9

174.3

0.34

18.2
第 3 次（01 ～ 04 年）

263.6

▲ 0.76

27.5

174.0

▲ 0.13

18.2
第 4 次（04 ～ 09 年）

262.4

▲ 0.24

27.3

173.1

▲ 0.18
（出所）『中国林業統計年鑑』「中国荒漠化和砂化状況公報」各年版、ほか

18.0

回数

建国時

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

第七次
年

1949

73~76

77~81

84 ～ 88

89 ～ 93

94 ～ 98

99 〜 2003

04 ～ 08

政府の対策と課題

0.83

いるわけではないことに注意する必要が

262.2

ある。また黄砂はアルカリ性の性質を

森林面積

森林率％

3

第 1 次（96 ～ 98 年）

（１）六大林業重点事業
（注）森林率＝林地面積／土地総面積：一定行政区内の林地面積の占める割合を示す。鬱密度 0.2 以上の喬木林地、竹林面積、
灌木林地、農地防風林、街路樹等が森林率計算の対象となる。
（出所）『中国林業年鑑』各年版、中国林業出版社、「第 6 次全国森林資源調査」

（ 伐 採による同 流 域の土 壌

観測日数
代表年

砂漠化（荒山の一部）
荒漠化（荒山化）

存在面積
シェア（％）
年平均増減
存在面積

81

N
G
O

年平均：24.2 日
1981 ～ 2010

（単位：万 km2）

表 1：砂漠化の進行

JC ECONOMIC JOURNAL 1 月号 省エネ・環境コーナー

68.20
76.47

214.29
③京津黄砂対策事業（～ 2010 年）

47.33

120.11

26.77
④三北・長江流域防護林建設（～ 2010 年）

44.83

254.51

35.27
⑤野生動物及び自然保護事業（～ 2050 年）

n.a.

n.a.

4.45
2.23

n.a.

2.06
480.29

972.89

351.02

砂漠化防止事業を推進

（出所）『中国林業年鑑』「六大林業重点工程」

合計

表 5：退耕還林のフレームワーク

表６のように、円借款による植林事

的である。

する技術、資金、ノウハウの導入に積極

中国は隣接する日本からの植林に関

⑥重点地区促成用材林基地建設（～ 2015 年）

業は、これまで 省・自治区に対し、

雲南、貴州、四川、重慶、湖北、陝西、甘粛、青海、寧夏、内蒙古、山西、河南、新疆
②対象地域

斜度 25 度以上の耕地
③実施規模

第 1 期の退耕面積は、34.3 万 ha、乾燥面積は 43.2 万 ha（日本の総面積は 37 万 ha）
④補助制度

食糧保障、現物支給等
⑤予算規模

2000 年の予算は 18.7 億元、そのうち植林事業の経費は 9 億元で約半分を占める
（出所）表 4 に同じ

表 6：円借款による植林・水資源管理・砂漠化防止事業リスト

新疆ウィグル族自治区水資源管理・砂漠化防止

144

10
2001

寧夏回族自治区植林稙草

80

5.8
2002

甘粛省植林稙草事業

124

9
2002

内蒙古植林稙草事業

150

18
2003

湖北省植林事業

75

29
2003

江西省植林事業

75

22
2004

四川省長江上流地区生態環境総合整備事業

65

9
2005

河南省植林事業

74

9.6
2006

吉林省植林事業

84

19.3

３０００以上の郷鎮政府に提供されて
きた。円借款植林事業の特徴としては、
規模が大きく、すぐに一定の成果が得ら
れること、乾燥地域の植林事業に限ら
ず、節水灌漑事業や土壌保存を目標と

また小渕基金（正

例えばインタビューに答え、次のように

通じて地方政府を公然と批判している。

彼は市民の視線に立ち、マスコミを

式 名 は日 中 緑 化 基

問題点を指摘した。

た日中民間環境協力

であり、植林を通じ

期に設立された基金

えて減らないのは何故か」
、
「統計データ

を繰り返しても、砂漠化面積が目に見

事業にうんざりしている」
、
「毎年植林

「いつまでやっても効果が見えない植林

然を破壊し、生物多様性をも破壊して

05

7

4

う。

新しい方法で植林事業を展開する必要

なく、現在残された砂漠化防止地域は、

関と国民は造林と草栽培を砂漠改造の

があると指摘する。すなわち、
「関係機

①前清華大学于江春教授（現内蒙古荒
漠与草原研究所）（出所 ：「南方周末」
年 月 日）
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いる。

金）は 年の洪水を

を促進するために設

自体に問題があるのかもしれない」
、
「植

おわりに ：

しまう」
、
「それを我々は『森林荒漠』

林は不適地に行われた場合、元来の自

国の植林活動に対

と呼んでいる」
、
「植林は担当部署が予

算を獲得するための一種の政治的スロー

この同業者への遠慮ない発言は中国全

最近中国において

住民そして大学の研

土から注目され、記事は多くの新聞に

ガンであり、植林は国から金を引き出

究者等が、地方指導

転載された。

も、 環 境 問 題 に 関

者を公然と批判する

②中国科学院アカデミー会員魏江春（出

す手段である」等と喝破した。

報道を目にするよう

所 ：「北京周報」 年 月 日）

し、マスコミや地域

する批判と検討

中

けられた。

98

になった。植林事業

（出所）JICA ホームページ

政府系シンクタンクの魏氏はこれまで

8
2000

に関してもその例外

10
60

砂漠化を防ぐために、造林と草栽培を

36
甘粛省水資源管理・砂漠化防止事業

ではない。以下、中

内蒙古自治区黄土高原植林事業

2000

重点実施することで一定の成果を得てき

2000

国の植林事業に対する批判を紹介する。

10

たことを肯定しつつも、この方法はどの

42

今後は批判者の意見を参考に、現状の

山西省黄土高原植林事業

ような条件の下でも有効であるわけでは

10
2000

把握と課題の明確化に努めるべきであろ

面積（万 ha）
42

事業名
年度

１８０万ヘクタール、３００以上の県、

①実施地域

した水資源管理事業も位置付けられて

11

521.81
①天然林資源保護事業（～ 2010 年）

投資額
（億元）
04 年末「封山育林」
面積（億 ha）
完成面積
（万 ha）
事業名（投資期間）

供与額１１６２億円、植林計画面積は

承諾額（億円）
陝西省黄土高原植林事業

5

64.14

321.75
②退耕還林事業（～ 2010 年）

13

2000

5

表 4：六大林業重点事業の実績
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愛知大学植林ボランティア

新しい友人を得ることができる。満天の

星空を見て感動するに止まらず、今後、

英語

Desert

Gravel desert

Sand desert

Desertification

重点とし一定の成果を上げてきたがこの

補足 ：

世界の環境問題や社会問題に取り組む

沙漠化

方法はすべての条件に対応するものでは

隊の紹介

グローバル人材としての出発点とするよ

沙漠化

沙漠

ない」と指摘する。

愛知大学は創立 周年の記念事業の

うに努力している。

砂沙漠

戈壁

魏氏は造林と草栽培にこだわるべきで

一環として 年から日本砂漠緑化実践

なお本学現代中国学部は同隊の活動

礫沙漠

荒模

なく、砂漠化対策の「誤った認識」とい

協会が主催する砂漠緑化活動に特別隊

を評価し、現地植林事業に加え、集中

沙（砂）漠

中国語

う考えを示し、
「旱魃という条件の下で

を編成し派遣してきた。内モンゴル・

講義を受講した学部生に対して、２単

今日環境問題として注目されているのは、後者の「砂漠化」に係る問題である。

は殆どの植物は生存できず、旱魃地域

クブチにボランティア隊を延べ 回、計

「荒漠」は「沙漠」（砂沙漠や岩石沙漠等）
、土壌植生が貧弱なカルスト地域や砂丘など、

位を付与するというカリキュラムを設け

動によって土壌が流失し、植生が長期喪失して土地が劣化することを指す。

５００人以上を派遣した。同隊には愛

「砂漠」と「砂漠化」は意味が異なる。「砂漠」は年降水量が 250 ミリ以下で、日差しは強

て、学生の積極的参加を促している。

日本語

日中英対応表

、本学

参考 : 砂漠関係用語

の 企 業、 環 境

等が参加している。

内モンゴル・クブチにおいては、緑化

作業に加え、地元政府、地元大学、現

地農民との交流を行っている。同隊参加

者は以上のような日中植林関係者との

交流を通じて、社会人、国際人として

の資質を磨き、今後各種ボランティアや

国際活動、グローバル人材として参加す
る出発点を築くことができる。

同隊は緑化作業への参加を重視する

が、同時に何故、砂漠化が急速に深刻

の一つは学ぶことであり、植林事業に際

しても、植林に関する知識の習得、今
後の対応策の検討などに努めている。

く、動植物のほとんどは生育不能となる自然条件を指す。「砂漠化」は、人間の活動や気候変

の造林プロジェクトはほとんど失敗」し

C
S
R

考察）にも力を入れている。学生の責務

化したか、植林事業を成功させるため

ということが明確にする必要がある。す

自然相手の事業の場合は単純ではない。

確かに植林の成功のためには企業や団

なわち、新しく植林が成り立つというこ

必要性が低く植林サイトが選択される

体や個人の動員・資金調達が必要であ

とはそれまで誰かが使用してきた水を

に何が必要か等に関する座学（分析・

る。ただし資金を拠出する側は、これ

奪うことになるということをしっかりと

名古屋校舎で実施される集中講義や、

各種の行事では、世代・国籍を超えた

「砂漠」
と
「砂漠化」
、
「沙漠化」
と
「荒獏化」
との違い

知大学の在校生、教職員に加え、日本

17

O
G
/

ている」と指摘している。したがって同

50

N
G
O

地区で造林事業を成功させるためには、

95

すなわち「何のために植林をするのか」
、

まで稼いできた利潤の一部を企業が社会

に取り組む必要
認識した上で、
がある。

いわゆる荒地・荒山を指す。

新しい科学的手段である「天使の絨毯」
の利用等新しい栽培方法の採用抜きに

： 企業の社

植林の成功は難しいと指摘している。
③企業が推進する
会的責任 （出所 ： 企業と
の協働による森林保全情報サイト）

現在のグローバル経済においては、本
業とは直接関係がなくとも、植林実施
企業というブランドイメージ向上の中
で、植林等砂漠化防止事業の成功が企
業に巨大な利益をもたらすことに寄与

O
B

事例も見られるようになった。

する可能性がある。そしてその結果、

円借款を利用した植林の現場では「円借款利用」
の看板が明示してあった（甘粛省）
円借款利用案件を請け負った一般農民と村長
（内モンゴル自治区）

に還元すれば、自動的に社会に貢献し
ているという認識になりがちであるが、
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瀋陽市・高齢化社会に生まれた商機 ❸

を取り上げてきた。第 回となる今

「 中国高齢化社会に生まれた商機 」

業支援および産業発展」をテーマとした

は人気を呼んだ。展示会と併行して、
「産

らの実物を持ち込んだ台湾企業のブース

リハビリ用器具などが中心であり、これ

も高い。日本の「楽天市場」の中国語

く売り出され、値段は中国製品の数倍

齢者用品は、個人輸入されたものが多

非常に乏しい。一方海外メーカーの高

ワードでは商品が見つかるが、品数が

る。最大の問題はサイズが合わないこ

いことが中・高齢者の悩みとなってい

困難で、ほとんどのお店で扱っていな

「中・高齢者の服装を購入することは

中では次のように記載された。

者の服飾消費は無視された商機だ」の

西槙 躍

回は、高齢者用品市場の現状を紹介

ラウンドテーブルや、
「シルバー建築お

版では、「護理用品」をクリックすると、

とだ。高齢者の服装に対する要求は単

●日中経済協会瀋陽事務所 首席代表

しながら、服飾、施設と人材の角度

よび室内設計」
、
「高齢者と建築」
、
「高齢

写真付の老人用品、介護用品が多く出

純明快で、快適な生地にシンプルなデ

月および 月の 号にわたって、

から、中国シルバー産業の現状をみ

者と健康」
、
「内外の養老サービス項目に

品されている。しかし、中国語に直訳

ザインと合理的な価格であればいい。

てみたいと思う。

関する経験交流」といったテーマに関す

された商品名が多く、とても分かりづ

く、
全部で約 200 ある展示ブースの内、

残念なのは、海外からの出展は一つもな

会」は先日、北京展覧館にて開催された。

者用メーカーは、展示パネルだけ置い

示したが、ほとんどの中国国内の高齢

るが、少数の海外メーカーが実物を展

老齢用品博覧会」を視察したことはあ

以前、大連市で開かれた「大連国際

車椅子と介護用多機能ベッドと紙おむ

が一人もいなかった。代表的な商品は、

わらず、私が訪れた際、店内には顧客

が、繁華街に店を構えているにもかか

れる老人用品店を訪れたことがある

がある。筆者は瀋陽市の最大級といわ

専門用品店の状況は一層厳しいもの

遅れのデザインか、鮮やかで高齢者の

とんどだ。売り場にあるものは、時代

ても、見つからずに帰ってくる者がほ

が、唯一「老齢（シルバー）産業」の名

台湾の「中華両岸補具産業交流協会」の

たブースが圧倒的に多かった印象を受

通販サイトではどうだろうか。中国

ン」と「天猫（京東）
」
（通販「御三家」
）

生活用品はどれに分類されるのか。
「中

に分類した場合、健康な高齢者向けの

前述した高齢者用品は「介護用品」

には、
「老人用品」のジャンルがまだ

国紡績報」 月 日付けの記事「高齢
11

8

ものもあった。
展示された高齢者用品は、移動補助具

ない。
「護理用品」
（介護用品）のキー

「2013 北京国際老齢産業博覧会」の台湾出
展ブース

が付く「２０１３北京国際老齢産業博覧

ブース以外はすべて北京市および周辺

万人の来場者を記録し、数多くの展示品

最大級の通販サイト「淘宝」
、
「アマゾ

都市からの出展となった。 日間で約６

が売れ、数 元から中には１万元を超す

3

40

である車椅子や杖、介護用多機能ベッド、

10

①高齢者の服飾

つのみで、値段は非常に安価だった。

北京では多種多様な展示会が存在する

シルバー産業博覧会

3

けた。

シルバー産業の現状

るフォーラムが開かれた。

2

しかし、大小のデパートで探しまわっ

8

らい。

4

―中国シルバー産業に存在する大きな隙間

瀋陽事務所発
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OL、スポーツレジャー用服飾で埋め

「服装売り場には流行のデザインや、

1000 元以上でとても手が出ない」
、

気に入ったものを見つけても、値段が

気質に合わないものばかりで、やっと

バー機構またはシルバー不動産、シル

産業の発展速度と規模を拡大し、シル

者によると、これらの方針はシルバー

ための任務と方針が確定された。関係

バーサービス産業の発展を加速させる

という。ただし、中には不動産開発の

くる。協力方式は柔軟に対応が可能だ

入したいと協力を求めるために訪ねて

護用品と管理人材など）を日本から導

ンションにソフト面（医療、監視、介

ウスメーカーが、開発したシルバーマ

は、専門知識・技能が必要不可欠だ。

高齢者サービスに従事するために

③人材育成

充てるという方式で運営する予定だ。

険会社と契約し、入居期間中の費用に

月 日に北京で開かれた「高齢化問

バー医療、シルバー観光などの関連産
業の発展をも促すことにつながる。

られ、稀に高齢者向けのものもあるが、
専門コーナーは設けておらず、少し外
月 日付けの「証券日報」には、「シ

注意が必要だ。

延長と捉えているケースもあるため、

中で、王輝中国民政部社会福利・慈善

題に関する第 回日中専門家会議」の

4

主な消費者層となる。中・青年は感性

有し、生活の質を求め、ブランド品の

者となっている。 ～ 代の中・青年

の間隔が短く、消費量が一番多い消費

ザインのブランド品を好み、買い替え

していないものの、個性的で流行なデ

る。 ～ 代の若者は、経済的に独立

年齢層の消費概念には大きな差異があ

記事は次のように分析した。
「異なる

服装の販売は利益が少ないからだ。同

原因は非常に簡単で、つまり高齢者の

供給が追い付いていないのだろうか。

なぜこれほど莫大な消費者への商品

入しているが、経営モデルの確立とい

多くの企業がシルバー産業市場に参

の建設が遅れている。

消費者が満足するようなシルバー施設

バーマンションは徐々に増える一方、

発がまだ進んでいない。豪華なシル

対し、ソフト面でのシルバー商品の開

し、ハード面が整備されつつあるのに

のシェア争いを繰り広げている。しか

などはすでにシルバー不動産開発市場

カーの万科、緑城、龍湖、複星、遠洋

された。これによれば、
大手ハウスメー

動産は注目すべき」という記事が掲載

ルバーサービス産業およびシルバー不

生態城」が建設されている。この城の

瀋陽市郊外の棋盤山観光地に「養老

と運営モデルが新たに生まれそうだ。

の開発と連動して、特色ある施設建設

されている。豊富な資金力に保険商品

者の内、保険会社の動きが非常に注目

制定状況を解説した。様々な新規参入

ンを行い、シルバー産業の参入基準の

型シルバー建築を創設」というプレゼ

ミュニティ標準を設け、それにより新

書長が「高齢者にふさわしい居住コ

齢産業協会の下部組織）の牟麗娜副秘

国老年適居養生生産業連盟」
（中国老

前出の博覧会のフォーラムでは、
「中

者をケアする場合、1000 万人の介

であり、介護士１人につき３人の高齢

ケアが必要な高齢者は 3600 万人

して、6000 億元が不足している。

き資金が 万元（土地代含まない）と

600 万床足りない。ベッド一つにつ

の保有量は 400 万床であり、あと

す る と、1000 万 床 が 必 要。 現 在

齢者 億人のうち ％が施設に入ると

ための資金と人材が不足している。高

サービス産業は、産業として成り立つ

について、
次のように述べた。「シルバー

シルバーサービス産業が直面する問題

事業促進司老年福利処処長は、中国の

2

護人材が必要」
。これだけの人材を育成

れた場所に置かれてしまう」
。

9

中に、敷地面積 万平方メートル、建

19

う点で行き詰まっている。合理的な建

8

的な消費者層であり、 代からの高齢

とリターンの観点から見れば、
シルバー

くの時間と資金が必要不可欠だ。投資

き届いたサービス体系の確立には、多

築設計、完備された医療システム、行

一体化としたハイレベルのシルバー施

医療、養生、養老、観光・レジャーを

ミュニティ」が建設され、完成後には

額 140 億元の「瀋陽泗水健康養老コ

築面積 200 万平方メートル、総投資

の動きはどうなっているのか。杜鵬中

「官」の問題意識に対応して、
「学」

がかかるのか、問題は山積である。

ればよいのか、またどのくらいの時間

するためには、いくつの学校が対応す

月 日に開かれた国務院常務会議

年に中国人民大学が社会福祉専攻を設

13

者は理性的な消費者層であろう」
。

では、李克強総理の考えが反映され、

サービス産業はサービスの提供で営利

入居者は、手持ちの不動産を抵当に保

1

②施設建設と運営

シルバー（養老）サービス産業の発展

国人民大学老年学研究所所長は、
「
当協会の瀋陽事務所には、多くのハ

設（ 万 3000 床規模）が誕生する。

5

を求めるしかないといわれている。

10

2

に関する公文書が発布された。

50

はすでに一定の経済基礎と文化素養を

40

20

16

同文書では、改革の深化およびシル

27 JC ECONOMIC JOURNAL 2014.1

12

30

10

8

瀋陽事務所発

北京市は、この問題を緩和するための

指導の下で次の業務を行う。

④政府部門の許可を得て、関連部門の

運営の監督管理を調整する。

F/S に参加し、プロジェクト建設と

関する重大投資、開発プロジェクトの

⑩政府部門またはその他部門の委託を

業訓練。

⑨高齢者関連産業の従業員への各種職

開催する。

展の需要に応じて、商談会、展示会を

⑧政府の委託を受け、市場や業界の発

び管理経験を参考し、普及させる。

a シルバー関連サービス機構、生産企

受け、シルバー産業に関する仕事を引

③政府の委託を受け、シルバー産業に

業の標準の制定、修訂および評価、業

き受ける。

国際交流

界のサービスと品質の管理、監督に参
加する。

b シルバー産業のサービス項目、制品

開発、流通、サービスおよびシルバー

提供する。

用、政府関係部門に政策決定の根拠を

計を実施し、調査統計結果の開発、応

c シルバー産業の調査や業界の指標統

り出し、日本の企業は遅れている感が

はすでにシルバー産業の中国進出に乗

術と人材を取り入れたい。台湾と韓国

ている。特に日本やドイツの経験、技

らゆる面で国際社会からの協力を求め

高齢化社会対応の分野で、中国はあ

産業関連の研究、教育、訓練、保険な

d 政府関係部門と協力し、高齢者サー

否めない。冒頭に触れた台湾の「中華

の評価、普及を実施する。

どの企業、機構、社会団体と専門家に

ビスに関する職業技能の検定試験を行

両岸補具産業交流協会」は、傘下企業

ている民政部元副部長の陳伝書氏が就

よる、自発的に組織された全国的非営

う。

会員を率いて中国各地で開催している

一つの措置として、北京救急医療訓練

を普及させ、家族や一般市民による高

利社会組織である。中国でシルバー産

e 選考表彰活動を行う。

高齢者関連の展示会などに参加してい

任している。

齢者対応を可能にする狙いだ。中国老

業の業務展開にあたり、権威であるこ

⑤シルバー産業情報ネットワークを確

る。 年 月に台湾で設立されたこの

ない。

組織の設立

つかの団体組織が設立された。ここで

に、主管当局である民政部の傘下で幾

①業界の自律メカニズムを作り、業界

業務範囲：

トナー探しするのも早道だ。

員企業の高齢者用品を開発し、海外の

⑥市場ニーズに基づき、組織、誘導会

営管理、市場情報交流を行う。

行物；産業フォーラムと経済技術、経

関する第 回日中専門家会議」が昨年

日中間においては、
「高齢化問題に

することを目的としている。

療、健康補助器材などを、中国で販売

非営利団体は、台湾企業が生産する医

この団体は、シルバー産業の生産、

齢弁公室のデータによると、中国全国

の協会との協力関係を持つことは大変

立し、規定に基づき編集出版業界の刊

「中国老齢産業協会」を重点的に紹介

全体の素質を高め、法に基づき、会員

優秀な製品を輸入し、普及・紹介する。

に続き今年 月に北京で開かれた。日

加速する高齢化社会に対応するため

したい。

の合法権益や産業全体の利益を守る。

⑦社会組織間の国際協力、交流活動を

9
②シルバー産業の発展計画策定に参加

12

基地を設立したと発表した。救急知識

に高齢者介護員は現在約２万人しかい

重要だ。また、この協会を通じて、パー

センターの中に高齢者介護・救急訓練

瀋陽で開店したばかりの日本からの輸入品を扱う
シルバー用品店

「中国老齢産業協会」
（ China Silver
）は
Industry Association略 称 CSIA
年 月 日に北京で設立され、初代
30

2
し、関連産業政策、経済立法案などを

行い、海外のシルバーサービス産業、

国の高齢化社会の現状、問題および政

中双方の産官学の代表者らは、日中両
政府部門に提案する。

福祉機構の先進的な経営パターンおよ

9

28
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立したが、こうした専門部門による人
材育成が必要」と述べ、
「シルバー看
護師の社会貢献と経済収入が一致して
いない。待遇と地位の向上が必要。在
宅介護員の資格制度がないため教材も
ない」と嘆き、日本を始め国際社会の
支援を求めたい意志が明らかだ。
「北京晨報」 月 日付けの記事「北
30

京市 万人の高齢者が 4000 人の

10

介護員を奪い合い」が注目されている。

47

1

会長には「中国老齢協会」会長を務め

10
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趙焱

中

国では、元宵節、端午節、七夕、

コーナー、タイムセール、バーゲンセ

販の成長スピードを垣間見ることがで

中秋節など多くの伝統祭日があ

ール等の商戦を繰り広げている。

きるだろう。

る。しかし、最近では ｢光棍節｣ とい

一方、ネットショッピングをする一般

う耳慣れないイベントがあることをご

人は、他の人に先に買われないよう、

と ｢淘宝｣ は 24 時間で計 1 億 8,800

存じだろうか。

11 月 11 日以前には自分が気に入った

万件の売買が成立し、サイト閲覧数は

調 査によると、11 日当日、｢天 猫 ｣

商品をデスクトップ上でショートカット

4 億 200 万人であった。販売額は 09

｢双 11｣ とも略称。数字 ｢1｣ が 4 つ N

を作ったりして一生懸命になる。今年

年 の 5,200 万元、10 年 の 9 億 3,600

ならぶため、独身を意味する）は 90

の独身節は月曜日であり、独身節のネ

万元、11 年 の 53 億 元、12 年 の 191

年代、大学キャンパスで生まれたとい

ット商戦に挑むために休みを取る友人

億元を超え、今年は 350 億 1,900 万元

う。この日は特に休みになるわけでも

もいる。ネット通販業者は民間にある

（約 58 億ドル）を記録した。昨年の

なく、何か式典があるわけでもない。

言い伝えをビジネスチャンスと結び付

米国感謝祭のネット販売額は、2 日合

バレンタインデーとは正反対で、独身

けて、巨大な成功を収めた。また、時

わせても 25 億ドルで、今回はその 2.3

の若者は学園近くにあるコーヒー屋、

代によって販売手法も常に更新され

倍である。1 日の平均ネット販売額の

居酒屋に潜り、台湾人気歌手の ｢単身

る。今年のネット通 販では、初めて

世界記録をも獲得した。ネット販売額

情歌｣ メロディーに合わせ、彼女（氏）

｢O2O｣ (on line to off line) という手法

ランキングの第 1 位は服装（靴、帽子、

がいない悩みを晴らし、あるいは ｢独

が使用された。オンライン上で情報を

バッグを含む）
、第 2 位は携帯電話、

身自由｣ を謳歌している。合コンでに

得た顧客は、実際に店舗を訪れ、気

第 3 位はデジタル製品である。

ぎやかに楽しみ、日ごろの生活でたま

に入った商品を自分の目で確認し、購

ったストレスを発散すると同時に、新

入できるというシステムだ。

｢光棍節｣（毎年 11 月 11 日の独身節。

しい出会いを求め、｢脱光｣（脱・独身）
を願う人もいる。

顧客の購買熱が冷めた頃、商品の欠
陥、返品、アフターサービス、品質保障、

独身節のネット通販の嵐は夜零時か

商品輸送の滞りなど、多くのトラブル

らスタート。12 日の朝刊よると、アリ

が発生する可能性もある。工商、運輸

しかし、いつのまにか本来の意味が

ババグループ傘下のネット通販大手サ

などの管理部門にとって、いかに消費

薄まり、恋人同士は独身節の日にプロ

イト ｢天猫｣（T モード）と ｢淘宝｣（タ

者権利を保護するかが課題となる。

ボーズしたり、結婚式を挙げるように

オバオ）だけで当日 13 時までの販売

独身節はネットから社会へ、学生か

なった。インターネットの普及とともに、

額が 191 億元を突破し、去年の記録

ら社会人へ、言い伝えから e コマース

5 年前から e コマース市場でも ｢光棍

を更新した。また、零時から 55 秒で

へと広がっている。これは社会の開放、

節｣ 時の売り上げが急増している。各

１億 元、6.7 秒で 10 億 元、１時間で

ビジネスモデル転換への挑戦、改革

ネット通販サイトは、独身層をターゲ

67 億元、6 時間で 100 億元の販売額

の希望の強い現れだと思う。独身節の

ットに、旧正月、大型連休時以上の値

となった。ネット消費者たちのマウス

次に、どのようなものがビジネス効果

下げキャンペーンを行い、アウトレット

操作の素早さ、ひいては中国ネット通

をもたらすのか、興味深い。
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策立案の動きなどについて幅広く議論し

●瀋陽事務所

た。また、
「日中養老産業連盟」の設立

をめぐって、双方の意見調整も行われた。

｢光棍節｣からeコマースまで

これはシルバー産業の日中協力が本格化

7

する暁となろう。

12

中国の各地域との交流も活発化になり

つつある。 年 月には、中国東北の吉

林省長春市で中国老齢協会、吉林省老齢

工作委員会の主催で、吉林省外事弁公

室、同老齢工作委員会が実施主体となる

「2012 中日韓老齢問題討論会」が開

かれた。日本全国老人福祉施設協議会、

韓国老人福祉中央会他、内外約 100 人

の専門家や関連企業の代表者が参加し、

「高齢者向けのサービス市場メカニズムと

シルバー産業の発展」をテーマに交流し

た。三国間では「中日韓老齢問題協力メ

モランダム」が調印された。

参考資料：

１．日本企業ビジネスチャンス基礎調査に

おける出張調査Ⅰ報告書

２．中華両岸補具産業交流協会 HP

30

３．中国纺织网「老年服装消費 被忽視的商

10 47

机」2013/ /8

４．北京晨報「
『老齢化』北京 万老人『争』

4000 护理員」2013/ /

５．証券日報「加快发展养老服务业养老地

産或受青睐」2013/8/

６．北京北奥会展中心 HP

19

11
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土佐堀法律事務所弁護士・関西大学法科大学院教授

村上幸隆

から 7 日以内に理由の説明なしに返品することができます
（改正法 25 条 1 項）
。返品商品の運送費は消費者の負担で
す（改正法 25 条 3 項）
。
これは、中国法上初めてクーリングオフの制度を導入し
たものです。
ただし、クーリングオフ制度には例外があり、下記の場
合にはクーリングオフできません。
① 消費者のオーダーメイドによるもの、腐敗しやすい
生鮮商品、消費者が開封した音像製品・コンピュータソフ
トウェア等のデジタル化商品、交付された新聞・刊行物（改
正法 25 条 1 項但書）
。
② 商品の性質と消費者が物品購入時に返品に適さな
いものであることを確認していた場合（改正法 25 条 2 項）
（2）通販及び金融サービスの事業者の情報提供義務
インターネット・テレビ・電話・通信販売等の方法により
商品又はサービスを提供する事業者及び証券・保険・銀行
等の金融サービスを提供する事業者は、消費者に対して営
業場所・連絡方式・商品又はサービスの数量及び品質・価
格又は費用・履行期間及び方法・リスクの警告・アフターサ
ービス・民事責任等の情報を提供しなければなりません（改
正法 28 条）
。
（3）インターネット販売プラットフォームの提供者の責任
インターネット上の販売プラットフォーム（インターネット
上のショッピングモール等）を提供している事業者
（以下
「プ
ラットフォーム提供者」
）は、以下の 2 つの場合、消費者に
対して損害賠償責任を負います。
① 消費者が、インターネットプラットフォームを利用し
た商品購入又はサービス提供を受けるに際して損害を受け
た場合、プラットフォーム提供者が、販売者又はサービス
提供者の真実の名称、住所及び有効な連絡方式を提供す
ることができない場合（改正法 44 条 1 項）
② プラットフォーム提供者が、販売者又はサービス提
供者がプラットフォームを利用して消費者の合法的権利・利
益を侵害していることを明らかに知り又は知るべきであるに
もかかわらず、必要な措置を採らない場合（改正法 44 条 2
項）
７ 約款に関するルール
中国法上、
「約款」
〔格式条款〕とは、当事者が反復して
使用するためにあらかじめ定め、契約締結時にまだ相手方
との協議を行っていない条項をいいます
（契約法39 条 2項）
。
（1）事業者がその営業活動において約款を使用する場
合、商品又はサービスの数量及び品質・価格又は費用・履
行期間及び方法・リスク警告・アフターサービス・民事責任
等、消費者と重大な利害関係がある内容について明白な方
法により消費者に注意を促し、かつ、消費者の要求に応じ

て説明しなければなりません。
（改正法 26 条 1 項）
。旧法
には定められていなかった注意喚起・説明義務です。
（2）事業者は、約款・通知・声明・売場での掲示等の方
法により、消費者の権利を排除又は制限し、事業者の責任
を軽減若しくは免除し又は消費者の責任を加重する等して、
消費者にとって不公平、不合理な規定を定めることはでき
ず、かつ、約款を利用し技術手段によって取引を強制する
ことはできません。約款等に上述の内容がある場合、その
内容は無効となります（改正法 26 条 2 項・3 項）
。
８ 虚偽広告関連（販売者の責任等）
広告事業者・発布者が消費者の生命及び健康に関わる商
品又はサービスについて虚偽広告を設計・制作・発布して
消費者に損害を与えた場合には、当該商品又はサービスを
提供した事業者と連帯責任を負担しなければなりません（改
正法 45 条 2 項）
。
９ 損害賠償責任－懲罰的賠償の強化
今回の改正により、2 種類の行為に関する懲罰的賠償が
強化されます。
（1）事業者が提供する商品又はサービスに詐欺行為があ
った場合、消費者の要求に応じて消費者が受けた損失を追
加して賠償しなければならず、追加賠償額は消費者が購入
した商品代金又は提供されたサービス費用の 3 倍（追加賠
償額が 500 元に満たない場合 500 元）としなければなり
ません（改正法 55 条 1 項）
。
旧法において、購入した製品又はサービスの価格の 1 倍
の金額を上乗せ可能とされていた（旧法 49 条）のを強化し
たものです。
（2）事業者は商品又はサービスに欠陥があることを明
らかに知りながら消費者にこれを提供する詐欺行為により、
消費者その他の被害者が死亡し又は健康が著しく損なわれ
た場合、損害賠償を請求する権利に加え、受けた損害の 2
倍以下の民事賠償を請求することができます（改正法 55 条
2 項）
。
１０ 公益訴訟
多数の消費者の適法な権利利益を侵害する行為について
は、省レベルの消費者協会が人民法院に訴訟を提起するこ
とができると規定されました（改正法 47 条）
。この公益訴
訟制度は、不特定かつ多数の消費者の利益を侵害する案
件を対象とするものです。
公益訴訟の制度は、昨年の民事訴訟法改正において導
入されたものの（同法 55 条）
、現時点では具体的なことが
何も定まっていません。どのような権利について訴訟を起こ
せるのか、判決の効力をどのように考えるか、消費者協会
がどのような地位に基づいて訴訟を提起するのか等、現時
点ではきわめて不明確な制度といえます。
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消費者権益保護法の改正
消費者権益保護法は、
中国における消費者保護法制の中核となる非常に重要な法律である。2013 年 10 月 25 日、
1993 年の制定後 20 年を経て改正され、14 年 3 月15 日の世界消費者権利デーから施行される。
今回の改正では、同法はどのような点が改正されたのであろうか。
13 年 10 月に、消費者権益保護法が改正されたと聞
きました。どのような点が改正され、中国での対消
費者ビジネスを行う上でどのような点に注意すればいいので
しょうか。
１ 消費者権益保護法
同法は、製品品質法と並び中国における消費者
保護法制の中核をなす非常に重要な法律です。同法が制定
されたのは 1993 年です。消費者権益保護法が制定されて
から 20 年の間に、中国の社会自体も中国人の消費生活も
大きく変化しました。
中国という国自体が金銭的、物質的、文化的に豊かにな
ったことから、消費生活が大量化・多様化し、又様々なメ
ディアによる広告も多く見られるようになりました。インタ
ーネット通販の爆発的な拡大もみられます。今回の改正は、
このような中国社会の変化に対応するためのものです。
今回の改正は重要な内容を含んでおり、中国で対消費者
ビジネスを行う企業にとって大きな影響をもつ改正といえま
す。以下、改正後の消費者権益保護法を「改正法」
、現行
法を「旧法」といいます。
２ 個人情報保護
消費者の有する権利の一つとして、個人情報の保護を受
ける権利が明文化されました（改正法 14 条）
。
その上で、具体的な義務の内容を次のとおり規定しまし
た。
（1）事業者が消費者の個人情報を収集・使用する場合、
適法・正当・必要の原則を守り、目的・方法・範囲を明示
した上で、消費者の同意を得なければなりません。
その場合、収集・使用の規則を公開し、法令の規定及
び約定に違反することはできません（改正法 29 条 1 項）
。
（2）事業者及びその従業員は、収集した消費者の個人
情報について厳格に秘密を保持し、漏洩・販売・違法な他
人への提供はできません。
又、事業者は、技術措置その他の必要な措置を講じ、
情報の安全を確保し、消費者個人情報の漏洩・紛失を防止
し、情報の漏洩・紛失が生じた場合、直ちに是正措置を講
じなければなりません（改正法 29 条 2 項）
。
（3）事業者は、消費者の同意若しくは要請を経ずに又は
消費者が明確に拒絶を表示する場合、消費者に営業上の情
報を発信することはできません（改正法 29 条 3 項）
。
なお、消費者が個人情報保護を受ける権利を侵害した
事業者は、違法所得の没収、違法所得の 1 倍以上 10 倍以
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下（違法所得がない場合は 50 万元以下）の制裁金、情状
が重い場合は事業停止、営業許可証の取消という行政責任
を負います（改正法 56 条 9 号）
。
３ リコール等の義務付け
現行法上は、警告・リコール等の救済措置については侵
権責任法（46 条）で規定があり、自動車等一定の製品には
個別法でリコールの規定があります。改正法は、これを取
り込み、事業者がその提供する商品及びサービスに欠陥が
存在し、人身・財産の安全に危害を及ぼす可能性があるこ
とを発見した場合、直ちに関係行政部門に報告し、消費者
に告知するとともに、直ちに販売の停止・警告・リコール・
無害化処理・廃棄処分・生産又はサービスの停止等の措置
を講じなければならないと規定しました（改正法 19 条）
。
４ 瑕疵に関する立証責任の転換
事業者が提供する自動車・マイクロコンピュータ・テレビ・
冷蔵庫・エアコン・洗濯機等の耐久商品又は装飾・内装等
のサービスについて、消費者が商品又はサービスの提供を
受けた日から 6 カ月以内に瑕疵が発現し、紛争が発生した
場合、事業者が関連する瑕疵の立証責任を負います（改正
法 23 条 3 項）
。
５ 「三包責任」の拡大
現行法は、一定の製品（テレビ、カメラ、自動車等）を
対象として、修理・交換・返品に関する保証責任（
「三包責任」
）
を売主に課しています。
今回の改正では、三包責任の対象とならない製品につい
ても、事業者の提供する商品又はサービスが品質要件をみ
たさない場合、消費者は国家規定及び当事者間の約定に基
づき、返品し又は事業者に交換、修理等の義務を履行する
よう求めることができることとされました（改正法 24 条）
。
具体的には、①受領日から 7 日以内は、消費者は、商品
を受領した日から 7 日以内に返品することができ、② 7 日
経過後は、
（ア）契約の法定解除の条件を満たす場合は返
品ができ、
（イ）満たさない場合であっても事業者に交換等
の義務の履行するよう求めることができます。
商品を返品・交換・修理をする場合、事業者が運送等の
必要費用を負担しなければならなりません（改正法 24 条 2
項）
。
６ 通信販売等に関するルール
（1）通信販売等のクーリングオフ
事業者がインターネット・テレビ・電話・通信販売等の方
法により商品を販売する場合、消費者は商品を受領した日
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■ 11/18-24

2013 年度日中経済協会訪中代表団派遣

当協会張富士夫会長を団長とする「2013 年度日中経済協会訪中代
表団」一行が 18 日から 21 日まで北京を訪問し、24 日までに地方視
察（山西省）を行った。詳細内容は本号スペシャルレポートを参照。

の対外開放の窓口機能強化を目的として批准。徐圩新区を先導区
として、現代物流サービス機能区、産業提携機能区、ビジネスサー
ビス機能区、科学技術・人材サービス機能区、生態機能区を建設し、
15 年までにモデル区建設の初歩的な成果を得ることを目指す。

■ 11/19-27

■ 11/26

首都海水淡水化供水事業関係者を受入れ

北京市の水不足解消のための解決策として検討されている 100 万
トンクラスの海水淡水化による供水事業の関係者が 19 ～ 27 日にか
けて相次いで来日、当協会が交流のアレンジを行った。来日したの
は清華大学、北控水務、北京市市政工程設計研究総院のメンバーで、
21 ～ 22 日に開催された「Mega-ton Water System 国際シンポジウ
ム」
（「最先端研究開発支援プログラム」、主催：NEDO ほか）に出
4/24
席したほか、関係企業と交流、また、ウォータープラザ北九州、福
岡海水淡水化センターを視察した。

■ 11/25-30

天津万峰環保科技有限公司の訪日視察団を受入れ

水処理・再生利用、汚泥処理・利用、
大気汚染対策をメインとする環境技術
の開発と、これらを応用した施設の投
資運営を行う天津万峰環保科技有限公
司が、技術交流、機器調達のため 25
～ 30 日にかけて来日。当協会のアレン 長野県諏訪湖流域下水道事
ジのもと、東京都葛西水再生センター 務所見学
や長野県諏訪湖流域下水道事務所（クリーンレイク諏訪）のほか、
水処理、汚泥処理・処置、計装計器・制御システムなど環境事業関
連企業への訪問・交流を行った。

■ 11/25

連雲港市徐圩新区開発区一行が来会

孫中華・連雲港市徐圩新区副主任 / 国家東・中・西部地域協力
モデル区副主任一行 4 人が来会し、同モデル区への日本企業の進
出を希望した。同モデル区は、国務院が 2011 年、中国中西部地区

江蘇省貿促会一行が来会

黄政・江蘇省貿促会副会長一行 5 人が、中国（昆山）ブランド製
品輸入交易会（2014 年 5 月 14 ～ 17 日まで江蘇省昆山市で開催）
の紹介を目的に来会。同交易会は、商務部、中国貿促会、江蘇省政
府の共催。国務院の承認を受けた国家級輸入取引のプラットフォーム
として、金属加工・自動化展示区、環境保全と新素材展示区、ブラン
ド消費財展示区、民間航空機器展示区を設け、展示と商談を行う。

■ 11/27

徳陽市政府一行が来会

盧也・徳陽市副市長一行 5 人が来会。
同市では、四川省や省貿促会の支持の
下、中日協力パークの建設を計画。日
本企業の進出を希望するとともに、大
気汚染改善協力などの分野において当 徳陽市盧副市長との懇談
協会との交流深化を期待した。
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2013 年 11 月の日中東北開発協会の活動から
■ 11/25 「2013 年国際口岸貿易博覧会」参加・視察報告会開催
25 日、都内で（公財）環日本海経済研究所 (ERINA) の主催で
標記報告会が開催され、後藤業務部長が参加した。席上、今年
８月上旬に黒龍江省綏芬河市で開催された掲題博覧会に関する
報告があり、併せて綏芬河貿易ルート（チタ～ハルビン～綏芬河
～ロシア沿海地方港湾～日本海諸港湾）の発展の可能性と課題
等についての報告があった。
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先日その歓送パーティに出席した。学生らによる、活動を通して感じ
たことのプレゼンが毎回行われるが、回を増すごとに学生たちの表
現方法が多様化してきている。今回は、自作のアニメーションにアフ
レコをあてたり、寸劇を演じたり、学生それぞれの個性を垣間見る
ことができた。次回のさらなる多様化が、大変楽しみである。
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●ご購入は下記にお申し込みください。 ●海外から注文し、日本での決済を
東京官書普及株式会社 通信販売課
ご希望の方は下記にお申し込みく
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
ださい。
Tel.03-3292-3701 Fax.03-3292-1670
株式会社 OCS 購読管理課
下記ホームページからもお申し込みになれます。 Tel.(03)5476-8131
URL http://www.tokyo-kansho.co.jp
Fax.(03)3453-8192
●最寄りの書店、政府刊行物東京サービス・ステーションでもご購入できます。

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

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

一般財団法人 日中経済協会

平成
年

25

月 日発行／毎月１回 日発行／ 月号

12

２５

２５

1

2014年 1/29

水 〜31 金

東京ビッグサイト 東4ホール & 会議棟

『水のスマート化ビジネス』を新たなテーマに加え開催！
水処理に関する素材、部材、装置など要素技術から、ICTやセンサを活用した、省エネ化、
低コスト化、長期の資産管理を見据えた管理の高度化など水のスマート化技術までが集結します。
国レベルの水プロジェクトの報告から水のスマート化ビジネス、
新市場アフリカへの取組、微細気泡までホットなテーマで開催！
InterAqua Smart Water Forum 2014〜水のスマート化ビジネスの展望と課題〜

1月30日（木）10:30-13:00 参加費: 無料（先着順、事前登録制） 主催: 株式会社ICSコンベンションデザイン
特別協力: 一般社団法人 海外水循環システム協議会、日本アイ・ビー・エム株式会社、
株式会社日立製作所、メタウォーター株式会社、株式会社日本水道新聞社

NEDO 成果報告会「省水型・環境調和型水循環プロジェクトの成果・実績報告」

1月29日（水）11：00-16：00

参加費: 無料（自由参加） 主催: 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

CREST「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」研究領域
第2回公開シンポジウム「変化する世界の水問題解決に向けたCREST水利用プロジェクトの挑戦」

1月29日（水）13：00-17：30 参加費: 無料（先着順・事前登録制）
主催: 科学技術振興機構 (JST) CREST「持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム」研究領域

2014 JDA Forum+ テーマ「水ビジネスの世界最新情報および新市場アフリカへの取り組み」
〜ホールピラミッドの観点から水ビジネスへの貢献を目指す〜

1月31日（金）10：00-17：00 早期割引参加費: 会員：20,000円 / 非会員：40,000円（税込）
通常参加費: 会員：30,000円 / 非会員：50,000円（税込）
主催: 日本脱塩協会（JDA） 共催: 国際脱塩協会（IDA）、東京広尾ロータリークラブ

FBIAセミナー「ファインバブルによる廃水浄化と水中資源回収」

1月31日（金）13：00-13：45 参加費: 無料（先着順、事前登録制）
主催: 一般社団法人微細気泡産業会（FBIA）

定価 ８００円（本体７６２円）
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開
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世界最大のナノテクノロジー総合展と同時開催!
全8展示会が
同時開催します。

〒101-8449 東京都千代田区猿楽町1-5-18 千代田ビル
Tel: 03-3219-3564 Fax: 03-3219-3628 email: interaqua@ics-inc.co.jp

