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巻頭言

お互いを尊重し合える
隣人関係に
日中経済協会副会長
アサヒグループホールディングス株式会社相談役

サヒグループと 中 国 との関 係は、1994

汚 染 や PM2・

に代 表 される 大 気 汚 染などの

経験した私たちと、まさに同じ道を歩んでいます。

問題も抱えています。振り返れば、高度成長期を

したことに始まります。当時は日中国交正常化か

これまでの日 本の経 験は、 必ず中 国の課 題 解 決に

ら

当 社も 中 国でのビジネスは試 行 錯 誤の連 続でした

また、中長期的な視点では、若い世代の交流も

す。2020 年のオリンピック・パラリンピックに

重要です。困難な問題があるからこそ、隣人を真

そうした中、やはり 気がかりなのは最 近の日 中

向けた取り 組みもいい機 会になります。 両 国の若

が、経営の現地化などを進め、ようやく中国事業

関係です。両国間には多くの複雑化した困難な問

者をつなげ、歴史・文化を理解することで、お互

日中関係が国交正常化以来、最も困難な時期に

題が横たわっています。いかに困難に正面から立ち

お互いを理解する努力をしていかなくてはならない

ある 中、それを 乗り 越えるためにお互いが知 恵を

いの立 場を 斟 酌できる 風土が醸 成されるのではな

のだと 思いま す。 日 本 と 中 国は 2000 年の付

絞り、汗をかかなければなりません。政治では「戦

向 うか。「 隣 人は変えられない」と 言われますが、

き 合いがありながら、お互いを 知らなさ 過 ぎるの

略的互恵関係」という言葉が使われていますが、「互

いでしょうか。

ではないかと 感じます。お互いをより 深 く 理 解し

加え、日 本のこれまでの経 験、 技 術、そして若 者

恵」とは、国と国とが互いに特別の便益・恩恵を

中国では、国家主導による重厚長大産業の成長

の交 流を 通じて、 精 神 的な 面においても、お互い

ていくことが、新しい発展的な隣国関係への第一歩

から、 民 間の小 売やサービス業、ＩＴ分 野などの

の価値観を尊重し、そこから得る恩恵を与え合え

与え 合 うことを 言います。「 戦 略 的 互 恵 関 係 」に

新しい成 長 産 業へのシフトが始まっています。一方

る関係になっていくことを切に望んでいます。

です。そのためにはどうすればいいのでしょうか。

変えられないからこそ、とことん膝を突き合わせ、

の友 人にしていく 種 を 積 極 的に蒔いていくべきで

一役買うことができるはずです。

年 余 り。 中 国 自 体 も 大 き く 経 済 成 長をする

年に現 地ビールメーカーに当 社が資 本 参 加

5

も黒字化し、いい流れになってきました。

前の段階でありました。多くの日本企業と同様に、

20

で、そうした成 長の負の側 面として、 深 刻な水 質
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中国の食糧安全保障と
戦略的農業への展望
厳 善平

年の食糧生産量は

88

も多い。同期間中の人口は ％しか

糧は大幅に上昇した（第 図）
。主な

増加しなかったため、１人当たり食

38

足が進行し食糧の生産能力が大幅に

要が拡大する一方、農地転用、水不

加や消費構造の高度化に伴う食糧需

された。その内容としては、人口増

脅威論が喧伝され大きな関心が惹起

界を飢えさせる、という中国の食糧

高齢化のため食糧の需要拡大が限ら

だけでなく、人口増の減速、都市化・

生産能力の維持拡大が期待できそう

りの食糧自給率を達成できるだろう。

外の災厄が起きない限り、今まで通

等の大量輸入を続けそうだが、予想

けて、中国は、生産効率の悪い大豆

本自給（ ％以上の穀物自給率）を

らない数値目標も定めた。食糧の基

面積を何としても保持しなければな

定し、 億２０００万 以上の耕地

地の転用を厳しく制限する方針を決

を制定し、工業化、都市化に伴う農

食糧増産の要因分析

低下する。国内の需給ギャップを埋
だ外貨を用いて、国際市場から食糧
を買いあさるだろう。巨大すぎる中
国の登場で、世界規模の食糧危機が

不可欠という考えからだ。

国家統計局によれば、 年から

年までの 年間で耕地面積は 800

万 減り、１億２１７２万 となっ

語があり、コメ、小麦、トウモロコシ

日本に遠く及ばず、減少した耕地の

た。耕地の減少速度は高度成長期の

中国語では「糧食」という固有の用

等の穀物のほかに、大豆、さつま芋等

割強は実に傾斜地等を森林や草原

０００万人増え、国民の消費構造が

ha

（１単位糧食＝５単位芋）も含まれ

避けられないという主張である。

97
用規制、食糧農家への政策支援、農

が維持されている。背景に農地の転

増大し続け、 ％前後の食糧自給率

は紛れのない事実だが、食糧生産も

数年間を除いて増え続けてきた。

の年 間 生 産 量は 2000 年 前 後の

1980 年代以降の中国で、食糧

葉として「食糧」を使うことにする。

るが、本稿では、それを言い表す言

地面積は１億３５３９万 と 年農

土地調査の結果によれば、 年の耕

国土資源省が 年末に公布した全国

に戻したことによるものである。また、

それ以来中国では、人口は 億６

08

実現するにはこれだけの農地が必要

中国は 年に「基本農田保護条例」

が挙げられる。

連の農業政策が実行に移されたこと

まったことや、食糧増産につながる一

で人口の増加速度が低い水準にとど

時代背景として、一人っ子政策の施行

1

ha
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1

95

11
高度化しつつある。食糧の需要拡大

ha

6

1

業技術の進歩、農業の構造調整があ

13
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業センサスの時よりも微増した。農
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億トンに上り、

6

年の 億２０００万トンより ％

3

れていることが主な原因である。

る。経済のグローバリゼーションを受

80

めるために、中国は高度成長で稼い

年ほど前、中国の経済成長は世

20
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業の生産基盤が固められているからこ

年から 年の 年間で 8000 万ト

した 年代に入ってから、農産物価

を指 摘 する。 家 族 営 農 制 度が復 活

しい農政が食糧増産に奏功した事実

続いて、胡錦濤・温家宝政権の新

まった。そうした中、胡・温政権が発

脅かされかねないという危機感も高

の状況を放置すれば食糧安全保障が

安定供給が何とか実現できたが、そ

れ大規模な食糧輸入をせずに国内の

その数年間に、備蓄食糧が放出さ

落した際に、国有食糧企業等は政府

している。生産過剰で市場価格が下

でコメ、小麦の最低価格制度を実施

を図る目的で 年より食糧の主産地

た。中国政府は、農業経営の安定化

食糧の市場価格が変動しやすくなっ

食糧流通が完全に自由化した後、

土地生産性が大幅に向上したと同時

大、
化学肥料・農薬の投入増加により、

及、栽培技術の改善、灌漑面積の拡

なった（第 図）
。新品種の開発と普

ち、 年余でそれぞれ 倍、 倍と

も、小麦、トウモロコシの伸びが際立

く上がったからにほかならない。中で

けたのはいうまでもなく単収が大き

の作付面積が長期間にわたってほと

格の引き上げも影響して、食糧生産
足した。農業の豊作貧乏と食糧生産

が予め設定した最低価格で農家から

に、政府が果たすべき役割をきちん

食糧農家に対する直接支払制度の導

は順調に拡大した。ところが、 年
の不安定、農民の貧困、農村におけ

全量を買い付けなければならないと

んど変わらない中、生産量が増え続

代末より食糧の流通・価格が自由化

る公共サービスの供給不足という三

規定された。

家が活動できる市場を効率よく機能

入など様々な政策が打ち出された。

し、豊作が価格の下落を引き起こし

農問題を解消すべく、農業諸税の廃

国は食糧農家に対して、食糧の作

させたことも後押ししたに違いないと

ン減産した）
。

農家の収入が減少する、という豊作

止、義務教育の無償化、農村社会保

付 面 積に応じて生 産 補 助 金を交 付

そ、食糧の大増産が可能となったので

貧乏のメカニズムは生産者を直撃し

障制度の構築、農村から都市への労働

コストを補填する。大型農業機械や

良種を購入した農家に対して、購入

年の補 助 金 総 額

代金の部分的補助を行っている。財
政 省によれば、

1100 元程度との計算になる。ま
た、近年、食糧の単収は トン／

2

加盟後の貿易自由化に備えて、 年

中国は、世界貿易機 関（WTO）

農産物貿易の構造転換

と果たし、経済的利益を追求する農

2

30

あろう。

た。農家は作付面積の削減を強いら

（年）

思われる。

２０１２
２０１０
２００８

なので、１ 当たりの生産補助金は

付面積はおよそ１億 1100 万

は 1222 億 元に上る。 食 糧の作

14

3

はおよそ 2500 元／トンである。

ぐらいであり、小麦・コメの最低価格

た、耕地が少なく労働力が多いとい

を適地適作の判断基準に改めた。ま

もう１つ挙げなければならないの

地利用的農産物の生産を抑え、国内

産物の生産を拡大し、大豆などの土

に、野菜や果物などの労働集約的農

う中国農業の抱える基本状況を背景
生産額の 割弱に相当する。

すると、生産補助金は小麦・コメの

して高い収益性が得られるかどうか

政策を見直し、人件費や地代も考慮

従来の気候条件を優先する農業立地

代末より農業の構造調整に着手し、
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第 2 表 中国における主要食料品の貿易収支
（実物ベース、輸出－輸入） （万トン）
年
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数据 http://data.stats.gov.cn/ による
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の成果であろう。
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過となったのは 年だったが、以来、

12.9

1758

1556

-7.1

いう比較優位論に立脚した農産物貿

-492

2012

2011

-130

3

とするアジアがメインだったが、 年

24.9

526

28.1

96

の代表的な存在である。山東省、浙

32.4

396

17.9

01

所得水準の上昇に伴い植物油および

-231

494

921

23.0

-41

2.4

易政策を取り入れた。

726

1220

2009

411

11.7

代以降、欧州、アフリカ、南米など世

27.0

2010

2008

370

13.9

江省など食糧経営の優位性が失われ

-182

405

781

17.9

48.1

豚肉など肉類の消費が拡大し、それ

587

992

2007

9.5

9.1

WTO 加盟を果たした 年以降、

12.8

-11

5.1

52.2

農産物輸入に関しても、グローバルな

-7

287

314

12.9

の転作が進められ、国際市場を視野

321

276

635

18.1

9.6

視点で食糧ビジネスを展開し食糧安

27.4

31.9

5.7

に入れた現代的農業経営が成長して

-46

25

57

2.9

全保障を高めようとする努力も払わ

280

4.1

13

いる。ここ 年間にわたって、農産物

234

189

42

輸出額が年平均 ％で成長したこと

124

214

118

界各地に輸出先の分散が進んでいる。

2006

182

161

た沿海部では、コメから野菜や花卉へ

563

514

112

に牽引されて大豆の輸入も激増して

2005

2004

156

輸入

工業製品の輸出が急増し、貿易収支

306

404

輸出

2

いる。 年に、中国は国際市場の

2002

2003

輸出入

2

は恒常的に黒字に転じた。農産物な

279

44

対前年比

分の に相当する６３１７万トンも

2001

貿易収
支

ど一次産品の輸出で外貨を稼がなけ

268

輸入

の大豆を超過輸入し、国内の大豆自

2000

輸出

ればならない時代が終焉し、貿易不

輸出入

給率が 割程度にまで下がった。

年

（億ドル、％）

均衡の是正を目的とする農産物の輸

第 1 表 中国における農産物貿易収支の推移
（金額ベース）

入拡大が迫られるようになった。国

00

内の土地・水資源の厳しい制約を緩

13 19
9

和する必要もあって、中国はついに大

0

04

豆、食用植物油などの大量輸入に舵

12

を切った。農産物貿易の収支状況が

13

急変し、 年より恒常的な輸入超過

が発生し拡大し続けている。 年以

降の 年間、農産物の輸出・輸入額

はそれぞれ ・ ％、 ・ ％の年率

1

で伸び、農産物貿易は 年に 500

億ドル超の赤字を計上した
（第 表）
。

2

実物ベースでみた主要食料品の貿

易収支について興味深い特徴がある

（第 表）
。コメ、小麦、トウモロコシ

5

は近年、輸入超過を拡大させてはい

るものの、 億トンを超える年間生

産量にしてみれば、その規模はわず

か ％程度にすぎない。中国は主要

穀物の完全自給をほぼ達成している

といっても過言ではない。

2

4

中国の農業近代化と
アグリビジネス

コシ、大豆、オーストラリアは大麦と

瞭然であるが、米国は小麦、トウモロ

農産物の輸入先別構成を表し、一目

は、人口増を上回る速度で増大する。

た穀物の間接消費を合わせた総需要

費と、動物性カロリーの摂取を通し

構造が高度化し、穀物などの直接消

都市化に伴う食糧消費の二面性が相

を動物の餌に回すことは可能である。

糧の直接消費も少なくなる。その分

儀なくされる人が減っていけば、食

じように食糧を消費しない。総人口

無視できない。高齢者は青壮年と同

食糧消費に及ぼす高齢化の効果も

料品の消費が確実に増えており、都

すると考えられる。他方、都市化に

（出所）李経謀主編 (2014)『2014 年中国糧食市場展報告』中国財政経済出版社より作成

殺するというわけである。

菜種、カナダは菜種と菜種油、ブラジ
第 表のように、中国でも動物性食

はパームオイル、ベトナム・ミャンマー
市農村間に大きな格差が存続してい

中国は自国民の食糧需要をほぼ自

より食糧の直接消費が急減する事実

年に ・ ％に達した。 年には

社会に突入しており、高齢者割合は

可能性が高い。中国はすでに高齢化

食糧の需要増は人口増に比例しない

に占める高齢者の割合が上昇すれば、

ルは大豆、インドネシア・マレーシア
等はコメの主な輸入相手国である。
る。人口の過半を占める農村人口も
肉類、ミルクの消費を増やすように

力で満たしてきており、この情勢は今

も見逃されてはならない。農村から

戦略的農業の展望

後も大きく変わらないだろうと見ら

都市へ移動し、農業で肉体労働を余

10.5

なれば、その分だけ食糧需要が拡大

れている。農地の転用規制や農業技
術の進歩を通して食糧の総生産が緩
やかに増えることが期待できる一方、
食糧の総消費は人口増の減速や高齢
化・都市化が影響して、さほど拡大

5.9

23.5

しないからである。
中国では一人っ子政策が長年にわ
たって実施され、先進国で見られがち
な少子高齢化が急進している。 年

ごろに人口の最大規模に達し、その

5.4

35.7

9.1

7.8

78.8

2012 164.3

際の人口数は 億５０００万人と今

14.0

5.3

14.0

3.6

10.0

34.7

5.1

22.2

8.8

6.3

81.5

2010 181.4

より１億人程度増えると予測される。

4.9
9.9

10.4
4.8

・ ％に達し、高齢社会が訪れる

9

と予測されている。

消費構造が高度化しながら、人口

増が減速し都市化も高齢化も進むな

ら、食糧の需要拡大は人口増、所得

増に比例しない。中国は今まで通り、

農地の転用規制と有効利用に努め、

農業技術の改善・普及、灌漑拡大等

の基盤整備を継続的に遂行すれば、

中長期的な食糧安全保障が確保でき

るだろう。世界一の人口大国を養える

のは中国自身しかない、という状況

認識を中国がきちんと持っていること

は最も注目すべき点である。

参考文献

厳善平「中国の農産物自給率を探る」『農

業と経済』
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佐々木信彰編
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（出所）国家統計局・国家数据

12.6

5.2
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3.9

7.7

1995 256.1

（Kg ／人・年）

第 3 表 中国における主要農産物の１人当たり年間消費量（農村）
・購入量（都市）の推移

都市

2.1

4.6

農村

都市

1.1
都市

12.6

6.4

カナダ

農村

7.3
都市

2.4
農村

25.2
農村

都市

5.2
都市

農村

1990 262.1 130.7

アセアン

水産物

農村

仮に今のような消費水準を維持しよ
うとするなら、４０００万トン程度
の食糧増産が必要となるが、手が届
かない目標ではない。
普通、経済成長に伴い国民の消費

第 3 図 主要農産物の輸入先別構成（数量ベース，2013 年）

ミルク

玉子

肉類

食用油

糧食

年

米国
35
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76
30

ブラジル

99
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69
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アルゼンチン
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その他
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豆などの油糧種子は不足分を輸入に頼

出し、さらに主食以外の飼料穀物や大

本的自給」という優先度の違いを打ち

ウモロコシ等飼料や工業用の穀物は「基

麦という主食穀物は「絶対的自給」
、ト

めである。国産のコメや小麦、トウモロ

は国産穀物の価格競争力が低下したた

の不安は増している。主食穀物の輸入増

自給自足体制が揺らいでいることで中国

メ、小麦の輸入が急速に増大、主食の

こうした方針とは裏腹にこの数年、コ

（１）
国産穀物の価格競争力の低下

り、輸入食糧を食料安保の重要な一部

コシという三大穀物の価格は 、 年あ

（２）
主食穀物の絶対的自給にこだわる

割高くなっている。国産穀物の価格競争

たりから、全般的に輸入品より 〜

の柱に加えたが、主食穀物の絶対的自

中国は現状追認的に輸入を食料安保

の穀物価格が全面的に上昇したことで

物最低買付価格の引き上げによって国内

力が低下した最大の要因は、政府の穀

全自給は、もはや不可能という現実的

略の大きな転換に踏み切った。食糧完

絶対的自給を柱とする食糧安全保障戦

的活用とコメ、小麦という主食穀物の

で国内生産した場合、農作物総作付面

を輸入したが、これを中国の単収水準

年、大豆だけで中国は５６７２万トン

は難しくなっている。例えば、２０１２

高品質で、安全な食品を供給すること

確信が持てないということである。第三

に安定的な調達が可能か、中国側には

た場合、政治的な緊張関係が生じた際

ストラリアなどの西側先進国に依存し

こと。第二に、中国が穀物を米国、オー

と、 年の１億１７２３万 から 年

不十分であった。食糧作付面積をみる

それでも穀物農家を引きとめるには

合 〜 年の間に約５割も引き上げた。

合 〜 年の間に７割以上、小麦の場

村、農民をめぐる経済環境も劇的に変

判断と中国経済がグローバリゼーショ

積の約 割にも匹敵する３１８１万

大な農業労働力を抱えている中国は、

きな課題が控えている。依然として巨

規模の拡大など国内農業改革という大

競争力の維持、そのための農家の経営

ものだが、この次には主食穀物の国際

すればその他農産物の輸入を増やさざ

余地のない中国では、大豆を自給自足

輸入しているわけであり、耕地開拓の

によって事実上、莫大な土地と淡水を

の耕地が必要となる。中国は大豆輸入

れるリスクを低減することにもなる。

においても、主導権を売り手側に握ら

することができ、また他の食料の調達

れても、国内で飢餓などの混乱を回避

きていれば、他の食料の輸入が脅かさ

に、主食用穀物の絶対的自給を確保で

ら 年には２０３５万 へと、 ・

野菜の作付面積は 年の３１６万 か

の作付が消滅したのである。対照的に、

積（４８０万 ）を上回る規模で食糧

減少した（第 図）
。日本の農地の総面

には１億１１２０万 と約６００万

化を達成できるのか。その条件は何か。

障戦略の見直しに踏み切った。
「 ％の

そこで、中国は 年末に食料安全保

主食穀物の自給維持に不可欠
な規模拡大

るを得なくなる。

12

12 12

主食穀物の自給維持のための農業近代

ha

06 04

80

生産の収益性が相対的に低下したため

農家の穀物作付意欲の低下は、穀物

（２）
穀物収益性の相対的低下

ha

4

ha

6

ha

ha

80

ha 1

倍に膨れあがった。

12

ha
食糧自給率の維持」というそれまでの食

95

6
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料安全保障戦略から脱却し、コメや小

として正式に位置づけたのである。

理由

給にはこだわった。それには理由がある。

ある。政府は農家の穀物の作付意欲を

中国食料安保戦略の転換と主
食穀物の絶対的自給

阮蔚

中国穀物生産の近代化
と適正規模の家族経営
中国が食糧調達で大きな転換期を迎
えている。経済水準の向上に伴って食

第一に、中国の主食需要量の巨大さ

産における農地と水の制約に加え、農

が、農地面積や水資源などの制約によっ

維持するために、買付価格を、コメの場

中国は世界第 位の面積を持つ国だ

化しているからだ。これを受け、中国

に対して、世界の穀物貿易量が少ない

2

て、もはや 億を超える国民に十分に

糧需要が確実に増大する一方、国内生

1 13

政府は２０１３年末に食糧輸入の積極

（１）
輸入を食料安保の柱へ

12

ンに組み込まれたという状況を受けた

13

3

13

2

本稿では中国農業の 世紀的課題を考
えてみたい。

21

中国の農業近代化と
アグリビジネス

）
の所得は 年の 元が

に比べてもはるかに多いのである。農民

４９７９元、すなわち 元＝ 円とし

の絶対数を減らすことが前提となる。

改革開放政策による約 年間の高度成

は穀物しか作っていない農家の家族全員

長のなかで、工業部門等への流出によっ

億６０００万人は農外移出された。

（３）
最大の要因である経営規模の零細性

分の という低い所得水準である。

「農民工」と呼ばれる 億６０００万

人のうち、 年代以降に生まれた第二

ど政府の最大限のテコ入れ策が実施さ

農業機械など生産資機材への補助策な

りの所得にみえるが、農村の 戸当たり

と、３万２０４２元となる。一見、かな

２１６元で、これに ・ ムーをかける

５２８万人と農民工全体の ・ ％を

けられ、その数は 年において 億２

一方、野菜の ムー当たりの所得は４

れたにもかかわらず発生したのである。

の平均世帯員数は ・ 人であり、 人

働力の ・ ％を占めている。こうした

世代農民工は「新世代農民工」と名付

問題の本質は、中国の農家の１戸当た

当たりでみれば魅力的なはずの野菜生

廃止、農家への直接支払、化学肥料や

格の大幅引き上げのほかに、農業税の

てすでに農村労働力の約半分に当たる

一方、野菜をみると、大・中都市向け
の野菜農家の ムー当たりの所得は

りの耕地面積が平均約 ・ ムー（ ・

新世代農民工の大部分は農村に戻って

1

占め、 年代以降に生まれた農村総労

6

年の１６３３元から 年の４２１６元へ

2

また、農村から都市部に出稼ぎに行っ

穀物買入価格を多少引き上げたところ

のさらに 分の という零細さにあり、

農家の経営努力や公的支援策では、

村に戻る可能性の低い新世代農民工の

（４）
経営規模の拡大が唯一の選択肢

盤となってきた。

選 択 肢 は、

れた唯一の

時間の大幅減と労働生産性の大幅上昇

きく変化した。それは穀物生産の労働

出とともに、中国の穀物生産構造も大

実は、こうした農村労働力の農外移

農地の集約

三大穀物の ムー当たりの平均労働

である。

大と言って

営規模の拡

を通じた経

ために残さ

かないという根本的な問題が乗り越え

（年）

（５）
穀物の労働生産性の向上

（出所）国家発展改革委員会『全国農産品成本収益資料』各年版
（注）労働日給は家族労働と日雇いの両者を含む

られないのである。穀物自給を維持する

0

産の ムー当たりの平均所得６５５元

（出所）国家発展改革委員会『全国農産品成本収益資料』各年版

（ 年）をかけて計算すると年間所得は
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6
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6

図）
。それに対し、 農業労働力

人当たりの食糧生産量は、 年の１

（第

1

１９９５

よい。

規模拡

17

3

１９９０
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27 85
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２,000
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大には、農
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０７５キロから 年の２０７５キロへと
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（年）
１９７８

第 3 図 三大穀物（コメ、小麦、トウモロコシ）
の
1ムー当たりの労働日数と労働日給

70

200

( 左軸、日 /1ムー )

300

人件費コスト

60

１９９２

１,000

1

11

１９８９

３,000

0

民そのもの

3

4

1

１９８６

（出所）
『中国統計年鑑』各年版

うした農村労働力の農外移出、特に農

た場合、省会都市（日本の県庁所在地）

で、農業の魅力は増さないことにある。

20,000

1

50

0

野菜
40,000

4

大中都市野菜平均

2

なる（ 年）
。出稼ぎの給与収入は、穀物

60,000

はもとより高収益な野菜を生産するの

80,000

1

12

４,000

12

120,000

1

三大穀物平均

0

(左軸、
元/1日)

労働日数

30

食糧
100,000

（年）

１９８３

0

労働日給

40

( 元 / ムー )
５,000

( 千 ha)
140,000

１９８０

第 2 図 １ムー当たりの収入比較

２７７元、年間では 万７３２４元に

クラスでも、１人当たりの平均月給は２

5 ）と、日本の農家の平均耕地面積

46

13

増加は、農地の集約を進める有力な基

65 80

と ・ 倍以上に伸び、野菜を生産し
た場合の所得は三大穀物の約 倍となっ
ている。農家が穀物の作付を減らし野菜

2

産ですら年間８２１６元、つまり都市部

80

5

1

1

655 元になった（第 図）
。

分の所得であり、都市住民１人当たり

てわずか約 万円にしかならない。これ

16

上述の穀物生産収益性の低下と農家

が出稼ぎに行くのも当然のことである。

1

6

9

7

3

穀物農家の経営規模が平均 ・5 し

生産をしたがるのは当然のことである。

0

98

2

農業に従事することを忌避している。こ

6

6

1

の 分の 程度の所得にしかならない。

7

12

5

年には 156 元まで落ち込んだ。その

350

可処分所得 万４５６５元と比べると、

400

の穀物生産からの撤退は、国の買付価

30

1

後、何とか回復軌道に乗り、 年には

8

である。穀物生産の ムー当たり（
ムー＝ ・
85

年には 367 元と増加したが、

ha
1

戸当たりの平均耕作面積に穀物生

ha

5

1

２０１２
２０１０
２００８
２００６
２００４
２００２
２０００
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第 1 図 中国の食糧と野菜の作付面積
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よる穀物生産の規模拡大も進められて

の大幅減少とともに、農地の流動化に

り 〜 元低くなり、トウモロコシとコ

えば、小麦の機械作業費は１ムー当た

れゆえに平均生産コストは下がる。例

家庭農場

（３）
適正規模の穀物専業農家としての

総耕地面積8421万 の ％に達し
（第 表）
、

年末に同 ・ ％に当た

メの機械作業費は 〜 元安くなる。
（２）
大手穀物生産農家の不利益

また、中国ではすでに約 億６００

０万人の農村労働力が農外移出されて

いるが、それでも依然としてほぼ同じ

規模の約 億６０００万人が農村に残

る。限界収益が逓減するわけである。

今度は逆に土地生産性の低下等が起き

部も、不景気などによって農村に戻ら

すでに他産業に従事している農民工の一

り農林水産業に従事している。また、

しかし、それ以上の規模になると、

農地流動化のなかで、中国政府が最も

国務院発展研究センター等が 年に湖

る1856万 にまで拡大している。

関心を持っているのは、農地がどれぐら

南省の つの県で実施した大規模穀物

ざるを得ないことが想定できる。中国

い穀物生産向けに集約できるかである。

で農業は依然として重要な雇用および

収が高く、生産コストは低く純利益は

利益となる一方、農業分野での雇用吸

現状では農家を過大規模化しても不

社会福祉の機能を果たしている。

は１０３９万 へと４７８万

高い。しかし、生産面積が１００ムー

増え、

ト構造を大きく変えた。三大穀物の平

流動化された総耕地面積に占める割合

維持されている（同第 表）
。この中で、
年から 年までの１年間で、吉林省

ね上がり、コスト全体に占める比率は

が ・ ％から ・ ％へ、黒龍江省

・ ％から ・ ％へといずれも穀物

この適正規模の農家は「家庭農場」とい

物農家」
の育成を模索するようになった。

規模拡大の効果が薄れるわけだが、

農業機械が１台で作業を完了できる規

の発展を促進する農業部の指導意見」

う名前で呼ばれている。
「家庭」は、日

向けの流動化比率が上昇し、さらに全

模を超え、大型農機への追加投資が必

を公布し、
「食糧を大規模的に生産す

その主な要因を湖南省の例で分析する

こうした機械による人的労働の代替は

国平均を上回っている。これらの地域は

要になるほか、圃場整備が進んでいな

本語では「家族」の意味である。

穀物農家の労働力の制約をなくし、経営

いずれも中国の穀物の主要産地であり、

農業部は 年 月 日、
「家庭農場

規模拡大への道を開くこととなった。中

る家庭農場を重点的に支持・育成する」
とがうかがえる。

0

という規模とは別の問題が生じ、機械

規模拡大に伴って、飛び地化、分断化

ることを明言した。それによると、家

と「家庭農場」を穀物生産の担い手とす

24

庭農場になる要件は主として つある。

2

作業の効率が低くなってしまうことが指

14

つ目は家族経営であること、つまり

借地の地代の急騰も経営を圧迫した。

に雇用する農業労働者の賃金が急騰し、

う自作農であり、人を雇っても短期的で

家族の労働力により生産経営活動を行

摘できる。また、近年、農作業のため

3

農業部の調査によると、生産規模

ムー（２ ）以上の農家は、農業機械、

等の利用率は生産規模 ムー（ ・

67

新品種、新技術、機械による作業委託

ha

）以下の農家より明らかに高く、そ

10

適正規模の家族経営による穀
物生産の近代化
（１）
穀物生産向けの農地集約
こうした穀物生産における労働日数

ha

1

30

い圃場が依然として多いために、経営

と、現在、中国の農村で一般的な小型

り、純利益は減少する。

加に転じる一方、単収も低下傾向とな

ha

ha

が ・ ％から ・ ％へ、河南省が

トも上昇した（第 図）
。

6

ha

4 87 90
5 5

64

流動化が穀物生産を底支えしているこ

0

国農業にとっては歴史的な転換である。

10

5

5

7

2

4

85 81

62

12

府は「中国の現状に合った適正規模の穀

均生産コストは、 〜 年の間に１ムー
当たり 元から９３６元へと ・ 倍
7

に増加したが、そのうち、農作業委託

55

12

を意味する機械作業費は ・ 倍に跳

1

12

2

12

12

85

・ ％から ・ ％へと ・ ポイン

70

09

11

74

2

8
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倍弱に増えた。

穀物生産の労働時間の大幅短縮を可
きた。賃借により流動化された農地は、

年間連続で毎年

年に1010万 と全国農家の請負

能にしたのは、機械利用の拡大である。
全国的にみて、農業生産のうち耕運、

年）となり、

播種と収穫の総合機械化率は ・ ％
（
ポイント以上の上昇を続けてきた。

2

農家の調査によると、生産面積が 〜

ムー（ ・ 〜４ ）の規模が最も単

10

背景には労賃の急上昇があった。三
大穀物生産の労賃は 年の日給 ・

15

実際に、穀物生産を目的とする流動
化面積は 年の５６１万 から 年に

20

元から 年の 元へと、 年間で約 ・

10

ha

倍にも上昇したのである。

ha

収力の維持も必要という判断から、政

機械利用の拡大は、穀物生産のコス

2

09

（ ・7 ）を超えると生産コストが増

3

5

38

30

5

1

2

2

57

1

25

60

7

は 〜 年の期間にほぼ ％の水準で

12

27

85

21 ha
2 12

ha

58

ha 12

09

12

1

2
12
6
2

２０１２
11.9

13.4

15.8

9.2

10.3

）

〜

）
、 北方の１期

）が目安となっている。もちろん

（ ・3

）以 上、 重 慶 市 は

ムー

地域差があり、安徽省は 200 ムー

8

作では１００〜１２０ムー（ ・ 〜

ムー（ ・ 〜４

南 方の年 ２ 回 収 穫 地 域では、

の間と判断している。

模は 〜１２０ムー（ ・ 〜 8

技術および機械化率等により、適正規

外移出や農業労働力の状況、農業生産

なのか。農業部の判断では、現在の農

それでは適正とはどれぐらいの規模

（４）
家庭農場の適正規模

8.4

10.6

（二期作地域）と１００ムー（一期作地

規模の指針を示している。

ちとどまる農民の人口にもとづく適正

の適正規模を１２０ムー（８ ）
、２期

る。なぜか。ここで、穀物１期作地域

年末時

作地域の適正規模を ムー（４ ）にし

て、中国の穀物生産に必要な農家数を

農 業 部の調 査によると、

点で統計要件に合う全国の家庭農場の

概算してみたい。

〜 年の 年平均の中国の穀物作

総数は ・ 万戸である。１戸当たり

）で、

合計の経営面積は 億７６００万ムー

の経営面積は 200 ムー（

7

２０１０

8.9

域）以上、
江蘇省は１００〜３００ムー

付面積は１億１０５５ である。その

10

２００７
２００５
２００３
２０００
１９９８
１９９５
１９９０

１９８８

１９８５

また補助的な役割にとどまる。 つ目
は専業農家であること、つまり兼業では
なく専門的に農業を行い、より多くの
商品化農産物を市場に供給する。 つ
目は適正規模で、つまり出稼ぎの収入を
上回るかそれに相当する収入、または
都市住民所得に相当する所得を得られ
る経営規模を目指すことである。
いわば、
家庭農場はあくまでも適正規模の専業
農家を指し、または大規模農家という
よりは、中規模農家の代名詞である。
長期的に人を雇わず、家族の労働力
だけで経営できる規模の家庭農場が奨
励されている点は、
「農地の家庭請負経
営責任制」という、 年代以降中国が

170

）の間と、それぞれの地

ha

ha

（１１７３万 ）となっている。この面

面積を 割として計算すると、合計２

うち、一期作の面積を 割、二期作の

（注）原データは「食糧向け」となっているが、食糧のうち 9 割以上が穀物
であるため、ここでは穀物とみなす。
（出所）『中国農業発展報告』2012、2013 年版

積は上述した 年末までに食糧生産向

万 に近い。この家庭農場 戸当たり

けに流動化された耕地面積 1039

１戸の労働力は 〜 年の３年平均で

３４９万戸の農家が必要となる。農村

）は

・ 人であるため、農業労働力に換

でも自立できると判断し、自作農の数

の経営状況をみて農業部はより小規模

農業部が出した目安より大きいが、そ

生産に実際に携わっているとみられ、こ

業者のうち約 億５０００万人は食糧

現在約 億６０００万人の農林水産従

算すると６５７８万人になる。中国の

の経営面積２００ムー（ ・3

を維持するために新たな適正規模を示
したと考えられる。

中国社会構造の近代化を促す
穀物生産の大規模化

中国は穀物生産について、適正規模

の専業農家の家族経営によって近代化

れを考えると、家庭農場の拡大、定着

には新たな農村労働力の農外移出が不

可欠となる。このためには中国の都市の

基盤整備や農民工を含む社会保障制度

の確立等、中国社会構造の近代化が必

要であり、今世紀半ばを見据えた息の

長い取り組みとならざるを得ない。

注：本稿は下記の二つの論稿を集約したも

を図ろうとしている。中国の穀物自給

を維持するには唯一に近い選択肢と言

のである。
参考資料は下記の論稿に記載さ

月号、
②阮蔚
（2014）「農地集約で穀

る食糧安全保障戦略の転換」『農林金融』

れている。
①阮蔚
（2014）「中国におけ

える。しかし、その達成は決して容易
なものではない。

最大の難題はすでに農村を出た農民

工の都市部での定住、さらなる農業労

働力の農外移出が必要となることであ

物自給を目指す中国」『農林金融』 月号

8

861 1028 1200

（ ・ 〜

12

13
ha

87

（年）

追求してきた社会経済の基本制度を守

60

3 ha

12

8421 8494 8516 8736

域の機械化率や農外移出状況、すなわ

3

10

1

（出所）
国家発展改革委員会
『全国農産品成本収益資料』
各年版より作成

る形になり、社会的な意味も大きい。
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2
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50

1

294
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3

12 ha
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723

3

1

54.7

20
ha

13

832 1039
55.1

3

ha

ha

8.9
10.7

企業

685
55.5

50

7

その他

108

71.6
割合

148
90
流動化さ
その他
れた耕地
農家
の行方
専門合作社

561
割合

農家

90
企業

面積

専門合作社

56.0

面積
穀物向け注

21.2
17.8
14.7
12.0
割合

1245 1520 1856
面積 1010

うち流動化

60

ha

2009 2010 2011 2012

3

家族請負経営の耕地面積

（万 ha、％）

中国の耕地流動化状況
第1表

2

その他
地代
人件費
機械作業費
化学肥料
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900 ( 元 /１ムー)
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第 4 図 三大穀物生産の１ムー当たりのコスト

中国の農業近代化と
アグリビジネス

＝補償貿易＝
建三江
①洪河農場（第一洪河農
場案件）
③建三江管理局（第二洪
河農場案）

の管理となっていることから国家に隷

する農地は中央政府の管轄国家直属

関であると同時に、農墾総局が管理

局は黒龍江省人民政府に所属する機

これら国有農場を管理する農墾総

の国有農場として現在に至っている。

き生産建設兵団は民営化され１１３

⑥サタケ精米設備販売
黒龍江省農墾総局向
（黒龍江省全省）

双日株式会社食料・アグリビジネス本部食料事業部食品事業課アドバイザー

― 双日の黒龍江省との取り組み
中田龍彦

597農場

中国の農業近代化に貢献

双日の中国食料関係事業と言えば、北京市における日本企業初の総合食
品卸売事業「北京三元双日食品物流有限公司」や天津でのミックス粉事業、
数々の食品加工事業などがあるが、本稿は農業にスポットを当て、中国最大

その歴史を振り返ってみると、 年

年にハルビンにて最初の機械化公営農

の後の 年に、中央政府の指示に基づ

61

60

④⑤＝合作企業＝
鶴岡市・新華農場
黒龍江北珠精米加工有
限公司
精米加工工場

の農業省である黒龍江省での継続的な取り組みを紹介する。
双日は１９５０年代から中国とビ

に公営の機械化農場を創設して農地

月に毛沢東主席の号令により各地

黒龍江省においては農業、食料関連

開拓に着手したのが発端であり、

ジネスを継続して来たが、その中で
のプロジェクトに注力し、７案件に取
り組んできた。これらの詳細は第

場管理機構を設置したことが農墾総
局の前身となっている。その後の 年

～ 年において王震将軍率いる 万

未開の荒地に入植し開拓にあたった。

の復員将兵（鉄道兵）等が黒龍江省の

て黒龍江省の黒龍江省農墾総局（以

現在も農墾総局内の一部の農場名

当時は「軍墾」と呼ばれ、彼らは北方

は世界最大の農業組織と言われてお

に数字を使っているが、これは当時の

基づき、農墾総局は一層の機械化によ

下、
『農墾総局』
）との間で農業関連

境各地における屯田兵組織（生産建

り、中国共産党による革命が成され、

部隊名（例「850 農場」
）をそのま

る生産力の増強を推進することとな

設兵団）の整備が進められた。また

黒龍江省の広大な大地に最初の開拓

ま引き継いだ名残である（時代背景
な入植を契機として、黒龍江省の辺

59

年代に入り、周恩来首相の指示に

団が送りこまれてから今日に至るまで

る（時代背景 年～ 年大飢饉）
。そ

の警備を兼ねた屯田兵であった。

② =JICA 搾油用大豆試験事業 =
克山農場・鉄力農場・597 農場

年 月朝鮮戦争終結）
。この大規模

の歴史が脈々と引き継がれている組
織である。

76

7

⑦＝合弁企業＝
克山県・克山農場
黒龍江北大荒馬鈴薯全
粉有限公司
ポテトフレーク生産工場

建三江

新華農場

鉄力農場

洪河農場

克山農場

47
49
10 54

図、第 表に整理する。

黒龍江省農墾総局

1

双日は 年以降 年以上にわたっ
30

1

80

ビジネスを展開してきた。農墾総局

双日の黒龍江省農業関連事業位置図
第1図

6
58

53

➡
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中国の農業近代化と
アグリビジネス

に提 案 し た 所、 中

央 政 府の農 墾 部

（
『部』は日本の省に

いたことによるものであった。農墾部

相 当 ）が 強い興 味

属する組織でもあり、二重のステー

との間で中国農業近代化を推進する

を 示 し た。 中 国の

タスを有する組織と言える。農墾総

事で合意し、早速農墾部の責任者と

国 営 農 場の開 拓を

局が管理する農地は、国家の食糧戦

共に黒龍江省や黄河流域など有望地

管轄する農墾部は、

略上、極めて重要なものである。ま

域の調査を実施した。その結果、

未 利 用の原 野を開

た農墾総局は農場で生産される農産

年秋に、天候、水利、輸送、地質な

洪河農場配置図

（出所）洪河十年路

墾して農地化すると

物を加工・販売する事業会社も展開

どあらゆる面でロシアとの国境に近い

79

第２図

いう使命を背負って

している。

黒龍江省三江平原が開拓に最適であ

るとの結論に至り、日中共同で近代

的な大規模国営農場の建設を行うと

農業近代化への提案

双日は旧ニチメンと旧日商岩井が

いう壮大な構想が練り上げられ、実

行に移ることとなった。

年に経営統合されて出来た大手商

社であり、旧ニチメンは戦前から中国

荒地に息吹いた洪河農場

三江平原は中国東北三省と呼ばれ

61

から大量に大豆を輸入していた。我

「友好商社」として指定され、民間貿

る遼寧省・吉林省・黒龍江省の最も

社は、 年に総合商社の中で最初に

易が再開された当時より中国大豆に

北東に位置する黒龍江省のそのまた

最北東部、ロシアとの国境近くに流れ

第1表

注目し、 年代後半には中国産大豆

の輸入取扱でトップシェアを占めるに

る つの大河、黒龍江、松花江、烏

蘇里江（ウスリー江）に「爪」字型に

至った。これらの実績を基に、食糧増

産に関する案件の立上げを中国政府

3

70

04

双日の黒龍江省農墾総局との取り組み
プロジェクト名

金額

商内内容

実施期間

①三江平原農業開発プロジェクト

往復 2,700 万ドル

補償貿易、大型農場開発 (2 万 ha）

1980-1986 年

②ＪＩＣＡ搾油用大豆栽培試験事業

2.5 億円

ＪＩＣＡ農業試験事業（搾油用大豆栽培試験）

1989-1992 年

③第２洪河農場案件

往復 3,440 万ドル

補償貿易、大型農場イノベーション（15 農場） 1996-2004 年

④精米加工合作事業

資本金 6,880 万円

合作企業設立、精米加工・販売・輸出

1997 年 6 月 -2007 年 6 月

⑤精米加工合作事業（上記継続案件）＊

資本金 10,200 万円

合作企業、精米加工・販売・輸出

2008 年 1 月 -2017 年 12 月

⑥精米設備中国国内販売

累計 15 億円

国内販売

1998-2006 年

投資総額 16.83 億円

合弁企業設立、ポテトフレーク製造・販売

2008 年 6-2058 年 6 月

＊

⑦ポテトフレーク合弁事業

＊

（注）＊双日出資比率は何れも 25%

第2表

黒龍江省農墾総局（北大荒農墾集団総公司）

概況

中国中央政府農業部 ( 省 ) に直轄される中国最大の国有農業組織。
北大荒農墾集団総公司は黒龍江省農墾総局の事業会社名。
傘下に 113 の国営農牧場と10 の主要事業会社を所有する。

所有地

黒龍江省の約 12％に当たる 554 万 ha を所有（日本の東北 5 県より大）

所有農地

288 万 ha（中国全土にある国有農場耕地面積の約 1/2、黒龍江省全省耕地の１/4）

人口

173 万人、農場人口 148 万人、就業者数 98 万人

GDP

1,143.4 億元（＝ 1.83 兆円）

主要農産品生産量
コメ 1,370 万トン、小麦 21 万トン、トウモロコシ 664 万トン、大豆 87 万トン、雑豆 7 万トン、馬鈴薯 66 万トン等
（2012 年）
畜産物（2012 年） 肉類 78 万トン、牛乳 148 万トン、鶏卵 9 万トン等
主要事業会社

九三油脂工業（大豆搾油企業）
・完達山集団（乳業メーカー）
・北大荒米業（精米）
・北大荒薬業（製薬）
・北大荒馬鈴薯（馬鈴薯澱粉）等。
九三油脂は大豆油を製造する企業で大豆加工能力は 1,200 万トンで中国でもトップ 10 に入る。北大荒米業は中国で NO.1 の精
米加工企業、北大荒馬鈴薯も中国で NO.1 の企業。35 万トン（処理能力）モルト製造工場も所有。
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当時我社の 100 人以上が係わっ

ることは不可能との結論が出たほどの

結果、この湿原は排水して耕地化す

昔、満鉄調査部がこの地を調査した

５００万 の広大な湿原で、その約

興安嶺から東は烏蘇里江におよぶ１

は黒龍江から南は興凱湖まで、西は

良く運用するオペレーションのノウハ

型農業機械、そして、それらを効率

な資金や高性能の土木建設機械と大

要としていたのは、農場建設に必要

かった。また当時の中国が何より必

灌漑など乗り越えるべき課題は大き

使した大農場を建設するには、排水・

湿地を開墾して、大型農業機械を駆

性を秘めた土地である。この未開の

ク等の輸送機械、通信機器が納入さ

本製の土木建設機械、バス・トラッ

待の大きさが伺われる。同年中に日

わざわざ接見したことに、中国の期

印後、姫鵬飛副総理が我社訪中団を

側は最大級の評価を与えた。契約調

た。このプロジェクトに対して、中国

公司との間で基本契約書が調印され

局の貿易窓口である中国農墾進出口

年は肥料が要らないすこぶる可能

いわくつきの土地であった。しかしな

ウであった。そこで編み出されたのが、

れ、翌年春には米国産大型農業機械

期

2

３分の１の５００万 は不毛の大地

ha

3

で、冬は零下 度の酷寒の地である。

2

の内側 6300 の約 ・ 倍）の

０ の第

作 付 けに漕 ぎ
着 けた。 中 国
側にとっても、
外 国 の 資 金、
機械、ノウハウ

ha

12
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囲まれて存在する大湿原である。北

がら、もし水抜きが出来れば、木も

日本からの資金や設備を供与して、

を導入し、未開墾地 万 （山手線

た本プロジェクトは 年 月に農墾総

少なく石も無く、それらを取り除く

中国からの返済は農場で出来た農産

1

必要のないために開墾が断然やりや

姫鵬飛副総理、上田社長の率いる我社訪中団と接見
（於：北京、人民大会堂）

物で行う、補償貿易方式である。

新規開拓が始
まった。
この 事 業 で
新 規に開 拓さ
れた未 開 墾 地
は「洪河農場」
と 命 名 され

万４０００

年 秋には大 豆

81
1

、小麦３００

ha 1

ha

（出所）洪河十年路

1990 年の洪河農場場区全景

80

10

すく、土地は肥沃であり、耕地化後
洪河農場案件の調印式（於：北京、人民大会堂）。中国農墾部趙凡副部長
（＝次官）、我社上田社長・満嶌専務等が参加

30

ha

ha

洪河農場で組み立て中の米国製コンバインとトラクター （出所）洪河十年路

中国の農業近代化と
アグリビジネス

」

を導入して行う初めての開発となり、
排水・開墾して、 万 の大農場を

③中国側はこれを使用して荒湿地を

款元利金返済が可能な外貨を賄える

噌メーカーを始めとする多くの優良

勘定だった。我社は、日本国内に味

当時、世界中の一流機械メーカー

な中国産大豆のユーザーを持ち、当

農業・土木建設機械の調達・納入

建設する。

が中国に売り込みを図っていたが、中

時、平均して毎年 万〜 万トンを

注１

のうち最優先されていた「農業近代
④「洪河農場」と命名されたこの農場

国は資金や外貨不足などの理由で大

同国が進めている「 つの近代化
化」に貢献する壮大な事業となった。
で生産された大豆を我社に販売する
充当する。
以上を補償貿易または生産分与方

に結び付けた。

競争力のある価格を引き出して成約

た。我社は日米の機械メーカーから

型農業機械の導入が進んでいなかっ

格が大きく変動する大豆のような国

容易であった。しかし、一夜にして価

５０００トンの大豆をさばくことは

輸入していた。数量からみれば 万

械とノウハウの提供、生産物取引とい

クトが成功したのは、資金調達、機

のではなかった。その中でこのプロジェ

場開発を行うという条件を満たすも

すなわち貴重な外貨を使わないで農

あり、中国側が本来望んでいた要求、

社はこのプロジェクトを綿密に組み立

約 100 億 円の規 模になった。 我

内資を加えるとプロジェクトの総額は

のぼり、このほか中国側の投入した

ル、当時の為替レートで 億円強に

機械類の購入代金は 1350 万ド

の運営のために中国側が必要とした

よく行うためには、分散して作業に

るインフラ整備や農作業全体を効率

された。また広大な土地で展開され

コンバイン等の大型農業機械が納入

搬するトラック、最後にトラクターや

用のバス、そして物資や農作物を運

土木建設機械、作業員や農民の移動

にブルドーザーやシャベルカーなどの

作業員の宿舎や農道を建設するため

を切り開いて灌漑用水路を造成し、

これら機械を使用して、まず農地

した中国の農業開発事業として、最

洪河農場の開発は外国企業が協力

踏み切った。

して、我社は大豆の引き取り保証に

このプロジェクトの成否を決める鍵と

量の生産大豆の輸出は不可欠であり、

国側にとって借款返済のため、一定数

クを背負い込むことになる。一方、中

ビジネスとしては非常に大きなリス

際相場商品の買取を保証することは、

はいずれも従来型の輸出ビジネスで

売り込もうとしていた。しかしこれら

う、 つの要求を三位一体としてオー

て、日本輸出入銀行（現国際協力銀

あたる土木建設機械や農業機械を連

初の成功例となり、中国の各方面よ

の湿 地の開 墾と近 代 農 場

ガナイズするという、総合商社ならで

行）に説明、同行は中国向けで初め

携させる必要があった。そのため無

万

はの機能が充分に発揮されたことに

ての農業関連案件として大変興味を

り高 く評 価 され、 中 国にお ける先

を中国側に供与する。

残りの資金 ％は、民間銀行からの

必要資金の ％の融資を決定した。

当時の大豆の国際相場で換算する

部が相次いで視察に訪れた。中国の

当時の国家首脳を始め中央政府の幹

進的な大規模機械化農場のモデルと

②その上で、我社は大規模な農場建

協調融資で賄った。このように調達し

と、中国側は洪河農場の大豆の年間

ン・システムも導入された。

設に適した土木建設機械や大型農業

た資金を我社が取りまとめ、 年据

予想収量 万〜 万トンのうち約
5

1

1

農業生産向上のために毛沢東主席が

評価され、趙紫陽氏や胡耀邦氏等、

なった。中国政府の指導部にも高く

機械などを日米の有力機械メーカー

え置き、元利金 年間均等返済の円

年に呼びかけた「農業は大寨に学

64

3

万５０００トンあれば、 年分の借
1

5

収穫した大豆の買取

から買い付けて、オペレーションのノ

年という返済期間の長い好条件で、

農業は洪河に学べ

よる。仕組みはこうである。

線設備とそれを活用したオペレーショ

1

示し、当時としては破格の低金利で

式という。

8

建て借款として中国側に供与した。

が銀行から調達して、円建ての借款

ha

開発資金の提供

7

①まず農場建設に必要な資金を我社

カーや商社などが競って農業機械を

ケットとみて、欧米からも機械メー

当時、すでに中国を巨大な潜在マー

ことにより外貨を醸成して、償還に

2

活かされた総合商社のオーガナ
イザー機能

4

ウハウと共に中国側に提供する。
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30

2
6

3

30 70

JC ECONOMIC JOURNAL 10 月号 SPECIAL REPORT

目的であった。機械化および作業レベ

豊作を導く栽培技術を確立するのが

物も大豆に留まらず、小麦、米等の

ルの標準化を推進して、黒龍江省開

的な農業地帯へと変身を遂げ、生産

穀物から畜産物にまで広がった。三

墾区の大豆の品質と生産技術レベル

確認された試験事業の成果を、中国

部の要 請を受 け、国 際 協 力 事 業 団

我 社 と 農 墾 総 局 は、 中 国 農 業

業を設立して事業を展開して現在に

有農場や企業と合作企業や合弁企

その後、我社は農墾総局傘下の国

黒龍江省での精米加工合作事業

14
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べ 注２」をもじって「農業は洪河に学べ」
と言われるまでになり、その後も中
国における先進的な大規模機械化農

江平原を通じて我社と黒龍江省政府

を高めるより所を作り上げる事であ

る。本試験事業は 年 月をもって

との関係は深まり、 年には省全体

の産業振興に我社が幅広く協力する
と発展した。

の食糧増産プロジェクトに活用される

（JICA）の資金面、技術面での支

至っている。以下、我社の同省での主

かけ、農墾総局所属の 農場（597

農場、鉄力農場、克山農場）で各２

３２ 、計６９６ の試験農場を設
営し、搾油
用大豆試験
栽培事業を
行った。本
試験の目的
は、高脂肪
で機械化栽
培に適した
生産性の高
い品種を選
抜すると共
に安定した

要な事業を紹介したい。

援を得て、 年 月から 年 月に

事で合意した。

政府による中国黒龍江省三江平原で

JICA 試験事業〝搾油大豆試
験事業〟

成功裡に終了し、日中双方は相互に

3

95

場のモデルとして全国各地から見学

1994 年 11 月基本協議書締結（於：北京、人民大会堂）。陳俊生国務委員・
中国農業部劉成果副部長・黒龍江省農墾総局劉文拳局長と我社田中社長・
渡利副社長らが面談

「経済貿易関係強化協定 」の締結へ

92

者が続々と押し寄せた。
その後、 年 月には李鵬総理や
農業担当の姜春雲副総理などが洪河
農場を訪れた。李鵬総理は見渡す限
り広がる大農場地帯となった三江平
原の力強い発展ぶりをつぶさに見て、

０万ドルの資金を要するこの計画を

3

以降の中国の食糧増産について自信を

機械を導入する計画に協力するよう

た。さらに近隣地の開墾を進め、三

「第二次」洪河農場案件と位置付けて

92

深めたと言われている。

濃江・洪河の 農場、所有耕地 万

土木建設機械や大型農機をフルに活

要請を受けた。我社は、総額１７２

江平原の農墾総局傘下の農場の面積

取り組んだ。洪河農場案件と同様に
機械と大型農業機械の引渡しは 年

補償貿易方式にて契約した土木建設

管理組織である建三江管理局より、

に完了し、 年から 年間に及ぶ償

る。我社は 年に、洪河農場の上部
古くなった洪河農場の機械・設備を

還も順調に進み成功裏にプロジェクト
を終了した。

96
年前には広大な湿原だった三江

8

3

世紀の食糧基地として期待さ
れる黒龍江省
その後も洪河農場の大豆代金によ
る借款返済は順調に進み、予定通り

）に最新式の土木建設機械・農業

用し、同農場を ・ 万 に拡張し

年に終了した。中国は導入された

74

更新するとともに、周辺に出来た計
の国有農場（八五九・勝利・红衛・

97

4

ha

15

は今や１２１万 にまで拡大してい

ha

七星・大興・創業・勤得利・青龍山・

30

平 原は、 今は中 国を代 表 する近 代

黒龍江省の搾油大豆栽培試験農場

6

89

6

6

ha

ha

96

95

前進・鸭緑河・前哨・前鋒・二道河・

搾油試験事業で黒龍江省政府責任者と面談
（1989 年 5 月）

ha

21

86
15

中国の農業近代化と
アグリビジネス

間で 年 月『黒龍江新綿精米加工

我 社は農 墾 総 局と新 華 農 場との
の合作期間の 年が到来したことか

圳等の大都市へも拡販している。当初
ら、 年 月に黒龍江北珠精米加工
有限公司として第二次合作を設立し

有限公司』をジャムス郊外鶴岡市新
華農場内に設立した。日本のサタケ
現在に至っている。

黒龍江省でのポテトフレーク製
造合弁事業

の精米設備を導入し、日本向けには
SBS方式による農林水産省食糧庁
経由で日本米卸業者へ精米を販売。
食味のよい短粒種の黒龍江省米は中
我社は農墾総局傘下の馬鈴薯事業

％、 我

注１： つの近代化：中国における工業

の近代化，
農業の近代化、
科学技術の近代

化、
国防の近代化のこと。 年第 期全国

に対する周恩来の
人民代表大会（全人代）
政府工作報告によって提起。

注２：大寨：大寨村
（だいさいそん）
は中

華人民共和国山西省昔陽県大寨鎮に位置

する村。 年に提唱された「農業は大寨に

学べ、
工業は大慶に学べ」
というスローガン

のもと、
集団農業の模範として中国政府に
よる政治宣伝活動に用いられた。

フレーク工場玄関

12

国南方でも評判で、上海・北京・深
会社である北大荒馬鈴薯集団有限公
司との合弁で黒龍江省チチハル市に
ポテトフレーク製造合弁会社「黒龍
江北大荒馬鈴薯全粉有限公司」を

年 月に設立した。投資総額は 億
円で北 大 荒 馬 鈴 薯 集 団が

社が ％を出資。原料は合弁パート
ナーである農墾総局傘下の克山農場
で栽培提供する。製造されたポテト

フレークは菓子原料や加工食品原料
として中国国内販売している。
食の西洋化が進む中国では、ポテ
トチップスの消費量がこの 年で約

倍、年 ％程度の伸び率で拡大して
いる。我社は、順調な拡大が期待で
きる中国市場に着目し、ジャガイモの
産地である黒龍江省にポテトフレー
ク製 造工 場を建 設、生 産 規 模 第

馬鈴薯から加工された
ポテトフレーク

10

段階として年間６０００トン、今後

北大荒馬鈴薯全粉

1

生産設備を増強し倍増する計画であ
る。
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10

フレーク工場全景

原料倉庫（恒温倉庫）

ドラムドライヤー

4

08
17
3
1

75

75

6

25

10

4

64

同工場の米貯蔵サイロ
黒龍江省北珠精米加工有限公司全景

第３図

08

97
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のが中国農業の実情であろう。

無錫菱陽生態農業設施科技有限公司董事総経理

―植物工場システムの普及に向けて
中井壯元

も残留農薬、違法添加物などの食の

安全性を巡る問題が繰り返し発生し

める消費者の声は日増しに強くなり

ており、
「安心・安全 」な食品を求

わる問題が後を絶たない状況が続い

向が年々高まる中で、食の安全に関

方、経済成長とともに国民の健康志

ファーストフードチェーンなども国民

も普及が進み、外資のレストランや

料理など異なる文化圏の料理や食材

心が高まってきている。和食や西洋

ともに、健康や食に対する国民の関

近年、中国においては経済成長と

様々な対策に乗り出していると聞いて

ており、中国政府をはじめ各企業も

めて深刻な事態として受け止められ

中の食の安全を揺るがしかねない極

中国国内だけにはとどまらず、世界

ている。また、これらの問題はもはや

る消費者の声は日増しに強くなってき

心して食べることのできる新鮮野菜の

員、旅行者などを中心に、生でも安

しかし、最近では富裕層や海外駐在

菜を食べる習慣そのものがなかった。

をするものがほとんどであり、生野

り、蒸したりするなど何らかの加工

従 来、 中 華 料 理は野 菜を炒 めた

中国の農業近代化の背景

中国の農業近代化と
ビジネス展開上の課題と展望

中国の農業近代化は国の重要施策
となっているが、生産者側の農業技

つつある。

に広く利用されるようになってきた。

いる。

需要が高まっており、この流れはさら

中国の農産物市場環境の変化

三菱樹脂アグリドリーム株式会社

また、伝統的な中華料理もそれらと

こうした状況の中で、中国では農

ており、「安心・安全」な食品を求め

とチャイナコープ社の子会社である

相互に影響し合うことによって、沿海

術はまだ発展途上の段階にある。一

無錫三陽社は、2011 年から植物

え、百貨店、高級スーパーでは「安心・

に拡大する傾向にある。レストランで

げて取り組んでいる。しかしながら、

安全」を売りにした農作物をよく目

業近代化（生産性向上と品質向上）
しかし、一方では経済的利益追求

生産者側の農業技術はまだ発展途上

にするようになり、高付加価値型商

部を中心に新たな食文化が育ちつつ

薬野菜に対する消費者ニーズがあり、

のため、食の安全に関わる様々な事

の段階にあり、生産性向上や農薬の

品として着実に浸透してきている。

工場野菜の市場性調査を進めてきた

また、生産者の事業採算も十分確保

件やトラブルが頻繁に発生している。

使用量削減などに取り組むためのノ

また、これらの野菜は消費者が最

は生野菜を使ったサラダメニューが増

できると判断したことから、中国で

大手食肉加工会社において、品質保

ウハウもまだまだ不足している。また、

も安全性を気にする商品であり、と

を重要施策の一つと位置付けて国を挙

の植物工場システムの販売拠点とな

持期間切れや衛生上問題のある食肉

現代農業に必要な環境・インフラ整

りわけ残留農薬に関しては非常に厳

あるようだ。

る合弁会社、無錫菱陽生態農業設施

を意図的に使用していた事件はまさ

備も十分に行われているとは言えない

が、その結果、中国においても無農

科技有限公司を設立し、 年 月よ

に象徴的な事例であったが、その他に

り事業を開始した。

14

7

16
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中国の農業近代化と
アグリビジネス

しい目が向けられている。無農薬ま
たは減農薬で栽培された野菜はその
安全性において市場の評価が極めて

なポイントになると考えられている。

制の強化に取り組んでいる。

一方、植物工場野菜などの水耕栽

培品は、認証制度の対象外となってい

認証認可協会（CCAA）や国家農

害（低農薬）野菜」については、中国

「有機野菜」や「緑色野菜」
「無公

場の評価も良好である。

訴求する動きが既に始まっており、市

ら「安心・安全」
「味」
「高機能」を

ほど高くないが、その生産プロセスか

中国における「安心・安全」野菜

このような状況は、今のところホテ
業部などが認証しており、現在はこ

三菱樹脂株式会社の子会社で、独

るため、一般的な認知度はまだそれ

ルやレストラン、または百貨店、高級
れらの機関で認証を受けたものが「安

自の植物工場システムを展開する三

高く、通常の商品より値段が高くて

スーパーなど高級食材を扱う店舗に
心・安全」野菜の主流を占めている

菱樹脂アグリドリーム株式会社は、
11

も商品価値を認めて購入する消費者

限定されているが、今後は一般の流通・

が、普通野菜の混入などの問題も発

11

が増えている。

小売業者などにおいても、安全性に

年 月に中国・江蘇省を中心に展

開する江蘇省供銷合作総社（以降、

チャイナコープ社）と共同で、チャイ

ナコープ社の子会社である無錫市三

陽生態農業発展有限公司（以降、無

錫三陽社）に植物工場システムの実証

設備を建設し、約 年間にわたり栽

培試験と現地高級スーパー、レスト

ランでの販売を通じた市場調査を進

めてきた。その結果、中国市場にお

いても植物工場で栽培する無農薬野

菜を求める消費者ニーズがあること

が分かり、また、同システムを導入

して付加価値の高い野菜を作ること

によって、生産者側の事業採算も十

分確保できることが確認できた。

一方、植物工場システムの農業ハウ

三菱樹脂農膜科技（無錫）有限公司

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2014.10

3

生していることから、当局が検査体

第１図

三菱樹脂グループの中国における農業ビジネス展開

信頼のおける食材の調達がより重要

無錫市内の百貨店生鮮野菜陳列棚
植物工場野菜（上段、中段左側）、有機野菜（中段右端）
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導入している。まず、人工光を用いた

本で長年培ってきた植物工場技術を

では、三菱樹脂アグリドリームが日

当社が販売する植物工場システム

ドリームの登録商標）

「ナッパーランド Ⓡ」は三菱樹脂アグリ

の最大の特徴である。
（
「苗テラス Ⓡ」

できることが、この植物工場システム

無農薬野菜をより安定的に周年生産

よって、ホウレンソウ、ミズナ、コマ

液栽培システム「ナッパーランド Ⓡ」に

した農業ハウス内に移し、葉菜類養

苗を高機能フィルム（被覆材）を使用

的に PR 活動を展開し、 年までに

陸部まで中国全土を対象として積極

農業関係者を中心に、沿岸部から内

心・安全」な野菜づくりに関心の高い

売ネットワークを活用しながら、「安

今後、チャイナコープ社の幅広い販

ツナ、チンゲンサイなどを栽培する。

合計 カ所に植物工場システムを販

ス Ⓡ」で健康で均一な苗を育て、その

通常の土耕栽培に比べて、高品質な

50

17

18
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スに使用する、 ～ 年の長期耐久
性を持つ高機能型「農 PO フィルム
（農業ハウス用ポリオレフィン系フィル
ム）
」の中国国内での生産・販売体制
を構築するため、 年には中国子会
社・三菱樹脂農膜科技（無錫）有限
公司を立上げ、 年 月からフィル
ムの現地生産および営業活動を開始
している。

無錫菱陽社の発足と事業内容
三菱樹脂アグリドリームと無錫三
陽社は、植物工場システムの中国で
の販売拠点となる合弁会社として、
無錫菱陽生態農業設施科技有限公司
（以降、無錫菱陽社）を設立し、 年

太陽光利用ハウスの養 液栽
培で高効率・周年栽培
人 工 閉 鎖 型 苗生 産
システムで健苗を省
力・大量・計画生産

5

8

月より事業を開始した。

三菱樹脂アグリドリーム㈱の養液栽培システム
第２図

3

12

13

完全閉鎖型の苗生産システム「苗テラ

14

葉菜類養液栽培システム「ナッパーランドⓇ」

無錫菱陽社開業式

7

苗生産システム「苗テラスⓇ」外観

苗生産システム「苗テラスⓇ」内部

中国の農業近代化と
アグリビジネス

売する目標を掲げている。

植物工場ビジネスの利点と効
果、課題
植物工場では、養液栽培のシステ
ム化や管理の自動化などの環境制御
設備が必要であるが、以下のような
利点と効果があり、農業近代化と地
域経済の活性化が期待できる。

軽労化

⑥労働の平準化、作業環境の快適化、

水型農業

・農薬不使用又は使用量の低減、節

⑤環境負荷軽減

・農産物の高付加価値化

④養液制御による食味の向上

②マーケットインの農業生産

予測に基づく計画的・安定的生産

・環境や生育のモニタリングと生育

に基づく農業

①経験や勘だけに頼らないサイエンス

れる効果

（２）植物工場の展開により期待さ

⑦異業種からの参入可能

・周年雇用、労働力の確保

ると考えている。

とが、当面の当社の活動の中心にな

生産者に広く関心をもっていただくこ

く次世代農業について、中国各地の

管理手法を用いたサイエンスに基づ

の野菜づくりとは異なる作業方法や

といった利点も提案できる。これまで

料の使用量削減による環境負荷軽減

全 」で美味しいことに加え、水・肥

④新たな立地を活用した農業生産

・通常の農閑期も含めた周年雇用

③地域の雇用と所得の確保

のをつくる」へ

菜のブランド化にも積極的に取り組

が必要だと考えており、植物工場野

「体に良い」ことを訴求していくこと

にすることによって、「栄養価が高い」

の差異化、高付加価値化をより明確

また、今後は既存の有機野菜等と

・農地の有効活用、工業団地や商業

んでいきたい。

・
「できたものを売る」から「売れるも

地等の立地も活用

もう一つの課題は、植物工場シス

テムの製造コストを下げることにあ

⑤植物工場を活用した新たな産業の
創造

ストを下げる必要がある。当面、一

る。中国で同システムを拡販してい

これから中国で植物工場システム

部の部 材は日 本から輸 入 する予 定

・機能性食品等への展開による新需

を普及させていくためには、まずは

だが、できるだけ早くオール現地調

くためには、資材の多くを中国国内

同システムの仕組みや利点を生産者

達にしたいと思っている。日本で培っ

要創造

に正しく理解してもらうことが必要

てきた技術をしっかりと生かしなが

で調達することによって設備全体のコ

である。植物工場野菜は、これまで

ら、 中 国 市 場に最も適した「

（３）植物工場の課題

中国市場にはほとんど存在しなかっ

た商品であり、これから本格的に市

上げることが、当社システムの普及

」の植物工場システムを作り

e
d
a
M

場拡大が期待される商品だ。無農薬

に向けた鍵になると考えている。

a
n
i
h
C
n
i

（または減 農 薬 ）栽 培 で「安 心・安
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（１）植物工場の利点
①季節、天候の影響を受け難く安定
供給が可能

「安心・安全野菜を、いつでも、誰にでも」
植物工場システムのコンセプト、

第３図

・４定（定時・定量・定質・定価格）
②単位面積あたりの高い生産性
③地域や土地を選ばない

無錫菱陽社が入居するオフィスビル

上海事務所発

巨大消費市場で奮闘する
地元出身企業たち
〜上海事務所・経済交流室レポート〜
●日中経済協会上海事務所 所長 横山達也
●大分県経済交流室長 八坂悦朗
●石川県経済交流室長 下野哲朗
●北海道経済交流室長 汲田充男

巨大な市場と言われる中国において、上海を中心とした華東地域は、
所得水準の向上に伴って購買層が拡大するのみならず、消費者の嗜好も多様化し、
サービス業をはじめとした消費市場の最大の激戦地となっている。
3 億人を超えるとみられる域内人口を狙って、あらゆる分野で世界中からトップブランドが押し寄せているほか、
国内の激しい競争を戦い続けて成長してきたローカルブランドもひしめき合っている。
この厳しい競争市場の中で、日本からも企業規模を問わず、様々な分野で進出が進み、
すでに上海市内だけでも日系企業の登録数は 8,800 社を超え、
在留邦人は地元領事館への登録ベースでも 5 万人近くを維持している。
これら日本の各地方の企業、邦人たちを支援する地方自治体の事務所も 30 以上あり、
地元企業の相談への対応、地場産品の販売促進、観光客誘致活動などを精力的に進めている。
当協会上海事務所には、大分県、石川県、北海道の 3 地方の経済交流室が設置され、
各自治体から職員が派遣されている。各地方の中国における窓口の役割や、それぞれの地元産業の支援、
現地に滞在する地元出身者のより所としての機能はもちろんのこと、
日本の複数の自治体が共同で業務する華東地域唯一の事務所として、
「県境」を越えた相互支援の体制を作り上げている。
今回は、日本の各地方から激戦地・上海エリアに進出している企業に対し、
日ごろから密接に支援している地元関係者ならではの話題を中心にレポートしたい。

大分県

大分の特色料理で
中国・上海に挑む

大分県は九州北部に位置している

が、瀬戸内海から太平洋にかけての

総 延 長 759 キロに及ぶ海 岸 線を

持つとともに、九州の屋根と言われ

る「くじゅう連山」をはじめ、由布、

鶴見、祖母などの山々を有している。

その自然的な特徴は、豊富な海の幸、

山の幸をもたらしてくれる。大分県

が古くから豊後と呼ばれていたのは、

その豊かな食材の故だという説もあ

るほどである。大分に来ると新鮮な

刺身や寿司はもちろん、美味しい牛

肉、鶏肉も楽しむこともできる。特

に鶏肉の天ぷらである「とり天」は一

昔前までは大分県内でしか食べられて

いなかったが、今では全国区の料理に

変身しつつある。こうした大分の特色

を持つ料理を武器に、中国・上海で

奮闘する大分県企業を紹介したい。

一つは回転寿司チェーンの「寿司め

いじん」
（大分市）だ。同社は、大

分県を中心に西日本でチェーン展開

し、2012 年 月に上海市中心部

の百貨店内で中国初進出となる店舗

5
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を独資でオープンした。中国のお客
さんの嗜好に合わせるため、握りず
し以外の牛タンの鉄板焼きや天ぷら
盛り合わせなどのサイドメニューを充
実さているほか、フォアグラの載った

人当たりの鶏肉消費量が日本一と言
われるほど鶏 肉が消 費されている。
特に中津市とお隣の宇佐市は唐揚げ
の聖地として全 国に売り出し中で、
宇佐市の唐揚げは「カラアゲ★ＵＳ
Ａ」 という映 画にもなったほどだ。

している。このうち、 年に江蘇省・

ており、大分の唐揚げを全中国に広

ズ形態で中国全土への展開を計画し

海の店舗を足がかりに、フランチャイ

好評を得ているようだ。舷喜屋は上

カル市場への新規開拓に果敢に挑み

限公司）は、進出当初より中国ロー

地法人名 ： 格満林（南京）実業有

造・販売を行うコマニー株式会社（現

南京市に進出し、パーティションの製

分の食感は、中国人の舌もうならせ、

げるという夢の実現に取り組んでい

同社は、 年に江蘇省南京市に現

ある取り組みを行っている。

続け、県内進出企業の中でも特色の

97

る。

石川県

パーティションで中 国
ユーザーの満足を追求
し続ける

石 川 県 内 企 業の中 国 進 出は
1990 年 代 初 旬 より始 まり、

年末時点で石川県内企業 社が進出

にパーティションというものは存在せ

同市へ進出した。当初は、中国国内

いことや、立地の良さ等を考慮して

り、安価で優秀な人材が集まりやす

社は進出前から築いていた人脈があ

随商品の製造・販売を行っている。同

地法人を設立し、パーティションや付

97

ず、そもそも製品を理解してもらう

電話での丁寧なサービス対応に取り組む従業員たち。

フォアグラアボガドロールやマンゴー

89

13

様々なパーティションが立ち並ぶ「コマニー」現地法人。

中国でも人気の鳥唐揚げを提供する「唐揚伝」
。

舷喜屋は中国のパートナーと共同で、
昨年 月に上海市内に唐揚げ持ち帰

日本全国の唐揚げ党を魅了する大

レを作った。

味料で試行錯誤を繰り返しながらタ

中国に足を運び、現地で調達した調

食材を持ち込めないため、足しげく

やしたという。基本的には日本から

あるが、開店準備には１年以上を費

揚伝」をオープン。小規模な店舗で

り 店「KARAAGE KING 唐

8

ソースがかかったマンゴーシュリンプロ
ールという日本にはない上海店独特
のロール寿司というものを提供してい
る。さらに、昨年 月には虹橋地区

店の外まで順番待ちの列ができる「寿司めいじん」
。

1

もう一つは、持ち帰り唐揚げ店の

集客を図っている。

の営業形態にも取り組み、さらなる

からはしゃぶしゃぶ ･ 寿司食べ放題

戦地という事情も背景に、今年 月

に 号店もオープン。日本料理の激

7

「舷喜屋」
（中津市）
。大分県は、
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7

2

上海事務所発

を通じて、販路開拓を着実に進めた

み営業、独自に編成された営業部隊

界関係の展示会への出展や、飛び込

理念 ）
」を大切にする同社に復職す

同社を退職しても、「心の経営（哲学、

直に努力を重ねてきたという。一度、

必要とされ続ける企業となるため愚

せていくことで、中国人の方にとって

ほか、中国各地における著名物件の
る社員が少なからずいるそうだ。ま

め、メーカーとして何ができるかを

が入る空間にくつろぎを提供するた

同社の澤田直樹総経理によると、人

地として知られているが、ここでは北

や農水産品など美味しい食品の供給

てみたい観光地として、またスイーツ

北海道は中国人にとって一度は訪れ

材調達などを進めている。これまでは

品輸出などのほか、全世界からの資

シング、日本・台湾・米国等への製

質管理、原材料調査による新規ソー

た。生産委託先工場の生産管理や品

後、有望な市場になると判断し、

年 月には湖北省武漢市での中国初

の店舗開業を計画している。

また、日本ではすでに事業化して

いる、オフィスや商業施設など法人

向けの什器販売は中国国内でも実績

があり、今後さらに施工業務も含め

た販売も上海をはじめとした中国全

土で展開する計画である。この分野

では先行している競合他社もあるが、

これまでの一般家庭向け製造物流販

売で培ったノウハウを活かし、東南ア

ジアやアフリカ、欧州等の生産・資

材調達の拠点や独自の物流網も駆使

して、他社では真似のできない商品

特性も強みとして、上海を皮切りに

積極的な営業を行っていくという。

22
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ことに大きな苦労があったという。業

パーティション等を数多く手がけるな
た、同社の社員は社内ではもちろん、
として幅広く活躍する人が多いそうで

退職後の再就職先でも中核的な人材

ど、実に 年以上をかけて地名度を
上げる努力を地道に重ねてきた。
同社の経営方針の特徴の つは、こ

「格満林学校」と呼ばれるほど、優

中国市場をターゲットにした販路

「お、ねだん以上 ニトリ♪」のコ

れまで中国に存在しなかった商品にも

商品に対する理解を深めてもらう努

の拡大や、優秀な人材の育成・確保

マーシャルで有名な家具販売の株式会

秀な人材を多く輩出することでも有

力を重ねてきたところにある。この努

など、多くの日系企業が抱える課題

社ニトリホールディングス。今や日本

関わらず、販売対象を日系企業では

力が実を結び、今では中国内で同社

を克服する同社の取り組みは、業種

国内外３４３店舗を展開する大手企

名な存在となっている。

の知名度は確立してきており、商品

や事業規模に関わらず学ぶところが

なく、ローカル企業をメーンとして、

ブランドも徐々に浸透している。進

業だが、発祥は北海道札幌市（本社

業は、 年前から台湾に進出してい

は今も札幌）である。同社の海外事

あるだろう。

北海道

出以来、苦労しながらも着実に業績
を伸ばしてきた同社が、創業当時か
ら大切に守り続けているのは、「 年

るほか、昨年からは米国にも出店を
果たした。

従業員一丸となって真剣に考えるとと

海道から中国に進出して活躍中の企

中国での販売実績はなかったが、今

同社は、 年に上海で現地法人の

もに、中国現地ユーザーの隠れたニ

業を紹介したい。

「現地従業員とその家族に物心両面

ーズを汲み取り迅速に製品に反映さ

明応商貿（上海）有限公司を設立し

先の市場を常に予想し、 年先を見
「お、ねだん以上」の
据えた経営（長期的な視野での経営）
」
提供を目指す

7

の幸せを提供する事業の展開」 だ。

00

10

日本でもお馴染みのニトリ。

14

1

10

10

15

法人向け販売に取り組むスタッフたち。
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横山達也

上

海市の東南、浦東新区の一角

13 年 2 月にオープン。日本式の風

には、しばらく前から賑わう「ホ

呂になじみのなかった中国人の間に

ット・スポット」がある。その名もず

も口コミやインターネットで話題とな

ばり、
「極楽湯」
。日本全国でスーパー

り、当初の来場者見込みの 4 万人 /

銭湯を展開する株式会社極楽湯の中

月を大きく上回る人気で、特に冬場

国初進出の店舗だ。スーパー銭湯の

には最大で 1 カ月 7 万 2,000 人の来

中国への直接進出は同店舗のみで、

場者を記録した。今では中国人が来

日本をほうふつとさせる露天風呂も人気だ。

日本と同じサービスを提供することが

客の 9 割を占めるという。

り重視しているのは水質の維持と従

評判を呼び、連日多くの中国人が温
泉気分を堪能している。

中国と日本の違いとして目立つの

業員教育。日本と同じ循環システム

は、客層が異なる点だ。日本の店舗

を構築し、同等レベルの水質チェッ

上海の極楽湯は別名「碧雲温泉

では 60 歳代以上の来場者がおよそ

クを行うなど、厳しい管理を続けて

館」
。日本の平均的な店舗の約 6 倍

半分を占めるというが、上海では 20

いる。水の硬度の違い等に苦労もす

にもなるという総床面積 1 万 2,000

〜 30 歳代の女性が 6 割以上で、都

るが、
「水がきれいで施設が清潔なこ

平方メートルの巨大な施設の内部に

市部の収入のある OL が主力となって

とが好評を得た理由の一つ」と話す。

は、メーンである露天風呂や炭酸泉、

いる。入場料は 128 元（日本円で約

従業員教育にも力を入れ、日本での

ジェットバスやサウナなどの 9 つの風

2,100 円）で、様々な優遇サービスを

長期間の現場研修などにも積極的に

呂がある温泉エリアと、飲食コーナー、

得られる1 万～ 5 万元の VIP カードも

取り組んでいる。

マッサージや休憩室などの日本と同

人気だという。

リピート客も増えていると言い、今

様の施設に加え、岩盤浴やゲーム・

後は全土に拡大したいと意欲を示す。

麻雀などの娯楽エリア、美容室、有

日本の文化とサービスがビジネスと

料貸切の VIP ルームなどの中国独自

して成功している好例として、今後も

の設備がそなわる。中でも特徴的な

注目を集めそうだ。

のは VIP ルームで、50 平方メートルの
2 人用から、最大 120 平方メートル
の 10 〜20 人用の大房間（大ルーム）

浴衣姿でくつろげるレストランも大人気。

まであり、大ルームにはジェットバス

「何もないところから作った。苦労

もある大きな浴室や会議室、プレイ

もあるけど、お客様に喜んでもらえる

ルーム、寝室などが備えられ、家族

ことが何より」と話すのは、椎名晴

連れやパーティなどで 3 時間から1日

信館長。施設の建設から従業員募集・

の貸切ができる。

教育、運営まで手掛けてきた。何よ
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連日多くの中国人でにぎわう「極楽湯」。

同社によると、①商品開発力

とコーディネイト力を活かし、法

人市場のニーズに応える、②「低

●上海事務所 所長

価格×適切な品質」の商品の提

供、③「トータルコーディネイト

のニトリ」 だからこそできる提

案を進めていくとの話しである。

一般家庭向けのみならず、オフィ

スや施設へのトータルコーディネ

イト、什器販売等の事業を展開

している同社は、同様のサービ

スを法人向けに中国でも提供し、

統一されたスタイルや配色など

で好評を得ているコーディネイト

や、強みでもあるローコストで快

適な空間の提供で市場への浸透

を図るという。また、今後は大

きく拡大していくと見られる中

国の高齢者産業にも対応し、介

護施設や社員寮、病院などに向

けた商品の開発・供給にも力を

入れていく考えだ。

日本のトップレベルと言える

商品企画力や販売力、サービス

力が中国でもいかに拡がっていく

かは、これから注目されるとこ

ろだ。日本でもおなじみとなっ

た「お、ねだん以上 ニトリ♪」

が中国で聞かれる日も近い。

上海で受け入れられる
「いい湯だな」
日本の日帰り温泉が人気
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中国西部への投資最適地、四川省

入総額は 億ドル、実行ベースの外商

四川省商務庁

直接投資額は 億２０００万ドルとな

司の年間売上高は約 300 億元に上

名企業が省内に投資し、事業を展開し

対 外 経 済 貿 易 協 力では、 日 本 が

っている。トヨタ、日立、丸紅、三菱

ている。そのうち、一汽トヨタ成都公

長年重要なポジションを占めている。

っている。オープンかつ協力的な戦略

37

東京 UFJ 銀行、三菱商事などの有

3

2013 年の四川省の日本向け輸出

8

12

待されている。

中国西部への投資最適地
～四川省～
四川省は中国の西南部にあり、東南

四川省成都は西南地区における重要な商業貿易都市と
なっている。
（上下）

アジアに近く、シルクロード経済ベル
トと長江経済ベルトの二大経済ベルト
が交わる後背地に位置している。人口、
資源、科学技術・教育、観光産業お
よび経済分野のいずれにおいても抜群
の優位性を有している。改革開放以降、
とりわけ西部大開発戦略が実施されて
から、四川省の経済および社会が急速
な発展を遂げ、経済規模、社会投資
および財務収益などの主要経済指標で
は中国西部 省区市 注１
において長らく
トップを維持している。今年上半期で
は、GRP が１億元を超え、前年同

期比 ・ ％増となった。

続けている。発展のニーズはすなわち協力のチャンスであり、今後ますます日本経済界とさらなる緊密な貿易投資関係が発展していくことが期

ルも残されている。中国の新たな西部大開発および対外開放において、四川省は中国西部の重要地域としての勢いのある発展トレンドを維持し

できることを信じている。日本の企業・団体とすでに良好な協力基盤を築き、目覚ましい成果をあげているが、さらに発揮し得る協力ポテンシャ

四川省は中国西部における経済規模の大きい地域であり、交流の強化を通じてさらなる理解を促進でき、また、協力の強化を通じて共に発展

Local Voice
12

24

JC ECONOMIC JOURNAL 2014.10

JC ECONOMIC JOURNAL 10 月号 Local Voice

に基づき、今日の四川省はさらに開放

くことができる。さらに、成都双流空

埋蔵量は、中国国内第 位で、多様

集散地であり、9000 万人もの省

内人口、 億人もの周辺地域の人口に

と の国際定期便が開通され、成都・

に達し、すでに 151 の国内定期便

いる。年間輸送旅客は 5000 万人

護地区が四川省内にある。さらに、科

国家重点景勝地区、全国重点文物保

界自然文化遺産、200カ所以上の

九寨溝、パンダ保護区など５カ所の世

水力発電設備が稼働している。また、

の建設を加速している。

下、西部の物流・貿易と金融センター

省の消費規模は既に 兆元を超え、目

にも効果を及ぼしている。昨年の四川

ア、南アジア、中央アジアなどの市場

えている。また、中部および東南アジ

波及し、西部市場に対しても影響を与

な鉱物やレアメタルの埋蔵量は世界ト

ている。加えて、四川省宜賓市に長江

学技術・人材育成も充実し、107

港は中国第 位の空港であり、全世界

高速道路の走行距離は 5000 キ
ゴールデン水路の起点があり、西南部

の大学から毎年 万人以上の新卒を送

政策を進め、
「中国西部への投資最適

位である。鉄道
の通信ハブ拠点としての成都市は中国

り出している。170カ所の国家・省

ップクラスの座に君臨し、世界最大の

（稼働中および整備中）の走行距離は

国内の五大地域の通信ハブ拠点におい

の重点研究機関、136カ所の国家・

ロを超え、西部第

完備された交通・輸送イン
フラ

コンセンサスとなりつつある。

6000 キロ近くに達し、同じく西
て優れた地位を擁している。

東京間では毎週 便の定期便が運航し

いて群を抜いている。 すでに 210

四川省の対外開放度は中西部にお

以上の国・地域と経済貿易関係を構

省レベルのエンジニアリング技術センタ
ーがある。

築し、世界トップ 500 企業のうち

報産業拠点の一つがある。200 以上

造拠点の一つ、また四大地域の電子情

四川省には中国三大動力設備の製

は中西部トップ、昨年の対外貿易額は

を実施した都市である。輸出入総額

番目、中西部で初めて 時間ノービザ

している。省都の成都市は、国内で

280 の企業がすでにビジネスを展開

の特色のある工業団地が設立され、そ

700 億ドルを突破し、FDI の実

確実な産業インフラ

こには、 の国家レベル経済開発区、

国家レベルハイテク区、総合保税区と

行ベース額は 100 億ドルを超えて

日本とは、自動車製造、電子情報、

いる。

車製造、設備製造および食品・飲料

日本の協力はさらなる成果を導き出せ

くだろう。双方の努力の下、四川省と

今後の協力はますます緊密になってい

れた協力実績を積み上げてきており、

金融、貿易、旅行などの各分野で優

高い市場ポテンシャル

上げている。

などの産業では特に優れた実績を積み

輸出加工区がある。電子情報、自動

4

「蓉欧国際快速鉄道」に乗せれば、空

対外開放の推進

部第 位である。また、成都の貨物を

3

1

のハブ空港 位以内にランクインして

08 年、
日中経済協会訪中代表団は四川大地震の被災地となった
都江堰市を訪問した。

地・四川省」はますます海外投資家の

50 4

豊富な天然・人的資源

1

72

7

71

水、天然ガスおよびシェールガスの

35

四川省は中国南西部の重要な物流
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14

1

路輸送費用の 分の１、海路輸送時間
2

4

の 分の１で、 週間以内に欧州に届

都江堰市最大規模の被災者生活区を訪問。

1

3
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めに、提案したいことを述べさせてい
ンターテイメント、ヘルスケア、物流

のサービス業企業が四川省で飲食・エ

な発展空間を見出せるであろう。日本

ただく。
業などの分野での協力を拡大し、より

は既に地元企業と良好な協力関係を築

の企業が日本の総合商社と協力し、東

ている。最近、四川省では新希望など

の協力を促進し、双方の協力のために

された法治環境と市場環境により内外

には素晴らしい投資環境があり、整備

区、甘粛省、新疆ウイグル自治区、陝西省、

注１ 内モンゴル自治区、寧夏回族自治
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るに違いない。双方の協力を深めるた

①製造業における協力を歓迎

日本のマンガ・アニメ、ゲーム、音楽、

多くの先進的な経営理念を投入して、

飲食などに代表される文化産業は世界

日本には自動車、電子情報、機械

設備製造などの７つの優遇産業の発展

トップクラスである。四川省も豊かな

四川省の企業と共に中国の西部地域の

を重点として、次世代の情報技術、ハ

中国文化を擁し、四川料理、三国志

設備分野における多くの有名企業があ

イエンド設備製造などの６大戦略性新

は東アジア諸国の人々に親しまれてい

サービス業市場を開拓することを歓迎

興産業の発展を促進している。多くの

る。双方の企業は携帯電話ゲーム、マ

ャンスをつかみ、投資を促進されるよ

り、製造業が極めて優れている。四川

日本の製造業企業が四川に投資し、ハ

ンガ・アニメ制作、3D 映像、オンラ

つれて、日本企業との協力の機会も増

う歓迎する。企業家の卓越したビジョ

する。

イエンド産業での協力を通じて、手を

イン音楽などの関連分野において、協

え、さらに多くの日本企業が四川省の

ンやセンスは必ずや四川省で存分に発

省には製造業発展のためのインフラと

携え、共に発展を図ることを心より歓

力をさらに進め、共にビジネスを展開

企業の対外展開のパートナーとなり、

揮され、協力を通じてさらなる高みを

③文化産業における協力強化を歓迎

迎する。

することを歓迎する。

共に第三国市場の開拓を邁進すること

環境が整備され、特に現在、電子情報、

②サービス業における協力を歓迎

④双方共同による国際市場開拓を希望

いている。四川省の消費能力は旺盛で

南アジア・西アジア市場の開拓を共に

適切な政策サービスやサポートを提供

四川省、重慶市、青海省、貴州省、雲南省、

日本の「生活密着型サービス業」や
「ビジネスサポートサービス業」の発

日本企業は四川省の企業より早く

信じている。

目指した大いなる展開が可能であると

展は著しい。ユニクロ、無印良品など

国際化を進めており、特に総合商社や

あり、ハイエンド消費者と若年世代の

進め、利益向上とウィンウィン関係の

することができる。より多くの日本の

チベット自治区、広西チワン族自治区

（翻訳 ： 日中経済協会企画調査部

サービス要求はますます高まり、商業

確固たる実績を積み上げ始めた。四川

友人に四川省を見て頂き、ビジネスチ

李葉箋）

貿易、金融、専門サービス業など、日

省の企業の対外展開の歩みが速まるに

世紀は協力の時代である。四川省

を希望する。

には四川省での発展ポテンシャルがあ

メガバンクは豊かな経験や実力を有し

12 年、
甘霖副省長（中央）
が来日し、
東京で四川経済文化総合展を開催した。

り、セブン & アイ・ホールディングス

14 年7 月、
魏宏省長（右）
が来日し、
日本企業との協力強化を目的に交流した。

本のサービス業は四川省の市場で大き
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『中西部地域の外国投資の優遇産業目録（2013 年改訂版）
』四川省リスト
1．サツマイモおよび非主食作物の加工と副産物の総合利用
2．豚、牛、羊、小型家畜（高原畜産を含む）の飼育と加工
3．森林・草原の再生、自然林の保護などの国家重点生態プロジェクト実施後の産業開発
4．節水型の灌漑と旱魃対応の節水技術、保全型の耕作技術の開発と応用
5．ワインや果実酒
6．キャッサバ、ジャトロファ、ゴム種子などの非食用植物を原料とするバイオ燃料（燃料エタノール、バイオディーゼル）
の生産（中国側がマジョリティー）
7．ハイグレード綿、ウール、麻、絹、化学繊維の織物、縫製およびファッション加工の生産
8．外国の木材、藤を原材料とする高級家具の生産
9．レアメタルの加工および応用製品の生産
10．バナジウム、チタン、マグネタイトの加工および総合利用の新技術と新製品の開発
11．天然ガスの川下の化学製品の生産・開発（
『外商投資産業指導目録』の制限類・禁止類を除く）
12．フッ素系ファインケミカル及び高品質のフッ素無機塩の生産
13．動植物薬用の資源開発、保護と持続可能な利用（
『外商投資産業指導目録』の制限類・禁止類を除く）
14．包装用の印刷物
15．特殊品種（スーパーホワイト、極薄、Low-E、中空、超厚）フローガラスの技術開発および加工
16．自動車の組立・製造（外資比率は 50% を超えてはならない）
、特殊車両（セミトレーラー、ダンプ、タンクローリー、
積み荷車両を含まない）の製造（外資比率は 50% を超えてはならない）
17．高性能ラジアルタイヤ（トラック向けチューブレスラジアルタイヤ、偏平タイヤ（55 偏平未満シリーズ）
、大型高性能乗
用車向けラジアルタイヤ（15 インチ以上）
、飛行機および農機向けラジアルタイヤ）の生産
18．自動車部品の製造：6 速以上のオートマチック · トランスミッション、商用車向けの高出力の駆動軸、自動制御ヘッドラ
ンプシステム、LED ヘッドランプ、軽量化材料の応用（高強度鋼、アルミニウムマグネシウム合金、複合材料、粉末冶金、
高強度複合繊維プラスチック等）
、クラッチ、油圧式サスペンション、コンビネーションメーターパネル、シート
19．30t 以上の油圧ショベル、６m 以上の TBM、320 馬力以上のブルドーザー、６t 以上のローダー、600t 以上の橋梁建
設の設備（ガーダー設備、搬送車、ガントリークレーンを含む）
、400t 以上のクローラークレーン、100t 以上のオール
テレーンクレーン、100mm 以上の掘削装置、400kW 以上のコンクリート冷熱再利用設備、１m 以上の幅のあるフラ
イス盤。重要部品：パワーシフトトランスミッション、湿式駆動軸、旋回ベアリング、流体トルクコンバーター、電動フォー
クリフト向けのモーター、電気制御、25 メガパスカル以上の油圧モーター、ポンプ、コントロールバルブ
20．太陽光発電装置や部品の製造
21．大規模エネルギー貯蔵技術の研究開発と生産応用（蓄電池、揚水技術、エアアキュムレーター技術、風力発電と夜間
エネルギー供給等）
22．3,000kW 以上の大型ガスタービンの高温関連部品および制御システムの研究開発と製造
23．半導体照明材料の川上・川下製品および関連設備の研究開発と製造
24．MEMS の開発と生産
25．液晶テレビ、デジタルテレビ、省エネ冷蔵庫、スマート洗濯機などのハイエンド家電の製造
26．医療機器および重要部品の開発と生産
27．天然ガスコンプレッサー（CBM コンプレッサー）の製造
28．物流業務関連の貯蔵施設の建設とビジネスサービス
29．ブロードバンドアクセスサービスおよび付加価値通信サービス（中国の WTO 合意範囲内）
30．道路旅客輸送会社
31．医療・年金サービス
32．都市ガス、暖房と水の供給パイプネットワークの構築と運用（都市部の非農業戸籍住民が 50 万人以上の都市に関して
は中国側がマジョリティー）
33．アニメ制作（テレビ放送のアニメ制作事業協力に限定）と関連事業の製品開発
34．舞台芸術トレーニングや仲介サービスおよび文化用品・設備などの産業化開発
35．観光地の保護、開発と運用およびその関連設備の構築
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東北地方の国有資本の総量および分布状

ジェクトを配置する。原子力発電、
火力発電、

支援し、産業連関度の高い重要な産業プロ

ソーシングモデル都市の建設を推進する。

る。東北地方で電子商務試行都市、アウト

サービス業の発展モデルを創ることを支持す

ン等の国家サービス業総合改革試行区で新

政府機関の簡素化と権限の地方政府への
況と結びつけて、省を跨ぐ地方性（または省

鉄道、石化、冶金、高級工作機械等の優位

５．農業の持続可能な発展能力の強化

る重要技術プラントの市場拡大を積極的に

委譲をさらに進める。遼寧省での投資分野
レベル）の国有資本投資・運営企業を設立

性を持つプラントの対外進出を支持する。

２．国有企業改革の一層の深化

の政府機関の簡素化と地方政府への権限委
し、経営不振の国有企業のリストラクチャリ

を設立することを奨励し、吉林省、黒龍江省、

の農田の建設、吉林西部、黒龍江三江平原

地位を揺るぎないものにして高め、高水準

ョン政策の整備、北京・中関村国

ロジェクトの実施、地方イノベーシ

ェント・ロボット、ガスタービン、高度海洋

め、国は力を集中して東北地方のインテリジ

特色ある新興産業群の育成を加速するた

今年は中央予算から 億元
（約 235 億円）

連予算の東北地方への割当額を増やす。

食糧貯蔵、物流施設の建設を強化する。

礎環境整備の強化、イノベーション

建設の検討を含むイノベーション基

系企業と同料金とし、用地についても政策面

で使用する電気、ガス、水道の料金を工業

サービス業については、生産性サービス業

設について、これを東北地方に重点的に割当

新たに建設する 5000 万トン分の貯蔵施

設の修理、改造を行う。さらに今後全国に

円）を拠出し、1000 万トン分の貯蔵施
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１．市場の活力の喚起に力を入れる

譲の試行改革を奨励し、同省の大連長興島

雇用確保を目的とする集団所有制企業、中

内蒙古自治区のトウモロコシ二次加工の優良

東北地方の商品穀物生産中心区としての

ングと撤退を進める。また、 ～ 年かけて、

批准等は省政府に権限移譲する。北京・中
央国有企業が保持している社会的機能（病

東部の土壌整備の重要プロジェクトを継続す

農産物加工大企業が東北地方に生産拠点

石化プロジェクトの用地に関する事前審査・

関村の国家自主イノベーションモデル区で実

企業に対して、需給に応じた生産増の成果

質への改質、養分バランス調整、耕地の品質

院、学校等）の分離・廃止、退職者の社会

給する。

検査等に資金的補助を行う。東北４省区の

施中の国外Ｍ＆Ａ・外貨管理試行政策を東

することを目指す。

「戦略的新興産業創業基金」の設立を積

節水、穀物増産行動プロジェクトを推進し、

る。東北の黒土地帯を保護し、土壌の有機

３．イノベーション駆動型の発展

極的に推進する。工業化と情報化の融合・

に対して中央財政より一時的な補助金を支

産学研協同イノベーション改革の試行、東

発展を進め、瀋陽でのインターネット基幹通

タール）の集中的高効率節水灌漑事業を完

家自主イノベーションモデル区の試

プラント、集積回路、高性能繊維および複

を拠出し、東北地方に 320 万トン分の

企業上位 100 社試行事業の東

で重点的に支持する。東北地方での観光施

て、 ～

3

非公有制経済の大規模な発展を促し、東

民営企業集団を支持する政策モデルを新た

北地方のイノベーション・チェーンの整理統

信基地の建設、ハルビンでの地域性国際通信

成する。

行政策の東北地方への拡大の検討、

合材料、グラファイト新素材、光電子、バイ

食糧標準貯蔵施設および物流施設を新たに

北地方での先行実施を行う。

設の建設を強化し、東北の観光ブランドを

年で東北地方の食糧貯蔵難を基

４．産業競争力の全面的強化

84

本的に解消することを目指す。

14

14
創る。瀋陽鉄西、長春浄月開発区、ハルビ
東北地方の伝統的優位産業であ

2

北地方で
「民営経済発展試行改革」
を実施し、

に策定する。民間資本による民営銀行など

合を誘導する投資専門プロジェクトに関す

輸出入局による中露、中蒙の国際通信ルー

東北地方での国家自主イノベーショ

オ医薬などの産業の発展を支援し、特色あ

建設する。また同予算から 億元（約 億

生産区利益補償制度を整備し、国の農業関

ンモデル区の設立、吉林省や黒龍

る新興産業群を形成する。

現代農業の発展体制を改革し、食糧主要

15

江省での総合シミュレーション設備

中国の国家戦略である東北振興政策については、中国国務院は「東北
地方の旧工業基地振興政策」
（2003 年）を打ち出し、その後「東北地
区振興計画」
（07 年）
、遼寧省沿海経済ベルト計画と長吉図を先導区と
する図們江地域協力開発計画の国家戦略への格上げ（09 年）
、
「東北振
興第 12 次５カ年計画」（12 年）の発表を行い、本政策のグレードアッ
プを推進してきた。当協会は、これらの政策に呼応し、日中経済協力会
議の開催、遼寧沿海経済ベルトや図們江地域の視察、日本企業の中国東
北進出支援等を行い、本政策に関連する協力業務を展開してきた。
このたび、中国国務院はこれまでの東北振興政策の成果を拡大し、発
展における課題を解決し、内生的発展による東北経済の質と効率の向上、
高度化を促すため、
『東北振興支援の最近の若干の重大な政策措置に関
する意見』を今年 8 月に発表した。その主な内容は市場の活力の喚起、
産業競争力の強化、都市の発展モデルの転換等で、11 分野における具
体的措置を打ち出した。以下に、本政策のポイントを紹介する。
（まとめ：日中東北開発協会 事務局長 後藤正博）

年までに 3800 万ムー（253 万ヘク

金融機関の発起・設立を試行する。

る中央予算の編成、東北地方で第

トへの業容拡大を進める。

的管理など歴史の残した問題を適切に解決

3

北地方の重点設備製造企業にまで拡大する。

2

一号となる重要技術設備モデルプ

中国国務院が東北地方振興
への支援について発表
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６．都市の転換型の発展を促進する

中露の同江国境鉄道橋、中朝の丹東・鴨緑
木 伐 採 量を大 幅に減らし、

年から中 央

を備える企業に原油の輸入と使用の権限を

392 億円）を投じ、天然林資源保護プロ

石油、穀物の割当額を増やし、辺境地域で

輸出入権を付与する。周辺国から輸入する

与える。黒龍江農墾（総局）に穀物の自営

クリーンエネルギー ： 東北の電力余剰の

ジェクトを行う。東北地方の黒龍江省等の幾

の資源輸入と加工を奨励する。ハルビン、長

億 5000 万 元（ 約

解決のため内蒙古の錫盟から山東、江蘇へ送

つかの国有林を早急に商業的伐採禁止対象

春空港において一部の国に対する 時間のト

財 政 によ り 毎 年

電する超高電圧網の起工を進める。コージェ

とすることを目指す。 鉱業廃棄地と旧鉱区

江の国境道路橋の建設を重点的に推進する。

資源型の都市モデル転換を促進し、生産と

ネレーション集中熱供給設備建設プロジェク

の土砂災害防止と環境対策を推進する。

都市機能を整備し、市街区域の旧工業区

居住に適した現代都市を建設する。

トの批准申請を行う。中露の原油パイプライ

年から中央予算の関連拠出規模を拡大

し、東北地方の市街区域の旧工業区と独立

ランジットビザ免除の政策を推進する。

．本政策の保障と組織的な実施を強化する

ルート、黒河ロシアアムール州のエチレン・

財政、金融、投資など良好な政策環境を

元（約 336 億円）を拠出する。準備作業

整備し、各政策の着実な実施を確保する。

金還付）を増やし、資源枯渇型都市への支

協力 ： 国務院の認可に基づき「中露地域協

し、ハルビンを対露協力の中心都市とする。

出の強化を検討する。また、東北地方で条

ガソリン貯蔵プロジェクト等の重点協力プロ

水利 ： 黒龍江、松花江、嫩河の主流、支

地縁と人文の優位性を活かし、韓国、モンゴ

件を備えた省・市を地方債発行の試行範囲

が進んでいる 都市の旧工業区と カ所の独

流の総合治水を行い、洪水災害の防止に努

ル、日本、北朝鮮との協力を実務的に推進し、

に入れる検討を行う。

財政政策：東北地方への中央財政支出
（税

める。黒龍江、松花江、ウスリー江の三江

大連に日中韓循環経済モデル基地を建設す

さらに ～ 年で全国に先駆けて、現在の

吉林食品区の協力をレベルアップする。

建設することを推進する。中国シンガポール・

瀋陽にハイエンドプラント製造パークを共同

地振興交流メカニズムを作り、中独両国で

民元債の発行を許可する。
「東北振興産業

条件を備えた金融機関や企業の海外での人

条件を備えた企業の企業債発行を支持し、

業に対する再貸付を支持する。東北地方の

投資基金」の設立を総合的に検討する。

協力の戦略高地を建設することを支持し、

連金普新区に北東アジア地域に面する開放・

央予算からの拠出は、中国西部地方の補助

境保護、貧困支援・開発、社会事業への中

開放と協力のプラットフォーム作り ： 大
の信用貸付を奨励し、バラック密集地の改造

必要に応じて省・市の経済管理権限を新区

基準に照らして実施する。中央の決めた東

投資政策 ： インフラ、生態環境整備、環
資金を確保する。

に委譲する。綏芬河（東寧）
、延吉（長白）
、

北地方公益性建設事業に関して、国境地区

のレベルアップを図る。

中央財政により企業退職者の基本養老金

丹東に重点開発開放試験区を設立すること

と貧困地区の県および県以下の地域の関連

中国開発銀行に約 600 億元（約１兆円）

る。資源枯渇都市の受け皿産業として阜新

７．重要なインフラ建設を加速する
交通、クリーンエネルギー、水利など重要
インフラの整備を加速し、発展のボトルネッ
クを打破する。

経済のスローダウンによる大規模な失業を

を検討し、満洲里、二連浩特の重点開発開

出所 ：『東北振興支援の最近の若干の重大な
政策措置に関する意見』より抜粋

防ぎ、就労ゼロ家庭に少なくとも 人は就

琿春快速鉄道、東北東部鉄道の貫通等の建

労先を確保する。

対外開放政策の完備 ： 東北地方で条件

持する。

資金を廃止する。

設を速める。北京〜ハルビン高速道路の拡

９．生態環境保護の強化

交通 ： 北京〜瀋陽高速鉄道、吉林図們

金融政策 ： 東北地方での農民や中小企

統合の重点水利プロジェクトを進める。

万カ所）の大規模な再開発に取りかかり、

年に東 北 地 方はバラック密 集 地（ 約

ることを支持する。中独政府間の旧工業基

力発展（投資）基金」の調達・準備を加速

立工業・鉱業区の移転・改造を本年中に行う。
中央予算により、東北地方の熱供給網、
供水網、汚水・ごみ処理設備、汚水網の建
設を行う。
黒龍江省の鶏西、双鴨山、鶴岡、七台河
の四大石炭都市を重点に石炭化工および石
炭の二次加工プロジェクトの配置を検討し、

８．民生をしっかりと保障、改善する

ジェクトの実施を加速する。

北東アジア地域および先進国への開放と

．開放と協力を全方位的に拡大する

ンの複線化、中露の天然ガスパイプライン東

72

11

と独立工業・鉱業区の移転・改造を支援し、

14

工業・鉱業区の移転・改造のために毎年 億

23

10

放試験区と琿春国際協力師範区の建設を支

張改造を起動する。ハルビン空港の拡張、大

自然林保護事業を引き続き実施し、林

1

リーを重点的に育成する。

再開発計画の基本的完成を目指す。今年は

3

の皮革、遼源の靴下、大小興安嶺のブルーベ

2

10

資源型都市の産業転換行動計画を実施す

14
70

10

連新空港の建設、延吉空港の移転を進める。
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留意点

有限責任監査法人トーマツ

表２ 試験対象サービスの範囲と適用税率
適用業種

適用範囲
陸上運輸サービス（鉄道運輸及びその他陸上運輸）
水上運輸サービス
航空運輸サービス ( 宇宙運輸サービス・宇宙船の打ち上げ )
パイプライン運輸サービス
一般郵政サービス 1 、特殊郵政サービス 、その他郵政サービス

鄭

林根

税率 （4）電信サービスの特別規定
11％
一般納税者が電信業サービスを

提供する際に、利用者へ SIM カ
ード、電信端末（例えば携帯電話）
郵政サービス業
11％ などの物品あるいは電信業サービ
基礎電信サービス
11％
スを付帯的に供与する場合、受け
電信サービス業
付加価値電信サービス
6％
①有形動産リースサービス（有形動産ファイナンス・リース、有形 17％ 取ったすべての代金及び価格外費
動産オペレーティング・リース）
用を分けて計算し、それぞれの適
②研究開発及び技術サービス（研究開発サービス、技術譲渡サービス、 6％
用税率により増値税を計算します
技術コンサルティングサービス、契約資源管理サービス、工事探査
調査サービス）
（即ち、物品には 17％、基礎電信
③情報技術サービス（ソフトウェアサービス、回路設計及びテスト
サービスには 11％、付加価値電
サービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス）
信サービスには 6％の税率が適用
一部の現代的
④文化創意サービス（設計サービス、商標著作権譲渡サービス、知
サービス業
的財産権サービス、広告サービス、会議・展覧会サービス）
されます）
。
⑤物流補助サービス（航空サービス、港湾サービス、貨物運輸及び
電信サービス事業者は通常、複
乗客運輸駅サービス、サルベージ救助サービス、貨物運輸代理サー
ビス、代理通関サービス、倉庫及び荷役運送サービス、集配サービス）
数のサービス及び物品を含む電信
⑥検証コンサルティングサービス（認証サービス、検証サービス、
業務販売モデル（即ち、業務販売
コンサルティングサービス）
⑦ラジオ、映画、テレビサービス（放送プログラム、作品）の製作
時に現物あるいはその他の業務を
サービス、配給サービス、興行（放映を含む。以下同様）サービス
付帯的に供与する）を採用してい
1 「集配サービス」は「物流補助サービス」の税目の下に追加され、6% の増値税率が適用されます。
ます。現行の流通税政策では、こ
り扱いで、支払った一部の費用を受領した対価から控除し
のサービスにおいて無償で供与されるものは営業税並びに
た後の残額により売上増値税額を計算することが認められ
増値税の課税範囲に属さないので、増値税改革の対象とな
ていました。しかし、財税 [2013]37 号では、国際貨物運輸
った後、上述区分計算の規定により、税務処理はより複雑
代理業に従事する納税者は受領した対価の全額に対して売
になります。
上増値税額を納付することが必要となり、増値税負担が大
（5）増値税改革の展望
幅に増加することになりました。そして、顧客に増値税負担
営業税課税対象の 9 項目注２のうち、交通運輸業、郵便
の増加分を転嫁するため、国際貨物代理サービスの価格が
電信通信業及び一部の現代サービス業をすでに増値税に取
引き上げられるという現象も生じました。財税 [2013]106 号
り込みました。これから建築業、不動産業、金融保険業及
では改めて、支払った運輸費用を控除できる旨の規定を設
び生活サービス業も順次に改革の対象となります。金融保
け、国際貨物運輸代理業へ与えた負の影響を緩和または解
険業については、財政部、国家税務総局が改革に関連して、
消することを図りました。
税率、税負担の試算、検証を専門家とともに進めており、
(3) 収入控除項目と必要な証憑
今年の年末に実施案を固め、来年中に実施する予定となっ
財税 [2013]106 号では、一部の業種（例えば、国際貨物
ています注３。建築業などについては関連調査研究を進めて
運輸代理サービス、旅客運輸ステーションサービス）の納
おり、財政部は適切な時期にその他のサービス業を改革の
税者はすべての受領対価及び価格外費用から特定の支払対
範囲に取り込みむことを再三、表明しています。
価を控除した後の残額に基づいて増値税額を計算すること
中国政府では、増値税改革は 15 年までの完了を目標と
ができる旨を規定しています。控除可能な対価に関する証
しており注４、これまでの改革の進捗から予定通りに実施す
憑については以下の規定を設けています。
ることを期待したいと思います。
①国内の企業あるいは個人に支払った対価については、発
＊意見にわたる部分は私見である。
票を合法的かつ有効な証憑とする。
注１ 10 年 9 月 8 日国家税務総局「セール・アンド・リースバック
②国外の企業あるいは個人に支払った対価については、当該
における賃借人の資産売却行為に係る税収問題に関する公告」
（10
企業あるいは個人の署名がある領収証を合法的かつ有効な
年第 13 号公告）
。
証憑とする。領収書に疑義がある場合、税務機関は国外の
注２ 交通運輸業、建築業、金融保険業、郵便電信通信業、文化
公証機関の確認証明を提出するよう要求することができる。
体育業、娯楽業、サービス業、無形資産の譲渡、不動産販売。
③支払った税金、政府性基金あるいは行政事業性の費用に
注 3 http://news.xinhuanet.com/2014-01/16/c_118993872.htm
ついては、納付済み証憑、関連する財政領収書類を合法的
注４ http://people.chinareform.org.cn/l/liushangxi/media/201401/
t20140103_185074.htm
かつ有効な証憑とする。
交通運輸業
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中国における増値税改革の動きとその
中国では現営業税を増値税に移行する改革を進め、2012 年 1 月 1 日から上海で先行して実施され、13 年
8 月 1 日には中国全土で実施されました。そして 14 年 6 月 1 日から電信業が対象とされ、新たな増値税の
適用対象は、
交通運輸業、
郵政業及び電信業の 3 業種、
研究開発及び技術サービスを含む 7 つの現代サービス業
（い
わゆる「3 ＋ 7 モデル」
）となりました。増値税改革、制度の現状及び留意点を教えて下さい。

１ 増値税改革の進捗

中国の増値税改革は、12 年 1 月 1 日に上海にお
ける交通運輸業及び一部の現代的サービス業に対する実施
以降、今年で 3 年目に入りました。増値税改革は基本的に
当局の予定通りに展開されたと言えます（表１）
。

３ 試験対象サービスの範囲と適用税率

試験対象サービスの範囲と適用税率は表２に示しています。

４ 財税 [2013]106 号及び財税 [2014]43 号以降の
変更点及び留意点

（1）セール・アンド・リースバックの項目控除
従来規定はセール・アンド・リースバックにおいて、賃借
増値税改革の適用範囲の拡大、特に郵政サービス業の増
人が賃貸人に資産を売却する取引には増値税が課税されず
注１
値税改革への追加に伴い、これまでの実務などの総括、制
、賃貸人に対し増値税専用発票を発行できないので、賃
度の改善を図り、財税 [2013]106 号が公表、中国全土で実
貸人であるファイナンス・リース企業はリース対価の全額（元
施されました。財税 [2013]37 号は廃止されましたが、その
本及び利息を含む）に対して 17% の増値税を納付すること
多くの条項は財税 [2013]106 号で踏襲されています。また、
になり、賃貸資産の対価（即ち元本部分）に対応する仕入
財税 [2014]43 号では電信業の特定取引のみに対して特別
税額を控除することができませんでした。財税 [2013]106
規定を設けたことにとどまりました。
号では、ファイナンス・リース業界による元本部分は増値税
現行の主要な適用規定は財税 [2013]106 号とその 4 つの
の課税標準に含めるべきではないとの主張を踏まえ、すべ
付属文書、及び財税 [2014]43 号となります。
ての対価から元本部分の控除を認める形で、この問題の解
付属文書 1：
「増値税改革試行の実施弁法」
、
「課税サービ
決を図りました。ただし、財税 [2013]37 号において認めら
ス範囲注釈」
（付属文書１ 付属）
れていた一部の控除項目（例えば、
関税、
輸入段階の消費税）
付属文書 2：
「増値税改革試行の関連事項に関する規定」
が、財税 [2013]106 号では控除項目として列挙されていな
付属文書 3：
「増値税改革試行の経過措置に関する規定」
い点には留意すべきです。
付属文書 4：
「課税サービスに適用する増値税ゼロ税率及
(2) 国際貨物運輸代理の増値税
び免税政策に関する規定」
。
財税 [2013]106 号では、国際貨物運輸代理に従事する一
般納税者が、取得したすべての対価及び価格外費用から国
際運輸企業へ支払った国
表１ 実施内容の概要
際運輸費用を控除した後
試験開始日
対象地域
対象業種
根拠通達
1
の残額を売上額として売
交通運輸業及び一部の現代的サービス業
財税 [2011]111 号
2012 年 1 月 1 日
上海市
（いわゆる「1+6 モデル」）
（失効）
上増値税額を計算するこ
北京市などの
財税 [2012]71 号 3
とを認めています。
2012 年 9 月 1 日
同上
8 省市 2
（失効）
4
国際運輸サービスには
ラジオ、映画、テレビの製作、配給及び放 財税 [2013]37 号
2013 年 8 月 1 日
中国全土
映サービスを追加（いわゆる「1+7 モデル」）（失効）
通常、増値税零税率また
鉄道運輸業及び郵政サービス業が試験範囲 財税 [2013]106 号 6
は免税が適用されますの
2014 年 1 月 1 日 5 同上
に追加（いわゆる「2+7 モデル」）
（現行有効）
で、国際貨物運輸代理サ
電信業を試験範囲に追加
財税 [2014]43 号 7
2014 年 6 月 1 日
同上
（いわゆる「3+7 モデル」）
（現行有効）
ービスに従事する一般納
1 11 年 11 月 16 日付け公布。財政部、国家税務総局「上海市の交通運輸業及び一部の現代的サービス業において営業
税者は往々にして、提供
税に代えて増値税を徴収する試験に関する通知」
（以下、財税 [2011]111 号）。
2 北京市以外に、江蘇省、安徽省、福建省、広東省、天津市、浙江省、湖北省が対象。北京市：12 年 9 月 1 日から、江蘇省、 を受けた国際運輸サービ
安徽省：同年 10 月 1 日から、福建省（厦門市を含む）、広東省（深圳市を含む）
：同年 11 月 1 日から、天津市、浙江省（寧
スに係る仕入税額の控除
波市を含む）、湖北省：同年 12 月 1 日から実施。
3 12 年 7 月 31 日付け公布。財政部、国家税務総局「北京など 8 省市における交通運輸業及び一部近代サービス業に
ができません。13 年 8 月
対する営業税を増値税の徴収に変更する試験通知」
（以下、財税 [2012]71 号）。
1日以前においては、国際
4 13 年 5 月 24 日付け公布。財政部、国家税務総局「全国における交通運輸業及び一部の現代サービス業務の営業税
から増値税への変更試行を展開することに関する通知」
（以下、財税 [2013]37 号）。
貨物運輸代理サービスに
5 表の下線太文字の部分は財税 [2013]106 号以降の変更点を示しています。以下同様。
6 13 年 12 月 13 日付け公布。財政部、国家税務総局「鉄道運輸業及び郵政サービス業を増値税試験改革範囲に追加
従事する納税者は、財税
することに関する通知」
（以下、財税 [2013]106 号）。
7 14 年 4 月 30 日付け公布。
「電信業を増値税試験改革範囲に追加することに関する通知」
（以下、財税 [2014]43 号）。 [2013]106 号に類似した取

２ 主要通達の整理
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■ 8/1-2 2014 崇礼中国都市発展国際論壇に参加、
「日中スマートシティ発展検討会」を開催
当会生田章一専務理事を団長

に、 日本 のスマートシティ関 連
企 業 等 10 社（ 三井 不 動 産、 日
建設計、日立製作所、シャープ、
国際航業、日揮、パナソニック、

NEDO、東芝、三菱商事、計 27 人） 河北省張家港口市崇礼県で
開催された論壇
が標記論壇に参加。主催は国家
発展改革委員会城市・小城鎮改革発展中心
（CCUD）
。
4/24
第 1 日に当会が CCUD と共催した「日中スマートシティ発展
検討会」には、両国から100 人参加の下、柏の葉など日本のスマー
トシティの取り組み事例を説明。中国側も地方におけるスマート
シティの現状やニーズを紹介。中国側代表者の李鉄 CCUD 主任
は、
「日本のスマートシティ建設経験、運営の特長など共有を含
め、現場交流をさらに一歩進めたい」と日本企業への期待を表
明。
第 2 日のメイン論壇は、CCUD 主催、
「京津冀協同発展―相
互補完と融合」をテーマに、胡存智国土資源部副部長や黄守
宏国務院研究室副主任などが、京津冀協同発展をめぐる国土最
適利用や新型都市化といった切り口から基調講演。当会は、賛

■ 8/26 山東省臨沂市 魏華祥副市長一行が来会

山東省臨沂市魏華祥副市長を団長とする訪日団が来会。臨沂

市は物流・流通産業の拠点として、物流の IT 化、特に卸売業
の電子商取引プラットフォーム開発において日本企業との交流・
協力関係を構築するために来日。すでに当会賛助会員の株式会
社東忠と電子商取引におけるビジネスモデルを構築。通関手続
きの簡略化や周辺都市との交通アクセスが便利な臨沂港をはじ
めとした物流インフラを完備した同市は、日本企業とのビジネス
協力関係の強化に期待。

■ 8/29 山東省泰安市老人ホーム視察団をアレンジ
山東省人民政府外事弁公室の李栄

副主任を団長とする一行が来日。当
会のアレンジのもと、当会賛助会員
の株式会社ニチイ学館にご協力頂き、
同社の介 護 付有料 老人ホームを視 老人ホームを視察
察。中国は高齢化が急速に進み、13 年には 60 歳以上の高齢者
が 2 億人を突破。山東省では泰安市に高齢化産業モデル地区を
設けて高齢化問題への対応に取り組む一方、日本の成熟したノウ
ハウや制度に高い関心を持ち、今回の視察に至った。なお、28
日に当会関西本部の同席のもと、大阪商工会議所と交流。

JCNDA NEWS

助会員等日本企業の意向に沿うべく今後も認識を共有する予定。

■ 8/6 厦門市投資促進局 傅建洪副局長一行が来会

厦門市投資促進局傅建洪副局長を団長とする訪日団が来会。

同市の経済状況や当会の活動などについて意見交換を実施。
なお同日、厦門市に進出している日本企業も含めて昼食会を開
催。

2014 年 8 月の日中東北開発協会の活動から

■ 8/8 吉林省図們江視察団報告会を開催

当会にて吉林省図們江視察団報告会を開催。生田理事長が本
視察のポイント、最近のロシアの石炭情勢等について報告（視察
詳細は本誌 9 月号に掲載）
。
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