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巻頭言

共に励ましつつ協力し、
中日の経済貿易交流の
架け橋を築く
中国国際貿易促進委員会 会長

姜増偉

日

中経済協会は 1972 年の設立以来、長らく日中両国の経済協力の基本理念の推

進を堅持し、両国の経済発展のニーズに応え、重要業務をタイムリーに調整し、双

方の経済関係の発展と経済界の交流の拡大に、重要かつかけがえのない架け橋となり、紐帯
の役割を発揮してきました。

回訪中団は大規模で経済界を代表し、中国の指導者から丁寧な対応を受けまし

1975 年から毎年、日中経済協会は大型訪問団を中国に派遣しています。とりわけ、
今年の第

た。訪中団は中国政府の関連部門と会談を行い、目下の両国の経済貿易関係の発展に関す

る率直な意見交換を行い、建設的な提言書を提出し、省エネ・環境などの分野における協
力深化について積極的な共通認識に達することができました。

中国国際貿易促進委員会は 1952 年に設立して以来、中国の工業・商業界と世界各国、

各地域の工業・商業界との友好的な交流の促進に尽力し、また、中日両国の工業・商業界

の交流および協力の発展も非常に重視しています。現在の新たな歴史条件の下、双方は引き

続き手を携え、両国経済の戦略的互恵関係の回復ならびに発展の促進を望み、未来志向の

友好関係の構築に不断の努力を行っています。今回の訪中団を新たな起点とし、両団体のよ

り実りのある友好的な連携を絶えず深化させ、両国経済が共に繁栄し、ならびに両国民の
利益となるようさらなる貢献をしてまいります。

（本文は中国語のご寄稿を日中経済協会で翻訳したものです）
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訪問した。

月

～

日昼まで

2014年度日中経済協会
訪中代表団に参加して

で、「全面的改革深化」の着実な実行

と特定分野を対象とする刺激策 注とに

よって 2014 年の成長率目標 ・

％の達成は可能であるとし、

l
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（
「新常態」）の持続に自信

を示した。

国家発展改革委員会との会合にお

長率の過半に寄与するパターンに転

日中経済協会理事長（訪中団秘書長）

汪洋副総理や朱之鑫副主任等は、

いて、 本 年 上 期、 消 費が GDP 成
た。一連の会談を通じ、「お互いの利

換しつつあること、電子商取引に代

岡本 巖

w
e
N

団長 ： 張富士夫日中経済協会会
長、
最高顧問：榊原定征経団連会長、
特別顧問 ： 今井敬経団連名誉会長
など、日本経済界のリーダーが多数
参加された。

いずれも中国経済が今年下振れリス

きに対する不安や中国のビジネス環

場を重視する一方、中国経済の先行

慮がなされ、会見時間

人が参加できるよう配

であったが、 今 年 は

し雇用を創出していること、省エネ・

益のために」日中経済関係を回復・
共 有していることが再

表されるサービス産業が急速に伸長

今回の訪中代表団は、日中の貿易・

確認された。汪洋副総

クに直面したことを率直に認めた上

投資が低迷する中で、過去最大２１

理との会見は、 昨年は

改善しようとの基本認識を日本側と

０人の参加する大型経済ミッションと

日本側参加者 人限定

今次訪中団の成果

なった。日本側は、引き続き中国市

境に関する懸念を有していることを

かな手応えを感ずるこ

続けることについて、確

％程度の中速成長を

スローダウンしつつも、

経済が当分の間、多少

第一は、中国のマクロ

る。

なポイントを、報告す

じて明 確になった主 要

以下、意見交換を通

も１時間半に及んだ。

70

20

環境、新型都市化等の課題対応が着

実に進展しつつあることなど、エンカ

レジングな要素についての詳しい説明

があった。

第二に「改革」実行により、中国の

ビジネス環境の改善が着実に進めら

れようとしているとの手応えを得た。

汪洋副総理から、市場機能重視の

見地からの規制緩和、政府のスリム

化に加え、特に日本側が強調した知

財権および「法の支配 」に関し、詳

しい説明があった。すなわち知財権

保護強化は今やイノベーションを急ぐ

中国にとって必須となっており、すで

に広州、上海、北京に専門高等裁判

所を創設するべく準備中であること、

月の「 中全会」において「法治」

に関し重要な決定が行われる予定で

2
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回日中経済協会訪中代表

団は、

北京、 日午後～ 日まで山東省を

25

率直に表明すると共に、これらの帰
趨を左右する中国の「全
面的改革深化 」の着実な
実行と日中首脳会談の早
期開催を要望した。
これに対し、 中 国 側は
汪洋副総理を始め経済関
係各 省の指導者が一様に
大型ミッションの訪中を高
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く評価し、日本側の不安

7

とができた。
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や懸念に対しても丁寧か
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つ詳細に説明していただい

中国国際貿易促進委員会の姜増偉会長（右）には、会長就任後初めて本訪中代表団を受
け入れいただいた。
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規律する法制のレベルアップが図られ

あり、これにより中国の市場経済を
的なスタンダードに接近することを

対外開放、ビジネス環境改善は国際

意義に気づき大歓迎した。

た。日本側は一瞬耳を疑ったが、その

経済協会は、かつて同様の大気汚染

内でも最も汚染が深刻である。日中

を経験し克服した日本の産業界およ

び地方自治体の知見や技術を結集し

月「日

中 大 気 汚 染 改 善 協 力 ネットワー ク

て中国に協力すべく、昨年

坂根副会長（コマツ相談役）を団長と

（NW）
」を 立 ち上 げ、 以 後、 北 京、

訪中代表団のうち、 人の方々が、

山東省訪問概要

強調した。
第四に、訪中代表団より、日中首

る由。
第三に、日中韓 FTA、RCEP
脳会談が早期に開催されるよう要請
した。

等の交渉加速につき、中国の積極姿
勢を確認することができた。

して、 日午後から 日まで山東省

迷は、経済的要因に加え、政治・外

同省は、人口９７００万人余、１

山東省および淄博市は、日中協力

天津等に NW の説明ミッションを派

における公正で質の高い投資・貿易
交関係の影響も否めないとの認識を

人当たり GDP ９１００ドル、面

を訪問した。

環境整備への日本側要望に対し、中

共有した。その上で中国との経済交

による大気汚染改善のモデル都市と

保 護 協 定の成 果は、 逐 次 対 象 国を

ミットして交渉を再開した米中投資

遇およびネガティブリスト方式にコ

に汪 洋 副 総 理は、 投 資 前 内 国 民 待

理解を示した。

う日本経済界のスタンスに中国側は

改善への環境づくりに貢献したいとい

以って日中両国間の政治・外交関係

互信頼と相互尊重の風土を醸成し、

淄博市、青島市を訪問し、各省・市

アレンジにより、省都・済南市のほか、

たが、新幹線および省政府の周到な

める。訪中団は、 日弱の滞在であっ

省の GDP は中国全体の約１割を占

協力覚書に調印するに至った。

長と日中経済協会理事長との間で、

その結果、今回の淄博市訪問時に市

双方の協力体制等を協議してきた。

して淄博市を指定し、協力重点分野、

今、中国で最も切実な大気汚染の

汪洋副総理が中国側代表を務める
「日

する旨述べた。また、会見の最後に、

部署に連絡し個人的にも実現に努力

フォーラム」の年内開催に関し、関係

「第 回日中省エネルギー・環境総合

汪洋副総理は、日本側から提起した

を強く実感した。その具体例として、

の認識を中国側と共有していること

日中経済関係を回復・改善しようと

北京での一連の会見・会議を通じ

深刻であり、特に重化学工業都市・

石炭の産地山東省は、大気汚染が

対応・協力状況を伺うことができた。

再発防止への決意および損害回復への

副省長、市長から率直な遺憾の意と

業に対する加害事件に関し、省長、

一方で、２年前の青島市での日系企

待しているとの熱意を実感した。その

上に日本企業との交流回復を強く期

等との意見交換を通じ、中央政府以

経済の現場を所管する省長、市長

環境、新型都市化等、特定分野を対象に

層向け住宅、中西部の鉄道建設、水利・

（注）農村、バラック地区再開発、低所得

を切にお願いしたい。

う、会員の皆さまのご理解とご協力

らには中国のモデルとして成就するよ

が所期の目標を達成し、山東省、さ

供するという本モデル・プロジェクト

の知見や技術をビジネス・ベースで提

らびに指導や支援と呼応して、日本

改善に向け、省・市の真剣な規制な

中ハイレベル経済対話」の早期開催を

り実施することができた。

指導者との会談および招宴を予定通

2

所要資金を優遇貸付、起債許可等。

等の早期開催への意欲が示された。

第五に、日中ハイレベル経済対話

拡大するので、この面からも中国の

遣してきた。

国側は日中が協力して交渉を推進し

積 万平方キロ、農業も盛んであり、

双方は、日中間の貿易・投資の低

3

流の拡大・発展によって、日中間の相

日中韓およびアジア・太平洋地域

70

27

ているとの積極姿勢を強調した。特

25

淄 博 市（ 人 口 436 万 人 ）は、 省
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16

目指したいとのサプライズ発言があっ

張富士夫団長（左）と握手する汪洋副総理（右）

8

会堂で数十人の方々とお会いしています。

私たちもこういう形をもって、この度日中

心より祝意を表したいと思います。
この度、

が経団連会長にご就任されましたことに、

たこの機会をお借りしまして、榊原先生

中日両国の経済界の皆さまがこのような

中日両国間の友好団体の皆様、とりわけ

地に到達できる）
」という言葉があります。

そして前に進み続けるものは、常に目的

事をやり続ける者は、常に成功できる、

ります。これも、日本の経済界の皆さま

表団を組織してこのように訪中されてお

おられるものと思います。ここでぜひ、皆

を抱かれ、大変積極的なご提言を持って

真剣にご準備され、大変素晴らしい望み

この度、皆様は訪中されるに当たり、

月に経団連会長に就任いたしました、東

日中経済協会は、 年以来、毎年中国

謝申し上げる次第です。

と、大変光栄に思うとともに、心から感

再度、ご面談の機会をいただきましたこ

会をいただきましたが、今回改めまして

の日中経済協会の訪中の際、ご面談の機

11

に使節団を派遣してまいりましたが、今

4
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副総理：今回の代表団は本当
に大規模ですね。

経済協会がこのように大規模な訪中団を

率いて訪中されることに対して、非常に重

汪洋国務院副総理との会見

定征最高顧問、ならびに代表団の皆さま、

視していることをお話したいのです。

お二人の先生が代表団を率いて訪中され

努力を積み重ねておられれば、必ず中日

中国の諺に「為者常成，行者常至（物

ます。

関係のよい見通し、よい未来を迎えられ

が中日両国間の友好協力、とりわけ互恵

さまのそのようなご提言、ご意見を拝聴

ると、私は思います。

協力の発展を非常に重視していることの表

いたしたいと思います。

定征最高顧問： 尊敬する汪

めに積極的なご貢献をされました。このこ
とに対し、我々は賞賛の意を表したいと
思います。
見たのです。そこでは、この度皆さまの代

レ会長の榊原定征でございます。今回は、

洋副総理閣下、私は、この

表団は中日関係改善の兆しを目にしてい

日中経済協会訪中団の最高顧問としてま

で、そのように判断したのであれば、あ
まりにも簡単すぎると思います。
兆しといえば、昨年は皆さまと中南海
の紫光閣でお会いし、それもメンバーの
うちの十数人の方としかお会いしていませ
んでした。しかし、今年は我々は人民大

75

また今年もまた同じように私と会ったの

ないというふうに報道していました。去年

6

いりました。汪洋副総理とは、昨年 月

汪洋副総理会見の様子

の皆さまの代表団は私、汪洋と会見され、

実は、私は昨日の読売新聞のニュースを

榊原

れであり、皆さまは中日関係の発展のた

くしゃくしても、日中経済協会は毎年代

１９７５年以来、中日関係がいかにぎ

たことに対して歓迎の意を表したいと思い

できまして、とても嬉しく思います。ま

こうして張先生と再びお会いすることが

尊敬する張富士夫団長、尊敬する榊原

汪洋
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回は 回目でございます。今回は、日本
を代表する企業 社、２００人を超える
代表団を組織してきております。本日の
会見ではその中から 人の団員が参加さ
せていただいております。
我が国にとりまして、中国は、一衣帯
水の隣国でありまして、かけがえのない
パートナーでございます。現在、日本企
業は中国内には 万３０００社が進出い
たしております。中国国内で直接・間接
含めまして、１０００万人を超える雇用
を創出しております。このような事業活
動を通じまして、我々は中国の経済発展
に寄与してまいったと自負しております
思っております。

し、今後とも一層貢献してまいりたいと

日
場

時：2014年

月

洲 商務部アジア司長

には現在の日中両国間の関係が大きく影

その一方で、私どもは現在の日中の貿易

上海で第２回目のエキスポを計画してお

ういったエキスポでございますが、 年、
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という現実がございます。私ども、

た状況は是正されなければならな

けての意識を共有化することができたこと

つに、日中経済交流の拡大・発

であるというふうに考えております。昨日

安定的成長に向けて欠かせないパートナー

私ども日本企業は、中国経済の今後の

に思っております。

は、極めて有益な会談であったというふう

いと考えております。

私は、この 月に経団連会長に

就任いたしましたけれども、その

展を掲げました。そして経団連

れども、中国政府が喫緊の課題として取

の各部との会談の中でも議論致しましたけ

際、経団連の最も重要な課題の一

に加盟している大企業を中心とし

このような日中経済関係の強化・拡大に

に様々な知見と経験がある得意な分野で

他、こういった課題については、日本がすで

り上げている環境問題、資源・エネルギー、
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新型都市化、あるいは ICTの普及その

れによって日中両国間の政治分野における

欠であると考えております。我々日本企

こういった交流をさらに拡大するために

会の姜増偉会長をはじめ、幹部の皆さま

業が、中国内で安心して経営活動を続け

も、我々は日中両国間の関係改善が不可

と会談をいたしました。そして昨日午前

中関係が欠かせないと、このように思って

るためには、やはり友好的で安定的な日

私ども一昨日、中国国際貿易促進委員

中は、国家発展改革委員会の朱之鑫副主

いるわけでございます。

改めて申し上げることではないことでご

位と第 位の経済大国として、アジア

ざいますけれども、中国と日本は世界第

係発展・促進のための具体的な協力案件

および世界の経済発展と平和と安定に大

このような場で、私ども日中の経済関

る機会を得ました。

の高虎城部長ほか幹部の皆さまと会見す

た。午後にはお来しいただいている商務部

任ほか幹部の皆さまと会談をいたしまし

関係改善に貢献したいと考えております。

について呼びかけをいたしました。
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たビジネスコスト、いわゆる経済要因があ

る状況になっても両国の国民の往来は途

私ども経団連は２０１１年に、中国国

響しているというふうに思っております。

ると思いますけれども、やはりその背景

絶えたことがない。日本の企業家は、積

投資関係の現在の姿について、大変大き

りましたけれども、直前で取り止めにな

際貿易促進委員会と共催により、北京で

な懸念を持っております。ご案内の通り、

りまして、そのまま中断した状態が続い

割を果たしてきた」と、そういった励まし

中国の世界各国との貿易は着実に拡大し

日中グリーンエキスポを開催いたしまし

ている中で、日本との投資貿易は、減少

ております。それから日中経済協会が推

のお言葉をいただきました。大変心強く、

しております。特に日本から中国への直

進しております日中省エネルギー・環境

た。日本の先進的な環境技術および製品

接投資は、昨年から減少に転じておりま
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総合フォーラム、これもすでに２００件を

嬉しく思っているところでございます。

極的な民間交流を通じて、代えがたい役

昨年 月、汪洋副総理から、
「いかな
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立つことを期待しております。
これらによっ

て、中国の大気問題の改善に少しでも貢

私ども代表団参加企業というのは、中
国をはじめとするグローバル市場でビジネ

献できればと念じております。どうもあ

の日本から中国への直接投資は半減して

ネス環境の改善についてであります。足下

地方政府、民間企業などと、様々な相互

最後に、日中経済協会は、中国の中央・

じます（
「提言書」を手交）
。

ましたので、ご一覧いただければ幸いに存

ために、両国首脳会談が早期に開催され

係を再確認し、相互信頼関係を回復する

課題としている日中両国が戦略的互恵関

た知見や、工場、発電所などの固定発生

含め、日本の公害対策の経験の中から得

本訪中団がこの後訪問予定の山東省を

動を本格化させつつあります。

体等からなる協力ネットワーク、これの活

それをまとめてみますと、まず私たち

は日本の経済界の皆さまの中日友好関係

の改善および両国の経済協力発展の面に

おける非常に強い期待を深く感じ取り、

高く評価いたします。私たちは皆さまが

持っておられる大変素晴らしい願いを重視

したいと思いますし、また両国経済協力

の強化の面においても、さらにしっかりと

第 に、先ほど皆さまは中日両国間の

した歩みをしてまいりたいと思います。

経済協力の重要性について強調されまし

た。さらには次なる段階において両国の間

で協力できる分野についてもお話をうかが

いました。これらの分野において、私たち

は幅広い共通認識に達することができるの

ではないかと思います。またさらに突っ込

うような意見や提言がこれからの中日経済

んだ交流もできると思います。ぜひこうい

協力で実践されますよう望んでおります。

そして第 に、皆さまは現在の中日両

国間の政治関係は、両国の経済協力関係

に影響を及ぼしていると認識されていま

す。それに対して私たちも賛同いたします。

先ほど、榊原先生がおっしゃられたよう
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経済関係の改善は、両国の根本的利益に
適うものであって、アジアおよび世界の利

りがとうございました。

私は双方が戦略的互恵関係の原点に立
国が種々の課題を克服し、多少スローダ

副総理： 先ほど榊原会長な

スを展開しております。そうした私ども

ち返って、長期的な相互尊重の精神に則っ
ウンしつつも中速成長を続けるということ

の中国経済についての最大の関心事は、貴

て、積極的かつ理性的な立場でお互いに同

非常に重要なお話を聞かせていただきま

らびに張会長から、それぞれ

その中速成長持続成功の鍵は、改革の

した。私も、そのお話の中から多くの啓

でございます。
実行にあると思います。特に市場機能を

ば、現在の両方が直面している課題を必
重視する改革が、汪洋副総理のご指導の

じ方向に歩み寄る、そういった努力をすれ
ず解決できるというふうに思っています。
もとで、貫徹されることを切に願っており

ただきまして、引き続きご指導、ご支援

おりますが、貴国の改革実行により、投

交流を活発化させて、第 回日中省エネ

ることを期待しております。世界の経済

源からの汚染物の排出を低減するための一

発を受けました。

汪洋副総理、我々日本の経済界は、日

ます。ぜひこの機会に、改革実行に向けて

を賜りたいと思います。今日はまことにあ

資家が貴国の中速成長持続に確信を持つ

ルギー・環境総合フォーラムの年内開催、

冒頭総理から「やめないこと、前へ進む

大国として、両国首脳が二国間の課題の

連の技術が広く活用されることを目指し

立ち上げました日本の産業界や地方自治

こと」の大切さを教えていただきました。

みならず、世界の均衡ある発展、気候変

ています。また、移動発生源対策として、

第 点でございますけれども、貴国の

ます。

汪洋副総理

汪洋

益にも通ずるものと思っております。

ただくことを切望しております。

中関係のこれからの先行き、そして将来
の展望をお伺いしたいと思います。

に対して、強い期待と大きな希望を持って
おります。閣下におかれましては、ぜひ、

りがとうございました。

および知財権の保護の強化を含むビジネ

とともに、各種法制度の安定性と透明性、

こうした考えを「提言書」に取りまとめ

富士夫団長：日中経済協会会長の

新型都市化や高齢化へのビジネス協力の

第 に、改革実行と軌を一にするビジ

張富士夫でございます。

ス環境のさらなる改善が実現されれば、

実現に最大限努力する所存でございます。

私ども日本経済界の熱い思いをご理解い

汪洋副総理におかれましては、昨年に

日本企業の投資回復は期待可能であると

特に、中国の大気汚染改善のため、昨年

張
引き続きまして、また今年もこうして日

考えております。

とても大事なお言葉だと思います。大切

動、地域経済連携、感染症対策などのグ

第 に、現在、共に経済改革を最優先

中経済協会訪中代表団にお会いいただき、

に胸に抱いて進んでいきたいと思います。

ローバルな課題解決のために意見交換を

今後のさらなる排気ガス規制強化のもと

本当にありがとうございます。

ありがとうございます。

し、世界の持続的成長のために貢献する

私からは、主に 点お話したいと思い

「全面的改革深化」の実行による、中速

で、環境に優しい日本の自動車がお役に
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成長持続への期待についてであります。
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日中相互信頼回復と市場機能重視改革への期待 2014年度日中経済協会訪中代表団
同時にアジアひいては世界にとってもかけ

発展させるかは、両国民の福祉にも係り、

大国です。中日両国の経済協力をいかに

て、それぞれ世界第 位、第 位の経済

に、中日両国は一衣帯水の近隣同士であっ

があるということを深く感じています。

とっても、非常にプラスで、積極的な意義

ものでありまして、中国の近代化建設に

まさに両国にとって互恵 Win Winの

じ取ったのは、中日両国間の経済協力は、

と思います。

えず改善するように推進してまいりたい

を積極的に推進して、経済協力関係が絶

重視しています。また、両国の経済協力

問を持っておられるのではないかと思いま

たどのような状態になるか、というご質

長が一体どのような問題をもたらし、ま

題提起がありました。中国経済の中速成

まいりました。たとえ今、中日両国の政

両国間の善隣友好関係の発展を堅持して

中国は、昔から今日まで一貫して中日

の改革・開放の総設計師である鄧小平氏

す。しかし、改革・開放の開始当初、我々

て初めて実現できたものと認識していま

になりましたが、それは改革・開放があっ

中国の経済は世界で競争に勝てる位置

係を決められるのは、結局、経済関係だ

経済関係に影響を及ぼしますが、政治関

す。それは政治関係は確かに両国関係、

こには一つの基本的な評価があるからで

には自信を持っています。なぜならば、こ

私は中日両国間の経済貿易関係の発展

国内にもそういう条件は備わっておりませ

うな国際環境はもう存在していませんし、

らば、中国経済の高速成長を支持するよ

の選択をした結果でもあります。なぜな

ちがこれまでの発展方式を転換して、別

面しています。これはある意味で、私た

す。今、中国の経済は下振れの状態に直

がえのない重要なものです。

治関係が厳しい難局に直面しているとし

からです。

実は先般、中国政府は中国人民抗日戦

の多くの幹部たちも日本を訪問し、日本

た。鄧小平氏の呼びかけの下、我々中国

を実現できたのかということを目にしまし

セスは遅くなってしまうかもしれません。

でしょうし、また逆であれば、改善のプロ

改善のプロセスもより一層速いものになる

けに積極的に呼応されれば、両国関係の

日本の指導者の方がこのような呼びか

振れ圧力の下で、私たちはより一層大き

る要素とは逆のものになります。経済の下

求められますが、市場経済が要求してい

のであれば、さらなる政府による行動が

ん。もし依然として高速成長を維持する

変えておりません。
争勝利 周年の座談会を開催しました。

の様々なところを見て学び、その中から

そこで習近平主席は、中国は中日間の

な力を経済構造調整に注いでまいります。

つの政治文書を踏まえ、中日関係の長期

ただし、両国関係改善というものは、決

大いに成果を得ました。
し、また多くの日系企業が中国に進出さ

日本経済界の皆さまも、経済構造調整

れました。そして先ほど榊原会長がおっ

りませんので、引き続き改革を深化し、開

して誰か一人の意志によって変わるような

もちろん今、日本国内においても中日

重視しています。それは、中日両国は地

放を一層拡大することが必要になります。

ていきたい、と改めて強調しました。
関係の改善を求める声が増えているという

しゃったように、今中国で経営活動をされ

理的にも近いですし、また文化の面におい

同時に振る舞いを見極めなければならな

されています。しかし、その言葉を聞いて、

さんの雇用を創出して、中国の税収にも

展を実現し、同時に中国のためにもたく

市場を開拓して、もちろん企業自らの発

に達しています。日系企業は中国において

有益なことだと我々は考えています。

Win が実現でき、また中国にとっても

力を堅持していけば、必ず互恵 Win

い経験を蓄積してきました。こうした協

年間の協力を通じ、中日両国は非常に深

これらの実施任務は、すでに各部門・各

３００以上の措置実施に取り組んでおり、

今年私たちは「全面的改革深化」について、

面的改革深化」の決定が出されました。

まさに利益の枠組みを調整しなければな

いと中国人はよく話しており、両国の領

大いに寄与され、中国の経済発展に大い

うな改革の措置を発表し、実施する前に

私たちは、日本との経済協力を非常に

を経験されたことがあるかと思いますが、

ことにも留意しています。日本の指導者も、

ている日系企業の数は、実に 万社以上

土や歴史の重要で敏感な分野について誠

に貢献されました。こうした中日両国間

もし日本政府が中国という、かくもオー

は一定のプロセスが必要となります。中国

昨年末に、 中全会が開催され、
「全

しかし、お二人の会長ならびに代表団

意を示していただきたいと思っています。

の経済協力の歴史からみれば、まさに両

プンで大きな規模を持つ市場に対し、経

い行動をとれば、後世の評価にたえなく
なるでしょう。

先ほど、張会長からは、いくつかの問

地方に分担されています。もちろんこのよ

3

な改革措置を実施する際に、天地を覆す

力のレベルにはバラつきがあります。重大

であり、また中国の東、中、西部の生産

13

30

-

ても相通じるものがあるからです。ここ

の皆様に申し上げられることは、日本の

国は「和すれば共に栄え、戦えば共倒れ

指導者がたとえ過ちを犯しても、それを

は 億人の莫大な人口を抱えている大国

ている多くの積極的なメッセージを非常に

ほど大規模な代表団で訪中され、示され

私たちはこの度、日中経済協会がこれ

になる」という関係です。
つもりは一切ありません。

の方々や友好団体の方々を罰するような

以って、中日友好に尽力している日本企業

済界の皆さまの非常に強い意志を顧みな

2

ものではないと思います。

様々な形を通じてそのような願いを表明

私たちは日本から資金と技術を導入

で安定した健全な発展を引き続き推進し

に乗り、日本が一体どのようにして近代化

は、最初に日本を訪問して日本の新幹線

3

ても、我々のこのような基本方針は一切

-

2

中国の発展プロセスを通じて私たちが感
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論証を行い、試験も実施しなければなり
えています。昨日、中国は韓国と第 回

ハイレベルの投資協定を推進したいと考

す。また次の段階では、全世界に向けた

では最早なく、むしろ門戸を大きく開い

市場に参入する資格の許認可を行うこと

門の任務も、昔のように外国企業が中国

商務部などを訪問されました。これら部

ました。具体例を挙げて問題を一つひとつ

一部の日本の自動車部品企業をも摘発し

価格カルテル案件を取り締まるとともに、

思います。先般、国家発展改革委員会が、

ら相次いで公表・実施され始め、年末か
国、豪州と FTA を調印できるようにし

FTA 交渉を行いました。また年内に韓

て、外国企業が中国に入ってから中国の

いことはまず、中国の独占禁止の目的は

解釈するつもりはありませんが、強調した

の方にもあると思います。

した。それは中国が監督管理を軽んじて

私はかつて広東省党委書記を務めてい

いたことに原因があるのではないかと思い

は永遠に革新の原動力を得ることができ

ましたが、香港のドライバーは、香港で

業が我々に対し知財権保護を重視するよ

放的な枠組みを構築し、そのことに順応す

ず、いつまでも諸外国から技術を買うし

はルールを順守しながら、深圳税関を通

うにと要求していた当時は、中国はまだ

るために、我々は国際的貿易ルールを取

決定の中において、私たちは知財権専門

かありません。去年の「全面的改革深化」

過し大陸に入ると、すぐに交通規則を守

ます。外国企業に対して必要な監督管理

り入れて、我々の市場秩序を一層整備する

裁判所を設置することを決めました。今

らなくなってしまいました。それも大陸側

革新能力をそれほど持っておりませんでし

ことに力を注いでまいりたいと思います。

年すでに、広州、上海、北京で知財権専門

りにも甘いことに原因があると思います。

の監督管理体制が不十分で、処罰があま

中国の市場をさらに開放することを通

中国政府は、まさに計画経済の影響の

裁判所の試行運営を実施しています。この

り、また互いにネガティブリスト方式によ

下で市場経済を発展させ、長期にわたり

知財権保護の面において、私たちはまだ

私たちはこれから引き続き改革・開放

を行っていなかったのです。中国の監督管

我々は監督管理を重視するよりも許認可

を拡大していきます。それに伴い、ますま

たが、今や私たち自分自身で知財権保護

を重視してきました。計画経済的な許認

非常に長い道のりを歩んでいかなければな

す多くの企業が中国に進出することにな

じ、中国の市場を熟知されている日系企業

可を以って監督管理しようとすることは、

りません。ただ申し上げられるのは、私た

ると思います。私たちがしっかりした管理

るハイレベルの投資協定を約束していま

明らかに市場経済の発展の流れ、時代の

監督管理を強化し国際ルールに従って

ちは頑張って努力していくということです。

理制度の不十分さは、良い外国企業をも

流れには反していると思います。そのため

体制をとらなければ、最恵国待遇やネガ

悪い企業にしてしまいました。責任は我々

李克強国務院総理が非常に重視している

物事を推進する問題について、中国の独

ティブリスト措置をとる場合に、中国経済

を強化しなければなりません。知財権を

ことはすなわち、政府、行政の簡素化です。

占禁止についても皆さまに申し上げたいと

しっかりと保護できなければ、中国の企業

今回皆さまは、国家発展改革委員会や

きると思います。こうしたグローバルで開

10

8
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ような過ちを防ぐためには、いろいろな
ません。これらの措置は今年の下半期か
ら来年の公表・実施は一層加速されると

法律・法規に従って経営活動を実施して

市場の秩序を一層規範化し、より一層改

たいと考えています。もちろん交渉のプロ

革・開放を行うことです。決して独占禁

止などの措置を通じて諸外国企業を中国

に変わってきました。

先ほど張会長は知的財産権保護につい

から追い出すつもりはありません。今まで

いるかどうかを監督管理するということ

院常務会議において、私たちは中国国内

ても言及されました。これも我々が非常

今日の午前中に開催されました、国務

セス次第ですが。

ためには、私たちは諸外国、外部からの
の宅配便市場を対外的に開放することを

外国企業は他国では独占行為を必ずしも

チャレンジを見通して、自国の改革を促し

題を重視せざるを得なくなっています。率

行っておらず、中国では独占行為がありま

したのは、中国で経営活動している多くの

サービス業も秩序立てて開放し、全方位

直に申し上げれば、 年前、諸外国の企

の独占案件の処理において私たちが目に

皆さまもご存知の中米投資保護協定の

の開放的な枠組みを構築したいと思いま

展段階になると、我々も知財権保護の問

交渉を進めておりまして、ほかにも韓国、

す。これらの措置も中国経済のために新

に重視していることです。中国の現在の発

豪州との FTA 交渉、中日韓 FTA 交

たな成長を創出できると思います。

決めました。こうした開放措置を通じ、

渉、RCEP 交渉も進めています。中米

製造業をより一層オープンにするとともに

両国の間では、投資前の最恵国待遇をと

たいと思います。

は利益の枠組みの調整をより一層進める

もちろん、こういった構造調整、あるい

思います。

13

の皆様にも大いに機会をもたらすことがで

汪洋副総理会見には、日本側から約 70人、中国側は高虎城商務部
部長、姜増偉中国国際貿易促進委員会会長らも陪席
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日中相互信頼回復と市場機能重視改革への期待 2014年度日中経済協会訪中代表団

に大きな問題を起こしてしまう恐れがあ
ります。
次に申し上げたいのは、私たちが独占

いて調べてもらい、フォーラムが 日も早

く再開できるよう、私としてもぜひ努力

が必要です。そして改革・開放の順調な
展開を保証するためには、私たちは一層

してまいりたいと思います。

成長に向けて経済構造改革を進めようと

いうことで、中速成長の維持について強い

自信を示されたことに、大変感銘を受け

て処罰しているわけではありません。国

選択的にある一つの分野を選んで対象にし

まに、中国経済に自信を保っていただくよ

期待を寄せておられる日本経済界の皆さ

ご臨席の皆さま、特に中国経済に大いに

多くのことを申し上げた目的は、本日

た日本の産業界におかれましても、中国

るように促してまいりたいと思います。ま

ン産業などの分野において協力を強化す

両国経済界が新エネルギー、環境、グリー

に、大変心強く思った次第です。

な政策を強力に進めていらっしゃること

整備、あるいは知的財産権の整備等、様々

改革 ―
― 規制改革、あるいは投資協定の

ビジネス環境の改善に向けて、様々な

ました。

家発展改革委員会が独占禁止の取り締ま

のさらなる改革・開放という機会をしっか

私たちはしっかりとした措置をとって、

法治を進め、法に基づいて管理監督を強

り活動を始めて以来、独占禁止違反企業
う願ってのことです。中国の経済構造調整

りと捕まえていただきたいと思います。

化していくことが必要です。

は３３５社にのぼりますが、そのうち外
が進み、改革・開放を進め、また法治建

執行プロセスにおいて行き届かない点もあ

禁止違反の審査を実施してから僅か ～

さらに申し上げたいのは、中国が独占

榊原会長は、経済貿易総額の中で中日

行きも大いに期待できると思います。

思います。これらにより、中国経済の先

設を新たな段階にレベルアップさせたいと

話も、中国政府が非常に皆さま代表団を

い時間を費やして申し上げました。長い

待しておられるのではないかと思って、長

が中国政府の代表として、何を話すか期

きました。皆さまが訪中されるのは、私

本日は随分と長々と話をさせていただ

した。

いと思います。どうもありがとうございま

をいただきまして心から感謝申し上げた

多忙の中、私どもとの会談で長時間お話

年しか経ておりません。そのため、法

行為があった場合、訴訟などを提訴して

げましたが、もし中国の独占禁止で違法

してまいりたく思います。以前も申し上

した意見を聞き、我々の仕事ぶりを改善

ります。利益を生み出す市場は、こうし

本は、いずれも利益を追求するものであ

するまでもないと思います。中日両国の資

配すべき事態ですが、長い目でみれば心配

おっしゃいました。これは現在、確かに心

有効で、役立つものであればと思います。

きたいと思います。私がお話したことが

重視している表れである、とご理解いただ

言って下さいました（会場・笑い）
。

済協力面で改善の兆しがある

副総理：最後に、もし何か経

本当にありがとうございました。

汪洋

かと申しますと、
「去年汪洋副総理の皆さ

定征最高顧問：汪洋副総理に

いただいても結構です。これも私の仕事の

おかれましては、多方面にわ

まとの会見は 時間でした。今回は 時

榊原

だきまして、まことにありがとうございま

たって懇切丁寧に、また詳細にご説明いた

両会長は、いくつかの具体的な協力プ

きたこと、そしてそのために両国間の関

易投資の拡大について、強い想いを共有で

今回汪洋副総理との間で、日中間の貿

した。大変有益な会談だったと思います。

のである」と、ぜひマスコミの皆さまにも

い）
。中日経済協力の見通しは喜ばしいも

間半、まあ、 ％増ですね（会場・大笑

国」）に関する一つの新たな決定が下される

ランについても言及されました。例えば、

多くのことを申し上げましたが、中国

い段階にレベルアップできると思います。

これらについては、両国の事務レベルが既

ム」および「中日グリーンエキスポ」です。

を共有できたことは非常に有益であったと

係改善が必要であること、こうした認識

回の訪中が順調でありますようお祈りし

成しますよう、また皆さまのご健勝と今

3

「改革の全面深化」の方針に沿って、中速

11

が再開されることを期待しています。

側の責任者です。機会があれば、この会議

私は「中日ハイレベル経済対話」の中国

たいと思います。

思っております。

下振れ懸念の中で、昨年 月の 中全会の

また中国のマクロ経済につきましても、
が代表団を率いて訪中された際にも同じ

に接触を行っています。確か去年張会長

会見の後に中国の関係部門にこの状況につ

言及がありました。私は今回の皆様との

施し、それを通じて中国経済を「新常態」
に入るようにしたいと考えています。経済

はこれからも引き続き経済構造調整を実

今回の皆さまの訪中が所期の目的を達

伝えていただきたいと思います。
「中日省エネルギー・環境総合フォーラ

た資本にとって魅力的なものであると思い
ます。政治は確かに経済に影響を及ぼし

1

改善点です。

ますが、決して政治は経済を決定するこ

50 1

して、中国の市場経済の法治化も更に高

中国は 月、中国共産党第 期 中全
会を開催することになります。その会議で

とはできないと思います。

4

富士夫団長：榊原最高顧問が全部

両国間の割合が下がっており、日本企業

5

は法に則って国を管理すること（
「依法治

18

張

による対中投資も大幅に下がっていると

汪洋副総理におかれましては、公務ご

国企業の数は僅か 社で、 ％未満です。

行為を取り締まる過程において、決して

1

業からの監督も承りたく思います。そう

10

るかと思います。我々は社会や諸外国企

33

ことになると思います。この会議を通じま

10

構造調整は、必然的に改革・開放の拡大
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6

9
10

中国経済は下振れのリスクにさらされるようになったが、基本姿勢を維持し、積極

11
30

的に行動に乗り出している―
―朱之鑫国家発展改革委員会副主任は、成長鈍化の現

３中全会で決定された改

革における全面的深化に

確かに経済成長率が落ち込んできてい

るが、第 次五カ年計画期間に入って

のレベルまで推し進められている。

新型都市化

こと、④都市在住の農村戸籍者の制度

規模を適度な大きさにコントロールする

中国が推し進める産業の高度化にも大

10
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給に努め、民生保障を強化すること。

民生改善は政府の責務であり、成長促

からは、中国の経済構造調整はかなり

日中両国は重要な近隣同士であり、

進の重要な手がかりでもある。

日中経済貿易の発展は両国民にとって

中国が進める新型都市化は、①流動

川村隆副団長（日立製作所相談役）：

人口の規模が大きいこと、②早いペース

今 井 敬 特 別 顧 問（ 新 日 鐵 住 金 名 誉 会

日本経済の現状と中国経済への期待

改革や基本公共サービスの均一化を進

で都市化が進むこと、③都市を分散し、

基づき、今年から一連の改革措置が実

長）：

日本経済が今後の少子高齢化のもと

用について、行政の簡素化・権限の取
消や移譲を進め、市場活力を誘発する

これを着実に進めるためには、大き

な計画である。

なインフラ投資が必要になり、民間資

そうの構造改革、規制緩和、人口減を

克服するための地方活性化が必要であ

本との連携が不可欠である。民間資本

での持続的成長を図るためには、いっ

今後は、安定成長における経済発展

り、それは今後の安倍内閣の大きな課

ことにより、社会全体の起業に対する

を加速する姿勢を維持し、安定的なマ

言われる「新常態」については正しい見

きく寄与するものである。

全般の効率性やガバナンス改善を促し、

との連携は、資金面のみならず、産業
第一に、改革の推進を加速し、市場

解だと思う。今後の社会の安定と経済

中国経済については、習近平主席の

題である。

の活力をさらに引き出すこと。市場参

岩沙弘道副団長（三井不動産会長）：

第一は、人と地球に優しく、災害にも

マを設定し取り組んでいる。

「柏の葉スマートシティ」
は、 つのテー

を「新常態」と見て、成長促進より国

民生活に配慮した経済政策を行ってゆ

の持続的発展のためには、現在の成長
化・権限移譲を継続し、重点分野にお

くことが必須と考える。

入基準の引き下げを重点に、公平公正

ける改革をさらに深化させ、全国統一

世代が健やかに安心して暮らせる「健康

強い「環境共生都市」
。第二は、すべての

中国の第 次五カ年計画の中で重要

長寿都市」
。第三は、日本の新しい活力と

高杲国民経済総合司副司長 ：

な考え方は、経済成長の方向転換や経

なる成長分野を育む「新産業創造都市」
。

第二に、実体経済の強化を支援しな
がら、積極的に新しい成長ファクターを

済構造の調整を加速することでより持

の交通インフラや各種生活インフラをき

育成すること。主に財政金融の資源配

中国は経済規模の拡大および経済発

ちんと整備すること、さらに街が持続的

街づくりの基礎である鉄道・道路等

展の変化に伴い、長期的な高速成長か

発展を遂げるため、建物やインフラ完

続的で健全な成長を図ることである。
企業融資の環境を改善しながら、実体
経済への支持を高めることである。
第三に、公共サービスの効果的な供

ら次第に中速成長へと変わりつつある。

分を最適化し、財政使用の効率を高め、

的な市場構築を推進する。

な市場競争環境を作り出し、行政簡素

策を講じることが求められる。

クロ政策を取りながら柔軟なミクロ政

機運が高まっている。

めるということで世界で類を見ない壮大

施されている。市場による資源配分作

化と互恵協力の深化を図っていきたい。

発展につながる。日中双方の交流の強

利益があり、アジアのみならず世界の

世界における重要な経済大国である。

12

月 日（火） ： ～ ：
23

状について率直に認めつつも、改革を全面的に深化させることによって、経済発展、

国家発展改革委員会からは担当司局
責任者が出席

構造調整、民生改善に尽力し、経済・社会全体の安定を維持するとの自信を示した。

朱之鑫国家発展改革委員会副主任
基調発言
中国の目下のマクロ経済情勢と主な
経済政策について紹介する。
第一に、経済運営は合理的な範囲内
に維持された。上半期の GDP 成長
率は ・4%、主な経済指標は年度計

的に推進された。 ～ 月のハイテク

第二に、経済の転換と高度化は積極

需が経済成長の支えとなっている。

画に則し、安定的に推移している。内

7

産業、設備製造業の伸び率は ・０%、

回っている。上半期のサー
ビス産業のGDP に占め
同期比プラス ・3%。

期

らに推進された。昨年

第三に、改革開放はさ

1

る割合は ・6%、昨年
46

3

8

8

・1% で、工業全体の

12

1

伸 び 率（ ・5%）を 上

11

月の中 国 共 産 党 第

11
18

12

国家発展改革委員会との全体会議
9

中速成長持続への展望と課題
―改革の進捗状況
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日中相互信頼回復と市場機能重視改革への期待 2014年度日中経済協会訪中代表団

成後の運営管理を含めたタウンマネジメ
が重要である。

プラットフォームを大いに活用すること

でに 万台を超えた。核心技術の面で

イカーなどで新エネルギー自動車はす

出資比率規制や参入業種制限などの

い。第一に、当該試験区における外資

動車の普及・利用を加速させ、エネル

府が、電気自動車等の新エネルギー自

も取り組

の改 善に

やコスト

ギー密度

的 な レベ

トに対してすべて確認審査を行うやり方

理規則」を見直し、外国投資プロジェク

環境保護への取り組みを高度に重視し、

中国政府は省エネ・汚染排出削減、

呂文斌資源節約・環境保護司副司長 ：

特別顧問）：

畔柳信雄副団長（三菱東京 UFJ 銀行

金融制度改革では、市場の非常時対

数の地域で自由貿易試験区構想がある

中、上海以外の地域でも試験区の認可

や規制緩和は進められるのか。

室町正志副団長（東芝会長）：

医療改革とＩＣＴ

日本では ICT 技術を用いたデータ

や遠隔医療などを推進し、社会的課題

の分析・活用により、日々の健康管理

解決を図ることで、すべての世代が生

き生きと活動できるスマートプラチナ

他国での承認、販売実績のある医療

社会の実現を目指している。

機器を速やかに中国に提供するために

新版の受け入れを要望する。医療機器

も、国際規格（ISO ／ IEC）の最

輸入登録の関連手続きの簡素化、効率

針、および地方政府自身が発行する債

ら、城投債の今後の発行管理・監督方

ついても、協力の可能性が広がっている。

ネ自動車産業の発展計画」
、 年に「新

況について、政策面では、 年に「省エ

中国の新エネルギー車両の発展の状

緩和動向、特に外資参入規制の緩和、外

立が発表されて以降、当該試験区の規制

年 月に上海自由貿易試験区の設
9

ラム」や「大気汚染改善協力ネットワー

「日中省エネルギー・環境総合フォー

成長の面では、公共バス・タクシー・マ

ための指導意見」が発表された。市場

今後の改革の方向性について伺いた

貨管理規制の緩和に関心を持っている。

13

は、第一に、中国政府は 年から新し

中国におけるヘルスケア分野について

任偉社会発展司副司長 ：

化について、今後の方針を伺いたい。

な投融資活動が推進されることにより、

社会主義市場経済体制がより一層深化

の促進による経済合理性に適った健全

ンプラン」を実施し、省エネ・汚染排

今年、政府は「2014 ～ 年省エ

省エネ・環境と大気汚染対策

することを期待する。

地方財政の健全化、ならびに経済合
「日中省エネルギー・環境総合フォー

券との市場棲み分けについて伺いたい。

理性に適った市場整備・育成の観点か
ラム」について、双方は開催に向け協議

高橋温副団長（三井住友信託銀行名誉

率的浪費に対抗する有力な武器として

本企業が有するクリーンコールテクノロ

中である。

位置付けている。

ジー（CCT）や二酸化炭素回収貯留

李鋼産業協調司機械設備処処長 ：

「化石燃料のクリーン利用」では、日

導入が有効。
「新エネルギーの普及」に
日中両国が協力することが、中国の課

エネルギー自動車の普及を加速化する

顧問）：

（CCS）などの先端的な省エネ技術の

名誉顧問）：

出削減を、環境汚染を引き起こす非効

ネ・汚染排出削減・低炭素発展アクショ

応体制を整えつつ、規制緩和、自由化

緩和撤廃に関して、第二に、中国の複

ントをしっかり行うことが重要である。

計画（2014 ～ 年）
」では、交通・
ギー・環境問題の解決に強い決意で臨

らエネ ル

は、電池の安全性や寿命を踏まえなが

エネルギー・水環境・通信等のインフ
まれ、速やかに対応されているが、今

環境問題が深刻化する中で、中国政

：
志賀俊之副団長（日産自動車副会長）

ラ建設に対して、都市のトータル処理

月に公布された「国家新型都市化

王東外資利用・国外投資司巡視員 ：

能力を強化していくことが定められた。

ルに達 し

み、 先 進

日本の次世代自動車普及の取り組み

ている。

後の動向、進捗に関心を持っている。

インフラ建設における投融資の体制を

策と合致し、そのノウハウは中国でも

は中国政府の新エネルギー車の普及政

主に市政公用施設の整備を強化して、
改善し、参入基準の引き下げ、監督管

から届出制度に変更した。現在、
「外商

昨年、
「大気汚染防止行動計画」
（大気

充分に生かせると考えている。

投資産業指導目録」の改訂に向けて動い

汚染対策 カ条）を発表した。

金融システム改革

理の改善を行い、民間資金を誘致する。
月に「外商投資プロジェクト確認管

ているが、主な内容は一般製造業の開放、

朱之鑫副主任を出迎えた張富士夫団長、
榊原定征最高顧問

7

渡文明副団長（JX ホールディングス

制約的条件の大幅な削減などである。

15

ク」といった両国官民による技術交流の

い医療衛生体制改革を始動させ、社会

医療保障ネットワークを構築。第二に、

高齢化社会に適したヘルスケアサービス

メカニズムを構築し、国民の多様化す

るヘルスケアにおけるニーズに対応した

い。第三に、医療改革の深化およびヘ

術の支えなしには成り立たず、中国は

ルスケアサービス産業の発展は科学技

すでに国際規格を採用し、採用率が世

界でも高い国家である。
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題解決に有益である。
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高虎城部長の発言

高虎城商務部長 基調発言
世界経済は当面金融危機後の調整期
で、緩やかな回復基調にあるものの足
取りはまだしっかりしていない。一方、
中国経済は、長期的に好調基調に変わ
りはない。改革推進により実体経済の

月 日（火） ： ～ ：

全体として拡大基調にあり、ブラジルは

投資先として顕著な伸びを示している。

アジア太平洋の地域経済連携と日中

協力（日中韓 FTA、アジアの発展）

カ国は、 世 界の GDP

宮原耕治副団長（日本郵船会長）：

日 中 韓の

第三国プロジェクトなど諸分野で協力

スマートシティ、医療・介護、中小企業、

しっかり取り組みたい。 消 費 増 税は、

今後も第三の矢である成長戦略実行に

がうかがえ、雇用者数や賃金も改善。

済には明るい兆し。企業の投資に意欲

し、交渉の加速は不可欠である。こう

にも日中韓 FTA の早期の締結を目指

に近い停滞。こうした状況打破のため

年に入って日本の対中直接投資は半減

ターで、相互に補完し合っているが、今

％減。両国政治関係が経済に与える

影響を憂慮し、善処しなければならな

チャンスを逸することも目にしたくな

れる。経済の後退により、両国の協力

に営々と積み重ねた貿易と投資も含ま

最後に、日本の経済情勢と対中投資

さらに多くのハイライトを創成したい。

場への進出を促進し、中日経済協力に

これからも中国企業が日本など外国市

平価では適正の範囲と思われるが、急

現在の水準（例：109 円）も購買力

（空洞化）にも歯止めがかかりつつある。

収益は改善し、生産拠点の海外シフト

くと思われる。円安基調により、企業

その成長を今後とも確固なものに確立

した多層的なサプライチェーンを構築。

アジア諸国は、各々の優位性を活か

グス会長）：

大橋洋治副団長（ANA ホールディン

い。

い。日本の経済界や政府と中国が同じ

戦略について 点質問したい。第 は、

するため、日中韓 FTA や RCEP

貿 易 協 力を深 め

実 務 的な経 済

とに期待したい。

境 を 醸 成 するこ

み、 良い発 展 環

方向に向かって歩

中投資計画、東南アジア、BRICS

下落に対し、日本企業のこれからの対

与える影響。第 は、日本の対中投資

び増税と為替レートの変動が実体経済

アベノミクスの効果と政策の方向およ

置付けなど、中国市場の重要さは不変。

市場規模やサプライチェーンにおける位

は必ずしも見通しは暗くない。中国の

日本の対中投資減少は、業種によって

れて 周年。アジアの持続的発展のた

す。今年は日中間定期航空便が開設さ

を通じた経済統合が重要な役割を果た

（ 省エネ・ 環 境、

新 し い チャン ス

への自 信を深 め、

アベノミクスが功を奏し、日本経

榊原定征最高顧問（経団連会長）：

高虎城部長からの質問への回答

「全面的改革深化 」によりビジネス環

楊正偉国際経貿関係司処長 ：

のにしたい。

めの航空ネットワーク充実を確実なも

中日韓 FTA 交渉は 回行われ、あ

復に一層の弾みがつく。日本企業の対東

カ国の安定した政治関係は交渉進展の

る程度、隔たりも埋まってきている。

両国首脳会談が再開すれば、投資の回

境が改善すれば、投資も回復していく。

40

南アジア、あるいは BRICS 投資は、

5

3

界には対 中 投 資

などへの投資戦略についての考え。

1

たい。 日 本 経 済

2

2

12
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商務部との全体会議

地域経済連携の促進と日中ビジネ
ス協力の深化

経済の後退により、両国の協力チャンスを逸することも目にしたくない――商務

部の高虎城部長は、日本の対中投資の減少傾向に憂慮を示すとともに、日本経済

の約 割を占める巨大な経済成長セン

を推進し、両国の地方における協力案

反動減が大きく出ているが、今夏の天

した連携交渉に向けた中国の考えを聞

界の影響力により、日中関係の改善と発展が促進されることに期待感を示した。

日本の対中投資の累計が 975 億ド

候不順の影響もある。今春は賃上げを

億６０００万ドル、前年同期比 ・

ルを超える一方、中国企業の対日投資

件）をつかんでいただきたい。

両 国は互いに最も大 切な経 済 協 力

発展とビジネス環境改善に努めたい。

16
40

きたい。

今年 ～ 月の日本の対中投資額は

3

14
00

しており、消費は徐々に持ち直してい

2

23

は 億ドルにも達していない。
商務部は、

8

9

パートナー。中日関係には、これまで

43

1

激な変動には注意が必要である。

12

2 31
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日両国が最初に共同で出した提案。ア

整備に努力したい。また RCEP は中

基礎であり、中国も日本とともに環境

図られることに期待したい。

そのためにも、一層の投資環境の改善が

ス産業で中国に進出する余地は大きい。

品質のサービスやノウハウなど、サービ

にもつながる新たな外資受入政策につい

の状況や、日本企業の対中投資の促進

が、
「外商投資産業指導目録」の見直し

外資受入政策を検討中と承知している

改革にも直結する。中国でも、新たな

環境改善要望書』を配布しているので、

日本経済界から集約した『ビジネス

新井祐興副団長（東工コーセン社長）：

日中双方向投資と中国企業の国際

一覧のうえ、善処願いたい（具体的な

尚明独占禁止局局長 ：

に寄与するもの。

や、中国ビジネス環境の改善にプラス

た日本側からの建議は、商務部の活動

的内容を詳しくうかがいたい。こうし

要望書には初耳の事例もあり、具体

劉作章外国投資管理司巡視員 ：

例示し、商務部へ改善を申し入れ）
。

方式や事業者集中審査に関わるものを

事例として、本要望書から、外貨決済

てうかがいたい。

注

ジア太平洋の経済連携ロードマップをつ
劉作章外国投資管理司巡視員 ：

下、金融機関以外の外資の進出は今一

資本市場参入

ビジネス環境改善要望

くり、併存する交渉を統一的に行いたい。

展の余地がある。例えば今、
外資（独資）

サービス業への外資導入には大きな発

対中 FDI の新展開（上海自由貿
の病院もパイロットを行っている。金融、

放を推進し、
育児、
介護、
建築、
デザイン、

易試験区、現代サービス産業）
上海自由貿易試験区では、金融面で

会計、監査、商業物流といった分野での

教育、文化、医療などサービス業の開

の規制緩和により、多くの日系企業が

外資参入基準を緩和させていく。

加瀬豊副団長（双日会長）：

自貿区の金融スキームを通じ、資金の

つ増えていない。これは多くの企業にとっ

朝田照男副団長（丸紅会長）：

有効活用を検討・推進しているが、目

て具体的なメリットが判然としないため

商務部は、自貿区の総括評価を急いで

て、開放の拡大は確実な方向性。現在

上海自由貿易試験区の方向性とし

楊正偉国際経貿関係司処長 ：

規制緩和の方向はいかがか。

係が新たなステージに入りつつある中、

日中両国がそれぞれ変化をし、投資関

の対日投資も拡大していただきたい。

する目標を掲げており、今後中国から

２０年までに対内直接投資残高を倍増

規模に止まっている。日本政府は２０

ビザ）ことがボトルネックとなっている。

本の就労の敷居が高い（例：長期滞在

規模が小さいのが現状。その原因に日

中国の対日投資は、伸び率は高いが

事官 ：

陳潤雲対外投資・経済合作司商務参

いく。

指摘についても、必要に応じて調整して

基準をもっと低く設定すべきだという

考慮している、多くの企業からの申告

事業者集中審査の申告基準は一国の

いる。国務院の許可を得て、全国各地

日中双方向の投資が対象分野や質の面

中国企業による対日投資は、中央政府

中国から日本への投資は驚くほど小

域へも普及させる。

で拡大・拡充することを期待する。

として支持しており、情報提供をしな

ではないか。金融分野以外での今後の

石原邦夫副団長（東京海上日動火災保

古賀信行副団長（野村證券会長）：

めた「中国ビジネス環境に関する改善要

注：新井副団長の発言に際してとりまと

独禁法の運用や、中国の発展レベルを

の独禁法は EU、米国、日本のような

経済の発展レベルに関わっており、中国

険相談役）：

がら、指導も行っている。 月から新し
感が高まっている。投資大国、経済大

ティブリストによる管理モデルを施すな

い対外投資管理弁法が発布され、ネガ

ト
（

望事項」
の全文は日中経済協会ウェブサイ

近年、国際資本市場での中国の存在

製造業を中心に発展してきたが、サー

国として、資本の流入と流出の双方向

ど環境も改善されている。

これまで中国は「世界の工場」として

ビス業育成に向けた政策を着実に進め

を進めることが、中国が進める市場化

）
よりご覧い
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ただけます。
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高虎城部長が張富士夫団長、榊原定征最高顧問を
出迎える

ている。日本企業が長年培ってきた高

10

30

11

「過剰生産能力問題を解決するための

指導意見」を発表し、主要目標と政策

企業による研究開発協力の展開

を奨励。④市場育成と参入政

措置を明確にした。

の参入許可の緩和など重点分野

打ち出した。①投資プロジェクトの管理

力の問題に取り組むべく以下の措置を

工業信息化部は積極的に生産過剰能

策を整備し、外商投資のソフト

および重要な改革を促進。

③企業の M&A 環境の創出、④内需

を強化、②劣後生産能力の淘汰を加速、

面での環境を改善。⑤民間資本

顧問）：

大橋光夫副団長（昭和電工最高

拡大、⑤対外協力を強化、⑥長期効果

的メカニズムの構築。

中国から日本への研究開発関

連投資を促進させることは、転換期に

場合、知的財産権の保護と管理につい

鋼業第 次五カ年発展計画」に政府が

旧式生産能力の淘汰等を推進する「鉄

鉄鋼の過剰生産能力の調整について、

宗岡正二副団長（新日鐵住金会長）：

中両国の共同利益に符合する。双方の

ては、政府の指導によってさらに実効性

役割を果たし、先日決定された「新環

重要な政策になると考えている。その

ある中国の産業構造の高度化にとって

強みを発揮し、共に関心を寄せている

のある施策を推進してほしい。

産業分野における協力の強化は、日

剰の問題解消において進展を得た。

分野での協力関係の深化を期待する。
両国の産業界が共に手を携えて、双方

済・技術協力は両国の戦略的な互恵関

本への投資が促進されれば、日中の経

れることを期待する。

問題に対する取り組みがしっかりとなさ

地方政府も含めたさらなる過剰生産

かな増加の勢いである。今年の上半期
はプラス ％で、経済成長における牽

において、情報サービス消費の伸び率

に企業の発展環境を改善し、工業化と

ノベーション能力の向上に注力し、さら

への取り組みをさらに拡大し、自己イ

造調整、転換促進を維持し、構造調整

工業信息化部は、穏やかな成長、構

な生産力の配分調整と産業移転に関す

省エネ・消費量削減を推進。③重点的

メカニズムを健全化し、工業における

淘汰する措置を打ち出し、奨励や制約

業技術改造の強化。②劣後生産能力を

伝統産業を改造し高度化させる。①企

産業構造の高度化については、第一に、

中国企業の海外進出、海外での R&D

ターを設立することを期待しているし、

海外企業が中国に投資し、R&D セン

海外進出）である。日本およびその他

進来、走出去」
（積極的な企業誘致と

中国の経済発展における原則は、
「請

中国におけるイノベーションについて、

は、①生産増加の抑制、②既存量の最

生 産 能 力 過 剰 問 題の解 決において

ジェクトは 400 以上減少した。

は前年同期比 ・ ％低減し、新プロ

ことである。 ～ 月の鉄鋼業投資額

は、国内鉄鋼業の需給バランスを保つ

生産過剰能力問題解決の最大目的

か、世界が注目している。

情報化の深い融合を図り、工業と通信

業界に対し、環境基準の適用、政策実

省エネ措置の怠慢を取り締まる。鉄鋼

適化を目標としている。国有企業には
ベルを向上。第二に、戦略的新興産業
苗長興産業政策司副司長 ：

過剰生産能力問題解決への期待

M&A 等を推進し、厳しい生産能力過

内外の市場開拓への注力、企業改善や

支援を拡大。③国内外のイノベーティブ

発展計画」を発表。②財税金融政策の

を高度に重視し、 年 月、国務院は

中国政府は過剰生産能力の問題解決

12

13

10

ける。

施、資金調達において厳しい規制をか

補助金の交付を行わず、民営企業には

産業構造の調整においては、生産能

年計画における国家戦略的新興産業の

の発展を加速させる。①「第 次五カ

センターの設立を奨励する。

3 8

力 過 剰の抑 制を重 点として、 企 業に

る指導意見を発表。④工業情報化のレ

8 1

対して、 旧 式の生 産 能 力の淘 汰、 国

り組みを行った。

業の穏やかな成長を促進するための取

引的な役割は目立ってきている。

境保護法」が執行され実効が上がるの

月の中国の一定規模以上の工業は前年

の産業各分野における協力と発展のた

係のさらなる発展に資するものと確信

5

20

産業構造の高度化という過程で、日

比 ・ ％増加となり、通信業は穏や

めに努力していくことを望む。

する。

張徳琛原材料工業司鋼鉄処調研員 ：

発展状況について、2014 年 ～

中国の工業分野・通信分野の当面の

朱宏任工業信息化部総工程師
開会挨拶

め、共に挑戦して発展を図っていくべきであると述べた。

協力関係を築くための有利な環境を作り、障害を克服し、共通認識を求

高いレベルで補う関係にあり、協力のポテンシャルも大きく、日中双方が

つ健全な発展に対する自信を示すと共に、日中両国は相互依存しており、

朱宏任総工程師は、中国経済の中でもとりわけ工業・通信業の持続的か

30

李力科技司副司長 ：

8

14
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月 日（木） ： ～ ：
8

宋志明規劃司副司長 ：

8

紹介を受ける朱宏任総工程師

工業信息化部との全体会議
25

1

産業構造の高度化

12

9

産業構造の高度化と日中協力
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日中相互信頼回復と市場機能重視改革への期待 2014年度日中経済協会訪中代表団

中国では、情報通信産業の関連政策

基本的な考え方の第一は、ハイテク設

大、④通信費用の市場化、⑤新技術発

を通じた情報通信産業の対外開放の拡

易試験区におけるモデルケースの実施

通信産業への投資促進、③上海自由貿

バンド戦略の実施、②民間資金の情報

②積極的な大気汚染対策や重点分野の

善を加速化、先進的技術の適用拡大、

ネや汚染排出削減政策の標準体系の改

産業・重点企業に対象を定めた、省エ

工業信息化部は、①重点区域・重点

髙雲虎省エネ・総合利用司司長 ：

工業の省エネ・汚染排出削減と環
境保護

ある。

政策および指導を合わせて行うことで

の決定的作用を充分に発揮することと

うこと。第四は、市場における資源配置

大分野のブレークスルーを合わせて行

くこと。第三は、市場への働きかけと重

力を合わせて行い、国際協力を図ってい

レベルアップを合せて行うこと。第二は、

との対話および協力の強化を期待する。

保護を国家戦略に引き上げて、全面的

展の推進。

クリーン生産の推進、③省エネ・環境

備製造業の発展と、伝統産業の改造・

に知的財産権の創造、運用、保護およ

「第 次五カ年計画」後期では、次世

保護産業の育成、④再生利用や循環経

を制定し、IT 化レベルの全面的向上

び管理を強化した。中国共産党第 期

代国家情報通信インフラの建設を加速

イノベーションと知的財産権保護

３中全会で、さらに知的財産権の運用

し、IT 化と工業化を融合し、経済社

両国で協力できるポテンシャルは大きい

と保護を強調し、知的財産権裁判所の
設立を提案した。

待する。日本側が知的財産権保護に関

電子商取引も重要な役割を担う。電子

中国経済の消費主導型への移行に、

汚染排出削減の市場化メカニズムの規

展の専門プロジェクトの計画、⑦省エネ・

清原晃副団長（JUKI 社長）：

を期待している。

ハイテク設備製造業において、日中

技術イノベーションと経済開放および協

知的財産権の管理、保護および技術

済の力強い発展、⑤省エネ関連の法律

ので、将来的に協力関係ができること

に向けて措置を打ち出した。①ブロード

移転の方面で、日本企業が中国企業と

会の各分野におけるIT化を推進する。

執行能力の強化、⑥工業のグリーン発

年より、中国政府は知的財産権の

の交流・協力を強化し、ともに健康的

大森一夫副団長（住友商事会長）：

李力科技司副司長 ：

かつ規則的な環境を構築することを期

して中国と協定締結を希望しているこ

と中国国家知識産権局では、
「日中特

的に取り組んでいる上、日本の特許庁

日中両国が知的財産権の保護に精力

る日本食品の輸入販売の拡大に期待し

品への対応が必要、③電子商取引によ

も昨年制定されているが、偽物や粗悪

内に返品できる「クーリングオフ」制度

電子商取引で購入した商品を一定期間

の配送サービスの水準がまだ低い、②

の習慣を作ることが必要であり、小さな

中国においては、省エネ、環境保全へ

ディングス相談役）：

荻田伍副団長（アサヒグループホール

得られることを期待する。

染排出削減の取り組みに新しい進展が

日中両国の工業における省エネ・汚

した企業が進めている自動化・省力設

調整の動きについての認識と、現在こう

プに努力している。こうした企業の構造

の向上、構造改革を進め、グレードアッ

備の自動化・省力化に努力し、生産性

製造業について、工場の製造ラインの設

な繊維産業や電子産業など、伝統的な

スマート製造について、労働集約的
模化の模索、を実施した。

とに対して注目している。

許審査ハイウェイ」を試行するなど、知

ているが、輸入規制の解除・緩和を希

藤川淳一団員（東レ常任顧問）：

日 中 連 携の動 きを

備の導入、あるいは生産性の低い現状

的財産権の審査協力を強化している。

目標でも、実際の現場での成功体験を

境づくり・政策について伺いたい。

望する。

宋志明規劃司副司長 ：

さ らに加 速 させる

て、世界規模の環境問題への対応を進め

の設備の廃棄等についての政策面での環

ていくために、まずは働く人々の意識向

積むことが重要である。連携を密にし
中国のeコマースにおける物流政策

謝雨琦通信発展司政策標準処処長 ：
について、工業信息化部は 年に物流

ため、 日 本と中 国
護 協 定を締 結 する

で知 的 財 産 権の保

上と、日中両国の技術の融合を進めてい

ついて、 月 日に国務院により関連の

スマート製造業における省エネ政策に
の IT 推進に関する指導意見、
eコマー

きたい。

ことを提案する。

次五カ年計画 」を発表し、

却の加速、輸入関税の引き下げ、付加

スの「第

トワークにおける有効な消費者権利の

ハイテク製造業の発展戦略
（含：製
造業の省力化）

を使用している企業に対して、減価償

奨励政策が発表された。スマート設備
制度・措置を研究し、関連標準の制定

消費者権利保護メカニズムの改善、ネッ
謝雨琦通信発展司

情 報 通 信 産 業の
発展戦略

価値税の引き下げなどの政策がある。

24
李東装備工業司副司長：

9

13

を強化した。この分野において、日本

12
政策標準処処長 ：
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12

18

08

商取引市場の課題として、①宅配業者

工業信息化部からは朱宏任総工程師以下多数の
担当司局責任者が出席
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夏耕副省長以下、山東省人民政府、
関係企業とのハイレベル交流会

於：山東大厦

郭樹清山東省人民政府省長と
の会見（概要）
月 日
（金） ： ～ ：
45

8

15

9

ている。今年

〜

月の山東省への日

8

本からの投資実行額は 億ドルに上り、

1

交流の歴史と多くの日本の友人を有し

岸にあり、
日本に最も近く、多くの協力・

郭樹清省長：山東省は、中国の東部沿

9

昨年比 ％増となった。同時に山東省

4

日本の経済界との協力をさらに拡充さ

始め、少しずつ対外活動を進めており、

の企業も、日本での投資活動を展開し

50

せていきたい。

清原晃副団長（JUKI 社長）
、藤川

賀俊之副団長（日産自動車副会長）
、

グループホールディングス相談役）
、志

表明。加えて、荻田伍副団長（アサヒ

使い日本の産業界に情報共有したいと

向きの話を日中経済協会のチャネルを

もに、北京および山東でうかがった前

日中 Win‐Win 協力への期待とと

汚染対策モデル区協力をはじめとする

●日本側・坂根団長からは、淄博大気

る。

の実務的協力の更なる強化、③ヘルス

展へ回帰、②省エネ・環境保全分野で

協力を着実かつ有効に推進し健全な発

的には、①山東省と日本との経済貿易

軌道に回帰することを願っている。具体

ることにより、中日関係が健全な発展

してきたが、今後さらに協力を強化す

従来から日本との交流と協力を重視

各国との交流協力を絶えず深めている。

Win‐Winの開放戦略を貫き、世界

ビジネス環境整備などにより、互恵・

促進・改善、グローバルな慣行による

革の積極的推進、貿易投資の利便性の

淳一団員（東レ常任顧問）から、山東省

ケア産業における協力強化、④金融改

山東省淄博市との大気汚染対策モデ

の転換推進に取り組んでいる。また、政

高度化を加速させ、経済発展パターン

現在、山東省は産業構造の最適化と

省環境保護庁副庁長からは、省内の環

⑩農産物加工が提示された。また謝鋒

クス、⑧Ｒ＆Ｄ、⑨医療福祉サービス、

16
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も展開しつつあるとお聞きし喜んでい

訪問の感想やビジネス展開に関する積

革のもとでの協力強化を期待している。

方式転換の加速のため、周辺地域との

ら、省内の改革、イノベーション、発展

● 段立広 省発展改革委員会副主任か

極的な考えが示された。

山東省人民政府とのハイレベル
会議（概要）

フラ完備を強化する方針が紹介され、

共同発展の推進、産業構造転換、イン

夏耕副省長： 山東省の産業システムは

孫建波 省商務庁副庁長から、日本企

於：山東大厦

件については、非常に遺憾であり、私は

比較的整備されており、農業付加価値

業と投資交流を深める の重点領域と

月 日
（木） ： ～ ：

あらためて山東省政府を代表し、日本

は中国第 位で、農産物輸出入総額は

日の不正常な事

の皆さまにお詫び申し上げる。地方政

ル区協力の覚書調印を祝福する。大気

境ニーズ、マーケットが紹介され、日

ビス、⑦サードパーティー・ロジスティ

およびその部品、⑤新素材、⑥金融サー

環境、③次世代情報技術、④エコカー

して、①ハイエンド設備製造、②省エネ・

10

府機能の転換の加速、工商登録制度改

40

3

1

1
汚染改善に加え、水や土壌などの交流

処理が進展するよう対応する。

全国の４分の 以上を占め、工業付加

10

府ができることは全力で対応し、地方

18

価値額は全国第 位で、サービス業の

16

政府が直接に処理できない損失につい

45

付加価値は GDP の ％以上を占めて

25

ては、商業保険会社との話合いを促し、

9

いる。

2012 年

北京に続いて 9 月 25 ～ 27 日、坂根正弘・日中経済協会副会長・コマ
ツ相談役を団長とする一行 65 人が山東省を訪れ、短い期間に (1) 郭
樹清省長との会見、(2) 山東省政府とのハイレベル会議、(3) 淄博市な
らびに (4) 青島市政府との交流を実施。これらを通して、中国の中速成
長を支える
「改革」
実行のトップランナー・山東省の強い熱意を実感した。
15

地方訪問

税関総署に報告するなど、良い方向の

月

改革・開放のトップランナー・
山東省との交流
9

26
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日中相互信頼回復と市場機能重視改革への期待 2014年度日中経済協会訪中代表団
●日本側・坂根団長は、改革・開放の

デル区協力が提示された。

共同設立、③淄博中日大気汚染対策モ

カニズムの立ち上げ、②環境産業園の

本との協力分野として、①環境対話メ

になされた。

サービスについての質問や紹介が積極的

総代表）からは銀行間を結ぶシステム

雅人団員（NTT データ執行役員中国

老人ホームのコンセプトについて、稲葉

祐興副団長（東工コーセン社長）からは

れた。

⑦情報フィードバック体制整備等が示さ

設、⑤汚染対策技術協力、⑥人材交流、

の共同推進、④環境産業拠点の共同建

力、③大気汚染対策重大プロジェクト

および関連メカニズム整備・推進の協

企業の成長のためにも、大いなるチャン

と日本との経済貿易協力の深化と日系

図ろうとしている。これらは、青島市

たなチャンスに向かい、経済の高度化を

理金融総合改革試験区の建設という新

現在の青島は、西海岸新区と資産管

スになると考えている。

年、黄島区で日系企業が被害を受

● 日本側・坂根団長からは積極的期

トップランナーとしての山東省のポテン
シャルの大きさを指摘しつつ、淄博大気

待表明、岡本秘書長からは日本側ネッ

けた事件は遺憾であり、私どもはこの

汚染対策モデル区協力をはじめとする

トワーク専門家チーム組織および企業

ような違法な行為に断固反対し、今後

淄博市人民政府との交流・調
印（概要）

マッチング協力深化に向けた報告に加

の青島市における日系企業の権益を守

Win‐Win 協力深化への期待を表

え、武川昌俊団員（JX 日鉱日石エネ

るために努力を払いたい。

総代表）からエネルギー・環境分野での

啓一郎団員（三菱重工業執行役員中国

している。近年来、エコ文明建設、都

シチズン、荏原などの有名企業が進出

京での活動報告、北修爾団員（阪和興

於：斉盛国

ルギー中国総代表常務執行役員北京事

● 青島市商務局（呂光輝東北アジア・

月 日（金） ： ～ ：

徐景顔市長：淄博市は山東半島の中部

務所長）からは模倣品対策について、重

アメリカ・大洋州処副処長）から青島

貢献、岩瀬淳一団員（JX 日鉱日石エ

市のパターン転換、省エネ・環境産業

熱心な提言・発言が行われた。

青島市人民政府との交流（概要）

於：青島海景

情報、金融、現代農業等）の紹介、青

島経済技術開発区（汪星招商一局招商

一処項目主管）から西海岸新区の紹介

●李樹民副市長から、中日大気汚染対

たな発展局面を作り上げたい。

協力を推進して、Win‐Win の新

な大気汚染対策技術を導入し実務的な

関する覚書調印により、日本の先進的

中日大気汚染対策総合モデル区協力に

ことが重要。本日の（岡本理事長との）

は、資金のみならず先進的な技術、管

要な貿易パートナーである。日系企業

在、青島市の第 位の外資であり、主

係、経済貿易交流は深まり、日本は現

京都、北九州などの各都市との友好関

を進めた国であり、長年来、下関、福岡、

革・開放以来、最も早く経済貿易交流

張新起市長：日本は青島市にとって改

山東省でのビジネス展開と社会貢献活

団員（三菱商事常務執行役員）からは

インバータ技術による貢献、松井俊一

執行役員）からはトップランナー制度と

開、林由紀夫団員（ダイキン工業専務

藤川団員からは青島市でのビジネス展

ウトソーシング等サービス業への期待、

●日本側・坂根団長からは青島でのア

が、いずれも流暢な日本語でなされた。

策総合モデル区建設の取り組みが報告

動について、積極的な発言がなされた。

3

明。岡本巖秘書長から訪中代表団の北

業会長）から食の安全について、藤川団

に位置し、歴史文化の中心都市、産業

兼壽夫団員（富士電機特別顧問）から

ネルギー執行役員技術部長）から大気

の高度成長を目指している。海外との

際賓館

員から青島市でのビジネス展開、岩崎

都市であり、日系企業は 社、旭硝子、

市の社会経済概況・都市発展戦略、
「中

汚染対策提言、清原副団長からは企業

月 日
（金） ： ～ ：

日革新産業パーク」
（設備製造、環境、

は PM2・ の観測・分析技術について、

12

理ノウハウをもたらし、青島市の経済・

10

され、日本側との協力分野として、①

花園大酒店

18

12

社会の発展のために大いに寄与した。

00

00

協力を強化し、先進的な環境対策技術

5

17

11

を学習し、環境対策をレベルアップする

26

26

共同の計画作成、②大気汚染対策立法
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9

10

25

9

の省力化・自動化実現について、新井

坂根正弘山東省訪問団団長と郭樹清省長会
見後の記念品交換
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中国企業家とのビジネス交流と視察

ー M&Aと環境をテーマに

商業聯合会副

元中華全国工

委員会委 員・

表・財政経済

民代表大会代

ルを考案した経緯

⑵ 政府よりも早く水処理のビジネスモデ

まだまだという実感。

たが、２００億元台となった。規模では

企業資産を 億元まで増やせばと思ってい

起業時の資本金は 万元でスタートし、

年創業当時の主な取引先は工場。受

注のほとんどは処理しにくい工業排水。

厳しい中からチャンスを引き寄せ、
「何で

かどうか私には申し上げられないが、暗

象に残っている。小さな光が大きくなった

事にしなければならない』とのお話が印

夫会長にお会いした際、
『少しの光でも大

まだ足りない中国農村部

⑶ 次なるビジネスチャンスは汚染対策が

らも声がかかるようになった。

資金調達ルートも模索。その後、政府か

技術力、エンジニアリング経験を蓄積し

PPP 方式を採用し、郷鎮より上の県

いトンネルの中で活動することによって、

市レベルの地方政府を巻き込んだビジネス

少しの光を切り開き、それを積み重ねる

ことで明かりが増してくると思う」という

モデルを構築。現在運営中・建設中の汚

水処理施設は、２００カ所以上あり、２

言葉は、参加者の心に明るい火を灯した。
環境交流

欧米諸国と比べて中国市場の実績面で

⑷ 中国へ参入する日本企業へのアドバイス

日本企業は苦戦。日本企業は突出した技

０１５年末までに４００を超える見込み。

徳集団董事長と駱建華・中華全国工商聯

術、製品、経験を持っているが、中国市

環境分野の交流相手は、文一波・中華

環境服務業商会秘書長であり、交流会で

場の特徴と変化に合わせ戦略を見直す必

全国工商聯環境服務業商会会長・北京桑

会長から「中国環境ビジネス市場の挑戦

要性もある。実は 年前に日本を視察し

は、駱秘書長のコーディネートのもとで文

と機会―創業 年の民営企業家が語る市

スピーチが行われ、その後、代表団側出

場の将来と日中提携の視点―」と題する

備、排水、ごみ処理など、政府の関与し

たが、環境市場やインフラ面の諸々の設

18
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席者との質疑応答や意見交換が行われた。

文会長からの説明ポイントとしては以

年前の桑徳集団を創業時に考えてい

下が挙げられる。

⑴

たこと

月様変わりするようなスピードではない

IT 産業と比べ環境産業は成長率が毎

員、 謝 伯 陽・

が、 年間の年平均成長率は ％以上。

主席、段永基・

四通集団董事

もやらせていただく」姿勢の中で成長力、

長、 鄭 躍 文・

胡徳平氏が述べた「今年 月に張富士

科瑞集団有限公司董事長らが出席した。

24

今回の日中経済協会訪中代表団では、従来と異なる新たな試みが行われた。それは M ＆ Aと環境をテーマとした「中国企業

国の業界統合に貢献）や、アジア M&A 協

第 期全国人

家とのビジネス交流」であり、北京到着当日（ 日）午後の長富宮飯店での交流会と 日午前の関係視察からなる。

M＆A 分野の交流相手は、王巍・中国
会への日本の加入を期待。また、中国の

資金を活用、日本の管理・国際経験で中

M&A 公会会長、万盟併購集団董事長、
金融・工業関係の博物館で日本との経済・

く、海外への投資を拡大していくべきでは

40

M ＆ A 交流

中国金融博物館理事長であり、交流会で
産業交流に関する展示を行いたい。
欧米から技術を導入して産業振興を図っ

これに対して、日本側からは「日本は

は、王会長の「日中企業の M&Aのチャン

た後、海外への輸出・投資を拡大。今後、

ス」と題するスピーチの後、代表団側出席
王会長の主な指摘は以下であった。

者との質疑応答や意見交換が行われた。

ないか」という指摘に加え、
「中国企業の

中 国も国 内へ投 資を呼 び込むだけでな

の企 業 提 携は盛 んであったが、 世 界 第

日本の中小企業への投資が進まない理由」
、

世紀初頭や１９８０年代の日中間

２、第３の経済大国となったいまの相互

10

4

⑴

M&A は欧米と比べて低調である。

少ない理由」
、
「中国 M&A 公会、アジ
ア M&A 取引所の概要」等についての質

「中国の対外投資の中で日本への投資が

台頭、市場が決定的役割を果たすことな

問が相次ぎ、
「２００程度のメンバー機構、

⑵ 中国経済は新常態に移行しつつあるが、

どを指す。一方、
「常態」とは、中産階級

証券会社、弁護士事務所、投資会社など

研究活動（ガイドライン、データベース

の拡大による制度・社会の安定、情報の

作り）等の実施を通して、中国の M&A

け、研修・教育（企業間の取引会含む）
、

を促進するプラットフォームを目指してい

からなる非営利機構で、政府への働きか

⑶日中の企業間提携、M&

し、我々民間人はこれらに注目している。

る中国 M&A 公会」への関心が高まる機

公開度・透明性向上による予見可能性の

A（ 大 企 業・中 小 企 業 等

向上、グローバルな価値との調和などを指

ビジネス界の提携）のチャ

会ともなった。
本テーマでの視察先は「国際金融博物

ンスが到来している。背景
としては、経済の IT 化、

館」であり、視察に際しても交流の場が設
元中央統一戦線工作部副部長・元中華全

けられ、王会長の案内により、胡徳平・
⑷アジアでのM&Aの拡大

年代世代の台頭。

ボーダーレス化、 ポスト

に向けて、日中間のM&A

国工商業聯合会第一副主席・前中国人民

20

20

93

第1分

中国企業家とのビジネス交流会
科会（M&A）の様子

22

政治協商会議委員・経済委員会副主任委

20

40

4

80

ファンド設立（主に中国の

20

20

「新」とは構造改革、大国経済、富裕層の

企業家交流会と関連して視察した国際金融博
物館（写真右の王巍氏が館長を務める）での
座談会には胡徳平氏（写真中央）も出席
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日中相互信頼回復と市場機能重視改革への期待 2014年度日中経済協会訪中代表団

21世紀日中関係展望委員会（第11回）提言書

日中相互信頼への回帰を望む

―市場機能重視改革への期待と共に―

中国企業家とのビジネス交流会 第 2 分科会
（環境）は、講師の文一波董事長が率いる北
京桑徳集団を訪問した。

3日中経済関係進化への途―対中投資回復の可能性
⃝日本企業の対中投資は、ビジネスコスト増大、中国経済の先
行き不安、法的安定性と知財権保護の不十分さ、日中関係の険
悪化などにより、足下で半減している。中国の「改革」実行によ
り中速成長持続へのコンフィデンスが高まり、ビジネス環境改善
がさらに進めば、回復は期待可能。
①市場機能重視の「改革」は、即、外資にとってもビジネス環境
の改善。多数の許認可削減等に加え、４中全会の主要議題として
第 11 回提言書の骨子注
「法の支配」が採択され、また、知財権専門の高等法院の開設
はじめに 時代は日中両国に何を期待しているか
が決定されたことに注目。
⃝ 21 世紀を展望し、持続的成長を可能にする経済社会モデルを
②日中韓 FTA、RCEP 等の交渉進展および中国企業の海外投資
確立。
や国際資本市場での資金調達急増に伴い、グローバルビジネス・
両国は相互信頼を回復すると共に、手を携えて世界に貢献。
スタンダードへの理解が深化。これと中国国内の改革のドライブ
1人間価値重視の経済社会の形成―21世紀の新たな目標として
とが接合することにより、中国のビジネス環境改善は着実に進む。
2世界が期待する中国経済の安定的成長―市場機能の効果的活
4世界経済の成長持続への貢献
用を中心に
⃝アジアの成長持続のためには、日中両国がほかのアジア諸国と
⃝中国は中速成長実現の可能性を有しているが、その成否は、 共に、グローバリズムの定着に努力することが必要。アジアを含
市場機能重視の一連の「改革」の実行に懸かっている。
む世界経済の成長持続のためには、自由で開かれた市場に加え、
①リーマン後の景気刺激策は、地方政府債務の累増、過剰生産
インフラ投資、人材育成、省エネ・環境対策が急務。日本はこれ
能力等の後遺症を残した。これらの問題の根本要因は、資金の
まで ODA および民間投資を通じ多大な貢献。経済大国となった
アロケーションや企業間競争において市場機能が充分にワークし
中国は、自由で開かれた市場を提供することに加え、インフラ整
ていないということ。
（この教訓から）
「３中全会決定」では、市
備等での積極的な貢献が期待されている。
場が決定的な役割を果たすべきとの基本方針を宣明。
5総括提言：日中相互信頼への回帰
②金融システム改革が先行。
⃝日中両国首脳の交流が途絶えていることは真に残念。共に経
③過剰生産能力への対処は、競争による非効率生産設備の淘汰
済再建を最優先課題として改革に取り組んでいる両国首脳は、
を基本とし、環境保護規制の強化がこれを加速。
日中戦略的互恵関係を再確認すると同時に、世界の経済大国と
④民間資本の導入および民間企業との競争による国有企業の効
して、グローバル・イッシューについて率直な意見交換を行い、
率向上。同時に、政府のビジネスへの干渉を極力削減すること
世界の持続的成長に貢献すべき。これと併せて、日中ハイレベル
等により、民間企業による起業や事業拡張を促進。ICT 関連を
経済対話等の早期再開、民間ベースの交流拡大、地方との交流
はじめとするサービス産業の急伸は、その雇用創出効果を含めエ
強化を提言。
ンカレジングな動向。
おわりに 時代創新の先頭に立とう
⑤省エネ・環境（大気汚染改善を含む）は最優先課題。第８回日
⃝日中両国が揺るぎない信頼関係を取り戻せば、さらに世界経
中省エネルギー・環境総合フォーラムの早期開催期待。
済に新しい成長の契機を提供可能。
⑥今後、中国が人間価値重視の経済社会（安全・安心で快適な
健康長寿社会）に向かうことを期待。それは「新型都市化」の目 （注）本提言書の全文は、日中経済協会ウェブサイト（http://www.
jc-web.or.jp/）よりご覧いただくことができます。
指すところ。
今次訪中代表団の派遣に際し、日中経済協会の諮問機関であ
る 21 世紀日中関係展望委員会（委員長：福川伸次地球産業文化
研究所顧問／元通商産業事務次官）は、第 11 回目となる提言書
を発表した。
本提言書は、張富士夫団長より汪洋国務院副総理に手交した
ほか、中国政府指導層、政府関係者、各界関係者に幅広く配布
した。
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ている割合が高く、市場に任せている部分

は意外に少ないと感じた。中国市場では、

コスト、価格の部分で日本

都市部の汚水処理施設、

企業はマッチできていない。

ごみ焼却は市場としては一

巡。今後、長期的な発展分

野として、①土壌修復、②

再生資源、③農村部の環境

対策、④農村の衛生の可能

性は高い。

これに対して日本側から

は、
「トータルソリューション

を提供されているがこれに特

化していくのか。海外業務を ％にという

目標は、建設のみか、事業も行っていくの

か」
、
「水処理の上下流、ごみ収集・処分等

が分断されているため、コンセッション契

約が成り立たない。統合されなければ、一

定のリターンが確保できないと思うがいか

がか」
、
「民間企業として国有企業との競争

をどう戦っているのか」
、
「訪中客激減の原

因に大気汚染が考えられるが、どのような

対策がとられていくのか」
、
「PM ２・５は

複合汚染であり、イノベーションが必要。

日本企業にビジネスチャンスはあるか」と

いった質問やコメントが相次いだ。

本テーマの視察先は「北京桑徳集団本

社」であり、張景志・桑徳集団首席執行官、

王凱・桑徳集団 CFO、王波・中華全国

工商聯合会環境服務業商会国際合作部主

任の案内により展示館を見学した後、先の

交流会をベースとした意見交換、質疑応

答が行われ、中国農村部での環境対策事

業を含め、今後有望とされる分野の可能

性に関する理解が深まる機会となった。

50

中国における草の根技
術協力の概況

イプある草の根技術協力事業のうち

日中における草の根技
術協力の意義と成果

次に、草の根技術協力の成果を見

）
たアンケート調査 （注２の
結果では、「事

J
I
C
A

～

木村友美

草の根技術協力を活用した事例～

国際協力を地域活性化に活かす

●独立行政法人 国際協力機構 東・中央アジア部東アジア課主任調査役

O
D
A
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においても国際的な展開が行われてい

界各地で実施されている全地域提案

地域提案型が全体の ％ を占め、世

中国における草の根技術協力事業

型事業の中でも、トップの案件数を誇

る。
年までに

草の根技術協力の意義および成果を

は 2000 年に始まり、
184 の事業が実施されている。地

対象とする事業分野は、中国の急

てみたい。JICA が中国における

1980 年代以前は友好都市交流が
域的には、東北地域が ・ ％と最

ら中国各地で環境問題が顕在化し大

業の関連技術者の能力が向上した」

っている。

中心であり、人や文化の交流イベン

確認するために 年に現地で実施し

気環境や水環境の改善技術に対する

（ ・

も多く、 続いて華東地域 ・
における草の根技術協力事業は、友

ニーズが増えたことから、環境対策

新技術が導入された」
（ ・ ％）
、
「事

4

華北地域 ・ ％となっている。中国

外国人の増加に伴う多文化共生を実

好都市間の交流強化の一環として、ま

（公害対策、自然環境保全）が全体

95

は、地域の国際化の推進および在住
現する主体としての役割が期待されて

た、友好都市関係締結の記念事業と

業によって政府の関連問題が解決し、

81
4

％）
、
「現地の状況に適した

いた。近年では、観光振興、中小企

の ％近くを占めている。

13

して実施された事例が多いため、 タ

90

8

業振興、農業振興など、様々な分野

トがその主な内容であった。 年代に

速な経済発展に伴い、 年代後半か

我が国自治体による国際交流は、

87

％、

13

45

21

近年の中国の目覚ましい経済発展を受け、現在、我が国の対中
は草の根レベルの相互理解の促進や、両国が直面する共通課題への取
り組みといった、限定され、かつ我が国のためにもなる分野に絞り込み協力が実施されている。これを受け、
では限られた支援スキー
ムを組み合わせながら、我が国企業の対中国進出にも資する政策・法制度整備やビジネス展開の足掛かりを構築するための協力を展開している。
中でも、地方自治体の持つ経験やノウハウを活用し、開発途上国の課題解決を支援する「地域提案型」草の根技術協力事業 （注１）においては、そ
の事業の実施をきっかけとして、対中国進出企業の支援や中国からの観光客誘致、物産品の販路開拓といった経済活動に対し、具体的な成果を
挙げている事例が報告されている。
既知のとおり、近年、日本においては、地域の特性や資源を生かした地域振興・地場産業振興の取り組みが行われており、これに国際協力を
組み合わせる事例も少なくない。本稿では、そうした自治体関係者の取り組みの参考として、中国における自治体連携事業の概況とともに、国
際協力を活用し、その成果を地域社会に還元したり、第三国との新しい協力関係に発展させている事例を紹介したい。

50

8

7
3

10

80

J
I
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められた」
（ ・ ％）となっており、

新たな政策法規または関連事業が定
の複数の部署が協力を行う必要があ

際協力を担当する部署に加え、庁内

上げている。前述の中国での調査結果

事業を拡大するなど、大きな成果を

通じて育成された人材が中心となり

の振興に向け ～

を策定した。同市は被災地の観光業

することを目的に成都市が開発計画

年の 年間で約

るため、組織内の連携が促進された。

多くの面で現地にプラスの影響をもた

の予算を投入し、温

「事業の実施による姉妹都市関係の
ンスの創出につながった。

報を入手できたことで、ビジネスチャ

連分野の活動を引き続き実施していく

は相応の能力を有しており、事業関

上が持続性を備えているとし、中国側

辺サービスの開発などソフト面の構築

っていたが、付加価値を創造し得る周

泉開発などのハード面の整備支援を行

（注４）

深化に役立ったか」という問いについ
③国際協力を実施することで、地元

ことができると回答している。

100 億元

ても、 ％がプラスの効果があったと
資源を再認識するようになった。日本

においても、

に対する意識が高まり、人材育成の

④事業実施により、職員の国際協力

で重要な視点が得られた。

持つ環境技術や農業技術を紹介した

する訪日研修の機会に、地元企業が

企業団体に PR したり、事業で実施

草の根技術協力事業の成果を県内の

また、日本側の自治体においても、

異なり、内陸部の成都市にはロシア経

日本式の温泉が多い中国東北部と

都市旅遊局の協力が実現した。

協力機関を探し、山梨県と四川省成

受けた JICA 中国事務所が日本の

係強化・改善に効果があったとしてい

をはじめ、多くの自治体が中国との関

部の相互訪問が再開した例（兵庫県）

り、事業の成果が認められ地元政府

日中関係者の相互交流が継続された

術協力事業では、事業期間終了後も

これまで中国で実施された草の根技

内の産業振興につなげる試みに成功し

し、地元企業のビジネスチャンスや国

往来により人的ネットワークを構築

り、プロジェクトを通じた相互の人材

り、日本の基準からすると非常に不衛

くするあまり水管理がおろそかとな

模な温泉施設があるが、規模を大き

成都市には 万人を収容できる大規

由で伝わった西洋式の温泉が存在し、

（注３）

る。以下の意義や成果が確認された。

ている。ここでは、数ある協力事業の
被災地に再建された温泉施設（成都市、吉田均
教授撮影）

による追加資金が投入され、事業を

四川大震災で被災した温泉施設（成都市、山梨県
立大学 吉田均教授撮影）

①研修員受け入れ等においては、国

したヒアリング調査

日本側実施機関を対象に国内で実施
草の根技術協力事業の実施を機に、
面でもプラスとなった。

93

日中関係の悪化後、中断していた幹

が不足していた。中国側からの相談を

回答し、
「効果はなかった」とする回答

においても、調査対象事業の ％以

3

国内の他地域との差別化を考える上

②現地との交流が促進され、現地情

11

4

らしていることがわかった。

09

88

（ ％）を大きく上回っている。また、

97

中から、地域の産業振興や他国との

生な状況であった。成都市には未開発

されており、源泉の資源管理など山

の温泉がある一方で温泉資源が乱開発
介する。

光客の 割を中国人が占めており、

また、山梨県では、海外からの観

梨県が支援できる余地は大きかった。

10

◆四川 省の温泉を活用した観光産

新たな協力関係に発展した事例を紹

3

観光地を復興するのではなく、被災

しようとするもので、元々存在した

温泉という観光資源を活用して復興

震によって甚大な被害を受けた地域を

報活動には取り組んでいるが、成都市

ージェントを派遣しており沿岸部の広

であった。山梨県では北京と上海にエ

び込むことは重要な観光振興策の一つ

温泉を活用して、中国人観光客を呼

同県にとっても地元の観光資源である

6

業 振 興による被 災 地 復 興 事 業（
〜 年）
08

本事業は 年に発生した四川大地

12

した地域において新しい産業を創出
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7

用し、交流を拡大・発展できたこと、

パートナーシップ提携（協定）を活

められる友好都市関係に縛られず、

携書や幅広い分野にわたる交流が求

係を築けたこと、③両首長による提

事例も紹介することで、強い信頼関

②相互に最先端事例を公開し、失敗

バウンド観光のニーズがあったこと、

教育を行った。また、桂林市からリ

る現場指導とセミナーを通じた啓発

とともに、リハビリ医療の専門家によ

現するための情報や経験を提供する

な生活を送ることができる社会を実

福祉の連携制度や地域住民が健康的

中医院に対して、日本の保健・医療・

などのメンバーが現地へ赴き、桂林市

と、地元の企業、行政、ボランティア

本事業では、熊本大学の主導のも

④地域の将来に危惧を持つ、自治体、

ハビリ医療スタッフを招聘し、熊本大

手国の観光客を増やしたいというイン

大学、地元企業、NGO が、異業種

学医学部と熊本機能病院等の医療機

成都市旅遊局の間で「山梨県と成都

発展させ、インドネシアの民間企業

さらに、山梨県では、この成果を

本事業は、熊本市と広西壮族自治

人材育成支援プロジェクト（ 〜 年）

◆中国の桂林市リハビリ医療センター

げている。

本プロジェクトの協力成果を踏まえ施

ーでは、桂林市衛生局の支持を得て、

した。さらに、同病院リハビリセンタ

ビリ医療センターの中核人材を育成

関において研修を実施し、桂林市リハ

であるが、熊本県の地元義肢装具メ

来の両地域にとって重要なことから、

④青少年交流による相互理解は、将

して相互に協力する。

③温泉資源を活用した観光開発に関

う。

県立大学の吉田均教授は、本事業の

本事業を日本側でリードした山梨

るなど、様々な活動を展開している。

インドネシア大学との交流を拡大す

実施。また、
県内の私立・公立大学も、

イアップした「山梨キャンペーン」を

よび家族の生活の質の低下を招くな

生活や社会への復帰ができず、本人お

り、多くの患者が治癒後の自立した

医療や社会福祉システムの不備によ

たが、一命を取り留めても、リハビリ

疾患の患者の命が救われるようになっ

く、患者の要望に合わせた細かい対応

義肢装具は製造技術の属人性が高

の創出を行った。

らう機会をつくり、ビジネスチャンス

製品の品質の高さを直接体感しても

で、中国の医療関係者や患者に日本

教育旅行の促進について相互に協力

ど、問題は深刻である。

する。

が必要になるが、中国では、それぞ
成功の要因として、①日中双方に相

11

22
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のような内陸部への対応が課題となっ
ていたため、国際協力という形を利用
して、現地のニーズを把握し、県内の
温泉産業の活性化に活かせるというこ
とは、時宜を得たものであった。
山梨県が企画した事業の内容は、
観光産業の復興による雇用促進を目
標に、①温泉を中心とした観光政策
の策定支援、②温泉の利用方法に関
する技術移転、③温泉の経営ノウハウ
に関する技術移転を目的に開始され、

連携を図り対応したことの 点を挙

市との観光協力に関する覚書」を締

やタイ政府とのパートナーシップ提携

区桂林市との 年以上にわたる友好

大きな成果を収めた。 年には協力

結した。覚書の締結により、プロジェ

に拡大。訪日観光促進のため、ガル

事業の成果として、山梨県観光部と

クト終了後も連携が強化されている。

都市関係をベースに、熊本大学と桂

本事業では、地域のリハビリテーシ

設の大改造を行った。
ーダインドネシア航空やローソンイン

る覚書】

桂林市では、医療サービス環境の

ーカーの協力を得て、事業活動の中で

ョン医療技術の向上を目的としたもの
ー」
、 月にはインドネシア人学生を

改善により、救急医療システムの体制

れた。

する機会を設け、相互に協力する。

対象とした「日本語学習・文化体験

①両地域において、観光情報を発信
②両地域の旅行社、メディア、市民

13

同社が提供した器材を使用すること

12

が整えられ、多くの脳卒中、心血管

30
ツアー」
、 月に現地ローソンとのタ

年 月「山梨県サイクリングツア

【山梨県と成都市との観光協力に関す

4

林市中医院を実施機関として実施さ

現地旅行会社を対象に開催した山梨県の観光プロモーショ
ン（成都市、吉田均教授撮影）

団体などと連携し、相互に交流を行

4

7

13

ドネシアとの相互協力協定を締結。

12
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初めてレベルの高い情報が入手でき、

（注５）

と指摘している。

中身のある共同事業の展開が可能に

なる

中国においては、各自治体が長年

にわたり培った友好関係が此処彼処

にあり、戦略型交流のベースはできて

いる。また、JICA には世界各国

における国際協力を通じて培ったノウ

ハウや経験、 年以上にわたる中国

したりするという考えも技術もないた

れの患者あったものを作成したり調整

ち込むのではなく、中国国営企業の

ことから、同社では、単に器材を持

の活性化や地域の国際化戦略のもと、

経験と知識を有しており、地域社会

せることで、地域の国際協力活動の

の活動に JICA の協力を組み合わ

である。

成果を経済交流に発展させるお手伝

を構築しているところが増えている。

自治体の持つ経験やノウハウを活かし

また、熊本大学においても、事業

長年にわたり草の根レベルの国際

技術顧問として、地元人材の育成に

伴うことが多く、本当の意味で患者の

終了後、広西壮族自治区科技庁の推

協力に携わり、自治体の国際政策に

め、患者は合わないものを使用するほ

ための義肢装具とはなっていなかった。

薦により、協力拠点を首府南寧市に

詳しい公益財団法人日本国際交流セ

いをさせていただく一助になれば幸い

本事業を通じて、こうした現地の事

移し、広西第三人民病院との協力を

ンターの毛受敏浩氏は、友好都市交

て開発途上国の地方都市と友好関係

情や義肢装具を必要とする患者数や

継続している。今年 月に南寧市に

本プロジェクトのリーダーである熊

課題を適切に把握することができた。

で、当該メーカーは現地のニーズや

側の病院や上述の義肢装具メーカー

主催）にも、本事業に協力した日本

ビリフォーラム」
（広西第三人民病院

て開催される「広西

成できないことを理解した上で長期

して、短期間で目に見える成果は達

略型交流」と呼び、そのポイントと

域社会の活性化を目指す動きを「戦

流の中で、経済交流に代表される地

に関する情報収集・確認調査」

活用した自治体・中小企業等の対中進出

共和国地域提案型草の根技術協力事業を

（注３）JICA（2013）
「中華人民

草の根技術協力事業事後評価調査」

（注２）JICA（2013）
「JICA

熊本国際リハ

本大学大学院 魏長年教授によれば、

が来賓として招待されている。

機関との間で、本音ベースで議論がで

果を生み出すためには、相手側実施

する必要性を挙げている。また、成

的な視点から交流に真摯にコミット

バルな視点からの将来展望―」自治体国

（注５）
「岐路に立つ姉妹都市交流―グロー

2011、
2012）

（注４）成都市政府活動報告（2010、

に向けた協議を進めている。義肢足

との協力関係を深化させ、中国進出

日本の地方自治体は、公害対策、

際化フォーラム

今後の日中協力につい
て
は症状に合わせて器具を調整するよ

きる信頼関係を構築することによって

Mar. 2010

地方活性化といった分野で、豊富な

業終了後、事業の対象となった病院

当該メーカーは、草の根技術協力事

kusanone/what/index.html

（注１ ） http://www.jica.go.jp/partner/

ニーズに関する情報が提供されたこと

も注力している。

いる。自治体が取り組む地域活性化

との協力で得た多様な人脈を有して

35

かなく、そのため、着用しても痛みを

桂林市リハビリ医療センター人材育成支援プロジェ
クト (JICA 事務所撮影）

うなきめ細やかな対応が必要である
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厦門市投資促進局

海運に重点を置き、沿海港湾をハブと

域の重要な交通要衝都市であります。

位置が非常に優れており、東南沿岸地

そして対岸には台湾があり、地理的な

には珠 江 デルタ、 背 後には海西 地 区、

厦門市の北方には長江デルタ、南方

成、運用開始予定。年間の旅客処理能

設 中の厦 門 新 空 港は 2020 年に完

上の航路を開通しております。現在建

口岸机場）であり、国内外と 150 以

かつ全国第 位のポート空港（原文 ：

高崎国際空港は国家級主要空港であり、

送経路を有しています（写真 ）
。厦門

厦門市は、率先改革の経済特区の精

生活がより豊かになってきております。

上、住民の平均年収は絶えず増加し、

１人当たりの GDP は ・ 万ドル以

る投資項目は 299 に達し、国別では

その中、今年７月まで、日系企業によ

総額は 億ドル以上に達しております。

資プロジェクトが 100 件あり、投資

プ企業による投資がなされており、投

60

位になります。
『フォーチュン』誌のト

ニック、 三菱商事、 三菱電機、丸 紅、

ップ 500 社に入る企業では、パナソ

21

上の外商投資項目を許可し、実行ベー

3

長率は ・9%、財政総収入は

スの金額は 300 億ドル近くに達して

し、鉄道・幹線道路をバックボーンにし、

力は 4500 万人に達すると見込まれ

神を発揚し、輸出志向型経済の発展を

三十年来の厦門市年平均 GRP 成

空運、水運、道路や鉄道を組み合わせ、

ています（写真 ）
。また、高速鉄道、

大いに図り、マルチかつ全方向の開放パ

おります。 社近くの世界 500 トッ

グローバルな連携をより緊密にできるよ

鉄道、道路により、あらゆる場所にア

60

1

16

4

毎年 4000 以上の様々な会議や

7

4

％、

う、合理的な配置となっている輸出志向

ターンを形成しています。すでに１万以

輝かしい実績

いております。

など、国内外から高い評価や賞賛を頂

資都市、全国文明都市の３年連続受賞

中国十大住居都市、多国籍企業最適投

ガーデン・シティ、国連ハビタット賞、

争力が強化され、インターナショナル・

スにより、厦門市の都市全体としての競

的資源、優れた投資政策、公共サービ

展覧会が開催されています。豊富な人

美しい都市、厦門市

厦門港は中国第 位の港湾、世界第
位のコンテナ港湾であり、全世界の主

8

要港湾をカバーできる 180 以上の輸

17

クセスが可能となっております。

3

優れた環境

厦門市は中国の東南沿岸に位置し、改革開放政策により、1981 年に第 1
回目の経済特区が設置されました。総面積は 1699・39 平方キロ、常住人
口は 373 万 人、6 つの行 政 区（ 思 明、 湖 里、 集 美、 海 滄、 同 安、 翔 安 ）を
管轄しています。
（写真１）また、優れた自然港があり、美しい景色と快適な気候、
行き届いた都市インフラ設備、高効率の行政サービスを有しております。素晴ら
しい社会的・経済的インフラと投資に適したハード・ソフト環境により、数多く
の国内外の投資家を引き付けて止みません。
（写真２）

Local Voice
型の総合立体的な交通システムを築いて
おります。

写真1 廈門市の行政区

写真2 厦門市の全景
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東芝、NEC、豊田通商などによるビ

ります（写真５）
。

優れた交通条件、急速な工業発展、

ブなどの新興産業の発

薬、文化クリエイティ

サービス業、バイオ医

フトウエアおよび IT

基幹産業を形成し、ソ

機械、輸送物流などの

は 輝 か し く、 電 子、

我々は、厦門市を国際的に有名なガー

情熱もって書き進めています。近い将来

り上げ、
「美麗厦門」の新しいページを

厦門」の新しい青写真のレイアウトを作

きに奮闘する厦門市民と政府は「未来

に向けた夢の実現が期待されます。前向

栄光の一部は過去に属しつつも、未来

美しい未来

強力な産業規模により、長年厦門市の

展を進めております。

デンシティ、美しい中国の模範都市、台

厦 門 市の産 業 発 展

対外貿易金額は福建省の半分を占めて

厦 門 市は、 新 たな

湾海峡両岸合作の窓口都市、閩南地域

ジネス展開がなされております。

おり、 年の厦門市の対外貿易総合競

飛躍を遂げようとしています。
『美麗厦

院 承 認のタイマツハイ

います。例えば、国務

する産業拠点を有して

門市は様々な機能を有

高度に開放している都市として、厦

した環境を創り出し、フラットパネル

地の全体を形成し、イノベーションに適

ディングプロジェクトを支援し、産業団

興産業のポテンシャルを引出し、リー

築し、基礎産業の優位性を活かし、新

代産業のサポートシステムを迅速に構

願って、心よりお待ちしております。

を楽しみ、事業を成し遂げられることを

しく温かい都市、厦門市において、人生

皆さまがこのオープンかつ繁栄した美

10

写真5 タイマツハイテク産業区

争力は全国第 位となっております。ま

テク産業開発区、海滄

ディスプレイ、パソコン、通信設備、機

102.3

た、厦門市と台湾との間における経済

保 税 港 区、 象 嶼 保 税

械設備、バイオ医薬、新材料、旅行展
%
消費者物価指数

貿易合作交流も盛んであり、産業マッチ

区、 輸 出 加 工 区、 国

示、物流、ソフトウエアおよび IT サ

16

11.7

ングは全面的に推進しています。厦門市

家レベルの集美、杏林、

ービス、金融、文化クリエイティブなど

490.6

516.74

はすでに台湾による大陸投資の重要な

25.99

0.2
第二産業

億元

1434.79

11.1

目まぐるしい産業発展

海滄における台湾向け

の 1000 億ドルの 大産業チェーン

億元

億元

拠点、台湾向けの経済貿易の重要港湾、

億元

840.94

12.9
輸出総額

億ドル

523.54

15.3
輸入総額

億ドル

317.4

9.1
直接利用外資：プロジェクト数

案件数

331

実行ベース金額

億ドル

18.72

5.5

億元

825.1

11.6

億元

1557.38

7.7
億元

4678.45

13.1
港湾貨物処理能力

万トン

19087.83

10.8
コンテナ処理能力

万 TEU

800.79

11.2
固定資産投資額（農業を除く）

億元

1337.26

1.1
不動産投資額

億元

531.8

2.5
10.5

市に作り上げていきます。

のセンター都市、人間に優しい幸せな都

9.4
第一産業

」の現

門戦略規劃』に基づき、全体計画によ

3018.16

る発 展を強 化し、「5+3+

投資区および機械工業

を着実に築き、経済特区のバージョンア

974.97

億ドル

双方の現代サービス業の先行合作の重

億元

10
集積区、厦門バイオ医

地方レベル財政収入

財政支出

5

第三産業

一定規模以上の工業総生産値

社会消費財小売総額

去年同期比±％
1 ～ 12 月
単位
指標

写真4 厦門高崎空港

ップを引き続き図ってまいります。
ークなどの専門区があ
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写真3 厦門港

薬港、ソフトウエアパ

億元

輸出入総額

総財政収入

13

GRP

要地域であります（表１）
。

表 1：2013 年厦門市主要経済指標（速報値）

北京事務所発

中国不動産市場の現状と展望①
―北京など主要都市の現状分析―

今年 月、 月、北京市の自住型住

価格について「価格の上昇幅は徐々に縮

上半期の経済指標発表の中でも、住宅

これと関連し、北京市統計局の今年

える結果となり、人々を驚かせた。これ

キャンセル率がそれぞれ ％、 ％を超

屋の選定が行われ、購入資格取得者の

宅である金隅匯星苑と首創悦都匯で部

した。

小しており、それが一定の傾向を示すよ

について市政府、メディア、不動産業界、

北京の不動産市場で起
きている異変

うになっている」との慎重な言い回しが

専門家、市民などから様々な分析や見

月 、 日、今年上半期の経済情

（注１）

勢を分析する会議が北京市政府で開催

とられた。

（１）北京市長の発言

された。北京で住宅成約額の落ち込み

7

具体的に統計をみると、今年上半期

北京市政府は、自住型住宅の普及政

方が示された。

がみられ、住宅価格が安定しつつも低下

の北京市全体の住宅・商業用不動産販

ズムの一つと考えている。より市場性の

高いところでは高価格の商品住宅、また

前年同期比 ・ ％減となった（図１）
。

このう ち、 住 宅 販 売 面 積 は ３ ８ ８・

公共福祉的色彩の濃いところでは低価格

つ長期にわたる発展を促す上で有利な

の要素を取り除き、不動産業の健全か

月下落となった。中古住宅の成約件数

価格の値上がり幅は前年比で連続 カ

新築商品住宅成約件数は ・ ％減、

調整を進める力が削がれてしまい、北京

た措置はとらない。それをすれば、構造

を出したり、購入規制を緩めたりといっ

やみに介入したり、安易に新たな政策

期比（

家具、建材・装飾品はそれぞれ前年同

も落ち込みをみせ、金属・電気関連材料、

門の不振に伴い、住宅関連商品の販売

にわたり前月を下回っている。不動産部

住型住宅の建設に力を入れる。用地手

宅保障制度を整備し、保障性住宅や自

の不動産政策については、
「基本的な住

ような趨勢をたどるのか、市民やメディ

あり、北京市の不動産市場が今後どの

動産関連の統計数字が示されたことも

北京市長による前述の発言および不

いう仕組みを構築するということだ。

在として自住型住宅で価格調整すると

の保障性住宅を提供し、その中間的存

％減で、

状況となっている」
と述べた。同時に、「冷

は ・ ％減少で、価格は連続 カ月

万平方メートル、同 ・

静に見きわめることが大事で、政府がむ

市の持続的発展に影響を及ぼすことに

％、 ％下落している。

前月比）で ・ ％、 ・
なる」とも述べた。また、今年下半期

当済みのプロジェクトについては建設をス

アのさらなる注目を集めている。

4
ピードアップする。市場の変化がもたら

3

（２）自住型住宅の購入キャンセル問

-39.1

8

5

3

44

8

-34.8

2

『市場』が決定的な役割を果たしている。

8

7

-34.3 -36.2 -33.6

-20

この数年間に蓄積されてきた『バブル』

8

5

34

5

6

or
1
す影響を的確に分析し、対策をしっかり

(%)
40
32.4

35

基本的な調整目標だが、背後でやはり

している状況に対し、北京市長は、
「こ

20

策は、住宅価格の長期安定化のメカニ

50

月
月
月
-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月
-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10 1-11 1-12
年1
年1
14
13

-40

6.4

0

6.7

10.8

15.9

20.8

18.5

20

北京市商品住宅販売面積の伸び率

図1

5

52
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6

売面積は ３ ・ 万平方メートル、

26

れは不動産部門で長年取り組んできた

25

題 （注２）

（出所）北京市統計局「2014 年上半期北京市不動産市場運行状況」より

7
と行っていかなければならない」と指摘

全国的に厳しい状況に陥っている不動産販売。

韓効建
●日中経済協会北京事務所弁公主任

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 CHINA TREND CHECK

動産市場全体にマイナスの影響をもたら

住宅でキャンセルが増えれば北京市の不

一方、メディアは今回のように自住型

めの自住型住宅はキャンセルが引き続き

較的遠方で交通の便が悪く、価格が高

住宅価格に近づいているため、今後は比

常の商品住宅の新築物件価格が自住型

はロケーションに対する不満からキャン

がよい。市民の目線に立つと、多くの家

型住宅の建設、普及を着実に進めた方

に力を入れるよりも、
公共租賃（リース）

日光盤 ：「盤」は「楼盤」すなわち、

れている。

国人にとって馴染みとなった言葉が生ま

話題で頻繁に取り上げられるため、中

人が殺到する光景もみられた。その裏に

は住宅価格上昇の予兆を見て取ること

ができる。

地王 ： 驚くほどの高値で競り落とさ

れた建設用地。中国では、住宅地の使

用権は競売により政府から譲渡される。

競争は有力な不動産大手の間で繰り広

げられ、激しい駆け引きが行われる。一

日に数カ所が競売に付される場合、最

高入札額の記録が数時間で更新され「地

王」が交代して現れる。いずれの土地

市場でも「地王」が現れ、地価上昇が

住宅価格高騰に拍車をかけ、地価高騰
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を懸念する声が高まった。そのため「地

8

王」は一時鳴りを潜めたが、昨年あたり

から復活、勢いを強めている。今年

月 日、北京金融街中心部に位置する

北京華嘉胡同が約 万元／㎡で競り落

とされ、単価ベースでの「地王」となっ

た。上海ではバンドにある董家渡が総額

10

20

すととらえている。その一つは、市場に

（出所）ウェブサイト掲載資料、政府発表資料などをもとに作成

分譲住宅を意味する。文字から日光降

郷産房

。

もともとの財産権が公立学校にある住宅で、
売買不可あるいは学校の同意がられれば売買
可能の住宅
郷が主体的に資金集めを行い建設する住宅
で、正式な住宅財産権はない。農民住宅基地
に建てられる住宅を含む

校産房

セルしており、一部の居住者からは、
『最

軍隊が管理、使用する住宅で、土地使用権及
び住宅所有権は軍隊に帰属

増加するとみている。

軍産房

参加できず政府保障の対象ともならな

正式名称は中央在京単位已購公有住房、中央 2007 年に中古住宅市場に
の在京機関が購入済みの公有住宅
正式参入

（注３）

央産房

り注ぐ高級住宅を連想するが、実際の

使用権公房 使用権のみを有する公有住宅

近は一般の商品住宅の価格が下落傾向に

都市労働者が建設コストあるいは基準価格に 財産権は 97％と 93％の二
基づいて購入する公有住宅で、既建設のもの 種類

全国人民代表大会の代表の一人は、

房改房

い、しかも逼迫した住宅ニーズがある社

農民の集団土地に建設される住宅。土地譲
渡金等の費用は納付しておらず、財産権証明
書は郷政府あるいは村委員会が交付

意味は、新規販売物件で、売り出し開

小産権房

あり、転売するにも制約があって財産権

政府が道路や公共施設を建設する場合の立
ち退き対象の住民に手配する住宅

金隅匯星苑の購入抽選会場で、経済観

安置房

会層の住宅購入の際の選択に対する影

私有住宅ともいい、個人あるいは家庭が購入、
建設する住宅

最近、不動産に関する報道や日常の

私房

だ充分に精査されたものではない。これ

政府の優遇政策に基づき建設基準、販売対
象、販売価格等を限定し、低所得で住宅難に 新旧２種類があり、旧経済
経済適用房
ある困窮家庭向けに販売する保障性・政策性 適用房は転売制限なし
住宅
政府が賃貸補助あるいは現物賃貸等の方式
で、その地域の最低生活保障基準に合致か
廉租房
つ住宅難を抱える家庭に提供する社会保障性
住宅
政府が政策支援を行い面積、供給対象、賃
公共租賃房 貸基準などを限定し、その地域の中・低所得
で住宅難を抱える家庭向けに貸し出す住宅

始日に完売となる分譲住宅。近年、北

自住型商品
房

価 格は周辺の商品住宅よ
不動産開発企業が、住宅価格規制、土地価 り約 30％安く、限定購入
格競合等の譲渡方式で土地使用権を取得し、 条 件に合う市の全家 庭を
販売対象や販売価格を限定しつつ居住者の快 対象とする。5 年間は転売
適さを求めるニーズに対応した商品住宅
不可、５年後は転 売 利益
の 30％を財政部門に納付

が共有の自住型は割に合わない』との声

政府が入札等により商品住宅用地を譲渡する
とともに、住宅の販売価格や面積、販売対象
者等を規制、販売に一定の方向性を持たせた
一般の商品住宅

察報の記者に対し、
「北京市は自住型住

両限商品房

響、もう一つは、政府主管部門による市

商品房販売許可証を取得し、その地域の企業・
事業部門や居住者に販売可能

京、上海、南京などの住宅取引市場では、

商品房

も聞かれる」と述べた

考

宅の普及政策を全面的にやめるべきだ。

備

2002 年に国内外向けの区
別を撤廃、商品房という名
称に統一
5 年内であれば買い戻し、
5 年を越える場合は差額の
35％を土地収益費として納
付

場ニーズの分析・判断と政策決定に対

義

わずか数百の売り出し物件に対し数千

定

（３）言葉が表す不動産事情

型

自住型は、全体の調整を進める上でま

類

する影響である。

中国の不動産市場における住宅類型

北京の不動産市場では、一部地域で通

表1

北京事務所発

数の両面から取引を抑制する制限令だ

中国不動産市場発展の
回顧
（１）中国不動産市場発展の歩み

うになり、住民もより良い家に住みたい

（注４）

という意識へと変化した。

（２）増加する住宅類型

中国の不動産市場は 年の発展を経

入制限令」をはじめとして、その後深
る。ただ、広州、上海、三亜など、ま

が急速に瓦解しつつあるとの報道もあ

まで様々な種類の住宅が建てられるよ

済南 ハルビン 長春 厦門 鄭州
ウルムチ 昆明 蘭州 蘇州 無錫

弱

南昌 貴陽 南寧 合肥 太原 石家荘
仏山 東莞 唐山 煙台 泉州 包頭

強

温州 珠海 大慶 西寧 海口 徐州 淄博 潍坊
洛陽 南通 常州 紹興 台州 鞍山 中山 汕頭
吉林 柳州

中

ラサ
東営
嘉興
湛江
襄樊
綿陽

弱

本溪 丹東 遼陽 錦州 営口 承徳 廊坊 邢台
大同 楡林 延安 天水 クラマイ カシュガル
石河子 南陽 濮陽 安陽 焦作 新郷 日照
聊城 棗荘 蚌埠 淮南 馬鞍山 連雲港 淮安
麗水 衢州 荆州 安慶 景徳鎮 新余 湘潭
常徳 郴州 漳州 清遠 揭陽 梅州 肇慶 玉林
北海 徳陽 宜賓 遵義 大理
長沙

（出所）ウェブサイト掲載資料などをもとに作成

県級都市、県城等

第

段階は 1990 年代以前であ

置を打ち出してきた。それにより、これ

では 類型以上あるという（表１）
。し

18

祉の一環として行われ、選択の余地はな

かし、政府がどれほど多くの種類の住

第 段階は ～ 年である。 年に

『国務院 号令』が発布され、土地取

題は解決していない。

日、北京市住房和城郷

で不動産の商品化が始まったことを意味

場調整策「京７条」を発布した。その

建設委員会は新たに地方版の不動産市

月

する。ただ、当時の住宅は厳しい住宅不

目的は不動産価格を安定させることで、

年

足を解決しなければならない状況の中、

最大の特長は、新しい住宅類型である

引が合法と認められた。ここでは、中国

住宅の機能や質には関心がいかなかった。

23

90

自住型住宅を打ち出したことである。

10

96

第 段階は ～ 2000 年である。

13

55

いに歯止めがかからず、住民の住宅問

宅を創出しても、不動産価格高騰の勢

分配を行っていた。当時の住宅供給は福

17
かった。

30

1

2

かつ産業的な要素が加わり、コンセプト

この時期、中国の不動産価値に文化的

商品房」
、
「央産房」
、
「軍産房」など、

様にあり、初期には「房改房」
、
「外銷

北京の住宅類型は、これまでも多種多

産企業も理念、文化、商品へのこだわり

場全体が急速に発展した時期で、不動

である。この時期は、中国の不動産市

（３）不動産市場における都市区分

十数種類の異なる証書が交付される。

併存している。
財産権証書交付の際には、

宅が通常の商品住宅とは別の枠組みで

限商品房」なども現れ、各種名称の住

その後「経済適用房」
、
「廉租房」
、
「両

を備えた商品が現れ、不動産が一つの産
業として確立された。

第 段階は 年以降現在に至るまで

といったものを持つことが求められるよ

28
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３００億元と見込まれ、
全国一の「地王」

緩和や完全撤廃の動きが相次いでみら

ったが、実施から 年が経ち、制限の

限 購 松 綁 ：「限 購 」 は、2010
れ、 都市からなる「購入制限集団」

が新たに誕生すると予測されている。

年 月に北京市が公布した「不動産購

圳や厦門など全国各都市に広がった住
だ緩和に踏み切っていない都市もあり、

る。当時の中国は計画経済を主とする

うになった。華遠地産の任志強董事長に

て、政府は市場の調整、住宅保障の面

宅購入制限の措置のこと。
「松綁」は縄
不動産投資大手が、土地開発や住宅供

社会で、都市部の住宅建設は国が統一

中

杭州
重慶
成都

で積極的な改革を進め、多くの政策措

を解くことで、
「限購松綁」とは不動
給が飽和状態になった都市からこれら

よれば、北京だけで ～ 類型、全国

西安

階は４段階に分けることができる。

産購入制限規制を解き、締め付けを緩

して投資、土地収用、設計、建設、管理、

これまでの中国不動産市場の発展段

25

4

都市に着目し、資金の流れを変える動

46

める意味。不動産バブルへの警戒から、

経済発展が遅れて
いる省都及び大部
分の地級都市
保定 邯鄲 銀川 秦皇島 滄州 オルドス
威海 済寧 臨沂 徳州 濱州 泰安 湖州
金華 泰州 鎮江 塩城 揚州 桂林 恵州
江門 茂名 株州 岳陽 衡陽 宝鶏 宜昌
開封 許昌 平頂山 赣州 九江 蕪湖
チチハル 牡丹江 撫順

南京 武漢 瀋陽
大連 寧波

90

96

00

フホホト

強

３線

3

直轄市の一部、計
画単列都市、副省
級都市、省都
福州

深圳

２線

4

青島

きもみられる。

準１線 天津

広州
上海
北京
１線

１線

その他の都市
４線

不動産業が最も発
展した都市、不動
産業発展の最高レ
ベルを示す

物件所在地の地籍と購入可能な最多戸

4

備考
都市名
細分
区分

中国の不動産市場による都市区分
表2
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周瑩

（北京事務所 樊蓉 訳）

中

国には 56 の民族がおり、それぞ

は純粋に草食系の動物であり、豚のよ

れ独自の特色、風習、食文化を

うな何でも食べる雑食の動物よりも「浄

有している。食材は豊富、調理方法も

化」のイメージがある。また羊肉は栄養

（民以食為天）
」という諺がある。現在、

多種多様で、食物の種類は数えきれな

豊富で、肺結核、気管支炎、喘息、貧

回族料理は回族だけではなく、多くの

い。中でも全国各地の有名な料理が集

血、産後の滋養、栄養失調、冷え症、

中国人の日常生活と切っても切り離せ

まっているのが北京で、
「食の都（吃都）
」

虚弱体質などの改善に効果があると言

ない料理になっている。

と言われる由縁である。

われ、牛肉は高蛋白低脂肪で、太る心

毎年夏になると、食堂が並ぶ道路両

配の必要がないこともあって、好んで食

脇の店先に所狭しと、テーブルや椅子

べられている。

が並ぶ。昼間は忙しくしていた人たち

個人的には、特に回族の料理（以下
「回族料理」
、中国語では一般に「清真

れる。
中国には「民は食を持って天と為す

菜」の名で親しまれている）にはまって

こうした食材を使って多くの人気料理

も家族や友人、同僚などとこの「大排

いる。鴻賓楼、鴻雲楼、東来順など国

が作られる。
「紅扒牛肉（薄切り牛肉の

檔」
（と呼ばれる大衆食堂で、ビールや

内ばかりでなく、海外でも知られてい

醤油漬け）
」
、
「焦溜牛肉片（牛肉の醤油

昔から北京で最も人気がある「北氷洋

るレストランはいくつもあるが、庶民的

炒め）
」
、
「酢溜木須（卵と木耳の酢醤油

汽水（北氷洋サイダー）
」というフルー

な雰囲気の食堂も大人気だ。毎日食事

炒め）
」
、
「蜜汁烤羊排（特性ソースで炒

ツ味の炭酸飲料を飲みながら、
「烤羊肉

の時間になると、筆者の自宅近くにあ

めた羊肉）
」
、
「芫爆散丹（羊・牛の胃袋

串（シシカバブー）
」
、
「烤羊板筋・牛肉

る何件かの回族料理の食堂の前は人だ

の細切り炒め）
」はいずれも回族の看板

筋（筋肉の串焼き）
」
、
「烤蒜（ニンニク焼

かりで、順番を待つお客さんが気長に

料理だ。

き）
」
、
「烤饅頭片（薄切りマントウ焼き）
」

食欲があまりない時は回族のおやつ

や口あたりの良い「涼拌菜（中華風和え

美味しい料理を食べるためには、長く

（小吃）がお薦めだ。
「羊雑湯（細かく

物）
」を満喫する。こうした食を楽しむ

待つこともいとわずだ。これも美食の

刻んだ羊の内臓のスープ）
」
、
「馓子（揚

姿をみるのは、いつまでも興味は尽き

魅力の一つだ。

げ固めた麺）
」
、
「糖巻菓（細かく刻んだ

ず、楽しいものだ。もちろん、このよう

基本的に豚肉を食さない回民族にと

山芋や棗を飴で固めたお菓子）
」
、
「松肉

な食堂の羊肉や牛肉はすべて当日の朝

って、羊肉と牛肉は不可欠だ。羊と牛

（羊肉の煮込み）
」
、
「油香（回族風揚げ

に処理した新鮮なものなので、安心し

パン）
」
、
「奶

て食べることができる。よく同僚と自宅

油炸糕（揚

近くのこうした食堂の食べ物の話をする

げバターパ

が、その美味しさを信じてもえないこ

ン）
」など、

ともある。そのようなときは、実際に

街を歩きな

味わってもらうのが一番だ。
「百聞不如

がらでも気

一見（百聞は一見に如かず）
」
、一度は

お茶を飲みながらお喋りに興じている。

回族のおやつ
（小吃）も人気だ！
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多くのお客で賑わう回族料理のレス 軽に食べら
トラン（北京・牛街）

北京の回族料理を味わってはいかが？

中国では不動産市場の急速な発展

に伴い、市場に基づく都市区分が行

●北京事務所

われ、現在、各都市は１～４線に区

分されている。不動産市場による区分

は行政、経済、規模、ランク、後背地、

知名度などをもとに各都市を総合評

「百聞不如一見（百聞は一見に如かず）」
－北京の回族料理

価して決める。この区分は、各都市の

8

不動産業発展レベルを比較的正確に

12

14

反映しているといえる（表２）
。

27

9

（本稿は 年 月までのデータを基に

7

同年 月に書かれたもの。続きは

14

月号に掲載する）

（注 ） 年 月 日、中国新聞網、陳

建「北京で商品住宅成約が下市長は『購

21

入規制を緩めることはない』と発言」

7

http://news.xinhuanet.com/house/

14

hz/2014-07-27/c_1111815167.html

（注２） 年 月 日、捜房網「自住

型商品住宅の購入キャンセルが増加。価

17

格とロケーションが重要な原因」 http://

7

www.fang.com/news/2014-07-

14

21/13329094.html

（注３） 年 月 日、中国経営網 「北

1

京の自住型商品住宅購入キャンセルの真

30

11

相」 http://www.cb.com.cn/

18

（注４） 年 月 日、南方週末「北

http://finance.ifeng.com/

京だけでも ～ タイプ。全国では タ

イプ以上」

a/20131101/10987295_0shtml

17

13

1
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点
て価額が決まります。しかし、この 2 つの方法で価額決定できるか、

弁護士法人キャスト
弁護士 村尾龍雄

にあると警戒すべきでしょう。

または価額決定すべき財貨は世界の財貨の 0.1% にも満たないでし

ここに証明上のジレンマ構造を見てとることができます。

ょう。そうすると、99.9％以上の財貨の価額は価値算定（valuation）

（２）ロイヤルティについて関税を支払うべきいう指摘について

により決定されます。
価値算定にも 3 つの評価方法があり、コストに着目する cost

ロイヤルティは一定の法律要件を満たす場合には成約価格に加
算しなければなりません。なぜこういうことになるのかといえば、

approach、収益に着目する income approach、そして市場での

ロイヤルティには税金が発生するにせよ（中国の場合、企業所得税

取引価格に着目する market approach がそれです。実は価値算定

10％と増値税 6％の合計 16％の源泉徴収税が発生します）
、貨物

にはこの 3 つの評価方法しかないのですが、それが企業を対象と

に課税される輸入関税の負担がそれよりも高い場合、本当は貨物

すると、例えば時価純資産法（cost approach）
、DCF 法（income

の売買代金の一部であるものをロイヤルティに変えて租税回避する

approach）
、類似企業比準法（market approach）
、不動産を

ことを企む者が登場しないとも限りませんから、そのような場面で

対象とすると、原価法（cost approach）
、収益還元法（income

はロイヤルティに輸入関税及び輸入段階増値税を課税するのが妥

approach）
、取引事例比較法（market approach）など、様々な

当だと判断されるからです。

名称が付されます。それが理解のうえで混乱を招き、この種の議論

では、その一定の法律要件とは、どのようなものでしょうか。

を理解しようとする場合の心理的な抵抗感の原因となります。しか

213 号令第 11 条第 1 項第 3 号は、ロイヤルティと貨物に関係性

し、どんな評価方法の名称が付されていても、財貨そのものの価

があり、かつ、ロイヤルティの支払いが貨物の販売の条件となって

額に着目する文脈では、必ずこの 3 つに集約されることを知ってい

いる場合には、ロイヤルティを成約価格に加算すべきことを規定し

れば、随分と気が楽になるはずです。

ています。この 2 つの法律要件の具体的意義について、213 号令第

そこで、これを押さえたうえで、上記①、②、③の評価方法の

13 条、第 14 条に詳細な規定が置かれています。

定義を 213 号令で見てみると、①と②は market approach に属

そこで、本件では、こうした条文に依拠して関係性の欠缺や販売

し、③は cost approach に属することがわかるはずです。income

の条件となっていないことを主張し、
証明していく必要があります
（そ

approach がない理由は、貨物を第三者に賃貸するなどして収益を

の実務的テクニックの詳細は紙幅の関係で解説することができない

得ることを想定することが困難だからです。そう理解すると、証明

ことをご容赦ください）
。この点に関して税関査察を受ける場合、税

方法の本質が理解できるはずです。

関職員はまず設備や部材の売買契約とロイヤルティの発生根拠で

ところで、①と②の market approach により証明を試みようと

あるライセンス契約を一生懸命に精読するのが通例です（おそらく

する場面では、そもそも証明のための証拠やデータを入手できなか

そうするように内部教育を受けているのだと推測されます）
。その

ったり、入手できたとしても、税関にデータが説得的ではないとし

プロセスで、双方の契約が他方の契約に言及している条項を発見し

て一蹴される場面も少なくありません。税関側の理由として移転価

た場合、小躍りして「これでもう貴方達が関係性や販売の条件を満

格と同様に同業他社への質問検査権に基づき入手されたシークレッ

たすことは明らかだ」と述べるようなケースがあります。実際には必

ト・コンパラブル（secret comparable）により証明が合理的では

ずしもそうでないのですが、一旦課税できるという心証を抱いた税

ないからとされる場面がありますが、当該シークレット・コンパラブ

関職員を押し返すのは実務的に容易ではないので、このような条項

ルは税関職員の守秘義務（213 号令第 4 条第 1 項）に依拠して納

はワーディング上残さないほうがベターでしょう。

税者である輸入者には開示されるわけではありませんので、納税者

４、その他の実務上の留意点

も不合理との指摘を直ちに受諾できません。こうして何としても徴

関税評価のプロセスで、設備や部材の成約価格が明らかに低廉

税実現に意気込む税関との間で交渉がデッドロックとなることも多

であると判断される場合、1 年しか遡及して徴収されないのが通例

くなるのです。

であるのに、違法性があるとして 3 年遡及して徴収される場面もあ

そこで、証明の中核的要素であるコストについて完全な証明を果

ります（税関法第 62 条）
。それどころか行政処罰として最高で本税

たすことができる③は証明責任の履行という観点にのみ着目する場

の 2 倍に及ぶ反則金を徴収されたり（税関行政処罰実施条例第 15

合、最も合理的かつ説得的なものとなります。しかし、コスト構造

条柱書、第 4 号参照）
、最悪の場合、普通密輸罪（刑法第 153 条

はメーカーにとって製造ノウハウと同等の価値を有する最上級の秘

第 2 項の単位犯罪）に該当するとして、直接責任者及び子会社が

密であり、これを税関に全面開示することに躊躇を覚えないメーカ

いずれも処罰される可能性もあります。こうした悲劇は、査察に来

ーはいないのではないかと想像されます。実際問題として、守秘意

た税関職員が総経理に面談したいと述べているのに、当該税関職

識が必ずしも高くないベトナムでは、関税評価の対象とされた日本

員がとても若く見えることから、即時に面談をアレンジしない結果、

の自動車メーカーが開示したコスト情報の一部がネットで入手でき

心証を著しく害したことがトリガーとなり起こる場合も多々あります。

るという事態になっていますが、これと同様のことが中国でも起こ

今年はこうした事例が特別に多いのか、6 月に在中国日本国大使館

らないとは限りませんし、ここまでオープンではなくとも、対象とな

から警告メールが発出されていますので、くれぐれも誠実な対応を

る貨物を製造する中国の競合他社に秘密が漏洩される懸念は大い

心掛けるようにしてください。
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中国ビジネス Q&A

関税評価の最新動向と実務上の注意
中国の製造子会社が税関の査察を受け、日本の親会社の子会社に対する設備や部材の売却代金が低すぎ
るとか、子会社が親会社に対して支払っているロイヤルティについて関税を支払うべきであるという指摘を受
けています。このような場合、どのように反論をすればよいでしょうか。
１、関税評価とは

1 つ目は、輸入契約当事者が親子関係など特殊な関係を有する

この問題は関税評価（価格査定）に起因します。2013

場合です（当該関係の詳細について 213 号令第 16 条参照）
。この

年 12 月 25 日に公布され、14 年 2 月 1日に施行された「税関輸出

場合には、移転価格と同様に、価格と価額が不合理に乖離する傾

入貨物課税価格査定弁法」
（税関総署第 213 号令。以下
「213 号令」

向が強まるため、税関は成約価格を価額として受け入れることをせ

といいます）が主たる法的根拠です
（当該法令の日中対訳は
［http://

ず、納税者である輸入者において成約価格が特殊な関係の影響を

www.cast-china.biz/_file/pdf/zeikan213.pdf］でご覧いただくこ

受けていない（換言すれば特殊な関係にもかかわらず、成約価格

とができます）
。

が価額である）と証明することを義務付けています（213 号令第 17

関税評価を簡単に説明すると、輸入関税及び輸入段階増値税の

条第 1 項）
。この証明に失敗すると、成約価格と価額が不合理に乖

対象である貨物には契約当事者が主観的に決定する価格（price）

離しているとして、その差額について輸入関税及び輸入段階増値税

と客観的に決定される価額（value 又は fair value）があり、両者

を徴収されます。

の乖離が税関の徴税権を不合理に侵害する程度に至っている（換言

2 つ目は、特殊な関係の有無に関わらず、成約価格に一定の費用

すれば、価格が価額よりも不当に低廉である）場合、国家徴税権

などを加算しなければならない場合です（213 号令第 11 条）
。その

の強制的行使を担う稽査局、密輸偵察局により、納税者である輸

うちの 1 つの類型がロイヤルティであり、一定の法律要件を満たす

入者（本件では中国の製造子会社）が問題の指摘を受けるというも

場合、これを成約価格に加算しなければなりません。加算処理をし

のです。

ていなければ、成約価格と価額が加算されるべきロイヤルティの限

同種の問題は国税である企業所得税の徴収行政を担う国家税務
局との関係でも見られ、価格と価額の不合理な乖離が生じ易い関
連企業間の場合、反避税工作処により移転価格の指摘を受けるこ

度で不合理に乖離しているとして、ロイヤルティについて輸入関税
及び輸入段階増値税を徴収されます。
本件では、この 2 つの例外場面に該当すると判断された結果、

とがありますし、関連企業間以外でも、企業所得税処により損金

税関から問題の指摘を受けたと考えられます。

不算入や益金算入の認定を受けることがあるのはその例です。

３、どのように反論すればよいか

中国の関税評価に関する法令（213 号令など）は、中国が WTO
（世界貿易機関）及び WCO（世界税関機構）の加盟国であり、
かつ、

（１）親会社の子会社に対する設備や部材の売却価格が低すぎると
いう指摘について

日本同様、条約優位説を採用する国であることより、条約である

親子関係は特殊な関係に該当しますので、納税者（輸入者）であ

WTO 関税評価協定と内容的に不整合を生じることがない建前がと

る子会社は設備や部材の売却価格（成約価格）が特殊な関係の影

られますし、WCO 関税評価技術委員会が当該協定の解釈及び適

響を受けていないと証明する必要があります。その証明の方法は次

用を明確化するために発布した採択文書の拘束を受けます。したが

のとおりです（213 号令第 17 条第 1 項）
。

って、当該法令は同様の拘束を受ける日本の関税法及び関税定率
法と同じような内容を有することになります。よって、法令内容が中
国の特有の特殊なものになっているということは決してないのです。

２、いかなる場合に価格と価額の乖離が不合理と判断されるのか
中国の税関職員数は現在約 5 万人と、日本のそれ（約 8,700 人）

①国内の特殊な関係のない買主に対し売却した同一の、又
は類似する輸入貨物の成約価格（213 号令第 19 条が規定
する同一貨物成約価格評価方法及び同第 20 条が規定する
類似貨物成約価格評価方法）
② 213 号令第 23 条の規定（ 逆控除価格評価方法）に従い

と比較して 6 倍弱の規模です。中国が日本の国土の約 26 倍あり、

確定される同一の、又は類似する輸入貨物の課税価格

しかもいかなる地域でも加工貿易（保税取引）が行われうることを

③ 213 号令第 25 条の規定（計算価格評価方法）に従い確

考えると、必ずしも監督管理のために必要な職員数であるというこ
とはできません。しかし、朱鎔基元国務院総理の政府行政機構改
革以降、その職員数を増加させることは容易ではありません。
そのため、輸入される貨物の価格が価額と乖離しているのではな
いかといちいち査察をすることは到底できません。費用対効果を考

定される同一の、又は類似する輸入貨物の課税価格

しかし、このように複雑な名称の評価方法を聞かされても、チン
プンカンプンだという方も少なくないでしょう。そこで、価額の評価
はそもそもどのように行うのかという根本に遡って考察し、それと
の関係で理解できるようにしましょう。

えても、そのようなアプローチは不合理です。そこで、原則として

そもそも動産である貨物を含む様々な財貨の価額を決定する方

輸入契約当事者の成約価格（ただし CIF 価格）を関税評価上も価

法は 3 つに集約されます。まず上場市場がある場合（株式など）
、

額であるとします（213 号令第 5 条）
。

上場市場で自動的に価額が決まります。またピカソの絵など入札と

もっとも、これには 2 つの例外があります。
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かオークションを経なければ決められない場合、そのプロセスを経

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 情報クリップ
2014 年 9 月

■ 9/1-3 第 3 回中国国際新素材産業博覧会に賛助
会員とともに出展

黒龍江省ハルビン市で開催さ
れた第 3 回中国国際新素材博覧
会に当会賛助会員とともに出展。
当会の参加案内により、賛助会
員の三菱商事、三菱マテリアル、
三菱 重工、JSR、ウシオ電 機が
出展し、PR 活動を実施。
当会ブースでは日中省エネ環
同博覧会は工業信息化部、黒 境ビジネス推進に向けた事
龍 江省人 民 政 府 の 共 催 により 業を紹介
2011 年から開催。今回は出展企業・組織
1,108 社による展示
4/24
の他、蘇波工業信息化部副部長、陸昊黒龍江省長、胡亜楓副
省長が出席した開幕式をはじめ、ハイレベルフォーラム等、様々
なイベントが実施された。期間中、成約額 164 億 5,000 万元、
来場者数は 5 万人（主催者発表）。工業信息化部が出展日本企
業のニーズに合わせて個別にマッチングを手配するなど、積極
的な姿勢が示された。第 4 回は 16 年開催を予定。

■ 9/10 北京市大気汚染改善に向けて技術交流を実施

北京市節能環保中心は現在、省エネルギー、クリーンコール、
脱硫・脱硝、VOCs 対策等大気汚染改善に資する分野の技術や
管理・経験等の情報収集のため当会に協力を求めている。この
一環として、賛助会員の要請を受け、酵素系燃料添加剤につい
ての技術交流を実施。同中心は、北京市政府の事業委託組織
として、省エネ計画・政策・法規等の研究・普及、事業の省エ
ネ評価や検証、北京市重点組織（企業）のエネルギー消費モニ
タリング等を担当。

■ 9/20「中国コンセプト下水処理場」推進専門家グ
ループとの技術交流を支援

2050 年時点で中国の下水処理場はいかにあるべきか…その

方向性を本分野の権威 6 人が研究・実証する「中国汚水処理
概念廠（コンセプト下水処理場）」プロジェクトが昨年から開始。
当会の協力で北京において日本の専門家との交流会議を実施し
た。中国では今後県域を中心に 2,000 以上の処理場を新設す
るが、本グループは現在の確立された技術をこのまま採用して
よいのかという問題提起の上、18 年までに理想型の下水処理場
（5 万トン / 日）を建設する計画。

■ 9/30 天津経済技術開発区管理委員会 郎東副主
任一行が来会

天津経済技術開発区郎東副主任一行が
当会生田専務理事を訪問。郎副主任からは、
同区は設立 30 周年を迎えるが、商務部に
よる国家級開発区総合評価で 16 年連続全
国１位。日本企業の TEDA への投資はサー
ビス産業が牽引し増加傾向にあり、進出外 郎東副主任
資企業は平均利潤率を大幅に上回る良好な経営状態との紹介
があった。
中央政府の京津冀（北京・天津・河北）一体化発展戦略の始
動、上海に次ぐ自由貿易発展区の設立認可の可能性の高まり等
で、同区にはさらなる発展が期待される。協力パートナーとして、
当会ひいては日本経済界に対し、大きな期待表明があった。同
区は、11 月 17 日（月）に東京で投資説明会を行う予定。

JCNDA NEWS

2014 年 9 月の日中東北開発協会の活動から

■ 9/12 遼寧省対外貿易経済合作庁 李冰処長が来会

遼寧省対外貿易経済合作庁招商三処 ( 日韓 ) 李冰処長が来会。日
中経済協力会議を含む日中間の経済交流等に関して幅広く意見交換

を実施。
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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
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