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2015 年 6 月の日中東北開発協会の活動から

巻頭言

会長就任にあたって

一般財団法人 日中経済協会会長
新日鐵住金株式会社代表取締役会長

のたび、一般財団法人日中経済協会会長という
年

題 する緊 急 提 言 を 発 表 し、この趣 旨 を

年

月、 発

た 張 富 士 夫 前 会 長 から引 き継 ぐこととなり、 改 めて

間にわたり日 中 経 済 交 流の促 進に大 きな 貢 献 をされ

ギ ー・ 環 境 総 合フォー ラムの開 催 な ど、 Ｗ ｉ ｎ・ Ｗ

環 境 汚 染 の 改 善 協 力 事 業 を は じ め、 日 中 省エネ ル

こうした 政 治 環 境 下においても、 深 刻 化 する 中 国の

その後、 去る５ 月 下 旬には、 習 近 平 国 家 主 席 が日

関係の改善に貢献をして参りました。

日に日 本 政 府、 経 済 界のご支 援により設 立 され

本 からの大 型 訪 中 団 を 前に「日 本との平 和 友 好 関 係

両 国の経 済 発 展に貢 献 して参 りました。この間、 中

という主旨のスピーチをされるなど、日中の政治関係

を 重 視 す る 中 国 の基 本 方 針 は 今 後 と も 不 変 で あ る」

りました。 日 中 間の経 済 交 流の内 容は時 代の変 遷と

イノベーションを軸とする構 造 調 整や改 革に真 摯に取

両 国は、 持 続 可 能 な 安 定 成 長 実 現のため、 それぞれ

変 化の激 しい世 界の政 治 経 済 情 勢のもとで、 日 中

国 経 済は、 自 力 更 生 から改 革 開 放への路 線 転 換 を 経

位の経 済 大 国とな

共に変化して参りましたが、日本と中国は双方にとっ

り組む等、 共に経済大国としての自覚と責任感をもっ

待されていると認識しております。 私ども日中経済協

てかけがえのない存在であり、日中経済協会に求めら

ます。

流の促進に努力して参る所存でございます。 皆さま方

会は、 今後とも、 強い使命感をもって日中間の経済交
周年という記念の年に、 尖閣諸島を巡る緊張をきっか

には、 従 前にも 増 してご支 援 と ご協 力 を 賜 りま すよ

年 前の 2012 年、 日 中 国 交 正 常 化

けに、日中の政 治 的 関 係はかつてない厳しい困 難に直

う心よりお願い申し上げ、会長就任のご挨拶とさせて

さて、

面致しました。 その中にあって日中経済協会は「日中

40

てアジア・太平洋地域の発展に寄与することを常に期

2

いただきます。

3

れる 役 割 は 今 後 とも 重 要であり 続 けると 考 えてお り

の国 際 化 も進み、いまや世 界 第

は改善に向けた確かな道程を歩みつつあります。

て以 来、

月

年 以 上にわたり日 中 間の民 間 交 流 およ び

務所をルーツに、日中国交正常化後の 1972 年

その責務の重さを痛感しているところでございます。

足直後の習近平政権指導者に直接訴えました。 また、

3

ｉ ｎの経 済 交 流 を 着 実に実 施 することを 通 じ、 日 中

大役をお引き受けすることとなりました。

13

日 中 経 済 協 会は、 日 中 国 交 正 常 化 前の覚 書 貿 易 事

8
11

て急 速な経 済 成 長を遂 げ、 WTO 加 盟を契 機に経 済

40

22

友 好の大 局に立 ち、 不 正 常な事 態の早 期 打 開を」 と
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宗岡 正二

中国企業の対日投資と
ビジネス・アライアンス

2014 年の中国の海外直接投資額は 1,029 億ドルで、海外からの直接投資受入額 1,196 億ドルに迫
るものとなった。中国からの対日投資は他国に比べて少ないが徐々に増え始めている。その中での先
覚的なアプローチを２例紹介する。

ICT産業発展と豊かな
社会づくりに貢献

「お客様志向のイノベーション」を通して

くりへの貢献を追求し、今年、設立 周

社の最新状況についてお聞かせください。

社長がこれまで歩んでこられた道程と御

社長就任おめでとうございます。
まずは王

ナーの皆さまに心より御礼を申し上げ

ださったお客さまをはじめ、
産学パート

をお借りして、
弊社を信頼し支援してく

年という節目の年を迎えました。
この場

年を経て、
当初 人だった日本法人

者向け事業を統括していました。
日本赴

取締役副社長として、日本の通信事業

ました。社長に就任するまでは、弊社の

のグローバルR&Dネットワークの一角

端末事業の 事業のほか、
ファーウェイ

ソリューション事業、
コンシューマー向け

向けネットワーク事業、
法人向けICT

代表などを経て、 年から 年までは中
13

るファーウェイは、おかげさまでその業

現在、世界170カ国に事業展開す

当バイス・プレジデントを務めました。

ト ナーとの共 同 開 発にも 力 を 注 ぎ 、

積極的に取り組むと同時に、産学パー

根ざすことを目指し、経営の現地化に

これまでの 年間、日本社会に深く

％増の約

績を順調に伸ばしており、昨年の売上

のほか、
調達も実施しています。

を占める日本研究所において、
研究開発

3

日 本 企 業の皆さまとともに成 長 する

高は前年比

億円に達しました。
また、
従業員数は
万人となり、
そのうち ％ にあたる

万6000人が研究開発に従事してい
ます。

そして、
これからの 年は「より『つな

Win・Win関係を築いてきました。

10

進する時期になると考えています。 年

がった』世界」
の実現に向けて大きく前

10

5
45

化」「革新」「協業」を経営戦略として日

岐にわたって刺激と新たな商機をもた

ンピックは、政策立案から産業まで、多

に開催される東京オリンピック・パラリ

本のICT産業の発展と豊かな社会づ

一方、弊社は 年の設立以来、「現地

20

7 17

兆5500

東欧および北欧地域のマーケティング担

12

05

2
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今年 月 日のファーウェイ・ジャパン

（以下、
書面によるインタビュー記事です）

ルストーンに向けて新たなスタートを

切る時期に、
日本という重要な市場を統

地採用率も ％に達しました。
また、
事

の従業員は700人にまで成長し、現

20

業範囲も拡大し、現在では通信事業者

75

括する立場になったことを大変光栄に思
います。

10

任前は欧州で 年間勤務し、
ルーマニア

私は2013年 月に日本に赴任し
11

さまにも感謝します。

ます。
加えて、
当社従業員の献身的な努

10

王社長：ありがとうございます。今年、

2

力とそれを支えてくださったご家族の皆

●

弊社は設立 周年を迎えます。
次のマイ

1

10

7

20

ファーウェイ・ジャパン社長

王剣峰
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よりも高い品質と先進的な技術、
深い市

ICT先進国の日本では、
世界のどこ

私たちは、持続的な成長を実現する

事業を発展させることによって、
製品や

場洞察力、
迅速なアフター･サービスな

にはサプライヤーを含むパートナー各

開発や調達業務が含まれています。

携帯電話
（5G）
サービスや4K/8K

どが求められます。
日本のお客さまにご

社とのオープンな協業が不可欠である

らすはずです。
その一例となる第 世代

放送の実現に向け、私たちは関係各社

満足いただくには、
新たな価値を生み出

と考えています。調達においては当社の

サービス品質の向上を図っていきたいと

の皆さまと協力し、技術革新に取り組

しつづけられるよう絶えず自己に挑戦

所が正式に発足しました。設立当初は

と持続的成長を追求するという、
パート

付加価値を創出することで競争力向上

じてサプライヤーとともにより大きな

い連携を図っています。
これは、
協業を通

段階からサプライヤー各社と共有し、
強

製品開発ロードマップや設計戦略を早い

も考えています。

本号ジャーナルのテーマ
「中国企業の対

し、
お客さまの成功をサポートすると同

んでいきます。

日投資とビジネス・アライアンス」
にフォー

くの新製品やサービスを日本の消費者

数人の小さなチームでしたが、
徐々に

ト・パフォーマンスの高いネットワーク・

動通信サービスを始めるに当たり、
コス

モバイル
（現：ソフトバンク）
が新たな移

せがきっかけとなりました。
当時のイー・

展開は実はお客さまからのお問い合わ

組みました。
こうした中、
日本での事業

エンド・スマートフォンなどを提供して

け携帯電話キッズケータイ、
そしてハイ

能付きデジタルフォトフレーム、
子供向

モバイルWi Fiルーターや、通信機

ほか、
世界、
日本ともに市場シェア１位の

通信規格LTEネットワークの構築の

た。例えば日本全国をカバーする高速

電工、京セラ、ジャパンディスプレイ、古

センターも開設し、
長年にわたって住友

本研究所内にグローバル・ソーシング・

の構築に尽力しているファーウェイは日

また、グローバルなバリュー・チェーン

究所に所属しています。

転。現在約100人の従業員が日本研

人員を増強し、 年には横浜に拡張移

Winな結果をもたらしています。

世界展開が可能になるという、
Win・

ジネス・ネットワークを生かした製品の

とってはファーウェイのグローバルなビ

品調達が可能になり、サプライヤーに

ニーズに応えるものだったのです。
こうし

も順調に成長しています。

河電工、村田製作所などの日本のサプ

ウェイにとってはお客さまのニーズや将

来のトレンドを踏まえた製品開発と部

現在の成功を支えているものは何で

ライヤーから部品・部材を調達していま

しょうか？また、
それらが培われる過程で

開発および調達

す。 年の日本企業からの調達総額は

前年比 ％増の2090億円に達しま

せてください。

世界でも優れた技術力と高い品質基
準を誇る日本は、
ファーウェイにとって単

した。
例えば、
ファーウェイのハイエンド・

直面された課題と克服体験などをお聞か

なる販売拠点でなく、
技術を磨く場であ

10

求が非常に高い市場であるため、
日本で

り、日本は品質やサービスに対する要

豊かな社会づくりへの貢献を追求して

戦略として日本のICT産業の発展と

05

事業規模および概要
繰り返しになりますが、 年間を経て

王社長：前述のとおり、
弊社は 年の設

事業範囲を拡大してきた弊社の現在の

日本での研究開発は、
まず 年 月に錦

スマートフォンで使用している部品の約

業務には、
通信事業者向け事業、
法人向

糸町のオフィスでスタートし、その 年

り、また部品の調達拠点でもあります。

け事業、
コンシューマー向け端末事業の

10

40

たしました。

てファーウェイは日本市場への進出を果

13

立以来、「現地化」「革新」「協業」を経営

14

％は日本製です。
さらに、前述のとお

●

-

12

後には研究分野を広げ、錦糸町と大手

1

60

10

ナーシップ戦略に基づくものです。
ファー

ソリューションを探されており、
ファー

いす。
また、 年に立ち上げた法人事業

にお届けする機会をいただいてきまし

町の カ所のオフィスからなる日本研究

時に、
自らも成長していかなければなり

王社長：1987年に創業したファー
ウェイは、
最初の 年間で中国国内市場

の叱咤激励に支えられ、
これまでに数多

カスして、
ファーウェイ・ジャパン設立から

通信復興作業

ません。
おかげさまで、弊社はお客さま
2

年の推移をお聞きしたいと思います。

5

を、
続く 年間で海外市場の開拓に取り

10

ウェイの技術力と実績がまさに同社の

10

事業のほか、
日本研究所における研究

3 JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

10

●

10

3

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 SPECIAL REPORT

えています。
私たちのこれまで、
そしてこ

る」
ではなく、「成長過程にいる」ととら

ら、私たちは弊社の現状を「成功してい

たちが生き延びる唯一の道です。
ですか

イノベーションを創出し続けることが私

産業界では、
お客さまの成長につながる

壁や幾多の困難に直面したそうです。

るしきたり、
プロセスに気づかず、
言葉の

に異文化の壁に遭遇し、
日本人が重視す

ネスを行う多くの海外企業と同じよう

した当初のファーウェイも、
日本でビジ

大から聞いた話ですが、
日本市場に参入

日本法人を立ち上げた前社長の閻力

志向の経営理念や献身的な努力という

面でも苦心しました。
しかし、
お客さま

知名度が低く、
現地人材の獲得といった

日本市場への参入はやや遅かったため、

競合他社と比べると、
ファーウェイの

盛んに実施してきました。

ントや従業員家族を交えての親睦会も

ケーション委員会」
の設立、
スポーツイベ

過ぎると顧客ニーズから乖離してしま

常にライバルの半歩先までだ。
先を行き

ばならない。
しかし、
リードしてよいのは

て技術面で業界を引っ張っていかなけれ

す。「ファーウェイはイノベーションを通じ

任正非は、
かつて次のように述べていま

ているのもこうした理由からです。

員のうち、
半数近くが研究開発に従事し

こと。

も相互理解を深める努力を続けてきた

も目を向けるようになりました。
その後

世界トップ･ブランド上位100社に

グ企業インターブランドによる評価で、

界的に有名なブランド・コンサルティン

の、そして潜在的なニーズにフォーカス

ションに紐づく活動はお客さまの現在

ます。
つまり、
弊社では、
すべてのイノベー

は世界各地で現地のお客さまやサプラ

に、
どのような将来像が見えていますか？

何でしょうか？
「イノベーション」
の向こう

ます。御社にとって
「イノベーション」とは

業には「イノベーション」が求められてい

中国も経済の改革に取り組んでおり、企

低成長が続く世界経済の中で、
日本も

標です。
日本研究所はまさにこの役割を

コシステムの構築を促進することが目

オープンな協業により業界の健全なエ

ねてICT業界全体の発展に貢献し、

けでなく、
さらなるイノベーションを重

によってお客さまのニーズを満たすだ

に努めています。
より競争力の高い技術

4
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もあります。
全世界 万人あまりの従業

れからの成長を支えていく要素としてい
しかし、
お客さまの信頼を得るのに近道

企業精神に則り行動し続けることで、
次

いかねない」。
弊社の
「お客さま志向のイ

除くため、
語学学習制度、「社内コミュニ

くつか挙げさせていただきます。
はありません。
従業員たちは失敗から多

第に市場の信頼を得てブランド力を高

ノベーション」
の根源はまさにここにあり

に取り組むこと。

①徹底したお客さま志向により、お客

くの教訓を得て、ゼロから学習し直し、

めてきました。 年、
ファーウェイは、世

きました。
変化と競争の激しい情報通信

さまの事業に新たな価値をもたらす革

次第に日本人が重視するディテールに

②日本のICT業界との連携を強化し、

ことで少しずつお互いの距離を縮めてき

お客さまにとって真に価値のあるイノ

お客さま、
サプライヤー、大学や研究機

が発表した世界で最も革新的な企業の

しているのです。

また、
社内の
「異文化間のズレ」
を取り

ランクインしたほか、
トムソン・ロイター

③製品やサービスのみならず、
事業運営

ベーションを実現するため、
ファーウェイ

重ねにより、
日本市場でも優秀な人材を

ベーションに取り組み、それぞれのパー

王社長：イノベーションは、
弊社のコア・

担っているのです。

トナーとのWin・Winな関係構築

コンピタンスであり、「遺伝子」
の一部で

ています。

優れた人材を積極的に採用することに

④将来のI C T産業の発展を担う人
材の育成や被災地域の復興支援などの
CSR活動を通じて、現地社会に根ざ
す社会貢献活動に積極的に取り組む
こと。
⑤そして、
忘れてならないのは従業員の
モチベーションを高める人事制度、研修
プログラム、
貢献度に見合った報酬体系
の導入・見直し、
そして労働環境の向上

●

し、
迅速に対応すること。

イヤー、大学、研究機関等との共同イノ

全般においても現地化を推進し、
現地の

社にも選出されました。
こうした積み

ました。

ファーウェイの創業者兼CEOである

新的な製品やソリューションを提供する

17

関との幅広い協力関係を築くこと。

14

引きつけることができるようになってき

1

よって、
お客さまのニーズを的確に把握
グローバル ICT 人材育成本社研修プログラム

中国企業の対日投資と
ビジネス・アライアンス

を得るためには、
長期的に投資を継続し

ンのようなものだと考えています。成果

また、弊社はイノベーションはマラソ

なると補充を促してくれたり、
野菜室の

の冷蔵庫なら、
卵や牛乳の残量が少なく

月々の自動車保険料が安くなる。
ご家庭

発に 億ドルを投資することを 年に

社は 年までにこの5G技術の研究開

する技術の実用化にもつながります。
弊

わ、
手ぬぐいなどを提供しました。

伴走バス用のWi Fiルーターやうち

る東北と東京の中学生を応援するため、

から売上高の少なくとも ％を研究開

なければなりません。
弊社は、
設立初期
無駄な買い物を防いだりすることがで

在庫をスマートフォンからチェックして

大学、
標準化団体と協業し、
日々技術の

発表して以来、
世界各地の通信事業者、

13

進化に励んでいます。

6 18

きます。製造業においても、人工知能の

復興ふれあいの森作り

年には、早稲田大学大学院の学生に

②グローバルICT人材の育成として、

-

対して、
ファーウェイ本社での技術研修

ケーションを支えるだけでなく、人々の

情報通信技術は今、
人と人のコミュニ

果が特許保持件数や出願件数にもつな

6600億円となりました。
こうした結

は約 ％の増加となり、 年の売上高の

額は約7860億円で、前年同期比で

日本も 年東京オリンピック・パラリン

して、世界が5G技術を推進する中、

LTEに次ぐ新しい国際通信規格と

のもそう遠くない未来のことでしょう。

ロボットが 家に 台という時代がくる

手ごろな価格で入手できます。家庭用

機能を備えた話題のロボット『 Pepper
（ペッパー）』
はパソコン 台分程度のお

きます。
また、
最近発売された感情認識

することで製造効率を高めることがで

グなどの調達要件に応じて部品を発注

から製品の部品の種類、数量、
タイミン

進化により、
コンピュータ自身が生産高

復興活動を実施しました。被災地の子

ンと協力して、
子どもたちを中心とした

社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ

①震災復興支援として、 年には、
公益

組んできました。

全などを中心としたCSR活動に取り

援やグローバルICT人材育成、
環境保

員として東日本大震災被災地の復興支

王社長：弊社は設立以来、
日本社会の一

ＣＳＲ活動についてお聞かせてください。

業市民としてのファーウェイ・ジャパンの

締めくくりに、日本社会に根ざした企

エンス・インカレ参加者を中心に募った

賞」
を創設しました。
今年 月には、
サイ

エンス・インカレに協賛し、「ファーウェイ

に今年は、
文部科学省主催の第 回サイ

国ファーウェイ本社を訪れました。
さら

本各地から選ばれた 人の高校生が中

画・監修した
『世界塾』
の特別研修で、
日

純教授が早稲田塾の高校生を対象に企

慶応義塾大学の竹中平蔵教授と村井

に参加する機会を提供しました。
また、

暮らしの利便性や産業の生産力などの

発に投入し続けてきました。 年の投資

10

14

13

％に相当しています。
これまで 年間

の研究開発への投資額は累計で約 兆

がっています。
国連の世界知的所有権機
関が発表した報告によると、
弊社が 年
に出願した国際特許は3442件で、

く耳にされると思います。弊社は、 年

）
、
つまり
「モ
近、 （
IoT Internet of Things
ノのインターネット」ということばをよ

改善も重要な役割を果たしています。
最

されます。
この新しい通信規格によって、

実現されるほか、
遅延時間が大幅に短縮

約1000倍とされる通信スピードが

指しています。
5Gでは現行のLTEの

ピックに向けて5G技術の商用化を目

製タブレット端末を寄贈しました。
その

アプリをインストールしたファーウェイ

ナルSNS
（ソーシャル･ネットワーク）

む
「子どもまちづくりクラブ」
に、
オリジ

どもたちが自主的な復興活動に取り組

ています。
例えば、
多くの従業員が
「多文

なるよう、
従業員の積極的な参加も促し

行う際には、
地域社会に密着した活動と

全にも取り組んでいます。
CSR活動を

浜」
の植樹や整備に協力するなど環境保

動としての
「震災メモリアルパーク中の

その他、経団連自然保護協議会の活

億のモノがネットワー

25

しょうか。
例えばネットワークにつながっ

タイルにどのような影響を及ぼすので

ト」
が私たちの日々の暮らしやワークス

います。
では、
この
「モノのインターネッ

クに接続される時代になると予測して

れる、確実に、遅延なく情報をやりとり

た、自動運転や遠隔医療などに求めら

トリーミングも可能になるでしょう。
ま

容量のハイビジョン
（超高精細）
映像のス

利用できるようになり、8Kといった大

す。
復興への思いを胸に都内を駆け抜け

ティー・リレー・マラソン」
に協賛していま

ピー協会主催の東北復興応援「チャリ

連続で、公益社団法人日本フィランソロ

書籍の寄贈を行いました。

で学ぶ外国の子どもたちの学習指導や

実行したほか、ボランティアとして日本

トに参加し、
チャリティ･バザーを企画・

3

までに

ほかにも様々な形で同団体へのサポー

出願件数で世界 位になりました。

4

約 人の大学生による本社での研修も

8

38

●

これまで以上に高速なモバイル通信を

13

1

10

3

14

化共生センター東京」
の支援プロジェク

1

14

トを続けています。加えて、当社は 年

予定しています。

20

1

1

30

1
0
0
0

た車が走行データを蓄積してくれれば、
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け投資すれば良いのかという意味では、

こういう業界が日本でも 年当時に

いう意味では先進国・日本の企業の方

年当時、
日本は経済停滞、人口減少、高

取り込み、中国で成長させることがで

できない。
こうした会社に中国の成長を

中国に進出し何らかの問題を抱えてい

にいて日本の企業の様々なビジネス上

役割は非常に重要で、彼ら 人が現地

れにより差別化している。他社のファン

が半分、消費財が 社、物流関連会社

資をしてきました。業種別では、製造業

投資のタイプで分類すると、 社の

うち約 社は後継者がいない事業承継

別の観点から言いますと、中国には

のパターン、要するに創業者から会社

6
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り、 ％以上の株式を取ります。

の問題に直面する国内の中堅企業に

勃興し、そこに我々シティック・キャピ

がより安定しており、
これに比較して中

後継者問題と国内市場縮小の二つ

対 し 、バイアウト 投 資 と 対 中 ビ ジネ

シティック・
タル が参入したわけです。

会社の経営に対する信頼度、成熟度と

ス支援により新たな活力をもたらし

方、安定し成熟した信頼できる日本の

齢化問題のもとで、海外に市場の成長

きれば、安定性と成長性という良い所

会社は、日本国内の需要のみでは成長

を求めなければ多くの企業は立ち行か

取りをして両立できると考えた。
これが

大きなポイントです。

人、

人員は、東京オフィスに 人、上海に

人、国籍別で言うと日本人が

人が中国人です。
この 人の中国人の

て問題を解決すれば中国ビジネスがさ

の問題解決をサポートをしています。

進出していないが中国に出て行く潜在

力があり、技術力・製品力・ブランドが

あるという会社など様々です。
何らかの

形で我々が中国ビジネスのお手伝いが

これまでに 件の様々なタイプの投

ドが弊社と同じように中国での支援を

が 社です。

できるという会社であれば投資をし、
こ

日本企業の事業承継と
中国ビジネス支援

らにうまくいくという会社、今はまだ

できる会社が多数ありますが、すでに

･アジアで活路を見出せる会社、成長

日本の中小企業・中堅企業には、
中国

した。

なくなると予想され、そこに着目しま

プをバックにしています。2003／

国の会社にまつわるリスクは大きい。
一

にお聞きした。

シティック・キャピタル日本
ファンド設立から 年

年 前の

我 々シティック・キャピタルの日 本
ファンド が 設 立 されたのは
2004年です。我々の業界はプライ
ベート・エクイティ業界、バイアウト業
界という言い方もされますが、基本は
機関投資家の資金を運用しています。
運用の仕方としてバイアウト投資、
一言
で言えば会社の買収であります。ベン
チャーキャピタルも同じように投資し
ますが、大きな違いは、
これから伸びる
若い会社に投資するのがベンチャーキャ
ピタル。
バイアウトは、成熟した比較的
に出来上がった会社に投資しており、
投
資のステージが違います。もう一つの違

3

模索する動きはありますが、我々と同

じことができる競合他社は無く、唯一の

4

を買うというパターン、 社は親会社の

存在であると思います。

10

いは、ベンチャーキャピタルは会社の経

10

成長性はありますが、中国の企業にだ

4

営権は取らず、あくまでも会社の創業
者が経営権を握って、
ベンチャーキャピ

9

10

3

2

タルは資金的なサポートをする。バイ
アウト投資は、基本的には経営権をと

2

3

1

11

04

キャピタルはご承知のとおり、
シティッ

04

てきたシティック・キャピタル・パート

51

クという中国の政府系巨大財閥グルー

CITIC Capital Partners Japan Limited 代表

ナーズ。その 年の経験談を中野代表

中国市場で成長する
日本企業への投資

中野宏信

11

11

中国企業の対日投資と
ビジネス・アライアンス

いますが、
これまでの 件は、投資とし

かなかうまくいかなくなる場合が多い

先の中国進出を我々がどれだけうまく

てはどれもうまくいっていますし、投資

きるだけの経営力と人材がいないと、
な

同じ船に乗っているということです。商
ということです。

ら、会社と完全に利害が一致しており、

社や現地のパートナーを見つけてやる

戦略上の理由で子会社を売却するとい

くなり法的整理になってしまったが、将
となると、
もちろん目的は共有している

うパターン、 社は会社が立ち行かな

来的に見込みがある会社、その他は、
こ
ところはありますが、取引ですから利

我々が投資をしたのは 年でした。当

鳴 海 製 陶 という 洋 食 器の会 社に、

鳴海製陶のケース

自負しています。

れの会社で相応の実績を上げてきたと

サポートできてきたかというと、
それぞ

の業界ではセカンダリーといって、他の
害相反も有り得る。
そうすると、そこに

そこから投資期間が限定されます。大

の運用期間というのがあって、おのずと

我々はファンドですから、当然、資金

投資期間は４～５年

ファンドが持っている会社を我々ファン
は色々な摩擦と対立も当然生じる場面

10

ドが買うというケースです。
があるということです。
よく現地で「良いパートナーを見つ

やはり、創業オーナー会社が大半で、
これらオーナーの多くの共通する問題

意外と短いと感じるかもしれません

体 ～ 年です。

は信頼を裏切られて、撤退するという

が、 ～ 年あると、ビジネスをある一

けた」と言って海外進出し、結果として

は日本国内だけではなかなかやってい

ケースが見られます。最初は同床異夢

の一つは後継者がいないこと、もう一つ

けないという問題があって、我々はこの

5

ありそれに対するサポートが欲しいと

しかし、中国でビジネス上の問題が

重要なポイントです。

二つの問題を同時に解決できることが

益のみを考え、
そういったことは起きま

同じ舟に乗っているのでお互い会社の利

といったことになります。我々の場合は

めぐる違いが出てきてうまくいかない

で良かったが、だんだんお互いの方針を

などはあまり聞いたことがないです。中

というと、 ～ 年でうまくいった会社

れだけの年月を掛けてそこに至ったか

までに成功している日本企業が一体ど

中国事業は、業種にもよりますが、
これ

定の軌道に乗せることができます。
ただ

の百貨店に店舗を構えることができま

大手百貨店チャネルにおいては、 数社

国の販路は飛躍的に伸びました。まず

いた期間は約

とんどプレゼンスは無かった。投資して

時、同社は中国に進出したばかりで、
ほ

思った時に、通常必ずしもすぐに投資
せん。

ます。また先ほど我々が事業承継の問

以外にもそれを提供するところはあり

進出という切り口だけであれば、我々

経験があり、
人材も情報力もある。
中国

で非常に強いネットワークとビジネス

や現地のパートナーなどは、
すでに中国

を握れないケースが多く、
それは相手の

いうケースもあります。事業の主導権

然得られないままに終わってしまうと

かれ、当初得たいと思っていたものは全

一緒にやった結果、良い所だけ持って行

判らない相手のホームグランドに行って

現地のパートナーによっては、勝手の

るわけではなく、重要なのは、その会社

我々も ～ 年で性急に結果を求め

います。

れるようなことはなかなか少ないと思

で、撤退だとか、白黒をはっきりつけら

ンで考えるものだと思います。 ～ 年

国事業の成功というのはもっと長いスパ

きました。

り、中国ビジネスを拡大することがで

いては、主に五つ星、四つ星ホテルを中

入っています。
また、
ホテルチャネルにお

百貨店だけではなく現地の百貨店にも

都市、
２級都市では、
高級な部類の日系

した。北京、上海だけではなく他の１級

ネスを展開していくための礎を作るこ

5

会場やレストランの食器を供給してお

鳴海製陶の食器は、日本とインドネ

肢として非常に有効な場合はあると思

我々がご一緒すれば中国の事業はす

は、日本で作ったものです。中国ではメ

シアで作っていますが、中国で売る食器

では、何が違うのか。非常に大きな違

イド・イン・ジャパンに対するニーズが

とです。

心に100近くのホテルに対して、宴

題と中国進出・ビジネスの支援という

が中国で将来長きにわたって中国ビジ
もちろん、商社、現地パートナーのサ

4

べてバラ色ですというのは不遜だと思

ポートを得ることは、経営の一つの選択

5
いますが、相当うまく主導権を維持で

ります。

が、
どちらか一方を解決できる会社はあ

ホームグランドだからです。

20

7

両方の問題を解決できると申しました

5

年ですが、その間に中

ファンドを思いつかないですよね。商社

5

4

4

いは、我々は会社の株主になりますか
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4

06

4

1
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をしたのですが、あくまでもこれを主

販路開拓のために我々は色々な支援

す。

高く、拘りはかなり強いように思いま

ど、現地に合った形に直して、受け入れ

ボーナス、業務目標・責任の明確化な

ます。
やはり、人事システム、特に給与・

取れないし良い人は定着しないと思い

経営陣や社員にしてみると、まず親会

良企業であるというところから、
同社の

マとして、親会社が日本の名だたる優

セスが必要でした。その中の一つのテー

だんと実感できてきます。また、
これは

だんだんと判ってきて、
メリットがだん

そうすると、彼らも具体的なことが

て、
色々とディスカッションしました。

するための材料は我々の方から提供し

自分たちだけではとてもできない、
やは

社から独立をするということ自体が天

地をひっくり返すくらいの話です。独立

り我々のようなパートナーと一緒に組

られやすいものに変える必要がありま
す。
これがなかなか日本企業だけでは

をして投資ファンドが株主になるとい

体的に行うのは鳴海製陶の中国法人で
す。投資をした当時は、中国マーケット
難しいものです。

が、採用は口で言うほど簡単ではあり

マネージャーを複数名採用したのです

どもが投資をした後、優秀な現地人の

ジャーはおらず、日本人のみでした。私

ヘイビアを良く理解した現地のマネー

ための支援も含めた様々なサポートを

のコミュニケーションギャップを埋める

ていけば良いのか、
日本人と中国人の間

良いのか、
採用した後どのように運用し

ますので、どういう条件で採用すれば

我々は、現地に中国人メンバーがい

に時間がかかる。

とが次の段階です。
これがまた非常

良いことがあるのかを理解するこ

緒にやると会社にとってどのような

るか、
さらにシティックファンドと一

そこは、我々シティックという株主の

は難しいことです。

という会社が良い人材を獲得すること

本の中小企業、名前も聞いた事が無い

ば喜んで人材は入社してきますが、日

ていただき、理解していただくのは、そ

ど、
一連のところを経営陣にイメージし

ジネスを将来どのようにしていくかな

をどうもっていくのか、
日本や中国のビ

にこれまでの経営陣はどうなり、会社

株主が変わるということ、
変わった後

に、まず中国の市場調査の結果、競

定できるのか、
イメージを持つため

い、どのくらいのビジネスが将来想

中 国マーケットでどうやって戦

要がありました。

ということを思い描いてもらう必

るのか、それをどのようにやるのか

国投資有限責任公司）
、カタール・ホールディングが株主を構成。代替投資を中心と

した投資運用と投資顧問を行う会社。
中国の投資家に加え様々な国際的投資家グルー

プの資産、46 億ドル以上を運用。中核事業は、プライベート・エクイティ、不動産投

資関連、ストラクチャード・ファイナンス、アセット・マネジメント、ベンチャーなど。

んでやる必要があるという認識を持っ

ませんでした。中国で、良い人材を採用

シティックファンドと一緒にやる

しています。

と中国進出が今まで以上にできる
というが、
具体的に中国の市場で鳴

ブランドが有りますから、我々がうま

う簡単なことではありません。結婚す

争状況の分析の結果、そういうも

日本企業側の意思決定プロセス

くそこに関与することによって、応募者

る前にこの人と一緒になったらどんな生

のと自分たちの力、強みと弱みを

■シティック・ジャパン・パートナーズ（CITIC Japan Partners：CJP）は日本の企業を

投資対象とする日本ファンド。2004 年にファンド規模約 170 億円で設立され、10 年

には約 180 億円の 2 号ファンドを設立。詳細は http://citiccapital.jp/

し、良い人に活躍してもらって、良い人
に会社に定着してもらうというのは、
日
本企業にとって大変難しいことです。ト

にとってはシティックの関係する会社に

活が送れるかをイメージする、
それがで

照らし合わせて、どのくらいの中国

海製陶というのはどのくらいやれ

入社するということなり、
よい人材の獲

きないと相手が自分にとって良い相手

マーケットで商売が築けるか、具体

ヨタやキヤノンのような大企業であれ

得が比較的容易になります。

かどうかは判らない、
これと近いものが
日本は、世界の中でも特有な人事慣

良いのか、
これらをディスカッション

的にどういうやり方をしていけば
鳴海製陶の場合は、約９カ月のプロ

あります。
行を持っています。
これと同じことを中
国あるいは海外でやっていては良い人は

「 中信資本」、
本店：香港）
は 2002 年設立。現在は、
シティック・リミテッド（中信股份）
、

うことが自分たちにとって何を意味す

を良く理解し、中国顧客の嗜好とかビ

COLUME

■シティック・キャピタル・ホールディングス（CITIC Capital Holdings Limited：中国名

テンセント・ホールディングス（騰訊）
、チャイナ・インベストメント・コーポレーション（中

8
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中国企業の対日投資と
ビジネス・アライアンス

ていただく。
これらを カ月間かけて行
いました。

グループの中国人メンバー 人とは別

は、本件に限らず頻繁に起きます。我々

の会社もそうです。
これからはこういっ

２年前に投資した眼鏡の有名ブランド

います。
いくつものケースを経験してい

売っていくかという販路の開拓、
マーケ

いかに日本の良いブランドを中国で

た消費財の会社に投資機会、魅力があ

て、労務当局とのパイプも太く、
この方

ティング、また中国での一部の消費はま

に、
シティック・キャピタルの中にはこの

別のタイ プと して 、例 え ば ト ライ
に助けを借り、地方政府や労働組合代

だまだ店でも買うのですが、ウェブで買

ると思います。

ウォールとうい特殊段ボールの会社の
表との交渉をやってもらい、最終的にう

も東南アジアも段ボール需要が伸びて

を攻めていくか、
それをうまく活用して

の消費財ブランドがいかに中国のEC

うE Cが日本より進んでいます。日本

ケースがあります。
この会社は日本の

すでに 年経過していますが、中国

本よりも中国の方が大きく、次に東南

我々が非常に注目している点は、日

％、中 国は確 実
に ％以上成長する。しかも人口で

でしょうが、日 本は

確かに中 国の経 済 成 長は鈍 化 する

援するということです。

業で活躍できる日本の企業を発掘し支

ては、中国の商品マーケット、サービス

ていきたいと思います。今後の展望とし

ういった方面でも我々がうまく支援し

いくかは、大きな共通テーマであり、
こ

すでに会社がグローバル化していた点
です。
ただ、中国ビジネスは充分に大き

場を目指すということで経営陣と目標

本の製造業が中国でやっていくことが

かったこともあり、
我々と組んで香港上

が一致し、 年に投資に至りました。

まず人件費が高い。非常に付加価値

だんだん難しくなっていることです。

を目指したことがあったのですが、
それ

が高い製造業というのは、
当然これから

実は、日本の東京証券取引所で上場

が 年、まさに金融危機の時に重なり

国と東南アジアが大きいのだから、上

良く考え直してみると、ビジネスは中

計画は挫折してしまったのです。
一方で、

らベトナムや、他の東南アジアの国に移

の高い付加価値の低い製造業は中国か

も中国に残っていきますが、
労働集約性

ティーのある市場が他にあるとは思え

が示 すとおり、
これ以 上のオポチュニ

倍のマーケットです。
この厳然たる数字

伴う労働争議の問題がありました。移

ここで一つ、中国国内での工場移転に

にも、
こういった傾 向が反 映されてお

こにあります。最近の我々の投資実績

は魅力的で、日本企業の伸びしろはそ

一方で、消費マーケットとしての中国

いる中堅企業にとっては、非常に大きな

中国でビジネスを築いていこうとして

ケットであることは間違いありません。

化しても引き続き大きい魅力的なマー

そのものを示すものではなく、
成長が鈍

ません。
新常態とは、
必ずしも成長鈍化

転していく流れがあります。

転先は同じ省内だったのですが、
人件費

り、１カ月前に発表した 代前半の女

チャンスであり続けると思います。

コストの低い別の場所に引っ越すとい

20

いという結論になったわけです。

場するのであれば日本よりも香港がよ

10

1

新常態下での今後の展望

おり、
業績は非常に良好です。

4

アジアで、日本は３位といったように、

先と大きく異なる点は、売り上げが日

まく決着しました。

ような交渉をする中国 人の専門家が

3

会社ではありますが、他の日本の投資

トライウォールのケース

9

性向けアパレルの会社がその一例です。
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5

10

うことで揉めたわけです。
こういう問題

新常態の中国市場も日本企業と共に成長

08

●
中国経済解説
●

中国の対外経済戦略

中東欧、アフリカ、さらに米国の庭

に展開している。アセアン地域から

負うという形で
「鉄道外交」を積極的

と資材を提供し、さらに工事も請け

界各地での鉄道建設事業に対し資金

う人も多いと思う。特に、中国は世

例の
「インフラ輸出」のことだなと思

これは中国が最近力を入れている

として、インフラ建設を売り込みに

克強総理自身がスーパービジネスマン

こうした労働者に加えて、今や、李

れが中国のバイタリティーでもある。

多くの中国人が現場で働いており、こ

も治安が良いとは言えない地域でも、

しているのには驚かされる。必ずし

インフラ建設に多くの中国人が従事

道路建設、港湾建設、運河建設等の

を持つ立派な国家戦略でもある。

速鉄道については、国内で本格的な

ル）への協力合意も行われている。高

鉄道建設（８００キロ、１０６億ド

ドル）
、タイとラオス国境を結ぶ高速

ローバル産業として育成させる契機

発電所建設、上下水道建設等）をグ

（ 鉄 道 建 設、 列 車 輸 出、 道 路 建 設、

新たな戦略産業として、インフラ産業

労働集約型産業にばかり依存しない

改革開放後の大型企業の産業育成

運行を始めてから僅か７年で日本の

長の約６割の規模にまで整備が進み、

の大きな柱は、「国営企業の分割・競

とする。

今やその目を世界に向けようとして

る産業集積」であったが、ここへ来て

争」、「外国からの投資受け入れによ

原子力発電所については、１９９

海外戦略分野では別の流れが出てき

いる。

０年代にパキスタンへの輸出実績があ

ている。

年２月には、二大国有鉄道車両

るが、２０１３年には英国の発電所

建設に対して出資が決まり、 年２

15

10
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月にアルゼンチンへの新型炉の輸出が

合意されたことも報道されている。

先の中南米まで、鉄道建設 ･車両輸

世界中を飛び歩いていることは、日本

ところで、海外の鉄道建設も含む

出についての協力・ビジネス連携を進

でも度々報道されている。

鉄道、原子力発電所等重工業
設備の国際市場開拓

めている。その対象国は 数カ国に

セルビアのベオグラードとハンガリー

（ⅰ）グローバル・インフラ産業育成：

これらは、次のような複数の意味

のブダペストを結ぶ準高速鉄道
（ 億

及んでおり、例えば、最近の例では

20

新幹線の６倍、世界の高速鉄道総延

30
15

日中経済協会専務理事

生田章一

進む中国の高速鉄道整備

２０１５年１月の国務院常務会議で
「中国装備産業の走出去
（海外進出）
加速」
に関する６項目の決定が行われた。
これらは、
最近打ち
出されている各種の具体的な施策につながっている。
（１）
鉄道、
原子力発電所等の重工業設備の国際市場開拓、
業界資源の最適化、
対外合作モデルのイノベーション、
Win・Winの実現。
（２）鉄鋼、非鉄金属、建材、軽紡績等の業界に重点を置き、国際市場における需要の掘り起こし、企業が国内外のサプライチェーンを有
効活用し、
製品を海外進出させることを支持。
（３）
アウトソーシング、
対外投資等を通じて、
通信、
電力、
工事機械、
船舶等のセット設備の輸出を強化。
Ｍ＆Ａの支持、
海外におけるＲ＆Ｄセンターの建設、
海外に跨る国際経営能力の強化を支持。
（４）
特別な資金の割り当てとともに、
市場の原則に基づき外貨の運用ルートを円滑化し、
国内外における直接金融の展開を支持。
（５）
国内外における投資状況の監督管理、
企業の規範的な経営を強化し、
悪質な競争を断固として防ぐ。
リスクコントロール、
突発的なリスクへの対応メカニズムを構築。
（６）
企業のＣＳＲを強化し、
現地における雇用創出、
人材教育、
アフターサービスを強化。
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業が誕生した。電力業界でも送電網

１００％、売上額約４兆円の巨大企

メーカーが合併して国内シェアのほぼ

（ⅲ）過剰設備問題の解決策： 国内

なる。

為替レートの上昇圧力軽減が可能と

同時に国内のインフレ圧力、「元」の

である国有基幹企業の整理統合は、

た、各地方での大きな雇用確保の場

抗勢力がいることは当然である。ま

ているが、国有企業を始めとして抵

引な工場閉鎖も含めた）対策を行っ

いる。 年 月の政府活動報告では、

被るケースがあったことが報じられて

化に伴い、国有企業が多大の損失を

最近、海外投資、輸出案件の大型

リスクコントロール

運営で国内シェアの８割を占める中国
で深刻化している素材産業
（鉄鋼、セ

地域経済の維持という観点からも必

国家電網は、傘下の変電設備会社
メント、ガラス等）
、石炭産業の過剰

れた。インドの高速鉄道やトルコの

合に向けて交渉を行っていると報道さ

家核電技術と中国電力投資集団が統

いる。原子力発電所の分野でも、国

の海外電力企業の買収に乗り出して

る。また、過大な生産能力を有し、

うとしているだけに、有力と考えられ

シフトする
「新常態」政策が採られよ

動力を固定資産形成から消費主体に

きる。特に国内では、経済成長の原

設備問題の解決策の一つとして期待で

つつあり、輸出先の多様化は、喫緊

は貿易摩擦を惹起する要因にもなり

輸出されているが、急激な輸出増大

の全生産量に相当する量が中国から

鉄鋼については、すでに日本国内で

ずしも簡単にはできる問題ではない。

業の海外展開での経営を軌道にのせる

障能力を高める。これによって中国企

避を重視し、海外における権益の保

険をかけることとする。
・・・リスク回

型プラント輸出向けの融資に必ず保

「輸出信用保険の規模を拡大し、大

社を吸収し、ブラジル、イタリア等

原子力発電所を巡る受注競争にもこ

ことによって、国際社会の中でたくま

しく成長できるようにする」ことが

の課題となっている。

える国有建設会社の新たな受注先の

国内の景気問題にも大きな影響を与

なっている。

出や輸出拡大を後押ししているので

を有力国有企業に集中させ、海外進

国内市場で得られる収益や経営資源

インフラ資金需要の大きい国々に対

新たなツールとなる。特にアジア等の

中国のプレゼンスをさらに拡大する

（ⅳ）プレゼンス拡大： 世界における

を推進する方向が示されているが、こ

なく、全体のプラントシステムの輸出

ものがある。単体の機械輸出だけで

たプラント輸出政策を彷彿とさせる

かつて日本政府が強力に推し進め

されている。

化、保険料の低減化を行う方向が示

ニングを行うとともに、損失の平準

による統括的なリスク管理、スクリー

のようなものを導入して、保険当局

日本の貿易保険における包括制度

提起された。

はないか」との声も聞かれるが、今

し、中国主導の国際金融機関と一体

れも中国企業がその技術力、資金力

開拓として、大きな意味を持つ。

や国有企業だけでなく民営企業の中

となって影響力を強めていくステップ

日本の企業の中からは
「巨大な中国

にも世界に出て行く実力を備えた企

を蓄えてきたことを踏まえてのことで

（ⅱ）膨大な貿易黒字の行先： 毎年
発生する膨大な貿易黒字（ 年＝３

「一帯一路」戦略

となる。

習近平主席は、 年９月にカザフ

業が次々と誕生している。

いては、特に、「ＩＲ
（インベストメン

スタンで
「シルクロード経済帯」建設

を、 月にはインドネシアで
「 世紀

ある。「国際経営能力」という点につ

ト ･リターン）管理」、「リスクの評

８２４億ドル）を、金融投資ではな

価の管理」、「大型プロジェクトの進行

見えた投資に向けることにより、そ

て、このような輸出促進という言葉

これについては日本の企業に学ぶとこ

管理」という面で大きな課題があり、

その後 年 月のＡＰＥＣ首脳会議

シルクロード（海路）」 建設を提唱。

21
が出てきたと思う人もいるかも知れ

くＬＤＣのインフラ建設という目に

13

うした資金が国内のさらなる過剰設

過剰設備問題の解説策の一つとし

国際市場における需要の掘り
起こし

セット設備輸出強化

うした企業が名乗りを挙げるように

3

15

備投資、不動産投資に向かうことを

ない。鉄鋼産業等の過剰設備問題に

が異口同音に言っている。

ろが多いと政府・国有企業の関係者

し注目を集めた。それが 月の中央

で
「シルクロード経済圏構想」を発表

11
対し、中国は強力な
（ある意味では強

14
少しでも和らげることが期待できる。

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

15

10

14

12

●
中国経済解説
●

に及ぶ経済帯である。中国では中部・

欧州向けに輸出も行われているとい

「一路」構想は

アに抜ける鉄道の近代化、中国から

た戦略が動き出さないことにシビレを

「一帯一路」構想は、同機構を通じ

きたが、中東やアフリカから運ばれ

由しない輸入ルートの拡大につとめて

油の輸入についてはマラッカ海峡を経

ル湾から中国雲南省（昆明市）を経

直接インド洋に抜ける中国〜パキス

きらした中国による新たな中央アジ

てくる石油のミャンマー経由での輸入

て重慶市に至る石油パイプラインが

タン鉄道の建設、中国〜キルギスタ

ア取り込み戦略という面もあると思

も、ロシア、カザフスタンからの輸入

されたこともあったが、ロシアの反対

アジアと欧州の間の鉄道・道路網

ン〜ウズベキスタン
（中吉烏鉄道）の

われる。同機構事務局本部は北京に

拡大とともにそうした戦略の一環と言

ロシア

中央アジア

中国
欧州

南アジア
地中海

メーカー、アパレル

合作区では中国の靴

トし、ロシアの経貿

ル区の建設がスター

スタンでは農業モデ

ルギスタン、タジキ

ている。すでに、キ

することが考えられ

企 業 の進 出 も 奨 励

区）を設置して外資

区、農業・林業合作

ぶりを示すものなのだろうか。

ものか、あるいは中国とロシアの蜜月

よる経済情勢の悪化が影響している

参加を表明した。ウクライナ情勢に

チン大統領はあっさりと AIIBへの

戒感があるとも伝えられたが、プー

加）
、「一帯」構想や AIIBには警

（その後、アルメニアとキルギスが参

ユーラシア経済同盟を立ち上げており

はカザフスタン、ベラルーシとともに

の主導権を中国と争い、 年１月に

一方、ロシアはかつて上海協力機構

然ガスは昆明市から南東部へ送られ

して昆明市に向かって走っている。天

スの２種類のパイプラインがほぼ平行

天然ガスを中国に送るパイプラインは

一方、ミャンマー沖合で採掘された

ている。

海峡を通らずに輸入できるようになっ

の全石油輸入量の８％）がマラッカ

により、２２００万トン／ 年（中国

設資金は中国が供給している。これ

ウピーの港と石油タンク
（ 基）の建

（出所）産經新聞朝刊（2015 年 4 月 17 日）。点線は石油と天然ガスのパイプラ
インで筆者が加えたイメージ。太点線は鉄道。

メーカーが進出して

15

12

年に完成しており、石油と天然ガ

13

日本
西アジア

南シナ海

南太平洋

東南アジア

12
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経済工作会議では、「一帯一路」とい
う情報もある。

なく、それにつながる産業特区、イン

西部の発展だけでなく、東部・南部

（共同軍事演習、テロ対策）を目的

フラ整備も含めた壮大な構想と言え

う新たな経済圏建設構想へと発展、

に設立された上海協力機構への参加

る。

海上航路だけにとどまるものでは

中国から欧州に向けて３００本の貨

国と重なる国も多い。同機構は最近

なお、この地域では 年に安全保障

ドＦＴＡ構築を指向するものとみら
物列車が出ていることを考えると、こ

では活動の重点を経済協力にも移し

もこれを支える後方基地としての役

れるが、単なる交易圏にとどまらず、
の構想は辺境貿易の活性化というイ

てきており、開発基金の創設が計画

割が期待されている。 年だけでも

戦略的な意味を持ち、特に国際金融
メージだけで捉えるべきものではない

年１月、ミャンマー西部のベンガ

機関の設立とも密接につながっている
と思う。

を基軸とし、東は中国沿岸から中央

建設が焦点になる。鉄道の沿線には

設置されており、今後「一帯」政策推

える。もちろん石油受け入れ基地で

開通した。習近平政権発足以来、石

アジア、西アジア、ロシアを経て欧州

各 種 の 開 発 区・ 協

進の議論、交流を行う重要な場とし

で成立してこなかった経緯がある。

西沿岸にまで至る全長１万キロ以上

力区（例えば、経貿

あり、パイプラインの起点となるチャ

鉄道網では、当面は中国からロシ

と思われる。

交易圏を構築し、事実上のシルクロー

01

て活用されるのではないか。

「一帯」構想は

15

14

将来的には中央アジアに広範な通商

インド洋

合 作 区 、工 業 合 作

一帯一路概念図
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慶市のある四川盆地は中国有数の天

業都市重慶市へとつながっている。重

るが、石油は昆明市北方の重化学工

アフリカの５カ国が１００億ドルず

＝いわゆるＢＲＩＣＳ銀行）。
Bank
ブラジル、ロシア、インド、中国、南

れる新開発銀行
（ New Development

仕組み）も導入する予定。 年４月、

中国人民銀行はこのシルクロード基

速な意思決定を重んじるとし、「西側

ルールが最善だとは限らない」との

金の初案件としてパキスタンの水力

発電所の建設事業に 億５０００万

見解を述べている。

日本にとって気がかりなのは、環太

経済危機に陥った国への緊急融資とし

ダを含む５カ国が参加表明し、また

カ国のうち、オーストラリア、カナ

なお、輸出・投資金融の分野では、

ロジェクトである。

パキスタン経済回廊」の一環となるプ

ドルを投資することを決めた。
「中国・

て１０００億ドルの外貨準備基金創

中国が重視している東アジア地域包

平洋経済連携（ＴＰＰ）交渉参加

設することとしており、そのうち４

また 年４月、パキスタン訪問中
の習近平主席はシャリフ首相との間で

すでに中国輸出入銀行の 年の融資

キスタンのインド洋に面したグワダル

カ国のうち、日本以外のすべてが

承諾額は日本のＪＢＩＣの７倍強の

兆円に達し、国内投資中心であっ

た国家開発銀行の海外向け投資累計

参加表明していることである。

シルクロード基金： 習近平主席が

金額は 年末で 兆７０００億円の

北京に設立されるアジアインフラ投

バングラデシュ、タジキスタン、モン

規模になっている。

港を結ぶ「中国パキスタン経済回廊」

資 本 金 １ ０ ０ ０ 億 ドルはアジア域

ゴル、ミャンマー、パキスタン、ラオ

資銀行。アジアの カ国が参加する。

ラ建設、エネルギー関連の開発に協

内 ％・域外 ％に分けて各国のＧ

について、道路、鉄道整備などインフ

13

力することに合意した。回廊周辺の

16

A I I B： 国際金融機関として

括的経済連携（ＲＣＥＰ）交渉参加

つ出資して資本金を持つが、同時に

然ガス産地で、これにより石油、天
然ガスの両者供給ルートが確保され

15

１０億ドルを中国が拠出する。

た。

16

新疆ウイグル自治区のカシュガルとパ

12

はないので、インフラ・プラント輸出

中国はＯＥＣＤの正式メンバーで

を行うに際して、経済援助的要素の

ス、カンボジアの代表を北京に集め

ドルを出資する予定だが、中東やア

抱き合わせなど、いくらでも長期・低

ＤＰに応じて拠出される予定だが、

ジアからの資源輸入ルートを確実な

利資金を供給することが可能で、資

火力発電所や工業特区も含めて投資

その参加国について大きな議論を

ものとする狙いがあると思われ、中

た会 議で表 明した基 金。 ４ ０ ０ 億

るルートでは、ミャンマールートと合

呼んでおり、英国、ドイツ、フラン

もちろん中国が最大の出資者になる

わせて、直接の２つの拠点が中国本

材等の調達に際してもタイド・アン

略とアジア等での資金需要を結び付

肥大化した中国マネーは、国家戦

めにアジア域内８カ国と域外４カ国

たり恣意的な融資を防いだりするた

行（ADB）の場合、環境に配慮し

立場。日米が主導するアジア開発銀

平性が不透明だとして参加に慎重な

営組織、審査基準、ガバナンスの公

を表明しているが、日本や米国は運

外の銀行・機関投資家から募り、事

資金は対象のプロジェクトごとに国内

ト・エクイティ・ファンド形式
（投融資

入銀行 ％、中国投資有限責任公司

資内訳： 外貨準備

独自の政策判断で投資先を決め
（出

AIIBとは異なり、本基金は中国

のあり方も中国の存在を意識して検

なっている現在、こうした国際ルール

上国との経済関係がこれほど大きく

している。中国の貿易規模、発展途

タイドを気にする必要は当然ないが、

国際金融機関と１つの基金が中国主

％、
国家開発銀行５％）
、
プライベー

65

年６月の G7サミットの首脳宣言

ける手段として、大きな影響力を持

の計 カ国で構成する理事会で融資

業の立ち上げを見届けた上で中長期

導で誕生することになった。

15

％、中国輸出

つようになっている。 年秋に２つの

案件が審査されている。中国の財務

討されていくべきかも知れない。

41

の資金回収を行い投資者に返済する

15

中国の対外戦略を支える金融
制度

央アジアを横切る鉄道整備も対象。

総額は４６０億ドルに達する見込み。

26

スやオーストラリア等 カ国が参加

予定。

14

土と陸路で結び付くこととなる。

インド洋の
「真珠の首飾り」と言われ

25

部長は、ADBや世界銀行よりも迅

12

14

ＢＲＩＣＳ銀行： 上海に設立さ

世界貿易におけるゆがみを回避、ま

では、「公的金融に係る国際基準は、

15

たは縮小するために極めて重要」と

13 JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

75

21

16

15
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「一帯一路」と通商・青島の新たなチャンス

青島市商務局

世紀海上シルクロード」の構築を提唱して以来、古代「シルクロード」は人々の関心を引き付ける新ホットスポットとなっ

21

から中国に上陸し、貿易、外交、宗
教交流を行った。そのため板橋鎮は、
全膠州湾ひいては全膠東半島で最も
重要で繁忙な港となった。宋朝になる
と、全国で市舶司（現在の税関）が
カ所設置され、北部では唯一板橋

の起源といえば青島しかない。ここで

北部における唯一の対外貿易港となっ

鎮に設置されたため、板橋鎮は当時

中国海上シルクロード・東方航路
いう古 代「海上シルクロード」の起

た。

唐朝は膠州に板橋鎮を建設。高麗と

鎮付近から始まった。西暦 623 年、

の東方航路は、4500 年前に板橋

史料によると、
「海上シルクロード」

摂し東海・黄海に臨む大青島を指す。

む香料、陶器、シルクを欧州へ運んだ。

え、アラブ地区の商人は西欧人が好

南アジアの海外物質はここで積み替

島と日 本に到 着 した。 東 南 アジア、

長山列島、遼東半島を経て、朝鮮半

を積載した船は板橋鎮から出発し、

シルク、陶器、茶葉などの貴重品

日本の商人、役人、僧侶などはここ

青島市のみならず、膠州湾全体を包

点たる青島とは、建制 100 余年の

8

青島・板橋鎮こそが
「シルクロード」の起源

「一帯一路」貿易の優位性と効果がすでに現れつつある。

な地理条件と経済連携の優位性を併せ持つ青島に、千載一遇の新たなチャンスが到来した。通関の利便化向上、経済貿易往来の増加には、青島と

た。青島は、「一帯一路」新ユーラシア・ランドブリッジ経済回廊の主要な結節都市、海上連携の重要な戦略支点都市と位置付けられている。独特

ロード経済ベルト」、「

青島と世界との貿易は唐宋時代に始まった。青島・膠州市の板橋鎮は中国海上シルクロードの起点の一つでもある。習近平国家主席が「シルク

Local Voice
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14

青島から中央アジアへの「青島号」
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「一帯一路」戦略の中で、青島は「シ
ルクロード経済ベルト」の主要な結節

は、ホルゴスから中央アジアを経て、
万 1000 キロ離れたアムステル

ダム港まで鉄道で直送される。このス
テーションは全国の 特大コンテナス

都市であり、「 世紀海上シルクロー
ド」
の重要な支点都市に位置付けられ、
テーションの一つで、省内唯一のもので
ある。

「双定位（ つの位置付け）
」がなさ
れた唯一の都市である。
日、 紡 織 品、

ことで、青島の双方向開放の青写真

ター港を建設中である。グローバル港

建設を加速させ、区域港運物流セン

通して、東南アジアと 航路、日韓

ずれも誘致し、150 余の航路を開

として、各国の著名な海運企業をい

が見え始めた。

青 島 港 はシルクロー ドの
国際物流「黄金通路」

と 航路の優位性ある航路群を形成

した。航路の数と密度では中国北方

ブリッジ経済回廊の玄関としての役割
コンテナが中鉄聯集青島センター駅

食品、電子製品等を積載した 個の

新疆、チベットなど 省・自治区内で、

南、山西、陝西、甘粛、寧夏、青海、

月

を増々高めている。税関総署の批准
から膠黄線を経て黄島前港湾に到着

シルクロード経済ベルト・通関一体化

2014 年

した青島膠州のマルチ輸送・税関特

後、船に積み替えられて米国、カナ

改革を始動した。青島税関を先頭に、

代海上シルクロードの北航路の起点、

のトップに君臨する。建設中の董家口

殊管理センターの運行が始まり、ホ

ダなどへ向かった。海路と鉄道の連結

青島、済南、鄭州、太原、西安、蘭州、

世代物流港として「海上シルクロ

港区の面積は 150 キロに達し、第

ルゴス（カザフスタン）から中央アジ

が実現し、港と駅の運行が一体化し

都市の税関は、シルクロード

ード」戦略を支えている。

青島と新疆ウルムチは、一方は古

ある。「一帯一路」 戦略の下、この

都市は手を組み、青島港から新疆の

含む

経済ベルト沿線の国際物流「黄金通

のである。
山東国際物流港は鉄道の北に位置

コンテナステーションでもある。北東

管理センターであり、省内唯一の鉄道

地区では初のマルチ輸送・税関特殊

れ目のない輸送を実現し、東部沿岸

連結させ「一帯一路」沿線国家への切

膠新鉄道、蘭煙鉄道などが交差して

高速に隣接し，膠済鉄道、膠黄鉄道、

ない。青銀高速、瀋海高速、膠州湾

れほど交通が発達した物流園区は少

山東国際物流港の責任者によれば「こ

し、 計 画 総 面 積は ・

される。

などの手続きは、他の税関でも適用

１税関で行われた登記、届出、消込

ても、同等の待遇と基準を享受でき、

形成しつつある。山東から西部に輻射

送の発展により、内陸のユニット港を

ると、青島港は、海路・鉄道連携輸

このように青島は、海路と鉄道を

玄関口までがつながった。

アジア国際港運センターとして、青

いる。さらに膠 州では４F レベルの

し中央アジアに直通する鉄道は約

ルクロード」経済ベルトは東部沿海へ、

海・陸・空路と鉄道を連結し、「シ

点上の重要な橋頭堡の一つである。

連続世界一であり、
「一帯一路」の合流

行っている。コンテナ荷役効率は 年

の国・地域、700 余の港と貿易を

位のグローバル港であり、世界 180

ア、中央アジア カ国へのアクセスが

ホルゴスの辺境から日韓、東南アジ

が共同建設され、新疆の阿拉山口と

本、河南鄭州、陝西西安では内陸港

「海上シルクロード」は中西部へと延

に輸送できるようになっている。

4

世紀に入り、青島港は国際航路

鉄道連携通路」が貫通した。 年に

つながり、
東西の「国境を越える海路・

5

は、新たな内陸港選定を推進すると

15

から欧州や東南アジアへと、より迅速
青島・膠州西外環鉄道橋コンテナ

青島港は物量、コンテナ量世界

青島港集団の総裁・成新農氏によ

島 と日 韓 両 国 との港 運 経 済 交 流 は

膠東国際空港が 年末に着工し、航

20
伸して「一帯」「一路」を融合させる

7

10

21

15

都市のいずれの税関で手続きを行っ

増々深化し、日韓企業の商品は青島

空輸送の新たな幕が拓かれる」。

8

マルチ輸送・税関特殊管理センター

17

る。

アを経てアムステルダム（オランダ）

青島港は、新ユーラシア・ランド

22

もう一方は陸上シルクロードの珠玉で

月 日、税関総署は、山東、河

33

4

路」を構築する。域内企業はこれら

2

9

平 方 キロ。

10

銀川、西寧、ウルムチ、ラサなどを

27

た海路・鉄道連携モデルが確立した

1

1

港までの直 通 輸 送が可 能となってい

5

18

21

ステーションから出 発したコンテナ
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70

12
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タイ、マレーシア、インドネシアから

首長国連邦からの原油と石油製品、

る。

ルシェール開発と発電所に投資してい

頤傑鴻泰発展集団はヨルダンでオイ

設し、海外での工業園区建設を牽引。

海・陸 路の並 行 整 備 推 進により、
の天然ゴム、ロシアからの冷凍魚など

アフリカでは、川山国際集団がケ

主な輸入はオマーン、ロシア、アラブ

青島港は「一帯一路」 沿線地区で最
であり、輸出品は、機械設備、電子

ニアでケイ酸採掘に投資。青島魯海

国家への投資総額は市の対外投資総

労働者が青島瑞昌棉業で従事。「企

ィ共和国では、多くの綿花栽培者と

万戸の農家がその恩恵を享受
している。

し、

綿花栽培をアフリカの カ国に拡大

業＋農家」モデルを活用し、瑞昌は

額の ・ ％を占める。青島企業は
「一
帯一路」 国家のうちの カ国から工
事を請負い、青島市の海外工事請負
プロジェクトの ％を占める。
「一帯一路」に沿って南に進むと、ま

年、中

との Win・Win 関係を維持して

最大規模となる。青島市恒順電气股

設中で、これはカンボジア東北部では

平方キロのクラチエ州経済特区を建

協力しつつある。 年からは、ミャン

技術ビジネス、生活サービスなどで

物流システム、スマートシティ、科学

洋経済、金融サービス、省エネ・環境、

西に進むと、ハイアールはパキスタ

沿線国を関係者が相次いで訪問して

など東欧諸国を含む新シルクロード

どアフリカ諸国、チェコ、ポーランド
ンの RUBA 社と共同で経済区を建

16
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ともに、上海協力機構と連携した中

も優良な貿易港として、ユーラシア・
機器、電子製品、紡織製品などであ

央アジアの内陸港建設を行う。

ランドブリッジの東部の橋頭堡の機能

技はモーリシャス、アンゴラで遠洋捕

豊集団、青島華凱漁業と中海海洋科

「走出去（海外投資）
」機能も発揮

獲などのプロジェクトに投資。マラウ

る。
させつつあり、 年の青島市から沿線

を増々強めつつある。

デ ー タ で み る一帯一路
「友達の輪」拡大
「一帯一路」戦略が世界に発信され、
青島はこれを機に、「一帯一路」沿線
との経済連携を拡大し、 都市と経

国のシンガポールとの新たな

特筆すべきこととして、青島は沿線

カンボジアのビーチで約 200 ヘク

ずは東南アジアに到着する。青島は、
タールのリゾートプロジェクトを立ち

（ public-private partnership
）協力
モデルを採用し、インフラ建設、海
上げているほか、ゴム栽培、 ・

央アジア、中東ヨーロッパ、南アジア、

份有限公司はインドネシアでニッケル

市の対外貿易総額の ・ ％を占め、
76

外資実際利用額は ・ ％を占める。

68

16

15

いる。統計によると、過去

東南アジア、北東アジア、アフリカな

マー、ベトナム、カンボジアなど東南

ど 余国との貿易額は年平均 ・

11

％増加し、沿線国家への直接投資額

8

10

は年平均 ・ ％増加している。
77

沿線国家との 年の貿易額は青島

7

14

44

ている。

鉱山開発、発電所、産業園区を建設。

P
P
P

済連携パートナーシップを、 都市と
パートナーシップ関係意向書を締結

5

11

アジア諸国や、ギリシャ、トルコなど

5

した。

14

79

青島即発集団、青島金王集団はベト

青島は常に「一帯一路」 沿線国家

20

44
59

西欧諸国、モーリシャス、モロッコな

9

23

6

ナムで工場を建設し、規模を拡大し

70
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いる。
青島は、「日韓両国、東南アジア、
中央アジアから欧州までの連結」を
主機能とした「一帯一路」 総合基幹
都市となるべく、2020 年の基本
完了を目標に、双方向展開の橋頭堡、
海上連携戦略の支点、経済連携の中
枢、深遠海総合保障サービス基地の
大機能整備を計画している。

青島市商務局は、「青島市の『走

フリカから中東欧、EU 全体と融合

ジーランドへ延伸し、西アジア、北ア

ッジ経済回廊、北東アジア国際港運

有効活用、新ユーラシア・ランドブリ

ルチ輸送・税関特殊管理センターの

した。

ローバルマーケット開拓について提案

を通した、欧州、東南アジア等のグ

センターなど陸海空の総合アクセス

する。

シルクロー ド 対 話 を 通 じ
協力し誠意を伝播

月 日、劉明君青島市副市長は、

戦略を実施する行動計画」を制定し

話」を開始。「シルクロード対話」は

青島は率先して「シルクロード対

しパキスタン・グアダル港と青島港は

力パートナーシップ関係覚書を締結

とパキスタン・パンジャブとの経済協

商務局代表団を率いてパキスタン・パ

た。一連の投資貿易重点プロジェクト

青島市商務局が制定した「一帯一路

友好港となった。

「一帯一路」は過去と未来、中国と

の推進、一連の海外経済連携エリアの

戦略行動計画」の重要なプロジェクト

モーリシャス、スリランカ、セーシ

ンジャブで「通商青島・新シルクロー

建設、一連の沿線国との経済連携パ

の一つで、沿線都市との経済パートナ

ェルは、アジア、欧州、アフリカにお

世界をつなぐ、新しい協力プラットフ

ートナーシップ協定の締結、一連の投

ーシップ関係を結び、協力園区を推

ける交通要塞であり、「インド洋ゲー

ド商務対話座談会」を開催。青島市

資貿易促進活動の展開など、「 大一

進し、自由貿易区を重要な経済協力

連」開放計画を実施する。
「
『一帯一路』は 余の沿線国家に限

～ 日、政府、企業、金融業から

5

する」と馬衛剛青島市商務局長は述

大 きな Win・Win 関 係 を 実 現

ず、近隣国との交流を深化し、より

る」。「沿線国家との経済連携に限ら

トウエイ都市建設に尽力するものであ

合し、『一帯一路』戦略の重要なゲー

アフリカ大陸、APEC、EU と融

済団体を訪れ、「一帯一路」のもとで

ーシップ都市、日中経済協会など経

プサンなど日韓の経済協力パートナ

表団は、日韓両国を訪問し、 川崎、

された。 月初旬、青島市商務局代

易区」座談会がシンガポールで開催

島新シルクロード ASEAN 自由貿

あれば、友情は絶えることはない。

の対話は今後も続く。対話と連携が

した。

開催し、多くの戦略協力協議を締結

触し、双方向投資貿易協力懇談会を

国へ出発。現地の政界と工商界と接

なる精鋭チームは青島からこの カ

18
の青島と日韓の経済協力チャンスを紹

らず、これらを通して欧州、アジア、

月 日、「シルクロード対話 青

トウエイの鍵」と称されている。 月

ォームである。

24

プラットフォームとする。

出 去 』 を 加 速 し、 国 家『一帯一路 』

4

9

べている。具体的には、南アジアから

−

（翻訳・編集 日中経済協会 杜本水萌）

10

4

介しつつ、日韓の港との協力強化、マ

3

3

青島と「一帯一路」沿線国・地域と

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

2

70

南側に向かいオーストラリアとニュー

自由貿易港を目指す青島

4
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省エネ・環境コーナー

－

南水北調の現状と中国の水資源政策
水ビジネスへの展望
－

東京都市大学

大西暁生

環境学部准教授

今から 年ほど前の 1952 年 月、毛沢東主席は南水北調計画について有名な言葉を残している。
「
（原文）南方水多、北方水少、如有可能、借点水来也是可以的（和訳）南
60

月の断流の影響で一部の油井の開発

れている。私としては、これら一つひ

低い水価格、灌漑時期などがあげら

在、断流は 年以降回避されている

とその深刻さを伝えている。そして現

が停止され、生活用水も制限された」

水利委員会の の省と直轄市による

ことなどを徹底した。さらに、黄河

慮、計画的な用水利用と節水を行う

画の徹底、中長期の水需給計画の考

とつの問題が解決を待たずどんどん

と言われている。

水利用の増加、不適切な水資源管理、

黄河を世界的に有名にした事象と

蓄積していったことが深刻な断流につ

8

して、 年の衝撃的な断流現象があ

黄河断流

最近送水をはじめた南水北調の中線の現状と中国政府の水資源に関する政策を見ることで中国の水不足対策の方向性とそれを見据えた水ビジネスの可能性を考えてみたい。

消することを前提としていたことを表している。ここでは、北部地域の水不足の代表的な事例として、黄河の断流と慢性的な水不足に悩む首都北京市の状況を概観したい。そして、

方には水が多く、北方には水が少ない。もし可能であれば、南方の水を北方に借りてくれば良い」というものである。これは南水北調計画が、北部地域が抱える深刻な水不足を解

10

時には河口から７００キロ上流まで

日もの間、河床が干上がり、深刻な

げられる。これは、一年のうち２２６

よれば、
「山東省の統計資料によると、

「黄河断流を読み解く ： 学報社」に

福嶌義宏・谷口真人編（２００８）の

ながっていったと考えている。
この結果、

水の調整だけではなく、年度（ 月

日から翌年の 月 日）
、月、ピー

7

して「黄河水量統一的調度」の成功

この断流が回避された一つの理由と

もあげられている。これ以外にも、小

ばつ時における調整や主要ダムの調整

が定めた「黄河可供水量分配方案に

関する報告の通知 ： 通称、 年分配

期化）ようになった。そして、断流が

郎・森田昌敏編（２００２）の「地

る」と述べている。さらに、不破敬一

守り、とりわけ上流域の水の使い過ぎ

割り当て水量を、 年以降は適切に

法案」によって、省別取水計画による

化していった。この断流の原因は、
様々

店」には、
「中国最大の油田の一つで

れている。さらに、 年 月からは「黄

を防止したことが功を奏したと言わ

を地下水に依存していることから地盤

してきた。そして、水供給量の大半

沈下が深刻化していった。

ある勝利油田への地下注水は、すべて

北京市の水使用量は飛躍的に増加

北京市の水不足

大きく貢献したと言われている。

浪底ダムの運用も断流現象の回避に

調整を指示した。さらに、深刻な干

ク時の水量調整およびリアルタイムの

30

があげられる。これは、 年に国務院

黄河断流の対策

11

6

な文献や研究論文によると、水資源

99

河水量調度条例」を施行し、流域計

2

1

01

球環境ハンドブック第 版 ： 朝倉書

億元を超えていると見込まれてい

年、 年の各年の損失高だけでも

額は１２４億元に達しており、 年、

年までの過去 年間におよぶ損失

水が消失した。断流は、 年にはじ
めて観測された後、断続的に発生し、
年代に入るとこれが悪化し慢性化

していった。 年以前は 月から断流
が発生していたものが、 年以降では

19

黄河の水に依存しているが、 年 ～

12

の不足、急激な社会経済成長に伴う

8

月や 月から発生しはじめる（早

96

92

98

20 95

72

92 4

87

97

3

終わる時期も 月から 月へと長期

87

90

90
2

97

7

06

8

18
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天津市において、圧倒的に水不足が

源量を示す。この図から、北京市や
資源開発利用率は ・ を超えると

水を賄っていることが伺える。この水

津市が他地域からの水資源によって用

年

月から

とで北京市は水供給の危機を乗り切っ

た（姜、２０１３）
。

年 月まで、河北省の 基のダム

9

北京市では、何度も危機的な水不

足に見舞われ、その度に辛うじて危

機を乗り越えてきた。 年代には京

08

密引水渠により密雲ダムの水を北京

の量は 億４０００万立方メートル

は北京市に 回の緊急送水をし、そ

4

市へ送水し、 年代には地下水の取

水に頼り、 年代には官庁ダムの給

年の状況を示す。この図をみると、北

（＝用水総量／水資源量 注２）の近
山東省のすべての省市においてこれを

及ぼすとされており、北京市、天津市、

京市、天津市、河北省から北京市だ

水地域を中央政府の命令により、北

万立方メートルの水を実際に受け取っ

ポンプステーションでは約 億４００

4330

3737
3342
四川省

1078

866

505

338

そうひでん

さらに、河北省唐山市の曹妃甸で

は、日量 万立方メートルの淡水化

（出所）中国統計年鑑 http://data.stats.gov.cn/ のデータを用いて筆者が作成。

年には 年間連続、山西省と河北

16

モデルプラントが稼働して

お り、 日 量 １ ０ ０ 万 立 方

メートルのプラント建設プ

ロジェクトなどに関しても、

(newsclip.be,

すでに曹妃甸での着工が許

可されている

）
。稼働がはじまる
2015
年には毎年、北京市に 億

19

。そして、南水北調
2015)
の中線開通によって 年か

(newsclip.be,

用量の約 ％）を送水する

立方メートル超（市水道使

3

要を満たし、さらには水不

によってこれらの地域の水需

北京市などに運ばれること

ら送水がはじまり、これが

14

省から官庁ダムに越境送水を行うこ

（注 1）青海省 13,099m 2/ 人、チベット自治区 151,216 m 2/ 人と圧倒的に大きいこと
から図中から除外している。
（注 2）軽度の水不足： 3,000 m 2/ 人以下、中度の水不足：2,000m 2/ 人以下、重度の
水不足： 1,000 m 2/ 人以下、極度の水不足：500 m 2/ 人以下。
（出所）中国統計年鑑 http://data.stats.gov.cn/ のデータを用いて筆者が作成。

5

計 画である

10

山東省

天津

北京
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06

た。河北省では、北京市の年間総用

5000

けに集中給水することで危機を和ら

(m3/人)

はるかに超える警戒レベルにあること

天津市

京市や天津市において、少しずつ水資

北京市

149
上海市

が分かる。

126

157
河北省

源開発利用率が低下していることが

1565

分かる（ 年で若干上昇しているもの

155
寧夏回族自治区

北京市の水不足対策

1109

の）
。全期間における平均値は、北京

山西省

2007

2006

2005

1759

重慶市

市が ・ 、天津市が ・ 、山東

黒龍江省

0.7

2004

2042

貴州省

0.8

0.0

216

286
山東省

0.7

0.6

0.5

2469

湖南省

71

1915

内モンゴル自治区

1

2488

2998

福建省

1.3

1.0

402

河南省

2.1
2.3
2.2

3238

江西省

4000

水使用量の十分の一近くを調達した。

を上回り、北京市房山区恵南荘村の

4

省が ・ となっており、北京市や天

深刻であることが分かる。図２に、北
水環境に悪影響を及ぼし、さらに ・

3

図１に中国各省の一人あたり水資

京市、天津市、また黄河の最下流地
を超えると環境に厳重な悪影響を

2

14

0

げてきた（姜、２０１３）
。 年から

域である山東省の水資源開発利用率

0

0

60

72

818

注１

70

80

19

足を解決する大きな役割を

19 JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

5
1567

吉林省

湖北省

安徽省

陝西省

甘粛省

遼寧省

江蘇省

2.4

(%)

2.5

1892
1883
浙江省

広東省

13

40

4108

新疆ウイグル自治区

雲南省

広西チワン族

1

4287

海南省

4

北京市、天津市、山東省の水資源開発利用率
図2

1.6
1.6

1.5

1.5

中国各省の一人あたり水資源量
図1
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担っている。

南水北調（中線）

大４２０立方メートル 秒
/ ）の送水
をはじめた。同年 月 日、水は北
京市に到達し、 年 月 日までの

中国統計年鑑によると、 年の北

ター製造業者は 元 立方メートル
/
であった（姜、２０１３）
。

がるものの、住民の水価格は変更しな

年）
」 および「国 務 院 水 資

主要目標」を見て分かるように、ま

ず工業部門や農業部門において、

年を目途に厳格に達成目標が掲げら

れている。そして、これらを実効的に

元（立方メートル当たり）

進めるために 年と 年の方針も同

年、北京市は水の価格調整を行

元、

の つの価格を設定した
（表 ）
。一方、

様に示されている。ちなみに、中国統

計年鑑によると、 年の年間総用水

億２０００万立方メートル、河北

億４０００万立方メートル、天津市

であり、この価格の設定次第によって

策の一つとして挙げられるのが水価格

策が急務となっている。その有力な対

都市化が進む北京市では抜本的な対

ただし、 年には、南水北調によっ

メートルあたり１６０元に増加した。

殊産業の価格が大幅に上昇し、立方

フ場、洗車業者、スキー場などの特

非居住者や特殊な産業とりわけゴル

たり 億立方メートル以上）
している。

ルと比較すると約 割増加（ 年あ

あり、 年の５５４８億立方メート

使用量は６１８３億立方メートルで

要な鍵となり、さらには経済成長と

3

30

04

は水使用を効率的にコントロールでき

の送水を行い、その内訳は北京市

20

60

1

15

40

①の水資源管理については、
「 ．

表２に、
「国務院水資源管理制度実施

中線は漢江の丹江口ダムから水を

どうかは分からない。特に、 年の用

く消費する業者に対しては段階的水

取り、水資源不足にある北京市など

水総量が 億５５００万立方メート

トルの地下水供水総量のため依存度

に送水する大型事業である。その長

ルであったことを考えると、用水使用

水をはじめた中線については、簡単に

さは１２４６キロ、幅２００メート

量は年々、徐々に増加している。こう

い、同年 月から段階的な水道価格

に関する意見（２０１２）
」から抜粋

ルに達する幹線用水路を整備してお

した中、南水北調とりわけ主要な水

を示し、年間用水使用量当たり 元、

道料金制度を導入した（姜、２０１

り、黄河を横断しさらに北上させるこ

不足地域に送水する中線の役割が今

は下がってきている）
、地下水のくみ

とで北京市などへつなげる。中線の第

後、北部地域の水不足を解決する重

その現状を記しておきたい。

一期工事は、年間 億立方メートル

した内容を示す。

04 99

5

13

9

14

7

3

34

て北京市の給水（供水）コストは上

年に

は７２００億立方メートルを超える

この調子で増加し続けると、

1

30

1

04

60

省 億７０００万立方メートル、河

12

南省 億７０００万立方メートルと
なっている。そして、 年 月 日に
12

中線は、
３５０ 立方メートル 秒
/（最

14

37

20
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低かったことで節水が進まなかったと

いと発表されている。

水資源に関する政策

言われている。

南水北調による北京市の
水価格

次 五 カ年 計 画 要 綱

中 国の「第

～

１２）
」を参考に、将来の水資源に関

トルであり、送水量はおよそその ％

上げを行っている。水道価格は 年の

それらに譲りたい。ただし、後にも示
程度にあたる。ただし、北京市では

る①水資源管理、②給水保障能力の

する中国政府の方針を紹介する。と

すが、中国における水資源政策の基

同年、供水総量の内、 億４００万

は ・ 元 立
/ 方メートルに引き上
げられ、洗車業者、ミネラルウォー

50

04

1

5

上げ過ぎや地盤沈下を回避できるか

りわけ、ここでは主要な項目と思われ

軸の一つに、南水北調を含む給水保障

立方メートルを地下水から供水して

向上、③水価格改革をとりあげたい。

・ 元 立
/ 方メートルから 年に

能力の向上が掲げられており、特に

ター製造業者、入浴施設など水を多

源管理制度実施に関する意見（２０

（

北京市では、以前から水道価格の

変更を行っており、例えば 年から

12

半月で１７７４万立方メートルが送
究や書籍、またニュースやウェブサイ
京市の年間総用水使用量（供水総量

年にかけて 回の水道価格の引き

15

水された。

トでその情報を知ることができる。そ
も同量）が 億３８００万立方メー

11

13

南水北調に関しては、数多くの研

のため、ここではその詳細については

99

27

12

おり
（ 年が 億７９００万立方メー

4

15

昨今水不足が深刻な北京市などに送

04

12

1

20

34

36

26

３）
。入浴施設の水道価格は 元 立
/
方メートル、
洗車業者、
ミネラルウォー

04

る。しかし、北京市では水の価格が

12

95

5

15

10
34
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注1

水費
2.07
4.07
6.07
1.03
3.03
5.03

その内訳（元 / m3）
水資源費注２
汚水処理費注 3
1.57

1.36

2.61

1.36

（出所）人民網：http://society.people.com.cn/n/2014/0429/c1008-24957213.html、人民網、2014 年 04 月 29 日より
（注 1）水費：給水を受ける部門や個人が給水部門に納める費用である。
（注 2）水資源費：主に都市中の取水部門に対して徴収する費用のことを指す。水資源費の目的は水資源費を徴収することで、節水
を促進し、特に都市地下水の使用量を制御することである。
（注 3）汚水処理費：廃水処理所に納める費用である。廃水は生活廃水と工業廃水に分けられ、廃水の情況により料金を徴収する。

な水不足を解消するため、南水北調
保護を厳格化」では、南水北調の導

15

「 ．地下水の管理および保護を厳

11

12

11

③の水価格改革については、
「第

次五カ年計画要綱（ ～ 年）
」に改

革を続行する旨が示され

ている。ここでは、水資

源費や都市給水価格に

関する政策を進めていく

こと、住民の水道代に対

する累進価格制の導入を

促進していくことなどが

示されている。これが先

に前述した北京市の水価

7

格に反映されていると考

えられる。また「 ．水

資源の有償使用を厳格

化」では、 水 資 源 徴 収

範囲を拡大し、 水資源

費 用の徴 収・ 使 用・ 管

理を厳格に行うとしてい

る。

ちなみに、ここでは黄

河や北京市における水不

21 JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

足の状況と、中国におけ

る水ビジネスについて述

べている。そのため、中

国において重要な話題で

はあるものの、水質関連

についてはほとんど触れ

（注）本表は意見の中を抜粋したものであり、これ以外にも次の項目が含まれている。1．指導構想、2．基本原則、4．計画管理お
よび水資源の検証を厳格化、6．取水許可を厳格に実施、9．水資源の統一的調整に力を入れる、10．節水管理に対し全面的に力
を入れる、11．水使用の定量管理を強化、13．水機能区における監督・管理を厳格化、14．飲料水水源の保護に力を入れる、15．
水界生態系の保護・修復を推進、16．水資源管理責任および審査制度の確立、17．水資源モニタリングシステムを整備、18．水
資源管理体制を整備、19．水資源管理のシステムへの参入メカニズムを整備、20．政策・法規および社会監督メカニズムを整備
（出所）次のサイトから抜粋し作成した。日中経済協会 「国務院による最も厳格な水資源管理制度の実施に関する意見」http://
www.jc-web.or.jp/JCobj/Cnt/（J)【国務院関于実行最厳格水資源管理制度的意見】.pdf

水区における地下水の採取量の削減

12

（前略）パイプラインによる水輸送・スプリンクラー灌漑・マイクロ灌漑などの高
効率・節水型灌漑の発展に努める。工業節水技術の改善に力を入れ、工業節水モデ
ルプロジェクトを建設する。工業における業種別および企業別の水使用状況および
節水技術改良を推進 節水ポテンシャルを考慮し、適正な節水目標を決定する。（中略）…、生活節水用
品の使用を推進し、配管網の漏水・破損率の引き下げに尽力する。汚水の処理・再
利用、雨水と低濃度塩水の開発利用、海水の淡水化と直接利用など非通常水源の開
発利用を奨励し、積極的に普及する。（後略）

8

や流域間の水のやり取り（輸水など）

8

地下水の動態モニタリングに力を入れ、地下水の取水総量・水使用総量抑制および
地下水の管理および 水位管理を行う。（中略）全国の地下水利用・保護計画の作成・実施を急ぐとともに、
保護を厳格化
南水北調の東線・中央線における導水区・地盤沈下区・海水流入区の地下水開発方
案についても早急に作成・実施し、段階的な採取量削減をはかる。

格化」が示されている。

7

水資源費用の徴収基準を適切に調整する。徴収範囲を拡大し、水資源費用の徴収・
水資源の有償使用を 使用・管理を厳格に行う。（中略）水資源費用は主として水資源の節約・保護・管
厳格化
理に用いる。水資源費用の不正取得・流用行為については法に基づいて厳しく調査・
処分を行う。

などにも言及している。

5

主要河川流域における水量配分計画の設定を急ぎ、流域および省・市・県レベルの
流域および区域の取
行政区域全体における取水総量・水使用総量規制指標システムを設立する。（中略）
水総量・水使用総量
健全な水利権制度を確立し、水市場の育成と水利権取引の奨励に努め、市場メカニ
を厳格に抑制
ズムを活用して水資源を合理的に配置する。

の促進、水資源の供給能力の向上や

主要目標

る。また「 ．地下水の管理および

3

②の給水保障能力の向上について

15

内容
水資源開発利用における抑制ラインの設定
・～ 2030 年 全国の水使用総量を 7,000 億 m3 以内に抑える。工業付加価値 1 万元
あたりの水使用量を（2000 年を不変価格として計算、以下同様）40m3 以下に引き
下げる。農業用灌漑水の有効利用係数を 0.6 以上に引き上げる。
・～ 2015 年 全国水使用総量を 6350 億 m3 以内に抑制するよう努力する。工業付
加価値 1 万元あたりの水使用量を 2010 年比で 30% 以上引き下げる。農業用灌漑水
の有効利用係数を 0.53 以上に引き上げる。
・～ 2020 年 全国の水使用総量を 6,700 億 m3 以内に抑えるよう努力する。工業付
加価値 1 万元あたりの水使用量を 65m3 以下に引き下げる。農業用灌漑水の有効利
用係数を 0.55 以上に引き上げる。※水質に関する記載は省略。

水の備蓄を進めることなどを示してい

項目

12

次五カ年計画要綱（ ～

番号

は、
「第

中国政府の水資源に関する政策

年）
」に記載されており、慢性的

表2

5

可能性があり、目標達成のためには、

井戸水

第 1 段階
第 2 段階
第 3 段階
第 1 段階
第 2 段階
第 3 段階

世帯年間
水道価格
用水使用量（m3） （元 / m3）
0-180
5
181-260
7
260 以上
9
0-180
5
181-260
7
260 以上
9

さらなる節水が必要となる。この目

水道水

段階

標を達成するため、
「 ．節水技術改

供水種類

良を促進」
、
「 ．流域および区域の

北京市住民の段階的な水道価格

取水総量・水使用総量を厳格に抑制」
、

表1

12

8
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ていない。ただし最近、中国で発表さ
れた国務院の 年 月 日による「水
質汚染防止行動計画（水 条）
」につ

させる、生活汚水の低コスト・高度

教育により国民の節水や正しい水資

源利用、水環境の保護意識を高める
る）

処理化を進める、地下水汚染の修復
発する、環境保護産業を発展させる）

などの国民全体の行動体制を構築す

いて少しだけご紹介しておきたい。こ
⑤市場メカニズムの役割を十分に発

など将来を展望する技術を研究・開

の計画では、 年を目途に全国の水

長江など 大河川や都市部での具体

や方針を掲げている。特に、黄河や

するため， 条の項目にまとめて目標

を目指している。そして、これを達成

年までには「全面的に改善する」こと

⑥環境に関する法律の執行を厳しく

ムを設立する）

企業の環境への貢献を促進するシステ

融資や補助金また援助が異なるなど

環境貢献の度合いに応じて銀行からの

調整する、多元的な融資を促進する、

産業省の産業構造審議会（地域経済

て、全く心配がない訳ではない。経済

じる。また、中国への新規参入におい

ることへの懸念は増しているように感

日本企業が中国に生産拠点を依存す

「チャイナ・プラス・ワン」
、確かに

水多消費型産業の中国北部地域への

注視し、少なくとも現時点においては

場合、中国政府の今後の政策方針に

おり、生産を主とした進出を目指す

南水北調や水価格改革が進められて

国では水利用の徹底した管理と制限、

１４）
。さらに、前述したように、中

による汚染を防止する）

の生活汚染の管理を強化する、農業

（工業汚染を厳しく防止する、都市

クを厳格に抑える）

出総量をコントロールする、環境リス

質目標管理を強化する、汚染物質排

⑦水環境の管理を強化する（環境品

の各国の料金価格が載っており、日

水量７００立方メートルとした場合」

約水量１０００立方メートル、使用

比較が示されている。ここでは、
「契

と、アジア各国の工業用水道料金の

展開研究会（２０１０）の報告書を

と考えられる。

してから考慮した方がリスクは少ない

分に担保され、水価格や水質が安定

④科学技術のサポートを強化する（都

に保護する）

用水効率を高める、水資源を科学的

れる（用水総量をコントロールする、

③水資源の節約および保護に力を入

理化する、循環的な発展を推進する）

⑩大衆参加および社会監督を強化する

汚染物質排出部門の責任を果たす）

部門間の協力および連携を強化する、

方政府の水環境保護責任を強化する、

⑨各自の責任を明確化し実行する（地

保護を強化する）

染防止を強化する、沿岸海域の環境

懸念される材料である。確かに、日

も、日本企業にとってそのコスト高は

このように、水といった観点だけで

分かる。

明らかに、中国における料金の高さが

インド 万７８４９円となっている。

９９４円、ベトナム 万９１１０円、

０円、韓国１８７８円、タイ 万１

建設・設計や管理・運営サービスの

上下水道の素材・部材供給コンサル・

長すると予想されている。とりわけ、

1

2

年の世界の

水ビジネス市場は、約 兆円まで成

ことが予測されおり、

展と工業化によって水需給が逼迫する

後、地球規模での人口増加や経済発

36

22
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も、中国のシェアが ％程度で１位で

あることは間違いないものの、 年の

％を占めていた頃から比較すると、

他 の ASEAN 諸 国（ASEAN

カ国での合計が ％強）に移行し

的な数値目標による水質改善を徹底

監督・管理する（規制および基準を

産業分科会 ： 工業用水道政策小委

ていることは明白である（長崎県東南

するだけではなく、次のような具体

整備する、法律の執行を強化する、

②経済構造の転換および向上を押し

⑧水生態環境の安全を保障する（飲

見ると、世界の水ビジネス市場は

市雨水の収集と利用や再生水の安全

（法律に基づいて環境情報を公開す

市場の成長の規模が大きい（ボリュー

87 25

3

年時点において約 兆円といわれ、今

利用、水生態環境の修復といった技術

本企業の海外進出の傾向を見てみて

07
る、社会の監督を強化する、広報や

3

など実用性のある技術モデルを普及

2

他方、経済産業省水ビジネス国際

進める（産業構造を調整する、各地

本 万２６２０円、中国 万６４０

8

用水水源の安全を保障する、流域汚

2

域の開発区と重要開発区の配置を合

12

アジアビジネスサポートデスク、２０

的な対策を示している。

進出は南水北調の給水保障能力が十

揮する（価格および税金を合理的に

04

員会）の 年 月 日の資料を見る

質を「段階的に改善する」とし、

25

30

16

10

監督管理水準を上げる）

中国における水ビジネス
の可能性

50

4

①全面的に汚染物質の排出を抑える

30

10

15

20

10

7
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規模こそ小さいが、海水淡水化、工

ムゾーン 注３）
と見込まれている。また、
下水（処理）の分野において、その規

を見ると、上水だけではなく、特に

事業分野別成長見通しを示す。これ
ことがあげられている。

ための低コスト化も課題となっている」

際的に競争力のある価格を提示する

スク ： 海外進出日系企業の動向、 www.

・長崎県東南アジアビジネスサポートデ

年 月 日。
可能、 2014

のサイトからアクセス
pref.nagasaki.jp/

業用水・工業下水、再利用水はいず
模も成長具合も大きくなっており、と

として注目されている（成長ゾーン 注４）

止など、省水（節水）に関する様々

工業用水の回収率の向上や漏水の防

において大きな期待ができる。また、

もにそのシステムの普及といった観点

目標値を掲げており、処理技術とと

中国では汚水処理の普及に関して高い

献とビジネスチャンスが伺える。現在、

りわけ水処理分野における日本の貢

おり、この分野へのさらなる貢献は、

られ、日本は高い水処理技術を持って

積極的に貢献していく強い決意が求め

とりあげたような、水不足の解決に

要であると考えられる。また、今回

の水市場に飛び込んでいく覚悟が必

め、ビジネスマインドにのっとり世界

な意識が強い日本人のマインドを改

を前に、まずは水に対する公共財的

水資源量×

資源開発利用率＝水使用量／利用可能な

（注 ）姜（ 2013
）の研究における「水

のサイ
committee/summary/0004625/

究会報告書）
、 http://www.meti.go.jp/

題と具体的方策（水ビジネス国際展開研

会 ： 水ビジネスの国際展開に向けた課

・経済産業省水ビジネス国際展開研究

世界に広がる水ビジネスのチャンス

れも今後急速に市場が成長する分野
表３に、中国の水ビジネス市場の

な技術において、特に水需給が逼迫

今後、間違いなく中国にとっても、引

年 月。
トからアクセス可能、 2010

する中国北部では大きな貢献が見込

（注 ）水資源量とは、評価地域内におけ

」を参考に設定した。
100%

る現地の降水による地表・地下の流出総量

企業の弱みとして、
「我が国の水事業

０１０）の報告書によると、日本の

産業省水ビジネス国際展開研究会（２

いシェアを誇っている。ただし、経済

淡水化用逆浸透膜については世界で高

用 に 注 力、 河 北 省 曹 妃 甸 が 重 要 水

： 中 国： 海 水 利
・ newsclip.be

、 2013
。
名城論叢、 pp.69-83

状と課題―流域ガバナンスの視点から―、

・姜美松 ： 北京市の水資源管理対策の現

参考文献

翻訳を引用）
。

際協力事業団水利人材養成プロジェクト

（国
国水資源公報、中国水利部、 2000

いて求める（中華人民共和国水利部 ： 中

両者の互いに転化において重複量を差し引

し、地表水資源量と地下水資源量をたし、

（区域外からの流入量を含まない）を指

が長らく公営事業として実施されて

http://www.newsclip.be/ （注 ）市場の伸び 倍以上、市場規模

、 亜
article/2015/03/18/25099.html

兆円以上。
年 月 日。
州 株式会社、 2015

（注 ）市場の伸び 倍以上。

度（給水量・給水人口、年数）の水

・中国国務院：水質汚染防止行動計画（水

本稿の作成にあたり、東京都市大学環

訳などを手伝っていただいた。

謝辞

事業の運営・管理にかかる経験がない

十 条 ）
、 http://www.gov.cn/zhengce/
年 月 日。
2015

ことがあげられる。また、従来公共

業案件の入札に際し必要とされる程

源 地 に

つと言える。

4

きたため、我が国企業には、海外事

て高い技術力を持っており、特に海水

水化における膜によるろ過技術におい

いては世界にとっても重要な意味を持

1

まれる。さらに、日本企業は海水淡

8

2

3

境情報学部の杜金皓氏には資料収集や翻

事業を中心に原価主義で事業を行って

、
htm#

23 JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

1

2

3

1.8 兆円（3.0）
0.6 兆円
0.5 兆円（5.0）
0.1 兆円
1.0 兆円（5.0）
0.2 兆円
3.4 兆円（4.3）
0.8 兆円

6.7 兆円（3.9）
1.7 兆円
0.8 兆円（4.0）
0.2 兆円
4.8 兆円（4.8）
1.0 兆円
12.4 兆円（4.0）
3.1 兆円
合計

10

4.9 兆円（4.5）
1.1 兆円
0.3 兆円（3.0）
0.1 兆円
3.8 兆円（4.8）
0.8 兆円
9.0 兆円（4.5）
2.0 兆円
2025 年
2009 年
2025 年
2009 年
2025 年
2009 年
2025 年
2009 年
下水（処理）

4

合計

工業用水・
工業下水

18

管理・運営
サービス
上水

3

2

素材・部材供給
コンサル・建設・設計
業務分野
事業分野

IR

content/2015-04/16/content_9613.

きた企業の、顧客ニーズに応えつつ国

4

中国の水ビジネス市場の事業分野別成長見通し
表3

（注）1 ドル＝ 100 円換算、四捨五入の関係上合計は必ずしも一致しない。本表は、「経済産業省水ビジネス国際展開研究会
（2010）を引用しているが、（ ）内の表記は 2025 年における 2009 年の増加率として追加記入している。
（出所）Water Market China 2009
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和の動き

三菱東京 UFJ 銀行 国際業務部調査役

久保 満利子

表 1 各地の新たな外債管理方式
対象地域

対象企業

通貨

外債管理方式

投注差管理
人民元
（投資総額−資本金）

外債限度額

額を超え、超過した部分に対する外債枠

発生額管理（返済後も
外債枠は復活せず）

が不足する場合は、無断の対外借入と見

一般地域
（
「外債管理暫定弁法」
（2003
年）
、
「外債登記管理弁法」
（2013 年）

外資企業

遼寧省・大連市
（遼匯発 [2015]78 号、
大匯発 [2015]24 号）

外資企業

上海自由貿易試験区
（銀総部発 [2014]22 号）

区内企業
外資・中資

上海自由貿易試験区
（銀総部発 [2015]8 号）

区内企業
外資・中資

深圳前海協力区
（深外管 [2015]4 号）/
北京市中関村国家自主創新模
範区・江蘇省張家港保税区
（匯復 [2015]57 号）

区内企業
外資・中資

比例自律管理
人民元
（純資産の 2 倍まで）
残高額管理
外貨
※又は、投注差管理を選択

天津エコシティ

区内企業
外資・中資

人民元

借入限度額は区全体の総額で管理
但し、貸出人はシンガポール内の銀行

蘇州工業園区

区内企業
外資・中資

人民元

借入限度額は区全体の総額で管理
但し、貸出人はシンガポール内の銀行

短期：残高額管理（返
済後は外債枠が復活）
中長期：発生額管理
比例自律管理
残高額管理
人民元
（純資産の 2 倍まで）
※大連市では、人民元
外貨
※又は、投注差管理を選択 建ては発生額管理
払込済資本金× 1 倍×
人民元 政策変数
残高額管理
※又は、投注差管理を選択
資本×外債レバレッジ率×
人民元 政策変数（自由貿易口座を
残高額管理
外貨
利用 した場合）
※又は、投注差管理を選択
外貨

投注差管理
（投資総額−資本金）

の両替を不可とする地域もありました。

做され処罰される可能性がある点に留意
が必要です。

2. 資本取引自由化の今後の展望
国家外貨管理局は、先頃開いた 15 年
第 2 四半期の定例記者会見で、今後の
外貨管理改革の方向性として資本取引自
由化の早期実現を目指していることを改
めて強調し、現在進めている「外貨管理
条例」の改定について、①資本項目の許
認可権限の廃止の推進、②クロスボーダ
ー資金移動に対するモニタリング機能の
強化、③マクロプルーデンス管理の強化、
④金融危機対応の強化という 4 つの考
え方を示しました。上述の企業の資金調
達を巡る一連の規制緩和措置もこうした

外貨管理改革の流れの中にあり、資金調達を含む資本取引の

これに対し、
14 年 2 月、
中国
（上海）自由貿易試験区において、

規制緩和は、今後加速していくことが予想されます。

銀行に対しエビデンスを提出することなく随時任意で人民元転

また、外貨管理の具体的手法について見ると、当局は資金移

ができる「自由元転制」が試行され、14 年 8 月からはその他

動に対するモニタリングシステムの構築と企業の信用情報デー

の一部地域でも同制度が試行されていましたが、15 年 6 月 1

タベースを整備した上で、従来の個別案件毎に審査・認可を行

（注 4）

日より
「自由元転制」が全国で実施されることになりました。

う方式から、企業全体の資金移動を把握・管理する方式へと制

これにより、中国現地法人は、資金需要や為替相場動向を

度移行を図りつつある姿勢がうかがえますが、このことは同時

睨んで、外貨建資本金の両替のタイミングを自由に選択できる

に、モニタリングシステムにおいて企業の異常な資金の動きが

ようになりました。

発見されると、当局が立ち入り検査を行い、不正行為と認定し

なお、外資企業は、従来の「支払元転制」と新たな「自由元
転制」のいずれか選択が可能ですが、
「自由元転制」に基づく

た場合、企業を厳重に処罰する可能性があることを示唆してい
る点に留意が必要です。

両替後の人民元資金は専用口座で管理され、専用口座からの

なお、先に見たとおり、現状、外貨と人民元とでは規制が異

資金払出しの際には、銀行に対しエビデンスの提出が必要な点

なる場合があります。これは外貨建取引の主たる監督官庁が国

は「支払元転制」の資金払出し時と同じです。

家外貨管理局であるのに対し人民元建取引の主たる監督官庁は

（4）海外保証つき中国国内借入の規制緩和

中国人民銀行であることに主に起因していますが、外国為替管

外資企業が現地で銀行から借入を行う際、銀行に対し親会

理の基本法規となる「外貨管理条例」の改定作業は、国家外

社保証を差し入れる場合が少なくありませんが、従来、親会社

貨管理局が中国人民銀行の指導の下で進めており、今後モニタ

の保証が履行された場合、これに伴って発生した外資企業の親

リングシステムの改善とともに、資本取引における外貨建・人

会社に対する債務は短期外債として外貨管理局への登記を必

民元建共通の管理規定が整備されていくことが期待されます。

要とし、登記可能額は「投注差」の範囲内とされていました。
これに対し、14 年 6 月 1日より、保証履行に伴って発生した
外資企業の海外保証人に対する外債について、当該外債の未
返済元金の残高が監査済み純資産額の範囲内で「投注差管理」
の対象外とされ、純資産額を超えた部分についてのみ外債枠
（注 5）
を費消することになりました。

これにより、中国現地法人の現地銀行借入の利便性が向上
しましたが、保証履行に伴う外債の未返済元金残高が純資産

（注 1）
「遼寧省外商投資企業の外債借入における比例自律管理政策実行の
操作細則に関する通知」
（遼匯発 [2014]78 号）
（注 2）
「大連市外商投資企業の外債借入における比例自律管理政策実行の
操作細則に関する通知」
（大匯発 [2015]24 号）
（注 3）
「一部資本項目に係る外貨業務関連問題のさらなる明確化・規範化
についての通知」
（匯発 [2011]45 号）。2015 年 3 月 24 日付「既存 50 件の
外貨管理規制の廃止・失効に関する通知」
（匯発 [2015]17 号）に基づき廃止。
（注 4）
「外商投資企業の外貨資本金人民元転管理方式の改革に関する通知」
（匯発 [2015]19 号）
（注 5）
「クロスボーダー保証外貨管理規定」
（匯発 [2014]29 号）
2015 年６月 25 日
JC ECONOMIC JOURNAL 2015.8

30

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 中国ビジネス Q&A

中国ビジネス Q&A

企業の資金調達を巡る最近の規制緩

中国政府は資本取引の自由化を標榜して、企業の資金調達を巡る規制緩和を進めているようですが、
その具体的内容について教えてください。
中国現地法人の資本取引における主な資金調達手段には、海外からの調達として「増資」
「親子ローン」
「オフショアローン」
、中国国内での調達として「現地銀行借入」
「国内委託貸付」等が挙げられます。資
金調達に対しては、当局への事前登記、調達資金の両替制限、海外からの保証履行時の登記など、様々な規
制が課されていますが、昨年来、段階的にこれらの規制緩和が進んでいます。
（図 1）
以下では、中国現地法人の資金調達を巡る最近の主な規制緩和措置の内容と、今後の資本取引自由化の展
望についてまとめます。
達が可能となりましたが、
「比例自律管理」方式を選択した場合、

1. 最近の資金調達を巡る主な規制緩和措置

純資産額は企業の経営状況によって変動するため、
「投注差管
理」よりも外債枠が小さくなる可能性があります。いったん「比

（1）外債調達枠の制限緩和
外資企業が海外から親子ローン、オフショアローンといった外

例自律管理」方式を選択すると「投注差管理」方式への変更

債形式で資金調達を行う場合、事前に外貨管理局への「外債

ができないため、管理方式の選択には慎重な対応が必要です。

登記」が必要で、
「外債登記」にあたっては登記可能な枠の制

なお、外債管理の緩和措置については、遼寧省、大連市の

限を受けます。これまで「外債登記」枠の管理については、
「外

ほかにも、中国（上海）自由貿易試験区、深圳前海協力区、北

債登記」枠の限度額として、外貨建、人民元建ともに「投注差

京中関村国家自主創新模範区、江蘇省張家港保税区や、天津

管理」
（投資総額－登録資本金の範囲内）とされ、また、外貨

エコシティ、蘇州工業園区等でも別途、独自の規定を発表して

建の場合、短期借入には「残高額管理」
（借入返済後は枠が復

います。また、人民元建と外貨建とで適用される外債管理方式

活）
、中長期借入には「発生額管理」
（借入返済後も枠は費消

が異なる地域もあります。
（表 1）
国家外貨管理局は今後、外債の「比例自律管理」方式の適

されたまま復活せず）が適用されていました。
これに対し、2014 年 12 月 2 日、遼寧省の外貨管理局は外
資企業の「外債登記」について、
「投注差管理」方式に加え、
新たに「比例自律管理」と呼ばれる方式を導入し（注 1）
、
「投

用地域を拡大していく方針を示しており、今後の政策動向が注
目されます。
（2）短期外貨建外債のロールオーバー規制の緩和

注差管理」か「比例自律管理」のいずれかの選択を可能とする

一般地域における短期（1 年以内）の外貨建外債には「残高

通達を発表し、15 年 2 月 27 日には、遼寧省大連市も同様の

額管理」が適用されますが、当該外債が期限延長等により借

通達（注 2）を公布しました。

入期間が 1 年を超えた場合、中長期外債と見做され「発生額

「比例自律管理」方式では、短期（1 年以内）外債、中長期（1
年超）外債の両方について「残高額管理」
（借入返済後は枠が
復活）を行うこと、及び、短期・中長期外債の合計残高が前年

管理」が適用とされていたところ、15 年 3 月に斯かる規定（注 3）
が廃止されました。
これにより、短期外貨建外債のロールオーバーの際には「外

度監査済み純資産額の 2 倍以内であることとしています。また、

債登記」枠が復活することになり、中国現地法人は外貨建外

企業は従来の
「投注差管理」
（投資総額－登録資本金）方式か
「比

債の利用メリットが向上しましたが、短期外貨建外債のロール

例自律管理」方式のいずれかを選ぶこともできます。

オーバーに対する現在の各地の対応状況は、管理システムの整

これにより、中国現地法人はより機動的な海外からの資金調

備が追いついていないこと等から、引き続き中長期外債として
「発生額管理」を行う地域も

図 1 中国現地法人の資本取引における主な資金調達手段
増
海外からの
直接調達

親子ローン（親会社借入）
オフショアローン
（海外の金融機関からの借入）

人民元・外貨
資金調達

外銀支店 / 地場銀行からの借入
中国国内での
調達

▲

海外からの債務保証
中国国内委託貸付
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ありますので、現地の外貨管

資

理局への確認が必要です。

｝

（3）外貨資本金の自由元転

■借入実行時：企業が「外債登記」

従来、外貨建の資本金につ
いては、資本金の使用時に「支
払元転制」と呼ばれる、資金

■保証履行時：企業が「外債登記」

使途に関するエビデンスの銀
行宛て提出を必要とする規制
があり、また、クロスボーダー
人民元決済のための人民元へ
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（実施順）

■ 6/8 〜 12 福建省訪問団派遣～蘇樹林省長、鄭暁松副
省長らと交流

岡本理事長を団長とする11 社 17
人による標記訪問団を派遣。今般、
上海に続く自由貿易試験区として同
省も指定され、将来の有望投資先と
して内外が注目。本団では、蘇樹林
省長との懇談、鄭暁松副省長との会
見のほか、楊益民福州市長、裴金佳
厦門市長との会見も実現。このほか、 蘇樹 林省長と握手する
自由貿易試験区の中核 3 エリア（福 岡本理事長（右）
州、
平潭、
厦門）の現地を視察。中国の各地が高成長を競う中、
福建省の相対的な発展の遅れを取り戻すべく、急速な成長を
遂げていることを実感。2014
年 GDP 成長率が 9.9％、1 人当
4/24
たり GDP が 1 万ドル超という目覚ましい発展。

■ 6/10〜12 ECOTECH CHINA 2015 に出展

6月10 〜12日にかけて上海の国家展覧中心にて開催された
「ECOTECH CHINA 2015」に出展。同展示会は、中国の固形
廃棄物処理処置・大気汚染対策産業における新政策に焦点を
当て、固形廃棄物処理・大気汚染処理・汚泥処理および資源
リサイクルの設備・技術をメインに行われた。当協会は日本企
業 8 社と共にパネル展示を実施し、日中省エネルギー・環境
ビジネス推進事業の PR や企業のマッチングサポートを行った。

■ 6/16 「北京日本企業投資説明会」に協力

北京市投資促進局・趙昕昕副局長を団長とする一行を訪日
招聘し、新宿で開催された標記説明会に協力。当日は 50 人
の定員満員で盛況。当日は趙副局長より北京独自の投資優位
性や歓迎誘致分野など総括的な基調講演。さらに東城区、朝
陽区、石景山区の各責任者より投資環境や重点を概説。また、
北京新航城控股有限公司より着工した北京第 2 空港関連ビジ
ネスや投資機会を紹介（各発言ポイントや配布資料は当会ウェ
ブサイトに掲示）
。

■ 6/18 湖北省商務庁来会

湖北省商務庁・胡銀道副庁長一行が来会し、湖北省や商
務部が重視する中部博に生田専務が参加したことに対し謝意。
「今回は 8 回目の中部博が円満に閉幕してそれで終わりではな

く、今後さらに経済貿易方面での協力関係を強化し、発展モ
デルを構築することが重要。日本は湖北省において輸入国第
1 位、同時に輸出国第 4 位となっており、湖北省と日本との未
来は明るい」と発言。
今年、在日本湖北省企業から形成される「湖北日本全国総
商会」を設立。80 以上の企業が参加予定。オープニングセレ
モニーを開催予定、生田専務に出席依頼。

■ 6/30 四川博覧事務局が来会、10 月輸入展、11 月農業
博を紹介

劉瑛副局長を団長とする一行 6 人が来会。目的は「中国西
部（四川）輸入展・国際投資大会」
、
「第 3 回四川農業博覧
会・成都国際都市現代農業博覧会」への広報。当協会は、同
局が例年成都で開催する「中国西部国際博覧会（次回は 2016
年開催）
」を中心に、これまで相互に往来と交流を重ねてきた。
一連イベントの準備スケジュールや開催意義、これまでの成
果等など紹介のポイントは当会ウェブサイトに掲示中。

2015 年 6 月の日中東北開発協会の活動から

■ 6/15 鞍山経済開発区管理委員会来会

鞍山経済開発区管理委員会・徐政忠副主任一行 3 人が来会、
生田理事長ほかが対応し、今後の協力等に関して意見交換し
た。

■ 6/16 遼寧省訪日代表団との会見

都内のホテルにて邴志剛・遼寧省副省長一行 6人と会見した。
岡本巌・当協会副会長、朝香聖一・日本精工㈱相談役ほかが
出席し、今年 7 月開催予定の日中経済協力会議に関して意見
交換した。

■ 6/17 瀋陽市対外貿易経済合作局来会

瀋陽市対外貿易経済合作局・李屹副局長一行 3 人が来会、
後藤事務局長ほかが対応し、今後の交流や協力等に関して幅
広く意見交換した。
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