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一般財団法人日中経済協会常任理事
電源開発株式会社相談役

源開発株式会社は、 国内で水力・石炭火力を中

様で、2015 年の発電量は、前年比 ・2% 減と

年の発電量は前年の反動で

た水力・火力発電技術を活用して海外でエンジニアリン

電事業者です。当社は、その国内発電所建設運営で培っ

も出ています。 習近平総書記は、「サプライサイドの構

しい状況であり、巷では中国の経済運営に悲観的な意見

％増でしたが、 平均稼働時間は

年以来初めて減少し、

グコンサルティングを実施しており、 初めて中国に技術

造 改革強 化に力を入れる」 と指 示しており、 今後は電

年以来最低水準と苦

協 力したのは 1985 年、 浙 江 省の水 力 発 電でした。

力産業においても過剰設備の整理が進むものと見られま

今後の中国経済はどうなるのでしょうか。ここで私が

ます。

当社の中国での事業の歩みは、正に中国国内の電力産

思い起こすのは、「三 国 志 演 義」 に出てくる曹 操の詩、

人生は幾何か長いだろう、例えれば朝露のようなもの

人生幾何 譬如朝露 去日苦多

大気汚染が徐々に問題になりつつありました。そのよう

だ。苦労は多く日々は去っていく。曹操の沈痛な面持ち

10

％以上と自国の技術力を活用して環

なにをもってこの憂いを解こう、ただ、ただ酒を飲む

何以解憂 唯有杜康
境との調和を大切にしながら目を見張るような発展をし

ことだ。そんな悩みなどなんであろうと、呵々大笑する

脱硫設備設置率

ています。この流れの中、 当社も技術から投資へと舵を

ょうか。唯有杜康、恐るべきかな、彼の国の人。

い飛ばし、 軽々と困難を乗り越えていくのではないでし

の子孫たる今の中国人も、世に蔓延る囂しい悲観論を笑

曹操、満身の笑みで杯を飲み干したことでしょう。曹操

今、 中国では経済成長が中度成長に移行し、 様々な

す。

切り、現在では投資面で中国の電力産業に貢献していま

90

持ちもそうでしょう。しかし、と彼は次に続けます。

な状況下で当社を含む日本の環境設備技術は、 非常に

億 kW の 新 規 開 発、

で空を仰ぐ姿が心に浮かびます。今の電力産業の方の気
年 間で
10

2250 万 kW の三 峡 水 力 ダム 運 開、 石 炭 火 力での

そ の 後、 中 国 は

高く評価されました。

本のような脱硫・脱硝装置の設置はまだ一般的ではなく、

していきました。特に石炭火力の環境設備は、往時、日

業の発展と重なります。当初、技術的に改善余地があっ

64

短歌行です。この詩の冒頭の出だしは悲壮です。

件の発電プロジェクトに投資を行っています。

爾来、 多くの発電プロジェクトに技術を提供してきまし

5 68

す。火力発電産業は冬の時代を迎えたという報道もあり

心に約 1800 万 kW の発 電 設 備を有 する発

0

たが、 昨今では事業分野を投資に拡大し、 中国国内で

16

た中国の発電事業に当社はエンジニアリングの面で協力

4

分野で調整が必要な局面に入りました。 電力産業も同
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2017年の財政・金融動向

16

内国際経済情勢を分析し、 年の経

が開催された。会議では、当面の国

共催による中央経済工作会議

14

の最近の変化を指摘し、次に 年のマ

済政策の前提となる、中国マクロ経済

済政策を手配した。本稿は、まず経

17

2016年の経済

（１）経済のトレンド

年

月発表

クロ経済政策の方針を解説する。

17

1

兆 4127 億 元で

年の GDP は、

の速 報 値では

17

これを四半期ごとに見てみると、

7

％、

8

9

7

6

7

6

月期は ・

6

～

7

7

前期比ベースで見ると、 ～ 月期

しており、先進国の計算方法のように

しかしこれは、前年同期比で計算

～ 月期 ・ ％となっている。

・

％、

～ 月期は ・ ％、 ～ 月期は

1

あり、実質 ・ ％の成長となった。

74

6

6

3

・ ％、 ～ 月期 ・ ％、

3

4

6

9

～ 月期 ・ ％、 ～ 月期 ・

1

1

8

12

％の成長と、公表値とは逆に、

1

～ 月期の成長率より ～ 月期の

7

9

7

12

ただし、これはあくまで 年 月

方が鈍化していることが分かる。

9

1

時点の試算値であり、 カ月ごとに

17

過去にさかのぼって大きく改定されて

いる。 絶対的な数値を見るよりは、

2
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月 〜 日、党中央・国務院
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田中 修

2016 年の中国経済は、依然指標がまだら模様の横ばい状態が続いており、17 年はインフレ・資産
バブルの懸念が出ている。このため人民銀行は金融について、これまでの緩和気味の政策を景気中立型
に転換した。他方、19 回党大会が開催される17 年は、経済・社会の安定が特に重視されるため、財
政政策による一層の景気下支えへの期待が高まっており、安定成長と財政規律のバランスをどう図るか、
財政当局は難しい選択を迫られている。

2017年の中国経済・社会分析

トレンドに注意した方がよい。
（２）成長構造の変化
年の GDP の産業別構成比で見

ると、 年 月の公表時点では、第
次産業 ・

％であり、

次産業 ・ ％、第 次産業 ・

％、第

第 次産業のウエイトは 年より ・
ポイント高まった。また、成長率へ

の最終消費の寄与率は、 ・ ％と
公表されており、 年の最終消費寄
与率 ・ ％より上回っている。
次産業・投資依存型から、

このように、中国経済の成長構造
は、第

た民間固定資産投資は、 年に入り、

②人民元レートが下降気味であり、

統計局は「一線・二線都市は基本的

上昇の頭打ち傾向が見られる。国家

鈍化し、 ～ 月期には ・ ％増

淘汰の影響を受けて、伸びが急激に

生産能力過剰業種の生産削減・設備

市）
、 都市が上昇
（ 月は 都市）
と、

輸入価格が上昇している、③生産能

に上昇が止まった」としている。

ては、 ①原油価格が下げ止まった、

力削減・在庫削減政策の効果が顕在

している、といった点があげられよ

資が牽引する関連業種の業績が回復

化している、④不動産・インフラ投

政策にプレッシャーをかけている。

上昇傾向が続いており、これも金融

都市が下落、 都市が上昇と、依然

しかしながら前年同期比では、

（５）消費
年の小 売 総 額 は、 前 年 比

％増となった。消費は 年に続き、

・

う。
しかしながら、この上昇傾向が続
くと、PPI の上昇率はインフレが
直近でピークに達した 年 月の ・

にまで落ち込んだ。李克強首相が全

国にチームを派遣し、落ち込みの原

因を調査するとともに、民間投資の

活性化を図った結果、 月から民間

投資はしだいに持ち直し、 年では

・ ％増におさまった。

（７）外需

年の輸出はドルベースで前年比マ

PPI の上昇は、約半年のタイムラ

ネット商品・サービス小売額
（e コマー

このうち、注目すべきは全国インター

イナスであることは 年と変わりない

ナス ・ ％であった。輸出入ともマ

イナス ・ ％となり、輸入は同マイ

ケタベースで安定的に伸びている。

グを経て、川下の CPI に次第に波

ス）であり、
前年比 ・ ％増となった。

日に公表した「2016 年第 四

半期貨幣政策執行報告」において、「イ

が、 年の輸出がマイナス ・ ％、

年の都市固定資産投資は、前年

比べ、輸出のマイナス幅が拡大し、輸

輸入がマイナス ・ ％であったのに

（６）投資

及していくので、人民銀行は 年 月

％に迫る可 能 性 がある。 川 上の

1

8

第 次産業・消費依存型への転換が

9

比 ・ ％増と ケタの伸びに落ち

価の変化は注意に値する」との判断

に ・ ％増となったあとは、基本的

込んだ。しかしながら、 ～ 月期

ンフレ期待が高まっており、将来の物

15

依然として続いている。
（３）物価の動向
年の消 費 者 物 価（CPI）は、

16

2

16

2
に横ばい状態が続いている。

これは、政府のインフラ投資が前年
深圳といった一線都市と、一部の二線

騰を反映して、不動産開発投資が

ていること、 年前半の住宅価格高

％ 増、

月は

入のマイナス幅が縮小している。特に、

月の輸 入は ・

・ ％増と、 カ月連続プラスと

12

前年比 ・ ％上昇と、抑制目標の

を示した。これが金融政策の転換にも
つながっている。
（４）住宅市場の動向

比 ・ ％増と依然高い伸びを示し
都市の住宅価格が上昇した。このた

～ 月期の ・ ％増を底に伸びが

年前半は、北京・上海・広州・

15

5

7

％以内におさまった。

他方、
工業生産者出荷価格
（PPI）

7

5

6

なった。このため、 年の貿易黒字は

2

年の国民 人当たり可処分所得

（８）所得

なったと見られる。

への寄与率はかなり大きくマイナスに

大幅に減少しており、外需の成長率

年の 5945 億 400 万ドルより

5099 億 6300 万 ドルと、

16

は、 年はマイナス ・ ％と大幅な
月には連続

た。しかも、その後の上昇幅が急速

め、不動産取引が活発化する 月・

高い伸びを示し投資全体を支えてい

他方、 年に前年比 ・ ％増と

返したことが大きい。

反転し、 年では ・ ％増に盛り

1

15

マイナス基調であったが、 年は毎月
マイナス幅が縮小し、

に拡大しており、 月には ・ ％

月に、多くの地方政府が住宅購入
制限政策を強化したため、 年 月

の全国 大中都市の新築分譲価格は、
都市が前月比で下落（ 月は 都

1

となり、 年 月は、 ・ ％とさ

1

7

は実質 ・ ％増と、GDP の伸び

1

らに上昇幅が拡大した。 年通年で

2

5

7

5

3

9

10

3 11

16

カ月の下落が終息し、プラスに転じ

12

26
2

3

6

7

1

6

は、マイナス ・ ％である。

3
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月末・

労働分配率を高め消費を振興するた
ント上昇した。経済が減速するなか、

前年同期より、いずれも ・ ポイ

マネ ーサ プライの代 表 的 な 指 標

月末

ている。ただ、 ～ 月は比較的高

月 末の人 民 元 貸 出 残 高は

106 兆 6000 億 元 で、 前 年

ポイント 減

％ 増であり、 伸 びは

月 末 より ・

同期比 ・

年

速している。 年の人民元貸出増は

兆 6500 億元であり、 年より

4466 億元増加した。

年は株式市場が激しく動揺し、

年初めも株式市場は不安定であっ

た。このことが、投資の新規着工を大

の償還財源がなくなり財政危機に陥っ

く落ち込み、地方政府は銀行への債務

等の多様な原因の影響を受けて、一

市場にかなり大きな変動が出現した

の下振れ圧力がかなり大きく、金融

た。前述の人民銀行報告も、
「経済

時期の金融政策は実施の上で、穏健

幅に遅らせ、投資を低迷させたのであ
る。

投資の持ち直しを反映して、国有地

であったことを認めている。このため、

る」と年前半の金融政策が緩和気味

だがやや緩和寄りであった可能性があ

使用権譲渡収入が大幅に伸び、他方

余剰資金が不動産市場に流れ込み、

これに対し、 年度は不動産開発

で財政部が地方債発行による債務借

住宅価格が急上昇したのであろう。

であり、中央経済工作会議は 年の

このように経済指標はまだら模様

2017年は「安定」を強調

り換えを促進したため、地方政府の

投資の新規着工は 年より順調であっ

た。このことも、 年の投資の下げ止
まりにつながったと見られる。
（ ）金融

4
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政策が原因である。 年から推進さ

年

155 兆 100 億 元で、 伸 びは前

で あ る M 2の 残 高 は

大任務として、企業のコスト引き下

年同期比 ・ ％増となり、 年

れているサプライサイド構造改革の重

げがあることは前述したが、このコス

月末に比べ、 ポイントの減速となっ

に、財政部はサービス産業に係る営

い伸びを示していた。

譲渡収入が不動産開発投資の不振を

なった。 年度は、この国有地使用権

地使用権の譲渡収入は ・ ％増と

する地方政府基金収入のうち、国有

他方、地方政府の特別会計に相当

5000 億元に及んだ。

的な減税政策であり、減税規模は約

加価値税）に転換した。これは実質

業税（売上税）をすべて増値税（付

トには税負担も含まれている。 月

12

求人倍率は ・ であり、

め、可処分所得の伸びをできるだけ
雇用は比較的安定している。

12

15

・ ％を下回った。これまで政府は、

実質成長率より高めるよう政策努力
（ ）財政
年の全 国 財 政 収 入は
・

兆 7841 億 元、 前 年 度 比 ・

％ 増 となった。 全 国 財 政 支 出 は

9552 億 元 で、 前 年 度 比

兆

を行ってきた。しかし、 年に至り、
その方針が変更されたのである。
習近平指導部は、 年 月の中央
経済工作会議において、
「サプライサ
イド構造改革」の 大任務を決定し

16

4

8

％増であった。

3

2

1

0

た。そのうちの つが「企業のコスト

年の ・ ％増に比べ、財政収

入の伸びが大きく鈍化しているが、こ

11

13

12

5

16

引き下げ」であるが、企業のコストの
中には人件費が含まれており、これに

れは経済の不振というよりも、減税

5

反映して、マイナス ・ ％と大き

12

15

12

6

よって、 年以降続いていた最低賃金
大幅引き上げの動きに 年はブ

1

4

レーキがかけられ、所得の伸び
が鈍化することとなった。
しかし、今後も所得の伸びと
実質成長率の伸びとの差が拡大
するようであれば、労働分配率
が低下し、 年の消費の伸びは
鈍化していく可能性がある。
（９）雇用
年の新 規 就 業 者 増 は

1314 万人となり、年間目標
「1000 万 人 以 上」 を 超 過
達成した。また 月末の都市
登録失業率も ・ ％と、年

16

16 15

15
4

10

16

15

21

15

16

15

13

4

16

12

間目標「 ・ ％以内」を達
成している。
98
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さらに 月末の 都市有効
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2017年の中国経済・社会分析
北京市内の住宅購入には実需も
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2017年の中国経済・社会分析

定の中で好転し、経済運営は合理的

は、鈍化の中で安定傾向にあり、安

経済につき、
「経済情勢の総体的特徴

らない」とされた。

性の基本的安定を維持しなければな

マネーのバルブをうまく調節し、流動

「金融政策は穏健・中立性を維持し、

利上げも視野に入ってこよう。

り、今後のインフレの度合によっては

それもある。当面利下げは困難であ

流出・元の切下げ圧力が増大するお

れた。

ないようにしなければならない」とさ

システミックな金融リスクを発生させ

住宅市場では資産バブルが懸念さ

区間を維持し、質・効率が向上した」

ものであって、投機のためのものでは

れるが、会議は「
『住宅は住むための

も、財政政策の景気下支えの役割が、

ない』という位置付けを堅持し、
金融・

この意味で、 年は金融政策より

適度」であり、その具体的中身は景

一層要求されることになると思われ

土地・財政・税制・投資・立法等の

年までの金融政策は「穏健・柔軟・

の経済運営はなお少なからぬ際立った
気下支えのためのやや緩和気味の運営

る。

と肯定的な評価をしつつも、
「我が国
矛盾・問題が存在し、生産能力過剰
であった。しかし、 年は金融政策の

手段を総合的に運用して、不動産バ

17

（２）人民元レート

16

いる」と構造的な問題が存在するこ

累積し、一部の地方の困窮が増大して

足しており、金融リスクがある程度

際立ち、経済成長の内生的動力が不

と需要構造のグレードアップの矛盾が

一部の第二線都市を中心に再び過熱

半のように住宅市場が、第一線都市、

金融緩和に傾斜し過ぎると、 年前

「中立性」が強調されている。これは、

ればならない」とされた。

元レートの基本的安定を維持しなけ

同時に、合理的な均衡水準での人民

「為替レートの弾力性を増強すると

とする。

の出現をも防止しなければならない」

ブルを抑制するのみならず、乱高下

が、 年のように住宅価格が急落す

バブルの発生はもちろん問題である

し、バブル的傾向を示す危険がある

この表現からすると、急激な元安

しば党大会のような大きな政治イベ

わるものとみられる。中国では、しば

局常務委員のメンバーが大幅に入れ替

表現が抑制気味になっている。サプラ

回は「基本的安定」とするのみで、

「合理的な充足」としていたが、今

また流動性については、前回会議は

の出方次第でもある。もし、トラン

安が可能かは、米国のトランプ政権

る方向となろう。ただ、どこまで元

がら、じりじりとした元安を容認す

不動産市場についても安定が重要なの

返済が滞る。安定を重視する 年は、

方政府の財政が苦しくなり、債務の

有地使用権の譲渡収入も減少して地

からであろう。

ントがあるときは、特に安定が重視

イサイド構造改革の一環である、
「企

ると、不動産開発投資が停滞し、国

される。会議は安定の重要性について、

である。

カギとなる分野である程度（改革の）

定は大局であり、安定の前提の下で、

いる。安定は主たる基調であり、安

ることは、特別重要な意義を備えて

傾向の中で利下げを行えば、実質金

に変更されたとみてよい。物価が上昇

を表明しており、金融政策は実質的

前述の人民銀行報告もインフレ懸念

PPI の急回復・上昇が続くなか、

を迫られることになろう。

制に移行するか、中国は難しい選択

き元を買い支えるか、一気に変動相場

牲にし、米国債を売却して、引き続

ければならなくなる。外貨準備を犠

ならば、中国は急速な元安を避けな

「為替操作国」に認定しようとする

「住宅の上昇圧力の大きい都市は土

また、住宅購入には実需もあるため、

制限しなければならない、としている。

的な住宅購入に流れることを厳格に

宅購入を支援し、貸出が投資・投機

政策では自ら住むための合理的な住

ネーをしっかり管理し、ミクロの貸出

具体的には、マクロ政策面ではマ

という政策の総基調をしっかり貫徹す

進展をみなければならない」と強調し

利がゼロ・マイナスとなり、預金がシャ

（３）金融リスクの防止

2017年の金融動向

る。また、FRB が利上げを目指す

置付け、
資産バブルの防止に力を入れ、

「金融リスクの防止をより重要と位

比率を高め、都市の遊休・効率の低

地供給を合理的に増やし、住宅用地

ている。

ドーバンキングに流出するおそれもあ

17
なかで利下げを行えば、資金の海外

う表現も、今回は削除された。

プ大統領がこれまでの言葉通り中国を

は避け、 日の変動幅を若干緩めな

14

16

業の資金調達コストの引き下げ」とい

年秋の第 回党大会では、政治

とを指摘している。

17

「 年に、安定の中で前進を求める、

19

（１）金融政策の転換
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い」とし、不足する住宅については供

い用地を活性化させなければならな
需要に適応しなければならない」とさ

下げ、民生の保障を徹底するという

る。新たな減税措置を検討・実施する」

実施かつ整備し、減税効果を拡大す

続き支援し、中央企業を支援し『ゾ

の再就職がしっかり行われるよう引き

造改革の他の任務としては、
「労働者

としている。また、サプライサイド構

係で議論が続くことになろう。これま

で引き上げるかは、財政規律との関

字を拡大しており、この比率をどこま

実質すでに限度を超えるまで財政赤

している。これからすれば、 年度は

中小都市の発展を牽引しなければな
務の つは「企業のコスト引き下げ」

年 月突然交代した。その後開催

された全国財政工作会議は、
「財政支

出の強度を減じることなく、実際の支

出規模を拡大する」としている。

（２）財政改革

る」として、貧困扶助・農業・教育・

作会議は、
「支出規模を適度に拡大す

方税体系の整備」が大きな課題となっ

る「中央・地方の収入区分」と「地

分改革は既に方針が決まっており、残

中央と地方の権限と支出責任の区

社会保障・医療等の大衆の切実な利

源税改革を引き続き深化させ、水資

人所得税改革を検討・推進する。資

立する。総合と分類が結びついた個

を支援する健全な財政政策体系を確

ほかに「農業からの移転人口の市民化

なお、全国財政工作会議は、この

ている。
としている。

年 度 予 算 は、 財 政 赤 字 の 対

GDP 比率を 年度の ・ ％から

年度の財政赤字は、

一気に ％に引き上げた。 月 日
に発表された

予 算の 兆 1800 億 元を上 回り

法定の原則を貫徹し、タバコ税等の税

源税のテスト範囲を拡大する。租税

れを GDP74 兆 4127 億元で

制立法をしっかり行う。環境保護税

兆 8289 億元となっており、こ

単純に割ると、 ・ ％となる。中

基準を参考としており、EU は原則

国は、財政の健全化について EU の

起草する」としている。

実施条例・政府税外収入管理条例を

6
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として財 政 赤 字の対 GDP 比 率を

であり、これには減税も含まれ、 年

ンビ企業』を処置する」
、
「地方政府

で財政改革の推進と財政の健全性維

％以下に抑えなければならない、と

らない」とし、大都市に人口が過度に
に、さらに追加減税が実施されるのか

債務限度額管理・予算管理を強化す

持を重視してきた楼継偉財政部長が

れた。

集中することを防ごうとしている。
注目される。また、企業のコストには

る。政府債務残高を適切に処理する。

給を増やすとともに、
「特大都市は一

（４）金融改革
医療・年金等の社会保険料負担も含

地方債発行による既存債務の借換え

サプライサイド構造改革の 大任

「金融監督管理体制改革を深く検
まれており、この引き下げも課題とな

さらに、社会の調和・安定を特に

充実も課題となる。この方面の支出は

16

益に関わる支出を合理的に計上する」

拡大することになろう。全国財政工

11

部都市機能の移転を加速し、周辺の

討し積極かつ穏当に推進しなければな

全国財政工作会議は、
「営業税を増

を強化する」としている。

ろう。なお、 月 日に開催された

3

らない」とされた。 年の株式市場・

2017 年の中国は経済社会の安定を重視

外為市場混乱の中で、銀行業・証券
理委員会によって所管されている
ことの非効率性が、党 中全会
において習近平総書記から厳し
く指摘されている。 年は、通常
であれば 年に 回開催される
全国金融工作会議の開催の年と
なる。最大の焦点は、 委員会
の統合問題となろう。ただ、こ
れは幹部ポストの削減にもつなが
るので、そう簡単ではない。

2017年の財政動向

24

4

1

2

8

（１）財政政策の強化

16

3

「財政政策はより積極・有効
でなければならず、予算計上は、
サプライサイド構造改革を推進
し、企業の税・費用負担を引き

2

5

3

16

5

17

重視する 年は、民生関係の予算の

29

値税に改めるテスト政策を引き続き

12

1

業・保険業がそれぞれ異なる監督管

15

17

1

17

3

15

16
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株式会社富士通総研 主席研究員

景気停滞期の中国経済の
課題
柯 隆
中国研究者にとって、中国経済の実態が分からないときに助け舟と
なる表現の一つは「転換期」という言葉である。すなわち、いつでも、

大きく切り下がった。それに対して、

経済は株が暴落し、人民元も

り返れば、２０１５年の中国

んどない。要するに、
成長しなくても、

て抜本的な改革を行う可能性がほと

る年に、指導部はあえてリスクを取っ

る。習近平政権二期目の人事が決ま

振

年の中国経済は意外にも平穏だっ

GDP 伸び率は６・７％と、おおむ

た。中国国家統計局が発表した実質

いう判断になる。

混乱さえしなければ、それで良いと

院も６・５％前後の成長を目標として

は６・５％と見積もられている。国務

年の経済成長率について、IMF で

民の間でコンセンサスを得ることであ

者にとり重要なのは指導部ないし国

主主義の政治は合議制であり、指導

今年のための準備だったといえる。民

習政権にとり、今までの４年間は、

掲げた。そもそもマクロ経済の成長

る。指導者として求められるのは自

ね市場の予測通りの水準である。

率について０・２ポイントの違いはど

らの主張をわかりやすく説明するプ

門事件以降、江沢民元国家主席も核

中国経済・社会・政治をみるうえで、

国家主席がそれに反対したからであ

心になれなかった。というのは、江元

17

中国経済は転換期にあると言っておけば間違いはない。まさに絆創膏

んな意味を持つのだろうか。否、０・

レゼンテーションの力である。それに

大胆な緩和政策が実施される見込み

心のステータスを手に入れた。ただ

もっとも重要なキーワードはおそらく

る。すなわち、習国家主席が核心に

継承するということである。

「安 定」 という一言であろう。なぜ

なれたというのは党内の反対勢力の

多くが排除されている証左といえる。

安定が重要かというと、 年は政治

17

16

のような言葉である。むろん、読者の多くは、転換期という言葉を聞

２ポイントの違いにそれほど意味は

対して、専制政治において重要なの

対的な権力を手に入れることである。

らである。かつて、毛沢東と鄧小平

はなく、基本的に 年のトレンドを

し、前任者の胡錦濤前国家主席は核

のいずれも中国の核心だった。天安

年の

17

き飽きただろう。重要なのは、今の中国で何が起きているのか、明日
の中国がどうなるのかにある。

ないかもしれないが、重要なのは、そ

は指導者の権威である。権威とは絶

の成 長 率は６・７ ％ だったのに対し

習近平国家主席にとり、 年は画期

すなわち、 年の政策トレンドは

いるとみるべきである。

的な年であろう。なぜならば、自ら

16

され、成長の減速が続くとみられる

て、

年の成長率目標は６・５％と

のトレンドである。すなわち、

年

17

16

が指導部の核心として承認されたか

17

の年であり、人事の年であるからであ

7 JC ECONOMIC JOURNAL 2017.4

16

ことに重要なメッセージが込められて

今の中国で何が起きているのか、明日の中国がどうなるのか

JC ECONOMIC JOURNAL 4 月号 SPECIAL REPORT

この点は、目下の中国政治を考察す

有企業の国有制は維持されたが、中

が進められた。具体的には、大型国

という手法で国有企業の経営自由化

朱 鎔 基 元 総 理の時 代、「掴 大 放 小」

が、その効果は長続きしなかった。

的に景気を押し上げることができた

前代未聞の大規模な財政出動は一時

替で約 兆円）の財政出動を行った。

政権は突如として４兆元（当時の為

クの悪影響を未然に防ぐ名目で、胡

年、米国で起きたリーマン・ショッ

使われてしまったからである。特に

た富の多くが胡政権の間、ほとんど

「改革・開放」政策以降、蓄積され

キーだったかもしれない。なぜならば、

のような８％以上の高成長を実現す

済が直面する現実からみれば、従来

証する証左だった。しかし、中国経

成長の維持はその統治の正当性を実

長い間、政府共産党にとり、経済

した。

産投資に対するコントロールを強化

和政策）を実施すると同時に、不動

ど振興したい産業に限定した金融緩

ヴな金融緩和政策（サービス産業な

が落ち込みすぎないようにセレクティ

ろ、政策当局は躊躇しながら、景気

に減速する恐れがある。結局のとこ

みられるが、それによって景気がさら

るためには、金融引締政策が有効と

面している。不動産バブルを退治す

産バブルと景気減速という難題に直

習国家主席は、就任早々から不動

れている。

のことは中国で「国進民退」といわ

て民営企業の買収に乗り出した。こ

同時に、国有企業は財政資金を使っ

した結果、不動産バブルが再燃した。

一期目の習政権はこうした難題に

する可能性すらある。

速に悪化すれば、市場が恐慌に突入

い。景気の先行きに対する期待が急

政府がコントロールできる存在ではな

かける必要がある。むろん、市場は

常態に入っていくには、少し時間を

もある。したがって、高成長から新

家庭は住宅ローンの返済が滞る心配

まる。そして、雇用が脅かされれば、

債務を返済できなくなる可能性が高

ず、企業は金融機関から借り入れた

ムの安定性を脅かす心配がある。ま

景気が急減速することは金融システ

いうまでもないことだが、短期間に

慣れるには時間がかかる。

の新常態で良いといわれても、それに

る地方政府がいきなり６〜７％成長

ある。８％前後の高成長に慣れてい

と政府歳入の減少を意味するもので

するに、景気減速は雇用機会の減少

も高い成長を実現しようとする。要

用や財政などを考えて、無理をして

いと考えても、地方政府は地方の雇

筋コンクリートの高層ビルがどれだ

世界の経済発展のシンボルは、鉄

る。

政権にとっての重要な政策課題とな

かである。この点は二期目の習近平

いかにして産業構造を高度化させる

すなわち、中国が抱えている課題は

ずとコスト競争力を失うものである。

いった低付加価値の輸出製造業は自

えた中国において、アパレルや玩具と

当たり GDP が８０００ドルを超

どの賃料の高騰があげられる。１人

割高と不動産バブルによるオフィスな

いては、人件費の上昇、為替相場の

が大きい。

のは、輸出の落ち込みによるところ

りも、景気減速に拍車をかけている

も伸び悩んでいることにある。なによ

びが低下していることに加え、消費

る。その原因は、固定資産投資の伸

る。実質 GDP は確かに減速してい

国の実 質 GDP 伸 び率の推 移であ

胡政権（ 〜 年）からバトンを
受け継いだ習政権は、ややアンラッ

12

この４兆元の財政出動に対する中
国国内の反応も懐疑的なものが多い。

都市化の壁

8
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善に努めた。図 に示したのは、中

小国有企業の多くが民営企業に払い

ることは不可能である。習近平政権

直 面しながら、 慎 重な政 策 運 営を

け建設されるかということのようだ。

むろん、中央政府は新常態でもい

下げられた。このような国有企業の

になってから、景気減速を肯定的に

行ってきた。一つは、大規模な財政出

中国も例外ではない。 年前の中国

の一部を不動産市場での投資に投入

民営化は、中国経済の市場経済化へ

受け入れるために、無理に高成長を

動を行わず、金融の量的緩和を続け

に比べ、摩天楼がどれほど建設され

るうえでもっとも重要なツボである。

の重要なアプローチとして評価されて

目指すのではなく、６〜７％程度の

ている。もう一つは、規制緩和を進

ただろう。中国政府にとり、摩天楼

03

一期目の習近平政権の経済運営

いた。しかし、４兆元の財政出動で

中成長を「新常態」
（ニューノーマル）

め、企業にとってのビジネス環境の改

なぜ輸出が落ち込んでいるかにつ

はほとんどの財政資金が国有企業に

と定義した。

1

注入された。国有企業は、その財源

40

56

09

住させることだ。しかし、中小都市

もしれないが、都市再開発で環境が

の後、「四環路」、「五環路」、「六環

の中心部となり、マンションの価格は

の数と高さは経済発展の象徴であり、

中国のような人口大国には、米国

ニューヨークに匹敵するぐらい高騰し

路」へとその同心円がどんどん広がっ

都市化は、高層ビルなどのハコモ

のような国づくりとライフスタイルは

ている。若者はマイホームとして六環

破壊されている厳しい現実が待ち構

けたのは都 市 化のトレンドである。
ノをたくさん建設するため、 鋼材、

ふさわしいものではないと思われる。

路のあたりのマンションを購入するし

とはいっても、大都市と同じように高

李克強首相は、都市化が経済発展を
セメント、アルミ、板ガラスなどの

北京を例にとってみると、その開発

かない。その結果、昼間は、北京の

経済発展は共産党統治の正当性の証

けん引する重要なエンジンと位置付
建材がたくさん消費される。すでに

は放射線状に郊外へとどんどん広がっ

中心部で仕事をし、夜は北京の郊外

ている。今は、三環路のなかは北京

けている。しかし、北京や上海のよ
設備が過剰になっているこれらの産

ている。もともと、北京の中心部は

にある自宅へ帰る。地下鉄の整備が

えている。

うな大都市はこれ以上人口の流入を
業は、都市化の推進で蘇る可能性が

東京でいう山手線のような「二環路」

層ビルがたくさん建設されている。

受け入れることができない。李克強
出てくると期待されている。しかし、

明である。摩天楼の建設に拍車をか

首相が主張する都市化は、大都市と

年々深刻化している。PM2・ の

5
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（出所）中国国家統計局

マイカーを運転する人が少なくない。

遅れているため、その交通手段として

16

代にかけて「三環路」が作られ、そ

その結果、通勤時間と労力が無駄に

なるだけでなく、環境も犠牲にされ

ている。本来ならば、中国のような

人口の多い国は、人々の移動は車で

はなく、基本的にレール交通が理想

である。しかし、 年代以降、政府

中心に PM2・ などの大気汚染は

近年、北京や上海などの大都市を

台を超えている。

中国の自動車の保有量はすでに１億

モータリゼーションが加速し、今は、

降、
１人当たり GDP の拡大により、

付 きで開 放 した。2000 年 代 以

を育成すると同時に、外資にも条件

と位置付け、地場の民族系メーカー

は自動車産業を経済発展の支柱産業

80

5

濃度が高いときに限ってマイカーの通
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に囲まれているが、 年代から 年

3,000

高層ビルの数からすれば中国はすで

4

は別に、新たな中小都市をたくさん

（％）

80

（年 / 月）

0

に先進国に仲間入りしたといえるか

中国の外貨準備の推移
（2005 年 7 月〜 17 年 1 月）
図2

開発し、そこに農村住民の一部を移

中国の実質 GDP 伸び率の推移
図1
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行を完全に制限することはできない。

備が遅れているなかで、自動車の通

車に代わるレール交通システムの整

重視するといわれている。中国政府

として投資先の経済の期待値を最も

リオを選択し決定するときの決め手

投資家は、金融資産のポートフォ

いのだろうか。

要するに、中国の経済開発は最初
は、 年７月に人民元のドルペッグを

発を進めてきた結果、人々の生活と

応じて、思いつきで大規模な都市開

を行わず、そのときどきの必要性に

り上げの為替差益を享受するため、

りわけ華僑系ファンドは、人民元切

上げた。それを受けて、投資家、と

解除し、ドルに対して人民元を切り

年に上海で万

銀行は外貨不足を心配している。外

とである。正確にいえば、中国人民

外貨が本当に不足しているというこ

の通達から読み取れるのは、中国の

ばならない」との通達を出した。こ

の損失分を補てんしてからでなけれ

に営業利益を送金する際、これまで

内企業（外資系企業を含む）が海外

る。１月、中国人民銀行は「中国国

のチャレンジは為替制度の改革であ

ら中国へ金融資産をシフトした。この

ドに加え、ユダヤ系ファンドも海外か

どなかった。その結果、華僑系ファン

クに見舞われ、良いところはほとん

ライムローン危機とリーマン・ショッ

一方、同じ時期の米国経済はサブプ

沸き起こり、バブルへと突き進んだ。

時に、主要大都市で不動産ブームが

の景気が一段と押し上げられた。同

路などのインフラが整備され、中国

際イベントに関連する鉄道や高速道

を狙 うためだった。 そ

年８月に、中国の外

備は急増したのである。

銀行が保有する外貨準

高が一段と進み、 人 民

量に流れたことで、 元

ドル建て金融資産が大

機 だった。 結 果 的 に、

③米国で起きた金融危

れに拍車をかけたのは、

2017年の中国経済・社会分析
貨準備は４兆ドル近く

年 ）に、 順 調に発

し か し、 こ の 時 期

に達した。
（

展しているよ うにみえ
た中国経済は、 すでに
多くの潜在リスクを抱
えていた。一つは、人民
元はドルに対して ％

格競争力を失いつつあった。しかも、

中国の低付加価値の輸出製造業が価

不動産のような資産バブルを退治す

る。オーソドックスな考え方でいえば、

部における不動産バブルの膨張であ

も 切 り 上 がった 結 果、

年以降、

沿海部の主要都市では、

造業にとり大きな負担となった。中

れている。人件費の上昇は、輸出製

うなかで、政策当局は大胆な金融引

しており、輸出製造業が行き場を失

る必要がある。しかし、景気が減速

るためには、金融引締政策を実施す

国経済にとり輸出は最も重要なエン

締政策を実施することを躊躇した。

最低賃金が毎年 ％ずつ引き上げら

ジンだが、 年以降、低付加価値の

そして、もう一つのリスクは、都市

輸出製造業は徐々に頭打ちになった。

金融システムの安定性が脅かされる

結果的に、不動産バブルが長期化し、

10
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行を制限する措置が取られているが、

からきちんとしたグランドデザイン

自然環境との調和が完全に壊れてし

金融資産を海外から中国国内にシフ
ンピックが開かれ、

トした。その後、 年に北京でオリ

まった。

変動相場制への移行

貨の海外流失を防ぐために、人民銀

投機的な金融資産は「熱銭」
（ホット

国博覧会が開催された。こうした国

行は様々な防波堤を築き始めている。

マネー）と呼ばれている。

00

年、中国政府にとってのもう一つ

しかし、これらの防波堤はほとんど

論点を整理すれば、「熱銭」が中
国に流れたのは、①為替差益を享受

機能していない。
なぜ外貨が流失しているのだろう

し、②不動産投資のキャピタルゲイン

30
10

08

10

14

14

05

か。中国経済は状況的にそんなに悪

10

17

待たれる為替制度改革

2017年の中国経済・社会分析

配事が現れた。中国の外貨準備が急

景気が減速するなかで、新たな心
貨両替枠の５万ドルこそ縮小されて

た。それによると、居住者による外

行が外貨管理を強化する通達を出し

ては従来通りだが、一日の変動幅が

銀行によって管理されている点につい

すなわち、人民元の為替相場が人民

にプラスマイナス２％に広げられた。

ような開放経済の場合、金融政策の

リレンマである（図 参照）
。中国の

に実現することができないというト

自由な資本移動と固定相場制を同時

る。すなわち、金融政策の独立性、

は国際金融のトリレンマを提起してい

減し、外貨が不足しがちになってい
いないが、銀行で外貨を両替する際、

少しずつ拡大した。しかし人民元の

独立性を放棄するわけにはいかない。

レートを軸に、一日の変動幅が 年

年 ８ 月、 中 国の外 貨 準 備は
その資金の使途について申告書の記入

為替相場は、中国政府が大きく調整

結果的に、資本取引規制がほとんど

月末に、人民銀

ピークに達し、約４兆ドルに達した。
を義務付けられている。具体的には、

しない限り、大きく動く可能性はほ

機能しないため、為替の自由化を実

年

月 末 現 在、 中 国の外 貨 準 備
銀行で両替した外貨を使う海外での

とんどない。これはトランプ大統領

現するしかない。ここでの結論は、中

う。一つは、

は３兆１００億ドル程度になり、今
不動産投資や保険などの金融商品購

が中国を為替操作国と名指しして批

ようになった。

までの減少ぶりを踏まえれば、 年
入が禁止されている。もし虚偽の申

議論する前に、中国政府と人民銀行

外貨準備が足りるか足りないかを

本来ならば、世界で最も多くの外

らでなければ認められない、というこ

れまで計上した欠損を補てんしてか

企業は利益を海外に送金する際、こ

て公布された。それによれば、外国

送金に関する通達」が人民銀行によっ

述べた、「外国企業による利益の海外

止される。この通達に加え、冒頭で

向こう２年間、外貨両替の資格が停

国 際 収 支 統 計 上の誤 差 脱 漏を通じ

トマネーが大きく往来する。中国の

ることなく国境を跨ぐ投機的なホッ

しないなかで、為替リスクを心配す

る。しかし、為替相場が大きく変動

る資本移動規制は効果が限定的であ

する土壌のある中国では、政府によ

もと地下銀行と為替の闇市場が横行

ず管理しておくことのようだ。もと

場も資本移動もできるだけ自由化せ

中 国 政 府の基 本 方 針は、 為 替 相

場の安定を維持しようとする選択は

踏まえて考えれば、人民元の為替相

や避けられない。中国経済の現状を

な変動相場制に移行することはもは

く可能性が高い。中国にとって自由

と、資本逃避はますます加速してい

しない資本取引規制を継続していく

動相場制を続けながら、十分に機能

繰り返しになるが、現行の管理変

自由な資本移動

B
A

金融政策の独立性
C
為替相場の安定

とである。

国際貿易と対内直接投資がすでに開

問題であると思われる。

が出した二つの通達を概観しておこ

貨準備を保有する中国は、資本取引
に変動できるようにすると思われてい

の調整は政府が行っているため、ダー

対して変動するようになったが、為替

せることである。そのためには、為

方法は、投資家に為替リスクを負わ

投機的な資本移動を抑える一番の

為替レートは国際貿易の交易条件を

市場の歪みを拡大させることになる。

である。外為管理を強化することは

て資本移動を規制することは不可能

放されているなかで、 長期にわたっ

ティ・フロートと呼ばれている。具体

替相場を変動相場制に移行する必要

る。 年７月以降、人民元はドルに

的に、人民銀行・外貨管理局の規定

定義するもので、市場メカニズムの

05

がある。マンデル＝フレミングモデル

国際金融のトリレンマ

もはやないはずである。なぜならば、

るかについて予測できないが、時間の

国はいつ完全な変動相場制に移行す

3

て、その一斑を伺うことができる。

年

る。

１月末現在、外貨準備は６年ぶりに

14

判するゆえんである。

12

告をし、その事実が判明した場合、

16

３兆ドルを下回った（図 参照）
。

14
12

規制を徐々に自由化し、為替も自由

17

（注）国際金融において、自由な資本移動、為替相場の安定と金融政策の独立性と
いう三つの目標を同時に達成することができないとされている。どれか一つを
放棄する必要がある。

によれば、為替相場は、定める中間
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2

16
国際金融のトリレンマ
図３
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に長期停滞の局面に陥ってしまう恐

中国経済を考察すれば、為替相場の

周小川人民銀行行長は、「目下の
速度的に進んでおり、外貨準備はさ

しなくても、キャピタルフライトが加

そのなかで、貿易収支が赤字に転落

いわれている。第５世代通信網の整

６億人以上のネットユーザーがいると

エアの整備が主流になる。中国には、

びないと思われ、これからはソフトウ

強化に力を注いでいるが、経済に梃

事の年である。習政権は権力基盤の

しかし、今年は政治の年であり、人

中 国 経 済は方 向 感を失っている。

ドウエアへのインフラ投資は大きく伸

安定を維持するよりも、外貨準備を
らに減少する可能性がある。中国経

備はこれからの公共投資の柱になる。

子を入れる余裕はほとんどない。

にないほど難しくなると予想される。

守るべき」と明言している。現状を
済は、国内の債務問題が重なり、通

むろん、これに景気の落ち込みを補

間、金融制度改革を進めながら、人

考えれば、中国は向こう３〜５年の

改革が遅れたからである。現実的に

況をもたらしたのは、金融為替制度

与するが、人件費の上昇はそれ以上

出製造業のコスト競争力の強化に寄

される。短期的には、人民元安は輸

悪化によりいっそう難しくなると予想

のエンジンのうち、輸出は交易条件の

まず、経済成長をけん引する三つ

の中国経済の行方を展望してみよう。

サプライチェーンビジネスである。ネッ

その典型はネット通販や宅配といった

業が独占していない民間部門である。

発展している産業セクターは国有企

はないということである。中国で最も

経済が完全に原動力を失ったわけで

ここで強調しておきたいのは、中国

企業は中国で行っている生産を米国に

ち出している。それを受けて、日本

プ大統領は米国を優先する政策を打

ミクスにも影響する。米国のトラン

景気減速は足踏み状態にあるアベノ

も長い。当然のことながら、中国の

るが、その調整期間は普通の国より

経済は本格的に調整期に突入してい

中国が新たな経済発展を実現する

らない。むろん、米国で本格的な設

17

12
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役割を果たさなければならない。

非常時とみなせば、一定期間、資本
貨危機が起きるリスクも高まる。

れがある。

移動を厳しく管理することはやむを

年の中国経済について、すべては

民元の変動相場制の移行を実施する

急ピッチで進んでいるため、輸出の拡

ト通販の発展は景気を押し上げる効

シフトすることが考えられる。日本

うほどのパワーがあるかどうかは明

ことになるだろう。それによって、為

大が期待できない。こうしたなかで

果が大きいが、同時に、既存の店舗

企業にとり中国の世界の工場として

これまでの議論を踏まえて、 年

替のボラティリティが拡大することが

見逃せない動きとして、外資の中国

が閉鎖に追い込まれるなどのクラウ

の役割をもう一度精査しなければな
政権は雇用と資本を取り戻そうとし

備投資を行うのもリスクの伴うこと

ダウンサイズという一言になる。中国

予想される。

離れが加速していることである。この

ディング効果もみられる。

ど難しい状 況に直 面している。「改

には、手っ取り早い政策として国有

守主義からグローバリズムへ回帰する

て、多国籍企業に米国への投資の増

きである。中国経済を取り巻く環境

可能性がある。日本企業は米中とい

革・開放」初期、資金不足と技術力

そして、国内消費について家計の

を考察すれば、中国経済は重要な分

う二つの大国の間でいかにバランスを

である。なぜならば、トランプ大統

に満ちていた。それに対して、今の

消費が緩やかに伸びているが、企業

水嶺に差し掛かっているといえる。そ

取るかに苦悩する日々がしばらく続

企業を優遇する従来の政策を取りや

中国社会を考察すれば、景気が下降

セクターと政府部門の消費は反腐敗

れは国有企業を民営化し市場経済へ

くものと思われる。

額を求めている。中国は世界の工場

局面にあり、改革も進みそうにない。

の嵐のなかで大きく落ち込んでいる。

突進するしかない、ということである。

不足は経済成長を妨げていたが、国

なによりも、 年の中国経済にとり

さらに、投資に対する期待は寄せ

さもなければ、中国経済はほんとう

領が早ければ４年後退任すれば、保

最重要な米国市場は、トランプ政権

られているが、上で述べたように、ハー

め、民営企業の支援に軸足を移すべ

の誕生により中国の輸出がこれまで

でなくなる日が近いかもしれない。

らかではない。

中国経済の景気減速による日本
経済への影響

動きに拍車をかける形で、トランプ

17

年の中国経済は、かつてないほ

得ないかもしれないが、このような状
17

民全体は改革を期待し、社会も活況

17
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新しい天地を切り開けるか
中国外交と米中関係の行方

向と趨勢は日本からは特に見えにく

機撃墜で対決の様相を見せていたロシ

半数を超えた。その前年のロシア戦闘

票で予想に反して EU 離脱賛成が過

連続であった。英国の国民投

年は世界にとって「意外」の

の推移と合わせて、その特徴と行方

「静かな変化」を検証し、米中関係

特に去年後半から始まった中国外交の

害しているのかもしれない。ここでは

の見方が、客観的な観察と分析を阻

中国に対するある種のステレオタイプ

いようだ。中国自身の問題もあれば、

アとトルコの関係は去年７月に起きた

を見出していきたい。

新しいトレンドが芽生える世界

後者のクーデターで一気に緊密化し、

現在はシリアはじめ中東情勢を主導

リート層のほぼ全員の支持を取り付

いたドナルド・トランプ候補者がエ

の大統領選挙で、
「泡沫」と目されて

いる。 年 月に開かれた「周辺外

外交理念と政策を幾つも打ち出して

習近平主席はここ数年、魅力的な

「雨降って地固まる」去年後半から
の変化

するコンビになった。何よりも、米国

けたヒラリー・クリントンに打ち勝ち、

「世紀の大逆転」を演じたことはドラ

「恵」「容」の

交工作座談会」で語られた「親」
「誠」

文 字からなる周 辺

マチックな一年を象徴する締めくくり

外交の基本方針、
「一帯一路」構想、

10
となった。

13

見る。トランプ政権はその一国中心

向、秩序が生まれる可能性があると

な趨勢が現れ、カオスから新しい方

筆者は逆説的に、混沌の中で長期的

き、不確定要因も多く存在するが、

念、脅威感を払しょくできていないと

はやはり、周辺諸国による中国への疑

絡む東シナ海と南シナ海の緊張情勢

れるべきだ。ただ、中国が主役として

の設立などは建設的なもので評価さ

て旧来の軌道に戻るか。EU、ロシア、

国を提訴した「裁定」が出され、中

裁裁判所に南シナ海問題をめぐって中

年 月 日、フィリピンが常設仲

アジアはどこに向かうか。いずれも今

（辞任、弾劾の可能性を含めて）し

言わざるを得ない。

AIIB（アジアインフラ投資銀行）

4

国の大半の主張が否定された。確か

12

年中にその行方が明晰になってくる。

7

主義を定着させるのか、それとも挫折

それに比べ、 年はまだ混迷が続
17

に、中国は 年、
「国連海洋法条約」

13 JC ECONOMIC JOURNAL 2017.4

16

その中でも、中国外交の新しい動

16

06

東洋学園大学 グローバルコミュニケーション学部 教授

朱 建栄

中国外交の新しい動向は日本からは見えにくい。特に 2016 年後半からの中国外交の「静かな変化」
を検証する。
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ただけでなく、フィリピン漁民ないし

主席自らのダボス会議出席およびそ

日に

け、国際化された真の現代国家に脱

関係、ホット・イシュー、主要な多国

策、安全保障理念、地域主要国との

を打ち出した。

複合的な「安全保障の枠組み」を構

14
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米が主導してきた国際法と仲裁など

の演説だった。

月

発表した「中国のアジア太平洋安全

国 務 院 新 聞 弁 公 室が

らない仲裁員の判断に委ねることに

万 6000 字に上り、安保協力政

皮する必要がある」
と訴えた
（汪錚「南

う六つの部分から構成される。白書は

間枠組み、非伝統的安保協力、とい
月

戦略を念頭に、
「アジア太平洋地域の

年

そこで「仲裁裁定」そのものによる

枠組みにも重要な深い変化が起きてい

米国のオバマ前政権の「アジア回帰」

「悪影響」
（外交上の孤立、米日のさ

る」と指摘し、①共同発展という経

済的基礎の整備重視、②「パートナー

シップ」を拡大し、地域を安定させる

政治的基盤の強化、③既存の地域多

際秩序に則って、一連の制度とルール

国間枠組みの健全化、④国際法と国

次々と打ち出される新しい外交
方針

の早期制定、⑤地域内の軍事交流・
年

を平和的に処理し、紛争の激化を防

「 中全会」で習総書記は党中央の

「核心」との地位が決議された。そ

ぐという

大会に向けて「習近平カラー」の内

中国は、米国を中心とした冷戦型の

中国の専門家は、 白 書のなかに、

必要性が生じた。また、トランプ氏

同盟関係も取らなければ、自国の軍

外交調整のシグナルが明示されたの

築する用意がある、との新しいメッ

事的優位も求めず、各国と重層的、

は、アジア安全保障白書の公表と習

外交の調整を加速化したようだ。

が米大統領に当選したことも、中国

政と外交の新しい方向を明確化する

項目の「安保協力政策」

れ以後、今秋に開催予定の第 回党

協力の緊密化、⑥意見の相違と矛盾

月に開かれた中 国 共 産 党

う契機もこれで生まれたようだ。

ともに、中国外交が新しい調整を行

らなる介入など）を必死にかわすと

日）
。

一課」
、FT 中文ネット

海仲裁案 中國還需要補上國際法這

析し、「国際法という課目の補講を受

保障協力政策」と題する白書は全文

と、文化的には重大な問題を顔も知

のシステムを内心信用していないこ
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抵抗がある」といった背景があると分

11

砂州などの自然構造物に居住する行
動を取らないことを互いに約束する」

危険性を理解し、緊張のエスカレー

その巡視船はスカボロー礁海域に戻っ

1

第 298 条の規定に基づき、海域境
界画定などに関する紛争の仲裁など
という興味深い一文が入った。専門家
の間では、それは、関係諸国はすでに

強制的手続きの適用除外を宣言して
おり、米国なども自分に不利な国際
実効支配した島や岩礁の現状維持を
などの埋め立てをこれ以上しないこと

ションを避けようとしており、ある中

た。日本でほとんど報道されていない

1

判決を無視した前例（ 年、ニカラ
持たない今回の「仲裁裁定」は南シ
も示唆した「南シナ海の現状に対す

国高官は「中国は国際社会の反応を

が、この 月 日、中比両国の海上

その大転換の背後に何があったの

20

黙認する一方、
スカボロー礁（黄岩島）

ナ海問題をめぐる紛争解決には直結
る暫定的凍結」を意味すると分析さ

し、ベトナム、マレーシアの首脳も相

非常に気にしている」「真剣に交渉の

警察の海上協力合同委員会も発足し

た際、 中国と ASEAN 各国外相

か。在米国の中国人学者は、中国が

16

グア事件）があり、強制的執行力を

しない。もっとも、裁定の結果が中国
れた。
それ以後、ドゥテルテ・フィリピン

外交に与えた衝撃は、計り知れない
深刻さがある。
それを「紙くず」と一蹴したり、米国

次いで訪中し、南シナ海情勢は新しい

新大統領の 月訪中で中比が急接近

は空母を出動したりするなど、一時

展開を見せ始めた。中国はフィリピン

「裁定」が出た直後、中国の要人は

的に緊張が高まったが、中国筋による

に 兆円以上の巨額の援助を約束し

軌道に戻ろうとしている」と非公式

た。日本が贈与した巡視艇に乗った

の共同声明が出され、その中に、拘

仲裁裁判に自ら参加の権利を放棄し

6

と、中国指導者は内心、軍事衝突の

に語った、という（
「南海仲裁 解放軍

フィリピン警察が中国巡視艇と共同で
南シナ海をパトロールする日は間もな

束力をもつ南シナ海における行動規範

たことは不利な結果を招いたことを

く来るかもしれない。

（COC）の早期締結の合意とともに、

7
19

22

反省すべきとし、中国の決定には「欧

10

10

2

「今日まで居住者のいない島、岩礁、

16

2

鷹派喊打」
、
『世界新聞網』 年 月

日記事）
。実際に 月後半、ラオス

16

で ASEAN 拡大外相会議が開かれ

7

6

06

8

2
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いる。トランプ大統領の「アメリカ・

セージが込められていると解説して
スであり、各国が中国の発展という急

合いに、
「中国の発展は世界のチャン

「ただ乗り」を批判したことを引き

交部の発行する雑誌で語ったの

通の庭」になるとの「夢」を外

びかけ、
南シナ海は沿岸国の「共

を根本的に修復したい考えが北

ファースト」方針によって東アジアに

続いて国連ジュネーブ本部で行われ

京で主導権を握ったことを示し

は、南シナ海での米中衝突をぜ

た「人類運命共同体を共に構築せよ」

ている。

行列車に相乗りすることを歓迎する」

と題する演説でも、習主席は、平和・

「パワーの真空」が生まれ、中国がそ

で始まった、各国政財界の要人が集ま
共通利益・ウィンウィン・包容といっ

トランプ新政権とのすり合
わせを急ぐ

ひとも回避し、沿岸国との関係

る世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の年
た一連の理念を語り、中国は国連を中

と強調した。

次総会（ダボス会議）に、習主席が

心とする国際メカニズムを守り、国

一連の調 整が行われた背 景

れを埋めるのではという各国の懸念に

自ら出席し、基調演説を行い、翌 日、

連憲章を礎とする国際関係の基本原

に、予測不能なトランプ政権へ

答えようとしたと思われる。

国連のジュネーブ本部でも演説を行っ

則を守り、多国主義を支持すること

の対応も重要な一因であるに違

続いて、 月 日にスイスのダボス

た。第 回党大会など政治・経済の
を表明した。

の登場を念頭に、全世界に対する中

極めて異例だが、それもトランプ政権

ダボス会議に出席し演説したことは

院の呉士存院長が「世界知識」誌今

ナ海問題の専門研究機関、南海研究

新しい動向が現れた。中国唯一の南シ

南シナ海政策においても、興味深い

かった。そこで 月の総選挙後、

氏の大統領当選を予測していな

中 国も日 本 同様、トランプ

年新年号に論文を掲載し、その中で、

プ作り、政策のすり合わせを急いだ。

トランプ氏本人とそのチームとのパイ

いない。

国外交の新しいメッセージを発しよう

南シナ海において「米側の過度な『自

用されたと言われる。

続いて 年末、世界的に有名な「ア

の意識を確立せよ」と強調し、
「中国

く」よう呼びかけ、
「人類運命共同体

公正で合理的なガバナンスモデルを築

進め、開放・ウィンウィンの協力モデル、

済のグローバル化を揺るがさずに推し

発展を促す」と題する基調演説は、「経

になるという運命共同体の意識を育

周辺諸国の『共通の庭』
（
〔共同家園〕
）

頼を強め、衝突を避け、
「南シナ海は

岸国同士の一連の協力を通じて相互信

ばならない」と指摘した。なお、沿

が生じる恐れを何よりも避けなけれ

過度な軍事化によって摩擦ないし衝突

団連会長相当の香港貿易発展局主席

そのパートナーの一人は 年より、経

け、十数年にわたる提携関係をもった。

に持っている土地の共同開発を持ちか

回生策として香港財閥にマンハッタン

め頃、倒産寸前のトランプ氏が起死

スクープによると、1990 年代初

員）は陰のパイプとなっており、呉会

太子党、夫人は鄧小平ファミリーの一

保険グループの呉小暉会長（本人は

パイプだとすれば、
中国の安邦（AB）

大いに喜ばれた。馬雲氏が表の経済人

人の新規雇用を創出すると提案し、

売るネットワークの構築で 100 万

会い、米国中小企業の製品を中国に

リババ」総裁の馬雲氏がトランプ氏と

は意図的な元安を通じて輸出の拡大

を務めている。このパイプが中国指導

としたためだと考えられる。
ダボス会議で習近平主席が行った

由航行作戦』と中国側の島嶼建設の

年 月 日付 NY タイムズ紙の

「共に時代の責任を担い、共に世界の

11

31
成していく」との文言もあった。

5

を図っていくことはしない」と表明し

米中双方の「自粛」を並列して呼

長はトランプの娘婿クシュナー氏と大

15

部によってトランプとの関係構築に活

17 年 1 月、当地ダボス会議で習近平主席が演説

17

課題が目白押しである中で習主席が

18

1

た。また、かつて米国指導者が他国の

15 JC ECONOMIC JOURNAL 2017.4

16

16

19
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約を結んでおり、太いパイプを作って
ナー氏と秘密会談を行ったことも明

日、崔天凱・中国駐米大使がクシュ

対」と述べて牽制したものの、実際に

全を侵害しようとすることに断固反

の自由の名のもとに、中国の主権と安

ら価値観やらでうるさいが、共和党

米国の民主党政権はいつも人権や

経済戦争は回避されると見られる。

税する可能性も遠のいており、激しい

きなり中国からの輸入製品に高額課

いる。クシュナー氏はユダヤ系であり、
らかになっている。数日後、両国首脳

南シナ海の現場では緊張と対峙は生

政権は実利重視で、取引が可能と、

国外務省報道官は「航行および飛行

ユダヤ人はかつて第二次大戦中に上海
間の長時間の電話会談が行われ、ト

じなかった。

シントンの中国大使館を訪れた。その

で 万人以上の流浪した同胞が収容
ランプ大統領は「一つの中国」の政策

意するまで、中国と歴代の共和党政

時期、台湾をめぐる「一つの中国」と

引）に使えるとの発想の持ち主で、一

国際政治の素人で、
何でもディール（取

しかし、トランプ氏自身はもともと

権と中国とのパイプが樹立され、双

一連の会談を通じて、トランプ新政

副首相らと初めての電話会談をした。

ムニューチン米財務長官は中国の汪洋

わせてドイツで行われた。ほぼ同時に、

せるとともに、トランプ大統領の「一

むごいやり方にあからさまな不満を見

炭の輸入禁止を発表した。北朝鮮の

北朝鮮の外貨収入の 割を占める石

「国連安保理決議の順守」を理由に、

空港で殺害された事件の直後、中国は

異母兄正男氏がクアラルンプールの

強めており、 年間の改革開放政策

なく経済力で米国に追い付く自信を

果として現れた。今日の中国は間も

「817 コミュニケ」
（レーガン時代

密訪中（1971 年）
、台湾をめぐる

ていた。たとえばキッシンジャーの秘

いの水面下の激しい駆け引きが行われ

を含め、十数人の外国首脳と直接も

領就任後、トランプ氏は日本、ロシア

素晴らしい電話会談をした。私たち

プ大統領は、自分は「中国の主席と

発言を引き出そうとしたが、トラン

あるかと質問し、「日米対中国」との

中国のネットでは、 月に開催される

こぶしを振り上げるとの見方がある。

歌の局面をかわすため、中国を叩く

面においてトランプ氏は国内の四面楚

今後の米中関係について、特に経済

実上の G2 の局面を形成する可能性

ルールもしくは暗黙の了解に至り、事

面だけでなく、外交面でもある種の

その行き先に、米中両国が経済貿易

しい妥協、取引を目指すと思われる。

ての資源を駆使してトランプ政権と新

しくは電話の会談をしたが、中国首

は仲良くなろうとしている。日本に

G 財務相・中央銀行総裁会議の後、

の観測が出ている。ただ、トランプ新

米中経済摩擦が表面化するのではと

用意して対処していかなければならな

米中関係に、もっと多くのシナリオを

日本外交はこのようなしたたかな

脳とは行われていなかった。
どうも米中間の政治パイプの開通

とってもそれはとても利益になる」と
その後、米空母「カール・ビンソ

政権は事実上、中国を為替操縦国に

がある。

は、クシュナー氏がホワイトハウス入

ン」などの艦船は「定期的な作戦行動」

い。

就任してからだったようだ。 月１
日、大統領の長女イバンカ氏がチャイ

指定する公約を取り下げており、い

3
の一環として南シナ海に入ったが、中

20

ナドレスで着飾ったその娘を連れてワ

2

16
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統領選の直前にマンハッタン開発の契

されたことで大抵、中国に良い印象を
習主席は「高く評価する」と答えた。

いう微妙な均衡を打ち破る発言をし

方が貿易摩擦、軍事対決にいきなり

つの中国」原則への復帰に対する見返

の成果が米中間の緊張によって台無し

権とは最低半年間、最長一年半ぐら

た。トランプ氏の周辺も保守派、特

突入する事態は回避されたといえる。

り、そして国際問題をめぐる米中協

になることをぜひ避けたいので、すべ

月中旬、北朝鮮指導者金正恩の

中国でよく見られている。ただ、合

を守る重要性を理解していると伝え、

統領の上級顧問を務めることになった
一週間後、ティラーソン国務長官と王

長期的に G2 の可能性も

持つが、クシュナー氏が今年 月に大
ことは、トランプ政権と中国との政治

に中国に厳しい姿勢を取る面々で固

日米首脳会談直後の記者会見で安倍

力への意欲を示したとも分析されてい

毅外相の会談も G の外相会合に合

められている。そのため、米新政権と

首相が指名した日本人記者は、米国

る。

的パイプの樹立を意味した。

中国との緊張・摩擦を予想する評論

のアジア太平洋地域の方針に変更は

の 年）はそのような駆け引きの結

家が多かった。実際に 月 日の大統

30

82

4

答えた。

20

りし、またティラーソンが国務長官に

1

20

2

1

3

2017年の中国経済・社会分析

中国 ITサービス産業の伸長と
興隆する深圳の製造ベンチャー

国の経済成長率も今や ％台

つて年率 ％を上回っていた中

新産業創出の動き

か

へと減速する中、中国経済は、新た

なビジネスの育成と産業構造の転換

国で急速に普及したスマホを基点と

する消費に関わる IT サービス企業

が多い。中国の上位企業時価総額の

産業別内訳（ 年末時点、当社集計）

をみると、 年には石油や鉄鉱など

資源系が中心であったが、 年代中

発や高付加価値製品の開発 ･ 市場

中 国 政 府は、 企 業による研 究 開

政府が 年代はじめから IT 分野

サービス企業が拡大している。中国

融業が増加、そして 年末には IT

頃には国有企業の民営化が進んだ金

投入を促すような政策や、草の根レ

を迫られている。

00

ベルのイノベーション創出を重視する

ンフラを拡充してきたことや外資の

を強化する方針を打ち出し、通信イ

日 に は、 中 国 IT

「大 衆 創 業 ･ 万 衆 創 新（ 国 民によ

月

参入を規制したことも、これらの企

年

る創業 ･ イノベーションを呼びかけ

15

業の成長につながった。

00

9

るスローガン）
」
（2015 年 月公

表）政策を打ち出している。政府が
整 備した全 国 2300 カ所 以
上のインキュベーション施設「衆
創空間」では、日々、多数の起
業が行われている 注１。
こうした政策的支援もあって、
中国の新規企業開業率は、 年

はもちろん、米国の同 ％をも

5
大きく上回っており、中国で新

10

産業の担い手が多数誕生してい
ることを示している。

16

6

6

13
の ％から 年の ％へと伸長
25

伸長する IT サービス産業

自転車シェアリング「モバイク」
（左）とスマホアプリの画面

15

00

6

10

16

した。これは日本の開業率 ％

18

これら新規企業の中には、中
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株式会社三井物産戦略研究所 産業情報部 産業調査第一室 研究員

藤代康一

経済成長と所得水準の向上を背景に、中国で新しい企業が次々に生まれている。その中で大きな割
合を占めるのが、スマートフォン（以下、スマホ）を基点とする消費に関わる IT サービス企業である。
その多様なサービスは、日本を遥かに超えて進んでおり、中国経済の新たな成長エンジンとなっている。
IT サービス産業の伸長が目立つ一方で、製造業においても注目すべき動きがみられる。深圳で勃
興する製造業ベンチャーである。かつての深圳は、労働集約的な製造業が主であった。その為、人件
費上昇により、労働コストで優位性を持つ東南アジア低所得国と技術力の差が大きい先進国との板挟
みによる衰退が予想された。しかし、深圳ではこれまで築いてきた産業基盤を活用し、新たな企業が
登場している。
次々に登場する新たな IT サービスと、ものづくりの基盤を有する中国の姿は、さながら、米国のシ
リコンバレーにおける新ビジネス創出機能と日本の大田区などが持つものづくりの基盤を併せ持ってい
るようにもみえる。
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表1

日中韓の時価総額上位企業

2000 年（12 月末時点）

企業名

国名

1 NTT ドコモ

日本

2016 年（12 月末時点）

世界順位
2000 年 2016 年

業種
通信

2 トヨタ自動車

日本

自動車

27

日本

通信

29

4 中国移動 [ チャイナ・モバイル ]

中国

35

5 ソニー

日本

6 みずほフィナンシャルストラテジー

日本

通信
電気・電子機
器
銀行

90

7 和記黄埔 [ ハチソン・ワンポア ]

中国

一般産業

96

8 武田薬品工業

日本

9 松下電器産業

日本

10 セブン - イレブン・ジャパン
11 東京三菱銀行

国名

世界順位
2000 年 2016 年

中国
韓国

電気 ･ 電子機器

-

- 中国石油天然気 [ ペトロチャイナ ] 中国
中国建設銀行
中国
[ チャイナ・コンストラクション ]

石油・ガス精製

-

26

銀行

-

29

90

79

業種
インターネットソフ
ト
銀行
インターネットソフ
ト
通信

騰訊 [ テンセント・ホールディン
グス ]
30 中国工商銀行
アリババ・グループ・ホールディ
92
ング
22 中国移動 [ チャイナ・モバイル ]

16

3 NTT

企業名

中国
中国
中国

308 サムスン電子

-

13

35

17

186

20

27

22
25

97

347 トヨタ自動車

日本

自動車

-

30

104

473 中国農業銀行

中国

銀行

-

47

日本
日本

医薬・バイオ
テク
電気・電子機
器
小売
銀行

中国
中国

銀行
石油・ガス精製

303
-

49
79

12 本田技研工業

日本

自動車

156

中国

保険

-

80

中国

保険

-

83

日本
日本

通信
通信

419
16

86
92

日本

銀行

29

93

日本

通信

364

113

中国
（香港）

保険

-

128

日本

通信

317

132

日本

パーソナル用品・家
庭用品

-

133

中国

銀行

-

141

中国

食品・飲料

-

150

銀行

-

160

インターネットソフト

-

164

112
115

13 野村証券

日本

金融

160

14 東京電力
15 住友銀行

日本
日本

165
169

16 キヤノン

日本

17 NEC

日本

エネルギー
銀行
電気・電子機
器
電気・電子機
器
電気・電子機
器

18 日立製作所

日本

長江和記実業
19
[ シーケー・ハチソン・ホールディングス ]

中国

一般産業

180
182

- 中国銀行 [ バンク・オブ・チャイナ ]
93 中国石油化工 [ シノペック ]
中国平安保険（集団）
183
[ ピンアン・イン ]
中国人寿保険
537
[ チャイナ・ライフ・インシュラ ]
1,831 NTT ドコモ
- NTT
三菱 UFJ フィナンシャル・グルー
288
プ
1,724 ソフトバンクグループ

184

452 友邦保険控股 [AIA グループ ]

185

石油・ガス精
製
電気・電子機
器
電気・電子機
器

- KDDI

186

26 日本たばこ産業

20 中国石油天然気 [ ペトロチャイナ ]

中国

21 富士通

日本

22 村田製作所

日本

23 恒生銀行 [ ハンセン・バンク ]

中国

銀行

214

24 さくら銀行
新鴻基地産発展
25
[ サンフンカイ・プロパティーズ ]

日本

銀行

224

交通銀行
中国
[ バンク・オブ・コミュニケーション ]
- 百度 [ バイドゥー ]
中国

不動産

232

- 日本郵政

中国

26 日本オラクル

日本

27 松下通信工業

日本

28 東日本旅客鉄道
29 日産自動車

日本
日本

30 ローム

日本

ソフトウエ
ア
電気・電子機
器
運輸
自動車
電気・電子機
器

189

1,062 招商銀行

194

234

383 貴州茅臺酒
-

1,844 中国海洋石油 [CNOOC]

239

- ゆうちょ銀行

241
247
252

日本

保険

423

168

中国

石油・ガス精製

156

169

日本

銀行

334 三井住友フィナンシャルグループ 日本
245 本田技研工業
日本
1,850 上海浦東発展銀行

中国

-

177

銀行
自動車

852
185

178
183

銀行

717

193

（注）2000 年のアミ掛け企業は、日本の製造業企業。2016 年アミ掛け企業は中国 IT サービス企業。

（出所）Bloomberg

兆 香 港 ドル（ 約

2
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サービス大 手・騰 訊（テンセント）

の時 価 総 額 が、

21

26

兆 6000 億 円 ）と、 初めて日

本企業で最大のトヨタ自動車（ 兆

円弱）を上回りアジア最大となった。

テンセントは、チャットやモバイル決

11

済、送金など、幅広いサービスを提

供し、登録ユーザー数は 億人を超

える。かつて製造業を中心に日本企

業が上位を占めたアジアの時価総額

ランキングをみても、中国 IT サー

ビス企業が大きく勢力を拡大してい

ることがわかる。

このように、中国の IT サービス

産業は、BAT（バイドゥ、アリババ、

テンセント）など世界的に見ても巨

大な企業を擁し、中国経済の新たな

58

成長エンジンとなっている。現在、中

億 9000 万 人が利

7

国のスマホ普及率は ％超（日本は

39

％）で、

用する巨大な消費市場の基盤になっ

や

注２

ている。次の成長市場と見込まれる

シェアリング ･ エコノミー市場

IoT 分野でも、スマホを活用した

サービスの動きが活発である。

年に急速に普及したモバイク社

が展開する自転車シェアリングサー

ビス「モバイク」は、ユーザーがスマ

ホにアプリをダウンロードし、保証

金 300 元（ 約 5000 円 ） を

16

18

2017年の中国経済・社会分析

によって地図上で利用者の居場所に

支払えば、登録が完了する。GPS
する前にスマホが普及し、その中で決

中国ではクレジットカードが普及

開発がある。例えば、ヘルスケアの分

社の顧客ニーズに対応したアプリの

による資金調達規模は米国に続く

米国を上回っており、AI 関連企業

れた場所ではなく、どこでも乗り捨

（平均 円／ 分）が安く、指定さ

に使い始めることができる。利用料金

近い自転車の位置を確認して、すぐ

行政にあることも、新産業の創出と

採用してみようというやり方が中国

される分野でも、新しいことはまず

イク」や「民泊」など日本では規制

済が可能となったこと、また、「モバ

解消や睡眠の質改善につなげるサー

データ収集・分析により、ストレス

いることから、生体センシングによる

で健康維持・増進への意識が高まって

野では、生活レベルが向上したこと

BAT3 社は今 後、 中 国 市 場で

るなど、勢いを増している。

引用数においても中国は米国を上回

ンニング分野の論文発表数および被

位を保持している。また、ディープラ

トフォームビジネスの東南アジアやア

て可能なことが人気の一因となってい

たデータの蓄積をベースに、遠隔医

フリカへの拡充を図ると見込まれる。

培ったノウハウをベースに、そのプラッ

療サービス等への展開も見込まれてい

この 社は、新たな市場を獲得する

ビスなどが普及しつつある。こうし

る。

拡大につながっている。

ンロード数は 1900 万に至り、今
後は 億まで届くと予想されている。
同社は、こうして得た多くの会員や

に入ってからは、シンガポール政府系

ど、新たな展開をみせている。 年

へサービスの拡大をしようとするな

銀行、観光、ホテル、飲食、教育等

である。 社はこ

グデータ、 人工 知 能（ 以 下 AI）
、

いる。そのキーワードとなるのは、
ビッ

る成長分野へと軸足を移そうとして

によって強い財務体質を有し、次な

BAT3 社は、 高い営業利益率

さ らなる 伸 長 が 見 込 まれる。 特に

背景に、 中国 IT サービス産 業は

受け答えに、ミレニアル世代に人気

AI を利用したチャットサービスの

の操作を好む。例えば、バイドゥは、

識による対話形式でのスマートフォン

のやりとりを煩わしく感じ、音声認

アル世代は、文字入力の伴うメール

ルネイティブとして注目されるミレニ

ビスアプリもその一つである。デジタ

また、AI を活用した対話型サー

一方で、製造業においても注目すべき

IT サービス産業の台頭が目立つ

シリコンバレーにもない深圳モデ
ル

る好循環に入っていくと予想される。

さらに蓄積し、新しい事業を創出す

イズしたサービスから得るデータを

く、それぞれの市場ニーズにカスタマ

ことで開発コストを下げるだけでな

調達し、欧米でのサービス展開の準

シェア（配車サービス）分野、
中国シェ

マホ消費市場からは、人間の行動パ

世界最大の利用者数を持つ中国ス

得し、トライアルアンドエラーで矢継

秀なミレニアル人材を高額報酬で獲

手の中心となっており、BAT は優

は、サービスの提供側においても担い

DJI（未公開企業）は、 年に深

存在といえる、ドローン業界最大手の

深圳の製造ベンチャーの代表的な

業群の存在である。

次々に誕生している製造ベンチャー企

備を進めている。

億 人という巨 大な人口規 模を

投資会社テマセク、IT 大手テンセ

注５

のある声優の声を採用し、ニーズを

動きがみられる。その一つが、深圳で

その行動パターンのデータを蓄積し、

ント、鴻海精密工業傘下のフォックス

れらの次世代技術に集中的に資金を

つかんでいる。また、ミレニアル世代

アリング企業で初の上場企業を生み

ターンに関する様々なデータが蓄積

ぎ早に新しいサービスを開発 ･ 投入

圳で創業され、現在では約 6000

注４

コン 注３などから 億ドル超の資金を

振り向け、すべての産業をスマート

出した民泊分野、行列の並びや買い

でき、莫大な人口をベースに収集し

している。

する道筋をつける。

物など求められるニーズには何でも

た顧客データを基に AI を活用し、

注６

対応する代行サービス分野など、ス

AI に関わる知的財産権の数は毎年

年以降、中国が新たに取得した
次なるサービスの開発を目指してい

ミレニアル世代

こ の 他 に も、 利 用 者 数 が 約

化

中国 IT サービス産業の次なる
展開

る。 年 月時点で、アプリのダウ

2

億 6000 万に達しているライド

17

マホと結び付いたサービスが次々に

3

る。具体的な取り組みとしては、自

人の社員が働く大企業に成長した。

ドローンの世界市場シェアの ％以上
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3

30

3

13

12

8

16

1

生まれている。

06

70

12

1
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開 放 政 策 の な か で、
年 には 経 済 特

1979 年 に 輸 出 特

区、

区に指定された。優遇

政策によって、外資系

企業の工場が多く進出

し、 深 圳 は、 中 国 最
年には、今

大の製造業の集積地と
なった。

ではアップルを支える

鴻海精密工業が、台湾以外で初めて
の工場を深圳に建設している。

また、土地 ･ 建物や、資金提供

など手厚い行政支援を受けて、同じ

く 年代にはファーウェイ、テンセン

品が 時間ですべてそろうと言われ

支給するなど、潤沢な支援金を準備

500 万元（約 8500 万円）を

起 業 支 援でも、 有 望 事 業には最 高

の他 都 市の中でも抜 きんでており、

による企業支援は、現在でも、中国

する企 業が誕 生した。 深 圳 市 政 府

ト、ZTE 等の今では 中 国 を 代 表

週間は、シリコンバレーでの カ月に

ら試作品組立において、「深圳での

こうした集積によって、部品調達か

生産を受託する役割を果たしている。

が次々と出てくる新製品の小ロット

したが、現在ではこれらの中小工場

合法に製造する工場）が数多く存在

ジャイ）工場（偽物のスマホなどを非

チェーン）が築かれた。広さが秋葉原

大の特徴である産業集積（サプライ

この発展段階において、深圳の最

している。

また、深圳にはかつて山寨（シャン

にもない。

すぐに手に入る場所は、世界のどこ

ている。これほど多様な電子部品が

2

匹敵する」といわれ、世界の製造ベ

ンチャーの一大拠点となっている。

製品に必要なあらゆる電子部品を扱

チャンベイ）には、エレクトロニクス

巨額の資金との出会いがある。深圳

一つの大きな理由に、投資先を求める

製造ベンチャーが深圳に集まるもう

資金と人材を引き寄せる深圳

う店舗が集まり、深圳では必要な部

20
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たことから始まったともいわれてい

の製造にまで発展した。ドローンの

80

を占める。創業者で CEO のフラン

中制御技術であるフライトコントロー
部品の多くはスマホ部品と共通して

る。電子回路の製造を経て半導体を

ル）を開発した。深圳に拠点を構え
おり、DJI の製品は、このような

ク ･ ワン氏は、杭州出身で香港科技

て高性能かつ安価な製品で市場を席
深圳の産業集積を使えたことが大き

製造できるまでになり、さらにスマホ

捲し、事業を急拡大した。DJI は
い。

得て、この分野で一気に世界市場を
注７

などのスマホ関連商品群

支配して行き、現在でも高性能スタ
ビライザ

を開発して、次々に市場に投入して
いる。DJI はこれまでの多くの中
国企業のように国内のガリバー企業
ではなく、グローバル市場においても
リーダー企業となった。
深圳ではこのほか、教育用ロボット

2017年の中国経済・社会分析

の 倍という電気街、華強北（ファー

華強北の一角

1

世界最薄のタッチパネルを開発する
柔宇科技（ロヨル）社など、ユニー
クな製造企業が次々登場している。
こうした企業に支えられて、深圳の
GDP は全国平均を大きく上回る伸
びを示している 注８。
遡れば、 深 圳には DJI の様な
製造ベンチャーが生み出される土壌
があった。もともと小さな漁村に過
ぎなかった深圳は、中国政府の改革

1

を開発 ･ 製造するメイクブロック社、

（出所）深圳市政府および中国国家統計局をもとに戦略研究所にて作成

88

なぜ深圳で生まれたのだろうか。

200

80

30

大学在学中にドローンの中核技術（空

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015（年）
100

中国全体

DJI は、巨大な中国市場をてこ

300

深圳地域の製造業は、もともとは

深圳市

に、大量生産によってコスト優位を

400

デジタル時計のコピー製品を製造し

500

深圳市の実質 GDP 伸び率（2004 年＝ 100）
図1
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に集まるベンチャーキャピタル（VC）

尖兵であった深圳は、中国の他地域

スと、ものづくりの基盤を有する中

次々に登場する新たな IT サービ

レーと日本の大田区の機能を内包し

国の姿は、さながら米国のシリコンバ

や海外からの人材を数多く受け入れ
てきたことで、外部に対して非常に

やプライベート ･ エクイティ ･ ファ
ンドの数は、約 万機関で、資本規
開放的な気風が生まれた。

われている。

（注４）バイドゥの営業利益率は約 ％、

類似企業のグーグルは約 ％。アリババ

は同約 ％、類似企業のアマゾンは同約

％。テンセントの営業利益率は約 ％、

は、中国の IT サービス産業や新た

類似企業のフェイスブックは同約 ％。

程度に対して深圳は ％程度で、平

8

均年齢は ・ 歳と若い。その中心は、
年代以降に生まれた新しい価値観

キュベーション施設で、技術と資金を
リンホウ）
」である。

を有する中国新世代の「 後（バー

ビスのコピーであることだけを切り取

ソーシャルメディアを使いこなす。既存の

の若者を指し、デジタルネイティブとして

枠組みにとらわれない柔軟な発想を持つ

り、否定的に捉える向きがある。

しかし、かつて本田宗一郎氏が、
「イ

として、世界共通で注目されている世代。

国の方が、我が国よりも早く次なる

くて優秀な人材が日々凌ぎを削る中

（注７）ドローンの動きを制御する技術を

のスマート化（ICT 化）を目指す。

健康医療など様々な場面、あらゆる産業

（注６）中国政府は、街、住宅、クルマ、

ノベーション創出ができるのは 代ま

と述べた言葉を借りれば、若

イノベーションを創出する可能性があ

使って撮影画像のブレを補正する装置。

注

クラウドやスマートフォンといった

る。日本は、謙虚に中国の優れた点

（ 注 ８）

で」

基盤を誰もが簡単に利用できるよう

に学び、将来への方策を再考する必

深圳の獲り込みを狙い、深圳に拠点

レーの IT 大手や VC も伸びゆく
を構え始めるなど、巨大な中国市場

になった現在では、世界の各地で消

9400 億元（約 兆円）という高い実

年にはノーベ

機会を求めて若く優秀な人材も数多

き連れ、起業することも少なくない。

れら大手企業の幹部人材が部下を引

開発拠点は深圳に集中している。こ

ZTE、レノボ等 IT 関 連の研 究

いる。 ファー ウェイ、 テ ンセ ント、

内 外から多 くの人 材を呼 び込 んで

さらに、巨大な市場と資金は、国

イデアをすぐに製品につなげて市場に

ない深圳の強みは、そうした新しいア

製品化できない。シリコンバレーにも

作るための基盤がなければすぐには

デアがあったとしても、実際にモノを

スを具現化する製品（モノ）のアイ

加速している。しかし、新しいサービ

消費者に近いところで、その動きが

人口が世界一の中国では特に顕著で、

スが次々と生まれている。スマホ利用

（注３）フォックスコンはモバイクの自転車

ター）

込 まれている。
（ 中 国 ･ 国 家 情 報 セン

市場規模は GDP 全体の ％以上と見

市場の規模は、約 兆 9500 億元（約

（注２）中国のシェアリング ･ エコノミー

のサポート機能を備えた施設。

スの提供や市場開拓、少額資金提供など

（注１）創業初期段階での、オフィススペー

代、 代の人材が創出してきた。

事業創造やイノベーションのほとんどは

（注

人程度。

1200 万人。流動人口は 1400 万

（注９）深圳市の発表による。常住人口

）トーマス ･ エジソン（ 歳）の

GE、松下幸之助（ 歳）の松下電器、

21

井深大（ 歳）
、
盛田昭夫（ 歳）のソニー、

20

ラリー ･ ペイジ（ 歳）のグーグルなど、

スティーブ ･ ジョブス（ 歳）のアップル、

25

21

兆円）で、 年まで毎年 ％の伸長、

績をあげている。

ル物理学賞を受賞した中村修二氏も

投入するための製造業の集積を持って

24

25

40

10

38

1

20

10

30

16

34

生産 1000 万台（ 年）を担うとい
17

く流れこんでいる。

レーザー照明技術の実験室を深圳に

31

いることにある。

掘を図っている。

年 度 深 圳 市の GDP は１ 兆

へのアクセスと新しい人材や技術の発

事業創出を図る。また、シリコンバ

35

要があるだろう。

80

30

注９

であ

ファーウェイ、アリババ、テンセン

3

提供し、手足となる会社を育て、新

トなど中国 IT 大手は、自らのイン

33
6

80

16

おわりに

30

65

費者のニーズを捉えた新しいサービ

10

80

大手や米国 VC も含まれている。

は、 現 在では 1200 万 人

ているようにもみえる。日本国内で

18

40

模は、中国全体のベンチャー資金の約
年にわずか 万人であった人口

26

深圳の製造ベンチャーにとって重要な

分の に当たるという。この中には、

29

（注５） 年以降生まれの 代半ばまで

2

な企業群に対して、米国企業のサー

3

る。 歳以上の割合が全国平均 ％

80

5

資金の供給源になっている中国 IT

1

設立した。かつて中国の改革開放の
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3

中国の市場経済の健全な発展と民生
の保障のための法制度整備

の制度整備支援、③法曹実務家等の

された法令を運用する司法関係機関

り、①基本法令の起草支援、②制定

る法制度の整備を支援することであ

国などに対して、それらの国々が進め

途上国や市場経済への移行を進める

ります。法制度整備支援とは、開発

（２）中国では 年の憲法改正に際

に拡大しているところです 注２。

おり、その対象分野・対象国もさら

法整備支援に対するニーズが高まって

国における国造り支援の一環としても

て、またアジア・アフリカの紛争影響

諸国における投資環境整備の一環とし

経過しています。特に近年ではアジア

ための有効なツールであり、戦略的な

における名誉ある地位を保持していく

が国として、将来に渡り、国際社会

その強化を国際社会に訴えてきた我

度整備支援は「法の支配」を重視し、

援するものであること、また、法制

するために不可欠な基盤づくりを支

に、開発途上国が持続的成長を実現

途上国の自助努力を支援するととも

（グッド・ガバナンス）に基づく開発

を行う法制度整備支援は、良い統治

国に対し、立法支援や制度整備支援

理念的には、世界各地の開発途上

化の推進』を法制度整備面から支援

育成支援で開始し、
『健全な市場経済

止法運用等における技術協力・人材

政の充実、証券市場の整備、独占禁

ＴＯ協定の遵守、国際課税等税務行

開放支援』を知的財産権の保護、Ｗ

基づく対中 ODA 事業として『改革・

の外務省「対中国経済協力計画」に

ありました。JICA は、 年 月

標として掲げられていたことが背景に

済における法システム構築が国家目

2010 年をめどに社会主義市場経

を建設する」条項が明記され、かつ

治 ）を実 行し、 社 会 主 義 法 治 国 家

して「依 法 治 国（ 法による 国 家 統

支援を展開していく必要があるとされ

する事業として 年 月に「経済法・

1996 年 のベト ナ ム に 対 す る

01

10

企業法 PJ」を実施しました（カウ

11

22
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PJ を嚆矢として、共産主義国の市

場経済化支援や紛争終結国の復興援助

め、我が国が ODA 事業として法整

（司法制度再構築・人材育成）のた

（１）我が国の特色ある ODA 事業

備支援を開始してからすでに 年を

対中 ODA 事業として
の法制度整備支援

の一つとして法制度整備支援事業があ

人材育成支援の３つが基本的な柱と

20

ています 注１。

されています。

99

04

独立行政法人国際協力機構（JICA）中国長期派遣専門家・弁護士

白出博之

急速な経済社会の成長がもたらした諸問題に直面している中国。従前、
中国に対する政府開発援助（ODA）事業の大部分を占めていた有償資金
協力（円借款）および一般無償資金協力はすでに新規供与を終了してい

ますが、現在 JICA は、外務省の対中 ODA の基本方針に沿って、協力
の必要性が真に認められる分野における技術協力等を実施しています。

本稿では、現在進行中である中国に対する法制度整備支援プロジェク
ト（以下「PJ」と略称）について、これまでの経緯と主な成果、および同
PJ の視点から中国における立法動向について紹介致します。

訪日研修での白出弁護士

JC ECONOMIC JOURNAL 4 月号 TOPICS

健全なガバナンスの確立のために協力

滑な活動および法の支配に基づいた

りわけ中国については「日本企業の円

弁公室および最高人民法院の関係者

おける重要性に鑑みて、国務院法制

定される司法解釈等の中国法実務に

行政法規や最高人民法院によって制

しています。
および民事関連法」では、支援対象

を行っていく」と注記されており、我

にも現地セミナーおよび訪日研修の

ンターパート（以下 C/P と略）機

法令を民事訴訟法に加えて民事関連法

が国の国益にも配慮したより戦略的

門戸を開き、日本法の知見提供の対

P 機関は法工委行政法室。環境保護

政訴訟法および行政関連法」
（C/

発展と民生の保障のための法制度整

れたのが現行の「市場経済の健全な

（５）このような背景のもとに開始さ

す。

しています。

点も従前の PJ とは異なる特色を示

務に対するインパクトを強化している

象範囲をさらに拡大して、中国法実

年企業破産法、 年独占禁止法・

年開始の国別研修「民事訴訟法

市場流通関連法規等を支援）
。
（相続法、消費者権益保護法、著作

な方針が明確に示されているところで

年会社法・証券法、

（３）中国では経済・社会の急激な発
権法等の改正支援）に拡大し（ ～

法、行政訴訟法、行政不服審査法、

備 PJ」
（

要な成果等は次の通りです。

ザリーグループを組織し、中国側か

からなる国内研究会ないしアドバイ

は、学識経験者、法曹・法律実務家

中国側に対する日本法の知見提供

て 年に権利侵害責任法（不法行為

月に開始し、さらに枠組みを拡大し

国について、法体系の同質性なども考

が国との共通性・親和性を有している

していることから、それらの諸点で我

の歴史や文化、生活習慣に深く根ざ

基盤整備の根幹部分であり、相手国

野への支援は、その国の発展に必要な

的に勘案する。また、特に基本法分

および経済面での重要性、等を総合

の支援実績、我が国にとっての外交面

っては、被援助国のニーズ、これまで

です。

現行 PJ では確立されているところ

象法令を協議・決定するプロセスが

提示したうえで全人代法工委側と対

側が積極的に対象法令候補を選択・

法計画中の対象法令リストから日本

に則り、全人代常務委員会・中期立

健全なガバナンスの確立」という趣旨

滑な活動および法の支配に基づいた

本方針（改訂版）の「日本企業の円

特に上述した法制度整備支援の基

法法 条第 号は「税種の設定、税

だけであり、その他 種の租税は行

のうち、法律が規定するものは 種

（

則に関する規定の整備が挙げられます

したが、最大の注目点は税収法定原

法規に関する立法権限が拡大されま

とともに地方の実情に応じた地方性

中国の法体系・立法体制を整備する

月）では、一部混乱状況も散見された

月「法制度整

らの質問を踏まえた講義・質疑応答、

慮する。また、
途上国のニーズに加え、

さらに全人代によって制定される狭

ズを満たすことが困難となり、第

年）
、
さらに 年開始の国別研修「行

期全人代五カ年計画では刑事、民事、

食品安全法、大気汚染防止法、資産

P 機関は、全人代法工委弁公室をプ

◆ 年度は、
①立法法の改正支援（法

類型事件が増えて訴訟手続を定める

行政の三大訴訟法改正が課題とされ

評価法等の改正および起草支援）を

ラットフォームとして同委員会内の全

工委国家法室）
、②サイバーセキュリ

訴訟法が一定分野では人民の司法ニー

ました。これに対応すべく、JICA

並行して実施しました（ ～ 年）
。

担当室を支援対象とし、各年度の支

ティ法の起草支援（同経済法室）を

（６）現行 PJ の実施状況および主

は法律起草担当機関である全国人民

（４）上述した 年

援対象法令を数本決定して日本法の

実施しました。①「法を管理する法」

年）であり、C/

代表大会常務委員会法制工作委員会

備支援に関する基本方針（改訂版）
」

知見を提供するものです。

実地見学等を、法工委メンバー等に

我が国経済界のニーズも踏まえた支

率の確定および税収管理等の税収に

法）
、 年に渉外民事関係法律適用法

18

15

15

3

3

年時点での中国の 種類の租税

6

政法規で規定されていました。新立

8

の制定を支援しました。

とも称される立法法の改正（ 年

よる訪日研修、および日本から短期

義の「法律」だけでなく、国務院お

17

援国、対象分野等の選定に留意する」

14

専門家を中国に招聘して研究討論会

～

（ 以 下「全 人 代・法工 委」 と略 称 ）

では、
「法制度整備支援の実施に当た

10

民法室を C/P 機関とする「民事

15

関する基本制度」を「法律によっての

14

15

訴訟法・仲裁法改正 PJ」を 年

12

よび関連行政部門によって制定される

5

との実施方針が示されていますが、と

13

11
11

12

関は商務部。

展に伴う訴訟事件が増加し、特に新

10

10

07

13

07

形式で行う現地セミナーによって実施
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05

06
09

各業界団体の役割や自律的な監督作

用等の積極的活用を目指すものであ

応等、多方面にわたって多角的に日本
法の知見を提供しており、これらの知

（法工委民法室）の起草研究支援を

実施しました。

特許権を中心に、意匠、実用新案を

まず⑥専利法が規律する専利権は、

日本経済団体連合会、日本商工会議

もカバーするものであり、イノベーシ

また②（ 年 月に成立した）サ
イバーセキュリティ法は、第 章「総
則」
、第 章「サイバーセキュリティの

1

運用の安全」
、第 章「ネットワーク
情報の安全」
、第

章「監視・早期

り、サイバーセキュリティは国の安全、

情報ネットワークに高度に依存してお

ザーが存在し、中国の経済・社会は

り、個人だけでなく法人企業に対す

被害救済制度のあり方を研究してお

産的被害をも排除しない枠組みでの

産権侵害を含んだ経済事犯による財

が想起されますが、法工委は知的財

身体に対する犯罪被害への対応措置

いえば、殺人・傷害等による生命・

まず③犯罪被害者権利保障立法と

上必要とされている

課題への対応が実務

自殺問題等の新しい

問題、精神的疾患や

が、中国でも過労死

関連規定があります

法・工傷保険条例に

ては、中国社会保険

⑤労災保険につい

用状況等についてレ

経済の発展に直接的な影響を及ぼす

る被害を排除しないスタンスで、さら

ことを 背 景 として、

障立法（法工委刑法室、
同国家法室）
、

だけでなく、広く一般大衆の切実な利

にその制度的基盤をなす裁判手続等

単行法としての労災

クチャーを受け、活

益に影響を及ぼすことから、法的手

による権利保護体制についても、知的

保険法の早期制定に

および④業界協会 ･ 商会法、⑤労

段を含む様々な措置を講じて国家の

財産高等裁判所の実務を含めてどん

向けた研究が進めら

発な意見交換が行わ

サイバーセキュリティを保障する必要

欲に日本の司法制度の組織体制や仕

れているところです。

災保険法（同社会法室）の起草研究

に迫られていることが新法制定の背景

組みを吸収しようとする姿勢が明確

◆ 年度は、⑥専利

れたところです。

にあります 注３。サイバーセキュリティ

でした（この点は中国で鋭意進行中で

法（特許法）改正（同

支援を実施しました。

といえば、もっぱら「重要情報インフ

ある司法制度改革ニーズと軌を一にす

経済法 室 ）
、 ⑦行政

警戒と緊急対応処理」
、第 章「法

ラ運用の安全」がイメージされますが、

るものです）
。

6

的責任」
、第 章「附則」の全 条か

現行 PJ ではさらに個人情報保護、

らなり、 年 月 日から施行され

79

ます。中国には約 億人のネットユー

1

インターネット取引に関する規律とプ

における法人制度改革の一環として、

また④業界協会・商会法は、中国

法室）
、⑧民法典編纂

手 続 法 立 法（ 行 政

7

ロバイダーの責任、ネット犯罪への対

16

7

6
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み制定できる」と規定して全人代お
よび常務委員会に専属する立法権の
り、

けでなく、現在審議中の電子商取引

所、経済同友会、関西経済連合会、

月実施の訪日研修では、

見は中国のサイバーセキュリティ法だ

職権濫用防止に役立つとも指摘されて
法草案の関連条項に活用されているこ

京都商工会議所から

年

対象としており、税徴収面での行政の
います）
。
とも看取されるところです。

1

それぞれの概要・運

16

◆ 年度には、③犯罪被害者権利保

11

3

4

5

15

16

支持と促進」
、第 章「ネットワーク

2

17

中国での現地セミナーの様子

JC ECONOMIC JOURNAL 4 月号 TOPICS

また 年 月、中国共産党中央委員

会と国務院は『財産権保護制度の整

支配に基づいた健全なガバナンスの確
立」に直結するものとして、日本側

ョン型国家建設を重要な国家目標と
して掲げる中国において同法改正の重

の所有制経済組織や公民の財産権を

備、法に基づく財産権保護に関する

⑧民法典編纂を支援すること、裏

保護することを明確に打ち出していま

から積極的に選択・提案し、PJ の

は専利権のさらなる保護強化が目指
を返せば中国にまだ統一的民法典が

すが、この財産権保護の法治化という

要性は明らかですが、すでに公表され

されており（間接侵害規定、懲罰的
存在していないことは意外に知られて

内容は、民法典編纂だけでなく、そ

意見』 注５を発表し、党・国家が各種

賠償制度等）
、かかる基本的スタンス
いません。中国では 1949 年の建

の他の分野の立法・法の執行、司法

対象法令とされたものです。

は全人代による草案作成・審議にお
国以来、 度の民法典起草が試みら

ている国務院の専利法改正草案から

11

いても同様と思われます。

あります。

HP

（注１）２０１３年 月「法制度整備支援

html参照。

（注２）独立行政法人国際協力機構

務上重要な課題を規制対象とする法

中国で活動する日本企業にとっても実

政指導、さらには行政の不作為など、

ルールの制定、処分性の明確でない行

される不意打ち的な行政の決定や新

が、手続的ルールが不備なままにな

起草研究対象に分類されるものです

中期立法計画中では第三類という、

また⑦行政手続法自体は、全人代

ではなく、古い内容を除去して新し

纂とは上記諸法を単にまとめること

の民事法が存在しますが、民法典編

契約法、物権法、権利侵害責任法等

現在、中国には民法通則、相続法、

民法典編纂完成が目指されています。

とされる２０２０年の全人代での統一

会」
（ややゆとりのある社会）の目標

目の起草作業となりますが、
「小康社

れており、今回の民法典編纂は 度

に関わる社会法分野の一層の充実が必

う構成比であることから、民生の保障

に社会法分野が 割に満たないとい

済法・行政法分野の法律が占め、特

（日本の約 分の１）
、その半数を経

狭義の「法律」は 260 本弱であり

現在、中国には全人代が制定した

（注３）２０１６年 月 日付「法制日報」

ミャンマー、コートジボアール等。

タジキスタン、モンゴル、東ティモール、

ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン、

ボジア、インドネシア、ラオス、ネパール、

ます。

結語に代えて

省法務総合研究所国際協力部

HP http://

www.moj.go.jp/housouken/houso_lta_

参照。支援対象国としてはカン
lta.html

http://news.xinhuanet.com/2016-

11/08/c_129355337.htm

（注４）具体的内容につき法務省法務総合

における当事者の訴訟上の権利拡充

ており、中国の民事訴訟・行政訴訟

成立）制定の支援を行い、法人制度

一段階となる民法総則（ 年 月に

現行 PJ では民法典編纂作業の第

我が国の経済にとっても重要な法分野

各種税金に関する単行法の制定等、

上述した民法典編纂、専利法の改正、

証券法・不正競争防止法の改正ほか、

人代で審議中の電子商取引法立法、

て」
（ １、２）を参 照。 http://www.moj.

３）
、
「中国行政訴訟法の改正条文等につい

民事訴訟法の改正条文等について」
（１～

掲載の拙稿「中国
HP

に一定の成果を上げてきましたが 注４、

改革、バーチャル財産の保護、法律行

の制定・改正が続きますが、さらに

研究所国際協力部

さらに行政手続法制定は、行政機関

為論、消滅時効制度の見直し、成年

今年 月末以降に公表される新しい

全人代立法計画にも注目する必要が

3

28/n474322457.shtml

（注５） http://news.sohu.com/201611

china.html

go.jp/housouken/houso_houkoku_

の権限が強くその裁量権も広汎であ

後見制度の導入等の重要論点について

今後の立法課題としては、既に全

および法務
governance/approach.html

律です。これまで JICA の対中法

い内容を取り入れ、体裁を科学的に、
の精神を体現する一つの民法典を制定

08

る中国における法的トラブルを未然

するものと説明されています。

1

6

5

日本法の最新の知見を提供しました。

行政不服審査法の改正作業を支援し

11

にも広く影響を及ぼすものと思われ

整備支援 PJ では、ガバナンス分野

要とされています。

http://www.jica.go.jp/activities/issues/

HP

oda/bunya/governance/hoshin_1305.

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

に関する基本方針（改訂版）
」外務省

5

16

構造を厳格に、規範を適正に、時代

4

について民事訴訟法（ 年 月改正）
、
8

行政訴訟法（ 年 月改正）および

12

11

に防止することに役立ち、かつ「法の
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14

17
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省エネ・環境コーナー

中根哲也

日中環境協力支援センター有限会社
取締役補佐

大野木昇司

省は毎年、前年の対策任務達成状況

日中環境協力支援センター有限会社
取締役

染が懸念される、京津冀、長江デル

は PM の年平均濃度削減状況を重

点審査項目とした。また、 年 月

大気十条の実施期間中、環境保護

タ、珠江デルタの各地域で、PM2・
濃度をそれぞれ ％、 ％、 ％

を審査したほか、 年に中間評価を

では PM2・ 、その他 省区市で

中国の大気汚染防止行動計画の
成果と課題

国 務 院『 大 気 汚 染 防 止 行 動 計
画』
（ 大 気 十 条 ） の最 終 年 である
2017 年、各地では大気環境改善

行った。中間評価報告によれば、全

、PM2・ 濃度は

える――という数値目標を掲げた。

年

の基準年を 年とすることを定めた

の、冬季の重度汚染発生状況は依然

善目標は達成できる見通しであるもの

年間平均濃度を約

標値を達成できる見通しが立ちつつ

このほか、 数 値 目 標 はないものの、

（PM2・

年 月より新たな測定基準に基

また、大気十条公布後、各地域で
目標・任務や措置を各区県までブレ
イクダウン、最適化した実施細則や
地方版大気十条が続々と策定公布さ
れ、地域によっては年度計画や追加文
書等が公布されている（表 ）
。

内外に大きく報道され、関心が高まっ

環境保護省は、 大気十条期末目
年

標達成のため、 年までに全国 省

た。このため、 国務院は

31
（表

参照）と取り組みを明確にし

を結び、各省区市の大気質改善目標

区市政府と大気汚染防止目標責任書

14

た。京津冀および周辺地区、長江デ

濃度を 年比 ％以上減らし、青

間で、全国の地級以上の都市で PM

大気十条を公布し、 年までの 年

4

5

13

空 日 数 を 年 々 増 や す 方 針 を 打 ち出

3

17

ルタ、珠江デルタ 省区市、重慶市

10

し、特に経済発展地域であり大気汚

12

10

13

の測 定・公 表は、
から始まったため）
。

大気十条の中間評価

深刻であり、一部省（遼寧省、吉林

の年間

省、河南省、湖北省、陝西省、甘粛省、

寧夏回族自治区）では PM

10

10

13

5

5 12

低減傾向にあり、全体として大気改

ある。一方、目標値までまだほど遠

SO 2、NOx、粉塵、VOC の排

いる。

い地域や対策重点地域である京津冀

5

出総量規制を引き続き進めるとした

10

（北京市〜天津市〜河北省）地区で

60

（表 ）
。

PM2・ の基準年を 年、PM

公布の『大気汚染防止行動計画実施

14

減らし、このうち北京市の PM2・

15

10

国都市の PM

15

状況審査弁法（試行）実施細則』では、

25

µg/㎥に抑

5
5

の期末目標を達成すべく、様々な規

7

1

月、

汚染の数値が非常に高かったことが国

づいて公表した PM2・ 等の大気

1

大気十条の 年対策期間の目標
5

は、期末まで厳しい対応に迫られて

制措置を進めており、全国的には目

20

5

20

2

5

13
10

16 年 11 月の北京

26
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-20％
PM2.5 年
-15％
平均濃度
削減目標 -10％

対象省区市
北京市、天津市、河北省
山 西 省、 山 東 省、 上 海 市、
江蘇省、浙江省
広東省、重慶市
内蒙古自治区

大気質改善目標
-15％

対象省区市
河南省、陝西省、青海省、新疆ウイグル自治区

-12％

甘粛省、湖北省

PM10 年
-10％
平均濃度
削減目標 -5％

四川省、遼寧省、吉林省、湖南省、安徽省、寧
夏回族自治区
広西チワン族自治区、福建省、江西省、貴州省、
黒龍江省

引き続き
海南省、チベット自治区、雲南省
改善

なり、 成 果が現れたことが分かる。

全国省区市大気汚染防止目標責任書の各重点対策対象大気質改善目標

大気質改善目標
-25％

平均濃度が上昇しているほか、北京

河北省党委、河北省政府
北京市政府

17

地域別で見れば、京津冀、長江デルタ、

2013 年 9 月 6 日
2013 年 9 月 11 日

市の 年期末目標達成には尚一層努

環境保護省

珠江デルタの NO 2濃度、SO 2濃

2014 年 11 月 16 日

（出所）公開情報を著者が整理

表3

力が必要である――という。

公布機関
環境保護省、国家発展改革委等 6 省庁
環境保護省

度はいずれも減少しているが、地域に

公布日
2013 年 9 月 17 日
2014 年 11 月 16 日

の重 点 都 市にお ける

平 均 濃 度は

5 74

主な地方での地方版大気十条（一部例）

京津冀及び周辺地域大気汚染防止行動計画実施細則
長江デルタ地域重点産業大気汚染期限内対策方案
珠江デルタ及び周辺地域重点産業大気汚染期限内対策方
案
河北省大気汚染実施行動計画実施方案
北京市 2013 ～ 2017 年クリーン大気行動計画

全国

PM2・

55

µg/ ㎥となり、 大

13

年の

23

気 十 条 開 始の

µg/ ㎥ と 比 べ ・

6 74
％ 削 減 さ れ た ほ か、

3

日平均値基準超過日数

8

％ から

表2

年の ・

（出所）大気汚染防止行動計画より抜粋

13

20 32
％に減

3

10

平均濃度

10

15

も

13

目標値
2012 年比 10％以上削減
2012 年比 25％以上削減
年間平均 60µg/㎥
2012 年比 20％以上削減
2012 年比 15％以上削減

％減と

対象地域
対象項目
全国地級以上都市
PM10
京津冀（北京市 - 天津市 - 河北省） PM2.5
北京市
PM2.5
長江デルタ
PM2.5
珠江デルタ
PM2.5

年には ・

大気十条期末の地域別全体目標値

少し、PM

も 年比 ・

表1

（出所）公開情報を著者が整理

よって進捗にばらつきがある（表 、
区・山東省における各対策措置・目

5

標を定めた。

10

4
大気十条で PM2・ 削減目標審

査の対象となる 省区市の PM2・

5

5

）
。

9

17

年平均濃度削減は、いずれも大気

15

5

13

対策の重点 京津冀地区の実績と
年の新たな目標

7

1 15

十条の中間目標を達成し、多くの省

28

27

天津市では 年の PM2・ 濃度が

2

5

13

年比 ・ ％減、河北省でも 年

25

PM2・ 濃度が同 ・ ％減とな

13

り、それぞれ大気十条目標（PM2・

7

平均濃度 年比 ％減）を 年前

16

倒しで達成している。

これを受け、環境保護省は 年

17

月、北京市・天津市・河北省政府と

16

共同で、
『京津冀大気汚染防止強化

措置（ ～ 年）
』を公布し、京津

17

冀および保定市、廊坊市、滄州市、

唐山市に対して 年大気環境目標細

17

分化方案の策定を求め、対策をさら
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に進めるとし、新たなきめ細かい

年数値目標を設定した。具体的数値

は表 の通り。

京津冀の 省市のうち、河北省南

部に汚染が深刻な地域を抱えている

ため、南部に位置する保定市・廊坊
27

3

6

5

環境保護省、国家発展改革委等は

（出所）大気汚染防止行動計画実施状況中間評価報告より抜粋

で期末最終目標を前倒し達成する見

NO2 濃度（％）
9.8
11.9
19.5
15.8

共同で、 年 月の大気十条公布と

SO2 濃度（％）
44.9
30.0
38.1
48.3

京津冀地区
長江デルタ
珠江デルタ
成渝（成都〜重慶）地区

込みとしている。京津冀地区に注目

重点地域大気汚染濃度削減率

ほぼ同時に、
『京津冀および周辺地区

表5

してみると、北京市はもともと現状

（出所）大気汚染防止行動計画実施状況中間評価報告より抜粋

大気汚染防止行動計画実施細則』を

削減率
23.6％
12.4 ポイント
10.3％

からするとかなり厳しい目標値が設

2015 年実績
55
20.8
87

公布し、汚染の最も深刻な京津冀地

2013 年実績
PM2.5 平均濃度（µg/㎥）
72
日平均値基準超過日数率（％） 33.2
PM10 平均濃度（µg/㎥）
97

定されていただけに苦戦しているが、

全国重点都市の 2013 年、15 年実績値比較

域とその周辺の山西省・内蒙古自治

表4
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都市名

省

2013 年基準値
(µg/㎥ )

2017 年目標値

2016 年実測値
(µg/㎥ )

削減率
(％ )

達成状況
北京市
上海市
広州市
衡水市
石家荘市
保定市
邢台市
邯鄲市
唐山市
鄭州市
西安市
済南市
太原市
滄州市
廊坊市

広東省
河北省
河北省
河北省
河北省
河北省
河北省
河南省
陝西省
山東省
山西省
河北省
河北省

89.5
62
53
120.6
148.5
127.9
155.2
127.8
114.2
102.4
104.2
114.0
74.2
93.6
113.8

60µg/㎥
20％
20％
67µg/㎥
67µg/㎥
77µg/㎥
67µg/㎥
67µg/㎥
67µg/㎥
20％
20％
67µg/㎥
65µg/㎥

72.5
45
36.1
86.8
98.8
92.1
86.5
81.7
74.0
78.3
71.4
75.6
66.1
68.3
65.9

19.0
27.4
31.9
28.0
33.5
28.0
44.3
36.1
35.2
23.5
31.5
33.7
10.9
27.0
42.1

未達成
達成
達成
未達成
未達成
未達成
未達成
未達成
未達成
達成
未達成
未達成
未達成

データ上で改善傾向にあるものの、中

国住民の間ではあまり実感されてい

ない。中国青年報が 年 月に実施

したアンケート調査では、
「当局の取

主要都市と大気汚染都市の目標
達成状況

各 地 域 主 要 都 市（北 京 市、 上 海

り組みの成果を実感している人はわ

ずか ・ ％」という実態が明らか

市、広州市）および 年全国大気質

大気十条基準

ワースト 都市、強化措置重点都市
について、PM2・

になった。APEC ブルー、軍事パ

ブルーなど

まとめた表７によれば、多くの都市で

青空が見られ、大気環境改善を実感

国家的イベントがある際にはきれいな

レードブルー、杭州 G

改善はしているものの、京津冀地区の

するものの、石炭使用量が増える暖

年（ 年）値と 年実測値の比較を

都市では、ほとんど強化措置で打ち

房期間や爆竹を使用する春節などに

が 400 ～ 500 など

出された目標値を達成していない。

PM2・

の極めてひどい大気汚染が発生し、メ

た、現在の大気汚染濃度レベルが高い

ディアでも数多く報道されるため、ま

中国の統計データの信頼性について

中で少々低下しても改善が実感され

大気環境データの信頼性と大気環
境改善の実感

の議論があるが、北京市大気環境デー

ないものと思われる。

年の主な大気環境改善措置

タについては、在中国米国大使館の公

表データとの比較が可能である。北

市が市内各地のデータを総合して算

の気候条件によって差が大きく、北京

これは主に、大気質状況は市内各地

値に若干のかい離が見られる（表８）
。

様な変化傾向が見て取れるものの数

質規制区を区画し、④閉鎖・生産停

去」を終え、③石炭禁止区・石炭品

え、
②期限内に石炭ボイラ・かまど「撤

期限内に農村石炭クリーン代替を終

大気汚染防止強化 措置として、①

措置（ ～ 年）
』では、京津冀地域

京市環境保護局の公表データと在中

出しているのに対し、米国大使館は市

止・淘汰任務を期限内に終え、⑤都

既出の『京津冀大気汚染防止強化

街地の大使館所在地のみの観測デー

市管理水準を高め、⑥自動車汚染対

国米国大使館の公表データには、同

タであることに起因している。

中国各地の大気環境は 年以降、

策を強 化、 ⑦ VOC（ 揮 発 性 有 機

28
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（北
滄州市）
、
重点中の重点「 ＋ 」
京市、保定市、廊坊市）として挙げ

（出所）公開情報を筆者が整理

11

市には省目標値とは別途目標値を定
めた。目標達成難度が最も高いのは

67

れることが予想される。

られた都市では、年末までの目標達

81

20

北京市であるが、天津市・河北省も

河北省

5

2

成に向けて様々な非常的措置が採ら

60

16

1

％前後の削減が求められており、

≧6
（17 年初、
新目標）
保定市は 77µg/㎥、廊坊市は
65µg/㎥

72

5

特に対策の重点「 ＋ 」
（北京市、

70

天津市、保定市、廊坊市、唐山市、

13.0
天津市

16

11

69

60

5

17

17.8
60

29

16

72.5
南部 4 区（豊台・通州・房山・
大興区）は 65µg/㎥
武清区、宝坻区、薊県は市平
均以下
北京市

16

17
13

主な都市の大気十条 PM2.5 の 2013 年基準値と 16 年実測値、達成状況
表7

要削減幅
（％）
強化措置の新目標
（µg/㎥）

10

4

2016 年実績
（µg/㎥）
大気十条目標
（µg/㎥）

13

2

10
京津冀 PM2.5 年平均濃度の大気十条目標、強化措置目標と 2016 年実績
表6

（出所）各市の各年環境情報公報およびグリーンピース発表データを筆者が整理
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証で高架汚染源の監督管理を強化し、

業汚染対策を終え、⑨汚染排出許可

に対して、鉄鋼企業に対する生産制限や、

500 以上の計測不能値を記録した都市

同 方 案 には、AQI（ 大 気 質 指 数 ）

には大きな経営面への影響と商機がもたら

⑩重度汚染天候対応を強化し、⑪大

電解アルミ・化学工業類企業のピークシフ

化合物）総合対策を強化し、⑧大気

気汚染移動ルート上都市の工業企業

ト生産等の内容が盛り込まれる見込みで

2017 年の主な大気環境改善措置
項目

対象地域

農村バラ石炭ク
リーン代替

具体的措置

期限

・平原地区での「無石炭化」、保定市市内農村での「天然ガス代替」、保定市北部・廊坊
市内農村での「電力代替」を実現

2017 年 10 月

北京市
・3000T/h 分の石炭ボイラのクリーンエネルギー改造
平原地域
・10T/h 以下の石炭ボイラをほぼ淘汰し、ガスボイラの低窒素燃焼技術改造を推進
ボイラ・キルン
保定市、廊坊市 ・行政区内の 10T/h 以下の全石炭ボイラの撤去
整備
・市街地で 35T/h 以下の石炭ボイラを淘汰し、都市・農村隣接部や他の郊外県で 10T/h
京津冀
以下の石炭ボイラを淘汰
・毎年旧式車 20 万台を廃棄。公共部門の新エネ車比率向上。使用過程タクシーの三元触
エンジン車汚染
北京市
媒定期交換に政府補助金。国Ⅱ以下の小型ガソリン車、国Ⅲ以下の大型ディーゼル車に
対策
対する走行制限強化
京津冀の地級以
・全ての石油化学、化学工業の VOC 総合対策を完了
上の都市
・有機溶剤塗料生産、アスファルト類防水材料生産、木材板生産、有機溶剤型塗料使用
の家具製造・木製品加工工程を全面的に淘汰
VOC 総合対策
北京市
・印刷・自動車修理産業の VOC 汚染防止を強化
・自動車製造業下塗り・中塗り・色塗り段階での水性ペンキによる油性ペンキ代替を全
面的に推進し、ワニス仕上げ段階で有機排ガス高度処理を実施
廊坊市
・香河県全ての家具企業 VOC 対策を完了
大気移動ルート
・鉄鋼産業構造調整と共に、鉄鋼産業の環境対策基準引き上げ改造を行い、汚染物排出
上都市汚染対策
基準を国または地方基準に対応
高架発生源監督 京津冀及び周辺 ・各都市石炭火力発電企業、汚染移動ルート都市の鉄鋼・セメント企業に対する汚染排
管理
都市
出許可証発行
・セメント・鋳造・レンガ産業は全て生産停止（住民暖房供給、都市ゴミ・危険廃棄物
共処理等を除く）
工業企業生産調 京津冀及び周辺 ・超低排出基準を満たさない石炭火力発電機を全て生産停止
整
都市
・鉄鋼産業で、排出基準を安定的に達成できない場合、生産停止
・ガラス産業での生産燃料を全て天然ガス、集中供給する石炭由来天然ガスまたは電力
等のクリーンエネルギーに切り替える
京津冀及び周辺 ・環境保護省が各地の強化方案の実施状況を査察。不十分・遅延・改善目標未達成の政府・
監督検査
都市
当局に対しては原因・責任主体ごとに厳しく責任追及する
（出所）公開情報を著者が整理

29

されると見込まれる。

の生産調整を実施する――と打ち出

あり、該当業種の工場は注意が必要であ

9

移動ルート上の都市の期限内重点産

した。主な具体的措置は表 の通り。

の業務マニュアル、サプライヤーの複数確

どの取り締まりも一層強化されると予測さ

る。大気汚染レッド・オレンジ警報は、自

対策期間の最終年を迎え、全体とし

保（特に大気汚染のひどくない地域にて）
、

津冀および周辺地

れ、環境コンプライアンスも重要である。

社工場への生産制限・規制のみならず、サ

ては目標達成が現実のものとなってい

物流ルートの再検討、大気汚染予報があ

区 2017 年大気

日系企業の環境管理はブラックボックスと

プライヤー、物流、職員のマイカー通勤

るが、大気汚染の主戦場とも言える

る際の事前の原材料の多量仕入れ、納品

汚染防止事業方案』

化しているケースが非常に多いため、専門

目標達成に向けた追い込みと日系
企業の対応・商機

京津冀地域では、改善目標を引き上

契約の免責事項追加などの策を検討する

（パブコメ版）が発

家の監査などで点検することが望ましい。

2

5

などに影響をもたらすため、生産制限時

げ、 ラス ト スパー

必要がある。VOC 規制対応、石炭代替

表され、 現 在 意 見

一方で、目標達成の圧力により、京津冀

6

17

年

集約が進められてい

グ、省エネなど日系企業の環境技術・知

る。 特に表

気環境改善目標を

見を活かせる環境ビジネスのチャンスとも

高まり、VOC 対策や発生源モニタリン

達成できていない地

なる。

で示 された、 大

域では、 日 系 企 業

（出所）公開データを基に筆者が整理

7

2015 年
80.6
82.5

を中心として大気汚染対策需要が急速に

2014 年
85.9
97.7

や表

2013 年
89.5
101.9

大気十条による 年間の大気汚染

トが始 まっている。

なども導入する必要がある。立入検査な

北京市環境保護局と在中国米国大使館発表の
PM2.5 年平均値比較（µg/㎥）

北京市
米大使館

表9

月には『京

表8
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2017 年 10 月

2016 年末
2017 年 6 月末
2017 年 8 月末
2017 年 8 月
2017 年 6 月末
2016 年末

毎年 11 月～
翌年 1 月
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上海華鐘投資コンサルティング有限会社 常務副総経理

能瀬 徹
表 2 立退き補償金に対する企業所得税課税

（旧規定）国税函〔2009〕118 号
免税
政策性移転の納税所得税額＝移転収入－移
範囲
転費用－移転処分資産損失－購入資産支出
購入資産
税法に基づく減価償却可
減価償却

（新規定）2012 年 40 号公告
政策性移転の納税所得税額＝移転収
入－移転費用－移転処分資産損失
税法に基づく減価償却可

移転費用支出：従業員再配置費用、操業停止期間の従業員給与・福利費等
移転処分資産損失：各種資産の売却・廃業処分等の正味金額（簿価）

表 3 清算前の B/S
借方

流動資産
現預金
売掛金
棚卸資産
貸付金
その他未収金
固定資産
工場建屋
生産設備
その他設備
土地使用権
資産計

表 4 清算期間損益
項目

(1) 立退き補償金収入
(2) 資産処分関連損失
売掛金回収損失
未収金回収損失
在庫売却損失
建物関連損失
固定資産関連損失
土地使用権関連損失
(3) 清算費用
清算人員給与
清算人員社会保険
経済補償金
コンサルティング費用
その他清算費用
(4) 清算期間損益合計
(5) 企業所得税
(6) 清算期間最終損益

単位：1,000 元

20,933
5,437
6,952
8,267
0
277
28,134
7,712
14,771
229
5,422
49,066

貸方

流動負債
買掛金
短期借入金
その他
固定負債
長期借入金
所有者権益
資本金
（日本Ａ社）
未処分利益
負債・資本計

16,628
5,490
9,374
1,764
0
0
32,438
35,000
(35,000 )
-2,562
49,066

単位：1,000 元

金額

備考
『土地徴収備蓄協議書』に
45,150
基づく
32,244
1,630 （仮）1 年以上の未回収残高
0 （仮）回収率 100％
2,480 （仮）回収率 70％
7,712 清算前 B/S 簿価
15,000 清算前 B/S 簿価
5,422 清算前 B/S 簿価
6,502
192 （仮）3 人、6 カ月分
（仮）上記 3 人分、給与の
29
40％で計算
5,701 立退き補償金交渉結果より
（仮）コンサルティング費用、
460
会計監査費用
（仮）清算期間中の事務費、
120
出張費
6,405 (1)-(2)-(3)
961 ((4)-2,562) *25％
5,444 (4)-(5)

（注）①企業所得税額の算出において、上記損失は全て損金算入可能と仮
定する。②税務上の（相殺可能な）累損は会計簿価と同一と仮定する。

2. 工場立退きを機に会社清算する場合

の経験上、地元政府の手配する代替地に工
場を移転させるケースは少なく、これを機に
立退き補償金を獲得して会社を清算し、当
該工場の事業（機能）を中国内の別のグル
ープ会社に移管・統合するケースの方がむし
ろ一般的と言えます。この場合の会社清算

の流れは基本的に通常の会社清算（普通清算）手続きと同じ
ですが、工場立退き補償金収入の扱いとこれに対する課税関
係等、通常の会社清算とは若干異なる部分があります。これら
の実務操作につき、表３の貸借対照表（清算前）の会社が地
元政府より立退き要請を受け、前述 1-(3) の立退き補償金を獲
得して会社を清算することになったケースを前提として以下解
説致します。
(1) 通常の会社清算においては、全資産を現金化して、これを
原資として負債の返済と清算費用の支払いに充当されます。そ
の過程で、土地・建物は地元開発区傘下のディベロッパー（ま
たは第三者企業）宛に土地増値税（土地売却益金額により 30
～ 60% の累進課税）の諸税を支払って売却し、上記清算前
B/S 上の固定資産簿価と売却額との差額が清算期間中の資産
処分損益として清算期間中の P/L に計上されることになります。
(2) 一方、立退き補償金を獲得して会社を清算する場合には、
立退き補償金を清算期間中の収入として計上し、補償の対象
となった固定資産については、これらを廃棄処分したのと同じ
考え方で、それぞれの清算前簿価を関連損失として計上するこ
とになります。これらの相関関係を清算期間中の P/L にまとめ
ると表４のようになります（資産回収率等、表 4 にて「
（仮）
」
と表記したものは仮定の数値です）
。また、この場合の課税関
係については、固定資産を売却する訳ではないので、上記 (1)
の諸税は発生せず、前述 1-(4) に従って、立退き補償金収入よ
り得られる清算期間中の収益に対して企業所得税を納税する
ことになります。

3. その他
公文書の公示に基づく工場立退き要請ではなく、環境規制
の強化等の要因により工場立退き可否を地元政府より打診さ
れ、これに呼応して自主的に工場を移転させる（または、会社
を清算する）場合でも、政府主導での工場立退きということで
まとまれば上記を参照に土地・建物に対する補償金を得ること

通常の会社清算（普通清算）手続きは、株主の清算決議に

も可能な場合がありますので、その方向で地元政府と交渉する

基づき、これを従業員に公示して、従業員を解雇（労働契約

ことも一案です。また、レンタル工場を賃借して操業している

を終止）した後、清算組を組織して会社の資産と負債の処理

場合、地元政府からの立退き要請を受けても補償金を得るの

を行い、これが完了した時点で会計監査と税務監査を受けて、

はレンタル工場の家主であり、家主側は、通常、賃借側に対し

税務監査結果に基づき未納税金の精算を行って清算剰余金を

て工場賃貸借契約の期限に契約を延長しないという措置を採

確定させ、清算剰余金の株主への分配を行って、会社登記（工

るので、賃借側企業が直接に補償金を得ることは無く、家主

商登記）の抹消、銀行口座の閉鎖という流れで進められます。

と交渉して移転費用の一部を家主が得る補償金の中から援助

地元政府より工場立退きを要請された場合、弊社のこれまで

してもらう程度に止まります。
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中国ビジネス Q&A

工場立退き要請への対応について

弊社は 1995 年に設立された日本企業 100% 出資の生産型企業です。弊社工場周辺地区の商業化に伴い、
今般弊社に対して地元政府より正式文書による工場立退き要請がありました。これに対しどのように対応すべ
きでしょうか。
同様の事例が華東地区を中心に最近増えています。ほとんどの例が「強制立退き」ではなく、
「代替地を用
意しての移転要請」ですが、国土資源部制定の「国有土地使用権譲渡契約書」様式の第三章第 19 条には、
社会公共利益の必要性がある場合の国家権力による強制執行権にも言及しており、企業がどうしても移転に同意せ
ず、社会公共利益の必要性に基づく公共工事のスケジュールに支障がある場合は、当局より「強制移転立退き命令書」
が発行されて、正式な争議となります。工場立退きに対する経済補償は相応に行われるのが一般的であり、地元政
府との間で立退き補償金交渉を行って、地元政府が用意する代替地に工場を移転させるのか、会社を清算するのか
のどちらかを決めた方が良いと思います。

1. 工場立退き補償金ついて

⑥補償金支払いと工場移転（または会社清算）の実施
⑦工場移転（または会社清算）完了→旧工場土地区画の地元

(1) 不動産の収容と補償に関わる根拠法令は、
『国有土地上家

政府への引き渡し

屋の収用及び補償条例』
（国務院令第 590 号、国務院 2011

(3) 表１は工場立退き補償金交渉結果の実例です。地元政府側

年 1 月 21 日公布；以下、
『補償条例』という）およびこれに

からの約 41 百万元の当初オファーに対して、当社側からは主

基づき各地が定めた実施細則なり地方条例です。補償範囲に

として工場移転（または会社清算）に伴って解雇が必要になる

ついては『補償条例』第 17 条に規定されていますが、これを

従業員への経済補償金および移設できない設備への補償金増

踏まえて、実務上獲得可能な補償金の範囲は以下の通りとな

額を要求し、従業員解雇に伴う経済補償金額の積み増しに成

ります。つまり、土地・建物等、工場移転（または会社清算）

功し、結果として約 45 百万元の補償金で地元政府側と最終

に当たって移動不可能な資産に対する補償が基本的な補償範

合意しました。

囲であり、移転費用や解雇する従業員への経済補償金等の費

(4) 立退き補償金に対する企業所得税課税について、12 年 10

用・損失に対する補償は個別交渉となります。また、工場立退

月 1 日以降に協議書が締結された移転案件における政策性移

きが公示されると、同時に「撤去移転弁公室」が組織されて、

転に関わる移転補償等の移転収入に対しては、
『2012 年第 40

通常当該「弁公室」が各企業との立退き補償金交渉の窓口と

号公告』に基づき企業所得税が課税されます。工場を移転さ

なります。

せる場合には、その為の土地使用権購入費、工場建設費、生

①土地使用権への補償

産設備購入費等が発生しますが、これら資産購入支出の税務

②建築物、移転不可能施設等への補償

上の処理については、旧規定では移転収入からの控除が可能

③構築物、設備等の補償

でしたが、最新規定である『40 号公告』では、資産購入に関

④工場生産停止による損失経済補償

わる支出は移転収入より控除できず、正常資産としての減価償

⑤その他の補償（緑化、道路などのインフラストラクチャー費

却費のみが損金算入可能となっています。
（表２）

用、従業員の再配置費用等）

表 1 工場立退き補償金交渉結果の実例

(2) 工場立退きまでの具体的なステップは通常以下の通りであ
り、まず「撤去移転弁公室」側より提示される資産評価額に
対して、その評価根拠を詳細に確認すると共に、自社側から
も具体的な客観根拠を提示して補償金額と補償範囲の拡大交
渉を行うことが当面の主要課題となります。また、補償金額が

土
地
建
築
物

確定した後に移転スケジュールを含む移転方法を交渉すること
になりますが、会社を清算する場合には、⑥の段階では工場
の住所移転ではなく清算作業を行って、その過程で立退き補

設
備

償金を段階的に受領することになります。
①移転意向協議書締結
②第三者評価機関を共同で選定し、資産評価実施を委託
③資産評価結果に基づく立退き補償金交渉
④工場移転案（移転スケジュール）交渉
⑤工場立退き補償案確定→「撤去移転補償再配置協議書」締
結
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移
転
補
償
奨
励
金

単位：1,000 元

評価項目
政府評価額 当社評価額 差額
土地使用権
10,843
10,843
0
建物建築物、構造物
4,261
6,958 -2,697
建物内装工事
602
602
0
樹木
152
152
0
関連申請手続費
0
983
-983
設計監理監督等費用
0
1,335 -1,335
小計 1
15,858
20,873 -5,015
移転不可能設備
7,775
11,313 -3,538
移転可能設備
1,986
1,986
0
配管及び溝槽
163
163
0
電子設備
66
66
0
小計 2
9,990
13,528 -3,538
従業員再配置
1,024
6,172 -5,148
生産停止補償
3,797
3,797
0
在庫製品の輸送費
0
533
-533
小計 3
4,821
10,502 -5,681
移転奨励金
7,013
7,013
0
異地移転補償
3,237
3,237
0
小計 4
10,250
10,250
0
合計
40,919
55,153 -14,234

合意額
10,843
4,261
602
152
0
0
15,858
7,775
1,986
163
66
9,990
5,255
3,797
0
9,052
7,013
3,237
10,250
45,150
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■ 2/8 中華人民共和国駐日本大使館・宋耀明商務公使
が宗岡会長を表敬訪問

８日、中国大使館の宋耀明商務公使が
着任挨拶のため宗岡会長
（新日鐵住金本社）
を表敬訪問した。新日鐵住金の橋本副社長、
鈴木常務等、当協会からは岡本理事長が
同席した。宋公使は、協会とは長年の交流、
協力関係にあり、在任中に日中国交正常化
45 周年、日中平和友好条約締結 40 周年 宗岡会長と握手す
の記念すべき年を迎え、両国経済関係をさ る宋公使（右）
らに発展させたいとの発言があった。
●中国駐日本大使館4/24
宋耀明
（そうようめい）
経済商務公使略歴
1964 年 1 月 北京生まれ
1985 年 7 月 対外経済貿易大学卒業（対外貿易日本語専攻）
、
  経済学学士号取得
1985 ～ 88 年 対外経済貿易部地域政策二局日本処幹部
1988 ～ 92 年 中国駐日本大使館商務処アタッシェ、三等書記官
1992 ～ 95 年 対外貿易経済合作部アジア司日本処幹部
その間、93 年日本慶応義塾大学ビジネススクール経営管理研究科留学
1995 ～ 98 年 対外貿易経済合作部アジア司日本処副処長
1998 ～ 2002 年 中国駐シンガポール大使館経済商務処二等、一等書記官
2003 ～ 06 年 商務部アジア司日本処処長
2006 ～ 15 年 商務部アジア司副司長
2015 ～ 17 年 商務部アジア司商務参事官（司長級）
2017 年 1 月～ 中国駐日本大使館経済商務公使

等について意見交換を行った。
協会訪中代表団の派遣への意見や中国の経済状況に対する見
通しのほか、米国トランプ政権のもとで今後バイラテラルな交渉
への移行が見込まれる中、RCEP やアジア経済圏全体の動向に
ついての情報提供も重要である旨、指摘がなされた。

■ 2/26-3/2 日中省エネルギー・環境総合フォーラムの
実務協議訪中

当協会は 2 月 26 日から 3 月 2 日にかけて北京および山東省・
淄博市に出張し、今年日本で開催される「第 11 回日中省エネル
ギー・環境総合フォーラム」
（以下「フォーラム」
）の開催時期と
関連イベント（技術交流、企業マッチング会）のテーマや形式に
ついて、中国側のカウンターパートの国家発展改革委員会と初歩
的な意見交換、および日中大気汚染対策モデル区の今後の展開
についての打合せを行った。
フォーラムについては、実務的な一層の効果発現が重要であ
り、開催時期と分科会のテーマを早期に決定したいとの共通認
識に至った。山東省では、日中大気汚染対策モデル区について、
山東省環境保護庁、淄博市環境保護局などの関連部署と意見交
換を行い、大気汚染対策における日中協力の「横展開」などに
ついて検討を行った。淄博市は今年の重点業務として、VOC 対
策に注力しており、本分野における日中企業のマッチングをさら
に促進したい旨の意向表明があった。

■ 2/15 2016 年度「日中経済交流検討会議」第 6 回会
議を開催

当会では、直近の中国経済と日中経済の動向および中国のビジ
ネス環境等につき情報交流・意見交換するための「日中経済交
流検討会議」
を昨年度から実施している。本年度第６回会議では、
経済産業省田村暁彦通商政策局通商交渉官による「RCEP と日中
韓 FTA の展望について」と題した講演と質疑応答を行い、
その後、
今後の協会事業について意見交換を行った。

■ 2/23 正副会長・常任理事懇談会を開催

正副会長・常任理事の参加のもと、3 月に開催予定の理事会
において策定する新年度事業計画の重点や最近の日中関係情勢

2017 年 2 月の日中東北開発協会の活動から
■ 2/3 NPO 北東アジア輸送回廊ネットワーク（NEANET）第
13 回研究フォーラム参加
掲題フォーラムが都内にて開催され、後藤当協会事務局長が
参加した。当日は「新段階に入った日ロ関係」と題して、吉田進・
NEANET 顧問（元〔公財〕環日本海経済研究所名誉理事長）が
講演した。
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日中経済協会でも事業計画の一環で働き方改革を議論中です。
その先駆け的な試みとして、今月号の編集担当者は 3 月から居を
生まれ育った関西に移しながら東京本部の仕事を続けることとな
りました。あらためてモバイル通信等の便利さと都市内交通や新
幹線の発着時間の正確さの恩恵を大いに享受し、心の持ちようも
幾分寛容になった気もします。これからはさらに頭脳と行動を活
性化できればと考えています。
（十川）
＊購読のお申し込み先

政府刊行物東京サービスステーション
東京官書普及株式会社 通信販売課

〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
TEL. 03 - 3292 - 3701 FAX. 03 - 3292 - 1670
下記ホームページからもお申込みになれます。
URL: http://www.tokyo-kansho.co.jp
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日中経済協会の出版案内

変化する中国経済を基本から理解するための図表を中心としたデータ集
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