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中
社を超え、 中 国 国 内で創 出している雇 用 者 数

国で事 業 展 開している日 系 企 業 数は２ 万 ３ 千

見 受 けられま す。こうした変 化の中においても、 日

れに伴い企 業が対 応 すべき新たなリスクの顕 在 化が

も１千万人を超えると言われています。日系企業は、 系 企 業のお 客 さまのリスクマネ ジメントの高 度 化の

ます。

製 造 業を中 心に旧 来から中 国 経 済の成 長に貢 献し、 取り組みに対し、 より一層 貢 献したいと考 えており
現在もメインプレイヤーとして重要なポジションを占

ま す が、 その中でも 最 大 を 誇 る 中 国 か らは、 年 間

日 本 を 訪 れる 外 国 人 旅 行 者 は 年 々 増 加 してお り

当 社は、 ２ ０ ０ ５ 年 ６ 月に中 国・ 遼 寧 省 大 連 市

６３７万人の方が日本を訪れております。 中国人旅

めております。

において日 系 損 害 保 険 会 社として初めての現 地 法 人

遼 寧 省・ 上 海 市・ 広 東 省・ 江 蘇 省・ 北 京 市の各 拠

十 分な現 金やクレジットカードを保 有しておらず医

コミュニケーションが取れずトラブルになるケースや、

当社は今年６月、 中国の最大手インターネット専

点に本支店を設置し、日系企業のお客さまを中心に

中 国は工 業 化の進 展に伴い、工 場 集 積 地において

業保険会社と提携し、訪日旅行者向け海外旅行保険

療費が払えないケースなどが発生しています。

ひとたび重大事故が発生すると、 その影響は中国国

商品を共同開発し販売を開始しました。SOMPO

幅広い保険商品を販売しております。

年 ８ 月の

内にとどまらず全 世 界へと波 及します。

ホ ールディングスグルー プの医 療 機 関 ネットワー ク

マインドは総じて高 く、 その実 効 性においても他 国

も被害を受けました。日系企業の安全管理に対する

することを通じて、 お 客さまへの安 心・ 安 全・ 健 康

活用し、訪日旅行者に充実した海外旅行保険を提供

周 年、 来 年は日 中 平 和

周年の節目を迎えます。 今後も日中

45

的な発展に寄与するべく貢献してまいります。

面から日中関係の安定化を促し、 当社も両国の持続

間交流の活発化が見込まれる中で、 経済・政治の両

友好条約締結

今 年は日 中 国 交 正 常 化

に資する最高品質のサービスの提供に努めています。

業も安 全 管 理 面でハードな課 題に直 面 するケースは
少なくありません。
昨 今では、 各 産 業における生 産 ラインのスマート

40

すが、 中 国における固 有リスクの観 点から、 日 系 企

の企 業と比 較して極 めて高い水 準に保たれておりま

伴う重大事故として記憶に新しく、 多くの日系企業 （３ ０ ０ ０ 医 療 機 関）や医 療 通 訳サービスを有 効に

天津爆発事故は、多数の死傷者や甚大な物的損害を

15

化が図 られるなど高 度な Io T 時 代へ突 入し、こ
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「日本財産保険（中国）有限公司」を設立しました。 行 者の増 加に伴い、 言 語の問 題により病 院と十 分な
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中国シルバービジネスの課題と将来展望

介護サービスと経営の現地化
～北京・上海・成都での事業展開の軌跡から

すが、試行錯誤を経たなかで、経済成

の介護サービスを念頭にしていたので

イビジネスを切り口にして日本人対象

タイに進出した当初は、
ロングステ

南通での事業に着手した事もあり、
北

た続く展開として、
上海、
さらに成都、

存在意義はすでになくなりました。
ま

のが出て来ており、
そういう意味での

はすでにキャッチアップして立派なも

小規模多機能スタイルのモデル事業

区の高級マンションエリアで地域密着

らためて市場調査を行い、
北京市海淀

されました。
これを受け、我が社もあ

る社会福祉を強化する施策が打ち出

のなかで、
中国で初めて高齢者に対す

利用料は月額平均5000元弱に設

る施設と位置付けました。
ここの入居

収支がどのように成り立つかを試行す

介護保険がない時点のマーケットで、

300床規模の施設で、
日本のような

ゾートホテルをリノベーションした約

設立しました。
パートナー所有の元リ

ルーム機能と各種サービスのマーケ

ない事を前提に、
日本式介護のショー

を超え、
年間黒字ペースで推移してい

黒字化し、現在の入居者は200人

結果、
この事業は 年 カ月で単月

65

ティング機能を担わせる場所と位置付

10

2
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けました。

ここでは、約 年間事業を行ったわ

長が続く中国やASEANにおける

京ショールームは一定の役割は終えた

けですが、中国はハードウエアの面で

介護サービス需要を感じ、
2010年

コネクションなどを重視した合弁会社

に検討を開始し、
ローカル企業の地域

上海進出は、
北京案件とほぼ同時期

上海での合弁・収益事業化と成
都の新規事業

います。

と判断して、 年 月にクローズして

ました。
取引先から北京進出の打診を

受けたのも同じ年です。
しかし、
その案

件は、
同年秋に中国漁船の衝突事件が

起こり、
残念ながら立ち消えとなりま
した。

年、
私が感じていたことは中国の

を北京より約 年遅れの 年 月に

を独資で開始することになったわけで

定し、
採算分岐点を入居率約 ％とみ

国策にも反映され、
第 次五カ年計画

す。
延べ床面積500平方メートル弱

8

ました。

12

日本人から現地の高齢者にシフトし

にタイでのサービス提供ターゲットを

中国事業の軌跡～北京での地
域密着小規模多機能モデル

5

17

1

の施設では規模的に収支が成り立た

12

11

2

2

株式会社リエイ 代表取締役社長兼会長

●椛澤 一

株式会社リエイは、企業等の福利厚生施設の運営管理を手掛ける会社
として 1980 年に設立。介護サービスには、2000 年の日本の介護保険
制度施行時に参入したが、その 3 年後、介護事業には珍しい早期の海外
展開でタイに進出し、その後、11 年に中国北京、さらに上海、成都へと
展開中である。本スペシャルレポートの皮切りは、このような先駆的な海
外介護事業展開の経験談を紹介する。

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

ます。

月のオープンを目指して、
現地行政

無形の表現」が主体となりますので、

時間に位置する、
胡錦濤元国家主席の

の入浴が大好きなのです。
この多様性へ

生誕の地でもある泰州市では、
浴槽で

最初は、「日本式」
の定型を中国には

の対応も含め、
現地対応が求められま

双方の意思の疎通が問われます。

め込もうしたのですが、
介護は生活そ

す。

建物や内装のカラーリングにして

のものなので、
地域の文化や生活習慣

に合わなければ、
日本で評価あるもの

国で評価の高い元内閣総理大臣の鳩
局、
消防局等々の一連の許可手続きが

たというわけではありません。民政

海の、
特に高齢者には浴槽での入浴習

の入浴介助サービスですが、
これは上

例を挙げれば、
日本の介護に不可欠

ますが、中国側は大理石、
これは日本

て柔らかさ、
暖かさを演出しようとし

し、
床材も日本はウッドや絨毯を用い

面食らうような提案があったりします

も、
タイでも中国でも色彩感覚が違い、

山由紀夫氏にご講演いただきました。
予測通りには行かないといった問題は

慣が無く、
日本のサービススキルを発

のように高価ではないということもあ

も、
あまり評価されません。

この施設の規模は 床で、
成都市の

常々あり、他にも最近の一例として、

揮するところの浴槽の設置は頑として

デル施設と位置付けてスタートさせま

第１号施設であり、今後の展開へのモ

ありました。 年 月にオープン予定

積極的な行政管轄部門に仲介を依頼

となっています。
特徴としては、
中国の

てしまいました。

埒が明かず、
結局、
金銭での解決となっ
また、合弁先とのパートナーシップ

エリート層であり、
年金額も多い共産
党関係者が入居者の約 割を占めて

の在り方は大変重要です。
文化も習慣
も違う国で育った者同士が一つの事業

るところであり、
また他には、
行政から

ベッド規模の施設の開設を目指してい

が、
売るものが、
形ある製品であるメー

者の事業力に重ねて展開する訳です

介護という生活サービスを現地事業

を進めるわけですから。
日本が培った

誘致を受けていた上海経済圏に属す

なお成都では、 年に新たに200

指しています。

おり、現地のハイエンド対象施設を目

7

ピーディーかつダイナミックで、
中国ス

す。
しかし一方では、
中国の吸収力はス

れば郷に従え、
という精神の大切さで

は、
日本の常識を振り回さず、郷に入

これらを通じてこれまでに学んだの

り強くやっていきます。

変えるのは一朝一夕には無理なので、
粘

か思うようにはいきませんが、
意識を

ルカーペットを使用しました。
なかな

で、
一部ゾーンには張替え可能なタイ

心地良さを知ってもらいたいとの思い

に綺麗に使うことで清潔な環境にいる

そこで折衷案として、
汚さないよう

む素材はダメだというわけです。

場所という認識があり、
汚物が浸み込

床は汚しても汚物を取り除けば良い

ます。
その理由は、
特にお年寄りには、

成都で開業が カ月も延びた事件が

したが、
早くも成都ではグレードの高

だったのですが、施設として用いる現

立上げ前に想定した平均6000元

しましたが、
当たらず障らずの対応で

起こり、
その解決のために施設誘致に

エリアの住民による建設反対運動が

の騒音問題から端を発して、
隣接する

地パートナーの旧本社ビルの改築工事

10

8

16

を超える約9000元、
年齢は 歳代

の ～ ・ レベル、月の利用料金は

平均は弊社基準の介護度認定 段階

約 カ月経過した時点で、
入居者の

しているところです。

いクラスとの評価を受け、
順調に推移

76

19

カーとは違って、「介護マインドという

しかし上海から車移動でわずか

りますが、
あるいはリノリウムを好み

しかし、
これまでがすべて順調であっ

直面した課題例～サービスの
現地化

ション中です。

機関所有の建物を借り上げてリノベー

12

受け入れられませんでした。

る四川大学と共催し、
基調講演では中

フォーラムを中国有数の国立大学であ

年記念行事認定の下にオープン記念

ました。
外務省の日中国交正常化 周

に迫る成都市に施設をオープンさせ

人口1000万人
そして今年 月、
6

5

る800万人都市の南通市でも 年
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80
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様式を取り入れた施設が大手資本に
否は、業務状況と経理財務のチェック

人がバックアップにまわる現地化の成

登用して営業中ですが、
こうした日本

ろが合致していなかったり、思考法が

中での事案対処に際して、
目指すとこ

とても重要だと思います。
事業運営の

ないパートナーと出会えるかどうかが

れて怪我でもされては困るという共通

もそれを認めています。
むやみに歩か

体拘束するのは当然と考えられ、
家族

す。例えば認知症の場合、中国では身

り介護と自立支援にあると思っていま

中国側の人材を総経理に

更して、副総経理であった

ていた人事システムを変

り低いことも進出理由となりました。

テナント料が北京、
上海に比してかな

を占める人件費と不動産価格に伴う

加えて、
成都も南通もコストの大半

また、自立支援というのは、生活機

が進みました。

は、
現地の他の施設との差別化で集客

です。
この反応をもって、
上海の施設で

知症ケアが強いインパクトを与えたの

当社のみならず日本の介護サービ

向いて研修したり、
インターネットの

ビスを根付かせるために、
波状的に出

4
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タイルに拘らない、
日本を含む海外の
よって続々と開設されて来ています。
体制次第なのは、
言うまでもありませ

理解できないと、
ストレスがたまり、
関

認識が成立しているわけです。
しかし、

ん。いずれにしても、
いかに進出先の現

経営の現地化～事業成功への鍵

係はうまくいかなくなります。

心情的には自分の親が縛られている姿

地人材を活用できるかが、
属人的サー

また、
なぜ成都なのか、
と聞かれま

をみるのは嬉しくないはずです。言う

今後は、
サービスだけでなく、経営

すが、
日本の取引業者からの紹介で、

までもなく、今の日本では罰せられる

ビスの職種では特に重要なポイントに

中国感覚一色でないグローバルなビジ

行為となっています。

についても現地化を目指すことが重要
北京と上海での事業展開で得られ

ネス感覚を持った若い世代の中国人経

なると思います。

がスーパーバイズし経営は中国側に任
たものはまさに現地化のエキスで、現

日本側
と考えています。合弁の場合、
せ、利益が出ればそれを折半する、
と

わずか 床の北京施設の実験とし

営者に巡りあったというのが一番の理

昇格させ、
日本側からは技

従って、
これまでをまとめるならば、
政

能を劣化させないため、
例えば食事を

て、現地採用の中国人スタッフを教育

術アドバイザーを赴任さ

治的、
経済的な中心都市である北京、

介助せずにお年寄り自身に食べてもら

由です。
これは成都の次の南通プロジェ

せる形に切り替えました。

上海にまずショールーム的拠点と収

いますが、
料金を払っているのにサービ

して見守りケアを実施しますと瞬く

中国人現地スタッフへの労

支実験的な拠点を設けて弊社ブラン

スしないというクレームが入るなど、

クトのパートナーについても同じ事が

務管理面の配慮とコスト

ド「礼愛」
の知名度を上げ、
そこから一

間に評判が広まりました。
拘束なき認

削減が主な理由となりま

スが中国で評価されている点は、
見守

た、
このような先進介護の理念やサー

考え方の導入、
浸透に臨んでいます。
ま

れていますので、
こういった先進介護の

最初は不評でした。
しかし、自立を図

す。
またもう一つの現地化の
トライとして、
先に閉鎖し
た北京施設の経営母体で
中国統括会社の北京礼愛
（ 独 資 ）においても、現 地
採用の中国人を総経理に

中国で評価される見守りと
自立支援および人材養成

定規模の都市に進出する形となってい

言えます。

10

ることの意味を説明すれば理解してく

ビジネス価値観と思考法に違和感が

合弁事業成功の要因として、
まずは

組んでいるところです。

在の成都プロジェクトに活かして取り

て、
オープンして満 年が経過した上

なものではありません。そこに向かっ

いう話は簡単なのですが、
現実は簡単

成都の礼愛老年介護中心

ます。

海の施設では、
日本側が総経理を担っ

3

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

活用によって根気強く取り組んでいま

管理能力やホスピタリティマインドと
います。

この洗礼を受けながら、現在に至って

後も状況に応じた踏み込みと鈍感力

理作用にあるのではと思っています。
今

を駆使して、
さらなる展開に臨んで行

の不整合やモラル欠如があったりと、
残念ながら多くの失敗を重ねて来ま

す。
人材募集については現在までのとこ

さて、
我が社の祖業はBto Bビジ

める中で、
日本の介護のプレゼンスに

最後に、
私どもがアジアに歩みを進

きます。

しかし、
事業の進展と成果に伴って、

ネスの生活サービスですが、
現在も当

ついて感じるところをお話します。日

今後の展望

が集まって来ています。
しかし、
求人力
次第に内外から適正で能力ある人材

社全事業の ％が、
企業社員寮などの

した。

を増す策を今から講じておくべきと
が出て来ており、
人材輩出の
「根雪」
が

ろは、
各地でさほど苦労なく良い人材

思う中で、
日本の技能実習制度施行は
す。根雪と表現したのは、降り始めは

うっすらと出来つつあると思っていま

介護事業も、
そうした生活サービス

生活サービスとなっています。

福利厚生施設等の給食を中心とした

に先駆けて超高齢社会国家モデルを

が高齢化に向かう中で、
日本は
「世界

本の現状には諸問題ありますが、
世界

そのヒントになりそうです。
一方、中国のローカル介護事業者の
地熱に融かされて積雪にはつながらな

の取組みを、
日本を上回る超スピード

レベルはと言いますと、
ソフト面につ

適な生活サービスがいわゆる介護であ

で高齢化するアジア諸国も重大な関

創ろう」
というポジティブな国家戦略

当社は日本国内で現在3400人

るといった位置付けで臨んでいます。

の一環と位置付けており、特殊なサー

程のスタッフがおり、お陰さまで良い

介護という生活サービスは、給食、

その中の大きな要素が介護であり、

いが、飽くことなく降り続けることで

人材が集まってくれていますが、海外

福祉用具のレンタルや販売、
リハビリ

その理念やシステムそしてマインドは、

いては、
日本が関わる事の優位性はま

も含めて、
中国はすでに日本に勝ると

はこれからと言うところでしょうか。

などが一体となって成り立っているわけ

世界にお手本を示すことが出来、し

を持つべきと考えます。
まさにピンチを

も劣らない水準に達していると思って

そんな中に、
人材に関してまだ幾つ

ですが、
分解してそれぞれの生活サー

かも素直に評価してもらえる分野で

ビスと考えず、
若い人に社員寮の生活

います。またソフト面においても、タ

かの憂慮すべき点があります。その一

ビスとして取り組むことも可能である

す。また、関係がなかなかうまく行か

根雪が形成され、
その上には降った分

イ、中国などアジアのキャッチアップ

つが現地企業によるスタッフの引き抜

という特徴があります。我々は、中国

ない中国や韓国とも、
共有する家族愛

だあるだろうと思いますが、
少なくと

力次第ですが、その賞味期限は、多く

きです。手っ取り早く人材ごとノウハ

を始めとするアジアで求められている

をもって心開いて交流できる数少ない

チャンスとするべきです。日本の現在

の人が思うほどは長くないと感じて

ウを得るためには、
日系施設での勤務

高齢者ケアをトータルの生活サービ

テーマだと思います。

サービスがあるように、高齢者への快

います。

キャリアを持つ人材は、
相当に魅力的

スと捉えて、
地域単位で介護の中の各

あえて大きな視点で申し上げれば、

だけ積もって行くという意味です。

たまたま、我々は異端児的に海外

なのです。
その場合、
引きとめようにも

生活サービスを独立させてニーズに応

介護を軸にした超高齢社会国家のモ

もハード面においては、
ICTの導入

に出たわけですが、
その展開に適した

対抗できない程の条件が提示されると

え、
現地における存在価値を高めてい

界の既存人材から探すのは難題です。

民性は、
日本的な会社へのロイヤリティ

我々が挑む進出国のほとんどの国

に至った秘訣は、身の丈に合った投資

当社が紆余曲折を経ながらも、
ここ

チャンスだと考えます。

リードする日本」として再生できる

デル創りこそが、新たな形で
「世界を

心を持って注視しております。

人材は、
心優しく保守的で、
内向性が

聞きます。

ならばと外部から求めても、言語を

など無いに等しく、
ドライに割り切っ

と鈍感力、
いわばダメージを逸らす心

人材集積は根雪の形成から

強い人たちが多いと言われる介護業

含め海外勤務対応力はあっても、
属人

て移籍してしまいます。
当社も随分と

きます。

的サービス事業ゆえ求められる労務
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中国シルバービジネスの課題と将来展望

介護からエンゼルケアまで
の高質なサービスに集中

中国事業展開の経緯

当 社の中 国 事 業 展 開は2 0 1 5

万ドル、総投資額

年 月 日に上海で設立した独資企
業（登録資本金

8

中国で事業展開を行うに当たって

サービスに入社したのですが、
それま

い」という切なる願いを持っています

長は「クオリティを落としてはいけな

でした。そこで自らマーケティングを

我々の目指す相手は見当たりません

のほとんどは不動産デベロッパーで、

違いしがちですが、そうではなく、そ

海人はお風呂が好きではない」と勘

もしれません。例えば、日本人は「上

前の日本と似通っていると言えるか

様に、上海が中国で最も人口密度の

ないでしょうか。

庭が少ないという背景があるのでは

我々が入浴できない方に入浴サー

高い都市の一つだからです。都市部は

維持費が高くはなりますが、サービ

6
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ス対象である高齢者の数が多いとい

う利点があります。
このような上海

で最初に事業展開を行い、次は北京

へという方針を決定しました。

した理由の第一は、それが福原敏雄

重要なことは、日本と同じサービス

中国事業展開の重点

社長の夢だったからであり、中国の高

にマッチしたものを提供するという

を提供するという意識よりも、現地
でもあります。

で務めていた会社でも中国事業に携

から、サービスの質は下げずに、
しか

意 識 だろうと思っています。福 原 社

わっていたことから、中国上海への進

も中国の実情に合ったサービスを提

年 前 にケ ア

出に携わり、現在は上海現法の総経

供しなければならないと考えていま

私 自 身 は 、今 か ら

理を務めています。当初は、合弁の方

す。

年

行い、独資企業を設立したわけです。

の証 拠として上 海にはS P A が多

中国の現地のニーズは、 〜

最 初に上 海を進 出 先に選ん だの

く、客もものすごく多い。風呂が嫌い

合弁相手を探しましたが、候補企業

は、ケアサービス本 社のサービス対

なのではなく、自宅で風呂に入る家

40

象も東京 区内が大半であるのと同

30

がビジネスとしてやりやすいと考え、

4

齢者マーケットが魅力的だったから

100万ドル）
からです。中国に進出

70

8

23

株式会社ケアサービス 専務取締役 / 上海福原護理服務有限公司 総経理・董事

●石崎利生

株式会社ケアサービスは、1970 年設立の老舗介護事業者であり、介護
からエンゼルケア（葬儀）までの一貫したサービスを提供することに特徴が
ある。2015 年、上海で設立した独資企業も訪問入浴とエンゼルケアサー
ビスを提供して評判となった。質の高い独自のサービスに拘わりを持つ同社
の経験を石崎利生専務取締役にうかがった。

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

ビスを行うと、とても喜んでくれま

座、入浴サービス、
エンゼルケアで構
ています。

求められていると捉え

（ ）入浴サービス

成されています。

（ ）介護研修講座

した。１〜２回経験すれば入浴サー
ビスに対する考えが変わるようです。
また、知らない人から入浴サービ

あります。そこで、訪問入浴サービス

るサービスを受けることに抵抗感が

く、更に、高齢者でも女性は男性によ

た政府の意識と比べて、それを実際

ります。しかし、
こうした制度を設け

同様に介護度を定めている制度があ

制度が無いわけではなく、中国にも

度は無いとよく言われますが、実は

（ 要 介 護 認 定 ）に相 当 するような制

して、入浴サービスを

ス対 象のお 客 様に対

している デイ サ ー ビ

老 院 グルー プが契 約

アップしている別の養

展開しています。タイ

社 は 入 浴 サー ビスを

二つ 目 と し て 、当

は女性スタッフをメインとし、それを

に活用する民間の意識や活用の仕組

行っている ものです。

段 階の介 護 度

考慮に入れた人材研修も必要となり

み、人材が欠如してい

先 ほ ど 言 及 したよ う

中 国には日 本の

ます。

るという問題があり、

に、常々上海では入浴

我 々の中 国 事 業 は、介 護 研 修 講

これが 我 々の悩 みで

護の仕 方に関 する研

スタッフに 対 して 介

アップをして、そこの

老 院 グルー プとタイ

し たのも 、上 海 の 養

によって入浴事業に補助金がつくよ

のケースだったと思います。
この認定

び民間事業者としては我々が初めて

定されました。おそらく外資系およ

月に上海市の
「最優秀養老事業」
に認

したが、
これが 年

ビスも、国営葬儀場の一室を借りて、

いますので、我々のエンゼルケアサー

行いますが、中国は国営葬儀場で行

通夜、告別式を自宅または葬儀場で

当）が主管しています。日本では、お

であり、民 政 部（日 本の厚 労 省に相

ないと 言 わ れて き ま

週間

うになり、ある程度費用を賄えるよ

修セミナーを

開 催 し たこと が きっ

うにもなりました。
あっても、使う人がい

3

16

のです。現在３つの葬儀場と契約して
せんから、
まずは人材

なければ活きてきま

ビス、
いわゆる葬儀ビジネスを行って

三つ目に、当社はエンゼルケアサー

には相当の費用をかけます。当社は、

日本と同じように中国でも、葬儀

います。
の養 成が不 可 欠であ

5

3

ご遺体に対して、綺麗に旅立っていた

（ ）エンゼルケア

依頼に応じてサービスを提供するも
か けでし た 。制 度 は

我々が上海に進出

サ ー ビスは 求 め られ

スを受けることに抵抗がある人は多

2

もあります。

7

います。中 国の葬 儀 場はすべて国 営

介護研修講座の様子

り、ビジネスとしても
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入浴介護の研修講座の様子

1
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だきたい一心で日本と同様のエンゼ

も言えます。

は一種の儀式であり、ご遺族様がご覧

様な方が送りやすい。
これらサービス

います。参列者もご遺体が生前と同

メイクで復元するサービスも行って

かりとは限りませんので、
これを特殊

交通事故等により、綺麗なご遺体ば

洗い、ひげを剃り、化粧を行います。

なサービス内容としては、体と髪を

り先に同じようなサービスを行って

実は上海では 年前から、我々よ

展開が進むことを期待しています。

国有企業であり、現地に適した事業

す。合弁相手は、北京の特殊性に鑑み

は合弁会社による展開を行う予定で

しようと考えています。ただし、今回

の北京でも、同様のサービスを提供

経ちましたが、今年

月に開業予定

異なるため、バッティングすることは

儀場で行われるサービスとは内容が

わけですが、
これは従 来の中 国の葬

じサービスを上海でも提供している

当社は日本本社でのサービスと同

思います。

したので、受け入れられやすかったと

ビスというものへの認知度がありま

はすでにある程度エンゼルケアサー

した会社でしたが、おかげで上海で

場に各

ススタッフは現在

スタッフは 人、
エンゼルケアサービ

きた人です。中国人の入浴サービス

ます。入浴サービスをメインで行って

所長という肩書で出向してもらって

上 海では、総 経 理は私で、事 業 所

すと、
その一つはスタッフの育成です。

現在の悩み、課題は何かと言いま

人で つの葬儀

1

3

人が配置されています。新

9

2

いる常駐日本人スタッフが 人おり

になっている前でサービスを行いま

しい葬儀場でサービスを始める際は

3

5

8

8
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葬儀場からは歓迎されています。た

だ、それでも当社が事業を申請して

から認可されるまでに 年はかかり

ました。具体的には 年に設立後す

ぐに申請を行い、認可されたのは

年 月でした。

（ ）
スタッフの育成

中国事業の課題

う状況です。

から営業活動を行う必要はないとい

館長からまた誘いが来て、
こちら側

来ることがあり、その際に見学した

ビスを他の葬儀場の館長が見学しに

約先の葬儀場でのエンゼルケアサー

ましたが、サービスの評判がよく、契

認可にはこのように時間がかかり

16

ありません。売り上げが伸びるため、

の葬儀会社で修行した中国人が設立

1

15

いる会社がすでにありました。日本

上海でのサービス開始から約 年

11

す。ご遺族を対象としたサービスと

ルケアサービスを行っており、具体的

エンゼルケアサービスの様子

2

1

エンゼルケアサービスが行われる葬儀場の一室

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

は中 国にはほとん どいませんので、

エンゼルケアサービスができる人材

日本から応援スタッフを呼びますが、
か」
は大きな社会問題になりつつある

寝たきりの高齢者を誰が介護するの

る現在、
「昼間、家に誰もいない間に

れます。上海市では、 年 月からす

して、介護保険制度の構築が挙げら

これを実現するための重要な事と

た、中国で必要とされている介護研

浴サービス、
エンゼルケアですが、ま

功している事 業はデイサービス、入

確保するとともに、日本で修行した

すでに展開済みの所で多めに人材を
問題意識を持っていますが、民間には

と思います。すでに政 府はこうした

いますが、まだ実験段階にあり、広大

でに６つの区で試験的に導入されて

して取り組んでいきます。

修講座、介護度認定にもビジネスと

このようにして新人スタッフは中国

修も兼ねて取り組んでもらっており、
は、上海市の資格認定を取得済の人

我々の介護研修講座を受けに来る人

ま た 、このよ う な 意 識 のな かで

よ うにするために介 護 保 険 を導 入

が充分な介護サービスを利用できる

北京市でも、介護を必要とする人

ことになるのではないかと思っていま

は、
いずれフランチャイズ化に向かう

ゼルケアや入浴サービスの地域展開

来るのかという課題があります。
エン

ただ、スタッフの育 成が上 海でも

な中国で全国一斉に適用できないこ

人スタッフの下で研修させて、次のス
がほとんどなのですが、
かなりレベル

し、そのために介護度認定が整備さ

す。上 海と北 京については我 々が直

また、政府と民間の意識にギャップ

りませんので、内部で給料が少し上

定書を渡しますが、国家資格ではあ

額は少額であり、我々が直接申請す

補助金制度はありますが、補助金

など日本人スタッフが常駐し難い地

接運営し、
それ以外の地域は、内陸部

北京でも重要で、どこまで自前で出

テップに進むようにしています。

が低いと言わざるを得ません。研修

れることが必要であるわけです。

があり過ぎると感じています。政府レ

アサービスブランドを展開するとい

域を含めて、
フランチャイズによりケ

グループによるケースバイケースの

う構想があり得るように私は思いま

るのではなく、
タイアップした養老院

申請を経由する必要があります。介

民間だけでは限界があります。介護

そうした展開につなげていくには、

す。

対象者が主体となりますから、本来

護保険が本格的に稼働すれば、介護

がる程度のものです。

するなど、介護業界に精通していま
すが、民間レベルの意識が追いついて
おらず、特にサービス対象である高
齢者は「改革開 放」前の価値観をお

はその方が望ましいと思います。

であり、同居する場合が多く、「子が

ます。
また、
日本よりも親子愛が密接

んどの人が子孫に資産を残そうとし

に金を使うという認識が薄く、ほと

いう概念が乏しく、自らがそのため

駐し、要介護者にアセスメントを行

図を持っています。当社スタッフが常

度整備の試みに本格的に取り組む意

プし、先程言及した介護度の認定制

の大手医療養老企業集団とタイアッ

北京の事業では、国有企業と民間

我々の有する特殊な技術とサービス

しているのは、基本的に、
これからも

今後の展開として福原社長と相談

の本格的な導入を期待したいと思っ

従って、試みが始まっている介護保険

なければ、本物の介護とはいえない。

以外もサービスを受けられるようで

持ちの方も多くおられます。介護と

親の面倒を見るべき」
という意識が強

い、介護度を認定し、介護プランを作

を提供し続けることです。
一方、不得

ています。

保険が導入されない限り、現在の介

いため、外部にお金を支払ってまで介

成して実行するというプロセスが想

意な分野には着手しない方針です。

意味とはギャップがあります。富裕層

きません。
しかしこれは介護の本来の

護サービスは富裕層しか対象にはで

護サービスを頼もうとはしません。

定されており、当社としても非常に

今後の展望

数年進

一方 、
「一人っ子 政 策」が

当社が日本でビジネスを展開して成

ソリューションとしての
介護度認定と介護保険

ベルでは、日本や欧州の施設を見学

（ ）民間の意識転換

の最後に試験を行い、合格すれば認

とは仕方ないでしょう。

まだ浸透していません。

1

中国人スタッフに、新人スタッフの研

17

期待しています。

30

められ、ほとんどは共働き家庭であ
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中国シルバービジネスの課題と将来展望

中国向け
健康・介護ビジネスの
取組みについて
株式会社菅原 取締役社長

●長野晄史

中国における高齢化問題は、中国国内の経済や社会に対して大きな負担となりつ
つあると認識している。日本においては、
すでに高齢社会～超高齢社会へ入っており、
少子化と合わせて少子高齢化という大きな社会的な課題に取り組んでいるところで
ある。
日本におけるその変遷は、中国側からみて取り入れるべき、または取り組むべき
点が多々ある状況にあると考える。この様な中、当社として中国の高齢化問題に関
わる業務について取り組んでいる内容について紹介する。

養老市場の現況について述べたい。

中国の養老市場の現況

中国の高齢者人口
（高齢者： 歳以

上）
の割合は、 年に初めて ％を超過

マとなっており、
その対応策について協

化社会への対応が社会的に大きなテー

方々より、
中国がこれから迎える高齢

人口が 億8000万人となる見込

人以上増加しており、 年には高齢者

上昇し、
ここ 年間は年平均400万

種類程と聞いており、
日本の 万種類

国における養老介護用品は2000

平均レベルを上回っている。
中国の高齢

合わせて人口予測寿命も現在、
世界

50

5

1

4

にわたる介護用品の供給、
普及は中国

化の特徴は、
未富先老
（豊かになる前に

の減少）
である。
また、「一人っ子政策」
か

（高齢化人口の急速な伸び、労働人口

高齢化社会になる）
と人口構造の悪化

その後、
同月に行われた日中経済協

会主催「日中省エネルギー・環境総合

フォーラム」
の場において、
改めて協力

についての強い要請を受けた。
その内容

は、
日本の高品質、
高機能な健康・介護

用品を中国の養老市場へ供給できない

かというものである。
当社は創業以来

年の歴史をもつ、
鉄鋼・非鉄金属、
電

力、
石油・化学、
公共、
一般産業を中心

にした各種プラント・システム製品を

扱う専門商社であり、
新たな領域への

チャレンジであった。
その後、
中国側と

のやり取りを重ねて健康・介護用品ビ

ジネスのスタートとなった。
現在までに

至る経緯の紹介の前に、
中国における

図1 中国高齢者人口の推移および割合予測（2007-50）

れていた。

の養老市場へ必要なものと受け止めら

3

10
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当社の中国向け健康・介護用品ビジ

ネスへの取組みの起点は、
2015年

月の日中経済協会主催の訪中団への

参加である。
この訪問時に、
旧知の国務

院
（国家発展改革委員会、
工業・信息化

65

し、 年にはその比率が ・ ％にまで

10
8 10

みである
（図 ）
。

部、
商務部他）
および政府関係機関の

14

力を求められたのが始まりである。
中

16

11
65

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

ら
「二人っ子政策」
へ
「421
（祖父母
子供 人）
」世帯構成の転
人、
親 人、
換を図っているものの、
家族による扶養
には明らかに限界があり、
社会化され
た養老サービスには膨大なニーズが生
み出される。

だまだ初期段階にあると考える。
以上のような環境の中、
当社として
の事業の取組みをスタートさせた。

事業としての取組みのスタート
年 月に、
中方との事前協議を重

高く評価されている 社（
（株）
プラッ

て介護用品の販売供給を担うことと

側の介護用品メーカの日本総代理とし

間で介護用品の販売に関する提携協

三信化工
（株）
・日本エンゼル
（株）
）
との

ツ・日進医療器
（株）
・アロン化成
（株）
・

を行うこととなった。
また、
当社は日本

なった。
その目的は前述の通り、
日本の

力が決定した。

そして 年 月に中国電子商会主

優れた商品の紹介と提供を行い、
中国

側の養老業界の発展に寄与するためで
あった。

催の中国越境電子商取引博覧会
（於：

浙江省義烏市）
の開催を機会に、
銀色

ねて翌年 年 月に中国電子商会・銀

その後、
銀色高科
（北京）
の分公司と

高科
（北京）
・当社・日本メーカ 社に

現在、
多数の高齢者は介護施設では

なる銀色高科
（青島）
が設立され、
当社

よる
「健康・介護用品設備日中越境電

色高科
（北京）
・当社との 者で
「健康・
介護用品設備の日中越境電子商取引

との間で継続的売買契約書の締結に

子商取引事業の協力」
関係の構築がで

なく、
居宅養老がほとんどと聞いてい
る。
事業に関する覚書」を締結し、中方と

至った。
ほぼ同じ時期に当社として新

政府により建設、
運営されている養

その事業を準備、
スタートさせること

老施設はあるものの、施設経営ノウハ

きた。

中国電子商会は、
国務院の工業・信

日本国内の介護用品メーカとの
提携協議

発足させた。

たな専門部署となる
「国際営業部」
を

提供されている養老サービスも生活関

息化部が主管する中国電子情報機器

となった。

連を中心としており専門性が低く、
養

業界の最大の団体

ウおよび運営スキルが未成熟である。

老人材の育成方針、
体制も確立されて

であり、電子情報

また、
当社と提携メーカとの間で基

本契約書の締結、
合わせて品質保証責

任、
販売サービスおよびアフターサー

ビスならびに人材育成教育についての

的販売、物流とア

医療機器）
で全国

具・介護用ベッド・排泄用品・入浴用

た。
まず、
対象を各カテゴリー
（健康器

り提携協力メーカ探しの活動が始まっ

進していく為に、当社として購買シス

また、
本事業を円滑、
スピーディに推

ことである。

ぱなしの通販ビジネスではないという

協定書を締結した。
ポイントは、
売りっ

フターサービスの

品・歩行用品・移動機器・着衣・靴・通信

テムを立ち上げることとなった。

一方、
当社としては 年の年明けよ

ネットワーク資源

用品等）
ごとに分けて取組み計画をた

機 器 分 野（ 家 電・

を持っている。
銀色

てて交渉に臨んだ。

日中介護用品越

資・委託を受けて

国 電 子 商 会 の出

訪問しての提携協力協議を集中的に

え、
色々な手段を使ってのアポイント、

ない展示会への参加、アプローチに加

活動は、
介護用品関係の大小を問わ

が行われた
（図 ）
。

による全面的なバックアップ、
協調協力

験店の開設に対して、
当社、
提携メーカ

トサイトである銀色 の立ち上げと体

なお、
銀色高科が取り組む通販ネッ
高 科（ 北 京 ）は中

境電子商取引プ

粘り強く行った。

いろいろな交渉の結果、
日本国内の

ラットフォーム
（図
）および介護用

体験店のオープンに際して

年 月、
山東省青島に
「銀色 青

98

いない。
また、
養老介護用品も先述の通

5

98

り種類が少なく、
全介助が必要な高齢

4

3

者向けの関連用品は特に少ない。
以上

・2016年6月青島1号体験店オープン
・上海市某所体験店計画中

5

3

16

6

1

4
図3 事業形態

16

介護市場において製品力&価格力が

16

2

品販売機能の構築
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1

12

16

15

2

のように、中国の養老業界、産業はま
図2 日中介護用品越境電子商取引プラットフォーム
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ニュアル」
出版に対してメーカと共に協

と合わせて、
施設建設の

護用品の販売ビジネス

提供については大きなニーズを感じて

トサービス
（教育、
研修）
にわたる企画

に伴う建設コンサルティングからソフ

護施設の新たな開設、
既設施設の運営

コンサル業務および施

いる。

現在、
京大技術有限公司
（北京）
との連

ついては、当社としては

ングおよび教育、
研修に

ある。建設コンサルティ

企画協力への取組みで

階層要員の教育、
研修の

大による銀色 の価値の拡大を図り、

護用品機器メーカとの提携構築の拡

を感じている。
当社としては、
国内の介

に対する制度構築への、強い意気込み

齢化の現実を直視した介護問題対策

ろいろな意向発信については、
今後の高

また、
中国の政府関係機関からのい

商会幹部、中国国内の介護施設関係

務局幹部、
即墨市政府幹部、
中国電子

り、
介護施設関係者に対する日本メー

器の高品質、
高機能の理解度向上によ

本マニュアルは、
日本の介護用品機

社との間で連携、
提携の協議を行ってい

および介護施設法人、
民間施設運営会

である。
合わせて日本の建設設計会社

けた事業家等へのプランニング～建設

の連携強化による介護施設の開設に向

さらには建設コンサルティング会社と

この様な動きは、
日本の高品質、
高機

の企画、
提供においては、
国内の介護施

一方、
ソフトサービス
（教育、
研修等）

にわたる提案対応を進めていく。

能な介護用品を介護施設向けに販売

設法人、
民間施設運営者との提携協議

への啓蒙を図るものである。

アプローチしている中、
新設の介護施設

を進め、
ソフトサービスのパッケージ化

実質的には 年 月からスタート

側のニーズとして出ているものである。

増えて各社幹部の方々が出席した。
なお、
体験店のオープンの前後に各

した銀色 プラットフォームによる B

による価値ある商品創りを進める。
ま

向け販売および銀色 体験店を活
toC

今後、
介護施設の開設に向けた総合的

た、
介護人材への教育、
研修については

参入して 年目を迎えている。
中国側

当社として、
中国への介護ビジネスへ

て、中国が直面し、
これから深刻度を

以上のようなビジネス対応を通し

もつなげる。

中国で直面して増えている居宅養老に

なサービスの提供に努めていきたい。

メーカによる体験店の販売員に対する

および施設案件の具体計画化へ向けた
条件の協議中である。

健康・介護用品の販売ビジネス
の取組みの拡大

おける対応人材の介護スキルアップに

介護用品の特徴、
使い方等の個別指導
が行われ、
熱心なやり取りとなった。

および日本の提携

体験店オープン後の銀色高科と
の営業活動
その後、銀色

7

に合わせた販売企画キャンペーンへの

営業協力として、中国の国民的行事

ス内容のやりとりに変化が出ている。

（北京）
との協調、
協議に基づくビジネ

その中、 年に入ってから銀色高科

実に幅広いものとなっている。
特に、
介

組みには多種多様な課題もあるが、
確

の関係者との協調、
協議を通しての取

的に取り組んでいく所存である。

となるべく、
また貢献できるよう積極

増す高齢化問題への対応、
対策への一助

メーカの知名度向上、
アピールの為の

16

協力、
また、「介護用品選定と使用のマ

2

98

2

98

17

98

今後目指していく中国への介護
ビジネスについて

用した施設向けの BtoB
販売ビジネス
については、
現状、
体験店の 号店開設

ター・
（株）
モリトー・
（株）
サンコー）
に

8

12
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変化内容は、従来の介

設経営、
運営に関わる各

携の下、
対応協議を重ねているところ

体験店販売員に対する個別指導

者他多数の方が出席された。
また、提

銀色98青島1号体験店

る。

賛、
協力等に取り組んだ。

銀色98青島体験店の開設セレモニー

カと商品ブランドの認知度向上、
使用

オープンセレモニーには地元青島商

島 号体験店」
がオープンした。

銀色98青島体験店の入居ビル全景

携メーカも 社
（前記＋
（株）
ムーンス

98

1

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

中国シルバービジネスの課題と将来展望

介護職員研修と
コンサルティング経験に基づく
中国介護事業の成長性

学校運営者の視点から見た中
国の介護サービスレベルの変化

我が社は2 0 0 8 年に独 資で閣

本式介護サービスを学びたい方を対

象とした老人ホームの運営管理や、

日本の講師を派遣して老人ホームで

の実践を交えた技術向上講座も行っ

我が社の資格取得学校は、見習い

ています。

公司を立ち上げました。初めは運営

～ 級までの介護職員コースと公共

世塔豪（ゲストハウス）信息諮詢有限

費調達のため、日本人向けのサービ

の人脈を基に、 年間かけてパート

したい思いは変わらず、
中国人の友人

た。その間も中国で介護事業を展開

スアパートメントを手掛けていまし

級、 級は上級資格であるため、現在

の方が需要は高い一方、
介護職員の

栄養士に比べると、介護職員の資格

栄養士コースに分かれています。公共

3
4

ナーを探しました。
その後さらに別の

需要の多くは、基本的に見習いコー

所の 階と 階フロアの介護施設を

スと 級コースを受講する方が多く

3

パートナー候補に我が社の神戸事業

4

我が社は考えの似たパートナーを探

ただきました。そうした経緯を経て、

体型の介護事業について高評価をい

紹介した際に、
こうしたホテルとの一

を、
我が社が運営費としていただいて

負担しており、両方を合わせた金額

を養老院等施設が資格取得費として

新区の民政局が負担し、残りの半分

なっています。講義費用の半分を浦東

5

おります。

13

し出し、 年に慧智源（上海）養老服

6

には意欲的でした。出資割合は相手

性はありませんが、介護業界の進出

送会社であり、介護と業務上の関連

弁で設立しました。パートナーは運

務発展有限公司（以下、慧智源）
を合

用を一部負担し、職員の資格取得を

ています。具体的には政府が講座費

ハウ蓄積のために資格取得を奨励し

策の一環として、技術向上およびノウ

を持っておらず、
政府は資質向上の政

上海の介護施設職員の多くは資格

40

て、
職員資格取得学校の運営を、
主な

得を推進する中国政府の意向に沿っ

その後、介護従事者の職員資格取

要が高まってきており、職員の質向上

中国の高齢化によって介護職員の需

奨励金が施設に多く支払われます。

を多く雇用すれば、その人数分だけ

奨励しています。施設側が有資格者

が ％、我が社が ％で、
全体金額は

12

600万元程度です。

60

事業の一つとして手掛けています。日
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株式会社ゲストハウス 代表取締役

●松山英樹

株式会社ゲストハウスは、高齢者賃貸住宅やデイサービス（訪問介護・居宅介
護支援）などの介護事業と高齢者施設の運営・管理を手掛けている。上海では
現在、介護職員資格取得学校を経営し、上海市の介護業界の人材育成に貢献し
つつある。またこれまで、現地企業との提携によるホテル・介護施設の一体化経
営の受託やコンサルティング、認知機能向上プログラムなどの展開経験をも持つ。
その中でのノウハウや教訓について、松山社長にうかがった。
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コースの受講修了

我が社の資格取得

受講者は上海の介護施設からの申
時に修了書を交付

たせなければ免許は取り上げられま

講者数と合格率にノルマが課され、
満

いため、更新もありませんが、毎年受

す。学校の運営免許は有効期間がな

講者数は合計1500人にのぼりま

した資格であるため、合格率は ％

月程度です。基本的に合格を前提と

深まるにつれて視

ましたが、信 頼 が

頻繁に視察しに来

が、学 校の様 子 を

海 民 政 部 門の方

れま す。当 初は上

めて資格が交付さ

けて合 格 して、初

基に資格試験を受

し 、この修 了 書 を

して人が集まりやすい面もあります。

サービスを教えてもらえるのを期待

我が社の資格取得学校には、日本式

上手く働いていると思います。また、

国でも使えたりと、
インセンティブが

うようになったり、
取得した資格は全

得者を雇った方がいい」
と雇用者が思

スの質を考えると、介護職員資格取

施前後で俄然違ってきます。「サービ

介護職員の役割と質は、教育の実

中国側の日本式サービスに対
する熱意と介護サービスの質
重視への変化

最近の受講者数は、
ノルマを超える
察回数は減りまし

当初は日本式サービスをカリキュラ

後半を記録しています。 年間の受

す。

ちなみに、上 海

が、残念ながら政府が許してくれま

せんでした。今後、介護の 級、 級

回に

人 集 まるほど人 気が高

く、受講者のレベルも非常に高く、基

は

ビスの講座も行っています。
この講座

学びたい方を対象とした日本式サー

るため、
よりレベルの高いサービスを

ルは、まだ初歩レベルにとどまってい

しかし中国式介護サービスのレベ

います。

中国式の介護サービスのみ教育して

す。現在は政府の要求仕様に基づき、

内容に組み込んでいきたいと思いま

コース導入の際に日本式サービスを

日本式サービス講座の様子

14
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が急務である点は、
日本と同じです。
し込みが多く、カリキュラムは カ

速さで増加しています。
政府系の老人
た。

に合格すれば賃金が上がる事も多い

で資格を取得すれ
ば全国で使える制
度は、北 京 等でも
同様の制度がある
一方 、地 方 都 市の
多くは地域限定の

です。我が社は講義を通じた政府や

伝効果を狙って運営を続けています

資格と、全国で使える資格のどちら
一方、
ここ数年、資格取得学校の数

が、他の民間企業では運営は難しい

2

ため、
これが受講者増加の一因だと思
います。
当初は 級すら受講者が少ない状
況でしたが、現在は 級が最も多く、
いるので、全体の人材レベルが若干上
がってきているといえます。
派遣人材の質の向上が重視されてい

はさほど増えていません。資格取得

と思います。
また、学校運営許可証を

デベロッパー、老人ホームなどへの宣

ます。教科書と試験の内容は上海市

学校は政府による認可制なので「儲

あまり新規発行しないという政府の

かを選ばなければなりません。

民 政 局による指 定に則っており、筆

けてはいけない」という意識が強いた

方針も背景にあるようです。

さらに政府の主導により、教育と

記試験と実技試験があります。上海

め、黒字化は今のところ難しく、免許

ムに入れることを予定していました

ホームから派遣された職員は、資格

3

90

市で取得した資格は中国全土で使え

1

3

級、 級を受講する方も出始めて

5

を持っていてもやらない企業が多いの

50

5

3

ますので、国家試験に近いものです。

1

4

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

中邦は 年間の介護教育とホテル

以上に熱心な方が多く、
これから教

り椅子の上に立ち上がったりと、
予想

通訳付きで行います。ビデオを撮った

講座は日本から管理者を派遣し、

補助金が支払われていると思います。

らにも所属先の老人ホームから受講

ルアップのために受講しています。彼

す。近い内に中国の賃金が日本を抜

から人材を連れて行きたいくらいで

す。どこも万年人材不足のため、
日本

独自で教育する仕組みも考えていま

接中国の老人ホームに派遣した後に

よりレベルの高いヘルパーを育て、直

ず、まだできる状況ではありません。

作りたいのですが、
現在は人手が足ら

ルティングを始めました。
ホテル棟の

べて取り替えていただいた後にコンサ

では介護事業は無理だと判断し、す

けに作られた大型なものでした。
これ

した際、入浴の機械などは欧米人向

わったそうです。
私達が介護棟を見学

いましたが、意見が合わず失敗に終

ルと介護施設一体型の運営を図って

ドイツの介護事業者との合弁でホテ

壊し、新たにホテルを設立しました。

オーナーは採算優先で介護棟を取り

立していたため諦めました。新しい

するつもりでしたが、すでに売買が成

ました。我が社としては契約を延長

終了の時点で物件を売却してしまい

にも高騰したため、 年契約の契約

の後、当該物件の不動産価値が何倍

変わったことを喜んでいましたが、そ

教育を通じて、
スタッフの質が劇的に

に分けられていました。中邦は当初、

育をしっかり行えば、
かなりのスピー
く時代が来るかもしれませんし、そ

現地スタッフの実地研修の際には本

た資格取得者を派遣できる仕組みを

ドで中国の介護業界は整備されてい

うなれば中国介護スタッフが逆に日

中国進出の際にはこのようなリスク

本的に介護管理者層がさらなるスキ

くだろうと感じました。

社スタッフを 人派遣し、
勤務態度な

中 国 人 は 自 己 中 心 的で 、日 本 と
違っておもてなしができないと誤解
する方が多いのですが、出来ない人が
一定数存在することは確かですが、出

どを日本式に直し、管理の仕組み、予

約の仕組みなどを 年間かけて教育
しました。

組の中国の方々に

を意識すべきという教訓を得ました。

その後、 ～

わが社のホテル見学を紹介した際、

割ほどの方から協力のお話をいた

ているところも多くあります。技術面

ルパーは、日本のスタッフよりも優れ

サービスのコンサルティング業務を、

我 が 社 は 、中 国での日 本 式 介 護

り、1000床単位の中国の介護施

の居室はホテルと合わせて 室であ

ンサルティングも行いました。介護棟

中国ではホテルの中で介護を行うこ

多少通用すると思っています。
ですが

だきましたので、
こうしたスタイルは

先回りして物事を考えるのに長けて

人と優劣つけがたく思いやりが強く、

を請負った際に神戸ポートタワーホ

手デベロッパーの中邦集団から仕事

ティング事業の実績としては、上海大

トで作られた介護棟の料金は、長く

し超高級老人ホームというコンセプ

価を上げる必要がありました。しか

この一体型ホテル運営を取り入れる

日本では 、 年前にホテル業界で

います。

ところが一定以上あったのですが、現

く、介護保険などの制度も、
日本と同

を導入したい」
との先方の要望に基づ

た。もう少し料金を安くして入居者

客さまはほとんど集まりませんでし

が不足しているため、介護との一体型

在は急にホテルの需要が高まり、
部屋

るのではないかと思います。そして今

す。中邦は上海ディズニーランドから

我が社が受託運営した経験がありま

しましたが、中邦は施設を安売りし

数を増やす収益モデルの確立を提案

だ、 年後に部屋を有効活用する必

ホテル運営は下火になりました。た

10

を所有しており、ホテル棟と介護棟

んでした。

後、日本の介護業界を追い抜くよう

等になる時代が、 年

き、中邦が所有する施設を 年ほど

4
5

年の内に来

中国は政策が変わるスピードが速

て 週間しか住めないほど高く、お

リアが課題です。

とはできませんので、そのハードルク

中邦には採算性を主とした経営コ

1

設に比べて、 室で経営するには客単

来る人も一定数存在しています。
現在

30

上海を中心に行っています。
コンサル

ホテル、
介護施設の一体型運営
の経験と日本での運用に向け
た期待

得ます。

本に来たくないという状況も起こり

1

20

テルに招待したところ、「同じ仕組み

80

神戸に在籍している２人の中国人ヘ

1

や気持ちの面でも、同僚である日本

8

6

80

要が生まれた際、
一体型ホテル運営は
次のステップとして学校で教育し

10

清掃や料理等の一元管理によるコス
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1

たくないという理由で一切下げませ

1

車で 分程度の距離にある優良物件

10

な空気も感じられます。

5
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保険が全国的に適用されれば、事業

す。上海で試験運用されている介護

カルツーリズムを宣伝しましたが、
予

者はある程度リスクを取った投資も

他に上海でガン治療などのメディ

認知症予防・認知

想通りの効果は出ていません。また、

できるようになります。中国の介護

現地の実情としては、日本企業が

手等の関係上無理があります。その

で、彼らが日本で研修を行うのは人

も、
ホテルの宿泊気分を味わえるとい

になると思います。お客さまにとって

できるという、
一つのビジネスモデル

介護サービスに有効活用することが

トダウンと、
スタッフの余った時間を

ビリは継続しなけなければ効果が出

く、まだ浸透しきっていません。リハ

東洋医学的養生文化への信仰が根強

すが、中国では、鍼灸や漢方等による

コンサルティングの際に提案していま

これらプログラムを上海での教育

なることは非常に重要だろうと思い

度理解している相手とパートナーに

現状です。
やはり、介護事業をある程

ですが、まだ軌道に乗っていないのが

え方の合うパートナーを見つけたの

ナー探しも中々難しく、我が社は考

りにならざるを得ません。
そのパート

なるかもしれませんが、日本企業に

上向きに転じるのは今後 年以降に

ております。中国の介護業界全体が

糸口を見つけたい一心で事業を続け

我が社は中 国に進 出 してから早

ると思います。

5

、 年経ちますが、
なんとか成功の

上はかかるでしょう。

うのは魅力的だと思います。

ませんので、そこまで長く続けていた

も事業を広げにくい要素だと思いま

また、介護保険が存在しないこと

とっての進出のチャンスは訪れつつあ
していきたいと思います。

います。しかし、リハビリは今後も推

ます。
我が社は公文式学習療法やシナプ

リハビリ事 業 、先 進 的 事 業の
経験と課題

だけるほどの信頼と浸透が不足して

5

6
7

16

JC ECONOMIC JOURNAL 2017.9

ソロジーといった、
機能向上プログラ

粒子線治療で著名な先生が上海に設

我が社は常に事業を先取りしてき

大連、広州への進出打診もありま

ムも手がけていま

を提 供しており、

ましたが、先行しすぎても好奇心や

したが、まずは最も制度と条件が整

保険が日本並に整備されるかは不明

パソコンやタッチ

関心ばかり集まり、実際に参加する

備されている上海で腰を落ち着かせ

立した会社と協力しましたが、お客

パネルを 利 用 し、

方は少なかったことから、
先進的な事

る必要があると思い、現在は上海を

す。中 国でも日 本

遊 び 心 を 加 えた

業を手掛ける前に一度立ち止まって

中心として展開しています。時々、出

ですが、
これからどう整備されていく

療法をどんどん取

振り返り、中国の情勢に合わせて物

先 機 関から上 海の学 校と技 能 実 習

さまは数人程度でした。

り 入 れていま す。

事を進めた方が良いということも実

者制度について協力して欲しいといっ

と同等のサービス

工夫しないとお客

感しました。

かが楽しみです。

様が飽きてしまう

た話が持ちかけられます。しかし受

講している方々はすでに上海の老人
め、様 々なものを

独資で中国において介護事業を業と

余裕が出るには、少なくとも 年以

ホームで戦力として活躍しているの
活 用した療 法を

するのはまだ難しく、パートナー頼

日本企業の現地介護事業進出
における課題の分析

行っています。

向上の道であるた

性 化が認 知 機 能

のと、脳 細 胞の活

ゲストハウス神戸事業所のケア対応型シニアホテル

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

中国の高齢者向け建築と
標準化
親和源股份有限公司 顧問 / 中国房地産協会老年住区委員会 委員 専門家

●華 山

中国の養老院「椿萱茂」の外観

中国の高齢者人口は2017年か

ら 年までに 億人から 億人に増

歳に達す

60 5

迎えるため、中国社会は合計 億人

る。その間、５億人の高齢者が寿命を

加し、
一日平均２万人が

2

増大してきた。従って、高齢者向け不

築および新築に対する市場の需要は

ばれている。社会の高齢化に伴い、改

住宅」または「高齢者向け建築」と呼

または高齢者専門の住宅が「高齢者

居住者が高齢者のみである住宅、

となっている。

が時代の流れとなり、
一種のトレンド

代が基本的に親世代と別居すること

地区および大都市において、子供世

ては、核家族化により、中国沿岸発達

促進している。
特に不動産業界におい

を拡大し、多くの新興産業の発展を

しかし同時に、高齢化は市場需要

題となっている。

再構成のいずれをとっても大きな課

負担、伝統文化の継承と社会倫理の

府の責任および経済的負担、家庭の

でもある。従って、中国の高齢化は政

り組み、実現したい
「中国の夢」
の一つ

生活」
の実現は、中国が国を挙げて取

「積極的で、
高品質な価値ある養老

する必要がある。

前後の高齢者人口の養老生活を負担

10

動産は、
中国におけるシルバー産業の
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がある」という声が続々と上がってい
る。

広大な国土を持つ中国は、各地域

の経済発展レベルが異なる。建築設

計の
「標準」
は経済未発達地域を考慮

する必要がある上、「標準」
は本質的に

「基準」であるため、その決定は実質

上「最も基本的な起点」
の認定を意味
する。

しかし、
高齢者向け住宅が
「高品質

化」
へ向けて発展する中で、「標準」が

果たすべき機能は「最低基準の保障」

標準化の先導機能

現在、中国の多くの都市は率先し

て、各地区ごとの現地の状況に従った

「標準」を制定しており、例えば上海

市はすでに養老施設の建築標準の
「パ

ブリックコメント 版」を完 成させて

いる。現行の基準を大きく向上させ、

「居 住 品 質」にとどまらず、快 適 度、

安全性、
高齢者適性等の分野において

「今日の経済社会レベルと符合し、今

日の常識とマッチする」という条件を

クリアしている。

例えば、新標準の
「パブリックコメ

ント版」では、高齢者向け建築の
「換

気設備」において、換気頻度は ・

回/時を上回る必要があるという新

規定が提案された。

また、ある専門家は高齢者向け建

築には換気設備のみでなく、温度計、

湿度計および酸素濃度測定器を取り

付ける必要があると提案した。

消防分野でも、
異なる建物に対する

「隔離層」と「避難室」
の設立規定や、

消防予備対策案および避難標識の規

範化などを新たに
「標準」
に追加する

等、既存よりさらに高い基準が提案

された。

18

JC ECONOMIC JOURNAL 2017.9

先駆けであり、早期にモデルチェンジ
を行いシルバー産業に参入した企業

ベランダ

を、
できるだけ早く制定し直す必要

トイレ

だけでは到底足りない。

上海親和源の高齢者向け住宅スペース

の多くは不動産企業である。

標準化の基準機能

中国の経済社会は1970～ 年
代における「改革・開放前」
の計画経
済と、「改革・開放後」
の
「市場経済お
よび計画経済の複合体」の２段階に
分けられる。
養老業界も同様に、計画経済時代
は政府およびコミュニティによる「養
（低層、中層および高層）、高齢者居

老院」、敬老院および福利院のみが建
てられ、
これら「機構」はすべて
「社会

に浸透している。

居住型建築のあらゆる不動産業形態

る。高齢者向け建築はすでにすべての

住区（ブロック）
や養老別荘が存在す

年代にすでに形成され、

高 齢 化による市 場 需 要 増 加によ

～

公布以降現在に至るまで使われ続け

り、近年大量の改築プロジェクトが現

ペースないし分娩室などが高齢者向

築のほかに、オフィス、
ホテル、商用ス

いわゆる高齢者向け住宅とは、
一般

け住宅スペースとして改築された例
従って、多くの設計部門、投資家、

住宅をベースとして、
高齢者向けの機
る。現在、中国の高齢者向け建築は、

業者および審査部門から「規範とし

がある。

伝統的な養老機構を除けば、すでに

能を追加または向上させたものであ

要には追い付いていない。

ている。
ここ数年、常に
「改訂」を重ね

ては

高齢者向け建築の設計標準につい

ジェクトであった。

保障」
と政府の
「サポート」
によるプロ

シャワー室

て意味のある高齢者住宅の設計標準

5

書斎

異なるランクの高齢者向けマンション

1

80
れている。
もともとの高齢者住宅の改

70

られているが、高齢者住宅の発展需

60

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

野での
「トレードオフ」も考えられる。

３つを保証するためならば、
省エネ分

年長者」
に住居を提供する際に、
この

より自動的に助けを求める。

失った状況を前提に、監視センサーに

必要な高齢者が助けを求める能力を

れている。受動的システムは、助けが

点 的に「受 動 的ナースコールシステ

「標準」の研究課題においては、重

これらの理念を掲げると共に、守り
抜くべきである。

恒温、恒湿、恒酸素濃度（以下「三

ロジェクトがある。
この
「三恒」指標は

すでに
「三恒住宅」を実現しているプ

同時に彼らは徐々に老衰してゆく老

りのライフスタイルを形成しており、

高齢者は長年の生活の中で自分な

ム」
の研究を推進する。

高齢者向け建築にまず採用されるべ

年期にあることを考慮する必要があ

恒 」）の達 成 は、技 術 お よ び 産 業 供

きだろう。

る。高齢者には共通性もあれば個性

③内装の基礎となる高齢者のライフ

②最も重要な
「情報のバリアフリー」

もあるため、高齢者住宅の管理者は、

給分野において、すでに成熟した「ソ

高齢者向け建築にとって、安全性

スタイルの研究

形成の最終段階前に、研究活動と専

リューション」
が存在し、
天津などには

いずれにせよ、
新しい標準の
「目録」

を作成し、ビッグデータを基に、彼ら

彼らのライフスタイルのデータベース

齢 者 向 けスマートコミュニティやス

に合ったライフスタイルを設定するこ

は最も重要な要素である。現在の高

マート住宅ではいずれも高齢者の居

とができる。その上で、改築およびリ

門課題をより多めに想定しておく必
中国房地産協会付属の老年住区

住安全性に焦点があてられている。

と
「条項」
は創造と調整を経た上で制
築設計において、「標準」
の持つ役割を

委員会は先頭を切って
『中国高齢者

要がある。

「規範と起点」から「改善と先導」
へシ

フォーム案を形成し、適切なリフォー

ム用材料、家庭用具や生活用品を選

その実現には、情報の相互交換と伝

達の
「バリアフリー」を達成すべきで

ぶことができる。

分けられる。能動的システムは高齢

ステムは
「能動的」および
「受動的」
に

現在の高齢者向けナースコールシ

境と、安寧かつ幸福な晩年を提供で

もって、
中国の高齢者に快適な居住環

点、積極的な行動と科学的な態度を

遠い。
これからも私達は楽観的な視

中国の高齢化問題解決の道はまだ

緑 色 、環 境 保 護 、省エネとエコロ

者が有線あるいは無線を通じて、自

きるよう、
努めて参りたい。

コール情報である。

あり、
特に重要なのが高齢者のナース

向け住宅の建設標準の研究』という
課題の研究を行っている。
本課題には「 つのテーマ」が存在
する。

より、全 国 共 通の「標 準」制 定には、

ジーは現 代 建 築の重 要 な 指 標であ

主的にスイッチを押して、外部に助け

①高齢者居住スペースの環境品質シ

まだ時間が必要と思われる。
この
「標

る。高齢者向け建築の建設において、

を求める信号を発信するもので、
すで

ステムの研究

準」を実践の中で制定し、制定の中で

緑色、環境保護およびエコロジーの理

に大多数の高齢者居住建築に採用さ

（日中経済協会 久力翔 翻訳）

検証を行えるようなプロセスを組み

念を守る必要がある。「全社会が敬う

各地区の経済発展レベルの格差に

標準化の課題

フトさせていくようにする。

定される必要がある。高齢者向け建

「椿萱茂」養老院の広場

立てる必要がある。従って、「標準」
の

19 JC ECONOMIC JOURNAL 2017.9

3

JC ECONOMIC JOURNAL 9 月号 SPECIAL REPORT

中国の高齢者介護
サービス事業における
日本企業への期待と役割
● 殷 婷 独立行政法人経済産業研究所 研究員
● 川田恵介 東京大学 社会科学研究所 准教授

本稿では中国における高齢者介護サービス産業の将来性について、中国政府の政策と中国社会の背景と

ともに論じる。特に中国政府は現在、在宅介護サービス産業の発展を重要視しており、当該産業は日系企業
に対しても有望な市場であると考えられる。しかしながら中国社会には同時に、介護サービス事業を運営す
るにあたって様々な障害も存在しており、地場のサービス産業との提携等、考えられる克服策についても議
論する。

造の大きな変化、
特に高齢化が進行し

現在、
多くの先進国において人口構

族化した現状、さらに先進国と比べ

「一人っ子政策」によって急速に核家

的背景に、
1978年から実施された

で高齢者向けの産業は大きく成長し、

の変化によって、同時に高齢者サービ

しかしながら、
このような人口構造

50

護産業は未発達な状態である。
対して

（中国老齢産業発展報告）、 年には

10

高齢者人口が 億8700万人に達

53

するとも予測されている。

このような急激に増加する高齢者

の生活支援
（介護）
を誰が行うのか、
と

いう問題は喫緊の政策課題となってい

日本は、
介護保険が 年に導入される

の総人口を超えている。
また将来予測

会保障政策を背景に、
中国における介

現状では、
介護に関する不十分な社

ている。

その間に約 ％に達すると見込まれ

に増加し、
国民総生産に占める割合は

4

経済成長、高齢化ともに
「先行」した
40

フローの高齢者人口が約 億人増加し

53

4

このため中国における介護サービ

らも大きな注目を集めている。

本の介護産業に対しては、
中国国内か

つも成長を続けてきた。
このような日

果、
介護産業は様々な問題を内包しつ

など介護政策においても先行した結

00

13

20

JC ECONOMIC JOURNAL 2017.9

る。
とくに東アジア儒教文化圏では、

伝統的に
「養児防老」――自身が育て

た子供に老後の面倒を見てもらうと

ている。その中でも日本はもっとも急

ると未発達な社会保障が矛盾をきた

中国における介護産業

激な年齢構造の変化に直面しており、

し、
その結果、高齢者介護の問題が大

いう考え方が根付いてきた。
この文化

年以上にわたって、
社会的・政治的・

様々な知識や経験が蓄積されてきて

スに対する需要が急速に拡大するこ

きな政治問題化している。

いる。
この日本社会が蓄積してきた経

とも予想されている。
全国老齢委員会

年の 兆元から 年の106兆元

験は、
同じく高齢化問題に直面してい

歳 以 上の高 齢 者

の推計によると、
高齢者による消費は
を集めている。
中 国において

・5 %（ 中 国

が総人口に占める割合は、2015
年 末 時 点 すでに

14

として、 年から 年までの 年間で

億4386万人であり、
すでに日本

国 家 統 計 局 ）、高 齢 者 数 で 見 る と

10

33

65

る近隣国、
とくに中国から大きな注目

経済的な対応に追われてきた。
その中

20

1

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

献しうるであろう。
しかしながら一般

存在は、
日中間の様々な摩擦緩和に貢

通する高齢化問題に取り組む企業の

大）
新市場である。
また日中両国に共

スは、日本企業にとっても有望な（巨

サービスの質的、
量的拡大を目指すと

介護市場への投資を促しながら、
介護

間資本のみならず外資やNPO等の

護需要を満たすため、中国国内の民

にらみ、
さらなる増大が予想される介

は、
長期的には介護保険制度の整備を

視してきた中国社会の儒教的風土、
②

する理由として、
①伝統的に
「家」
を重

している。
また在宅介護を極端に重視

と共通しており、
世界の潮流とも一致

社会福祉の先進国や日本政府の方針

勢は、デンマークやスウェーデンなど

している。
このような社会、政策転換

国資本の導入を積極的に進めようと

ために、在宅介護についても民間・外

力、
なにより高齢者の急増に対応する

かしながら在宅介護へのより一層の注

ビスであると位置付けられてきた。
し

提供しうる。

に介護産業は政府の福祉・厚生政策

的、社会的背景が存在する。
このため

（２）農村部における介護サービス

は、
日本企業が在宅介護サービスの門

中国政府は目下、
北京市においては

今後、
この在宅介護重視という方針が

中国の都市部において、
大量の介護施

「9064モデル」、上海などの他地

大きく転換するとは考えづらい。

部以上に、
中国の農村部においてより

されている。

まう。
特に先に述べた通り、
中国におい
域では「9073モデル」という政策

中国政府はこれまで、介護施設に

深刻になると考えられる。
その大きな

と密接な関係性があり、
他産業と比べ

ては介護政策そのものが黎明期にあ

目標を掲げている。
これは自立した生

おける介護サービスの提供に対して、

理由として中国社会の高齢化問題は、

戸を開き、大きなビジネスチャンスを

り、
より政策動向を注視する必要があ

活が困難な高齢者の中で、在宅介護

民間・外国資本の導入を進めてきた。

経済の成長に伴う社会変動と高齢化

設を建設することが困難、
という歴史

る。そこで次節では、現在の中国政府

％、
デイケアが６〜７％、
介護施設

対して在宅介護は中間・低所得層の

が同時に進行している点が挙げられる

（１）
都市部における介護サービス

の方針について概況し
（中国政府の政

が３〜４％を目指す政策である。
ここ

高齢者向けサービスであり、
公的サー

てもより政治に大きく左右されてし

とめられている）、今後成長が見込ま

で注目すべきは、
在宅介護を重視する

急速な高齢化に直面する中で、中

されている。また、より重度の要介護

援助、
医療などの訪問サービスが想定

まり込みによるサービスについては、

2

（「未富先老」豊かになる前に高齢化

将来的に高齢者介護問題は、都市

れる介護サービス分野について考察し

中国政府の姿勢である。
想定されてい

策については、［殷婷 2016］
でもま

たい。

る介護サービスの具体的な内容とし
ては料理や買い物、
掃除洗濯などの家
事援助、
外出、
入浴、
身体介護やリハビ

国政府は現在介護サービス市場の構

者に対しては泊まり込みによるサー

中国政府の方針

築に力を注いでおり、
直近の５カ年計

ビスも実施されている。
このような泊

リの補助、
夜間の巡回介護などの介護

画（ ～ 年）
には
『長期介護保険制
度の構築を模索する』
という一言が盛

高額の利用料が設定されているが、
近
〜

り込まれている
（上海、
広州、
青島など
都市では今後

いる。

年当該サービスの希望者は増加して

の主要

1

当該介護保険制度の導入に向けた試

このように在宅介護を重視する姿

ことが予想される。
このため中国政府

齢化問題は、今後急激に深刻化する

以上の理由から農村部における高

である。

を雇用することが都市部以上に困難

出してしまった地域では、
介護労働者

いる。
しかしながら、若年労働者が流

る介護サービスの提供が急務となって

の高齢化が進んでおり、
農村部におけ

者）
が続いている。
同時に彼らの親世代

部への若年労働者の流出
（出稼ぎ労働

ても、
経済成長に伴い農村部から都市

が始まる）
。
中国においては現状におい

「中国（瀋陽）高齢者・障碍者用品展覧会」
での在宅介護関連の展示

90

年間、

20

15

行が行われる予定である）。
この中で
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施設を中心とした介護サービス供給
考える際には、農村部における介護

ながら中国における長期的な経営を

この背景には、介護労働者の社会

は、
困難な現状にある。

労働者を、
長期的に雇用し続けること

いて、質の高い介護サービスを提供す

とは労働慣習が異なる労働市場にお

では、
このように流動的でかつ日本

の促進を政策目標として掲げている。
サービス需要の動向についても注意を

的・経済的地位が、中国社会において

一案としては、
現地の家政士会社と

ある。特に介護経験を積んだ優秀な

現状農村部の所得は、都市部に比べ
払い、
将来の潜在的な巨大市場への参

は必ずしも高くないことが挙げられ

共同で事業展開を行うことが考えら

開始されることが予想される。
しかし

て低い水準にとどまっており、また文
入を検討することも有益であると思

る。同国においては、日本とは異なり

◆介護労働者の確保（家政サービス

な改善策について論じたい。

障害を指摘するとともに、
その潜在的

障害が存在する。本節では、具体的な

サービスを提供するうえでは様々な

態、慣習が異なる中国においては、同

しかしながら、社会制度や経済状

る、
というメリットも存在する。

異なり大規模な設備投資が不要であ

宅サービスは施設介護サービスとは

な商機があると考えられる。また、在

を置いており、
ここに日本企業の大き

宅介護サービスの充実に大きな重点

先に述べた通り、
現在中国政府は在

つけると、直ちに転職してしまう。ま

宿泊業など他産業で良い働き口を見

ている場合が多い。
このため飲食業や

働き口がないため仕方がなく就業し

安く、介護職に就く労働者は、
ほかに

に流動的である。
特に介護職の賃金は

間企業の労働市場は日本に比べ非常

また、
中国社会においては一般に、
民

会的に看做されているとは言えない。

である。
このため介護の専門家とは社

よって様々なレベルに認定されるだけ

くまでも研修や試験を受けることに

るが、
これらは国家資格ではなく、あ

当する「養老護理員」
に分けられてい

ヘルパー）、施設で介護サービスを担

う
「家政服務員」
や
「護理員」（家政士・

労働者は、
主に在宅介護サービスを行

いない。中国での介護に携わっている

介護に関する国家資格が定められて

は、
今後さらに拡大することが予想さ

このようなデイサービスへの需要

高齢者との交流を行っている。

介護労働者から受けるとともに、
他の

高齢者が訪れ、
昼食などのサービスを

ンション）
の中の一室に設置され、
日中

サービス」
の一種である。集団住宅（マ

部で重要な役割を果たしている
「デイ

る。現在社区養老は、上海などの都市

護サービス部門との連携も考えられ

ニティ介護）
を提供している公的な介

また、
将来的には、
社区養老
（コミュ

ができると考えられる。

護サービスの提供を円滑に行うこと

で、質の高い在宅看護人材の育成、介

の在宅介護ノウハウが共同すること

地家政サービス産業のノウハウと日本

スは、
日本以上に発展している。
この現

会、
とくに都市部における家政サービ

れる。夫婦共働き家庭が多い中国社

れるであろうか？

やコミュニティ介護との共同）

たこれらの産業以外にも、
介護施設で

れ、それに伴い現状のマネージメント

改善が進めば、都市部以上の市場規
模となることも予想できる。
中国にお
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は、
農村部において総合的なサービス

化的、制度的な障壁も都市部以上に
われる。

るためには、
どのような方策が考えら

高い。
このため日本企業が直近で参入

ける日本企業は現状、基本的に都市

外国企業だけではなく中国国内の

働いていたベテラン労働者が、経済的

体制では対応しきれない可能性もあ

することは困難である。
しかしながら

部において介護サービスを提供してい

介護サービス企業にとっても大きな障

に余裕がある家庭によって家政士とし

る。
無論、
社区養老はより公的な側面

「新常態」の中で、より農村部の生活

る。無論これは合理的な戦略であり、

害となっているのは、どのように介護

て引き抜かれた事例も多く存在する。

予想される問題

今後の日本企業の進出も都市部から

労働者を確保するのかという問題で

都市部の在宅介護は、集団住宅内の各戸単位で行われる

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

要な役割を持つ地場サービスと連携

れる。
しかしながら現状においても重

が強く、
提携には多くの困難が予想さ
ムツよりも人気がある。

中国製紙オムツのほうが、
日本製紙オ

実は現状、
中国社会ではより安価な

介護市場の有望性、
②家政サービスや

能性について論じてきた。
特に、
①在宅

中国政府の政策と日本企業が持つ可

摘される
（日中間の意識差については、

きた。

ニュース番組でも繰り返し紹介されて

ムツを購入しているシーンは、
日本の

来日した中国人観光客が大量の紙オ

中国社会において広く知られており、

に乳幼児用紙オムツの品質の高さは、

が予想される。日本の紙オムツ、
とく

護の
「質」
を担保したサービスを、
高齢

労働者の訓練を通じてある程度の介

上手く機能しない可能性がある。
介護

スを、
高料金で提供するという方式は

環境の下では、
高い付加価値のサービ

であるように見える。
このような市場

く、どちらというと、価格勝負の世界

は、
このような傾向はそれほど強くな

る中国社会においてはやはり、
継続的

拡大する可能性も高い。
急激に変化す

値の介護サービスに対する需要が急

個々のニーズに応えられる、
高付加価

いる。
このため将来的にはより高齢者

いう意識は中国社会の根底に流れて

に、
親に対して孝行をすべきである、
と

る動きも出てきている。
また日本同様

身のニーズに合った介護施設を求め

/2017/01/3828ad5d925bf40c.html

https://www.jetro.go.jp/world/reports

でも」 JETRO Area Report

森詩織（２０１７）「日本式介護を中国

a01_0467.html

http://www.rieti.go.jp/jp/columns/

研究所

関する若干の意見』
を読み解く」経済産業

全面的開放と介護サービスの質的向上に

「
『高齢者サービス市場の
殷婷
（２０１６）

〈引用〉

また高い。

を収める日系企業が現れる可能性も

いこともまた事実であり、
大きな成功

がら、
当該市場の潜在力は極めて大き

入することのリスクは高い。
しかしな

析の
「賞味期限」
は短く、
当該産業に参

本稿の考察を含めたあらゆる現状分

錯誤の最中であるといえる。
このため

代的介護産業は黎明期であり、試行

繰り返しとなるが、
中国における現

て強調した。

介護サービスの潜在的可能性、
につい

コミュニティー介護といった地場サー

介護サービスの発展は、
介護関連の
［ 森詩織 2017 ］
でも詳しく論じ

この背後には、
乳児に対する両親の

できれば、
介護サービスをより円滑に

財への需要をももたらすことが予想
られている）。東洋的儒教社会の中で

ビス産業との提携、
③農村部における

できる。例えば介護施設の増加は介
は子供の教育が重要視され、結果、乳

意識と、高齢者介護に対する家族の

護ベッドや入浴装置への需要が拡大

幼児用品についても、価格が高くても

提供できると考えられる。

し、
在宅介護の拡大はバリアフリーの

質の良いものを選ぶ傾向が、
とくに都

意識の間にズレが存在することが指

設計・建築等へのニーズを拡大するで
市部においては強い。

◆家族の意識

あろう。
とくに介護用紙オムツは、施

同時に日本の紙オムツメーカーは、

化「先進」国の
「日本式介護」
であると

なマーケティングが日本以上に重要で

対して高齢者用介護用品について

少子高齢化をにらんで、
幼児用紙オム

いうブランド価値とともに、
リーズナ

設介護、在宅介護を問わず需要拡大

ツで培ったノウハウを生かし、介護用

あるとも言える。
しかしながら中国の経済発展と歩

本稿では中国の介護市場について、

まとめ

ブルな価格で提供する、
というモデル

誇っている。
では、
乳幼児用紙オムツと

調を合わせて成長してきた、経済的

紙オムツの開発を精力的に進め、
こち

同様に、日本製介護用紙オムツも中

に余裕のある世代も高齢者となって

が現実的であるかもしれない。

国社会に受け入れられているのであろ

おり、高齢者自身の資産を使って、自

らについても世界最高水準の品質を

うか？
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介護施設で販売されていた介護用紙オムツ

JC ECONOMIC JOURNAL 9 月号 SPECIAL REPORT

ODAを通した高齢化対策の
日中技術協力
「日中高齢化
対策戦略技術プロジェクト」
● 佐々木美穂 独立行政法人国際協力機構（JICA）中華人民共和国事務所 次長
● 中村麻紀 独立行政法人国際協力機構（JICA）中華人民共和国事務所 主任調査役

急速な高齢化が進行する中国では、高齢化対策は国家の最重要課題の一つとなっている。中国における65歳
以上の人口はすでに日本の総人口を超え約1億5,000万人に達し、その人口規模の大きさから高齢者向け市場

の潜在性に企業の注目が集まるなか、高齢化対策に関わる制度構築支援等、政府開発援助（ODA）事業として

協力できる側面も多い。JICAはODA事業を通して、過去10年以上にわたり当分野の技術協力に携わっている
が、近年、日中技術協力のニーズは益々大きくなり、また多様化してきている。

を果たしたとされ、
2006年に一般

に対するODAは、すでに一定の役割

めざましい経済発展を遂げた中国

おける介護人材育成支援事業（ ～

に取り組んだ事業である。「陝西省に

で介護教員と介護従事者の人材育成

社会福祉法人旭川荘が上海と江西省

年）
」も同じく草の根技術協力であ

からご紹介する「日中高齢化対策戦

実施している状況である。本稿でこれ

める
「コストシェア」
の事業を段階的に

協力の形として、
中国側にも負担を求

実施する技術協力については、新しい

を限定的に実施している。
JICAが

が真に認められる分野における協力

国ODAの基本方針に沿って、
必要性

の現地関係者は、現在でも日本側実

育成モデルを構築した。
上海や陝西省

設で実習を行い帰国するという人材

に送り、
初任者研修の資格取得後に施

んだ介護学部の学生を カ月間日本

が協力し、日本式介護と日本語を学

会と陝西省西安市の陝西工運学院と

り、NPO法人日中介護事業交流協

を中国政府が負担する事業
注１

るものであると言える。

該課題に対する切実さ、
真剣さが伝わ

としてスタートしており、
中国側の当

の経費

施団体との技術交流を続けており、
介

供与を終了し、現在は外務省の対中

12

護人材育成の拠点となっている。

過去の草の根技術協力はいずれも、

地方レベルでの介護人材育成にフォー

カスしたものであったが、JICAは

中国民政部からの要請に基づき、
二国

間技術協力「日中高齢化対策戦略技

術プロジェクト」を 年から実施して

去 年以上にわたり携わっている。「岡

中国における高齢化・介護の事業に過

JICAはODA事業を通して、

国民政部および協力地区における介

的なネットワークの形成を通じて、
中

福祉サービス関連政策に関する多層

高齢化対策分野での
対中国ODA

3

いる。
同プロジェクトは
「日中間の介護

16

8

（ ～ 年）
」、「江西省高齢者介護教

山

福祉人材育成システム構築に関する

護福祉サービス関連政策および介護
08

24
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員養成事業（ ～ 年）
」、「上海医療

福祉関係人材養成事業（ ～ 年）
」

無償資金協力、 年に円借款の新規

対中国ODAの概要

14

12

はいずれも草の根技術協力 注２
であり、

11

09

略技術プロジェクト」
はその 割以上

15

07

上海高齢者介護教員養成事業

10

05｜

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

年間のプロジェクトであり、
北京市・江
北京師範大学中国公益研究院と協力

が見込まれる分野を考察した。
また、

調査するとともに日中協力の将来性

成の仕組み作り等の日中協力ニーズ

民間企業との連携促進、介護人材育

した高齢者介護サービス体系の構築、

高齢者介護サービスの情報化プラッ

齢者向け施設の管理規則立案・指導、

サービス業発展の政策立案・指導、高

能力が向上する」
ことを目的とした
蘇省・浙江省・陝西省の民政部門およ
月、第

プロジェクトの実施を担う事務局

注４

に設置されており、同学院が

は、民政部傘下の北京社会管理職業

学院

JICAと協力してプロジェクト年間

計画作成、
実施管理を担い、
民政部や
す。

（ ）
活動内容

となっている。

モデル施設との連絡調整を行う体制
（ ）
実施体制

表 に、本プロジェクトの概要を示

日中高齢化対策戦略技
術プロジェクト

クト」
の実施へとつながっている。

いる。

トフォームの構築等を主な職務として

年

プロジェクト目標

日中間の介護福祉サービス関連政策に関する多層的なネット
ワークの形成を通じて、中国民政部および協力地区における
介護福祉サービス関連政策および介護福祉人材育成システム
構築に関する能力が向上する。

む
「日中高齢化対策戦略技術プロジェ

が明らかとなり、
これら課題に取り組

回会議［東京］：

し、「日中専門家会議」
を計 回開催し
（第

び カ所のモデルサイトと協力し、
政
策レベルから現場の介護人材育成ま
会議
［東京・福岡］
： 年 月、
第 回

回会議［北京］：同年 月、第 回

上述した日中コストシェアの事業の一
会議
［北京］
：同年 月）
、
日中の研究

で多層的な技術協力を実施している。
つであり、
中国側が事業費の 割を負
者間の対話の場を設定してきた。
これ

北京市・江蘇省・浙江省・陝西省

担している。同プロジェクトの詳細は
らの調査研究や専門家会議の結果、

対象地域

後述する。

4

日本の政策・制度構築の経験を参考に

期間

JICAは技術協力のほかに調査
研究も行っており、 ～ 年にかけて
実施した「中国高齢化問題に関する

害者の福祉および

捐活動、高齢者・障

の発 行 、社 会 的 義

進司は、
福祉宝くじ

福 利・慈 善 事 業 促

ある。
民政部の社会

属する行政部門）
で

る 省 庁（ 国 務 院 に

社会行政を主管す

関は民政部であり、

中国側の実施機

国側からの要望・提案に基づいて、協

ており、
研修のテーマ等についても、
中

ナーとして協力することを原則とし

オーナーシップを尊重し対等のパート

る。JICAの技術協力は、相手国の

論の場を多く設けることを重視してい

をあわせ、現場に行き、意見交換や議

をとっており、
日中の関係者が直接顔

に派遣）
を年に数回ずつ実施する形態

へい）
と現地研修（日本人講師を中国

に訪日研修
（中国側関係者を日本に招

プロジェクトの具体的な活動は、主

指 導 、高 齢 者 介 護

祉事業計画の立案・

は 、高 齢 者 社 会 福

あり、
高齢者関係で

ベルでの政策や取組み」「介護サービ

法制度整備の経験」「国レベル・地方レ

国側から
「日本の高齢化対策における

プロジェクト 年目の 年度は、中
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では カ所の
情報収集・確認調査」注３

児童福祉事業等の

議のうえで決定している。

2

16

地域でフィールド調査もしくは文献

業務を担う部門で

1

1

1

モデルサイト

【浙江省】
【北京市】
・杭州市社会福祉センター
・北京市第一社会福利院
・衢州職業技術学院
・北京社会管理職業学院
【陝西省】
【江蘇省】
・陝西工運学院
・南京鐘山職業技術学院
・陝西省自強中等専業学校
・江蘇省老年公寓
・九如養老産業グループ（施設、・陝西偉芝堂老年公寓
学院）

9 13

4
陝西工運学院の日本における介護実習

8

6

3

3

1

4

6
1. 日本の高齢化対策法令・制度構築の経験の共有を通じ、中
国中央レベルおよび地方レベルの介護福祉サービスが分析
され、かつ提言がなされる。
2. モデル施設において、介護福祉サービスに関する拠点訓練
施設としての能力が向上する。
3. 日中の経験の相互共有のネットワークが強化される。
プロジェクト成果

14

調査を実施し、高齢化問題の実態を

表 1 日中高齢化対策戦略技術プロジェクト概要

・民政部
・北京市・江蘇省・浙江省・陝西省各民政部門およびモデル
施設 10 カ所
2016 年 5 月～ 20 年 5 月（4 年間）
実施機関

13

7 14

2

10
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（ ）
多様化する取組課題

今年 月、
このような要望に応えるべ

おいては、
中国側からの協力要請は主

らず、
政府と民間が効率的に連携でき

老施設の運営やベッド数の確保のみな

の民政部門としても、従来の公設養

も参加いただき、
江蘇省南京市で現地

介護人材育成に取り組む日系企業に

の運営者を日本から招き、
また中国で

く、認知症ケア研修講師や介護施設

す内容となっている。
民政部や各地方

材育成の経験や教訓」
の概要を学びた
に、
日本における政策・制度や人材育

る制度体系の構築、各種基準の作成、

研修会を実施したところ、約100

スの管理や介護技術水準向上につい

いとの要望が挙がった。民政部および
成、
介護施設の運営管理に関して概要

サービス水準の向上、
質の高い人材の

人の参加者が集まり、
多くの質問が出

年）
に

北京社会管理職業学院、陝西省民政
を学びたいとの内容であった。現在で

確保等、
喫緊の課題を数多く抱えてい

プロジェクトの計画段階（

庁の計 人が参加した訪日研修では、
は、中国側の関心事項は、地域包括ケ

ての経験・教訓」「日本における介護人

厚生労働省、地方自治体の保健福祉

計の経緯）
、福祉用具の質の高さと種

家高齢者事業発

が通達した「第 次五カ年計画 国

中国では介護人材が量・質ともに不

て、
非常に熱心な議論へと発展した。

類の豊富さ、体系的な人材育成の仕

展 および養 老 体

モデルサイトのうち老人ホームを

る。

組み、質の高い介護サービス、清潔で

系の構築計画」が

足しており、
専門人材の育成は喫緊の

ア
（医療と介護の連携）
、
居宅・訪問介

安全な介護施設等に感心したようで

挙げられよう。同

運営する施設からは、認知症高齢者

局、地域包括支援センター、民間の複

ある。参加した民政部の幹部からは、

計画では、
在宅・社

課題である。
モデルサイトのうち カ

（ ）
介護人材育成の取組み

日本における介護保険制度の運用や

区（コミュニティ）

の介護に関する具体的な対応方法、

（ ）
介護施設の取組み

高齢者介護サービス体系の在り方が

介 護 サ ー ビ スの

所は教育機関であり、若手介護人材

護サービス
（ハード・ソフト面）、人材

大変参考になり、部内にフィードバッ

重視、介護施設の

リスクマネジメントの取組みを知りた

合型介護施設および人材育成講座、

クし政策立案に活かしていくとのコメ

サービス品質・効

育成を担う機関として、
人材育成への

育成システム
（カリキュラムや教材）
、
メント、認知症ケア等、
より具体的か
つ多岐に渡っている。

ントがあった。
日本の制度を参考にし

率性の向上、医療

極的な参加を促

いといった要望が増えている。 年に

大学や産学連携の研究拠点等を訪問
参加メンバーには日本訪問が初め
ての人が多く、
日本の法制度整備状況

た制度設計、
基準作り、
外資参入の緩

と介護の連携等が

月に国務院

和は、中国に進出する日系企業にも

明確に掲げられ、

背景としては、 年

プラスの影響があるため、
今後も引き

また高 齢 者 向 け

（特に介護保険制度の運用と制度設

続き、政策立案者である民政部との

市場への民間の積

3

積極的な協力を図っていく予定であ
る。

5

アに関するノウハウ

おり、特に認知症ケ

明らかになってきて

結果、徐々に課題が

に運 用 を 経 験 し た

され

、その後実際

施 設 が新 たに建 設

くの老 人 ホ ー ム 等

めに、過去数年で多

増 加 を 達 成 するた

れた介護ベッド数の

たり、民間企業が実施する初任者研

労働省や大学との意見交換を実施し

修会を開催したり、訪日研修で厚生

材育成に携わる講師を招いて現地研

に基づき、
日本の大学や民間企業で人

ジェクトではモデルサイトからの要望

らず離職率も高い。
このような中、
プロ

も低い水準であり、
優秀な人材が集ま

護事業従事者の賃金は他の業界より

う見方が一般的である。
したがって、
介

サービス」
は高齢者の世話をするとい

立されているが、中国において「養老

注５

が不足していること

修講座を体験する等、
日本における介

能を持つ
「介護」
の専門職がすでに確

みである。
日本では専門的な知識と技

取組みを強化しているが、
問題は山積

6

が指摘されている。

年 ）」で目 標とさ

次五カ年計画
（ ～

発表された「高齢者事業発展の第

11

11

12

4

15

17
13

江蘇経貿職業技術学院の視察

26
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6

福祉用具、
介護施設でのリスクマネジ

15

し、
視察や意見交換を行った。

3

12

高齢化社会での
日中 Win-Win 協力の方途を探る

様々なかたちで日系企業と協力して

の派遣や訪日研修時の受け入れなど

上記で述べたとおり、研修会講師

（ ）日系企業との協力

いる。

年の介護保険制度

護人材育成の理念と実践を共有して

ては民政部のみにインプットしても限

連携促進や介護保険制度導入につい

や財政部等が挙げられ、
医療と介護の

家発展改革委員会
（高齢者産業発展）

保険制度、介護職員の資格制度）、国

療ケア）
、
人力資源・社会保障部
（社会

家衛生計画生育委員会（高齢者の医

されている省庁横断の調整機関）
、国

齢工作委員会弁公室（民政部に設置

る省庁として、
民政部のほかに全国老

り得るであろう。今後、新制度施行後

から、
日中WIN・WINの協力にな

して活躍することが見込まれること

国後に中国において管理者、
指導者と

また日本で数年間経験を積めば、帰

から派遣すれば日本で即戦力となり、

あるという。
質の高い介護人材を中国

実習生を送り出す仕組みを検討中で

日本での実習）
を活用し、外国人技能

成モデル
（日本式介護、日本語教育、

いる。日本では
導入以降、多くの民間企業が介護事
業を担っており、
施設サービス、
居宅・
訪問・通所サービス、
地域密着型サー

場の全面的な自由化や外資参入の緩

する若干の意見」
で、介護サービス市

点があり、
ODAの技術協力を通して

係者との関係構築に役立つという利

府関係者や教育機関、介護施設の関

クトの所期の目標達成に向けて、
残り

多い。
このような制約のなか、プロジェ

活かして企画した途上国への協力活動を、

および公益法人の団体等が経験や技術を

注２：日本の

ら活動を進めていく予定である。

最後に、
高齢化対策の日中協力の展

望について一点、
日本の外国人技能実

習制度の動きを挙げたい。 年 月に

、大学、地方自治体

年間も各方面からの協力を得なが

ともあり、
調整に時間がかかる場合が

の通りコストシェアで実施しているこ

の動きに注目したい。

和が述べられるなど、
民間企業の参入

形成されるネットワークが、今後ビジ

注１： 年間で約３０００万元

界がある。
また、
本プロジェクトは前述

ビス、介護人材育成のいずれを取って
も民間が果たす役割が大きい。
中国で
も、 年 月に国務院弁公庁が発表
した
「高齢者介護サービス市場の全面

を推進しているほか、
長期介護保険制

ネスの発展につながれば幸いである。

が支援し、
共同で実施する事業。

実施団体からの応募に基づき採択される

注３：最終報告書
（ 年 月）

http://libopac.jica.go.jp/images/

であるため、日本語レベルの要件等、

介護者とのコミュニケーションが重要

で関心が高まっている。介護職員は被

追加が決定したことを受け、
日中双方

が という目標に対し、
達成状況は ・

注５：高齢者１０００人あたりのベッド数

つ

もに、
民政部幹部研修センターの機能も持

注４： 年制の職業技術学院であるとと

report/P1000016373.html

ハードルは高いと見込まれるが、草の

外国人技能実習制度への介護職種の

14

自由化と介護サービス品質向上に関

度の確立が模索され、
一部地域でパイ

今後もプロジェクトの枠組みを活用し
ていきたい。

て、
個別企業の要望に可能な限り応え

ロット事業が実施されている。
JICAの技術協力はあくまで政
府間協力であり民間企業を直接支援

N
G
O

デルサイトのひとつである陝西工運学

齢化対策戦略技術プロジェクト」
のモ

根技術協力の実施機関であり
「日中高

築計画より）

国家高齢者事業発展および養老体系の構

床に達したとされる。（第 次五カ年計画

であり、
介護ベッド数は６７２万７０００

30
3

する訳ではないが、
日本の経験・ノウハ

課題と今後の展望

プロジェクト実施に際し、当然のこ

4

3

院では、
これまでに培った介護人材育

30

ウを共有するためには民間企業との
協力が不可欠である。
実際に様々な企
ており、また、視察受け入れ、福祉用

とながら課題もある。
例えば縦割り行

6

13

業の方に研修講師を務めていただい
具紹介・体験、
教材の紹介等で協力を

政の問題である。
高齢化対策に関係す

11

12

得ている。
企業側にとっては、
中国側政
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江蘇省南京市での現地研修会の様子
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省エネ・環境コーナー

混乱から大都市を守る方法

ダムを一杯にするほどの清潔な水を手

ことができれば、毎年、中国の三峡

方をすると、この漏れを検知して防ぐ

で失われる水の年間総量です。別の見

到達する前にパイプからの漏れが原因

は、世界で家庭、企業または病院へ

により、資源の消費状況などの

タル技術の高度化と費用の低下

対処することができます。デジ

用することで、これらの問題の多くに

しかし、幸いなことに、データを活

も、未来に対する警告を発しています。

その他の都市における壊滅的な干ばつ

込まれています。また、サンパウロや

。
「パ

約 兆 6000 億リットル―これ

先進的なスマートシステム

現在、世界的に都市圏への人口

に入れることができるのです

この世界で起きている事象を可

課題解決へと導くことができるの
です。
マニ ラの 水 道 局 で あ る

は、５
てみましょう。 Maynilad
４０平方キロにおいて数百万人

Maynilad Water Services Inc.
（以下 Maynilad
）のケースを見
に、221 の都 市 が 100 万 人 以

に水道サービスを提供しており、

OSIsoft, LLC.
大中華区・インド地域
担当ディレクター

20 07

いておらず、約半分は 時間のサー

域の人々の ％にはサービスが行き届

ています。 年には、サービス対象地

Ann Moore

分以上に対して十分な水圧での水道

ビス提供が出来ておらず、また、半

24

集中が進んでおり、２０５０年ま
でに実に 割近くが集中すること

イプ漏れ」問題は、今後数十年にお

視化・共有する為の、便利で経
済的な基盤を構築することが可

注１

いて人類が直面する最重要課題の つ

に直結する課題です。言い換えると、

能となりました。データにより、
億～ 億の人口を持つ惑星を

大都市に人口が益々集中し続ける中
で、私たちは食料、電気および水といっ
た基本的な資源を提供する新たな方
法を考え出す必要があるのです。
現在、世界の人口の約 ％は都市
部で暮らしており、この割合は 年ま
でに ％へ上昇すると考えられていま

上の人口を抱える見通しです。今後

７５００キロ近くの水道管、下

す。中国国内だけでみても、 年まで

何年かのうちに、人口 1000 万人

水管および の貯水池を管理し

こまめな点検とモニタリングによって、日本の水道は非常に低い漏水率を誇る（大阪市水道局）

が予想されている。本稿では、都
市人口集中により生じる様々な問
題を実例をもって紹介すると同時
等データ管理ソフトウエ

に、三井物産が支援する、産業向
け
アの開発・販売におけるグローバ
ルリーディング企業である米国の
（ 年に三井物産が出資参
OSIsoft
システムを活
画）が提供する
用し、データの可視化、サービス
の合理化、資源の最適利用等事業
による省エネ・環境改善効果を紹
システム
の
介する。
（ OSIsoft
は、センサーや制御装置などの現
場機器からデータを集約・可視化
し、コストの削減、生産効率の向上、
新しいサービスの創出につながるよ

90

—
うな洞察をリアルタイムに提示する

80
を超える大都市の数は倍増すると見

19

P
I

1
50

P
I

ことができるデータ基盤である）

54

50
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32

66
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などの新たな設備投資を進めること

網、太陽光発電設備および蓄電設備

することができます。また、清華大

量、電力消費および交通渋滞を削減

マートな駐車管理システムは、排気

私たちは、デジタル技術の活用により

エラーの連続になるでしょう。しかし

せん。今後数十年は、トライ・アンド・

くチャレンジは簡単なことではありま

この様に、新たな技術を導入してゆ

た。また、水道管のパイプのコストの
ができるのです。同じように、天然ガ

学などの大学から、スマートな空調機

操業の効率化が可能となり、私たち

％高くなると報告されています。ス

上昇により、設備更新に必要な資金
スの供給網についても、漏れの検出や

器やマイクログリッドに取り組む新た

資金流出を防いだ分を活用して送電

が不足していることも明らかでした。
資源の最適使用のため、継続的な監

が今思うよりも多くの資源を手にす

サービスが提供されていませんでし

は操業
こうした状況で、 Maynilad
改善の一環として、水消費状況の地図

な起業家が続々と輩出されてくるで

導入を積極的に進めました。その結

どをモニタリングする為のシステムの

い賃貸物件の入居率は通常より高く、

る調査によれば、エネルギー効率の良

性化の入口としても期待されます。あ

こうしたデジタル技術は、経済の活

ムは、幅広く展開する前に、複数の

最先端の照明機器や電力管理システ

して実現できることではありません。

ダムの貯水容量は 392 億立方メートル

で失われる水の年間総量は、 ・ 兆ガ

（注１）世界においてパイプの漏れが原因

ることができると、信じています。

果、 年までに、顧客の ・ ％に

多くの場合でより速やかに入居者を

実証試験を経る必要があります。世

（ 兆 2000 億リットル）です。

ビスを提供し、 ％に対して十分な

り物は、一般向けの乗用車ではなく、

ある程度管理された環境における船、

兆６000 億リットル）
、 三峡

大中華区
OSIsoft
ホームページ： www.OSIsoft.com

連絡先：

傲時軟件技術（上海）有限公司・

（中国語・英語）

電車またはトラックとして登場し、そ

れらの性能は様々な方法でテストされ

います）

（三井物産株式会社は 年に OSIsoft
に出資参画し、同社事業を支援して

： 86-10-59653462
TEL
： ho.wang@mitsui.com
Email

王鴻燁

（日本語）三井物産（中国）有限公司・

号来福士広場２６０１室

： gshen@osisoft.com
Email
住所：上海市黄浦区西藏中路２６８

）
Manager
： 86-21-23278626
TEL

（ China Marketing
Gloria Shen

るでしょう。新たな技術を提供するプ

レーヤーは、技術の進化に伴う痛み

を可能な限り低減するため、サービ

スモデルでの提供やリース等の新しい

ビジネスモデルを開発してゆく必要が
あります。

プライバシーおよびセキュリティも

考慮する必要があります。ウェブサイ

トが停止しても人々はそのことについ

てインターネット上で冗談を言うだけ

ですが、地下鉄システムが停止すれ

6

もちろん、これらすべては、一夜に

対してサービスを提供できるようにな

獲得でき、ROI（投資利益率）は

界で最初に普及する「スマート」な乗

水圧でのサービス提供をすることが可
能になりました。
同時に Maynilad
は、顧客に届く
前に失われる水の量を ％、量にして
億４０００万リットル削減すること

に成功し、顧客数を６４００万人か
ら９０００万人へと拡大させることに
成功しました。ソフトウエアにより水
が創り出されたのです。
また、盗電についても考えてみま
しょう。毎年世界では 890 億ドル
相当の電力が盗まれており、そのほ
とんどは、アジア、アフリカ、南米と

8

7

いった電力需給が逼迫している地域に

32

94

24

集中しています。これに対し、不自然

39

ロン（

るとともに、 ％に対して 時間サー

通常のプロジェクトよりも平均で ・

しょう。

視が求められています。

渋滞緩和のためには、駐車管理システムを含む新たなシステム導入が必要と
なる（北京市内）

上での可視化や水流の測定データな

2

ば、多くの人々が激怒するでしょう。

JC ECONOMIC JOURNAL 2017.9

29

27

な電力消費パターンを遠隔で検出し

19

99

97

13

て盗電を阻止する技術を活用すれば、

16

6
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森・濱田松本法律事務所 弁護士

石本茂彦 注 1

会社から海外の出資者（本社）に上記のいずれかの形で技術

ては中国で特許出願ができなくなるとされます注 18。なお、秘

を移転する場合も、規制の対象ということになります。

密保持審査申請から 4 カ月経過しても秘密保持審査通知が届

４ 規制される技術の範囲
（1）安全保障貿易関連
中国は通常兵器に関するワッセナー・アレンジメント（WA）

かない場合や、6 カ月が経過しても秘密保持を要する決定が出
されない場合は、承認されたものとみなされて、外国での出
願が可能となります注 19。
（2）国家秘密保護法

の加盟国ではないため、日本等と異なり、通常兵器関連の汎

科学技術に関する情報が国家秘密として管理されることもあ

用品は規制の対象とされていません。それでも、規制対象とな

ります注 20。外資系の企業が関わることは実務上少ないと思わ

る汎用品の範囲は、製造関連設備・機器、材料、試験・計測

れますが、例えば国有企業との合弁会社で開発した技術情報

機器、ソフトウエア等、思いのほか広範です。例えば、一定の

が国家秘密に指定されたような場合は、その国外への持ち出

高スペックの測定器、分離器、産業ロボット、バルブ、弁等と

しは大きく制限されることになります。

いったものに関する技術も規制の対象です注 12。
なお、規制リスト外の技術でも、輸出者が、輸出しようとす
る技術が大量破壊兵器やテロ等に使用されることを知ってい
る、または知り得る場合には規制対象とするキャッチオール規
制の規定も、抽象的ですが置かれています注 13。
（2）技術輸出入管理関連
「技術輸出入管理条例」及び「輸出禁止・輸出制限技術管
理弁法」によって規制される技術は、さらに広範囲に及びま
す。輸出禁止・輸出制限技術リストを見ると、例えば、ワクチ
ンや漢方、バイオテクノロジー関連、水産養殖や農薬関連か
ら、半導体、電子デバイス、ロボット工学、情報処理関連等々
の幅広い範囲のなかの特定の技術が、輸出制限対象として列
挙されています。
なお、安全保障貿易規制の対象となる技術には、この規制
は適用されないこととされています注 14。

５ 許可手続、罰則
安全保障貿易管理の規制対象技術を輸出しようとする者は、
まず電子申請を通じて、商務部で汎用品等の輸出者として登
記する必要があります。個別の技術輸出の許可証の申請は、
各地の地方レベルの商務部門に電子申請等を通じて行います
が、最終的判断は、中央の商務部が他の中央主管部門と連携
しつつ行います注 15。包括的許可の制度もあります。
「技術輸出入管理条例」上の制限技術の輸出については、
地方（省・直轄市）レベルで、電子申請を通じて許可を取得す
ることとなっています注 16。
こうした規制に違反した場合は、一定の過料注 17、違法所得
没収、犯罪を構成する場合は刑事罰の可能性もあるとされま
す。

６ その他
（1）中国国内での発明に対する秘密保持審査
中国国内で完成された発明（実用新案を含む）を外国で特
許出願する場合、知識産権局の事前の秘密保持審査が求めら
れます。これに違反して外国で出願した場合、その発明につい

注 1： 本稿作成に当たっては、森・濱田松本法律事務所の戴楽天・
徐楊両氏に多大な協力をいただいた。
注 2： 公 表さ れて い る 処 罰 例 は 非 常 に 限 ら れて い る（http://
w w w.gov.cn/ziliao/f lfg/2005- 05/27/content _1469.
h t m 、 h t t p : // w w w. m o f c o m . g o v. c n /a a r t i c l e /a e /
ai/200405/20040500225170.html）
。
、2005 年 12 月 31
注 3： 《両用物項和技術進出口許可証管理弁法》
日公布、2006 年 1 月 1 日実施
、
1998 年 6 月10 日公布、
注 4：《核両用品及相関技術出口管制条例》
同日実施、2007 年 1 月 26 日改正
、2002 年 10
注 5：《有関化学品及相関設備和技術出口管制弁法》
月 18 日公布、2002 年 11 月 19 日実施
、2002 年 8 月 22 日
注 6：《導弾及相関物項和技術出口管制条例》
公布、同日実施
、2002 年 10
注 7：《生物両用品及相関設備和技術出口管制条例》
月 14 日公布、2002 年 12 月 1 日実施
「輸出管理ガイダ
注 8： 中国の安全保障貿易管理制度については、
ンス・海外輸出管理法制度中国版第 10 版」
（一般財団法人・
安全保障貿易情報センター（CISTEC）2015 年 3 月）が詳しい
（ただし、若干の情報のアップデートは必要である）
。
、2001 年 12 月 10 日公布、2002 年 1
注 9：《技术进出口管理条例》
月 1 日実施、2011 年 1 月 8 日改正
《禁止出口限制出口技术管理办法 (2009 修订 )》
、2009 年 4
注 10：
月 20 日公布、2009 年 5 月 20 日実施（商務部、科学技術部
令 2009 年第 2 号による改正）
、2009 年 2 月
注 11：《技术进出口合同登记管理办法 (2009 修订 )》
1 日公布、2009 年 3 月 1 日実施（商務部令 2009 年第 3 号に
よる改正）
注 12：制 限 対 象となる技 術のリストの詳 細については、http://
www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201612/20161202447592.
shtml、
前掲の CISTEC 輸出管理ガイダンス等を参照されたい。
注 13：例えば核両用品及び関連技術輸出規制条例第 3 条など。
注 14：輸出禁止・輸出制限技術管理弁法第 21 条
注 15：両用品及び技術輸出入許可証管理規則、商務部事務ガイド
ライン http://lywx.mofcom.gov.cn など。
注 16：http://fms.mofcom.gov.cn/article/b/ah/201508/
20150801085455.shtml
注 17：各規定とも、おおむね違法収入の 1 ～５倍、または 5 万～
25 万元の過料が基本となっている。
注 18：特許法第 20 条
注 19：特許法実施細則第 9 条
注 20：国家秘密保護法（2010 年改正）、科学技術秘密保持規定
（2015 年）など。
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中国からの技術の輸出

中国の現地法人で新たに開発された技術を、日本の本社でも利用したいと思います。中国国内における手続
等、どのような点に注意する必要がありますか。
規制対象でない技術（自由輸出技術）を、日本本社など中国国外の企業等に対して譲渡やライセンスする場
合は、オンラインを通じた技術輸出契約の登録手続が必要です。技術が汎用品（デュアルユース品。民用だ
けでなく軍事目的でも利用できる物品）に関わる技術である場合は、その中国国外への移転・持ち出しについて、
中国の安全保障貿易管理のルールに従って事前に技術輸出許可の取得が必要となることがあります。また、
「技術輸
出入管理条例」上の輸出制限技術に該当する場合も、同条例に従った技術輸出許可が必要となります。そのほか、
中国国内での発明を外国で特許出願する場合の事前の秘密保持審査要求、国家秘密保護法等についても注意が
必要なことがあります。

１ 中国からの技術の輸出

を設けています。すなわち、貿易に関する基本法である「外国
貿易法」の下、
「両用品及び技術輸出入許可証管理規則」注 3、

中国の技術力が目覚ましい高まりを見せるなか、今後は、従

「化学品及び関連
「核両用品及び関連技術輸出規制条例」注 4、

来とは言わば逆向きに、中国国内で開発された技術を日本で

「ミサイル関連品目
設備及び技術輸出に関する規制弁法」注 5、

活用するという局面が増えてくるように思われます。

「生物両用品ならびに関連設備及
及び技術輸出規制条例」注 6、

最近では、サイバー安全法によって個人情報の国外持出しに

び技術輸出規制条例」注 7 等の法令によって、大量破壊兵器関

ついて欧州並みの厳格で幅広い規制が導入されることになる

連の物品、汎用品及びこれらに関する技術の「輸出」について、

のかなども話題となっていますが、こうした個人情報だけでな

事前許可を求める等の規制が敷かれています注 8。

く、技術やこれに関する情報を中国国外に移転・持ち出し（技

（2）技術輸出入管理条例に基づく技術輸出の制限

術輸出）をする場合についても、留意すべき規制が少なからず

注9
とその関連法令
（
「輸
上記とは別に、
「技術輸出入管理条例」

あります。特に要注意なのは、一定の制限対象技術を中国国

注10
など）
でも、
より広い範囲で、
出禁止・輸出制限技術管理弁法」

内から国外に「輸出」する場合には、政府当局の事前許可が

技術の輸出の禁止・制限が定められています。
「技術輸出入管

必要とされている点です。物品の場合と異なり、技術の輸出は

理条例」は、WTO 加盟の時期に制定されて以来、実務上、

目に見えにくく、政府としても規制のエンフォースが容易でない

主に中国への技術「輸入」に関する規定として意識されること

注2

ところはあるものの 、コンプライアンスの観点からはやはり
適切な遵守が望まれます。

２ 技術輸出規制の枠組
（1）安全保障貿易管理の観点からの技術輸出規制
現代の国際社会では、大量破壊兵器（核兵器、化学兵器、
生物兵器等）やミサイル、通常兵器（地雷、戦車、軍艦、戦闘機、
大砲、拳銃等）の拡散を防止するという観点から、
「核兵器拡

が多い印象ですが、実際には技術の国外への「輸出」も広くカ
バーしています。
（3）自由輸出技術の輸出
上記のような規制対象でない技術は、自由輸出技術として、
「技術輸出入契約登記管理規則」注 11 に従って、オンラインで
登記手続を経ることによって輸出が可能とされています。

３ 技術の「輸出」とは

散防止条約（NPT）
」
、
「原子力供給国会合（NSG）
」
「化学兵器

どのような行為が技術の「輸出」
、つまり技術の中国国外へ

禁止条約（CWC）
」
、
「生物兵器禁止条約（BWC）
」
、
「ミサイル

の移転に該当するかについては、各関連法令の表現に若干ば

関連機材・技術輸出規制（MTCR）
」
、
「ワッセナー・アレンジメ

らつきがあります。安全保障貿易関連の規定では、おおむね、

ント（WA）
」といった条約等に基づく国際輸出管理レジームが

技術支援（技術指導、技術者派遣、トレーニング、知識伝授、

構築され、欧米や日本など多くの国でこれに基づく安全保障貿

コンサルティングサービス等）
、技術者協力（合作）
、贈与、サ

易管理制度がとられています。この制度の下では、兵器やそ

ービス提供等の方式による技術移転、ソフトの輸出等がこれ

の部品だけでなく、軍事目的に転用可能な汎用品（デュアルユ

に該当することとされています。

ース品）も幅広く規制の対象とされています。また、物品だけ

他方、技術輸出入管理条例による規制については、貿易、

でなく関連する技術の移転も同様に規制され、国外への移転

投資または経済技術協力の方式により技術を移転する行為で

の際には政府の事前許可等が求められます。日本でも「外国

あり、特許権・特許出願権の譲渡、特許の実施許諾、技術ノ

為替及び外国貿易法」
（外為法）及び関連法令の下でこうした

ウハウの譲渡、技術サービス等の方式による技術移転が含ま

規制がなされています。

れるとされています（技術輸出入管理条例第 2 条）
。

中国も大量破壊兵器不拡散に関する NPT、NSG、CWC、
BWC に加盟しており、これらに基づく安全保障貿易管理制度
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このように、何らかの方法による技術の「国外」への移転に
対する規制ですので、例えば中国国内の外資独資会社や合弁
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■ 7/4 日中企業経営者イノベーション協力フォーラム開催

京都府、京都商工会議所、日中経済協会が主催する「日中経
営者イノベーション協力フォーラム」が京都にて開催され、中国
の新興中堅企業を中心とする緑公司連盟訪日団約 40 人が京都
府内外の経営者ら約 70 人と「イノベーション」をテーマに交流し
た。スピーディな経営で事業革新してゆく中国企業と、匠の精神
で磨き上げた技術を革新に結び付けてゆく日本企業との交流を通
じて、イノベーションの真髄と相互協力の必要性が改めて確認さ
れた。パネルディスカッションでは、日中双方の代表が日中イノ
ベーションそれぞれの特徴について討論し、その後、日中経営者
らの「ビジネスマッチング」も行われ、Win-Win のビジネスチャ
ンス創出につながった。
（詳細は、本誌 10 月号に掲載予定）

■ 7/11 日中経済協会・日中投資促進機構共催会員セミ
4/24
ナー開催

対中ビジネスの展開・拡大につながる情報提供を目的として、
「中
国知財保護政策の最新動向」をテーマに日中投資促進機構と会
員向けセミナーを開催した。セミナーでは袴田知弘・特許庁審査
第一部審査官に講演いただいた後、質疑応答を行った。

■ 7/12 ～ 17 日中経済協会新旧理事長交代挨拶訪中

伊澤正理事長は前理事長・岡本巖顧問と共に 12 日より北京を
訪問した。李偉・国務院発展研究中心主任、張勇・国家発展改
革委員会副主任、高燕・商務部副部長、孔鉉佑・外交部部長助
理、鄭暁松・共産党対外聯絡部副部長、尹宗華・中国貿促会副
会長、宋敬武・対外友好協会副会長、王巍・中国金融博物館理
事長と面談し、日中経済関係についての意見交換を行った。16、
17 日には山東省を訪問。東営市、濱州市で政府・企業関係者と
交流したほか、済南で龔正・山東省長と会見した。龔省長からは
淄博での大気環境対策ビジネスの進展への評価と共に、今後の
化学産業をはじめ多分野における産業交流に期待が示された。

府は、
「広東省・香港・マカオの協力を深化させ、大湾区の建設
を推進する枠組み協議」に調印。広東省、香港、マカオは、中
央の関連当局のサポートの下、協力メカニズムを改善、整備し、
広東省・香港・マカオベイエリアを低炭素かつ経済発展の起爆
剤としたい考え。

■ 7/25 中国青島市工商センター日本代表事務処の開設
式典への参加

中国青島市工商センター日本代表事務処
の開設式典が東京で開催され、当協会の
杉田専務理事が参加し挨拶を行った。中
国青島市工商センター日本代表事務処は、
「走出去」
（中国企業の対外投資）
「引進来」
、
（海外企業の対内投資）
、
「引智」
（海外高 除幕式に杉田専務理事
級人材の招聘）を主要機能としたビジネス が参加
サポート代表機構で、日本における青島企業の投資貿易事業の
推進サポート、日本企業の投資誘致、対外 PR 事業、インテリジェ
ンス人材サービスの推進を目的に設立された。式典には青島市
商務局や山東省政府駐日本経貿代表処など関連機関の代表者が
参加した。

■ 7/31 2017 年度「日中経済交流検討会議」第 3 回会
議開催

直近の中国経済と日中経済の動向及び中国
のビジネス環境等に関する情報交流・意見交
換を目的とした「日中経済交流検討会議」17
年度第 3 回会議を開催。同会議では、松井俊
講演をする松井氏
一・三菱商事株式会社顧問に「中国市場での
ビジネスポテンシャリティー」のテーマで講演いただき、質疑応
答を行った後、直近の中国ビジネス環境等に関する継続的な意
見交換を行った。

■ 7/18 ～ 19 広東省外事弁公室「広東・香港・マカオベ
イエリア開発視察団」の受入れ

羅軍・広東省外事弁公室副主任を団長とする広東省外事弁公
室の視察団一行 5 人が来日。当協会のアレンジのもと、東京都
庁とみなと総合研究財団を訪問し、日本の環境・交通を中心とす
る都市再開発の現状や、港湾を中心とする地域開発の経験や関
係者の利害調整のやり方について交流した。
7 月 1 日、国家発展改革委員会と広東省、香港、マカオの４政

2017 年 7 月の日中東北開発協会の活動から

■ 7/21 北海道庁・高橋はるみ知事が来会

北海道庁・高橋はるみ知事が来会し、伊澤副会長、杉田理事
長ほかが対応し、今後の協力等について意見交換を行った。

2017年 10月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

日中創新企業協力の展望

－日中企業経営者イノベーション協力

フォーラムの開催から見る
日中経協ジャーナル
2017 年 9 月号（通巻第 284 号）平成 29 年 8 月 25 日発行
発行人

髙見澤学 今村健二

発行所

一般財団法人 日中経済協会

JAPAN-CHINA ECONOMIC ASSOCIATION
東京

〒 102-0071 東京都千代田区富士見 1-1-8 千代田富士見ビル 2 階
TEL. 03 - 5226 - 7351 FAX. 03 - 5226 - 7221

大阪

〒 540-0029 大阪市中央区本町橋 2 - 8 大阪商工会議所ビル２階
TEL. 06 - 4792 - 1776 FAX. 06 - 4792 - 1778

URL: http://www.jc-web.or.jp
禁無断転載 Ⓒ JAPAN-CHINA ECONOMIC ASSOCIATION 2017
デザイン・印刷

ホクエツ印刷株式会社

TEL. 03 - 5245 - 8821

＊当財団会員の本誌購読料は会費に含まれております。
定価 本体 800 円＋税（送料共） ISBN：978-4-88880-249-9 C2033

編集後記
今回は福祉関連企業のインタビューを経て、人間としての尊厳を最期
まで守るために、福祉がいかに大切か実感しました。一人ひとりが自
分らしく、自尊心をもって生きていくために、社会全体が「先憂後楽」
の心構えで超高齢社会時代の福祉を考え、実際に取り組む必要があ
るように思います。中国の介護業界の成長を促進し得る中国版の「介
護保険制度」の実現と相俟って、より多くの方が質の高い介護サー
ビスを受けられることを願います。
（久力）
＊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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中国・日中の主要経済指標
本表は、中国国家統計局発表を中心に、2017 年第 2 四半期までの主要経済指標
（速報値）をとりまとめたものです。
データが更新された場合は、当会ウェブサイト（http://www.jc-web.or.jp/）に反映します。
項

目

国内総生産
（GDP）名目額
〃 実質成長率
（前年比）
（注 1）
四半期 GDP 実質成長率
（前年比）
1 人当たり GDP
〃 実質成長率
（前年比）
食糧生産量
工業生産額
（付加価値ベース）
〃 前年比
（注 2）
うち一定規模以上の工業企業
（前年比）
（注 3）
固定資産投資額
〃 前年比
（名目）
不動産開発投資額
〃 前年比
（名目）
社会消費財小売総額（注 4）
〃 前年比
（名目）
消費者物価指数
（CPI）
工業品出荷価格指数
（PPI）
都市部 1 人当たり可処分所得
〃 実質伸び率
農村部 1 人当たり可処分所得（注 5）
〃 実質伸び率
都市部新規雇用者数
都市部登録失業率
中国の貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の輸出額
〃 前年比
中国の輸入額
〃 前年比
中国の輸出入収支
中国の対日貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の対日輸出額
〃 前年比
中国の対日輸入額
〃 前年比
中国の対日輸出入収支
（注 6）
世界の対中直接投資契約件数
（中国商務部統計）
〃 前年比
世界の対中直接投資実行額（ 〃 ）
〃 前年比
日本の対中直接投資契約件数（中国商務部統計）
〃 前年比
日本の対中直接投資実行額（ 〃 ）
〃 前年比
経常収支
（注 7）
マネーサプライ
（Ｍ２）
〃 前年比
外貨準備
対外債務残高（注 8）
対ドルレート
日本の対中貿易総額
（財務省貿易統計・ジェトロ換算）
〃 前年比
日本の対中輸出額
〃 前年比
日本の対中輸入額
〃 前年比
日本の対中輸出入収支
日本の対中直接投資額
（財務省国際収支状況・ジェトロ換算）
〃 前年比

単

位

2013 年

2014 年

2016 年 2016 年
1～3月 1～6月
689,052 160,710 340,637
6.9
6.7
6.7
6.7
6.7
49,351
6.3
6.2143
236,506
6.0
6.1
5.8
6.0
551,590
85,843 258,360
10.0
10.7
9.0
95,979
17,677
46,631
1.0
6.2
6.1
300,931
78,024 156,138
10.7
10.3
10.3
1.4
2.1
2.1
-5.2
-4.8
-3.9
31,195
9,255
16,957
6.6
5.8
5.8
11,422
3,578
6,050
7.5
7.0
6.7
1,312
318
717
4.05
4.04
4.05
39,569.0
8,021.4 17,113.7
-8.0
-11.3
-8.8
22,749.5
4,639.3
9,842.3
-2.9
-9.6
-7.8
16,819.5
3,382.1
7,271.4
-14.2
-13.5
-10.2
5,930.0
1,257.3
2,570.9
2,786.6
614.1
1,284.1
-10.8
-6.9
-5.1
1,356.7
309.3
616.7
-9.2
-5.5
-6.1
1,429.9
304.8
667.5
-12.2
-8.2
-4.2
-73.2
4.6
-50.8
26,575
5,956
13,402
11.8
1.6
12.5
1,262.7
354.2
694.2
5.6
1.5
1.5
643
-1.5
32.1
10.1
17.2
-25.9
-5.1
-14.4
3,042
393
1,035
1,392,278 1,446,198 1,490,492
13.3
13.4
11.8
33,303.6 32,125.8 32,051.6
13,829.8 13,645.0 13,893.0
6.2284
6.4612
6.6312
2015 年

2016 年
1～9月
529,971
6.7
6.7

2017 年 2017 年
1〜3月 1〜6月
744,127 180,683 381,490
6.7
6.9
6.9
6.9
6.9
53,980
6.1
6.1624
247,860
6.0
6.0
6.8
6.9
596,501
93,777 280,605
8.1
9.2
8.6
102,581
19,292
50,610
6.9
9.1
8.5
332,316
85,823 172,369
10.4
10.0
10.4
2.0
1.4
1.4
-1.4
7.4
6.6
33,616
9,986
18,322
5.6
6.3
6.5
12,363
3,880
6,562
6.2
7.2
7.4
1,314
334
717
4.02
3.97
4.05
36,855.7
8,999.4 19,095.5
-6.8
15.0
13.0
20,981.5
4,827.6 10,472.7
-7.7
8.2
8.5
15,874.2
4,171.8
8,622.8
-5.5
24.0
18.9
5,107.3
655.7
1,850.0
2,747.9
688.8
1,421.9
-1.3
12.3
11.1
1,292.6
322.6
652.8
-4.7
4.8
6.2
1,455.3
366.2
769.1
1.8
20.0
15.6
-162.6
-43.7
-116.4
27,900
6,383
15,053
5.0
7.2
12.3
1,260.0
338.1
656.5
-0.2
-4.5
-5.4
576
-10.4
31.1
9.4
17.3
-3.1
-6.9
0.6
1,964
184
712
1,550,067 1,599,610 1,631,283
11.3
10.6
9.4
30,105.2 30,090.9 30,567.9
14,206.6 14,378.0
6.6423
6.8993
6.7744
2016 年

億元
%
%
元
%
億トン
億元
%
%
億元
%
億元
%
億元
%
%
%
元
%
元
%
万人
％
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
件
%
億ドル
%
件
%
億ドル
%
億ドル
億元
%
億ドル
億ドル
元 /US ＄

595,244
7.8

643,974
7.3

43,320
7.2
6.0194
222,338
7.7
9.7
446,294
19.1
86,013
19.8
242,843
13.1
2.6
-1.9
26,955
7.0
8,896
9.3
1,310
4.05
41,603.1
7.6
22,100.2
7.9
19,502.9
7.3
2,597.3
3,125.5
-5.1
1,502.8
-0.9
1,622.8
-8.7
-120.0
22,773
-8.6
1,175.9
5.3
943
-40.3
70.6
-4.0
1,482
1,106,525
13.6
38,213.2
8,631.7
6.1932

46,629
6.7
6.0703
233,856
7.0
8.3
512,761
15.3
95,036
10.5
271,896
12.0
2.0
-1.9
28,844
6.8
9,892
9.2
1,322
4.09
43,030.4
3.4
23,427.5
6.1
19,602.9
0.4
3,824.6
3,124.4
0.0
1,494.4
-0.5
1,630.0
0.4
-135.5
23,778
4.4
1,195.6
1.7
653
-30.8
43.3
-38.7
2,360
1,228,375
12.2
38,430.2
17,799.3
6.1428

億ドル

3,120.4

3,091.8

2,699.4

632.5

1,271.5

1,966.9

2,703.2

688.1

1,395.9

%
億ドル
%
億ドル
%
億ドル

-6.5
1,298.5
-10.3
1,821.9
-3.6
-523.4

-0.9
1,271.1
-2.1
1,820.7
-0.1
-549.7

-12.7
1,092.7
-14.0
1,606.7
-11.8
-514.1

-5.3
250.4
-4.7
382.1
-5.7
-131.7

-4.2
522.8
-3.0
748.7
-4.9
-225.9

-2.2
814.0
0.2
1,152.9
-3.9
-339.0

0.1
1,138.7
4.2
1,564.4
-2.6
-425.7

8.8
296.0
18.2
392.1
2.6
-96.1

9.8
615.7
17.8
780.2
4.2
-164.5

億ドル

91.0

108.9

100.8

20.4

41.8

64.2

86.3

23.0

48.5

%

-32.5

19.6

-7.5

-20.6

-26.0

-17.4

-14.3

12.8

15.9

（注 1）四半期 GDP 実質成長率は、1 ～ 6 月では第 2 四半期、1 ～ 9 月では第 3 四半期について
の前年同期比を示す。
（注 2）2011 年からは年間売上 2,000 万元以上の工業企業を指す。
（注 3）2011 年からは不動産投資・農村個人投資を除き、固定資産投資の対象を 50 万元以上か
ら 500 万元以上に引き上げた。
（注 4）個人の住宅購入を含まない。
（注 5）2014 年までは農民 1 人当たり純収入（四半期は農民 1 人当たり現金収入）。
15 年からは「農村部 1 人当たり可処分所得」。

6.0
426,906
8.2
74,598
5.8
238,482
10.4
2.0
-2.9
25,337
5.7
8,998
6.5
1,067
4.04
26,773.1
-7.8
15,368.7
-7.5
11,404.4
-8.2
3,964.3
1,999.5
-3.3
949.7
-5.5
1,049.8
-1.2
-100.1
21,292
12.2
950.9
0.2

22.7
-10.6
1,727
1,516,361
11.5
31,663.8
14,320.0
6.6778

（注 6）対中直接投資は金融分野（銀行・証券・保険）を含まない。
（注 7）マネーサプライ、外貨準備、対外債務残高は期末数。対ドルレートは年間は平均数、四半
期は期末数。
（注 8）2015 年からは人民元建ての対外債務残高を含む（2014 年もそれに伴い調整された）。
（出所）中国国家統計局、中国海関総署、商務部、人力資源・社会保障部、中国人民銀行、国家
外為管理局、ジェトロ発表等から日中経済協会が作成。
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