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巻頭言

創造の時代の
架け橋に
一般財団法人 日中経済協会 副会長
三井物産株式会社 代表取締役会長

飯島 彰己

世 紀に入ってグローバリゼーションの潮 流

消費主導のサステナブルな成長パターンへの移行

日 本 企 業 も、活 力 を 維 持 していくた めには、

が進みつつありますが、それと並行して、IT を

そうした中、三井 物 産も様々な分野で、中国と

自らの創造力を高めていくことが、重要な課題に

が本格化し、様々な商品やサービスの需

世 界とをつなぐ仕 事を手 掛 けてきました。私 自

なってきています。新 進のスタートアップも含 め

武器とする新興企業が台頭し、彼らを中核とし

身も、1980 年 代に初めて訪 中して以 来、合

て、異なる強みを持つ多 様な企 業 同 士が手を組

要と供給を世界的につないでいくことが経済発展

金鉄のビジネスを中心に、中国での仕事に携わり

んで、事 業 創 造に挑んでいくことも有 力な選 択

て新たなサービスを次 々と創 造して事 業を展 開

ました。カシミアの世界トップのサプライヤーで、

肢となるでしょう。そこでは、創造力に富む中国

の主軸であった時代において、中国は生産と消費

当社繊維部門の重要取引先であった内モンゴルの

企 業はきわめて有 力なパートナー候 補と考えら

するエコシステムが形成されています。

オルドスグループが、2000 年 代 初 めに、今

れます。

両面の急速な成長によって世界を牽引しました。

日の資 源・金 属・エネルギー・化 学 品など幅 広

このような時 代 潮 流の下、三井 物 産も、顧 客

りはありませんが、従 来のよ うな「需 要と供 給

い事 業 展 開 を進 めていく端 緒となった合 金 鉄 事

その後、リーマン・ショックを経て 2010 年

をつなぐ仕事」から、世界中のどこにもないもの

や世 界が抱える課 題のソリューションとなる商 品

代に入りま すと、需 要と供 給の世 界 的なネット

を「創造するためにつなぐ仕事」に移行していく

業に参入する折には、パートナー企業とともに現

ワークがほぼ完成し、つなぐことだけで成長でき

ことになります。そうなっても、創 造とイノベー

やサービス、事業を創造する主体へ進化していこ

る余地が次第に狭まってきたことで、経済のダイ

ションのホットスポットである中 国は、三 井 物 産

場のリーダーとして全力で支援しました。このと

ナミズムは、つなぐことによる市場の「成長」か

の仕事の重要な舞台であり続けるでしょう。私た

うとしています。人と人、企業と企業、国と国と

ら、新たな事業の「創造」に移行してきました。

ちは、日 本 企 業と中 国 企 業とを創 造のためにつ

きの記憶は、私の商社での経験のなかでも、ひと

AI や IoT、ロボット、ビッグデータ解析とい

なぐ、架け橋の役割を果たしていきたいと考えて

をつなぐことがビジネスの土台であることに変わ

った技術面でのイノベーションも追い風となってい

います。

きわ鮮やかに残っています。

ます。中国でも、急激な拡大・成長の局面を抜け、
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深圳スタートアップ・ベンチャー企業交流団
派遣報告

■杉田定大

構の土田誠行専務の団長就任とともに、

会長から強いご支援を賜り、産業革新機

や決定など何もしない」といわれているよ

察をし、話を聞き、学ぶが、投資の交渉

）
」
、 すなわ ち「視
Listen, Learn, Leave

ップ企業と大手企業との交流も深めるこ

トアップ企業同士だけでなく、スタートア

ミッション参加者間、具体的には、スター

にも参加いただいた（表１）
。日本側でも

今回、当協会として注意を払ったのは、

主な事業内容・プロダクツ
超小型革新的 AI& 画像処理回路
装着型ロボットスーツ
物流倉庫の知能ロボット化
長崎でのクラウドファンディング運営
日本のベンチャーキャピタルの投資を受ける旅行会社
設計段階でのコスト低減などのコンサルティング
自動車にワンタッチで装着可能な IoT デバイス
ブロックチェーン技術を活用した社会課題解決
Makers Boot Camp として試作コンサルティング、試作品製作
介護向け排泄タイミング予知デバイス
e-mobility で培った経験に基づくコンサルティング
法人向け後付型スマートロック
組込型の Flash メモリ IP
農業用センサー通信機器
地域特化型通信会社、内外物販
日中間の最大級ポータルサイトの運営
この世から眼鏡をなくすことを目指すピンホールコンタクトレンズ
人が作業をしている様に物体形状を認識する産業用ロボット

も、
コーポレートベンチャー協力（CVC）

としての取り組みにも強い関心を持たれて

いたようだ。大手企業にとっては、中国

側のスタートアップ・ベンチャー企業や中

堅企業との事業提携などに関心が高かっ

たのはいうまでもない。日・中間また日・

日間でも、イノベーション協力に向けた、

大変よいシナジー効果が出たのではないか

と考える。

①前海区との共催によるビジネス交流会

日本側 社、中国側 社、 社の 時

終始熱気は衰えず、また会場の内外でビ

ジネスマッチングを行うことができたのは

によ
大きな成果であった。特に、 WeChat

2
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にとって意義あるビジネス交流につながる

よう注意深く日程調整に努めた。

今回は、深圳の前海深港現代サービス

業合作区管理委員会と国信証券（深圳泰

九）の協力により、 度にわたって有意義

なビジネス交流会を行うことができた。

今回 人という大型ミッションになった

が、スタートアップ・ベンチャー企業だけ

でなく、当協会のメンバー企業であるメー

月に、中国企業家倶楽部・緑公司連盟の

有力スタートアップ企業の推薦、関係職

うで、我々も他山の石として、日中双方

カーや商社、銀行・証券、VC などの方々

訪日ミッションを迎えて、
「日中企業経営

員の参加を決めていただいた。このほか、

（ Look,

者イノベーション協力フォーラム」を京都

NEDO、さらには京都試作ネットなど

った。日本からの来訪者は「

で開催した際に、緑公司連盟のアドバイ

にも参加スタートアップ企業の推薦をお願

その実現にあたっては、特に、志賀副

ザーでパネリストであった許小年中欧国際

いした。今回ミッションの所期の成果が得

同訪中代表団が当協会の志賀俊之副会長

ミッションの目的は「視察ではなく交流で

とができた。賛助会員の大手企業の方々

工商学院教授が、日本の若い起業家のイ

られたのもこの推薦のおかげだと考えてい

企業を表 に示す。

ノベーションへの取り組みに感心し、
「ぜひ

年 月号参照）
。

（日産自動車取締役、産業革新機構会長）

ある」点であった。最近深圳には御多分

5

間半に及ぶロングラン交流会であったが、

33

ビジネス交流会

を団長とした地方視察で広州・深圳を訪

に洩れず、いろいろな視察ミッションが日

17

この示唆 を受け、昨年 月、当協会合

問した際に、若い起業家同士のイノベーシ

本からくるが、
「ビジネスにつながらない」

っては面談料をとられるといった状況もあ

と不満の声が聞こえてきており、場所によ

ョン交流を今年 〜 月に実施すること
3

を提案したところ、深圳側より積極的な

2

16

1

今回の経緯をまず説明したい。昨年

2

る。中国側参加者からは、日本のスター

4
L

深圳や北京中関村でも日中の若手起業家

経緯

去る 月 日から 日まで、日中経済協会は、産業革新機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
、
日本商工会議所、深圳市駐日本経済貿易代表事務所と連携して、中国深圳にスタートアップ・ベンチャー企業家、銀行・
証券・メーカー・商社・VC など協会賛助会員企業
（総勢 人）
で構成される交流団を派遣した。
63

トアップ・ベンチャー企業の質の高さが関

8

11

の交流機会を持つべきだ」と発言された

4

心を呼んでいた。主な日本側参加（発言）

3

協力の意向が示された。

表１ 日本から参加
（及び発言）した主なスタートアップ企業（五十音順）

会社・団体名
ArchiTek
イノフィス
Kyoto Robotics
connne
ジェイワイド
泰鴻人財技術諮詢
スマートドライブ
ソラミツ
Darma Tech
トリプル W ジャパン
日本電動化研究所
フォトシンス
フローディア
ベジタリア
まつばや百貨店
ミノテック
ユニバーサルビュー
リンクウィズ

10

（詳細は「日中経協ジャーナル」2017

7
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る名刺交換にもだんだん慣れてきて、その
後の交流にも役立ったようで、中国では顔
を交えての交流のみならず、メールアドレ
による交
スを活用したりして、 WeChat
流を通じて別の時間帯でミーティングを持
ったり、チャットでの連絡が取り合われて
いるようで、それが現在も続いていると聞
いている。また、ミッション参加者の中か
ら前海区への進出を表明された企業が現れ
たことも驚きの成果であった。
前海深港現代サービス業合作区の方々
のおかげで、中国側も注目すべき企業が

中日革新企業フォーラム

② 国信証券（深圳泰九）との共催による

そのほか視察先概要

テーマに十分配慮されていた。

会での座席配置も参加企業の業種や関心

（パーキンソン病対
ス）
、 GYENNO Tech

グジャパン（コミュニケーションプロデュー

により、同行深圳支店からエクサイジン

中心とした総合証券会社であり、深圳地

活躍している投資や IPO などの業務を

、華

務所の多大なる協力により実現したもの

ビス業合作区、深圳市駐日本経済貿易事

これら企業視察は、前海深港現代サー

対応など社会的問題のソリューションを果

た。中国にも、パーキンソン病や高齢化

だき、そのプレゼンには大いに触発され

策デバイスやシステムの開発）を推薦いた

国信証券は深圳のみならず中国全土で

区ではスタートアップ・ベンチャー企業、

である。

敢に見つけ出そうとチャレンジしている若

さらには大手企業に有数のネットワークを

、
、 Tencent

い企業家が現れているのが印象深かった。

）などはいわずと知れた

ユニコーン企業たちであり、視察写真を

大基因（

んだのは、日本のインフォデリバーの尚捷

また、エクサイジングジャパンの川ノ上和

からの深圳地域のイノベーシ

たいとお声掛けしたため、今回のミッショ

多くのところに企業交流の機会を持ち

げたい。

た。この場を借りて皆さまにお礼申し上

ョンの神髄に関するレクチャは意義深かっ

文

ン参加者の方々には申し訳なかったが、夕

おわりに

番外編

以て報告に代えたい。

表 に、中国側の主なプレゼン企業を

国信証券の張定軍総経理には、ひと

食時間の一部も、企業交流や勉強会の時

ンの機会が設けられた。

かたならぬお世話をいただいたと思ってい

コンサルタント会社 ）の張燕軍

本稿冒頭で今回の取り組みは昨年 月
間に充てさせていただいた。

と伝わり、ランチタイムも惜しんで継続
的なビジネスマッチングが行われた。交流

教育用ロボット開

（ スマー ト カ
SEN5 Labs

発、すでに秋葉原にも展開）

ンバウンド事業としてのミッション受入れ

ション先進地域へのミッションの派遣や、イ

築のため、今後もこうした中国のイノベー
や

ップなどのデバイス開発）の

ッチングを行った。張

はわざわざ北京から駆けつけ
てきてくれた。

また、 日目には、瑞穂銀

行 中 国の岡 豊 樹 董 事 長（み

府や京都試作ネットなどの方々に、引き

日本商工会議所、京都商工会議所、京都

関係先である産業革新機構、NEDO、

的に展開していきたい。

連盟や有力大学の EMBA など）を継続

（中国からの中国企業家倶楽部・緑公司

中イノベーション交流プラットフォーム構

ると述べた。このような新しいタイプの日

ン協力フォーラム」を契機としたものであ

の京都での「日中企業経営者イノベーショ

7

プレゼンを聞き、ビジネスマ

（

の 紹 介 に よ り、 Makeblock

C
E
O

初日は北京中関村の聚牛壹佰（技術

る。国信証券のやる気モードがひしひし

示す。日本側 社、中国側 社のプレゼ

3

社長からの紹介によるものであった。

有する。国信証券をパートナーとして選

D
J
I

続きご支援いただきたいと思っている。
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主な事業内容・プロダクツ
スマート空気清浄システム、高効率濾過素材
眼鏡型の拡張現実（AR）・仮想現実（VR）デバイス
スマート充電・電源デバイス
日中合弁の新型 LED 照明
人工知能（AI）技術開発
ブロックチェーン技術を応用したソフトウエア
心臓血管疾患患者向けウェアラブルデバイス
携帯性と経済性を重視した編隊飛行も可能なドローン

会社・団体名
艾科林環保科技（ECONIN）
深圳納徳光学有限公司（GOOVIS）
康体佳智能科技（COMTTI）
明月光科技有限公司（MY LUMENS）
子詢人工智能研究院
雲魚（Accretion Game Studio）
生碼医療科技（LifeCode Medical）
高巨創新科技開発（HIGH GREAT）

B
G
I

ずほ銀行執行役員）のご尽力

2

13

❶DJI は商用ドローンで世界
シェア7 割を握るトップメー
カー❷Tencent は時価総額
アジ アNo.1 を 誇 るBAT の
一 角❸BYD は中 国EV トッ
プシェアからモノレール事業
にも拡大中（写真は同社構
内に敷設されている車両）❹
中国ゲノム解析最大手の華
大基因（BGI）はソフトバン
クの出資も受けている

❹

S
T
E
M

15

主な事業内容・プロダクツ
ディープラーニング AI
オリジナルヘッドフォンブランド
クラウドを応用したスマートロボット
360°カメラ
仮想現実（VR）デバイス
ウェアラブル医療機器、ホームロボット
ペット犬向け啓蒙教育デバイス

会社・団体名
商湯科技（SENSETIME）
万魔声学科技（1 MORE）
達闥科技（CLOUDMINDS）
嵐鋒創視網絡科技（Insta360）
易晨虚擬現実技術（易晨 VR）
深圳市印堂科技（INTAO）
香港 TESLA 科技

数多く集まった。表 で一部を紹介する。

❷

表３ 国信証券
（深圳泰九）との中日革新企業フォーラムの主な中国側発言企業

2

❸
❶

表２ 前海区とのビジネス交流会の主な中国側発言企業

江原規由
一般財団法人国際貿易投資研究所 研究主幹

提起以来５年、
「一帯一路」
への世界的関心は高まり続けており、その行方につき、多くのことが語られている。

「一帯一路」
は、
合作共贏
（ウィン・ウィン）
を目的とし、「共商、
共建、
共享」（共に話し、
共につくり、
共に分かつ）の
『三

共』
を基本理念とし、『５通』（文中参照）
を主要事業としている。世界は
「一帯一路」
をどう見ているのか、「一帯一路」

ても過言ではあるまい。

勢（順不同）であったが、訪中時の

続々と訪中している。いずれも欧州

②設施聯通（共通インフラ整備）：

と同沿線国の発展戦略との連携など

①政策溝通（政策連携）
：「一帯一路」

まっている。2018 年

月

日、

た 注２。

④ 資 金 融 通（事 業 資 金の調 達・ 融

資）： AIIB 等国内外金融機関

との連携、人民元の国際化など

⑤民心相通（人材・文化等の交流強

4
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の新たな連携、協力関係の構築に向

き合っている。「一帯一路」は、中国

と欧州間の時間的、経済的距離を縮

小し、
新たなビジネス経済圏（FTA

網）を構築することを主目的の一つ

としているが、図１から、「一帯一路」

がユーラシア、オセアニアをカバーす

る広大な地域にまたがっていることが

うかがえよう。

「一帯一路」では、沿線国のインフ

ラ整備を中心とする壮大なプランが

描かれている。これを実現するため

のプロジェクトが『 通』
（政策溝通、

設施聯通、貿易暢通、資金融通、民

国王、そして、キャメロン前英国首

『 通』

の可能性や課題、そして、ビジネスチャンスの視点から考察してみた。

心相通、下記）である。この『 通』
たほか、中国商務部が英国と「一帯

相と、 各 国の元 首・ 首 脳・ 要 人 が

は、
いわば「一帯一路」の設計図といっ
一路」建設を中心とする総額 億ポ

首脳会談などで最も多く言及された

都市化の推進（交通・物流・電力網

兆 4000 億 円 ）の経

のが、「一帯一路」における協力強化

済貿易協力協議を締結すると発表し
今や「一帯一路」は、各国の対中

整備等）など

「一帯一路」 注１
への世界の関心が高
フランスのマクロン大統領が今年、外

である。例えば、
「氷上シルクロード」

③ 貿 易 暢 通（円 滑な貿 易・投 資 交

経済交流において主要な座を占めつ

の共同建設、「一帯一路」と「琥珀
注３

デン）
・バルト 国（エストニア、ラ

目下、
中国は「一帯一路」の推進で、

など

流）： 新たなビジネス経済圏の構築

国首脳のトップを切って訪中したが、

月半の短期間に北欧（フィンランド、
ノルウェー、アイスランド、スウェー

人からなる財界代表団を引き連れ訪

トビア、リトアニア）の議会指導者、

「一帯一路」
の設計図は
『 通』

の連携などが指摘できる。
の道」 注４

つある。例えば、英仏両首脳のほか、

ンド（約

5

首脳会談後に発表された共同声明で

5
今年の春節（ 月 日）までの ヵ

強化への言及が目立った。また、

1

中。首脳会談では「一帯一路」と英

月 日からは英国のメイ首相が約

16

図１にある地域協力の『枠組み』と

5

2

3

8

オランダのウィレム＝アレクサンダー

50 1

1

国の発展戦略の連携強化が確認され

31

1

90

は「一帯一路」の枠組み内での協力

世界をひきつける
「一帯一路」

5

構想から実務の時代へ、
「一帯一路」
と
ビジネスチャンス
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「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望
図 1 「一帯一路」沿線における主要な地域協力の枠組み

化 ）： ソフトパワー
の発揮、観光促進を
含む（
「：」 以 降は、
通 』 は、 密 接

筆者の見解）
『

「伙伴関係」
と
「一帯一路」
FTA 構築

中国商務部によれば、 年末時点、

中 国は ヵ国・ 地 区・ 国 際 組 織と

製造 2025』と『タイランド ・

』との相互協力を強化することは

可能だ。「一帯一路」は、タイにとっ

て重要な機会となっている。例えば、

タイ〜中国鉄道協力プロジェクトの建

プロセスといえよう。

ンスの変革を目指す

的なグローバルガバナ

体で、 公 正かつ合理

パワーの発揮の三位一

築、 ③ 中 国のソフト

②新型国際関係の構

（ 経 済 圏 ） の 構 築、

FTA ネットワーク

は、 ①「 一帯 一路 」

る が、つまるところ

関係国～中略～貿易・投資の円滑・

ム』
）の基調講演で「中国は『一帯一路』

トフォーラム（以下『北京フォーラ

北京での「一帯一路」国際協力サミッ

る。習近平国家主席は、 年 月の

の構築を FTA 戦略の核心としてい

バルで高水準な FTA ネットワーク

中国は「一帯一路」に輻射するグロー

を構築済である（筆者調べ）
。目下、

線国とは、 ヵ国・地区と 7FTA

研究着手としている。「一帯一路」沿

FTA の締結交渉中、

「一帯一路」と関 係 国の発 展 戦 略と

にとっても有利である」が指摘できる。

設は、タイの交通の要衝としての地

中国が強調する「公

便利化を推進し、
『一帯一路』FTA

年は

正かつ合理的」とは

ネットワークを構築し、世界経済の

を締結済。

何に対してかというと

発展に貢献する」と発言した。習近

戦略との連携事例については、すで

①カザフスタンの「光明の道」発展戦略
②モンゴルの「草原の道」発展戦略
③ロシア主導の「ユーラシア経済連盟」の発展戦略
④カンボジアの「四角戦略」
⑤サウジアラビアの「2030 ビジョン」
⑥エジプトの「振興計画」
⑦チェコ、ウズベキスタン、ブルネイ等の発展戦略
⑧欧州委員会ユンケル委員長提起の欧州投資計画など

欧州投資計画とも連携していることから、「一帯一路」で欧州とのビジネス交流
の促進を図りたい中国の意図がうかがえる。

位を向上させるのみならず、周辺国

「発 展 途 上 国、 新 興

平国家主席が「一帯一路」FTA ネッ

み』は、 今 後この公

に多数ある（表１）
。直近事例では、

表 1 「一帯一路」と関係国の発展戦略との連携事例

FTA の

経済国の権利、利益、

正で合理的なグロー

今年

月、タイのソンティラ商務大

バルガバナンスの変革

また、「一帯一路」と沿線国の発展

5

10

17

17

臣が、 年タイ〜中国ビジネス発展

の『地域協力の枠組

トワークの構築を公言したのは、こ

注５

4

貢 献に見 合った」 と

の FTA

0

れが初めてである。

10

の意味がある。図１

に内 部で連 関してい

17

18

24

2

18

情勢研究討論会で言及した「
『中国

5 JC ECONOMIC JOURNAL 2018.5

16

5

に大きく関わってこよ
う。

（出所）筆者作成
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の連携は、今後、新型国際関係構築
の「伙伴関係」

上げ）される点にある。現在 種類
の切り札となってこよう。

トワークは、中国の有力な外交戦略

ロセスにおいても、「伙伴関係」ネッ

一路」の躍進が期待されている。

では、対外経済交流における「一帯

を占めた（中国商務部発表）
。中国

があるが、その構

注７

に熱心な中国の対外発展戦略の要に
築では、当事国の経済状況や事情を

年末時点、中国は ヵ国・組織

なると考えられる。
より反映できる融通性がある。この
点、「一帯一路」沿線国（国際組織）

ビジネスチャンスとしての
「一帯一路」

と「一帯一路」 協 力 協 議を締 結し、

余ヵ国と国際産能合作を展開し、

帯一路」関係国では、経済発展段階、

変革への道程はそう簡単ではない。
「一

正で合理的なグローバルガバナンスの

構築や新型国際関係の構築から、公

「一帯一路」FTA ネットワークの

の首脳会談で決まって最重要テーマと

遊時、あるいは、外国首脳の訪中時

が考えられる。習近平国家主席の外

しネットワーク化するというプロセス

め、これを発展させて FTA を構築

時に経済交流・連携の「大枠」を決

伴関係」の構築あるいはその格上げ

◆「一帯一路」経済の現状

まっている。

スが生まれるか、内外から関心が高

目となる。どのようなビジネスチャン

務部発表）
。「一帯一路」協力協議は、

経貿合作区の建設を推進している
（商

との FTA 構 築にあたっては、「伙

宗教、民族が大きく異なり、価値観

なるのが、
この
「伙伴関係」
の確認と「一

口で同 ％強（ 億 6000 万人、

「一帯一路」沿線国 ヵ国と の海外

も極めて多様である。中国は、こう

帯一路」での協力強化についてである。

同上）
とされている。 年の中国と
「一

5

75

月の『北京フォーラム』での

24

成果発表によれば、 分野２７０余

5

ま ず、「一帯一路 」 の 経 済 規 模

うしたプロジェクトを中心に「一帯一

プロジェクトに及んでいる。今後、こ

すべきは、中国独自の外交戦略とい

ようとしているのか。この点、注目

認が行われ、「一帯一路」などでの協

先に「中仏全面戦略伙伴関係」の確

た時に発表された共同声明でも、真っ

みると、対外貿易で中国全体の ・

民元ベース、中国海関総署発表）を

帯一路」沿線国との経済交流実績（人

中国商務部が言及した国際産能合

ほうが大きいとみる。この点について、

的視点からみてリスクよりチャンスの

務局での講演で「中国は何よりも『伙

先（スイス）の国際連合ジュネーブ事

は電話で祝意を表明したが、その折

統領の通算 選時、習近平国家主席

相の連続

非金融部門の直接投資額は、中国全

路」 沿線国（ ヵ国中 ヵ国）への

く上 回った。 また、

年の「一帯一

て、いずれも中国全体のそれを大き

伴関係』の構築を国家間交流の指導

にも、それぞれ、「中独全方位戦略

選やプーチン・ロシア大

原則と定める。現在 余ヵ国・地域
と『伙伴関係』を構築している」

注６

、官民連携 )
Private Partnership
事業、海外経貿合作区 注８に絞って論

じてみる。

◆国際産能合作

国際産能合作の対象は主にインフ

ネルギー開 発 関 連 事 業 等（重 点 分

ラ整備事業、都市化事業、資源・エ

ドル）を占 め、 対 外工 事 請 負は契

道、電力、化工、軽紡、自動車、通

・
今後、「一帯一路」FTA ネットワー

（1443 億 2000 万 ド ル ）
、

信、建設機械、航空・宇宙、船舶・

ヵ国 ）で同

は、拘束力のある条約や協定によって

クの構築、新型国際関係の構築、そ

実行ベース（営業額）で同 ・ ％

4

7

54
50

約 ベース（

ではなく、元首（首脳）の信頼関係

して、グローバルガバナンス変革のプ

関係」の発展に言及している。

P
P
P

に基づく共同声明をもって構築（格

とした。
『伙伴関係』の最大の特徴

59

17

野 ： 鉄 鋼、 非 鉄 金 属、 建 材、 鉄

65

％

12
0

4

4

(Public

える「伙伴関係」
（伙伴： Huo・

24 26

％（輸出同 ・ ％、輸入同 ・
0

％）を占め、前年比伸び率におい

28

体の ・ ％（143 億 6000 万

3

伙伴関係」、「中ロ全面戦略協作伙伴

1

作（国際産業協力）
、
力内容が詳しく記されている。さら

か、リスクとするか。筆者は、長期

考えられる。これをチャンスとみる

路」関連事業の実施に弾みがつくと

％

76

Ban/ フオ・バン）の構築である。

年）
、人

で あ る が、 世 界 経 済 の ほ ぼ
兆 9000 億ドル、

30

月のメルケル・ドイツ首

16

に、今年

44

21

習近平国家主席は、 年 月、外遊

17

60

（

昨年

した利害関係が複雑に交差する関係

今年 月、マクロン大統領が訪中し

「一帯一路」が世に出て今年で 年

80

各国と、どうコンセンサスを構築し

グロ ー バル ガバナンス改
革へのカギとなる
「伙伴関
係」

17

30

16

5

1

9

17

90

61

6
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「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

Point）
Cの共同建設プロジェクトな
どが指摘できる。「一帯一路」との関

で、中国企業と連携して海外展開す

投資国である。今後、国際産能合作

外経貿合作区に関し、最近興味深い

増えてくるとみられる。こうした海

に進出する中国・現地・外資企業は

を設立しているほか、１５０億ドル

近年、海外で中国企業と競合する

）が公

注９

表され、 ヵ所の中国海外園区（海

外園区の建設と発展報告」

報告（「
「一帯一路」における中国海

路」の進展により、海外経貿合作区

「商品輸出、資本輸出の中間に産業
係でいえば、例えば、カザフスタンと

る外資企業は確実に増えてくるとみ

位の対 外

輸出がある。それこそ国際産能合作
は、シルクロード基金からの拠出も
られる。

目 下 中 国は、 世 界 第

である」としている。中国企業の対
含め、 億ドルの国際産能合作基金

海洋建設等）
。李克強総理によれば、

外展開の新形態といえよう。すなわ
ち、中国企業が主導ないし先進国企

日本企業が増えてきているが、今後、

例えば、中国に足場を有する日本企

の中国〜カザフスタン産能合作特別

（出所）筆者が各種資料から作成

外パーク・海外経貿合作区の別称）

く、モデルとなるなど、得点 ・ ）
、

沿線国に設置された外資導入拠点で

海外経貿合作区とは、「一帯一路」

点 ・ ）となった。最高と最低評

く発展潜在力が非常に低いなど、得

力区（評価 ： リスク管理能力が低

最下位は中国ミャンマー国境経済協

88
21

区や経済技術開発区、さらに近年、

期、中国沿海地区に設置した経済特

まで赤裸々に対外発表するとは、中

価の得点差はほぼ ポイント、ここ

経済活動のための各種インフラが整

ビス活動などの優遇措置が講じられ、

える。そこでは税制、
物流、
生産・サー

革開放での中国の経験が随所に生か

整備に限られたことではないが、改

海外経貿合作区の設置やインフラ

改革開放の国際化といえるのではな

いか。

PPP 事 業とは、 政 府（ 地 方 政

◆ PPP 事業

内外企業に大きなビジネスチャンス

府を含む）が実施してきた事業（イ

成長をもたらし、世界経済の発展、

改革開放は、中国に驚異的な経済

作区にも当てはまる。

されていることから、「一帯一路」は

50

備された。同じことが、海外経貿合

みが感じられる。

国の海外経貿合作区にかける意気込

65

中国国内 カ所に設置された自由貿

37

国 ）に投 資し市 場を共 同 開 拓 する

業が現地の中国企業と連携して第

の評価番付などが記されている。そ

国有企業等展開

2017 年 5 月時点、「一帯一路」沿線国企業に投資、
出資などで関係している中央国有企業は 47 社（1676
プロジェクト）

その他

国際産能合作、PPP 事業など

に進出した中国企業の現状、同園区

プロジェクト（セメント工場、電解ア

国に投資・進出するケースも増えて

投資例

事例：
中国水電建設集団国際工程有限公司とタイのイタリ
ア・タイ・デベロップメント社がバングラデシュ初
の軽量軌道交通（LRT）建設に参加することで、バン
グラデシュ道路交通橋梁省と合意。

投資形態を指す。事例としては、中
ルミ工場、アスファルト工場建設等）

のトップは、ベトナム龍江工業パー

融資例

事例：
① 2017 年 5 月 23 日、中国国家開発銀行がインドネ
シア中国高鉄有限公司に、ジャカルタ－バンドン間
高速鉄道建設プロジェクトに融資（45 億ドル）、②
16 年 12 月末時点：中国の銀行 9 社が「一帯一路」
沿線 26 カ国に 62 支店を開設済。

国企業とフランス企業との連携によ

くるのではないだろうか。国際産能

債券発行

事例：
① 2017 年 3 月、ロシア・アルミニウム（ルサール）
が上海商品取引所で初の人民元債券（パンダ債）発
行、「一帯一路」関連事業に充当 ② 17 年 7 月、スペ
イン政府クレジット局が中国で人民元債券を発行し、
自国企業の「一帯一路」枠組みでのインフラプロジ
ェクトへの参画を支援すると発表。

が完成し、生産を開始している。

ク（評価 ： 発展潜在力が非常に高

当該国の予算支出・外資導入・人民元国際化（国家
銀行融資・現地支店の開設等）・ADB との協調融資、
シルクロード基金、AIIB。

3

ある。これらは中国が改革開放の初

◆海外経貿合作区

携する利を提起しているといえる。

合作は、中国企業と競合するより連

借款（第 期）があり、すでに、

業と連携して第 国（主に発展途上

2

易試験区に相通じる、特殊地域とい

11

を創出してきている。今後、「一帯一
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34

45

20

1

3

資金確保・融資体制

る英国での原子力発電所（ Hinkley

表 2 「一帯一路」事業での資金調達の事例
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階から社会資本（国有・民営企業等）

理、供水、ゴミ処理等）に、企画段

ンフラ整備、公共サービス、汚水処
事業とならなかった全国の PPP 事

PPP 事業の氷山の一角で、モデル

7588 億元）としている。これは、

発銀行、中国輸出入銀行、中国の金

行、シルクロード基金、中国国家開

行［ADB］
、BRICS 開 発 銀

注 ：ASEAN、シンガポール、ニュー

路

アジア、北ヨーロッパ〜地中海間の交通

せる手 法 を 指 し、BOT、BTO、

に参 画させ、 設 備 投 資や運 営を任
企業との連携を含め、PPP 方式に

中国は、国内での経験をもとに外資

業案件・金額は膨大である。今後、

える（表２）
。

連携・活用に大きくかかっているとい

融・保険機関、株式市場など）との

ラリア、韓国、チリ、香港（CEPA）
、

タン、スイス、アイスランド、オースト

ジーランド、ペルー、コスタリカ、パキス

外資企業にとって、これをビジネ

一路」を「奇貨」とするか、「鶏肋」

ら実務の時代に入りつつある。「一帯

いえる「一帯一路」は、今や構想か

アメリカ・カリブ諸国共同体等）のメン

国 連 邦、 アフリカ連 合、EU、 ラテン

注

ジョージア、モルディブ

マカオ（CEPA）
、《台湾（ECFA）
》
、

BOO などに類する事業である。
「一

世 紀を代 表 する壮 大な事 業と

よる「一帯一路」事業を積極展開す

業（5300 億 ド ル ） とのレポ ー
スチャンスとするには、十分な研究

とするかに、関係国の経済発展や企

バー国をそれぞれカウントすれば、世界

るとしている。

ト が あ る（「
「一帯一路 」 沿 線 国 家

が必要なことはいうまでもない。た

業利益がかかっているといっても、過

180 余ヵ国と「伙伴関係」ネットワー

月 時 点、865 事

PPP 投資現状、経験、我が国への

だ、長期的には「一帯一路」への関係

言ではない。

年

年 第 期）
。「一

各国の関心と期待が高まっているこ

： 地区（ASEAN、アラブ首長

帯一路」におけるインフラ需 要は、

とから、ビジネスチャンスがそのリス

クを構築済

を省略）全面戦略、戦略合作、全面戦

示唆」
、国際貿易
今後急増する状況にあり、PPP 事

： 戦略伙伴関係（以下、伙伴関係

戦略・建設ともいう。本稿では、単に「一

注

の対応が、肝要といえるのではない

：「一帯一路」倡議（提議）
・構想・

クを上回る可能性が高いと想定して

含む）が少なくない。アジア開発銀

略合作、全面戦略協作、全天候戦略合

ド・イン・チャイナ 2025（中国製造

国 とフランスの国 家 戦 略である「メイ

なお、日本とは「伙伴関係」は構築され

全面友好合作、全方位友好合作、友好。

創新全面、合作、友好合作、全面合作、

作、全方位戦略、互恵戦略、創新戦略、

帯一路」とした

： 両 首 脳の訪 中 成 果 として、 中

2025）
」と「未来工業計画」の連携、

ていない（戦略互恵関係は「伙伴関係」

注

だろうか。

ジアにおけるインフラ投資だけでも、

「一帯一路」の壮大なプロジェクト

貿易・投資自由化の促進、人材育成の協

兆 2200 億ドルの巨 額の需 要

この点、 中 国は PPP 中 国モデ

の実 施には巨 額の建 設 資 金 が必 要

ではない）

また、英国とは、北京で中英代表企業

こと

注

年

月

日、華東師範大学、

26

究討論会で発表

会が共同主催した中国海外園区発展研

中国社会科学出版社、上海市開発区協

：

経貿合作区は総称、園区は Park の

8

があるとしている。
ルの対 外 展 開、 対 外 開 放（ 外 資 企

力強化、中仏両国の多国籍・主要企業

達 す る か。 そのカ ギ は、 ①「一帯

社からなる中英企業家委員会設立大会・

： 北極圏にも広がる「一帯一路」の

： 古代の琥珀交易路。ヨーロッパ〜

2

31

注 ：呼称はいろいろある。辺境（海外）

なことは、 誰の目 にも 明 ら かであ

など一連の事業で、PPP 事業の展

一路」と関係国の発展戦略との連携

注

第 のルート

注

開に大きな期待をかけている。参考

資銀 行［AIIB］
、アジア開発銀

国内外金融機関（アジアインフラ投

大（主に中国企業、外資企業）
、③

同第一回会議を開催など

年（ 第

期 PPP
年）は、369 件、

18

11

（前述）
、②「一帯一路」への投資拡

までに、PPP 事 業 は

1

期）から始まっているが、中国財政

14

4

3

3

4

部の発 表によれば、 第
モデル事業（

18

9

社から成る中仏企業家委員会の設立、

業との連携）を積極推進するとして

2

10

る。では、 その建 設 資 金 を ど う 調

「一帯一路」
建設と資金融通

行の予測によると、今後 年間にア

注

業に関心を示す国、企業（当該国を

いては、

帯一路」沿線国での PPP 事業につ

5

6

7

9

5

21

1

17

17

おり、「一帯一路」でもインフラ整備

8

8
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伊東正裕
香港貿易発展局 東京事務所長

現在、中国と香港の動向に関して最も注目を集めているのは、現代版のシルクロード経済圏構想
「一帯一路」

と、珠江デルタ地域経済圏構想
「粤港澳大湾区」
であろう。本稿では、「一帯一路」
と
「粤港澳大湾区」
の最新トレ

ンドについて概観したうえで、両構想の関係について説明する。さらには特別行政区として 年目を迎えた

め、習近平国家主席と李克強首相は

積極的に関係国を訪問、ASEAN、

EU、アラブ連盟など多くの国際組

織が支持を表明しているほか、中国は

カザフスタン、カタールと協力覚書を

締結している。具体的な動きとしては、

陸海空を一体化した立体的交通網の

整備の一環として、新ユーラシアラン

ドブリッジ計画（江蘇省の連雲港を起

点として、西安、ウルムチ、中央アジア、

ロシアを経由して、アムステルダムま

で鉄道を建設する計画）
、中国・シン

ガポール経済回廊、中国・インド・ミャ

ンマー経済回廊など、陸の基幹ルー

②中国の沿海から南シナ海を経て南

で設置されている。また、これらイン

自由貿易区と物流センターが急ピッチ

香港の両構想における戦略的重要性と果たす役割についても解説する。

路」構想は、中国にとっての周辺国と

太平洋まで、という つのルートから

トが形成されつつあり、各沿線国には
の外交の軸として、また新しい対外

「一帯一路」構想とは、2013 年

ト（
『一帯』
）
」と海路の「 世紀海上

おり、陸路の「シルクロード経済ベル

開放戦略の一環として位置づけられて

易の円滑化」
、
「資金の融通」
、
「民心

はじめとする「インフラの連結」
、
「貿

成り、
「政策面の意思疎通」
、道路を

投資銀行（AIIB）
、新開発銀行、

シルクロード基金や、アジアインフラ

フラ整備を資金面から支援するため、

で、ユーラシア大陸からアフリカ大陸

シルクロードの再現を意識したもの

経済の中心的地位を占めていた古代

展計画である。それは、中国が世界

現代版シルクロード広域経済圏の発

ア湾、地中海まで③中国から東南ア

ら中央アジア、西アジアを経てペルシ

シアを経て、ヨーロッパまで②中国か

ベルト」は①中国から中央アジア、ロ

れている（図１）
。
「シルクロード経済

シルクロード（
『一路』
）
」から構成さ

ルクロード経済ベルト』と『 世紀海

展改革委員会、
外交部、
商務部が「
『シ

が開かれ、同年 月 日には国家発

相の主宰で「
『一帯一路』建設工作会議」

西、雲南、チベット）
、沿海（上海、

北（黒龍江、吉林、遼寧）
、西南（広

甘粛、寧夏、青海、内モンゴル）
、東

の重点地域として、西北（新疆、陝西、

上海協力機構開発銀行などの設立計

に跨がる周辺国 カ国を対象として

ジア、南アジア、インド洋まで、とい

慶）が指定され、投資計画の推進に

福建、広東、浙江、海南）
、内陸（重

中国内においては、
「一帯一路」構想

る構想と行動」を発表、同構想が実

1
ルクロード」は①中国の沿海から南シ

2

積極的に取り組んでいる。

21

28

年 月 日、中国の張高麗副首

力を進めることが提唱されている。

5

3

15

行の段階に移された。本構想推進のた

21

ナ海を経てインド洋やヨーロッパまで

3

画が、中国の主導で進められている。

いる。これら周辺国をすべて合わせた

上シルクロード』を推進し共に構築す

の意思疎通」の つの分野にわたり協

に中国の習近平国家主席が提唱した

「一帯一路」
構想

21

2

う つのルートから、
「 世紀海上シ

21

経済規模は、世界人口の約 ％、世
63

65

35

界貿易高の約 ％、世界 GDP の約
30

％を占めるといわれている。
「一帯一

9 JC ECONOMIC JOURNAL 2018.5

「粤港澳 大湾区」
構想からみる
「海のシルクロード」
の最新動向と
香港の役割

「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望
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の国際フォーラムで講演、同構想につ

セージ」の意味合いを持つのではない

中国指導部に対する政府の明確なメッ

したことは「日中関係改善に向けた、

四に、投資に伴うカントリー・リスク

いて「成果は国際社会の安定と繁栄

かと報道された（読売新聞オンライン

が訪中し北京で開催された「一帯一路」

の課題が指摘されている。第一に、域
問題（一部の紛争地域、政治・経済・

の実現につなげていくべきだ」と注文

境地域における緊張状態が継続）
、第

内外の大国の支持を得ることの難しさ
社会面で不安定な国の存在、道路・

集めたのは記憶に新しい。日本政府は

十分に取り入れることで、環太平洋の

について「国際社会の共通の考え方を

首相は都内の講演で「一帯一路」構想

欧州

中国

14

インド洋

月 日、ハンブル

首相は、
「一帯一路」構想に協力する

方針を直接伝え、両国の関係改善に

向け首脳間の対話を強化することで一

致、両首脳の相互訪問の実現を呼び

かけた。本会談は日本でも中国でも

トップニュースとして報道され、我国

の同構想への本格的な参画が期待され

るに至っている（読売新聞オンライン

年 月 日）
。

「粤港澳大湾区（以下「大湾区」
）

10
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一方で、本構想は実現に向けて以下

（資源面における米国・日本・EU

をつけつつも「
『一帯一路』を通じ、世

年 月 日）
。

港湾などのハード面に加え法律や税制

それに続き、同年 月 日、安倍

歴史的には、日本がシルクロードの

これまで、中国のアジア経済覇権を握

界中の心と心のつながりが一層強まる

性（発展段階・宗教・文化の差異が
最東端（京都・奈良）であったという

などのソフト面のインフラが未整備）

経済統合の求心力を弱め、各国の高

自由で公正な経済圏に良質な形で融

年 月 日）
。

協力姿勢を示している（読売新聞オ

ンライン

さらに、同年

6

グで習近平国家主席と会談した安倍

8

6

7

17

8

「粤港澳大湾区」
構想

7

5

南太平洋
東南アジア

こうした観点からの協力をしたい」と

る動きだとして「一帯一路」構想に警

5

説もある中で、我が国では当初本計

6

関税政策が国境を越える貿易の障害

の中央アジア・南アジアへの進出を警

15

合し、地域と世界の平和と繁栄に貢

ことを期待している」と述べ、注目を

5

戒感を示してきたが、中国指導部と

（出所）HKTDC Hong Kong Means Business (2017 年 7 月 5 日 )

画に対する関心は高くはなかったが、

図 2 広東省の珠江デルタ流域に広がる「大湾区」

に）
、第三に、中国と一部対象国との

（出所）各種報道資料から作成

献していくことを期待する。日本は、

「21世紀の海上シルクロード」

太いパイプを持つ二階氏が訪中・講演

である。

17

17

17
西アジア

「シルクロード経済ベルト」
中央アジア
ロシア

南アジア

年 月 日、自民党の二階幹事長

戒）
、第二に、対象国の多様性・異質

との利益衝突、ロシア・インドは中国

南シナ海
地中海

間の領土・領海問題（南シナ海と国

図 1「シルクロード経済ベルト
（『一帯』）」と
「21 世紀海上シルクロー
ド（『一路』）」

「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

＞ 80%

32.2
89.4%

53.0
（出所）⾹港貿易発展局広州事務所作成

7.2

18.0

0.80

＞ 80%

112.0

図 3 香港・マカオ・珠海を結ぶ大橋

あるいは「9+2」
）の一体化を推進

ク湾、サンフランシスコ湾）と「大湾

世界三大湾区（東京湾、ニューヨー

間見える。

「大湾区」は、 つの国家（中国）
、

つの制度（社会主義体制の中国と

界の三大ベイエリアであるサンフラン

は他の湾を上回っているが、GDP に

湾区」は人口、面積、GDP 総額で

香港・マカオ）
、 つの核心となる都

特別行政区）
、 つの関税区（中国・

区」の基礎データを表１に示す。
「大

1

シスコ、ニューヨーク、東京に匹敵す

香港・マカオの相互協力によって、世

する中国の地域発展計画で、広東省・

埋立地

市（広州・深圳・香港・マカオ）
、

2

珠江デルタは、全中国に占める面

江門）を擁し、南は東南アジアと南

中国の科学技術産業の中心に引き上

網・海路・空路整備）と、広東省を

海運・物流センター構築、高速道路

すほか、域内のインフラ強化（国際

拡大による「金融核心圏」化を目指

を先行実施、各地金融市場の双方向

民元の越境使用、外為管理改革など

と政策支援を受け、資本取引での人

テムによって中央政府からの権限移譲

湾区」は、国家レベルの協力調整シス

る飛躍が期待されている。今後「大

オとの一体化を進めることで、さらな

人民元規模）しているが、香港・マカ

るルートの起点となることが見込まれ

じて ASEAN 各国へ陸海でつなが

献できるほか、北部湾や南寧等を通

本土内陸各省の産業レベル向上に貢

る。これにより、
「大湾区」は、中国

く、湖南と江西の中心部へも接続でき

西、貴州、雲南につながるだけでな

へ、江門港と仏山港は西江を通って広

ラン、トルコを経由してロッテルダム

グラデシュ、インド、パキスタン、イ

る。深圳港は昆明、ミャンマー、バン

重要な橋梁としての役割を担ってい

ロード」沿線国家と中国本土を結ぶ

済区につながり、
「 世紀海上シルク

国全体の GDP の ％を創出（ 兆

げることを狙いとしている。発展著し

北は長江経済ベルト、西は北部湾経

アジア、東は海峡西岸経済区と台湾、

広 州・中 山・珠 海・虎 門（東 莞 ）
・

つの著名な港（香港・マカオ・深圳・

8

3

4

ている。

9

積はわずか ・ ％に過ぎないが、中

ることが見て取れる。

り GDP では、まだ発展の余地があ

1

い深圳市は、 〜 年後には経済力

13

6

2

3

を保持するためには、近隣都市との

り、香港にとっても、今後国際競争力

済圏の一角を占めているが、いち早

た渤海湾エリアと並び中国の三大経

長江デルタ、北京・天津を中心とし

珠江デルタは、上海を中心とした

21

連携が不可欠であるという事情も垣
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3

0

で香港を上回ることが予測されてお

（出所）各種報道資料から作成

構想とは、広東省珠江デルタの 都

1.40
1.24

占める第 次産業構成比と 人当た

香港特別行政区境界

マカオ

市（広州市・深圳市・東莞市・恵州

36.7
21.4

る巨大な地域経済圏の構築を狙いと

ランタオ島

市・仏山市・江門市・中山市・珠海

粤港澳大湾区

香港
港珠澳大橋主橋部

珠海

9

市・肇慶市）と つの特別行政区で

43.5
23.4
サンフランシスコ湾

第 3 次産業 1 人当たり GDP
構成比
（千 US$）
55.6%
26.6
域内 GDP
（兆 US$）
1.80
面積
（千㎢）
56.5
人口
（百万人）
67.7

している（図２）
。

香港国際空港

2

東京湾（首都圏）

ニューヨーク湾

ある香港・マカオ（略称 ：「粤港澳」

表 1 世界三大ベイエリアと「粤港澳大湾区」の比較
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く深圳と珠海が経済特区に指定され

名実ともに中国における対外窓口機

港からマカオ、珠海へは高速船で 時

文化の多様性（華僑の故郷、英語圏

けてきた。 年の統計では、珠江デ

革開放政策の主導的な役割を担い続

の建設である。香港国際空港がある

とマカオ、珠海を結ぶ「港珠澳大橋」

トを紹介しておきたい。一つは、香港

整備において象徴的な二大プロジェク

ここで、
「大湾区」構想のインフラ

る。これまでの広九鉄道（直通列車）

国版新幹線）の香港区間の敷設であ

今一つは、
「広深港高速鉄道」
（中

ることとなる（図３）
。

の西側へのアクセスが飛躍的に向上す

短縮されるので、香港から珠江デルタ

た、江門市は、中国最大の「僑郷（華

が盛んに行われるようになった。ま

することで繁栄、明代には海外貿易

り、唐宋時代以降は中原文化が南下

枢的な役割を担う。香港では、古く

から、「一帯一路」建設においては中

＝香港、ポルトガル語圏＝マカオ）

ルタ域内合計で、中国の輸出総額の

ランタオ島を起点に、西へ延びる全長

は、香港域内が複線であり、在来線

僑の故郷）
」として知られており、江

間以上要していたのが、わずか 分に

％、対外投資額でも ％を占めて

・ キロ（中間部分のみ海底トン

と線路を共有したため、運転速度を

門籍の海外華僑・華人は、世界五大

能を果たしてきたことが分かる。

いるとされるが、
「大湾区」全体でみ

ネル）の大橋は、西端で二つに分岐、

上げることができず、広州までの所

洲、100 を超える国々に分布し、

るな ど、1970 年 代 後 半 か ら 改

ると、GDP に占める輸出の構成比

北側は珠海へ、南側はマカオへ接続す

要時間が 100 分を超えていた。こ

部の西側に専用駅（西九龍）を建設、

われている。香港人口の 分の 、マ

深圳を経て広州南駅（番禺）までわ

1

カオ人口の 分の は江門籍であり、

4

までつながっており、香港〜北京間が

江門市は、中国随一の「僑郷」とし

承・伝播する役割を果たしてきた。
４）
。 新設の西九龍駅は地下

ア構造、うち地下 階が入境フロア、

香港側と本土側の税関・出入境管理

気候的にも海洋性のフィリピン、イ

（広東省南部）全体では、地形的・

重要な地位を占めている。また、南粤

所エリアが設置され、それぞれの法律

「大湾区」は、その地理的優位性、

（図５）
。

諸国を結びつける要衝であるといえる

あり、まさに中国本土と東南アジア

における海のシルクロードの玄関口で

いる。「大湾区」は「一帯一路」構想

ンドネシアやマレーシアとつながって
疫が執行される（香港ポスト 年
月 日）
。

8

「一帯一路」
構想と
「大湾区」
構想の関係

17

に基づき出入境審査、税関手続、検

地下 階が出境フロア、両フロアには、

つながりをベースにした人文戦略上

時間で移動できるようになる（図

中華民族の伝統文化を世界各地に伝

1

て、「一帯一路」構想においてヒトの

ずか 分で結ぶ。列車の線路は北京

2

フロ

48

3

2

4

10

10

が ％超（長江デルタ ％、渤海湾

福田駅 ●

エリア ％）と全国平均の ・ 倍、

（光明駅）

8

光明城駅 ●
（東涌駅）

3

虎門駅
●
●
慶盛駅

6

石器時代の人類遺跡が発見されてお

同年の FDI（海外直接投資）額は

る。今年後半には開通が見込まれて

（新広州駅）

12
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1
30

2030 億ドルと長江デルタや渤海

（出所）各種報道資料から作成

人口は 400 万人以上にのぼるとい

九広鉄路
広深港高速鉄道中国本土側
広深港高速鉄道香港側

れに対し、高速鉄道は九龍半島先端

●
西九龍駅

いるこの橋を利用すれば、これまで香

深圳北駅 ●

湾エリアの 倍以上を記録するなど、

広州南駅
●

35
（新深圳駅）

25

15

2

11

47

25
75

図 4 香港・深圳・広州を結ぶ高速鉄道

「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

系・潮州系を含

系 華 人（ 客 家

あり続けてきた。 年の返還以降の

リア）
」では、香港が常にその中心で

人口流入があっ

海や福建からも

設立に伴い、上

華人民共和国

１９４９年の中

む）が最も多い。

において、香港に期待されているのは、

「一帯一路」および「大湾区」構想

きた。

場への玄関口としての機能を果たして

口であるとともに、中国企業の海外市

企業にとっての中国本土市場への玄関

香港は「一国二制度」のもと、海外

◆「

《参考文献》

ないだろうか。

たが、中国返還

た。英国の
「 The

（ Interpreter
）
」としての役割（中国
政府による壮大な国家計画を実現可

性の緩和・克服）
、第二に「翻訳者

HKSAR

Development P rosp ect s for

能な事業へ整理・分解）
、第三に「スー

◆「 建 設 現 代 經 濟 體 系、 粤 港 澳 大

位 カ国だけで

を重要な情報源としてみている。また、

新聞や雑誌を定期購読するなど香港

の言語でつながっているほか、香港の

の華人と香港は、広東語という共通

者である。海外
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考えられる。日本の企業も、「一帯一路」

もつなげることを意図しているものと

ては「一帯一路」沿線国全体の発展に
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擬似国境の延伸、つまり湾区内を「グ
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◆「 Arrangement between NDRC and
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最後に、「一帯一路」および「大湾区」

これまでの広域経済圏構想、すなわち

と「大湾区」のプロジェクトに参画す

」
Signed

数以 上（

構想において、香港が果たす役割とそ

「華南経済圏」
、
「華人共同市場」
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）
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香港の戦略的重要性と
果たす役割
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、
「汎珠江デルタ（珠江が
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Hong Kong's Full participation in and
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い。香港は、もともと広東省の一部で

流れる９省と香港、マカオを含めたエ

54

15

」
in China's Reform Process

在 住 華 人は上

る津梁機能）
、そして第四に「インテ

Greater Bay Area become a Landmark

◆「 How Hong Kong can Help the

（ 2017.7.25
）
HKTDC Research

」
Area and the Role of Hong Kong

Guangdong-Hong Kong-Macau Bay

◆「
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）
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Sun
月 日）の調査

は広東語であっ

）
」
第一に「 緩 衝 地 帯（ Buffer Zone
としての役割（政治的・文化的異質

97

３６８０万人に

9

）
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12

のぼり、その半

28

グレーター（ Integrator
）
」としての
役割（事業と資金、国をまたぐ企業

（出所）HKTDC Belt and Road Portal

あったので、土着人口としては、広東
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図 5 「大湾区」と
「21世紀海上シルクロード」の連結性と広がり

月岡直樹
株式会社みずほ銀行 国際戦略情報部 調査役

日本企業の間に「一帯一路」インフラプロジェクトへの参画を模索する動きが活発化している。中国では、国家

戦略ありき、採算度外視のインフラ受注を見直す動きがみられるほか、有識者もプロジェクトの市場性を重視

する姿勢を強調。海外企業との連携に前向きな意見も拡がり始めている。日本企業と中国企業が第三国のイン

フラプロジェクトで協業できる可能性はあるのか。あるとすれば、どのような協業スキームが考えられるのか。

日本で「一帯一路」構想への関心が

リブ海諸国共同体フォーラム」にお

ズエラが主導する「中国・中南米カ

一方、中国政府は今年１月、ベネ

ことを確認した。

む第三国での緊密な協力を図っていく

プロジェクトに参画できるのか」といっ

あるのか」、「一体どうしたら一帯一路

帯一路にはどのようなプロジェクトが

時に、そうした日本企業からは「一

検討する日本企業が増えている。同

フラプロジェクトへの参画を本格的に

沿線 カ国において１２００件のプ

ＥＸＩＭは昨年 月現在、
「一帯一路」

ている。当行のヒアリングによれば、

て「両優貸款」と称される）を有し

という２つの優遇貸出商品（合わせ

出とバイヤーズクレジット優遇貸出

一方、ＥＸＩＭは対外援助優遇貸

上のシルクロード」と呼んで、「一帯

策白書」の中でも、
北極海航路を「氷

探ってみたい。

クトにお ける日 中 協 業の可 能 性 を

では「一帯一路」のインフラプロジェ

達しているという。

残高は６７００億元（約 兆円）に

ロジェクトに融資を行っており、その

ちなみに、
日本の国際協力銀行（Ｊ

ＢＩＣ）の出融資残高は昨年３月末

現在で約 兆６５７４億円となって

おり、両行の存在感の大きさがうか

14
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果たしている。そして、その役割は

日本企業の参画可能性にも大きく関

わってくるからである。

「一帯一路」の資金調達で重要な役

割を担っているのは、中国の国有政

策性銀行の国家開発銀行（ＣＤＢ）

と中国輸出入銀行（ＥＸＩＭ）であ

る。ＣＤＢの年度報告書によれば、

２ ０ １ ６ 年 末 時 点における同 行の

国際業務与信残高は２７７９億ドル

（約 兆円）に上っている。

高まっている。きっかけは、安倍首相

いて、「一帯一路」 構想の中南米への

た声が多く聞かれる。そこで、本稿

首相発言を契機に関心
高まる

が昨年６月、条件付きながらも「一

延伸に言及。同月発表した「北極政

平国家主席、李克強総理とそれぞれ

一路」構想の一部に位置付けた。「一

ことである。安倍首相は 月に習近
首脳会談を行い、「一帯一路」を念頭

帯一路」構想は、国際的に大きな反

二大政策性銀行が重要な
役割

に第三国での日中企業によるビジネ

府のイニシアティブにより、ユーラシ

協業可能性を検討する前に、まず

具体的には、報道などで有名なス

ア大陸の東西を結ぶ「一帯」と「一路」

リランカのハンバントタ港及びその周

環 境、 ② 産 業の高 度 化（工 業 団 地

中国企業が受注する海外インフラプ

辺インフラの開発やパキスタンのグワ

がえる。
このように、「一帯一路」を巡る政

ロジェクトには、中国系金融機関が

中国が進める「一帯一路」プロジェク

日中企業協力を後押しする方針を発

治的、経済的環境が大きく様変わり

の地理的範囲を超えて〝グローバル

表。同月開催の日中企業家および元

ダル港およびその周辺インフラの開

や電力基盤など）
、③物流（アジア

11

非常に大きな、時に決定的な役割を

トのファイナンス状況を確認したい。

14
する中、「一帯一路」に関連するイン

化〟する様相を呈している。

月には日本政府が、①省エネ・

響を得たことに意を強くした中国政

12

ス協力が有益との認識で一致した。

50

政府高官対話でも、「一帯一路」を含

―欧州間鉄道など）
、といった分野で

12

11

帯一路」構想への協力姿勢を示した

30

「一帯一路」
と日中協業の可能性
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「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

クトに融資を行っている模様である。

発は、ＥＸＩＭがその大半のプロジェ
を後ろ盾として、新興国でインフラ

争力に加え、両行によるファイナンス

うである。中国企業はそのコスト競
るのが実情と言える。

整備もあり、
「安全運転」を続けてい

責任や透明性が求められ、体制の未

性についてどのようにみているのか。

プロジェクトの現状と日中協業の可能

の高まりに対し、
中国側は「一帯一路」

当行が最近、中国の金融機関やシン

また、日本企業が受注を逃したイン

裏を返せば、国際金融のグローバ

クタンクに対して行ったヒアリングに

受注を拡大している実態がうかがい

ルスタンダードに基づいてインフラ融

おいて、在北京の有識者やアナリス

ドネシアのジャカルタ〜バンドン高速

資を行っているわけであり、その点で

トが異口同音に強調したのが、「一帯

知れる。

同行のこれまでの運営には一定の評価

鉄道プロジェクトは、ＣＤＢが融資の
コミットメントを行っている（土地収
用の遅延により、３月末現在、融資

一路」プロジェクトは市場原理に則っ

ているという点であり、日本企業の

を与えることができるであろう。

「一帯一路」建設を支援するために

ＡＩＩＢは
「安全運転」
で
運営中
一方、当初騒がれたほどには存在

は実行されていない）
。
融 資 対 象となるプロジェクトは、

参画は中国企業にとってもメリットが

あることから、他の海外企業の参画

設立されたもう一つの組織にシルク

ロード基金がある。同基金は、中国

と同様に、大いに歓迎するというこ

感を発揮していないのがアジアインフ

人民銀行の主導により外貨準備を活

港湾や鉄道だけでなく、道路、電力、

件

クイティ投資ファンドである。 年

月７日までの３年間で計 案件、約

億ドル（約７５００億円）の投資

発金融機関として、元本を守り、わ

ずかながら収益を上げること（中国

融資案件が 件に上っている。案件

を皮切りに、イタリアの高速道路会

動向説明会でも、
「一帯一路」プロジェ

に駐日中国大使館で開催された経済

語で「保本微利」）が重要任務であ

なっているとみられる。加えて、中国

を発掘、審査、モニタリングする体

社などに出資。日揮や千代田化工建

基準、すなわちフィジビリティーや社

いった国際開発金融機関がその融資

Ｂ）やアジア開発銀行（ＡＤＢ）と

した以上の注目を集め、国際的な金

る。ただ、おそらく中国自身が予想

大という意味で気になる存在ではあ

ＩＩＢは、中国の国際的な影響力拡

ると説明した。また、今年３月 日

政府あるいは借入国政府による保証

制が十分に整っていないとみられ、単

クトにおけるファイナンスの性質につ
のが実態である。
階で まで拡大し、ＡＤＢの加盟国

ＡＩＩＢの加盟国数は、 年末段

悩まされる新興国にとって渡りに船と

会環境配慮などの観点から融資を拒

融機関となってしまったことで、説明

然ガス開発事業では、権益の９・９％

帯一路は市場性に基づいて進められて

いて質問された中国の専門家が、「一

される。

きたことへの問題意識があると推察

注により、多くのリスクに直面して

先、収益性度外視のプロジェクト受

背景には、中国企業が国家戦略最優

中国の有識者が市場性を強調する

を取得している。ただ、同基金によ

日本側での日中協業に対する期待

中国の有識者は市場性を
強調

いるという印象である。

あり、目立たず堅実に運用を行って

いる」と力説している。

20

る投資は基本的にマイノリティ出資で

パキスタンのカロット水力発電事業

が一部の融資の前提となっているよう

設も参画したロシアのヤマル液化天

中国の政策性銀行によるファイナ

独融資は数えるほどしかないという

実績がある。

ＣＤＢやＥＸＩＭの担当者は、開

とであった。

ラ投資銀行（ＡＩＩＢ）である。
年の２ 年 間の融 資 実 績は

まっており、 年単年で２８９億ド

用する形で 年 月に設立されたエ

空港、水道、資源、通信など多岐に
～

なからず、対外援助的な性質を有す

ル（約３兆円）の与信を行っている

12

わたる。両行が海外インフラプロジェ

億ドル（約４５００億円）にとど

るタイドローン（ひも付き融資）で、

ＡＤＢには大きく及ばない。しかも、

12

クトで供与しているファイナンスは少

中国企業の工事受注あるいは中国製

件のうち、ＷＢやＡＤＢとの協調

17

14

16
24

数 を上回っている。日本にとってＡ

ンスは、インフラ整備の財源不足に

17

である。

設備の導入などが資金拠出の条件に

17

17

17

なっている。とりわけ、世界銀行（Ｗ

84

否する類のプロジェクトにおいてはそ
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70

17

42
24
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Ｅ）社である。例えば、同社は 年

し、国際的なコンソーシアムの組成

程公司（ＳＥＰＣＯⅢ）をＥＰＣ（設

中央企業傘下の山東電力建設第三工

など再生エネルギー事業の展開で戦

とサブサハラ地域における風力発電

９月、中国機械工業集団（国機集団）

２火力発電事業を受注した際、国有

とみられるベネズエラは、原油価格
に前向きな意見も出始めているとの

計・調達・建設）事業者に選定して

中国企業の中には、自前主義を脱却

の下 落により経 済 的 な混 乱 状 態に
指摘もある。

ＣＤＢが多額の融資を行ってきた

陥っており、パキスタンの道路建設プ

ナーとして選定したものと言え、今

の観点から有力な中国企業をパート

側がプロジェクトの最適化と合理性

いる。こうしたケースは、日本企業

トでは、ＣＭＥＣがＥＰＣを担い、

発電事業を実施している。プロジェク

程股份（ＣＭＥＣ）とケニアで風力

て、国機集団傘下にある中国機械工

略提携を締結。その第一号案件とし

ロジェクトでは経済汚職を理由に中

中国系金融機関が市場金利を無視

後もプロジェクトごとに是々非々で協

ＧＥがブレードおよび風力発電機の

る事態となった。また、インドネシア

国側がファイナンス供与を一時停止す
の高速鉄道プロジェクトでは当局によ
した低利のタイドローンを供与する

業が行われるものと考えられる。

延。スリランカのハンバントタ港の開

日本企業に参画の余地はないが、市

におけるコスト競争力とアフリカで

発では、債務返済の代わりに港湾権

協業の合理性を是々非々
で判断

る土地収用が進まず、工事が大幅遅
ような性質のプロジェクトであれば、

ングを担った。

二つ目のパターンは、日本（中国）

有する拠点ネットワーク、豊富な資

場性、すなわち経済合理性に基づく
日本企業にも参画の余地が出てくる。

企 業が受 注 獲 得の必 要 性から中 国

金を有する中国系金融機関からの資

益を長期租借したことが「中国債務
そのため、中国政府の支援を受け

日本企業に参画の余地があるとすれ

（日本）企業をパートナーに選ぶケー

金調達力を利用して、同地域でのビ

ＧＥの狙いは、中国企業のＥＰＣ

供給と運転作業員への技術トレーニ

発注側が協業を促す
ケースも

る国有企業であっても、収益の見込

ば、どのような協業スキームが考え

スである。丸紅は 年５月、ソーラー

「一帯一路」 プロジェクトであれば、

めないプロジェクトの受注は難しく

られるのであろうか。

の罠」であるとの批判を浴びた。

なっているのが現状のようである。中

路」への参画に期待を寄せたものとも

をはじめとする海外企業の「一帯一

さらに、市場性の強調は日本企業

いくだろうと指摘している。

帯一路」プロジェクトは次第に減って

況を受け、戦略的意図に基づく「一

国のあるアナリストは、こうした状

受注案件に日本企業が参画するケー

注するケース、三つ目は中国企業の

つ目は日本企業と中国企業が協働受

件に中国企業が参画するケース、二

られる。一つ目は日本企業の受注案

業には、大きく３つのパターンが考え

「一帯一路」プロジェクトでの日中協

中国メーカーがそのコストパフォーマ

資している。
ソーラーパネル市場では、

別目的会社にそれぞれ ％ずつを出

電事業を受注しており、同事業の特

ブ首長国連邦のスワイハン太陽光発

（ ジンコソーラー）と協 働してアラ

パネルメーカー大手の晶科能源控股

しても、このような協業スキームは

あったとみられる。日本のメーカーと

受注実績を積み上げることが狙いで

Ｅのブランド 力 を 利 用 してＥ Ｐ Ｃ

士の受注獲得競争が激化する中、Ｇ

る。一方の国機集団は、中国企業同

ジネスチャンスを拡大することにあ

丸紅はその競争力をうまく活用した

中国企業と積極的に協業しているの

新興国における発電事業の受注で

商社と中国の発電設備メーカーは、

けるケースである。日本のある大手

クト発注側が日中協働受注を働きか

つの派生形態がある。それは、
プロジェ
アラビア発電事業大手のＡＣＷＡパ

が、米ゼネラル・エレクトリック（Ｇ

形と言えよう。

二つ目の協業パターンには、もう一

検討に値すると考える。
一つ目のパターンは、 すでに大 手

ンスで圧倒的なシェアを有しており、

中国の突出に対する反発を和らげる

商社の受注案件などで協業実績があ

スである。

ためもあり、国際的な協業の必要性

る。 三 井 物 産は

「一帯一路」 プロジェクトを通じて海

ワー社などとオマーンでのサラーラ

年 ３ 月、 サウジ

がこれまで以上に増している。また、

20

16
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15

言える。構想がグローバル化した今、

17

外ビジネスのリスクに直面してきた

15

「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

はＪＢＩＣとＥＸＩＭがそれぞれ自

たという。しかも、資金調達の面で

でプロジェクトを受注することになっ

受け、両社がコンソーシアムを組ん

発注者であるベトナム当局の斡旋を

ロジェクトの受注を目指していたが、

ベトナムでそれぞれ同じ火力発電プ

ス状況を精査し、参画すべきかどう

トの性質や収益性、コンプライアン

本企業としてはその前に、プロジェク

参画の可能性があったとしても、日

いというのが実情であろう。たとえ

日本企業が分け入ることは相当難し

中国が丸抱えしているプロジェクトに

一路」インフラ案件の本丸であるが、

や工程管理、コンサルティングなどの

そのため、日本企業はプラント設計

た点では日本企業に一日の長がある。

管理能力、
ソリューション提案力といっ

ジニアリングノウハウやプロジェクト

的な優位性を有しているものの、エン

備製造におけるコスト競争力で圧倒

中国企業は概して、建設工事や設

企業が製造する発電設備を武器に、

ある大手メーカーも中国国内の合弁

うのも、一つの方法と言える。日本の

事業者のサプライヤーに徹するとい

インフラ受注を目指す中国のＥＰＣ

この三つ目のパターンでは、海外で

して、プロジェクト情報のタイムリー

考える。中国企業との関係構築なく

業への積極的なアプローチが必要と

は好機であり、日本企業には中国企

業に前向きな姿勢を示していること

指すにせよ、中国企業が国際的な協

を検討してきた。どのパターンを目

以上、日中協業の３つのパターン

リットもある。

相手が持つネットワークを活かせるメ

るが、中国国内での事業経験や合弁

開との住み分けに留意する必要はあ

せずに済む。日本本社の海外事業展

ロジェクトに絡むリスクをさほど意識

サプライヤーとしてであれば、プ

ジネスに参画している。

供給したりする形で、「一帯一路」ビ

クトを協働受注したり、発電設備を

いと考えられる（表１）
。

スキームにおいて、参画可能性が高

国企業のコーポレートリスクを負担

中国のＥＰＣ事業者と発電プロジェ

（出所）みずほ銀行国際戦略情報部作成

役割で中国企業の弱みを補完できる

日本企業の強みを発揮することにより、
中国企業の弱みを補完できる分野で協働の可能性

かを慎重に検討する必要がある。

・国際的な信用力の不足

する形で共同融資を行っている。ベト
ナム側は、日中間のバランスに配慮

・海外ビジネスの経験不足

・リスクテイク能力の弱さ

し、協業を提案したものと考えられ

・プロジェクト管理能力の弱さ

弱み ・意思決定の遅さ

る。

・リスク見積りの甘さ

・割高なコスト

このような協業は、各当事者にメ

なコミットメント
・海外における産業集積

リットを見出せる。プロジェクト発注

・リスクテイクにおける政府の強力
・豊富な海外ビジネス経験

側は日中協働を促すことでコストパ

中国企業
日本企業

フォーマンスを追求しつつも中国リス

・潤沢な資金と政府保証

・資金調達面等での信用力

クをヘッジすることができ、中国企業

・ソリューション提案力

は日本企業の強みであるプロジェクト

・製造 / 建設のコスト競争力
・技術力、品質

管理能力や国際的な信用力で自社の
弱みを補完することができる。中国
によるファイナンスへの過度な依存に
警戒感が高まる中、発注側が日中協
業を求めるケースは今後、増えてい
くことが予想される。

協業で中国企業の弱みを
補完

な把握や将来的な協業もないからで

ある。本稿の考察が、日中協業の一

助となれば幸いである。

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2018.5

・意思決定の早さ

・プロジェクト管理能力

強み

三つ目のパターンは、中国が新興
国の関係当局と一緒になって進めてい
るプロジェクトであり、言わば「一帯

表 1 インフラ分野における日本 / 中国企業の強みと弱み

林 千野
双日株式会社 海外業務部 中国デスクリーダー

２０１３年、習近平国家主席により提起された「一帯一路」構想（以下、
「構想」
）は、 年 月、中央経済工

作会議において正式に中国の発展戦略として認定され、爾来、中国政府の強力なバックアップのもと、対象国（中

国語で「沿線国」
、以下「沿線国」
）とされる カ国以上の国々において様々なプロジェクトが進行中である。壮

のフレームワークを俯瞰し、現地視察を通じての実体験も交えて、中国の変化が「構想」にもたらすであろう

みの中で、脆弱な自国インフラの整備

点の一つ、新疆ウイグル自治区とカザフ

施策を立案する中で、沿線国との「互

サンコウ）とホルゴスを視察した。
「構

たものであろうと筆者は考えている。ま

18
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は、 具 体 的 には「 政 策 溝 通 ： 政 策

）
、施
の 疎 通（ Policy coordination

設 聯 通 ： インフラの連 結 (Facilities
、貿易暢通 ： 貿易の円
connectivity)

、資金融通：
滑化 (Unimpeded trade)
、
資 金の融 通 (Financial integration)
民心相通 ： 民心の相互理解 (People通」 を 目 指

」の「
to-people bond)
すとされている。

「 通」の内、多くの沿線国にとって

最も重要かつ喫緊の課題と考えられる

と進んでいた。このことからも、筆者は

を進め、産業の育成・発展につなげる

「構想」における沿線国は諸説あるも

スタン国境近くにある阿拉山口（アラ

想」が発表される以前にも、阿拉山口

た、「一帯」については、１９９０年代

世界の約 ％にあたる 兆ドルの経済

のは「インフラの連結」であろう。沿

「構想」はある日突然打ち出されたも

で公表されたものと推察している。す

のの、おおむね カ国（中国、東南ア

は中央アジア、ロシアを経由するユーラ

に提唱された「西部大開発」の「西進」

ジア： カ国、南アジア： カ国、中

ロッパ： カ国）とされており、世界の

シア・ランドブリッジの貨物集積地とし

のコンセプトが、国をまたぐ形で敷衍

央・西アジア： カ国、中央・東ヨー

人口の約 ％にあたる約 億人、また、

てハブ機能を果たしており、また、ホ

していったと考えると理解しやすい。

「 構 想 」 の 軸 と な る「 互 聯 互 通 」

ルゴスでもカザフスタン国境を臨み、「ホ

23

線国は中国が提唱する「構想」の枠組

が、また「海」のシルクロード（一路）

のではなく、
「走出去」政策（ Go Out

その後、 年に明確化された「 大経

なわち、中国が進める「周辺外交」の

検討が重ねられ、その効果を計った上

）の推進による対外進出の経験
Policy
を踏まえた上で、綿密な考察を加えて

では「 大方向」の、合計 つのルート

のシルクロード（一帯）では「 大方向」

影響や、第三国における日中協力の可能性についても考察してみたい。

「一帯一路」
構想のフレーム
ワーク

（
「 大方向」
）が示されており（図 ）
、

り著作・レポートが出されているため、

済回廊」を中心に、各種プロジェクトが

年 月、筆者は「構想」の重要拠

6

の向上）を軸
聯互通」
（ Connectivity
として、
「走出去」政策が再定義され

る。

詳細は割愛し、ここでは筆者の視点に

1

進行中である（図 ）
。

「構想」については多くの専門家によ

3

5

2

15

9

規模の地域をカバーするとされる。

7

44

26

5

12

大な「構想」の全貌を把握することは極めて困難だと思われるが、ここでは筆者の視点に基づきその基本構想

60

2

よりそのフレームワークを俯瞰してみ

5

11

ルゴス国境自由貿易区」の建設が着々

2011 年当時のホルゴスの一角

65

「構想」の基幹ルートとして、
「陸」

11

20
29 63

5

14

「一帯一路」
構想がもたらすもの
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「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

結」促進は、沿線国のみならず、中国

いるが、例えば域内での「インフラの連

互利益とウィン・ウィン」が掲げられて

「構想」の基本理念の一つとして「相

クトが進行中である。

れ、 大経済回廊を中心に各種プロジェ

通信インフラ（情報通信網）に大別さ

石油・ガスパイプライン、電力網）
、③

港湾）
、②エネルギーインフラ（発電所、

整備は、①交通インフラ（道路、鉄道、

「構想」の枠組みの中で進むインフラ

る。

ことを強く希求しているものと思われ

2000 年代初めに「走出去」政策

る海上輸送ルートを確保した点である。

フリカ、中東の資源を直接中国へと送

用により、マラッカ海峡を通過せず、ア

マー）
、グワダル港（パキスタン）の利

こと、ならびにチャオピュー港（ミャン

輸送可能なエネルギー資源を確保した

央アジア、ミャンマーから陸上ルートで

なわち、
「構想」 域内での石油 ガ
･ス
パイプラインの建設により、ロシア、中

に解決策をもたらしたことだろう。す

エネルギー安全保障上のボトルネック

の際のマラッカ海峡封鎖に備え、自国の

最大のメリットと考えられるのは、有事

いう「相互利益とウィン・ウィン」の関

過剰生産能力の振り分けにつなげると

る自国の産業構造の高度化や、国内の

は付加価値の低い産業の国外移転によ

とっての直接投資の導入、中国にとって

外なく進んでいる。ここにも、沿線国に

線国においても、このような動きは例

過剰業種の進出を促している。当然沿

ト、電解アルミなどの国内の生産能力

どの労働集約型産業や、鉄鋼、セメン

る。そして、家電、繊維、アパレルな

や工業園区などを積極的に設立してい

して、進出先において経済貿易合作区

これらの「覚書」や「取決め」を通じ、

接にリンクしていると言われるように、

「パキスタンビジョン 2025」 が密

キスタンでは、
「構想」と自国が掲げる

決め等を多数締結しており、例えばパ

国は沿線国との協力覚書や貿易協力取

また、
「構想」の推進にあたって、中

陸 ②

陸 ③

海 ④

海 ⑤

（出所）各種参考資料に基づき筆者作成

（出所）香港貿易発展局の地図をベースに筆者加工・作成

主要プロジェクトの一例

６大経済回廊

｢中欧班列｣ の増便

中国と欧州を結ぶ国際貨物列車

１. 新ユーラシア・ランドブリッジ

中国との辺境地域を中心にロシア国内で４つの経済協力区を
２. 中国・モンゴル・ロシア経済回廊
建設
トルクメニスタンを起点とし、ウズベキスタン、カザフスタ
３. 中国・中央アジア・西アジア経済
ン経由で中国に至る天然ガスパイプ建設（3 本は稼働中、4 本
回廊
目を計画）
ラオスを南北に貫く高速鉄道（2017 年より建設開始、2021
４. 中国・インドシナ半島経済回廊
年完成予定）
・カシュガル（新疆ウイグル自治区）からグワダル港（パキス
５. 中国・パキスタン経済回廊（CPEC) タン）を結ぶ高速鉄道・高速道路・パイプラインの建設
・グワダル港の経済特区を 43 年間運営する覚書締結 (2015 年）
６．バングラデシュ・中国・インド・ 中国・ミャンマー間の天然ガスパイプライン (2013 年稼動開
ミャンマー経済回廊（BCIM)
始）

6

係が読み取れる。

にとっても大きなメリットをもたらす。

が導入されて以後、中国は対外進出を
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インフラ請負工事の受注増、その建設

（出所）各種参考資料に基づき筆者作成

加速させ、自国企業の投資の受け皿と

陸 ①

中国の東北・西北部から中央アジア、ロシアを経て、
欧州、バルト海に至るルート
中国の西北部から中央アジア、西アジアを経てペルシ
ャ湾、地中海に至るルート
中国の西南部からインドシナ半島を経てインド洋に至
るルート
中国の沿海の港から南シナ海、マラッカ海峡を経てイ
ンド洋に至り、欧州へと伸びるルート
中国の沿海の港から南シナ海を経て南太平洋へと伸び
るルート

に必要な資機材の輸出拡大等に加え、

図 1 「一帯一路」構想（五大方向）イメージ図

図 2 「一帯一路」構想／6 大経済回廊

JC ECONOMIC JOURNAL 5 月号 SPECIAL REPORT

う形で設置されている訳ではないなど、

筆者は日中経済協会訪中団への参加等

の科学技術の躍進ぶりを報じている。

「AIIB」 か らの資 金 が 融 通 され、

需要に対しては「シルクロード基金」や

進するための資金需要が生まれ、資金

ンフラ案件を組成することで案件を推

つまり「構想」においては、まずイ

し、もし問題が起これば、その都度臨

向かってまず「やってみる」ことを優先

到達すべき目標、理念を掲げ、それに

る日本人気質と、まずは大きな時間軸、

定し、最初から精緻なものを作り上げ

これは、問題点を予め可能な限り想

しつつある。

その景観は明らかに近代都市へと変貌

された高速道路、高層ビルの林立など、

見まがうばかりの高速鉄道駅や、舗装

りだ。多くの地方都市では、飛行場と

るのは地方都市を含めた中国の発展ぶ

インフラ制度が確立されつつある点だ

人情報を開示することの抵抗感は少な

報が管理されている中国社会では、個

ン）と呼ばれる個人ファイルにて個人情

（ダンア
開示され（もともと「檔 案」

マ信用」などにより具体的なスコアが

嗜好や信用情報が蓄積・把握され、
「ゴ

実 感したのは、

年

）
東の時代、
中国は「站起来（ zhanqilai
（立ち上がり）
」
、改革開放を推し進め

とされる沿線国の数にも諸説あること

りづらいと感じるのは、例えば カ国

多くの日本人にとって「構想」が判

膨らませ、変化させていく可能性は大

り入れながら、
「構想」の中身を自在に

念に合致する様々な要素を積極的に取

れるため、今後中国は、その目標や理

た「創業ブーム」の熱気を、身を以て

万人によるイノベーション）がもたらし

創 業、 万衆創 新」
（大 衆による起 業、

年から中国が国策として掲げる「大衆

アップ企業との交流の機会を通じ、

小平時代は腐敗（腐）が横行し、習近

大革命で人々は恐れおののき（戦）
、鄧

はこれを「毛沢東時代、大躍進・文化

）
（強くなる）
」
、とい
起来（ qiangqilai
う標語を揶揄したものであろう。筆者

）
た鄧小平時代、
中国は「富起来（ fuqilai
（豊かになり）
」
、強国路線を歩む習近

や、
「五大方向」は示されているものの、

いにあるだろう。

感じることができた。日本でもかつての

平主席による党の指導の強化によって、

くの路線図が出回っていたり、
「構想」
の肝であるはずの「６大経済回廊」も、

いる」と解釈している。

14

グデータ」
、
「フィンテック」など、中国

平国家主席の指導のもと、中国は「强

「支線」と思われるルートを含む数多

「中国崩壊論」が崩壊し、最近はメディ

、自由を失って
人々は囲い込まれ（墻）
例えば中国・パキスタン経済回廊など
のように、必ずしも「五大方向」に沿

ここで中国国内に目を転じてみたい。

アもこぞって「AI」
、
「ロボット」
、
「ビッ

地方視察先での深圳では、スタート

11

変わる中国と
「構想」
への
影響

65

20
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中国と沿線国との間で「政策の共通」

経済合作貿易区等の設置を通じて域内
機応変に対処するという中国式やり方

団で目の当たりにした中国社会そのも

と、筆者は感じた。

注目に値するのは、EC、キャッシュ

への直接投資が生まれ、沿線国との政

の違いに起因すると思われる。中国は

のの変化についてである。急速に進む

を通じ、毎年数回、欠かさず中国を訪

策協議の結果、通関の利便化等を図っ

改革開放以来、
「石を触りながら河を

ところで、最近、華人系メディアのネッ

構想全体の「整合性」に疑問符をつけ

ていくこと等が決定され、これら施策

渡る」
（＝摸着石頭過河）という理論、

IT 化、デジタル化により、
「シェアリ

）
、腐起
ト報道で「戦起来（ zhanqilai

の枠組みが協議される仕組みとなってい

を通じ貿易のパイが拡大していき、域

すなわち「
『改革開放』という初めての

ング自転車」に代表されるシェアリング

レス決済システムなどを通じ、個人の

内のインフラの連携向上により人的往

試みに対しては、まずは水に入る（やっ

エコノミーが普及し、
電子商取引（EC）

）
、 墻 起 来（ qiangqilai
）
」
来（ fuqilai
という言葉を見つけた。建国の父毛沢

問しているが、ここ数年、常に驚かされ

来が拡大するなど、
「構想」が掲げる

てみる）
、そして試行錯誤を繰り返し方

の拡大や、スマホ決済によるキャッシュ

ざるを得ないからではないだろうか。

「 通」がそれぞれ有機的に機能し合

向性を模索しつつ、石を触りながら、ゆっ

レス化など、ある面では日本を凌駕す

る。

い、域内の共同発展につながる形に制

くりと安定的に前に進んでいく」という

る発展の波が押し寄せていることを強

い）
、顔認証によって個人が特定される

度設計がなされている。そして、
「構想」

理論をその指針として、これまでの各

く印象付けられた。

しかし、何と言っても中国の台頭を

が目指す最終目標は、中国の主導によ

種改革を進めており、
「構想」について

など、
「ネット」を通じた中国式の社会

る一大経済圏の構築に他ならないだろ

も当然この理論は当てはまると考えら

月の協 会 訪 中

う。

17

5

「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

と言えるのではないだろうか。中国での

国を訪れた外国人にほぼ共通する感想

関しては、別の意味で、まさに最近中

（囲い込み）に
そして、最後の「墻」

入側の負担が少ないとされるアリペイや

性は極めて高いと考えられ、現に、導

性」を活かした社会インフラとの親和

合理性」に基づく選択の結果であり、

が進んでいる。しかし、これは「経済

を採用するなど、第三国での日中協力

ける太陽光発電案件では中国製パネル

者に中国企業を起用したり、南米にお

人ではあるまい。企業による「次の一手」

強く感じてしまうのは、恐らく筆者一

滞感」や「チャレンジ精神」の欠乏を

れるとおり、日本社会に充満する「停

合、企業による相次ぐ不祥事に象徴さ

この状況を打破し、失敗しても何度で

のシステムは、東南アジア
WeChatPay
やインドなどの沿線国でも拡大の兆し

成りえないと筆者は考えている。協力

もチャレンジできる社会を作り上げるた

キャッシュレス決済や、シェアリング自

中国は「構想」を通じ、域内に巨大

の大前提は「相互補完性」にあり、パー

め、新たな変革が必要な時期に差し掛

ももちろん必要だが、日本政府として

でタクシーを呼ぶことなど、その利便
な経済圏を構築しつつ、中国が作り上

トナーにない「機能」をいかに提供して

かっているのではないだろうか。

長期的に継続するビジネスモデルには

性にあずかるためには、目下のところ、
げた社会インフラを域内の共通インフラ

いけるかが、協業の成功の鍵を握るか

を見せつつある。

中国仕様のスマホを持ち中国国内に決
として普及させ、その圧倒的な数を頼

らである。

転車のレンタルや、
「滴滴出行」アプリ

済用銀行口座を有することが大前提と

みに、中国が主導する様々な分野でデ

数を武器に、その輪の外にいる者に対

ように、中国は自国の圧倒的なユーザー

享受することは難しくなっていくのかも

「輪」に入らない限り、その利便性を

のだろう。そして今後、中国が主導する

点の中国への移転により先進的技術や

に悩む中国に資金提供を行い、製造拠

入に舵を切って以来、日本は外貨不足

革開放の精神に学ぶべき」と声を大に

決意したように、日本企業も今こそ改

平が日本を訪問し、中国の改革開放を

メーカーのトップが「1978 年鄧小

先の深圳視察に参加された某大手

ファクトスタンダードを作り上げていく

年 月、中国が改革開放政策の導

や Facebook
なる。ある日突然、 LINE
が使用できなくなったという事例が示す

してある種の壁を築いているようにも見

されていたのが、強く印象に残った。

先進国が積み重ねてきた開発過程を飛

たのが「後発優位性」の活用であろう。

日中関係は大きく改善の兆しを見せて

「構想」への協力が表明され、その後の

一路フォーラム」にて、日本政府により

の持つノウハウを蓄積していくことは必

が今後、協業を通じて貪欲に日本企業

ありそうだ。しかしながら、中国企業

ある中国企業に提供可能な「機能」は

行能力など、しばらくはパートナーで

当面は海外市場における案件組成・遂

た場合、例えばインフラ案件であれば、

第三国における協力という視点で考え

目の一致するところであろう。そして

（本記事の意見は筆者の個人的見解に基づ

大西康雄氏

係への示唆」ジェトロアジア経済研究所

◆「
『一帯一路』構想の現状と日本経済関

業の参画可能性はあるか 」みずほ銀行

◆「日本企業にとっての一帯一路 日本企

赤星康氏

ロジェクト」
（暫定版）ジェトロ副理事長

◆「中国の『一帯一路』構想とその主要プ

《参考資料》

済発展に大いに貢献してきたことは衆

生産管理システムを供与し、中国の経

は、
「輪」の中の便利な世界とつながる

び越し、一足飛びに最新の水準にキャッ

いる。日中両国で「第三国における日

然であり、日本企業にとって、将来を

くものであり、所属する組織の公式見解

ために、その「壁」を乗り越え、内側

チアップすることで、中国が構築しつつ

中協力」が大きなテーマとして上がって

見据えた「次の一手」を考える時期に

可能性につき検討してみたい。
年 月に北京で開催された「一帯

上国が圧倒的多数を占めている沿線国

双日株式会社においても、過去ロシ

また、翻って日本の状況を考えた場

差し掛かっているのではないだろうか。

ではありません）

に、中国の経済躍進のカギの一つになっ

「石を触りながら河を渡る」ととも

ような気がしてならない。

に足を踏み入れることが求められている

ある社会インフラはコスト的にも相応

いるのは、誠に喜ばしいことである。

最後に、第三国における日中協力の

の競争力を持つと考えられる。開発途

第三国における日中協力
の可能性について

知れない。

12

受けられる。そして、輪の外にいる者

78

アで受注した肥料プラントでは建設業

−

5

にとって、中国の提供する「後発優位
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−

17

福島竜男
日本通運株式会社 東アジアブロック地域総括室 自動車事業開発部長

「一帯一路」構想に沿った物流ルートが次々と形成される中で、中国と欧州を結ぶ国際鉄道輸送が
「船より早

く、飛行機より安く」
というニーズに応える第三の輸送モードとして、商品開発が進められている。中国の内

陸都市を主に出発点とする、ユーラシア大陸横断定期貨物列車
「中欧班列」
は、高運賃等の課題もあるが、地方

政府の助成金制度、増便や中国と沿線諸国鉄道会社との運賃協定など、運送コストの削減および長期的運用に
向けた取り組みが進められており、「一帯一路」
の物流を支えてゆくことが期待される。

中央アジア諸国を訪問中の習近平国

発足して間もない 2013 年 月、

「一帯一路」構想は、習近平政権が

ロード」と「海上のシルクロード」を

を目指すとされており、
「陸のシルク

他国との交流）を強化し、
「互聯互通」

ラの連結、④円滑な多国間協調、⑤

意思疎通、②資金の流通、③インフ

のもと、次の５項目（①政策面での

開放・包容・相互利益」の基本原則

を差し伸べつつ、西へ経済圏を拡大す

諸国や東南アジアにも経済協力の手

に、中央アジアのみならずコーカサス

東の資源国との関係性を深めるととも

済発展を促進させ、中央アジアや中

ンフラ等の国際的な投資を行い、経

ト沿線にある国々や地域との間に、イ

途上とされる地域や都市と、そのルー

3000 キロのルートに、高速道路

東からアラビア海のグワダルに至る約

ンジェラブ峠を抜けて、パキスタン北

「一帯一路」政策では、ユーラシア

かにアラビア海に面するパキスタン・

ンゴル、ロシアがあげられている。ほ

中央アジア向けの初便を待つ重慶発のブロックトレイン

22
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も、重要な沿線諸国としてあげられ

ている。中国とこれらの国との間には

新たな経済回廊の建設が進められて

おり、陸と海の両シルクロードによっ

て密接なつながりを形成する役割が

示されている。

これらの経済回廊では様々なインフ

ラ・プロジェクトが開始されているが、

中でもパキスタンとの経済回廊は重要

な基軸プロジェクトとして位置付けら

れている。中国政府は、パキスタン中

西部のグワダル港を 年間租借する

覚書をパキスタン政府と交わし、新

家主席により、初めて「シルクロー

建設することで、ユーラシア大陸をま

疆ウイグル自治区のカシュガルからク

ド経済ベルト構想」として言及され

では、陸のシルクロードにおける重要

な国および地域として、中国と国境

大陸を横断または経由する輸送ルー

イラン、アジアと欧州をつなぐトルコ

を接するカザフスタンやキルギス、モ

トを整備・拡充し、中国国内の発展

「一帯一路」
構想と新しい
物流ルートの形成

また先述の「ビジョンと行動プラン」

る戦略を進めている。

この文書の中では、
「平和・協力・

されている。

員会、外交部、商務部の連名で発表

と行動プラン」が、国家発展改革委

ルクロードの共同建設推進のビジョン

21

いう基本方針が打ち出されている。

たぐ新しい経済共同体を形成すると

9

年 月に、国務院承認のもと、
「シ
3

ルクロード経済ベルトと 世紀海上シ

15

た。
この構想の中身を示す文書として、

はじめに

43

物流からみた
「一帯一路」
構想と
ユーラシア大陸横断鉄道
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「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

や鉄道を敷設するというプロジェクト
を進めている。

（1520 ミリ）を使用）によるコ

東欧・中央アジア・モンゴルでは「広軌」

本稿では、中国の沿岸部都市から

ンテナ積替えの発生のほか、国境での

のリスクも懸念されている。
欧州の主要都市まで約 万キロにも

回廊プロジェクトの中には、政治的な

ように張り巡らされているが、一部の
る、ユーラシア大陸を横断する鉄道

可能性を持った経済大回廊と目され

及ぶ、世界で最も長く、最も発展の

し、長らく需要が停滞していた。

整不足による遅延などの問題が多発

通関トラブルや運行スケジュールの調

経済回廊はユーラシア大陸を覆う

問題や、採算性の問題から開発が遅
物流の実態について述べたいと思う。

SLBは 年から運用が開始され、

れている事案もあり、すべてが開通す
るかは不透明であると言われている。
また海上のルートでは、中国から

その歴史は古く、ソビエト連邦からロ

シアへの政変にともなう運行の不安定

衝への投資は、将来的な南シナ海の内

進めている。こうしたシーレーンの要

でのインフラ建設および安全の確保を

欧州各都市に抜ける「シベリア・ラ

からシベリアを通過して、モスクワや

ウラジオストクなどのロシア極東都市

ユーラシア・ランドブリッジには、

中国政府は、ユーラシア大陸の近

化や、運賃の高騰により、その座を

海化に向けた布石であるとも言われて

ンドブリッジ（以下ＳＬＢ）
」のほか、

隣諸国と地域を意識したプロジェクト

車は「中欧班列」というブランド名

チャイナ・ランドブリッジの
開発

いる。

江蘇省連雲港から中国を横断しカザ

を進める中で、中国と欧州を結ぶ新

に統一され、 年 月には浙江省の義

烏市から英国のロンドンまでの「中欧

特別列車
「中欧班列」

らドイツのハンブルグ向けへと、相次

いで新しい定期運行便が開始された。

年 月には、この国際定期貨物列

により、輸送能力を増強する取り組

1

中国全土約 都市の駅から欧州や中

18
だ。しかし、この総距離が約１万キ

ンなど中央アジア向けに利用が進ん

2000 年代にかけて、カザフスタ

からドイツのデュイスブルク向けに、

月、中国中西部の大都市である重慶

クロード構想」提言に先立つ 年

は、習近平国家主席による「新シル

である。通関トラブルによる各国国境

大きな違いは「スピード」と「定時性」

班列」とよばれる新しい CLB との

年に開始された CLB と「中欧

央アジアへ向けて運行されている。

ロを超える輸送ルートは、ロシア、ベ

中欧横断鉄道の定期便として運行が

1

イツＢＭＷ社があるライプツィヒ向け

国境でトランジット作業を行うターミ

国間で共同の条約が締結されている。

での列車の停留を防止するため、各

92
違い（中国では西欧と同じ「標準軌」

同年 月には遼寧省の瀋陽からド

11

ナル業者でも「中欧班列は止めては

における通関手続きや鉄道軌道幅の

ラルーシ、ポーランド、ドイツなど６

この新ユーラシア・ランドブリッジ

班列」
が開通した。 年 月時点では、

6
みを進めてきた。

9

16

CLB に譲ることになる。

ただし、こうした沿線諸国での投

フスタンを通過して欧州のロッテルダ

ユーラシア・ランドブリッジ貨物列車

らポーランドのウッチ向けへ、鄭州か

資事業には、当該国の政権交代によ

ムへ抜ける「チャイナ・ランドブリッジ
月に初
年代後半から

CLB は 1992 年

る政策方針の変更や、内戦等での遅

満州里国境の積替えポイント（左はロシア軌道、右は
中国軌道）

（以下ＣＬＢ）
」がある。

欧州をつなぐシーレーンの要衝や港湾

71

に運行が開始され、 年には成都か

10

開始された。

便 が 運 行 さ れ、

17

38

12

～７カ国を通過するため、各国国境

90

（1435 ミ リ ） を 使 用、ロシア・
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1

滞も多く、事業の継続性や投資回収
連雲港にあるチャイナ・ランドブリッジ初便を記念
したモニュメント

13
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ルシャワのほか、自動車関連企業の多

いポーランド中西部地区の都市であ

乗じるべく、
「中欧班列」の増便を進

めている。
「助成金」制度は各都市や

るウッチやポズナンなどへも「中欧班

うお客さまのニーズに応えることがで
きる、第三の新しい輸送モードとして

各駅によりばらつきはあるものの、全

方政府は、各都市各駅からブロックト

要だった。それに対して中国各地の地

は、運賃コストの大幅な見直しが必

る輸送手段として確立させるために

に高価なものだった。海上輸送に代わ

り、海上輸送の代替便としては非常

ロとすると約１万ドルの運賃がかか

中国と欧州間の輸送総距離を１万キ

ルの運賃が発生すると言われていた。

利用して沿岸部まで数千キロを輸送

場合には、長江内航船やトラックを

中国内陸部から欧州諸国へ輸送する

である。そのため、通常海上輸送で

が中国内陸部に多く分布していること

欧班列」の発着駅（重慶、武漢など）

トのひとつとしてあげられるのが、
「中

められている。中欧鉄道輸送のメリッ

様々なインフラ投資プロジェクトが進

CLB の発着点である欧州でも、

には、「中欧班列」のメインルート上に、

と影響力を持っている。カザフスタン

る沿線諸国の中でも最も重要な役割

ザフスタンは、
「一帯一路」構想におけ

ユーラシア大陸の中央に位置するカ

諸国へと輸送することが狙いである。

のピレウス港に届いた貨物を、中東欧

この鉄道を利用して中国からギリシャ

ドイツの中欧班列到着駅デュイスブルク・ターミナルの外観、ライ
ン川内航バージが隣接

の仕向地がポーランドやチェコなどの

CIS 諸国の豊富な石油や天然ガス

割がこのルートを利用している。また、

24
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ならない特別列車だ」
と言われており、
「中欧班列」に対する取り組みの強
様々な商品開発が進められている。

ポーランドの国境都市マワシェビチェ

列」直行便の運行が開始された。ま

一方で、
「助成金」制度が終了した

では大幅な路線改修と積替えターミ

体の輸送運賃の約２割から３割を負

さがうかがえる。
利用層は、中国に多くの生産工場
や電機精密機器大手がメインとなる

後の体制に備えて、運賃コストの低減

ナルの建設が行われ、
、ポーランド北

た、欧州の玄関口となるベラルーシと

が、最近ではトレーサビリティと輸送

に向けた取り組みと、通過各国にお

東のグジニツァでも第二のゲートウェ

担していると言われている。

中国と欧州を結ぶ国際鉄道輸送は、
日数遵守性の高い同サービスに着目

ける鉄道会社間での運賃協定締結な

を有する欧米系大手自動車メーカー

物流会社の中では、海上輸送と航空
した高級アパレルや高級食品等の輸送

イ建設が着々と進められているなど、

「中欧班列」
サービスの
特徴

輸送の中間商品として位置付けられ

ど、長期的な運用体制の構築に向け

様々なインフラ強化が行われている。

ハンガリーとセルビアを結ぶ鉄道の近

ドイツの駅まで）となり、
「船より早

レインという中欧班列便を編成するプ

することになる。一方、中欧鉄道を利

中国の阿拉山口国境と接するドスティ

代化プロジェクトもそのひとつであり、

く、飛行機より安く運びたい」とい

ラットフォーム会社をバックアップする

用すると、その輸送日数を大幅に短
中であっても、各地方政府に課せられ

中東欧諸国の場合には、そのメリット

資源を供給するパイプラインの建設も

CIS 諸国での開発

ため、
「助成金」制度を導入した。

た命題は「経済成長率のアップ」であ

は倍増する。現にポーランドでは、ワ

8
り、各地方政府は「一帯一路」構想に

経済成長率が安定または鈍化する

ク国境があり、
「中欧班列」便の約

中東欧諸国での開発

増便が続く「中欧班列」に合わせて、

ニーズも増加している。

従来のＣＬＢでは、中国から欧州

た取り組みが進められている。

ており、輸送価格は フィートコンテ

ただし、現状ではいくつかの課題も

３倍である。輸送期間は海上輸送の

までの輸送運賃は１キロ走るのに１ド

あり、その一つが輸送運賃である。

半分以下の約 日程度（中国駅から

５分の１程度、海上輸送の２倍から

ナであれば航空輸送の３分の１から

40

縮することができる。とりわけ欧州側

15

「一帯一路」
最新動向と大湾区構想の展望

年間（ ～ 年）の総数を上回った」

日本発着中東欧および中央アジア・

は「2020 年 には、 中 欧 鉄 道 運

というものだった。また、別の報道で

に隣接する自社保税拠点を活かした、

含む第三国からの接続は難しい部分

トルコ向け複合一貫輸送サービスの開

州両端の駅からの運行のみで、日本を

らカザフスタンのホルゴスを経由し上
があったが、最近では、日本をはじめ

輸ルートの整備がほぼ完了し、年間

進んでおり、トルクメニスタン国境か
海を中継して広東まで延長されている

発も強化している。

当初は政策主導で進められた「中

されている。

5000 本が運行されるだろう」と

台湾や韓国、南アジア諸国からの接

おわりに

天然ガス・パイプラインが完成されれ

利用を検討中で、すでに試行を経て

社においても、 社以上の顧客がその

の投資の中でも、最も象徴的なもの

に気付き、今後は供給よりも需要が

欧班列」も、実体経済がそのメリット

マクロ経済運営状況に関する記者会

年１月に国家発展改革委員会は、

後の予定も含めた、当社サービスを

利用されている顧客も増えている。今

ル ゴス 国 境エリ アに は

増発を牽引していくものと思われる。

輸送と日中間のフェリーを使用すれ

輸送の半分の輸送日数と、航空機の

欧班列』は年間で前年比 116％増
の 3673 本 が運 行 され、 過 去

年 月 日の第 期全人代第１

活動が発生している。

モノ・カネが投入され、活発な経済

計に関わる戦略であり、多くのヒト・

の夢」を実現するための国家百年の

「一帯一路」構想は、中国が「中国

見を開いた。
そこでの発表は
「 年、『中

はホルゴス新国境の開発である。ホ

さらに中国によるカザフスタンへ

続も注目されるようになってきた。当

11

ば世界最長となる。

図 1 「一帯一路」構想物流マップ（日本通運作成）

例にとって説明する。
を経由して欧州各都市に輸送する場

通常、日本の主要港から欧州の港

）という国 際センター
Cooperation
があり、
「国境を越えた国際協力セン

合、所要輸送日数はドアツードアで

為だけでなく、文化交流や教育、レ

ば約 日前後での輸送が可能となる。

1500 ドルまでの貨物（手荷物）

５分の１程度のコストでの輸送が可能

6

（ International Center of Boundary

ター」の意味で、カザフスタンと中国

日以上を要するが、中欧間の鉄道

クリエーションなどの交流活動を促す

さらには、到着地が欧州の内陸部の
場合、 日を切ることも可能である。

を無税で当該エリアから持ち出すこと

である。また、ロシア経由ではなく、

ている ： ① 年の中国と「一帯一路」

帯一路」の成果を次のように発表し

回の記者会見で、鐘山商務部長は「一

13

の国際協力を実現する目的で、商行

エリアとして 年に建設された。
同エリアはビザ無しでエリアに入る

中国〜欧州間の輸送ならば、海上

が可能であり、
「一帯一路」構想の基

カザフスタンを経由して、カスピ海の

関係国の貿易総額は１兆 1000 億

ドルに達し、全国の貿易成長率を ・

ポイント上回った。②中国の関係国

3

ことを認められており、 人あたり

本概念である５つの「互聯互通」をも

内航バージを利用するトルコ向けサー
もと開発されたエリアにも、サービス

ビスなど、まさに「一帯一路」構想の

とに、開発が進んでいるエリアである。

日本欧州間物流への影響

を拡大している。
多い中東欧や中央アジア・トルコなど

日本通運では、日系企業の進出の

心も非常に高まっている。

のエリアをターゲットに、西安国際駅

日系企業の顧客の物流に対する関

18

30

「中欧班列」は、今までは中国と欧

への累計直接投資額は 600 億ドル

を超えた。

経済活動として見た「一帯一路」は、

日系企業も座視することができないも

のとなっていることから、今後この経

済活動にどう関わっていくかを考え、

行動する必要があると考えている。
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青島西海岸越境ECビジネス産業園が本格稼働

山東省青島市商務局が 2018 年 3 月、日中経済協会東京本部で交流座談会を開催した。座談会のテーマは、同市が新たな
経済発展の軸と位置付けている「青島西海岸越境 EC ビジネス産業園」であり、あわせて同市の物流、越境 EC ビジネスの現
状と政策の紹介が行われた。同市は 1980 年代から製造業を中心にすでに多くの日系企業が進出している、日本と馴染みの
深い地域であり、青島港を中心とした物流の一大拠点としても知られている。従来の産業も拡大する一方で、中国政府が積極
的に推進する E- コマースを新たな経済発展のチャンスととらえる動きも盛んだ。16 年には越境 EC の総合試験区に指定され、
物理的にも政策的にも急速に進展している。それらの動きを背景に、座談会には当初の予定を大きく上回る参加者が集まり、
中国側関係者と熱気にあふれる交流を繰り広げた。

新時代に即した新たな物流プラットフォームを目指して

生産が 万両を超えたほか、スマート

1751 万 TEU（ フィートコンテ

フォンが 2060 万台、新型テレビが

黄島油港区、前湾港区、董家口港区の

ナ換算）を誇る。青島港は青島大港区、

エリアで構成し、世界最大の 万ト

1370 万台を数えるなど、ハイテク

製品や新たな産業分野の比重が高まって

ン級の鉄鉱石バース、 万トン級の石油

40

平方キロ）を超える山東省最大の都市

る 済 南 市（ 約 630 万 人、8000

となり、精密機械、食品加工などの製

別経済技術開発区の設置を契機に盛ん

日本との経済交流は 1984 年の特

TEU を集積・積載する埠頭をもつ世

スを カ所備えるほか、 万９０００

バースをはじめ、 万トン級以上のバー

兆 1037 億

した。GDP の内 訳 は 第一次 産 業 が

協会も、当時の兪正声市長（前 政治協

中国国内では北京、上海と高速道路、

韓国、日本の主要港と距離的に近く、

1

1

鉄道網で結ばれている青島は、古くか

わたる企業が進出している。日中経済

である。経済規模も省内最大で、 年
の同市の GDP は、

％の伸 びを記 録

75

商会議主席）の要請で 年に青島部会

元と、 前 年 比 ・

1

5

第 三 次 が 6110 億 元（ 同

・

力した歴史を持つ。現在でも日本企業の

を設置し、同地への日本企業進出に協

市には日 本の総 領 事 館が置かれ、 約

外窓口として栄えてきた歴史をもつ。同

ら国内外の交通の要衝として、また対

品加工などの製造業を抑え、第三次産

出入総額 億 6500 万ドル（同 ・

ル（前年比 ・ ％増）
、貿易額も輸

％、第 位）となっている。

元 を 突 破 し、5033億5000万

元（輸出 3031億8000万元、輸

入 2001億7000 万 元 ） と なっ

8

の日本人が暮らしている。同市に

注１

便の船舶が平均 ～ 日間の航路で

よると、青島港と日本の間では、毎週

人

1900 社の日系企業と、約 2400

投資は第 位の規模で、 年には新規

投資が 件、実際の投資額は約 億ド

業が全体の半分以上を占めている。も

えてきた機械設備や電子工業製品、食

％）と、長年にわたり同市の経済を支

4

第二次が 4546 億元（同 ・ ％）
、

2

っとも、製造業においても新エネ車の

物流ハブとしての存在感
が高まる青島

3

た。その貿易を支えるのが青島港で、

ガントリークレーンが並ぶ巨大港湾である青島港

3

8

8

93

17

世界のコンテナ取扱ランキングでも 位

6

4

（ 年、中国国内では上海、深圳、寧

3

22

17

波、香港、広州に次ぐ）
、取扱貨物量は

15

3

25

3

26
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8

界最大級の大型港湾である。

いる。

4

伸びゆく青島市の経済と
深まる日本との交流
青島市は人口約 ３ 万人、総面積
は 万１３００平方キロと、省都であ

0

20

45

9

造業をはじめ、小売、物流など多岐に

1

381 億元（前年比プラス ・ ％）
、

7

17

6

青島市商務局が開催した交流座談会

3 70

青島市の 年の貿易総額は5000億

5

15

日中経済協会 事業開発部 課長

横山達也
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往来し、航空機は東京・大阪・名古屋
究するもの。 年には、杭州市に加えて

新たなビジネスモデルの発展方法を研

用雑貨、化粧品、マタニティ、ペット関

取扱商品は、食品、服飾、家電、日

中国 億人の巨大市場の玄関口の一つで

東アジアの一大貿易拠点であり、また

全国 都市に拡大し、各地で地元政府

に還元される電子商取引の関連産業の
るが、

％となっている。

し、 年 月には実物を展示する体験

ぞれの取引形態に合わせて柔軟に対応

、

など、それ

が主な取引であ

本 ％、米国 ％、オーストラリア

集積が図られている。

が政策的支援も交えながら、地域経済

連用品などで、取引国は韓国 ％、日

との直行便が合わせて 日 便あると
いう。

発展著しいEコマースと
総合試験区の指定
成 長 著しい青 島 市の対 外 貿 易の内
訳は、 機械、 電子関連製品が主な輸

20

30

16

ある青島市で本格化した新時代の産業

プラットフォームの構築が、今後どのよ

うに発展していくのか注目されるところ

である。

（注 ）外務省『海外在留邦人調査統計』

総合試験区に指定された青島市は、

ま「一押し」なのが、青島西海岸新区保

産業園区の推進と並んで、同市がい

税物流センター）である「保税物流センタ

管倉庫」
、
企業が運営する総合保税倉庫
（保

ある保税倉庫」
、
「輸出専用倉庫である監

平成 年要約版より

る分野が E コマース関連 だ。 総 額は

市内各地に越境 EC に関する産業園

税物流センター
（B 型）注２。国の認可を

ー A 型」
、および「保税物流センター B

型スペースも設置し、
卸売から個人まで、

242 億 7000 万元と、全体に占

を設立したが、その中核を成すのが、

受けて建設が進む E コマース用の大型

型」がある。A 型はグループ企業の自己

る新業態の育成に注力する中で、越境

務局の張莉副局長は、対外貿易におけ

交流座談会で挨拶に立った青島市商

となるための政府関連部門と、倉庫な

理などの手続きがワンストップで可能

の産業園で、税関、検査機関、物流管

省で初めて設立された越境 E コマース

を集約した設備を一体化させて、高効率

集積、配送のオペレーションまでのすべて

ぼ自動化された巨大な倉庫と、通関、

を有するという違いがある

立を認めるという意味で、公共的な性格

対し、B 型はセンター内に他の企業の設

成長率を記録している。

電子商取引（越境 EC）が最重要業種

どをはじめとした企業が集積するエリ

の運用ができることが期待されている。

「輸入専用倉庫で
（注 ）保税倉庫には、

める取引規模としてはまだ小さいながら

青島西海岸越境 EC ビジネス産業園

倉庫で、今秋に竣工を予定している。約

使用を目的とした物流センターであるのに

と位置付けられていることを強調。同

アとしている。 年には国際郵便や保

境 EC の発展加速を図りたい。日中双

に力を入れて、具体的措置を講じて越

て、
「プロジェクトの誘致、政策支援等

合試験区の一つに指定されたことを挙げ

島流亭国際空港から キロに位置する

島港（前湾港区）から距離 キロ、青

国際海運配送センターを設置した。青

税物流倉庫などを備えた中国初となる

1

東 京まで約 1800 キロ、 大 阪ま

で 1400 キロ、 韓 国の仁 川 までは

越境 EC 総合試験区は、アリババ

KAOLA）
」などの大手 EC をはじ

「 網 易 KAOLA（ ネ ッ ト イ ー ス

すでに「京 東」
、
「唯 品 会（VIP）
」
、

らの商品の流入はますます増えると思

かして、今後も越境 EC による両国か

と中国国内全域につながる交通網を活

距離の近さに加え、充実した港湾設備

570 キロの位置にある青島は、その

の本拠地がある浙江省杭州市が 年に

めとした約 社のほか、物流業者、運

われる。

今年 9 月に竣工予定の青島西海岸新区物流センター

42

初めて指定された。電子商取引に関す

万平方メートルで、

60

輸業者などが進出している。

たい」と期待を込める。

園区の面積は約

16

7

青島市から世界へ

市が 年、全国 都市の越境 EC 総

15

幅広い顧客に対応していくという。

も、前年比 102・ ％と倍増する高

だ。 年に同市政府の主導により山東

万平方メートルの建築面積内に、ほ

青 島 西 海 岸 越境 EC ビ
ジネス産業園の現状と取
り組み

9

6

出入品であるが、伸び率が突出してい

C
to
C

12

13

2 29 1

20

B
to
B
to
C

B
to
C

25

18

1

3

方の新たなアライアンスのチャンスとし

13

るデータ集積、政策の試行などを行い、
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50
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省エネ・環境コーナー

新たなステージに入る中国の
「循環経済」
―
「循環発展牽引行動」
からみる

十川美香

全国代表大会の胡錦涛総書記報告におい

なネットワークとして、
「都市鉱山」示範

廃棄物回収・処理・資源循環のモデル的

徐々に整備されてきた。その結果、中国の

のサポートが提起された。

動するものとし、
その「走出去（海外展開）
」

業」は「イノベーションと対外開放」が駆

いるわけである。また、
「資源循環利用産

日中経済協会 理事・企画担当

て「資源節約型・環境配慮型社会建設」

基地、
「園区」循環化改造示範区、再製

これを受けた 年の中国共産党第 回

エコノミー（従来の資源を消費して廃棄
が発展戦略の重要な位置付けを与えられ、

造示範基地など約 400 カ所が基本的に

中国が「循環経済促進法」を公布して

する一方向の経済に対し、消費された資
これに伴って「循環経済」は初めて国家レ

年となる。国際社会では「サーキュラー

源を回収、再生・再利用し続けることで
ベルの戦略となったとされる。そして 年に

主要目標としては、 本の柱がたてられ

資源制約からデカップリングされた経済
「循環経済促進法」制定が実現した。

ている。例えば第二の目標である「都市循

環発展体系の基本的構築」は、
「生活ごみ

中国の「循環経済促進法」に基づく「循

分別」と「再生資源回収」の有効な連結

アリングエコノミーも含まれる）
」の展開

環経済」は、生産、流通、消費等のプロ

環経済」は、 ・ 計画に「緑色発展」や「共

な課題解決のために極めて重要である。

五大発展理念に基づく新ステージ

に関心が高まっている。中国の
「循環経済」

セスの廃棄物の減量化、再利用、資源化

享（シェアリング）発展」が五大理念の中

を求めており、都市化が直面している、処

と国際社会の関心テーマとは親和性を持

を指し、これは、基本的には日本の「循環

「循環経済」の発展を牽引する行動とし

13
5 13
5

て提起されたのは 項目である。それらの

の歩みは、国務院から発表された「循環

中国の国策としての「循環経済」発展

経験や知見を参考にした「貴陽市建設循

ODA や官民の経済交流を通して日本の

あり、特に「循環経済促進法」に向けて

環境法制の優れた点を学んできた経緯が

に踏み切った当初より、日本を含む各国の

その背景には、中国が改革・開放政策

751 号 年 月 日付、原文「循環発

発展牽引行動
（通知は発改環資
〔2017〕

年 月に国家発展改革委員会から国務院

展部際聯席会議」
）で審議・決定され、

発展部門間合同会議（原文「循環経済発

その目指す内容が、国務院の循環経済

れる項目としては、第 項目「再生資源

キュラーエコノミー」との親和性が推測さ

一つは「拡大生産者責任制度の推進」であ

うち、従来の発展線上で注目される項目の

21

部門の合同文書の形で発表された「循環

4

等で先行するとされている。

さらに、
新たな経済モデルとしての「サー

回収利用の質の向上」
、第 項目「シェア

リングエコノミーの成長」
、第 項目「イ

して、そのために必要不可欠な法令や制度

は日本とは異なり、法律制定・施行に際

一方、中国の法令や制度の整備プロセス

築の重視が明記されている。
「循環経済」
は、

決定的役割を発揮させる」方向への制度構

づく「資源配置において市場メカニズムに

期中央委員会第 回全体会議の決定に基

子商取引業、物流企業等の流通のフローと

して提起されている、在来の販売企業、電

特に「再生資源回収システム整備」と

実施」などが挙げられる。

ンターネット＋資源循環行動方案の制定、

が完備されているわけではない。法律施行

制度改革深化の一環として位置付けられて

まず、基本原則には、中国共産党第

21

17
後も各種のトライアルを重ね、 年の間に

29

17

18

11

5

14

る。電器・電子製品、自動車、鉛蓄電池

経済発展加速に関する若干の意見（国発

環経済生態城市条例（地方初の循環経済

展引領行動」
）
」に示された（表参照）
。

する当面の重点工作通知（国発〔2005〕
号）
」と共に、第 次五カ年計画期（

06

～ 年）から強調され始めた経済発展方

11

式の転換を方向付ける二大文書として重
視された。

10

3

22

中国の
「循環経済」
の歩み

〔2005〕 号）
」に遡る。この政策文

条例）
」の制定と試行が重要なモデルを提

テージに入ったと考えられる。

16

書は当時、国務院から相前後して発表さ

年発表）
」をレビューしてみる。

理能力を超える生活ごみの増加という深刻

ち得るものなのだろうか。中国の「循環

に位置付けられたことに伴い、新たなス

5

とされる「循環発展牽引行動（2017

13

供したとも言われている。

40

13

れた「資源節約型社会の良好な建設に関

にしている。

型社会形成促進法」に基づく３Ｒと軌を一

07

経済」の第 次五カ年計画（ ・ 計画）

年からの ・ 計画期の中国の「循

完成したという。

成長を実現する新たな経済モデル。シェ

4

17

08

10
21

10

28
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は逆方向の回収システムの構

築、それらでの IoT の活

用、オフラインとオンライン

の融合によるネットワーク構

築などについては、
「拡大生

産者責任制度の推進」とも

相まった重要性が指摘されて

いる。

新ステージに入る中国の

「循環経済」は、そのアプロー

チの一部が世界で同時進行的

に検討・試行されつつ、それ

ぞれのコミュニティーの特徴に

基づくビジネスモデルへとつ

ながっていくものと考えられ

る。その実現のためにも、国

際資源循環と各国の環境規

制およびリソース・セキュリ

ティーとの協調を図る緊密な

マルチおよびバイの対話がま

すます必要と言えよう。

《参考資料》

11

◆吉田綾「中国における３R

17

推進の動向と課題」
『日中経

協ジャーナル』 年 月号

◆呂崢（国家発展改革委員会

回日中省エネルギー・

環資司循環経済処副調研員）

「第

環境総合フォーラム」資源循

環利用・ごみ処理分科会プレ

ゼンテーション

11

表 「循環発展牽引行動」
（循環経済 13・5 計画）
の概要

【13・５計画期の循環発展主要指標】
●発表：2017 年 5 月 4 日 通知：2017 年 4 月 21 日 発改環資〔2017〕751 号
●国務院の循環経済発展部門間合同会議（原文「循環経済発展部際聯席会議」）で審議・決定
指標
●国家発展改革委員会ほか 13 部門（科技部、工信部、財政部、国土資源部、環境保護部、 分類
住建部、水利部、農業部、商務部、国資委、税務総局、国家統計局、国家林業局）
主要資源産出率
1 指導思想

循環発展を新たな動力としてグリーン・循環・低炭素産業体系、都
市循環発展体系の形成を急ぐ

綜合指標

➢グリーン転換を目指す
➢制度構築を重視する⇒市場メカニズムの資源配置における決定的
役割の発揮、政府・企業・個人・社会団体の循環発展における責任・
基本原則（堅持する 義務の明確化等
2
こと）
➢イノベーション・開放駆動⇒資源循環利用産業の海外展開サポー
専門指標
ト等
➢協調・共有に依拠⇒生活、環境面等突出した問題を突破口とし、
人々の満足感を強化

3 主要目標

4 企業の循環型生産

➢グリーン・循環・低炭素産業体系の初歩的形成⇒汚染防御機能の
顕著な増強
➢都市循環発展体系の基本的構築⇒生活ごみ分別と再生資源回収の
有効な連結、グリーンインフラ、グリーン建築レベルの顕著な向上
等
➢新資源戦略保障体系の基本的構築⇒資源循環利用産業を国民経済
発展の重要な安全保障リソースの一つとする等

14

＝ GDP/ 主要資源実物消費量

主要廃棄物循環利用率
エネルギー産出率
水資源産出率
建設用地産出率
農作物廃棄物綜合利用率
一般工業固形廃棄物綜合利用率
規模以上の工業企業重複用水率
主要再生資源回収率
都市厨房廃棄物資源化処理率
都市再生水利用率
資源循環利用産業生産総額

15 再生品・再生原料普及使用制度構築

製品のエコデザイン推進

16 一次性消費使用制限制度構築

3R 生産法の普及⇒ CP（クリーナープロダクション）監査強化

17 循環経済評価制度の深化

5 産業園区の循環化推進

18 循環経済の標準化及び認証制度の強化

6 産業の循環式連携

19 グリーン信用管理制度の推進

都市の低価値廃棄
7 物の資源化利用強
化

2020 年

元 /t

5,994

6,893

15

％
元 /t
元 / ｍ３
万元 /ha
％
％
％
％
％
％
兆元

47.6
14,028
97.6
154.6
80.1
65
89
78
10
－
1.8

54.6
16,511
126.8
200.4
85
73
91
82
20
20
3

7
17.7
29.9
29.6
4.9
8
2
4
10
－
67

20 科学技術イノベーション駆動力の増強
製品のライフサイクル延長、資源利用効率の向上、遊休家屋・車
シェアリングエコノ
輛・物品のシェアリング利用、時間貸等の新型ビジネスモデル模索、
ミーの成長
シェアリング関連商品・情報・サービスのオンライン取引等

建築廃棄物資源化利用強化⇒「建築廃棄物管理・資源化利用強化指
導意見」発表、2020 年の都市建築廃棄物資源化処理率を 13％に

21

都市汚泥無害化処理及び資源化利用⇒都市汚水処理場汚泥と食堂厨
房廃棄物、糞便、園林廃棄物などの合同処理等

22 グリーン消費拡大

生産システムと生活システムのエネルギー共有を推進⇒コジェネレ
ーション、冷熱電供給の積極的発展、鉄鋼・化学等産業余熱の都市
集中暖房での利用、都市生活ごみと汚水処理場汚泥のエネルギー化
生産・生活システム
利用の奨励等
8
の循環連結
生産システムと生活システムの水循環連結推進⇒ 2020 年の水不足
都市の再生水利用率 20％以上、北京・天津・河北の再生水利用率
は 30％以上

2015 年

法律・法規に基づき「拡大生産者責任制度推進方案」を実施、電器・
電子製品、自動車、鉛蓄電池、飲料紙製複合容器等で先行⇒一部
拡大生産者責任制度
地域の電器・電子製品、自動車等の分野で拡大生産者責任試点を
の推進
展開、廃棄電器・電子製品処理基金制度整備、重点品目の目標回
収制度試行、第三者管理制度構築等

➢グリーン生活方式の基本的形成⇒グリーン消費理念の初歩的樹
立、グリーン製品使用比率の顕著な向上、省資源、ごみ分別等

食堂厨房廃棄物の資源化利用・無害化処理の制度化・規範化推進⇒
「厨房廃棄物資源化利用技術指南」発表、全国の区制都市で普及

20 年の 15 年
比伸び率（％）

単位

23 サービスメカニズムやモデルのイノベーション
24 資源循環産業の海外展開サポート

「園区循環化改造行動」を制定・実施⇒長江デルタの化学工業、軽
工業等の水循環関連園区、北京・天津・河北地域の冶金、建材、
園区の循環化改造行
25
石化等のガス循環関連園区、珠江デルタの石化、軽工業、建材等
動
園区の全ての循環化改造等、2020 年に 100 園区の循環化改造を国
家が重点的に支援等
循環経済示範（モデ 循環経済示範都市（県）建設の深化⇒ 101 循環経済示範都市（県）
9
ル）都市建設推進 での評価・検収実施
26 工業・農業複合型循環経済示範区建設行動
鉱山の副産資源総合利用推進
10

産業廃棄物の循環
利用推進

主要工業固形廃棄物の総合利用推進
農林廃棄物資源化利用強化⇒ 2020 年の農産物廃棄物総合利用率 85
％、林業余剰物総合利用率 60％
再生資源回収システム整備⇒在来販売企業、電子商取引業、物流企
業等による逆行物流回収システムの構築推進、再生資源企業のイン
ターネット・IoT 利用、オフライン・オンライン融合回収ネットワ
ーク構築サポート、生活ゴミ分別回収システムと再生資源回収の連
携等

11

再生資源回収利用
「都市鉱山」の開発利用レベルの向上⇒既存の国家「都市鉱山」示
の質の向上
範基地の質・効率向上、園区外の規範化された廃棄電器電子解体企
業・廃自動車解体企業の園内誘致・集約規模化促進

27 資源循環利用産業示範基地建設行動⇒ 100 の地区級以上の都市
28

工業資源総合利用産業基地建設行動⇒企業、業界で 50 の工業資源総合利用産業基地を
建設

29 「インターネット＋資源循環行動方案」の制定、実施
30 北京・天津・河北地域循環経済協同発展行動
31 再生製品再製造製品普及行動
32 資源循環利用技術イノベーション行動
33 循環経済典型経験モデル普及行動
34 循環経済イノベーション試験区建設行動

法規・制度体系の健全化⇒「循環経済促進法」の改正による法的拘束力強化推進、循環
新種の廃棄物回収利用示範展開⇒ソーラー発電デバイス、EV 電池、 35 経済促進法体系の改善・整備等
炭素繊維、バイオ繊維、複合材料、省エネ灯等新種廃棄物の回収利
36 料金・税・費用制度改革⇒廃棄電器・電子製品回収処理基金の実施等
用推進
重点品種の再製造推進⇒自動車部品、建設機械、大型工業設備、オ 37 財政・金融政策の最適化⇒ PPP モデル導入等

フィス設備等の再製造推進、品質・標示管理の厳格化等
再製造産業化・規範
再製造サービスシステムの規範化
化・規模化サポート
再製造企業の集約化⇒長沙、張家港、臨港等国家再製造産業示範基
地（エリア）建設のブレークスルー
北京・天津・河北、長江デルタ、珠江デルタ、成都・重慶、ハルビ
ン・長春経済エリア等の都市群を重点として、エリア内工業固形廃
地域資源循環利用
13
棄物、再生資源、生活ごみの資源化・無害化処理施設を統一的に計
システムの構築
画・建設し、行政区域を越えた資源循環利用産業基地を建設、廃棄
物の協同利用・処理を促進。
12
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38 統計キャパシティビルディング強化
39 監督管理の強化
40 地方の実施体制強化
41 企業の主体的責任の明確化
42 社会全体の広範な参画動員
43

組織的協調強化⇒循環経済部門間合同会議メカニズム機能の更なる発揮、牽引行動の実
施と実施状況のフォローアップ評価、結果公表等
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高の原法律事務所 弁護士

加藤 文人

度」を定めており、
同法第 241 条は、
次のとおり「債務者（被執行人）
による財産報告制度」を定めています。13
「被執行人は、執行通知書に従って法律文書により確定した義務
を履行しない場合、その時点及び執行通知書の受領日から以前の１
年間の財産状況を報告しなければならない。被執行人が報告を拒否
し、又は虚偽の報告をした場合、人民法院は、情状の軽重に基づき、
被執行人、その法定代理人又は関連単位の主たる責任者、直接責
任者に対し、過料又は拘留の処分を行うことができる」
その上で同法第 242 条は、次のとおり「人民法院による債務者財
産の調査制度」を定めています。
「１ 被執行人が、執行通知どおりに法律文書で確定した義務を
履行しない場合、人民法院は、関連単位に被執行人の預金、債券、
株券、基金持分等の財産状況を調査し、質問する権限を有する。
人民法院は、状況に応じて被執行人の財産を差し押さえ、凍結し、
振替え、換価する権限を有する。人民法院が調査・質問、差押、凍結、
振替、換価する財産は、被執行人が義務を履行すべき範囲を超えて
はならない」
「２ 人民法院が財産の差押、凍結、振替、換価を決定する場合、
裁定を下し、協力通知書を発しなければならず、関連単位は、これ
を処理しなければならない」
２「財産調査制度」についての新たな司法解釈
そして、これらの制度をさらに具体化するため、最高人民法院は
2017 年に「民事執行における財産調査の若干問題に関する規定」14
を制定しました。
同規定は「被執行人に対する財産調査命令」のみならず、
「人民
法院による、インターネット執行調査システムを通じた債務者の財
産調査」等を定めており、今後の運用によって、債権回収のための
強力な手続となり得るといえます。15
具体的な規定は、次のとおりです。
「第１条 執行過程において、申請執行人は、被執行人の財産の
手掛かりを提供しなければならない。被執行人は、誠実に財産を報
告しなければならない。人民法院は、インターネット執行調査シス
テムを通じて調査を行わなければならず、案件の必要性に応じて、
他の方法により調査を行うべき場合は、同時に他の調査方法を取ら
なければならない。
」
「第 12 条 被執行人が執行通知に従って、有効な法律文書で確
定した義務を履行しない場合、人民法院は、インターネット執行調
査システム、現場調査等の方法を通じ、被執行人、関連単位又は
個人に対して、被執行人の身分情報及び財産情報を調査することが
できる。関連単位及び個人は、法律に従い、協力しなければなら
ない。
」
その他、同規定は、
「被執行人が義務を履行しない場合の人民法
院による監査命令」
（第 17 条以下）
、
「被執行人が義務を履行しない
場合の懸賞広告」
（第 21 条以下）等を定めており、今後、これらの
制度がどのように運用されるのか、引き続き、実務を通じて確認す
る必要があります。

1 国務院 2014 年 8 月 23 日公布、同年 10 月 1 日施行（詳細については、
村上幸隆
「企業情報の公示に関する最近の動向」本誌 2015 年 1 月号参照）
2 同条例第 9 条 1 項 1 号、4 号
3 同項 7 号、2 項
4 全人代 1991 年 4 月 9 日施行、2012 年 8 月 31 日改正公布、2013 年 1 月
1 日施行
5 最高人民法院 2013 年 7 月 1 日公布、2017 年 2 月 28 日改正公布、同年
5 月 1 日施行
6 中共中央弁公庁、国務院弁公庁 2016 年 9 月 25 日公布、同日施行
7「信用喪失被執行人名簿規定」の具体的な条文（下線は筆者による。以
下同じ）
。
第 1 条 被執行人が有効な法律文書で確定した義務を履行せず、以下の
状況の１つに該当する場合、人民法院は、これを信用喪失被執行人名簿
に掲載し、法によって信用懲戒を実施する。
（１）履行能力がありながら、有効な法律文書で確定した義務を履行拒絶
する場合
（２）虚偽の証拠、暴力、脅迫等の方法で執行を妨害し、拒む場合
（３）虚偽の訴訟、虚偽の仲裁又は財産の隠匿、移転等の方法で執行を
逃れた場合
（４）財産報告制度に違反する場合
（５）高額消費制限令に違反する場合
（６）正当な理由なく、執行和解協議の履行を拒む場合
第 10 条 以下の状況の 1 つがある場合、人民法院は、３業務日内に信
用喪失情報を削除しなければならない。
（１）被執行人が有効な法律文書で確定した義務を既に履行した場合、
又は人民法院が既に執行を完了した場合
（２）当事者が執行和解協議に達し、かつ既に履行完了した場合
（３）申請執行人が、書面で信用喪失情報の削除を申請し、人民法院が
審査によって同意する場合
（４）今回の執行手続が終結した後、インターネット執行調査システムで
被執行人の財産を２回以上調査したが、提供できる執行財産が未発見で
ある場合で、かつ申請執行人又はその他の者も有効な財産の手掛かりを
提供しないとき
（５）審判監督又は破産手続によって、人民法院が、法により信用喪失被
執行人に対する執行中止を裁定した場合
（６）人民法院が、法によって不執行を裁定した場合
（７）人民法院が、法によって執行終結を裁定した場合
8 最高人民法院「6 件の民生執行典型案例」2017 年 1 月 24 日公布、同日
施行等
9 国家発展改革委員会、中国人民銀行等 2016 年 1 月 20 日公布、同日施
行
10 最高人民法院 2010 年 10 月 1 日施行、2015 年 7 月 20 日改正公布、同月
22 日施行
11 同規定第 3 条 1 項の 4 号、5 号及び 8 号
「人民法院
12 中国の民事訴訟法第 111 条 1 項 6 号、刑法第 313 条により、
の判決又は裁定に対し、執行能力があるのに執行を拒絶し、情状が重い
者」は、
「3 年以下の有期懲役、拘役又は罰金」
「情状が特に重い場合、
3 年以上 7 年以下の有期懲役及び罰金」に処せられる可能性がある。す
なわち、現在の中国法は、
「民事上の債務の履行を、刑罰でもって強制す
ること」をも肯定していることに留意しなければならない。
「民事執行法」第 196 条以下が「財産開示手続」を定
13 日本法においても、
めており、民事判決等によって債務名義を負っている債務者に対し、
「財
産開示期日に裁判所に出頭して、債務者の財産について陳述すること」
を求めることができる。
もっとも、現状ではそのような「債務者だけに対し、その財産状況の
報告を求める手続」を実施しても実効性に乏しいことから、日本では年
間約 800 件程度しか利用されていない。日本における実務上、現時点で
は「弁護士法 23 条の 2 に基づく照会」が多用されている。具体的には、
2017 年度に日本全国で合計年間約 21 万件の申出があり、そのうち約 4
万 8000 件が、金融機関に対する弁護士会照会であった。
現在、日本の民事執行法を改正して、
「第三者に対し、債務者財産情報
の開示を求める制度」を立法することが検討されており、
「金融機関に対
する関係では、弁護士会照会制度と同様の制度」が立法される可能性が
高い。
14 最高人民法院 2017 年 2 月 28 日公布、同年 5 月 1 日施行
15 同規定の詳細な内容については、茂野祥子、辛雪梅「中国の民事執行に
おける財産調査について」JCA ジャーナル 2017 年 6 月号参照
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中国ビジネス Q&A

中国の債務者情報等取得制度

現在、中国で債務者の信用情報や財産情報を取得することができる法律上の制度としては、どのようなもの
があるのでしょうか？
現在の中国では制度上 (1) 企業情報公示制度に基づく企業情報の取得 (2) 信用喪失被執行人名簿に基づく
信用情報の取得 (3) 民事訴訟法上の財産調査制度に基づく債務者の財産情報の取得等が可能です。これら
は日本法上の制度と比較して、債権管理・回収等にとって有用な制度といえますが、今後も各種の制度改正、実務
上の運用変更等が続くことが予測できます。

中国の「企業情報」開示制度

人、
企業のいずれも掲載されており、
特定の氏名を入力することで
「対

現在、中国において「企業信用情報」を入手するための一般的な
1

制度としては「企業情報公示暫定条例」 に基づく「国家企業信用情
報公示システム」があります。

象者が信用喪失被執行人名簿に掲載されているか否か」
、
「どのよう
な事情によって掲載されているのか」等を確認することができます。
例えば「判決で敗訴したにもかかわらず、債務を履行しないので、

このシステムは、インターネット上で公開されており、日本からで

信用喪失被執行人名簿に掲載されたことから、債権者と改めて協議

も閲覧が可能です（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）
。ウェ

して和解し、債務を履行した事例」等が多数公表されており 8、こ

ブサイト上で、閲覧したい企業の名称を中国語で入力することによ

の制度が「債権回収」に利用されていることが分かります。

り、当該企業の「公示情報」を無償で入手できることから「中国で

なお、
国家発展改革委員会、
最高人民法院、
中国人民銀行等の
「信

の信用調査会社への調査依頼」等に先立って、このような方法で、

用喪失被執行人に対する連合懲戒実施の合作についての備忘録」9

基本情報を確認しておくことをお勧めします。

によると、
「信用喪失被執行人名簿」に掲載された場合、企業につ

具体的な情報としては「企業の連絡住所、郵便番号、連絡電話、

いては「①企業債権の発行制限」等、個人については「⑬国有企

電子メールアドレス等の情報」のみならず、
「その株主又は発起人が

業の法定代表者、董事、監事になることの制限」
、
「⑭事業単位の

引き受け及び払い込みをした出資額、出資時期、出資方式等の情報」

法定代表者になることの制限」
、
「⑰公務員、事業単位従業員にな

等も開示対象となっており 2、ある程度ではあるものの「株主につい

ることの制限」
、
「⑲飛行機、列車等の高級座席に乗車することの

ての情報」も得られることが、日本の商業登記事項閲覧制度、登

制限」
、
「⑳高級ホテル、ゴルフ場等の利用制限」
、
「㉑建物、土地

記事項証明書取得制度と異なります。

等の不動産の購入制限」
「㉒一定範囲の旅行、
、
バカンスの制限」
「㉓
、

なお、条文上「企業の従業員数、資産総額、負債総額、対外提

子女の高級私立学校への入学制限」等の、厳しい制限が課されま

供している保証・担保、 所有者権益の合計、営業総収入、主要業

す（⑲～㉓は、名簿記載企業の法定代表人を含む）
。

務の収入、利潤総額、純利益、納税総額等の情報」の開示につい

２ 被執行人による高額消費の制限

ては、
「企業の選択によって開示する」となっており 3、これらにつ

これらの制度に関連するものとして、最高人民法院の「被執行人

いてまで開示している企業は、まだ少ないようです。

の高額消費の制限に関する若干規定」10 があります。同規定第 1 条

中国の「信用喪失被執行人名簿」制度等

は「被執行人が、執行通知書で指定する期間に有効な法律文書で

１ 信用喪失被執行人名簿

確定した給付義務を履行しない場合、人民法院は、消費制限措置

中国の「民事訴訟法」4 第 255 条は「被執行人が法律文書で確

を取って、高額消費及び生活又は経営に必需ではない関連消費を

定した義務を履行しない場合、人民法院は当該被執行人に対し、

制限することができる」と定めており、具体的には、第 3 条 1 項で

①出国制限、②信用情報システム・メディアを通じた義務不履行

「高額消費及び生活、業務に必需ではない消費行為の制限」として、

情報の公表、及び③法律に定めるその他の措置を自ら行い、又は

前記「備忘録」記載の⑲～㉓以外に「高級オフィスビル、ホテル、

関連単位に通知し、協力を求めて実施することができる」と定め

マンション等の場所を賃借して業務をすること」
、
「経営に必需では

ています。

ない車両の購入」
、
「高額の保険料を支払い、投資性の高い保険商

同条は、民事訴訟等で確定した法律責任（いわゆる「債務名義」
）

品を購入すること」を禁止しています 11。

を負った債務者に対し、日本法上は存在しない強力な措置を実施す

また、第 11 条は「被執行人が消費制限令に違反して行った消費

る根拠条文の１つであり、現在中国では、最高人民法院の「信用喪

行為が、すでに発効している人民法院の判決、裁定の履行を拒絶す

5
失被執行人名簿情報の開示についての若干規定」
、
中共中央弁公庁・

る行為に該当し、調査を経て事実と確認した場合、
『中華人民共和

国務院弁公庁の「信用喪失被執行人への信用監督、警告及び懲戒

国民事訴訟法』第 111 条の規定によって、拘留、過料を科す。情状

6

実施体制の構築加速化に関する意見」 等に基づき、
「有効な法律

が深刻で、犯罪を構成する場合、その刑事責任を追及する」と定め

文書で確定した義務を履行しない債務者で、一定の事由がある者」

ており、
「民事判決等の不履行」が「刑事責任」となり得ることを改

につき、
「人民法院において信用喪失被執行人名簿に掲載し、公布

めて確認しています。12

7

する」としています 。
この名簿も現在、インターネット上で公開されており、日本からも
閲覧が可能です（http://shixin.court.gov.cn/）
。この名簿には、個
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中国の「財産調査」制度
１ 民事訴訟法の定める制度
中国の「民事訴訟法」はその他にも「債務者の財産を調査する制
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■ 3/2 日本に留学中の中国若手行政官が来訪

中国の若い行政関係者に留学を通して
日本への理解を深めてもらう政府の「中
国若手行政官等長期育成支援事業」
（略
称 JDS 中国事業）の一環で、中国の中央・
地方政府機関から日本に派遣されて、各
地に留学している若手行政官たちが当協
会を訪問し、日中の経済交流について学んだ。今年 1 月にも、同事
業の留学生 OB の 8 名が来会して、交流している。
今回は 30 人が来会し、参加者たちは、当協会職員の「日中経済
協会と日中経済交流のあゆみ」
、
「中国で活躍する日本企業」と題した
講義に耳を傾け、日中両国の経済交流に関する質疑応答を行った。

また、理事会後には、賛助会員との懇
親パーティを開催し、宗岡会長の挨拶に
続き、程永華・中華人民共和国駐日本国
特命全権大使の挨拶、岩沙弘道副会長
による乾杯の発声の後、賛助会員同士が
情報交換・交流を行う盛況な会となった。

■ 3/23 中国西部国際博覧会事務局一行来会

戴懋・中国西部国際博覧会事務局（四川国際会展有限公司 総経
理助理）一行が当協会を訪れ、9 月 20 〜 24 日に成都で開催予定の
「第 17 回中国西部国際博覧会」を紹介し、日本企業への出展を呼び
かけた。
同博覧会は、国家発展改革委員会、商務部、外交部等の 16 の中
央政府機関と西部地区の 12 省（市、
自治区）政府等の共催で行われ、
■ 3/4 〜 8 深圳スタートアップ・ベンチャー企業交流団派遣
4/24
中国西部地区におけるビジネス交流、投資促進のみならず、東南・中央・
当協会では、昨年 11 月末の合同訪中団・深圳訪問時の現地企業
南アジアとの経済交流をも視野に入れたプラットフォームとして位置
との交流会等を経て、3 月 4 日〜 9 日の 5 日間の日程でベンチャー
企業を中心とする企業交流団を深圳へ派遣した。前海自由貿易区、 付けられている。今年は「一帯一路」合作館など新たなパビリオンも
展開される予定。
国信証券と共催の現地企業交流会（2 回）にて中国側企業と相互に
先端技術を披露し、ビジネスマッチングを行ったほか、華強北地区、
HAX（アクセラレーター）
、深圳湾創業広場、DJI、TENCENT、BYD、
BGI（華大基因）
、深圳国家生物産業基地等を訪問した。

2018 年 3 月の日中東北開発協会の活動から

■ 3/8 佘春明・山東省商務庁庁長一行来会

佘春明・山東省商務庁長一行が当協会を訪れ、同省が取り組んで
いる「成長エンジンの切り替え」と呼ぶ経済振興戦略や、当協会との
今後の協力関係について情報交換を行った。

■ 3/9 「2018 中国山東省
（東京）経済合作懇談会」への協力

佘春明・山東省商務庁長をはじめとする山東省政府が、山東省と
日本企業の経済交流促進を目的に「2018 中国山東省（東京）経済合
作懇談会」を東京都内のホテルで開催し、日中の関係者およそ 300
人が出席。山東省政府は省の現状や経済政策の説明のほか、各市の
PR などをした。なお、当協会は協力機関として参加し、伊澤理事長
が挨拶を行った。

■ 3/20 第 26 回理事会・会員懇親パーティ

第 26 回理事会では宗岡正二会長をはじめ、副会長、常任理事、
理事出席のもと、平成 30 年度事業計画書・収支予算書や最近の日
中経済交流の現状、2018 年中国施政方針の要点等について説明を
行い、意見交換を行った。

■ 3/5 吉林（中国ーシンガポール）
食品区管理委員会・韓局長来会
韓瑞・吉林（中国−シンガポール）食品区管理委員会経済合作六
局長が当協会を表敬訪問し、当協会後藤事務局長他が面談した。席
上、今後の協力等について双方で意見交換した。
■ 3/13 黒龍江省商務庁・趙副庁長来会
趙文華・黒龍江省商務庁副庁長一行 3 人が来会し、当協会杉田理
事長ほかが面談した。席上、今後の協力等について双方で意見交換
した。
■ 3/15 NPO 北東アジア輸送回廊ネットワーク
（NEANET）第 19 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、当協会後藤事務局長が参加
した。当日は「カリブ海クルーズから見た日本海クルーズへの提言」
と題して、山縣宣彦・みなと総合研究財団副理事長が講演したのち、
参加者で意見交換を行った。
■ 3/20 第 56 回常任理事会および第 34 回定時会員総会を開催
当協会は第 56 回常任理事会および第 34 回定時会員総会を開催。
2017 年度事業報告・決算報告、18 年度事業計画・予算、日中東北
開発協会の改組等に関する審議が行われ、原案が承認された。
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今年 5 月 1 日以降、人民幣第四版（1987 年から流通）のほとんどが
流通停止となります。私は中国の小学校に通っていた頃、様々な少数
民族が描かれた紙幣が好きで、状態が良いものを小遣いやお釣りか
ら探し出しては集めていました。小学生にとって 50 元札と 100 元札
は高額ゆえ手が届かず、結局コレクションがそろわなかったことを、懐
かしく思い出しました。手が届かなかった分の紙幣をそろえ、我がコ
レクションを完成させたいと思います。
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