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巻頭言

付加価値協業の時代へ
一般財団法人 日中経済協会 副会長
三井住友信託銀行株式会社
取締役会長

常陰 均

多く存在し、サービス面においてもキャッシュレス化の

や顔認証などデジタル技術に長けた先進的企業が数

特筆すべきは想像を超える著しい技術進歩です。AI

る報 道 だけでは把 握できない中 国の実 情です。

国を訪れる度に肌身で感じるのは、日本におけ

す。

とする財産管理運用機能から進化・発展したもので

いて、私どもが先駆的役割を果たしているのも、基本

対する投融資を判断する「ESG 投資」の分野にお

り組みが適切に行われているかどうかを基準に企業に

ィング、あるいは環境・社会・ガバナンスに関する取

中

進 展をはじめ中 国が先 行し、 日 本が追 走 すべき分 野

野があります。 例えば小 売 業やサービス業など顧 客

一方、 日 本にも独 自の付 加 価 値を生み出 す先 行 分

や資産証券化事業のサポートなどを行っている中国企

つながる余地は大きいと考えます。中国での公益信託

国における先進的分野との融合が、 付加価値創造に

このように応 用 範 囲が広く多 様な信 託の機 能と中

と直に接点を持つビジネスにおいては、きめ細かな対

業との信託合弁事業の中でも、 付加価値協業の実現

も少なくありません。

応をはじめとする独 自のノウハウを有 する企 業が多

を図ってまいります。

状況に陥り、その度に双方の企業が影響を受けること

事による双 方の国 民 感 情などにより、 時 折 不 安 定な

日中関係は、 その時々の世界情勢や突発的な出来

く、 先進技術や課題突破力を有する中国企業との協
業によって、より大きな付加価値を生み出す素地があ
ると予感しています。
我田引水ながら、 私どもが生業とする信託の分野

ェア、 透 明 性の確 保、 副 作 用の抑 制 等 々、 社 会・ 経

にわたる経験により培ってきた資金調達、リスクのシ

り、日中両国の平和共存、 世代友好、 互恵協力、 共

括的な推進を謳った 2008 年の日中共同声明があ

しかし国家間においては、「戦略的互恵関係」の包

がありました。

済の発展に欠かせないノウハウこそ、 付加価値の源泉

同発展という崇高な目標を実現していくこととなって

は、 財産の管理運用機能が基本的使命であり、 長年

です。

います。

産業、企業レベルにおいてもこれに準じて、唇歯輔

実 際に私 どもが提 供している信 託 商 品、 例えば自
然環境保全など公益の実現を目的とする公益信託や

車（しんしほしゃ：「輔」は頬骨、「車」は歯茎の意）

創造できる得意分野を持ち寄り協力して新事業を創

社会貢献寄付信託、 遺言信託などは、 万全の財産管

また、 地球環境問題の深刻化が懸念され、 環境に

造 する「付 加 価 値 協 業」 によって、Win・Win

の関係、すなわちもちつもたれつ、互いに付加価値を

対する配慮が求められる中、 環境性能が高く良好な

の関係を構築する必要性を痛感しています。

理運用機能をバックボーンにしたものです。

マネジメントが行われている付 加 価 値の高い不 動 産、
すなわち「環境不動産」の創出を目指したコンサルテ
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の新たな協力がスタートする。

また、会場入口にはパネル展示スペー

ための一層の協力強化についての期待が

とや、グローバルな課題へ対応していく

ズに応じた取り組みを推進していくこ

がそろって展示の内容紹介を受け、会

耕大臣、宗岡会長、何主任、銭副部長

みを紹介した。全体会議開始前に、世

環境に関する技術やこれまでの取り組

発言者より水素の利用や水素社会の到

に象徴されるような最近の活発な交流

にもあたり、日中ハイレベル相互の往来

して位置付けてきた。具体的には、エ

らを見据えた情報交換のプラットホー

は、技術交流や業務提携以外に、それ

ら 年の期間に GDP 単位あたりのエ

に取り組んできた。その結果、 年か

態保護、省エネ、有害物質の排出削減

17

13

2
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体会議では、日中間の省エネ・

環境分野において重要なプラッ

スを設け、 の企業・団体（日本側：

全

トホームに成長した本フォーラムを活

、中国側： ）が出展し、省エネ・

表明された。
今回新たな次元の協力テー

今年は日中平和友好条約締結 周年

来に向けた展望が紹介され、日中の省

状況を受け、今後の省エネ・環境分野

国家発展改革委員会主任

中 国 政 府は環 境

政策を国策として推

回全国代

進しており、中国共

産党第

調印案件については、全体会議の前

ムづくりに向けたものも多く、日中間

業構造やエネルギー構造を調整し、生

コ文明の体制改革を推進するため、産

や「四つの全面」における重要業務と

表大会以来、
エコ文明建設を「五位一体」

◆何 立峰

（開会挨拶・基調講演）

体的な意見交換がなされた。

エネ・環境分野における将来的な協力

分科会後の自由交流を活用した意見交

ションやパネルディスカッション、さらに

会に分かれ、日中双方のプレゼンテー

ける技術イノベーション）の つの分科

ト化、日中長期貿易（水循環改善にお

電、循環経済、自動車の電動化・スマー

リーンコールテクノロジーと石炭火力発

技術イノベーションシステム構築、ク

午後に行われた分科会では、省エネ

における一層の協力発展を見据えた具

40
の方向性が示された。

ルギー」であった。官民複数の日本側

場に入場した。

用し、今後も時代の変化や双方のニー

12

8

マとして注目を集めたのが「水素エネ

4

日に 件が事前調印式を行い、当日に

換などが行われた。

18

5

は 件が文書交換式に参加した。内容

11

24

全体会議
日中経済協会は、経済産業省、中国・国家発展改革委員会、商務部との共催で、2018 年 11 月 25 日、北京にて
「第
12 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」を開催した。
全体会議には、日本側は世耕弘成経済産業大臣、宗岡正二日中経済協会会長、高橋泰三資源エネルギー庁長
官、中国側は何立峰国家発展改革委員会主任、銭克明商務部副部長、張勇国家発展改革委員会副主任をはじめ、
両国政府・企業・団体・専門家等、官民合わせて約 800 人
（日本側約 300 人、中国側約 500 人）
が参加した。

日中協力の強化とグローバルな環境問題への取り組み

第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

ネルギー消費が ・ ％削減された。

メカニズムに基づいた制度やメカニズム
構築の強化、である。

◆世耕 弘成

で開催し、各国が共同で取り組む意義

参加した世界初の水素閣僚会議を日本

本 フォ ー ラ ム

を確認した「東京宣言」を発表。今後

経済産業大臣

回 の開 催 で

は日中エネルギー対話の枠組みを用い

は、

累 計 362 件 も

て、官民で政策対話を行い、規制やイ

これらを踏まえて、以下の３点を提
案したい。

の協 力 案 件 を 創

CHAdeMO 協議会と中国電力企

海洋プラスチックごみ問題は、海洋

り、持続的な成長のために省エネ・環
①協力の基礎固めや幅広い議論を推進

ンフラ整備などに関して多角的な議論

②互いの強みを活かした実務協力を強

業連合会による電気自動車の急速充電

生態系や人の健康に影響を及ぼしかね

境保護の改善につながるよう産業構造・

月の

体的には、①汚染対策による生態環境
化し、経済や貿易の往来をこれまで以

規格に関する共同開発合意など、これ

ない地球規模の課題である。プラスチッ

年

などの改善、②エコシステムへの取り組
上に拡大すること。

までの日中間の協力がグローバルな動き

出 してきた。 最 近では、

みで大規模な国土緑化アクションなど
③国際協力を強化し、共通の利益を拡

をけん引する事例も出てきており、

し、新たな交流・協力の場を作ること。

を実施、③グリーン発展の推進による

大し、ウィン・ウィンの関係づくりを模

分解性プラスチック等への取り組みに関

ク加工工程でのゼロエミッションや、生

し、日中両国が経験や知見を共有する

ことで、世界全体で取り組むべき問題

の解決に貢献できる。

本フォー ラムは、

商務部副部長

り組むことを期待している。先

日中両国間の重要な

◆銭 克明

日の日中首脳会談では、 年の

ず、よりグローバルな課題に取

今後も両国間の課題のみなら

なっている。

中の省エネ・環境協力の象徴と

12

を行っていきたい。

エネルギー消費量や石炭使用量の規制

回にわたるフォーラムの取り組みは、日

生産方式・生活様式を変えていく。具

リティ重視の発展段階にシフトしてお

中国の経済は高度成長段階からクオ

9

索すること。

8

G20 大阪サミットの機会を捉

であり、これまで

経済協力メカニズム

回の開催で、両国の企業が ６２もの

12

案件に調印してきた。 年以降、中国

今後、
「地球規模の課題」に対

関連設備や技術を日本から輸入してお

は 400 億ドルを超える省エネ・環境

護を両立する政策を遵守しており、そ

中国企業は一貫して省エネ・環境保

なっている。

ジェクトをすり合わせる重要な場とも

両国の企業が交流や対話を行い、プロ

応する新たな次元の協力として、

年

12

水素は次世代エネルギーの要

クごみ問題が挙げられる。

り、大きな成果を挙げてきた。また、

協力の具体化に取り組んでいく。

3

水素エネルギーと海洋プラスチッ

10

深めていくことに合意しており、

えて地球規模の課題での協力を

19

であり、日本政府は 年 月に

21

「水素基本戦略」を策定。
10

18

17

月には の国・地域・機関が
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１．日程 11 月 24 日（土）～ 25 日（日）
２．会場 国家節能中心（24 日）
・国家会議中心（25 日）
３．参加人数 約 800 人（日本側約 300 人、中国側約 500 人）
４．全体スケジュール
■ 11 月 24 日（土）
16:00 ～ 16:30 協力プロジェクト事前調印式
立会人：山影雅良 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長
王 静波 国家発展改革委員会資源節約・環境保護司総合協調指導処処長
■ 11 月 25 日（日）
【全体会議】9：30 ～ 11：35
開会挨拶・基調講演
司会：張 勇 国家発展改革委員会副主任
何 立峰 国家発展改革委員会主任
世耕弘成 経済産業大臣
銭 克明 商務部副部長
宗岡正二 日中経済協会会長
日中協力モデルプロジェクト調印文書交換式
経済産業省資源エネルギー庁および日中企業代表による講演
司会：任 樹本 国家発展改革委員会資源節約・環境保護司司長
高橋泰三 経済産業省資源エネルギー庁長官
王 天義 中国光大国際有限公司総裁
山東理二 千代田化工建設株式会社代表取締役社長
馬
剛 盈峰環境科技集団董事長
畠澤 守 東芝エネルギーシステムズ株式会社代表取締役社長
【分科会】13:30 ～ 17:30
①省エネ技術イノベーションシステム構築
②クリーンコールテクノロジーと石炭火力発電
③循環経済
④自動車の電動化・スマート化
⑤日中長期貿易（水循環改善における技術イノベーション）
■ 11 月 26 日（月）
・27 日（火）
【視察】各分科会による視察
省エネ分科会、循環経済分科会：天津子牙経済技術開発区視察
クリーンコール分科会：江蘇省泰州の高効率石炭火力発電施設視察
自動車の電動化・スマート化分科会：北京市の百度（自動走行）視察
日中長期貿易分科会：雄安新区（水関連施設等）視察

および節水プロジェクトの実施、④市場

第 12 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム プログラム
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②一帯一路建設のもとでのグリーン協力

拡大におけるグリーン協力の機会創出、

のうえで日本企業とは、①改革開放の

フォーラムのプラットホームで省エネ・

工業信息化部との交流会議を行い、本

のほか、国家発展改革委員会、商務部、

表団」を派遣し、李克強総理との会見

ン、行動計画を取りまとめた。また、

けて官民が共有すべき方向性や、ビジョ

を策定し、未来の水素社会の実現に向

初の国家戦略として「水素基本戦略」

◆王 天義

している。

が融合した、総資産

当社は金融と産業

兆 千億元、従業

中国光大国際有限公司総裁

の場づくり、③グリーン関連をメイン
環境分野の事業が十分に機能し、多く

リーン協力へのサポート力強化、など

ポート、④日中の金融機関におけるグ

通認識を得た。

ス・アライアンスの重要性についての共

認、両国企業による相互補完のビジネ

のプロジェクトが生み出されたことを確

社会形成に向けたグローバルな取り組

日本で開催したところで、日本は水素

インテーマとする「水素閣僚会議」を

付け、 月には世界で初めて水素をメ

素化に向けた切り札として水素を位置

画」において、エネルギー転換・脱炭

大事業としている。

資銀行、エコ、観光、ヘルスケアを

資産管理、アセットマネジメント、投

香港での業務を手がけている。その中で

型ホールディングス企業で、中国大陸と

員数 万人の国有大

年 月に「第 次エネルギー基本計

とした日中長期貿易の持続可能発展サ

の実務協力を行っている。

ネ・環境分野でも変化に適合した新た

以上の内容を踏まえ、次の 点を提

③相互の強みを活かした、第三国市場

の質の高い発展

の細かい連携が推進されることを期待

た分科会も設けられており、よりきめ

広い協力について議論することも踏まえ

炭素化に利用できる。一方、水素が新

でき、交通や産業など様々な分野の脱

水素は多様なエネルギー源から生産

ルプロジェクトとなり、これを東南アジ

クトがメコン川デルタ地区におけるモデ

トナムではごみを利用した発電プロジェ

策のもとで海外展開も進めている。ベ

における協力の展開

アに広げていくほか、 番目の発電プロ

強化

◆宗岡 正二
約締結 周年にあた

日中平和友好条

に応え、さらには第三国への協力に広げ

相互補完のビジネス協力で時代の要請

れる。双方が各々の優位性を活かし、

ル経済分野における著しい成長が見ら

な経験と蓄積があり、中国にはデジタ

日本には省エネ・環境分野での豊富

している。また、オーストラリアやブル

100 カ所の水素ステーションが普及

自動車（FCV）
、そして世界最多の

台の燃料電池、2800 台の燃料電池

出されることが必要。日本では、 万

スとして確立し、グローバル市場が創

進めてきた。今後は中東やアフリカに

の固形廃棄物処理市場への参入などを

ドでの東欧最大の M ＆ A による欧州

発電プロジェクトへの参画や、ポーラン

では、当時ドイツで最大規模の太陽光

ジェクトも既にスタートしている。欧州

日中経済協会会長

月 に李

る 今 年、

今後中日双方の協力を深化させるた

も進出する予定。

かったん

るプロジェクトをスタートしている。

ける G20 大 臣 会

ギー・環境分野にお

力が必要。日本と中国は互いに強みを

の促進、③一帯一路によるグローバル協

を強化、② PPP によるグリーン発展

めには、①イノベーション分野での協力

合が開催され、水素

持ち、相互補完性があるので、協力を

年 月 ・ 日には日本でエネル

26

に関する議論を予定

16

年ぶ

経済産業省資源エネルギー庁長官

15

克 強 総 理が

◆高橋 泰三

6

りに日本を公式訪問。 月に安倍首相
が 年ぶりに中国を公式訪問した際に
は、
「第 回日中第三国市場協力フォー
ラム」が開催され、新たな経済協力に

日本では水素がエネルギー転換・脱

19

8

5

40

10

向けた両国関係が一歩前進した。

（資源エネルギー庁および日中企
業代表による講演）

ネイと協力して褐炭から水素を製造す

2

ていくことも重要である。

における金融サービスによるサポート

たなエネルギー選択となるには、ビジネ

案したい。

6

国内での事業展開のほか、一帯一路政

6

10

している。

第 次産業革命の到来に伴い、省エ

①省エネ・環境保護の共通認識のもと

みを加速させるためにリーダーシップを

7

な日中協力のビジネスモデル構築が求

4

での、両国の協力に関する戦略の策定

5

発揮していく。

7

められている。産業界の枠を越えた幅

18

②イノベーションによる両国の経済貿易

4

④省エネ・環境保護分野での企業協力

4

炭素化のカギになる。 年 月、世界
12

1

月には「日中経済協会合同訪中代

17

7

9

4
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用化可能、といった強みが挙げられる。

の組み合わせのため世界に先駆けて商

石油製品並みに低減可能、実証済技術

のまま活用することが可能、リスクを

協力を深化させていきたい。

両国のみならず、第三国でもそれらの

産業のパターン転換を図りたい。また、

多くの協力を進め、中日省エネ・環境

AI、ごみの分別・処理の分野でより

エネルギー利活用の転換が生じてい

させ、
メタンガスとして利用するなど、

用したり、また水素を CO 2と化合

要時の電力や FCV の燃料として活

電力を水素として貯蔵し、ピーク需

深めたい。

現在、経済産業省の支援により、この

省エネ分野における中日の実務協力

当社は特に、日本の水素戦略のもと

こと、②中日両国の企業が新たなテク

（ Power to Gas
）の領域に注力し、実
装プロジェクトを推進している。また、

役社長

千代田化工建設株式会社代表取締

でビジネスを行って
「SPERA 水素技術」を活用し、世

のためには、①新エネルギーの利用や

で、余剰電力を活用して水素に転換し、

◆山東 理二

いる総合エンジニア
界に先駆けてブルネイから日本へ水素

AI などのハイテク技術・イノベーショ

様々な産業で活用する技術である

当社は カ国以上

リング会 社であり、
を輸送する国際間水素サプライチェー

ンの分野でさらなる協力と交流を行う

ノロジー産業革命の中で互いの技術・

安倍首相が発表した、 年に福島で再

ることである。

世界の LNG プラント建設の ％に参
ンの実証プロジェクトに取り組んでいる。

当社は、中国国内

資金・市場開拓・コストの優位性を発

PtoG

画している、世界でトップクラスのコン

◆馬 剛

ラント建設の実績があり、当社独自の

で先進的な環境衛生

揮し、第三国市場でのチャンスをつかむ

生可能エネルギーから燃料電池自動車

島水素エネルギー研究フィールド（略

ロボットを主とする

排煙脱硫技術に関する技術協力を 機
の石炭火力発電所の設置に対して行って

万台に相当する水素を製造する「福

で政策や資金面のサポートをしていく

こと、③両国政府が省エネ・環境分野

造、環境総合サプライヤーであり、
「ス

称：

プソリューションを提供し、発展を図っ

◆畠澤 守

東芝エネルギーシステムズ株式会社代

水素エネルギーシステム製造施設とな

り、当社がその建設・運営・実装を進

めている。

して、産業用に特化した燃料電池の開

このほかに、水素を「使う」技術と

大きく分けて２つの

発・製造・販売を行っており、 年

を開発した。この技術には、長期間貯

含した液体から水素を取り出す技術

「SPERA 水 素 」 という 水 素 を 包

当 社 で も 水 素 を 核 と 位 置 付 け、

しており、日本向けに輸出している中

も、福島では震災後の再建事業に参画

縮設備を納入した実績がある。ほかに

福島県会津ごみ処理センターにごみ圧

環境が日本の環境企業との連携により

廃棄物を活用して付加価値の高い化

の拡大である。２つ目は、余剰電力や

電力調整市場の拡大、といった新領域

の拡大、分散電源の増大とそれに伴う

いる。１つ目は、再生エネルギー市場

室に供給している。

送し、電力と温水をつくり、ホテル全

チックから出た水素をパイプラインで輸

純水素燃料電池が導入され、廃プラス

月にオープンしたホテルでは、当社製の

（事業開発部）

学物質に転換させ、新たな産業やサー

再生可能エネルギー発電による余剰

国製環境設備が効率・規格・品質の面

今 後 は日 本 企 業 と 新エネル ギ ー、

蔵・長距離輸送によるロスが極めて少

表取締役社長

世界中で今、電力

F
H
2
R

領域で変化が生じて

事業の環境において

）
」は、世界最大規模の
こと、の 点が重要である。

ハイエンドの設 備 製

20

マート環境設備」「スマート環境サービ
ス」という つの柱の事業により、多く

の ％を占めると予想されている。水

てきた。事業は中国全土の の省、市、

の省エネ・環境保護分野でのワンストッ

を排出しない

自治区にわたって展開しており、日本と

素の強みには、①

1

ビスを生み出すことである。例えば

ある。

こと、②様々なリソースから生産可能、

30

で日本でも高く評価されている。

3

3

いる。
（水素協議会）
Hydrogen Council
の報告によれば、パリ協定合意の目標
に向けて、水素へのニーズが２０５０
年には現在の 倍、全エネルギー需要

2

20

盈峰環境科技集団董事長

トラクター。中国国内では、 件のプ

60

40

43

の協力では、グループ会社である中聯

2

③貯蔵・運搬が比較的容易、の 点が

C
O

ないこと、貯蔵・輸送におけるハンドリ

6

10

ングが容易、既存の石油インフラをそ
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第４回

第５回

12

第６回

日中省エネ・環境分野の互恵協力と地方への 日中省エネ・環境協力プロジェクトの量的拡 省エネ・環境分野における互恵協力
ビジネス展開
大から質的向上へ
2009 年 11 月 8 日（日）
北京
1,000 人（日本 500、中国 500）
42 件

2010 年 10 月 24（日）
東京
1,100 人（日本 700、中国 400）
45 件

2011 年 11 月 26 日（土）
北京
1,000 人（日本 500、中国 500）
51 件

①トップランナー制度
②循環経済
③海水淡水化・水処理
④自動車
⑤発電／石炭
⑥化学
⑦日中長期貿易（汚泥処理）

① LED 照明／省エネビル
②循環経済
③水処理・汚泥処理、ごみ焼却発電
④自動車
⑤低炭素 (CCS-EOR)
⑥石炭・火力発電
⑦中小企業の省エネ・ESCO
⑧日中長期貿易（汚泥処理、環境金融）

①トップランナー制度
②グリーン建築物
③水処理・汚泥処理
④循環経済
⑤新エネルギー自動車
⑥石炭・火力発電
⑦日中長期貿易（排水処理、汚泥処理、自動
車リサイクル）

日中省エネルギー・環境総合フォーラムの歩み

-

拡大・充実する日中の省エネ・環境分野の協力プラットホーム

11

「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」は、日本と中国の政府・企業・学術関係
者などが一堂に会し、中国の資源・エネルギーの効率的な利用や、地球環境保護まで
も視野に入れた同国の環境改善に関して、政策情報や知見を交流するほか、ビジネス
ベースでの協力を図るプラットホームとして創設された。初めての開催は 2006 年
月で、以後はほぼ毎年、東京都内または北京市内で開かれている。今回で 回目を
迎え、フォーラムで議論されるテーマも幅広い分野に及び、日中双方の企業などが取
り交わす調印案件も、着実に積み上げられている。

12

長年の環境分野における日中交流がフォーラムに結実

日中経済協会は環境分野における日中間の交流に早くから取り組み、1992 年には環
境委員会を設置した。同委員会の活動には、日本の主な環境装置や計測機器のメーカー、
エンジニアリングなどの企業、関連団体らが参画。中国における大気、水、固形廃棄物の
現地調査や技術交流、同国の政府関係者の訪日研修事業などを展開したほか、 年からは
中国国家経済貿易委員会（当時）と「日中環境産業協力会議」を開催し、中国の環境産
業の育成・発展に資する交流と協力に取り組んできた。
2005 年には当協会の 世紀日中関係展望委員会が、今後の日中関係深化の有望な
分野として省エネ・環境、資源循環を含む「ビジネスアライアンス」の推進を提唱し、当時
の王毅中国駐日本大使（現国務委員兼外交部長）からも、交流の場の実現に積極的な後押
しを受けた。折しも策定が進む中国の第 次五カ年計画（ 〜 年）
において、「資源節約型・
環境配慮型社会の構築」を重要な政策と位置付け、主要汚染物質排出量やエネルギー原単
位の削減が打ち出された時期でもあった。これらを背景に、当協会は、訪中代表団や日中
友好７団体訪中などの場で、胡錦濤国家主席や温家宝総理（いずれも当時）に協力を要請、
支持を得るなどの動きを活発化させた。
他方、二階俊博経済産業大臣（当時）が中国商務部長らとの間で、フォーラム開催を閣僚
ベースで強力に推進し、日中両国の政府間の重要な交流テーマとして省エネルギー・環境分
野が大きくクローズアップされるとともに、交流のプラットホーム設立の必要性が高まった。
これら、両国の官民各界で積み上げてきた交流が実り、日中省エネルギー・環境総合フォー
ラムの開催となった。また、同フォーラム実施の支柱として、
「ビジネスアライアンス」推進
に資する「日中省エネルギー・環境ビジネス推進協議会（JC BASE）
」が官民の広範な
賛同を得て 年 月に発足した。

拡大するビジネス交流。調印案件数も着実に増加

本フォーラムは、日本の省エネ・環境産業に関わる企業、専門家、政
策担当者など、多くの人たちの長年の努力が、一つの具体的な形として
現れたものといえる。基調講演や分科会のテーマは、両国間のシーズ・

21

06

5

重慶、唐山と各分科会をベースに、7 コース 14 都道府県、22 都市を 9 コースに分かれて 分科会テーマをベースに、6 コースに分かれ
に分かれて 9 都市を訪問
訪問
て 9 省・直轄市を訪問
第 10 回

第 11 回

第 12 回

本フォーラムの継続開催、企業・研究機関の 「第三国市場協力分科会」を新設し、省エネ・ 日中の省エネ・環境分野における将来的な協
さらなる協力推進、グリーン発展人材育成強 環境分野における第三国での日中ビジネス協 力の方向性を示し、グローバルな課題解決に
化などについて覚書に署名
力を深化
向けた認識を共有
2016 年 11 月 26 日（土）
北京
800 人（日本 300、中国 500）
29 件

2017 年 12 月 24 日（日）
東京
860 人（日本 480、中国 380）
23 件

2018 年 11 月 25 日（日）
北京
800 人（日本 300、中国 500）
24 件

①都市緑色管理（スマートシティ）
②省エネサービス産業
③循環経済
④新エネ車・自動車知能化
⑤クリーンコール技術・石炭火力発電
⑥日中長期貿易（節水、海水淡水化、汚水・
汚泥処理）

①省エネ環境分野における日中の第三国市場
協力
②省エネルギー
③クリーンコール技術と石炭火力発電
④資源循環利用・ごみ分別処理
⑤自動車の知能化・電動化
⑥日中長期貿易

①省エネ技術イノベーションシステム構築
②クリーンコールテクノロジーと石炭火力発電
③循環経済
④自動車の電動化・スマート化
⑤日中長期貿易（水循環改善における技術イ
ノベーション）

クリーンコール技術・石炭火力発電と日中長 6 分科会 7 コースで視察。フォーラム前日に日 天津子牙経済技術開発区、雄安新区、江蘇省
期貿易の 2 分科会で視察実施
中企業マッチング交流会を初開催
泰州市、北京市内で実施
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２年ぶりの交流再開。日中省エネ・環境分野 COP21 に向け日中がグリーン発展の協力を強
における協力の必要性を再確認
化することを共通認識に

2014 年 12 月 28 日（日）
北京
500 人（日本 250、中国 250）
41 件

2015 年 11 月 29 日（日）
東京
750 人（日本約 470、中国約 270）
26 件

分科会

①循環経済
②水・汚泥処理
③エネルギー管理システム
④グリーン建築・LED
⑤自動車
⑥石炭・火力発電
⑦分散型エネルギー
⑧日中長期貿易（自動車リサイクル、汚泥処理）

①エネルギー管理システム・LED
②石炭火力発電（クリーンコールテクノロジー）
③大気汚染対策
④循環経済
⑤次世代自動車
⑥日中長期貿易（自動車リサイクル、汚泥処理）

①エネルギー多消費企業の省エネ対策
②スマートシティ
③次世代自動車
④循環経済
⑤石炭火力発電
⑥日中長期貿易（自動車リサイクル、汚泥処理）

地方視察

分科会テーマをベースに、9 コースに分かれ 日中長期貿易（LT）のみ、江蘇省でリサイク 6 分科会、７コースで各地視察。張勇副主任
て各地を訪問
ルを中心とする企業を視察
も独自視察実施

日程
開催地
参加者数
協力合意
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ニーズに応じて変化を続けており、これまで日中双方の膨大な企業・技術の情報が交換され、
これにより実務協力に至った案件も少なくない。
また 年からは、フォーラムの一環として技術交流会が開かれている。日中の企業交流・
ビジネスマッチングの場として中国各地の地方政府とも協力して開催しているもので、 年
は９月に瀋陽、青島で実施した。この技術交流会への参加者も増加傾向にあり、今回の瀋
陽では日本側 社、中国側 102 社、青島では日本側 社、中国側 社がそれぞれ参加し、
プレゼンテーションや面談を通して新たなプロジェクトの創成が図られている。
フォーラムの成果を象徴するハイライトでもあるのは、調印案件の披露。今回のフォーラム
では、日中の間でこの１年間のうちに交わされた の覚書やプロジェクト案件が紹介された。
「超スマート社会向けの『日立―清華大学未来イノベーション計画に関する戦略的提携』の締
結」
「
、低温熱分解装置による廃棄物処理の協業に関する合意書の締結」
「
、中国における VOC
処理事業協業」
「
、中国石炭火力発電所の環境対策等に関する協議書」など、両国企業による
ビジネスや、大学との共同研究など、幅広い分野に協力の裾野を広げている（本誌 〜 頁
を参照）
。第１回のフォーラムで交わされた日中政府間の「省エネ分野の人材育成協力」など
の５案件を皮切りに 年の第 回までに発表された調印案件の累計は、338 件にも及ぶ。
当協会は毎年、これまでの調印案件の実施経過をアンケート調査しており、現在までに事
業が目的を達成して終了したものがおよそ 分の 、さらには次の協力段階として事業化
が進む案件や、発展進化した新たなプロジェクトとして再調印を交わした案件も多くあり、
着実なビジネスとしての成果を上げている。

省エネ・環境協力で日中相互信頼関係の深化
に貢献。協力主体・地域の多様化、内容の具
体化
2012 年 8 月 6 日（月）
東京
1,000 人（日本 600、中国 400）
47 件

主な成果

24

1

第９回

第８回

第７回

17

1

12 コースに分かれて各地を訪問

東京、北海道、中部、関西、北九州など 6 コ 重慶訪問団 33 人を派遣
ースを訪問

地方視察

46

（事業開発部）

主な成果

両国の現状や直面する課題、日中省エネ・環 Win-Win 関係による具体的なプロジェクト創 具体的ビジネス形成に資する両国産業界のニ
境協力の意義について共通認識を醸成
成に向けた相互努力の必要性を確認
ーズとシーズのマッチングを促進
日程
開催地
参加者数
協力合意

2006 年 5 月 29（月）・30 日（火）
東京
850 人（日本 500、中国 350）
5件

2007 年 9 月 27（木）・28 日（金）
北京
1,000 人（日本 500、中国 500）
10 件

2008 年 11 月 28 日（金）
東京
1,100 人（日本 800、中国 300）
19 件

①省エネ環境保護政策法規、標準、産品認証
② ESCO（省エネサービス企業）と融資担保（信
用保証）メカニズム
③鉄鋼
④ガラス、セメント、新型建築材料
⑤再生可能エネルギー、電力、ガス、石炭
⑥自動車
⑦日中長期貿易（電力、ごみ焼却、石油）

①電力
②自動車
③電気・変圧器
④鉄鋼
⑤環境
⑥省エネ政策
⑦民生（建築）省エネ
⑧日中長期貿易（鉄道、湖沼浄化、発電、環境
税制、CDM）

①化学
②自動車
③海水淡水化・水処理、回収
④省エネ技術（節電・節油）
・省エネ診断
⑤発電
⑥循環経済
⑦日中長期貿易（下水汚泥処理、湖底汚泥処理）
分科会

19

11

3

日中の持続的協力のモデルとしての役割も

1

第３回
第２回
第１回

16

17

18

18

19

フォーラムは第１回から今回まで、全体会議および分科会の開催、両国間で交わされた
調印案件の披露、参加者による視察、というスタイルを一貫して変えていない。主催者も、
日本側は経済産業省と当協会、中国側は国家発展改革委員会と商務部という形は変わらず
続いている。これは、フォーラムが一定の成果を挙げていると日中双方が肯定的に捉え、内
容の深化・充実を図ってきた結果と言える。会議への参加者も毎回 800 〜 1000 人
規模で、これまでに延べ 万人以上が参画してきた。日中両国間では各界・各分野で様々な
会議が数多く開かれているが、その中でも規模は際立って大きい。
第 回フォーラムの会議冒頭で基調講演に立った二階大臣は、
「資源・エネルギーの効率
的利用、地球環境の保護は世界各国が認識する人類の最重要課題であり、この分野で様々
な知見・技術を有する日本が中国と交流・協力する可能性が大きい」と強調した。これは、
年を経た今でも変わらない。また省エネ・環境分野での協力は日中双方が利益を得るこ
とが重要であるとの認識は、当初から多くの関係者が表明してきたもので
あり、これも現在ではさらに強まっている。
フォーラムをプラットホームとして活用し、日中双方は省エネ・環境
分野における協力の経験と関係者相互の信頼を積み上げてきた。今後も
フォーラムが両国の持続的な協力を具現化したモデルとして展開されるこ
とは、日中の経済分野としての協力のみならず、相互信頼の醸成や両国
関係の強化につながるだろう。
12
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標達成を表明し、そのために省エネが

には、グローバルな気候変動対策での目

視の姿勢をより鮮明にしている。対外的

中国では党中央、国務院が省エネ重

事例である。

を広げ、省エネ化製品を普及促進した

を説明した。高効率モータ適用の裾野

エネ化製品開発の背景・目的・プロセス

ションを果たすためのシステム構築が日

本分科会では、省エネ技術がイノベー

最重要事項としている。民間レベルでも

での政策・法律制定、数値目標設定を

内では、省エネルギーに対し国家レベル

ニットの順応性を両立させた高効率発電

技術の特徴は、省エネ・排出量削減とユ

省エネ改造の成果を上げているが、その

182 カ所の自社火力発電所において

国電龍源 省エネ有限公司は、 全国

中共通の課題であるという観点から、日

省エネ啓蒙活動が進んでいる。 年の

重要な役割を担うと認識している。国

中双方の政府と企業・関係機関の参加

および多種集中熱供給技術の集積・応

用である。パナソニックは 年、 年と

対 GDP エネルギー消費効率が 年比

で約 ％改善するなどの成果も現れてい

の対比で GDP は ・ 倍となったが、

策 によ り、1973 年 と 2016 年

日本はオイルショック以降の省エネ政

日中双方の省エネ政策と今後

の可能性を探った。

策を共有するとともに、今後の日中協力

チャレンジとチャンスを活かすための方

サービスについて、日本側はトップラン

および省エネの奨励につながる制度や

中国側は企業の先進的な省エネ技術

日中双方の省エネ実現に向けた取
組事例

に抑制する方針を明確にしている。

消費総量を標準炭換算で 億トン以内

る。今後に向けては、 年のエネルギー

制度の達成に向けて断熱性能の向上を

た。LIXIL は、建材トップランナー

度とともに、中日協力の事例を紹介し

および格付け、ランキングなどの各種制

員会は、省エネサービス産業の関連政策

的に紹介した。

ディスカッションを通じて、直面している

16

年連続で省エネ大賞を受賞したエアコ

15

06 17

ナー制度で大きな成果を上げた企業等

30

38

者が、それぞれの取り組み紹介とパネル

目指す段階に来ている。

今回のフォーラムでは、従来から交流の実績を積み上げてい
る分野を含め、 分科会が設けられた。
政策面を含めた官民合同の交流やビジネスマッチングの促進、
協力プロジェクトの推進を図った各分科会について報告する。

中両国において、省エネをめぐる
政府の様々な政策や法律・制度

最終エネルギー消費量は ・ 倍にとど
まっている。 年に向けて、各部門での

2

6

1

2

ランナー制度を展開し、その成果を広く

プランナー制度および機器・建材トップ

工場、事業場規制のみならず、産業トッ

きめ細かな支援策を実施している。また、

どの規制的手法と連携しつつ事業者への

見込んでいる。具体的には、省エネ法な

ベルに対応した高圧＆防爆モータについ

芝三菱電機産業システムは、IE3 レ

国から選定し、広報宣伝するもの。東

それぞれのベスト 企業を世界各国と中

ため、省エネ技術と省エネ実践に優れた

説明した。省エネ技術の進歩を促進する

リスト制度の概要と評価基準・方法を

バンスドテクノからプロセス用計測器、

エネに用いる機器・技術として堀場アド

用について紹介した。また、曝気槽の省

ションおよびその経験の共有と普及・応

熱利用とクリーン熱供給技術のイノベー

中益能蓄熱技術集団有限公司は、排

体的に解説した。

産業界全般に共有・展開していくことと

り、世界最高水準にある独自技術を具

ポイントとする窓の高性能化を進めてお

中国省エネ協会省エネサービス産業委

ンの先進的な省エネ・空質技術を具体

2

上海 HC システム制御技術有限公司か

中国品質認証センターは、
「双十佳」

の取組事例について紹介した。

60

て、トップランナー制度スタート後の省

対比で ％のエネルギー消費効率改善を

省エネをさらに進めることにより、 年

30

分科会

日

のもと、産業界の努力および社会の意
識向上が相まって、省エネ技術は高度な
発達を遂げながらその普及・応用も進
み、広範な産業・生活の各分野でエネル
ギー効率を向上させてきた。その結果、
量の面ではまだ省エネ余地のある分野へ

天津の中国企業リサイクル工場視察

している。

10

5

の拡大が求められると同時に、質の面で

12

システム構築における
チャレンジとチャンス

は技術イノベーションによって次の高みを

35

省エネ技術イノベーションシステム構築分科会

8
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第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

テムを活用し、省エネ運転において結果

大切」
、
「クラウド・IoT 技術、シス

日本側からは「地道な実験・解析が

①省エネ技術開発での最大のチャレンジ

ズへの理解、システムインテグレーション、

実現した」
、
中国側からは「ユーザーニー

分野の指摘をヒントに、新たな商品化が

と」
「顧客からの省エネ法で規制がない

「エンドユーザーの評価を大事にするこ

がある」
、
「人材の基盤作りは弱いと自覚

喫緊の課題」
、
「文章に残せないノウハウ

日本側からは「スペシャリスト養成が

④人材の確保・育成について

指摘がなされた。

政が責任を負う法律制定が重要」との

3

3

ら汚水処理場の現場制御システムの紹介

本分科会では、中国側からの強い要

を出すこと」
、中国側からは「投資資金、

新技術活用」との指摘がなされた。

があった。

望と提案により、初の試みとして「省エ

人材が最大のポイント」
、
「製品のグレー

しているので、このような場を生かして

パネルディスカッションの実施

ネ技術イノベーションシステム構築にお

③省エネ技術イノベーション構築のため

として 人が天津市を訪問した。当日

11 26

ドアップやクラウドを使ったデータセン

レベルで企業と一体になって進

は濃霧による高速道路閉鎖により、一般

3

6

11

けるチャレンジとチャンス」をテーマに、

める姿勢と資金援助が必須。

道で片道 時間を要したため、時間的

10

月 日、各分科会の合同視察活動

住宅はリフォーム市場が大き

制約から視察先は次の カ所に絞られ

委員会での天津市静海区・劉峰常務区

い点に注目すべき。エコポイ

なり大きく省エネ性能がアッ

長をはじめとする中国側 人との昼食

た。①天津・子牙経済技術開発区管理

プした事例がある」
、中国側

会。同開発区は
「国家循環経済モデル区、

10

ント制度導入で市場が 倍に

からは「国の省エネへの要求

されている、②同開発区展示場視察、

③資源循環関連企業の視察。TCL 奥

博（天津）環境保護発展有限公司の電

化製品・プラスチック製品リサイクル工

場を視察した。

（関西本部事務局長 今村健二、東北開

発・イノベーション事業部プロジェクト担当

部長 笹原信）
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京津冀新エネルギー産業基地」に指定

初の試みであるパネルディスカッショ
ンの模様

レベルが高くなっており、行

総括発言
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長 吉田健一郎
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 省エネルギー処 副処長 蒋靖浩

交流し勉強していきたい」
、中国側からは

「人材流出防止のため、給与対応に加え、

パネルディスカッション：
省エネ技術イノベーションシステム構築におけるチャレンジとチャンス
司会：中国側（EMCA 国際部 部長 禹網霞）、日本側（資源エネルギー庁 課長補佐 吉川泰弘）
パネラー：中国側：中節能諮詢有限公司 エネルギー効率・循環経済研究室 主任 張
英魁、普瑞森能源科技（北京）股份有限公司 董事長 張曙光、貴州匯通華城股份有
限公司 董事長 蔡小兵 日本側：東芝三菱電機産業システム株式会社 技師長 堀切威
士、パナソニック株式会社 アプライアンス社技術本部 部長 藤社輝夫、株式会社
LIXIL 部長 大野真

②省エネ技術の研究開発から市場での応

曝気槽の省エネに用いる計測及び制御技術
株式会社堀場アドバンスドテクノ 海外営業部 中国担当課長 辛鳴鏑 上海 HC シ
ステム制御技術有限責任公司 理事 / マーケティング戦略発展部本部長 韓少唐

に強化すべき分野

日本側からは「家電製品単体ではな

福利厚生や交流会などインセンティブ措

余熱利用とクリーン熱供給技術のイノベーション及び経験の共有と普及・応用中益
能蓄熱技術集団有限公司 董事長 王智慧

用に至る成功のポイント

建材トップランナー制度達成に向けた窓の高性能化
株式会社 LIXIL サッシ・ドア商品開発部 部長 大野真

ター構築が課題」等が挙げられた。

くクラウドデータから他の家電製品使

置を実行中」とのコメントがなされた。

省エネ・排出量削減とユニットの順応性を両立させた高効率発電及び多種集中熱供
給技術の集積・応用
国電龍源省エネ有限公司 副総経理 蒙涛
エアコンの省エネルギー・空質技術の取り組み
パナソニック株式会社 アプライアンス社技術本部 エアコンコールドチェーン開発セン
ター開発第一部 部長 藤社輝夫
休憩
省エネサービス分野の技術イノベーションにおける中日企業協力の方向性とチャン
ス 中国省エネ協会省エネサービス産業委員会（EMCA）秘書長 孫小亮

4

中国側 人、日本側 人がパネラーと

用状況を分析し、別次元で省エネが実

IE3 レベルに対応した高圧＆防爆モータ
東芝三菱電機産業システム株式会社 回転機システム事業部 技師長 堀切威士

なって以下 点の設問につきパネルディス

日本側からは「既存データ数値の争い

中国「双十佳」リスト（省エネ技術と省エネ実践の各トップ 10 企業）の紹介
中国品質認証センター（CQC）処長 徐少山

カッションを行った。日中双方から率直

な見解、提案が披露されたが、分科会

天津視察

日本における省エネルギー政策の動向について
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長補佐 吉川泰弘

現すること。世界的な連携が可能ではな

省エネ技術イノベーションシステム構築に関する施策の紹介
中国社会科学研究院 数量経済・技術経済研究所 研究員 呉濱

は限界に近いことから、材料以外のポイ

冒頭挨拶
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 省エネルギー処 副処長 蒋靖浩
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長 吉田健一郎

前半の発言を補完する形になった上、問

（敬称略） ※同時通訳

容

いか。一方で国の法整備が課題」
「国策

内

ントを突いて商品開発に結び付けたこと」

2018 年 11 月 25 日（日） 於：国家会議中心 206AB
共同議長：
日本側：国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 省エネルギー処 副処長 蒋靖浩
中国側：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長 吉田健一郎

題意識の共有が一層深まった。

省エネ技術イノベーションシステム構築分科会 アジェンダ
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C
O 2の排出量を減らし、環境に負
荷をかけない社会をつくる様々

な取り組みが世界中で進められている中、
電力もその例外ではない。石炭火力発電
は、CO 2削減の観点から投資を控え始
めた国がある一方で、新興国ではさらな
る活用が求められる状況にある。そうし
た中、日本では２０１８年 月に第 次

エネルギー基本計画が策定され、 年の
エネルギーミックスの確実な実現と 年

のエネルギー転換・脱炭素化への挑戦と
いうことが目標とされた。他方、中国の
エネルギー構成において石炭は引き続き

ギー基本計画と石炭火力政策」について

の紹介が行われた。そこでは、 年のエネ

発電ユニットの 割を超える計 億 kW

の極超低排出ガス改造が完了し、 年時

電所である国家能源投資集団有限責任

焼ユニットを備えた江蘇省最大の火力発

後の 日には、400 万 kW の石炭燃

今回、本分科会開催のほか、分科会終了

均石炭消費量の低減が目標とされている。

存ユニットの改造と新規建設ユニットの平

発電全体の高効率化が必要であること、

実現に向けた石炭、LNG を含めた火力

が増加しており、今後エネルギーミックス

代替として LNG、石油による火力発電

震災以降原子力の比率が低下する一方で、

スについての説明がなされた。特に 年の

のエネルギー基本計画やエネルギーミック

る方向性などが説明された。そして許董

策、主要技術・実践、柔軟性改造におけ

ユニットにおける柔軟性についての関連政

された。寧主管からは、中国の火力発電

合浄化技術等、鍵となる技術の紹介がな

ステム総合浄化技術、スモークダスト統

くなったこと、また脱硝・空気予熱器シ

設備が複雑化し、ランニングコストが高

電力司黄学農司長、日本側・経済産業

設備の導入を促進する必要があることな

悪い発電設備の稼動を抑制し、高効率な

石炭ガス化複合発電（IGCC）モデル

リーン石炭発電計画」および中国最初の

分科会では中国側・中国国家能源局

省資源エネルギー庁長官官房総務課塚田

どが説明された。

続いて経済産業省資源エネルギー庁石

率は向上していることが説明された。

装置の比率が下がりつつあるが、発電効

置の比率が上昇する一方で石炭火力発電

いること、他方、再生可能エネルギー装

産構造においても石炭が約 割を占めて

んど埋蔵量がなく、実際のエネルギー生

める一方、石油や天然ガスについてはほと

中国は全世界の石炭埋蔵量の 割超を占

について」の紹介がなされた。その中で、

炭火力発電のクリーンかつ効率的な発展

黄河清主任科員より、
「中国における石

の下、 年末までで中国全体の石炭火力

らは、厳格化を増す中国の環境保護政策

展」の紹介がなされた。まず郭副院長か

料電池複合発電（IGFC）技術の進

事長による「中国における石炭ガス化燃

ネルギー技術研究院有限公司許世森董

探索と実践」
、中国華能集団クリーンエ

による「火力発電ユニット柔軟性改造の

能源投資集団有限責任公司寧国睿主管

ス全体調整制御技術および応用」
、国家

「石炭火力発電ユニットの極超低排出ガ

術研究院火力発電院郭婷婷副院長による

中国側からは、中国大唐集団科学技

ギー基本計画における石炭火力発電の位

NEDO の概要と取組み、第 次エネル

がなされた。まず青木統括主幹からは、

IGFC 技術状況とその展望」の説明

ン株式会社木田一哉副社長による「日本

負荷調整能力向上技術」
、大崎クールジェ

宮沢桂太郎参事による「石炭火力発電の

社火力・水力事業部火力・水力企画部

開発」
、東芝エネルギーシステムズ株式会

よる「クリーンコールテクノロジーの技術

（NEDO）環境部青木登統括主幹に

新エネルギー・産業技術総合開発機構

日 本 側からは、 国 立 研 究 開 発 法 人

向などについての紹介がなされた。

発電所や今後の IGFC の研究開発方

裕之企画官（石炭政策担当）による開

２．日中双方からの技術紹介

11

10
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を踏まえ中国政府はこれまで一貫して石
炭発電産業のクリーン高効率発展を重視

公司泰州火力発電所の見学を行った。

またそのための技術開発の加速化、電力

事長からは、IGFC の利点をはじめ、

の改造目標を前倒しで達成できた反面、

分科会概要

業界の自主的枠組、省エネ法・高度化法

ルギー政策基本法以降の第 次、第 次

１．日中双方による政策紹介

中国華能グループが取り組んでいる「グ

してきた。具体的には石炭火力発電の既

20

7

のルール整備の つの対策により、効率の

5

02

4

会挨拶に続き、中国国家能源局電力司

3

27

炭課石橋弘嗣係長より、
「第 次エネル

世界的にも最先端とされる泰州発電有限公司を視察

7

5

7

2

日中交流を通じて技術の
更なる高みを目指す

重要な基礎的な地位を占めており、それ

17

5
30

50

7

5

クリーンコールテクノロジーと石炭火力発電分科会

第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

ギーミックスにおいては

（CEC）は日中両国政府の支援により、

（JCOAL）と中 国 電 力 企 業 聯 合 会

れの組織の事業特色が強く反映されてお

た中国側黄司長からは、各発表はそれぞ

置付け、先進超々臨界圧や IGCC と
資源量が豊富で低価格・

いった高効率・低排出技術、二酸化炭素

欠であり、高効率・低炭

り、その領域と深度は広く深く、クリー

炭火力発電の運用高度化などについての
素の石炭火力発電の開発

年 月に「既設発電所のリノベーション

紹介がなされた。また宮沢参事からは、
が必要であること、また

安定している石炭は不可

多様な電源ニーズに対応する製品・シス
それを推進していくため

分離・回収および貯蔵・活用技術、石

テムをグローバルに提供している同社の火

崎クールジェンプロジェクトについての説

の実証プラントである大

概要、蒸気タービンの起動制御、熱応力
明がなされた。

力・水力事業、最適発電計画システムの

予測タービン最適起動、適用実績などに

り同委員会の 年度の活動実績などにつ

ており、本分科会においても日中双方よ

ムの開催に合わせ同委員会も開催してき

ムを構築してきた。これまで本フォーラ

交流を深め、安定的な交流プラットフォー

火力発電の行政・企業の情報交換と人的

中共同委員会が発足した。以来、石炭

の推進にかかる覚書」を調印し、翌年日

述べた。

Win・Win を目指すことが可能と

時に協力に際しての相互補完性があり、

双方の協力には大きな潜在力があると同

国として共通した問題に直面しており、

こと、また日中双方はエネルギー消費大

軟性改造にとって大変有益なものであった

ンコール技術の高効率化や超低排出、柔

電所改造と湖北省江陵における発

400GW から 年の 980GW まで

中国の石炭火力発電の設備容量は 年の

どシステム面での発表も多く、発

法 の 他、IGCC や IGFC な

ように目的を達成するかという方

表ではパリ協定後の排出削減やどの

が中心であったが、今次分科会の発

望まれる。

用における協力をさらに行っていくことが

一層深め、クリーンコールの効率的な利

展を目指すところであり、相互の交流を

力発電におけるクリーンかつ効率的な発

と政策誘導の強化により引き続き石炭火

（総務部長 後藤雅彦）

表テーマのレベルがこれまでに比べ

日中両国は積極的な新技術の研究開発

17

３．日中共同委員会報告

今後の展望

電所新設、日中ワーキンググルー

増加し世界第 位となった。その一方で

05

つつあり、 年の ・ ％から 年には

5

ついての紹介がなされた。木田副社長か

07

いての報告がなされた。JCOAL 塚本

中国では石炭消費の ％を石炭火力

発電が占めており、 年にはその割合は

プを通じた環境ビジネス交流状況

再生可能エネルギー設備の割合の増加に

17

1

70

・ ％にまで減少している。

10

一般財団法人石炭エネルギーセンター

理事長、CEC 黄常務副理事長よ

り、最近の活動として、超低排出・

％以上にも達する見込みである。また

などについての報告がなされた。

伴い、石炭火力発電設備の割合は減少し

までの分科会では大気汚染対策や

日本側塚田企画官からは、これ

４．総括発言

計測技術分野での山東省鄒県の発

50

20

18

超低排出等主として技術的な紹介

6

らは、資源輸入国である我が国のエネル

4

高くなったとの指摘がなされた。ま
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55

56

アジェンダ

日中双方の熱心な発表が続く

2018 年 11 月 25 日（日） 於：国家会議中心 213AB
共同議長（モデレーター）：
中国側：中国国家能源局 電力司 副巡視員 郭偉
日本側：経済産業省資源エネルギー庁 長官官房総務課企画官（石炭政策担当）塚田裕之
内 容
（敬称略） ※同時通訳
冒頭挨拶
中国国家能源局 電力司司長 黄学農
経済産業省資源エネルギー庁 長官官房総務課企画官（石炭政策担当）塚田裕之
第一節 関連産業政策と石炭火力発電技術の発展（中国側司会）
中国における石炭火力発電のクリーンかつ効率的な発展
中国国家能源局電力司 主任科員 黄河清
第５次エネルギー基本計画と石炭火力政策
経済産業省資源エネルギー庁石炭課 係長 石橋弘嗣
質疑応答
第二節 石炭火力発電超低排出（中国側司会）
石炭火力発電ユニットの極超低排出ガス全体調整制御技術及び応用
中国大唐集団科学技術研究院 火力発電院副院長 郭婷婷
クリーンコールテクノロジーの技術開発
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO) 環境部 統括主幹 青木登
質疑応答
第三節 石炭火力発電柔軟性改造（中国側司会）
火力発電ユニット柔軟性改造の探索と実践
国家能源投資集団有限責任公司 主管 寧国睿
石炭火力発電の負荷調整能力向上技術
東芝エネルギーシステムズ株式会社 火力・水力事業部 火力・水力企画部 参事 宮沢桂太郎
質疑応答
休憩・名刺交換
第四節 石炭系炭素燃料電池技術（IGFC）（日本側司会）
中国における石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）技術の進展
中国華能集団クリーンエネルギー技術研究院有限公司 董事長 許世森
日本 IGFC 技術状況とその展望
大崎クールジェン株式会社 副社長 木田一哉
質疑応答
第五節 日中共同委員会報告（日本側司会）
中日共同委員会報告－ 2018 年度業務情況－中国電力企業聯合会 常務副理事長 楊昆
日中共同委員会報告－これまでの活動実績と新たな取組み－
一般財団法人石炭エネルギーセンター（JCOAL）理事長 塚本修
第六節 総括発言（日本側司会）
総括発言
経済産業省資源エネルギー庁 長官官房総務課企画官（石炭政策担当）塚田裕之
中国国家能源局 電力司司長 黄学農

クリーンコールテクノロジーと石炭火力発電分科会
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プラスチックリサイクル事例と日本の

ラスチック問題への取り組みとして、樹

団体が発表した内容の要旨を紹介する。

以下では、分科会で両国の政府・企業・

り上げることにした。

ション」と題し、この問題を重点的に取

分科会は「プラスチック問題のイノベー

響を引き起こしている。今回の循環経済

界規模となり、様々な深刻な悪影

まやプラスチック関連の問題は世

ついて説明し、海洋プラスチックごみ

て、具体的な企業や団体の取組内容に

解・代替素材イノベーション等と題し

工工程におけるゼロエミッション、生分

要に関する紹介がなされた。次に、加

推進に関連する法整備背景や制度概

器包装についての廃棄物管理や 3R の

プラスチックが容積の太宗を占める容

ノベーションの促進が重要とした上で、

イフサイクル各段階におけるイ

をあて、廃棄物管理の徹底とラ

のプラスチック資源循環に焦点

連政策についての説明の後、日本

課長からは、日本の資源循環関

境局資源循環経済課の福地真美

連政策についての説明であった。

ト的法律の実施、そして今後の関

る研究が急がれていること、全国規模で

アル材料や生分解性プラスチックに関す

この問題を解決するためにバイオマテリ

によって生じた環境問題について言及し、

を行った。廃棄プラスチックの不当処理

ラスチックの現状と発展についての紹介

中国プラスチック協会は、生分解性プ

行った。

の技術や製品、取り組みについて発表を

が発表を行い、その後双方の企業が各自

国のプラスチック産業界を代表する団体

続く企業セッションでは、まず日中両

資源循環、新型ビジネスモデル等の実践

生分解性プラスチック、廃プラスチック

企業セッション ：

アップを図っていくことを説明した。

上へ転換させること、産業自体のレベル

進化や再生資源を規模拡大から品質向

紹介した。また今後はグリーン産業への

た。

水汚染の軽減についての説明がなされ

の利用による原材料の軽減、土壌汚染・

使用される包装紙、パッケージ、農地で

スが紹介され、またエコプラスチックが

優位性、分解過程、応用に成功したケー

ク分解技術である。エコプラスチックの

無害化分解する中国国内初のプラスチッ

ラスチック」は、普通のプラスチックを

いての紹介がなされた。同社の「エコプ

術とプラスチック減量のための応用につ

長から、同社の持つエコプラスチック技

東天壮環保科技有限公司の王麗紅董事

販売を一連で行うハイテク企業である山

品を対象としていることを紹介した。

樹脂ペレットだけなくプラスチック全製

が始まり、当宣言書は問題解決のために

スチック問題の解決に向けた宣言活動」

市場開発グループの池奥

次いで、株式会社カネカ新規事業開

発部

の特性について
PHBHTM

12
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経済発展処の陸冬森処長が、プラ

脂ペレット漏出に焦点を当てた内容を発

問題となっており、漏出防止は喫緊の課

プラスチック資源循環の現状について

最後に、天津市静海区人民政府が地

題である。こうした課題を解決するため

スチック汚染防止の推進における

中国のプラスチック製品の生産・

方自治体として、日本
（北九州市）
の協力

の具体的に実施した広報や啓蒙、施策の

表した。樹脂ペレット漏出は重大な社会

消費と処理の概況、中国のプラス

の下で策定された子牙工業団地のグラン

説明がされた。さらに 年に「海洋プラ

包括的な説明がなされた。

チックごみ汚染防止の政策や法律

ドデザインに基づき実施してきた内容を

実践例を紹介した。具体的には、

および地方（吉林省）でのパイロッ

政府セッション ：

の削減に向けたイノベーションを加速

プラスチック製品についての標準化技術

次に、経済産業省産業技術環

日中両国のプラスチックごみ減量および

化する交流の場として「グリーン・オー

委員会が、国家および業界基準項目を

企業発表では、最初に研究・生産・

資源循環にかかる政策と実践

シャン・マテリアル・アライアンス（仮

分解性ポリマー

史郎課長が、同社が開発したカネカ生

B
D
P

い

今回はホスト国の中国側から発表が

日本プラスチック工業連盟は、海洋プ

策定していることを述べた。

称）
」という業種を超えた民間企業ア

18

始まり、政府セッションでは、国家発展

新たな問題に取り組んだ循環経済分科会

ライアンスの設立を紹介した。さらに、

プラスチックごみの汚染防止・
削減、
プラスチック資源循環を
取り巻く日中両国の取組み

改革委員会資源節約・環境保護司循環

循環経済分科会 プラスチック問題のイノベーション

第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

バ傘下の大手物流サービス企業である。

の概要について紹介した。菜鳥はアリバ

総経理は、同社の実践するグリーン物流

菜鳥ネットワーク広報事務部の韓曦

献が見込まれるとした。

洋プラスチックごみ等の問題解決への貢

は実験で、海水中で二酸化炭
PHBHTM
素と水に生分解することが示され、海

日本・欧州・米国で認証を取得している。

紹介した。 PHBHTM
は植物性かつ生分
解性であり、また軟質で耐熱性が高く、

スについて紹介がなされた。当該プロセ

リサイクルによるアンモニア製造プロセ

実施しているプラスチック製容器包装の

の栗山常吉次長からは、川崎事業所で

昭和電工株式会社川崎事業所製造部

指すグリーン産業について紹介を行った。

ン物流を推進している旨、アリババが目

た。また、同社が各方面と連携しグリー

回収までの特徴ある施策について説明し

た。その後、同社が梱包材の仕入から

り、グリーン物流は急務であると説明し

た梱包材が膨大な量に達したことによ

的には 年 月から始まった
「青山計画」

実践している取り組みを紹介した。具体

フォームの構築や、持続的発展のために

リー大手企業である同社の事業プラット

中国の飲食店レビューやフードデリバ

ビス社会責任委員会の楊碧聡秘書長が、

中国側は最後に、美団デリバリーサー

いても紹介を行った。

低炭素水素技術実証事業の取り組みにつ

ク由来低炭素水素を活用した地域連携・

実現している。また、
使用済みプラスチッ

活用することで、CO 2排出量削減を

クを取得している。この製造プロセスを

た。次に同社がイメージする中国での循

おける環境保全分野の主な実績を紹介し

発表がされた。まず、同社の日中両国に

循環経済都市構築の取り組みについての

限公司の池松克紀董事長兼総経理から、

最後に、JFE 工程技術（北京）有

工場を有しており、今後は同様の技術

も行っている。現在は日本国内に２カ所

さらに同社はペットボトルのリサイクル

また洋服のリサイクルもできるという。

り最大で半分に削減することが可能で、

出は、最初の原料から製品創出するよ

ている。また、上流の食器梱包

チックごみ削減に貢献するとし

イフサイクル設計を行いプラス

研究し、循環型デリバリーのラ

境保全のためにロードマップを

についてである。当計画では環

経済都市の実現を目指すと述べた。

え、サービスを提供することにより循環

ジニアリングの日本での事業経験を踏ま

全・安定のキーワードの下、JEF エン

棄物を抱える中国企業に対し、安心・安

で排出され処理に困っている工業固形廃

環経済モデルについて説明がされ、事業

を活用した海外展開の意向を示した。

現在急速に拡大している中国の物流の現

スは、製造プロセスとして初めてエコマー

サプライヤーから下流のバック

中で発生するごみの削減を目指

て省エネルギーに貢献する技術

長より、石油消費量を減らし

会社の髙尾正樹代表取締役社

次いで、日本環境設計株式

チックごみ問題解決に貢献できることが

日中両国の協力で、地球規模のプラス

問題意識をさらに高める機会となった。

出席者ともに、当該分野の知識を深め、

アプローチがなされ、発表者、分科会

ラスチックに関連する問題解決のための

の紹介がなされた。同社が保

期待される。

（調査部主査 伊藤季代子）

有する高度なポリエステルリサ

す対応策も示した。

日中両国から、様々な角度からのプ

今後の方向性

8

エンド処理までの一連の流れの

17

日時：2018 年 11 月 25 日（日）13:30 ～ 17:30 場所：国家会議中心 208AB
メインテーマ：プラスチック問題に関するイノベーション
共同議長（モデレーター）：
中国側：国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 循環経済発展処処長 陸冬森
日本側：経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 福地真美
内 容
（敬称略） ※同時通訳
冒頭挨拶
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 循環経済発展処処長 陸冬森
経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 福地真美
１．政府セッション 日中両国のプラスチックごみ減量及び資源循環にかかる政策と実践
プラスチックごみ汚染防止に関する中国での実践の推進
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 循環経済発展処処長 陸冬森
日本の資源循環政策～海洋プラスチックごみ問題に貢献するプラスチック資源循環の仕組み～
経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 福地真美
循環経済を発展させる天津市静海区の取組み
天津市静海区人民政府 静海区委員会常務委員・常務副区長 劉峰
質疑応答
２．企業セッション 生分解性プラスチック、廃プラスチック資源循環、新型ビジネスモデル等の実践
中国のバイオマテリアル及び生分解性プラスチックの現状と発展動向
中国プラスチック協会 生分解性プラスチック専門委員会 秘書長 翁雲宣
製造工程における樹脂ペレット漏出防止の取組み
日本プラスチック工業連盟 専務理事 岸村小太郎
プラスチック削減における環境配慮型プラスチックの応用
山東天壮環境科技有限公司 理事長 王麗紅
カネカ生分解性ポリマー PHBH™ の開発
株式会社カネカ 新規事業開発部 BDP 市場開発グループ 幹部職 池奥史朗
質疑応答
コーヒーブレイク（ネットワーキング）
菜鳥ネットワークのグリーン物流の模索と実践
菜鳥ネットワーク広報事務部総経理 韓曦
廃プラスチックからの水素生産に係る取組み
昭和電工株式会社 川崎事業所製造部 次長 特命プロジェクト担当マネージャー 栗山常吉
デリバリーサービスの持続的発展の新たな実践
美団デリバリーサービス社会責任委員会 秘書長 楊碧聡
消費者巻込み型のポリエステル繊維および PET ボトルリサイクルの取組み
日本環境設計株式会社 代表取締役社長 髙尾正樹
JFE エンジニアリング株式会社の循環経済都市構築の取組
JFE 工程技術（北京）有限公司 董事長兼総経理 池松克紀
質疑応答
総括発言
経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 福地真美
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 循環経済発展処処長 陸冬森
閉会

イクル技術によって、CO 2排
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状について説明し、宅配業界で使用され

循環経済分科会 アジェンダ

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 SPECIAL REPORT

動車分科会は、広範な関連産業

池と自動運転の発展状況について紹介を

処・邱楓氏は、
中国における水素燃料電

車の発展について説明を行った。
また、
電

行った。
第 次五カ年計画より重要戦略

経た安全性の高い持続可能な電気自動

現に向けた日中両国の政策・法規面

気自動車を蓄電池としても活用するこ

ノベーション、燃料電池車や動力電

げ、
環境・エネルギー問題解決への貢献や

とでエネルギーの効率的な利用につな

池の研究は現在、
水素の生産・備蓄・安全

として位置付けられている水素燃料電

- 」というタイムリーな話

された合弁会社との共同開発
「理念

清華大学・李克強教授は世界および

れが独立しており、
各種ネットワークの

回開催されてきた。今回、本分科会の

表を行った。
多様な電動車技術を有する

を軸とした日本の電動化政策について発

自動運転をコ

り、
モビリティ社会創造のためのコネク

（ローカル化）
が重要であり、
一体化が中

トワーク化を一体化した上での現地化

とである。

中国における取り組み

国の現地化を一層推し進めることにも

応、
②交通インフラや地図、
通信インフラ

などそれぞれ異なる中国の標準を満た

すこと、
③中国のネットワーク運用標準

14
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車の電動化・スマート化」
の発展・実

における具体的な取り組み、
技術イ

池の研究開発および産業化の進展

と燃料電池技術などの研究開発システ

た。
科学技術部は新エネルギー車の技術

電動化による新たな産業の発展が見込

本田技研工業
（中国）
投資有限公司・

研究開発および自動運転に関する技術

等について日中双方の政府、
団体、
大

桑原渉外部科長・主任研究員は、
ホンダ

や車載環境感知、
実証実験やモデル建設

ムや生産企業を形成するまでに成長し

のグローバル電動化戦略を紹介した。

などに関する産業化を推進し、
中国の自

まれると述べた。

中国では現在、政府や業界の積極的な

動車大国から自動車強国への転換を図

学や企業の代表者がプレゼンテー

日本側からはまず、
経済産業省製

（バッテ

ションを行った。

造産業局ITS・自動走行室・垣見

推進により世界で最も

リー式電動輸送機器： Battery Electric

日本における取り組み

室長より自動走行に関する日本政

府の取り組みについて、
一般道路での

中国でのスマートカーの現状について

会・菊地部会長は、 年 月より開始し

議論から発展した成果の一つとして、

日本は、
地域の多様性を踏まえたきめ細

ティッド・電動化・

連携が不足している点を問題点として

CHAdeMO協議会と中国電力企業

かな対応が可能で、
世界最高水準の環境

なると強調した。
現地化のために重要な

指摘した。
中国においてスマートカーを

連合会との間で交わされた
「電気自動車

性能を実現・維持するため自工会も積極

に
： e-Palette
ア技術とした次世代
ついて紹介が行われた。
多様なニーズを

ポイントとして下記の 点を指摘した。

豊田汽車研究中心（中国）有限公司

の急速充電規格に関する共同開発への

的に産官学の共同研究に参画し、
国際標

把握するために各地域の有力企業と提

役員は、
e パワートレインとバッテリー

I
C
V

科学技術部高新司エネルギー・交通

3

E
V

A
I
/

発展させるためには、
スマート化とネッ

合意」が日本側司会の経済産業省製造

準化活動や各国との技術交流・協調を深

①中国の複雑かつ多様な交通状況・環境

き継ぎ、
CASE
（コネクテッド、
自動運

をコア技術とした、
厳しい検査や実験を

日産自動車株式会社・赤石常務執行

転、
シェアリング、
電動化）
を中心に
「自動

-

企画開発 部・佐藤高級主査よ

産業局自動車課・生田目企画官より紹

携し、
中国ライドシェア最大手である中

介された。
年の自動車分科会は、
第 回のテー
11

マの一つでもあったスマート化の流れを引

していきたいと述べた。

め、
引き続き日中間における連携を強化

題にも触れた。

ると述べた。

実用化を見据えた法制度・環境整

）
が普及している。
本フォーラム
Vehicle
週間前の広州モーターショーで発表

説明した後、現在自動車各社はそれぞ

備や実証実験等の説明が行われた。

車

日本自動車工業会
（自工会）
電動車部

理解・関係構築を目的として本フォー

を持つ自動車産業における相互

10

や、
中国の特定の情報技術ニーズへの対

ラムの第

B
E
V

B
E
V

1

国滴滴も重要なパートナーであるとのこ

1

V
E
1

自

人気が高かった自動車の電動化・スマート化分科会

た官民一体の
「自動車新時代戦略会議」

4

日中自動車の電動化・
スマート化の実現、
発展へのロードマップ
回（ 2 0 0 6 年 ）以 来 、毎

18

自動車の電動化・スマート化分科会
18

第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

動 力 電 池の重 量エネルギー密 度の技

公司
（CATL）
創業者李平氏からは、

垂直型プラットフォームに加え、
自動車
術進歩（ 年：120Wh/kg→

は

kW/日の充電で十分対応可能で

あるとのこと。長距離走行の場合につい

ては、
現在の急速充電は 分で ％の充

百度での自動運転車試乗および
意見交換

月 日、
北京市内にある百度を訪問

ラウド・ダイナミックマップ・情報セキュ

（車載コンピューティング・車載端末・ク
200Wh/kg）
についての紹介があっ

年：160Wh/kg→ 年見込み：

や充電時間の長さは問題でなく、
むしろ

が搭載された中国の
レベ
し、 Apollo
ル自動運転車の試乗と意見交換を行っ

27

た。試乗車は車両の上部に筒状のレー

11

を満たすこと。
また、従来の確立された

産業の枠を超えた 大プラットフォーム

85

電が可能であるため充電スタンド不足

15

中国農村地区
（広西地区）
ではガソリン

百度視察時に試乗した自動運転車（L4）

た。
価格面では 年の ・ 元/Whか

18

ダーと各所に多くのカメラ・その他各種

15

スタンドまでの平均距離が キロと不便

5

10

し、既存のサプライヤーの変革や共同・

リティ）
を融合したビックデータを活用
ら現在は ・ 元/Wh 以下と、 ％

15

競争開発を結合させた新たな製品開発

以上低減するなど、
コスト面における課

なことからも、
一般の家庭電源からも充

センサーが搭載されており、
これにより

計されている。

より多くの情報を認識できるように設

後方や上空を含めた３６０度にわたる

百度スマート運転事業部・何鵬高級

電可能な電気自動車の普及が課題解決

拡大にとって良いチャンスになるという。

題が技術進歩により解消される見込み

世界最大手のEV用蓄電池メーカー

の日中首脳会談で、
日中の経済分野での

おわりに

に
トフォームについて紹介した。 Apollo
おいては現在１３３のパートナー企業

一層の協力が確認された。
自動運転分野

もう一つの課題である充電の利便性に関

と提携し、 年 月に ・ （閉鎖空間

では日中両国の経験・知見の共有と更な

内での自動運転）を開放後、 年

までに 回のアップデートを重ね ・

年 月の安倍総理と李克強首相と

月

る交流を目的に日本で 月に開催された

である寧徳時代新能源科技股份有限

し て 、北 京
市では ～

％が平均
km/日
以下の利用

（低速自動運転車両の量産）
まで発展、

年には ・ バージョンをリリース予

「第 回自動運転に関する日中官民合

10

息化部）
」
で、
日本自動車工業会と中国自

同セミナー
（主催：経済産業省、
工業信

定であると述べた。
これを活用した量産

クテッドカー分野における提携覚書が締

車市場となっており、
加えて国の後押し

速している。
一方中国は世界最大の自動

結されるなど、
日中連携強化の動きが加

動車工業協会とのインテリジェント・コネ

）
」
は現在北
型車両「アポロン
（ Apolong
京、
広州、
河北省雄安新区等にて無事故

で 万キロの試走行を実現しており、

と

）
および Apollo
（ Vehicle-to-everything
のシステムを複合的に利用することで

車産業の枠や分野にとどまらない幅広い

て顕著な進歩を遂げている。
従来の自動

もあり自動運転技術や実証実験におい

データ感知・収集能力を向上させ、
より

協力と発展に期待が寄せられる。

（調査部 能登麻規子）

スマート化を実現していきたいと期待を

う。
また、
中国が推進する

年は東京での試運転を検討しているとい

19

V
2
X

で 、そ の 場

1
0
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G

合は数日に

10

7

85

18

1

18

17

3
5

50 90

回 、ま た

7

自動運転オープンプラッ
経理は、 Apollo

モデルを構築し、
スマート化の発展に活

L
4

に導くとの見解を示した。

50

で、
新エネ自動車普及と関連業界の事業

1
25

かしていくことを提案した。

30

3
0

4

述べた。
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2018 年 11 月 25 日（日）13:30 ～ 17:00 於：国家会議中心 209AB
共同議長
中国側：国家発展改革委員会 産業協調司 機械処 処長 呉衛
日本側：経済産業省 製造産業局 自動車課（自動車通商政策担当）企画官 生田目尚美
内 容
（敬称略） ※同時通訳
冒頭挨拶
国家発展改革委員会 産業協調司 機械処 処長 呉衛
経済産業省 製造産業局 自動車課（自動車通商政策担当）企画官 生田目尚美
中国における水素燃料電池と自動走行の発展状況
科学技術部高新司エネルギー・交通処 邱楓
自動走行を巡る日本の取組
経済産業省製造産業局 ITS・自動走行室長 垣見直彦
スマートカー産業の発展動向及び対策の提案
清華大学 ICV・交通研究センター主任、教授 李克強
日本における電動化政策
一般社団法人日本自動車工業会 電動車部会 部会長 菊地美徳
休憩
新エネルギー自動車及び動力電池産業における発展
寧德時代新能源科技有限公司 共同創業者、副董事長 李平
電気自動車の持続可能な発展に向けた日産自動車の取り組み
日産自動車株式会社 常務執行役員、アライアンスグローバル VP 担当 赤石永一
中国 Honda の電動化展開
本田技研工業 ( 中国 ) 投資有限公司 渉外部科長、主任研究員 桑原宏和
プラットフォームの開放とスマート走行における応用の加速
百度公司スマート走行事業部 高級経理 何鵬
トヨタ ICV の理念と方向性について
豊田汽車研究中心（中国）有限公司 ICV 企画開発部 高級主査 佐藤泉
質疑応答等
総括発言
経済産業省 製造産業局 自動車課（自動車通商政策担当）企画官 生田目尚美
国家発展改革委員会 産業協調司 機械処 処長 呉衛

自動車の電動化・スマート化分科会
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テム、
海水淡水化、
汚水汚泥処理）
」をテー
マとした。日本側は経済産業省、日中長
期貿易協議委員会省エネ等技術交流促
進部会および事務局、中国側は商務部、
国家発展改革委員会、日中両国企業関

したことにより沿岸部の水需要は増加

際プラント ･ インフラシステム ･ 水推

日本側は、経済産業省 製造産業局 国

ついて詳細説明が行われた。

水需給事情や両国の政策、製品・技術に

し、淡水不足が各地で問題化している。

進ビジネス室の吉岡孝水室長から、整

する製造業が生産拠点を沿岸部に移転

ついて紹介し合い、同分野における新た

その解決策の一つとして、海水淡水化処

備需要が拡大する水インフラに対する日

中国での海水淡水化施設の早期普及は

可能性や、両国の連携による第三国での

した水循環システムにおける日中協力の

泥処理、無害化など川下分野までの一貫

に向けて、水循環の川上から、汚水汚

となる中、本分科会では水環境の改善

ては、海水淡水化事業に従事する企業

舟山列島が挙げられた。支援政策とし

げようとしている。そうした一例として

加工業、養殖産業や観光業の発展につな

て推進することにより、製造業、水産

規模の小規模事業を工業地帯や離島に

あり、日中連携による第三国での事業

水事業会社との積極的な連携が必要で

ニーズに対応するためには各国の企業や

インフラ整備が求められる。世界各国の

術力を活かした水循環全体を見渡した

た今後の課題に対し、日本がもつ高い技

津冀地域での国家的取り組みである雄

中国側のプレゼンテーションの一環で京

関心事項とニーズを擦り合わせた結果、

循環」というテーマに沿って日中双方の

共同のプラットフォーム構築を通じて双

早期制定などに取り組むと共に、日中

員会は今後も、海水淡水化関連基準の

も 134 項目に上る。国家発展改革委

また、水に関する基準は地方レベルで

日本企業の水循環技術の優位性

が図られる。

支援やセミナーの開催などを通じて浸透

が合意され、今後も、各国向けの技術

響評価の手法等をまとめたガイドライン

にしたインフラ調達の評価手法や環境影

研究所淡水化室の趙河立副主任から、

処理や海水淡水化領域にて用いられて

16
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係者らを加え計 150 人が参加した。

な日中協力の可能性を探った。

理プロジェクトは欠かせない。 年以降、

水質汚染の問題を抱えており、特に中国

重点プロジェクトとして推進され、処理

SDGs においても水インフラの構築は

世界の多くの地域では水需給の逼迫や

は急速な経済成長に伴い水問題が深刻

率は向上しつつある。今後は、処理能力

重要な目標として設定されており、水質

本政府の国際的取り組みが紹介された。

化してきた。都市の人口集中に対する水

100 万トン規模の大規模事業を青島

と衛生面の改善、水災害への対策といっ

水インフラ分野での協力の可能性を念頭

安新区の計画についての同新区規劃建設

方に資する共同研究やプロジェクト協力

APEC においては、日本の経験を基

局からの解説が行われ、分科会翌日に

今回の分科会では、日本企業から次

中国側は、国家発展改革委員会 資源

天津にて建設中の海水淡水化・総合利

いる高 耐 化 性・ 高 物 理 強 度に優れた

のような水循環技術が紹介された。

節約・環境保護司節水処の牛波処長か

用イノベーションサービスプラットフォー

PVDF 中空糸 UF/MF 膜モジュー

加えて、国家海洋局天津海水淡水化

ら海水淡水化産業と政策についての紹介

ムについて、施設概要や完成後の運用に

東レ株式会社からは、 汚水再利用

が行われた。近年、鉄鋼業をはじめと

水循環に関する日中両国の政策

環境を整備していく考えが紹介された。

制優遇の対象となっている。

展開も期待される。 月に開催された

9

は内・外資問わず所得税や増値税の税

15

に置いた意見交換を行った。

10

年 月の国連サミットにて採択された

源・水質の確保、衛生環境の改善、農

や大連といった沿岸都市部に、 万トン

08

村地域の用水確保や水害対策等が急務

商務部との重要な対話の場・日中長期貿易分科会

は同新区の視察が実現した。

また 年は、
「イノベーション」と「水

10

分科会の経緯と背景

日中・中日長期貿易協議委員

会の省エネ等技術交流促進部会（中国
側は環保技術合作分会、事務局は商務
部対外貿易司が従事）は、日中省エネ・
環境ビジネス促進・支援の場として、
2006年の第 回フォーラム以来、分

る。第 回目となる今回は「水循環改善

科会の形をもって毎回定期交流を行ってい

1

における技術イノベーション（水循環シス

12

18

水循環技術イノベーション
の深化へ

本

日中長期貿易分科会（水循環改善におけるイノベーション）

第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

会のテーマにも深く関係しており、日本

例である。

技術を利用した水道プロジェクトが代表

清泰浄水場での上水道における膜処理

楽清発電所の淡水化プロジェクトや杭州

機器が状況別事例に応じて提案された。

環環境にて必要とされている検査・計測

処理時や排水処理場、発電所など水循

場製作所からは、海水淡水化、上水道

計測技術・計測機器を強みとする堀

しており、水質改善に向けた取り組み

淀は工場排水の流入による汚染が進行

を構成する白洋淀の視察を行った。白洋

ンジのもと、雄安新区と同エリアの一部

分科会の翌日には、中国商務部のアレ

案であった。

横河電 機（中国）有限公司からは

高い精度を要求される検査項目にも対

が急務とされている。また、新たな時代

り 万 8000 トン規模の浙江省温州

ル「トレフィル」を中心に紹介がなされ
DDMO 技術（データ駆動型プラント

応できる検査測量技術の「水循環」への

を代表するスマートシティとして急ピッチ

側出席者の関心を集めた。

た。同社は中国で 社の水処理膜関連
最適化モデリング技術）を用いた下水処

貢献度は極めて高い。

4

理場への導入案が紹介された。DDMO

分科会にて挨拶される
村山部会長

子会社を展開しており、 年には上海

および海水淡水化の事例等が紹介され

からは、中国や海外での排水リサイクル

旭化成分離膜装置（杭州）有限公司

率的な施設の運用やコストの削減、省エ

わせた「最適化曝気システム」による効

と自動制御を実行する DCS を組み合

液中膜を中心に紹介された。日本固有

るクボタグループの事業展開が浄化槽と

化水工程有限公司からは、中国におけ

クボタグループの一員である五洲富士

後の展望について、資料や動画を通じて

なか、雄安新区の計画要綱の概要と今

ターが カ月前に完成したばかりである

で整備が進む市街エリアでは、市民セン

で技術研究センターを設立している。

04

ネを実現するためのソリューションの提

1

によって 倍の水量処理が可能となった

では、既存設備での液中膜 MBR 設置

の染色工場に導入された排水処理施設

減が説明され、また、江蘇省南通市で

品の設置利便性の良さや建設コストの削

の技術によるコンパクト化を実現した製

本分科会では、商務部、国家発展改

今後の協力案件の形成に期待して

見ることができた。

も百度による自動走行試験車両を垣間

や自動運転車の実験区でもあり、当日

触れることができた。同地区は EV 車

2

介された。河北省最大の淡水湖である

設局の石崧副局長から計画の概要が紹

ある雄安新区について、雄安新区規劃建

京津冀エリアの新たな実験的開発区で

解を基礎に、双方の強みや課題、協力

本分科会を通じて双方で形成された理

日中長期貿易の枠組みを活かしながら、

活発に行うことができている。今後も、

の協力を得て、重要なテーマの交流を

革委員会と経済産業省（国際プラント・

白洋淀を含む 770 平方キロに及ぶ本

可能な範囲等についての交流と理解をさ

事例が紹介された。

地区は「国家千年の大計」とも称され、

らに深め、具体的な協力案件の形成につ

インフラシステム・水ビジネス推進室）

「生態優先・持続可能型発展」をテー

なげていきたい。

（事業開発部 石威）

マに、北京の首都機能分散を目的として

雄安新区計画要綱の概要

2

建設されている。水環境を扱う本分科
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4

た。 年より運転を開始した 日あた

日中長期貿易分科会

アジェンダ

07

2018 年 11 月 25 日（日）13:30 ～ 17:00 会場：国家会議中心 210AB
主題：水循環改善における技術イノベーション
（水循環システム、海水淡水化、汚水汚泥処理）
司会者：中日長期貿易協議委員会 省エネ・環境保護技術合作分会 尉進明
（商務部対外貿易司 機電製品輸入・国際入札処 処長）
内 容
（敬称略） ※同時通訳
冒頭挨拶
中日長期貿易協議委員会 環境保護技術合作分会 会長代理 宋先茂
（商務部対外貿易司 副司長）
日中長期貿易協議委員 省エネ等技術交流促進部会 部会長 村山均
（電源開発株式会社 代表取締役副社長）
中国における海水利用産業の発展政策
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 節水処 処長 牛波
水インフラ構築に向けた国際的取組み
経済産業省 製造産業局 国際プラント･ インフラシステム･ 水ビジネス推進室 室長 吉岡 孝
海水淡水化に関わる総合プラットフォームサービスの建設と応用
国家海洋局 天津海水淡水化研究所 淡水化室副主任 趙河立
水資源問題に挑戦する東レの最新膜技術
東レ株式会社 藍星東麗膜科技（北京）有限公司 技術総監 朱 列平
第 13 次五カ年計画における水関連分野のマーケット分析（汚水・汚泥処理）
E20 環境研究院 执行院長 薛涛
排水リサイクル及び海水淡水化における MF/UF 膜の適用とその事例紹介
旭化成分離膜装置（杭州）有限公司 張艱
排水処理 汚泥のセメントプラントでの協同処理
北控水務集団有限公司 顧問総工 技術委員会主任 杭世珺
DDMO によるプラントのモデル化と曝気風量最適システム
横河電機（中国）有限公司 新市場開拓部 課長 郝娜
休憩
水循環における “ はかる ” 技術
堀場（中国）貿易有限公司 技術部長 呂岩
雄安新区 計画要綱 解説
雄安新区 規劃建設局 副局長 石崧
中国におけるクボタグループと水処理事業の展開
五洲富士化水工程有限公司 董事・総経理 徳島幹治
質疑応答
総括発言
日中長期貿易協議委員会 事務局長／一般財団法人日中経済協会 専務理事 杉田定大
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省エネルギー・環境分野における
日中間の協力プロジェクト

ルギーセンター
中国側 ： 中国電力企業連合会

（ ）独立行政法人国際協力機構中
華人民共和国事務所と中国科学院
上海高等研究院における連携に関わ
る覚書
日本側 ： 独立行政法人国際協力
機構中華人民共和国事務所
中国側 ： 中国科学院上海高等研
究院

（ ）超スマート社会向けの「日立
―清華大学未来イノベーション計画
に関する戦略的提携」の締結
日本側 ： 株式会社日立製作所、
日立（中国）有限公司、日立（中
国）研究開発有限公司
中国側 ： 清華大学

5

（ ）河北省経済開発区の企業誘致
への協力
日 本側 ： 一般 社団 法人エネル
ギー・環境グローバルコンソーシ
アム
中国側 ： 中国河北省投資招商促
進局

6

（ ）青島日中省エネ環境産業園建
設を共同支援することについての日
中経済協会と青島国際経済合作区
の協力覚書
日本側 ： 一般財団法人日中経済
協会
中国側 ： 青島国際経済合作区
（ ）日本国省エネルギーセンター
および中 国 国 家 省エネルギーセン
ター間の協力覚書の有効期間延長
に関する合意書
日本側 ： 一般財団法人省エネル
ギーセンター
中国側 ： 中国国家節能中心
（ ）重慶市渝中区人民政府 アズ
ビル株式会社 戦略的協力枠組み
協定
日本側 ： アズビル株式会社
中国側 ： 重慶市渝中区人民政
府
（ ）中国石炭火力発電所の環境対
策等に関する協議書
日本側 ： 一般財団法人石炭エネ

王静波 国家発展改革委
員会資源節約・環境保護
司総合協調指導処長

（ ） 中国石油 ･ 化学工業連合会
及 び中国 塑料 加工工業 協会と日 本
プラスチック工業連盟との海洋プラ
スチック問題に係る協力覚書
日 本 側 ： 日 本 プラスチック工 業

7

8

1

2

3

4

調印案件
プロジェクト

第12 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

協力プロジェクト事前調印式
（11 月 24 日）

今回のフォーラムでは、全体会議にて新規 24 件の日中間協力プロジェクトについて合意文書の交換が行わ
れ、本フォーラムで合意した協力プロジェクトの累計は 362 件に達した。
また、全体会議前日の 11 月 24 日には、協力プロジェクト調印式が行われ、日本側から経済産業省資源エ
ネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課の山影雅良課長、中国側から国家発展改革委員会資源節約・
環境保護司総合協調指導処の王静波処長が立会いの元、11 件のプロジェクトが調印された。
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第12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

連盟
中 国 側 ： 中 国 石 油 ･ 化 学工 業
連合会、中国塑料加工工業協会
（ ）万華化学集団股份有限公司エ
チレンプロジェクト循 環 水 系 統での
白煙防止節水型冷却塔設備の導入
契約
日本側 ： 荏原冷熱システム（中
国）有限公司
中国側 ： 万華化学集団股份有限
公司

中国側 ： 赫普能源集団有限公
司
（ ）中国電器科学研究院有限公
司と日立造船株式会社 下水処理技
術及び市場の協業に関する意向書
日本側 ： 日立造船株式会社
中国側 ： 中国電器科学研究院
有限公司環保科技分公司
（ ）独立行政法人国際協力機構
中華人民共和国事務所と北京城市
排水集団有限責任公司科技研発中
心における連携に関わる覚書
日本側 ： 独立行政法人国際協
力機構中華人民共和国事務所
中国側 ： 北京城市排水集団有
限責任公司科技研発中心

（ ）水素エネルギーの利用と関連
ビジネス開 拓に関 わる共 同 研 究・
協業の覚書
日 本 側 ： 住 友 商 事（ 中 国 ） 有
限公司
中国側 ： 安泰科技股份有限公
司、安泰環境工程技術有限公司

（ ）石炭関連分野における国際合
作の強化に係る覚書
日本側 ： 一般財団法人石炭エネ
ルギーセンター
中国側 ： 中国煤炭工業協会

（ ）日中モデル事業推進・支援業
務の実施に関する基本合意書
日本側 ： 三菱日立パワーシステ
ムズ株式会社、 株式会社堀場製
作所、一般財団法人石炭エネル
ギーセンター
中国側 ： 中国電力企業連合会、
中興電力股份有限公司

（ ）浙江恒逸集団余熱冷却設備導
入プロジェクト包括契約
日本側 ： 荏原冷熱システム（中
国）有限公司
中国側 ： 浙江恒逸集団

16

（ ）洗濯マグちゃんで洗濯廃水は
資源に変身
日本側 ： 株式会社宮本製作所
中国側 ： 煕瑪北京科技有限公
司

17

（ ） 中 国における VOC 処 理 事
業協業
日本側 ： 株式会社大成工業
中国側 ： 上海云匯環保科技有
限公司

21

（ ）独立行政法人国際協力機構中
華人民共和国事務所と中関村創藍
クリーンエア産業連盟における大
気環境対策に係る連携の覚書
日本側 ： 独立行政法人国際協力
機構中華人民共和国事務所
中国側 ： 中関村創藍クリーンエ
ア産業連盟

22

（総務部 平槇早彌佳）

（ ）中国電力企業連合会と
CHAdeMO 協 議 会との電 気 自
動車充電施設分野に関する協力
日本側 ： 一般社団法人
CHAdeMO 協議会
中国側 ： 中国電力企業連合会

23

24

（ ）低温熱分解装置による廃棄物
処理の協業に関する合意書の締結
日本側 ： 株式会社ジェイ・シー・
ダブル
中国側 ： 国商天時建（北京）環
保科技有限公司

（ ）マイクロバブル CO 2EOR
の中 国での普 及を目 的とした「貯
留物質の貯留装置」の技術提供に
関する契約締結
日本側 ： 公益財団法人地球環
境産業技術研究機構
中国側 ： 北京君倫潤衆科技有
限公司
-

18

（ ）水素利用分野での事業化促進
に係る協力
日本側 ： 一般社団法人エネル
ギー・環境グローバルコンソーシ
アム、有限会社泰和商事
中国側 ： 兖鉱集団有限公司
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（ ）北九州環境ビジネス推進会と
河 北 環 保 連 合 会の覚 書に基 づく河
川浚渫汚泥の固化事業
日本側 ： 北九州環境ビジネス推
進会
中国側 ： 河北環保連合会、河北
誠潤環保工程有限公司
（ ）温室効果ガス計測監視合作協
議
日本側 ： 株式会社堀場製作所、
一般財団法人石炭エネルギーセン
ター

山影雅良 経済産業省資源
エネルギー庁省エネルギー・
新エネルギー部政策課長

19

20

13

14

15

9

10

11

12

省エネ・環境コーナー

を可能にするために開発された。

CHAdeMO も 年、当初の最大

も大出力化が求められるようになり、

電気自動車充電分野における日中協力

HAdeMO 協議会は電気
年、世界に先駆けて製品化され

吉田 誠

一般社団法人

協議会 事務局長
CHAdeMO

も新規提案を行い、 年に日本が議

長 国 と な り 61851 23/24

電流 125A を 400A に改訂し

下という強みを持ち寄ることで、世界

中国の市場規模による生産コスト低

に、CHAdeMO の技術的蓄積と、

に充電できる技術が確立されるととも

の急速充電よりさらに短時間で安全

調印式を行った。この合意により従来

場投入されるモデルの多くは 400

格低下が急速に進み、 年以降に市

ろがその後、リチウムイオン電池の価

考慮して決められたものである。とこ

きる最大値というコストのバランスを

う利用者の便益と低圧電力で実現で

池残量を回復させることができるとい

国際標準規格発行の経緯

上回るまでになっている（図１）
。

が加速しており、設置台数で日本を

基、特に 年から欧州での導入ペース

7300 基、世界では 万 2600

コネクタのアイデアであった。彼らは

線を組み合わせて瓢箪型にしたコンボ

通充電コネクタに DC 充電用の電源

月 現 在、 国 内では

CHAdeMO 方 式 の 急 速 充
年

年 近 くが経 過した

年

月、

枚のスケッチが示された。AC 普

要に迫られた欧米自動車メーカから

CHAdeMO への対抗案を示す必

12

計コンセプトである互換性確保の仕組

反応を見せた。CHAdeMO の設

ジニアたちは日本の提案に好意的な

た。当初 SAE に参加していたエン

動車技術者協会）に規格提案を行っ

各種のメディアで取り上げられるよう

用充電規格をめぐる論争がにわかに

より CHAdeMO 対コンボの EV

る仕様調整が長引いた。この出来事に

イプ コンボ）の間で通信方式をめぐ

JARI（日本自動車研究所）を通

のである。さらに CHAdeMO は

論する材料を持ち合わせていなかった

うに複数の規格が併存する状況になっ

として提案し、現在は表 に示すよ

て近い DC 専用コネクタを独自規格

技術的には CHAdeMO にきわめ

IEC の議 論ではさらに中 国が、

じて IEC（国際電気標準会議）に

打ちされた完成度の高さに対して反

になった。

2

電 器は、

の 精 査 を 開 始 し た。 そ れ か ら

の充電インフラの普及に貢献すること

～ 500 キロ以上の走行能力を備え

1

1

2

9

み、安全思想、そして実証試験に裏

09

18
16

1

18

器が設置されると思われる。

が期待される。
2

を排出しない、自宅もしくはオフィス
にコンセントを用意すれば給油のた
めにガソリンスタンドに行く必要がな
い、深夜電力を使って充電すればガソ
リン車の数分の 以下の燃料費になる

器はそのような場合に短時間で充電

を行わなければならない。急速充電

距離走行を行うときは、途中で充電

ため、200 キロを超えるような長

は 充電での走行距離に制限がある

など多くの利点がある。一方、EV

1

10

1

1

1

EV は、走行中にまったく CO

このアイデアを元に開発を始めたが、

プロジェクトをスタートさせた。

た CHAdeMO 方式の急速充電器

欧米の主要自動車会社は日本の提

規格について、中国電力企業聯合会

た。大出力に対応する車両が市場に

と共同で開発していくことに合意し、
値は ～ 分の充電で約 ％まで電

は最大出力を kW とした。この数

月 日、北京において

自動車（EV）の超急速充電

10

-

案を受けた直後から CHAdeMO

17

CHAdeMO は 国 際 標 準 化 活

80

50

ている。このような車載電池の大容

30

急速充電の役割と普及状況

2018 年

志賀俊之 CHAdeMO 協議会会長（左）と楊昆中国
電力企業連合会副理事長との調印
（18 年 8 月 28 日）

出回る 年には 150kW 級の充電

09
15

ドイツ（タイプ コンボ）と米国（タ

28

動の第 歩として 年、SAE（自

8

量化に対応するため、急速充電器に

19
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ISO/IEC な どの国 際 標 準 と

場での競争力を確保するために通常

各国の工業規格は、グローバル市

地域規格と市場動向

ている。

少なくともタイプ コンボコネクタを

終的に「公共の DC 急速充電器には

とは不公正であるとの主張があり、最

のインフラ投資にペナルティを課すこ

提案された技術に沿って行われた過去

CB/T 規格が IEC 標準となり、

世界最大市場の中国は、自国案の

が主流となっている。

とで、欧州同様、マルチアーム充電器

が IEEE 規格として発行されたこ

普及を促進するために最適な選択肢

決定したのも、EV・充電インフラの

との次世代規格統一に向けた協力を

て発足した団体である。今回、中国

普及に貢献することを設立趣旨とし

の整合を図ることが多い。日本では
結果、欧州市場では 年以降、欧州

つけること」という形になった。この

電インフラ整備を進めている。

政府主導で自国メーカ支援および充

すなわち、世界における充電器普及

と判断したためである。両者の強み、

年

月に JIS

DC 充電規格を

台数・地域数でリードし、 年間に

標準規格を検討している段階である。

アジア諸国をはじめとする他地域は、

と、国家主導で EV・充電器の普及

た CHAdeMO の技 術 的 な 蓄 積

わたる信頼性・互換性を維持してき

これからの市場成長が見込まれる

CHAdeMO は地域事情に対する

台数で圧倒的なシェアを有し、生産コ

コンボと CHAdeMO の複数の方

米国では、SAE がタイプ コンボ

ローカライズや機能拡張に柔軟な設

流になった。

欧州では EV 用充電インフラ整備

のみを規格とすることを決定したが、

類のコネクタを併記した。
に関する EU 指令の審議過程で、ド

5,000

2,000

2017

0
2018 （年）

日本

欧州

米国

アジア（右）

さらに CHAdeMO は、双方向

ている唯一の国際標準であり、日中次

給電（いわゆる V2G）を実用化し

欧州やカリフォルニアに

世代規格にも V2G 機能を取り入れ

統の需給調整力が不足するという問

おける燃費・排ガス規制の

こ の よ う な 中 で、 充

題が指摘されている。V2G システ

る予定である。EV 普及と同じく、

電 規 格が複 数 存 在した

ムは、EV に搭載された蓄電池を電

強化を契機として、世界の

ま まであることは、ユー

力系統の調整力として効率的に利用

世界各国で再生可能エネルギーの導

ザ、 製 造 者の双 方にとっ

することを可能とする技術であり、こ

主 要 市 場はそろって EV

て望ましいことではない。

のような課題解決にも貢献していきた

入政策がすすめられており、電力系

CHAdeMO 協議会は、

いと考えている。

シフトに動いている。

EV普及への貢献

る。

国が協力することで、今後の世界規

スト面で規模のメリットを活かせる中

4,000

の統一規格にも継承させ、

計思想を有している。この特長を日中

10,000

模の EV 普及を主導していこうとす

欧州指令のような強制力を持たないこ
の車両、充電器が市場で先

6,000

協力して第三国に技術提

イツ自動車業界から加盟各国が規定
定しようとする圧力がかけられたが、

行していたこと、さらに

15,000

月に CHAdeMO

8,000

3

20,000

るものである。

と、CHAdeMO 対 応

CHAdeMO 方式の導入が既に進
年

（基）

案することでも一致してい

する技術規格をタイプ コンボに限

として発行する際、IEC を公平に

15

式に対応するマルチアーム充電器が主

14

引用し 種類のシステム形態＋ 種

10
2

4

10

もともと全 世 界への EV
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2

2016

合計（左）

2015
2014
0

10,000

（基）

25,000

16

1

表 1 DC 急速充電の規格

3

行していた地域から国際標準として

図 1 世界の CHAdeMO 充電器設置数と推移
（2018 年 9 月現在）
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株式会社日本総合研究所 理事

意した。2009 年、米中 G ２時

トがトランプ政権の対中通商政策に

く、日本を含む世界の主要マーケッ

決した「チベット旅行対等法（ The

２０１９年の米中関係
貿易戦争からピンポイント・アタックへ
■呉軍華

てきたものの、 年に中国だけでな

代の到来がささやかれるなかで、第

大きく翻弄されたのに象徴される通

軍、企業などの情報を盗んだとして

もっとも重要な米中二国間交渉が合

一回米中戦略・経済対話がワシント

り、米中パワーゲームを展開するに

折りしも、 年が残りわずかの時

にワシントンに行ってきた。２週間

ほどの滞在であったが、トランプ政

の焦点は対米関係である。そして、

年の中国を展望するに当たって最大

なようだが、他の分野において、む

一休みにしようとしているのは確か

いることが目に余る。貿易戦争を

中国共産党が政権を勝ち取った。

り角となった天安門事件が起きた。

動した。 年、改革開放路線の曲が

ピリオドを打って改革開放路線が始

際も過去十年来、米中間のパワーバ

ほど前から持てはやされており、実

G ２時代という言葉が早くも

ＦＯ ）がカナダで逮捕され、同

孟晩舟副会長兼最高財務責任者（Ｃ

）
」に署名した。さ
2018, H.R.1872
らに 日、米司法省は米政府機関、

Reciprocal Access to Tibet Act of

中国では「逢九有変」
、つまり九

ンで行われた。こうした中で迎えた

中国国家安全省につながるハッカー

さらなる激動を予感する
2019年

の付く年に社会が激変するという説

当たっての主導権がなお米国に握ら

年になるのか。

米中関係の主導権を握る
トランプ政権

れている。

年は一体中国にとってどのような

がある。偶然かもしれないが、中国
の近代の歴史を作り上げるに当たっ
て重大なインパクトを与えたイベン
トのほとんどが九の付く年に起きた
のであった。たとえば 1919 年、
国共産党の誕生に導いた五四運動が

こうした中国の対米関係の行方を見

しろ一層強硬な姿勢で中国に臨も

権の対中アプローチが微妙に動いて

巻き起こった。その 年後の 年、

極めるに当たってもっとも注目すべ

う と し て い る。た と え ば、

改めて強調するまでもないが、

年、文化大革命をピークに盛り上げ

きは米国がどのような対中アプロー

日、米当局の要請で中国の通信機器

共産主義思想を伝播し、 年後の中

た共産党第九次全国人民代表大会が

チをしていくかのことである。米中

月

催された。 年、その文化大革命に

49

日、トランプ大統領が連邦議会で可

12

69

30

ランスが中国の方に大きくシフトし

1

19

89

20

22
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米国は中国によるピンポイント的なアタックを強めている（杭州にて、
18 年 9 月）

18

18

19

大手・華為技術（ファーウェイ）の

2

年

19
10

79

年、中国の WTO 加盟に向けて
99
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集団「
起訴した。

」メンバー 人を

な関りを持つ中国、カ

舟事件が事件と直接的

政府の強烈な反発等もあって、孟晩

テータスと孟晩舟逮捕に対する中国

テク企業としてのファーウェイのス

裁の対象に取り上げ、これによって、

だけでなく、個別な組織と個人を制

を起訴したことは米国が国家レベル

ことを意味し、一方、中国人ハッカー

的に見直す基準として応用しだした

く、人的交流を含む対中関係を全面

米中関係を分析したのは 年であっ

応の平和を保つというコンセプトで

中間の対立が激しくなるなかでも一

筆者が初めて「冷和」
、つまり米

される。

お「冷和」の段階にとどまると予想

現在

冷戦下の米ソ関係

2

4

3

2
共通の価値観

×

▲

×

×
核の相互確証破壊

×

●

●

●
経済的リンケージ

×

▲

▲

×
共通の敵を有する

●

×

×

×
3

1

5

8
覇権争い

×

×

●

●
相手敵視の同盟の形成

×

×

×

●
経済理念の対立

●

▲

●

●
軍事的対峙

▲

×

▲

●
冷和度（注 2）

-1

3

-2

-6

中国を代表するグローバル・ハイ

ナダと米国だけでなく、

ベット旅行対等法」が

る。これに比して、
「チ

も大きく注目されてい

日本を含む他の国々で

ではないかと思われるからである。

シャーをかけていこうとしているの

るエリート層により大きなプレッ

中国、なかでも中国の現体制を支え

るパンダハガーも中国の現状に不満

く、中国との融和を主張するいわゆ

わゆる伝統的な対中強硬派だけでな

た。ドラゴンスレヤーと称されるい

バーセキュリティや知

対してももっぱらサイ

中国人ハッカー起訴に

が 限 定 的 で あ る 一 方、

制限した場合、国務省がその制限を

れ、中国が米国人のチベット訪問を

う米国務省に求める内容が盛り込ま

を許可する状況を毎年検証するよ

には中国がチベットに米国人の訪問

た。しかし、それにもかかわらず、

ひいては文化面での対立も先鋭化し

く、イデオロギー・価値観から軍事、

格的な貿易戦争に突入しただけでな

年に至って、米国と中国がついに本

するようになったからであった。

を抱き、米中関係の先行きを悲観視

的財産権の保護といっ

課した中国政府の関係者の米国入国

ただいまの米中関係がポスト冷戦時

ちなみに、
「チベット旅行対等法」

た視点から分析してい

を禁止する措置を取ることになって

代はもとより冷戦時代よりも緊張し

成立したことへの関心

る。 し か し、 筆 者 は、

いるという。

なお「冷戦」
ではなく
「冷和」

今後の米中関係の流れ
孟晩舟事件だけでなく、
「チベット旅行対等法」

こうした判断が正しいならば、

年の米中関係は次の三つの特徴を

と中国人ハッカーの起
訴もきわめて重要な示

持って展開されていくと予想され

ているが、冷戦時代の米ソ関係ほど

にはなお至っておらず、
「冷和」の

段階から離脱していないとなお認識

している。

表１の示す通り、米中関係の「和」

を支えるに当たってもっとも大きな

ケージである。過去一年来のワシン

唆を与えてくれている

まずは、米中で展開されている激

トンにおいて、中国経済とのデカッ

役割を果たしているのは経済的リン
「チベット旅行対等

しい競争がかつての米ソ冷戦を彷

プリングを進めるべきとの声が強

る。
法」の可決は米国が「対

彿とさせるほど先鋭化しているもの

まってきているものの、製造業から

とみる。

18

2

ポスト冷戦時代

コールドの度合い（注 1）

15

の、少なくとも 年においては、な
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19

A
P
T
1
0

冷戦時代
ホットの度合い（注 1）

を見極めるに当たって、

（注１）●は Yes（数値２）、▲は中立（数値１）、×は No（数値０）
（注２）冷和度＝ホットの度合い−コールドの度合い

）
」を通
等（ Reciprocal
商・経済分野だけでな

19

米中関係の変遷
表1
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があくまでも目の前に迫っている経

済問題の圧力をとりあえず交わして

関税を引き上げたトランプ政権への

報復措置として米国産自動車と関連

国の経済関係は 年においてアップ
アンドダウンしながらも一層悪化し

金融サービス業までの経済の各方面
において米国と中国を複雑に絡ませ

月 日から 月 日にかけて撤廃

したところ、過去一年来ダウンの一

いこうとする双方の思惑が偶々一致

7

6

（注）2018 年は 1 〜 11 月。
（出所）中国商務部発表に基づく試算

20,000

15,000

10,000

5,000

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17（年）

19

（注）対米貿易黒字はサービス貿易を含む。
（出所）中国人民銀行、米国商務省

12

12

19

月 日まで猶予したことを公式に
2

しかし、こうした貿易関係の緩和

25,000

れた 日の「一時休戦」期限として

は、中国の経常収支のバランス維持

きい。なぜならば、巨額な対米黒字

へのプレッシャーはより構造的で大

して、米国との貿易戦争による中国

可能性が高いわけである。これに比

む最大のインセンティブになっている

ことが中国との貿易関係の緩和を望

て、株式市場をひとまず安定させる

績として誇ってきた同大統領にとっ

までに株価の上昇を政権の大きな実

下する株式市場だと思われる。これ

大統領にとっての最大の圧力は乱高

ち、米国サイド、とりわけトランプ

身と大きさは大きく異なる。すなわ

らされているものの、その圧力の中

もっとも、ともに経済的圧力にさ

が高いとみてよかろう。

の戦火が再び激しく再燃する可能性

を待たずにして通商問題をめぐって

いる 月末以降、ひいてはその期限

2 90

3

表明した 。

30,000

き次第で、先般の首脳会談で合意さ

途をたどってきた米中貿易関係にあ

周知の通り、米中貿易関係が 年

19

すると発表した 。一方、米通商代表

輸出に占める対米比率（右）
貿易黒字に占める対米比率（左）

1

外貨準備
対米貿易黒字

18

月 日のトランプ大統領と習近平

31 25

る程度の歯止めがかけられたに過ぎ

3

部も同じ日に、 年 月 日に予定

1

国家主席による首脳会談によってひ

40

1

1

ないと思われる。これが事実ならば、

切断することは難しいだろう。

部品に上乗せした ％の関税を 年

35,000

ていくものと予想される。

40,000

された 2000 億ドルの中国製品

50

一層悪化する経済関係

18

45,000

とまず悪化の一途を辿ってきた流れ

（億ドル）

米中双方の国内政治と実体経済の動

16.0

に対する制裁関税の引き上げを 年

80

24

JC ECONOMIC JOURNAL 2019.2

19

たリンケージが少なくとも短期的に

16.5

に歯止めをかけた。 月 日、中国

17.0

次に、貿易と投資を中心とする経

17.5

が米国産大豆の輸入を再開したとの

60

済的リンケージが引き続き米中関係

18.0

ニュースがながれ 、同 日、中国財

70

の「和」を支える最大の柱としての

18.5

政部が 年 月 日から中国製品の

19.0

役割を果たすことになるものの、両

19.5
90

1

0

20.0

（％）

12
15.5
2018 （年）
2017
2016
2015
2014
2013
30

（％）

100

14

外貨準備の源としての対米貿易黒字
図2

中国の経常収支バランスを支える対米貿易黒字
図1

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 時々刻々

寄与した経済外交を支えた外貨準備

チャイナインパクトの拡大に大きく

民元の信認を保て国際社会における

にとって不可欠であると同時に、人

るレバレッジになると予想される。

タックが中国との関係を動かす主た

易戦争の代わりにピンポイント・ア

係を全面的に再編するとともに、貿

ンプ政権が「対等」を基準に米中関

国人ハッカー提訴は個別企業／組織

「チベット旅行対等法」の施行と中

たよい例であり、孟晩舟逮捕事件、

別企業をアタックのターゲットにし

な罰金と条件付きで制裁解除）が個

实两国元首共识具体措施、環地網、２０

注２：中国暂停对美汽车加税 财政部：落

た。その背景に、中国製品に対して

ないといわれる通り、程度の差はあ

る。その背景に、貿易戦争に勝者が

すれば、ピンポイント・アタッ

ち偶然なこととは考えにくい。換言

黒字が中国の金融安定と経済外交に

たことに象徴される通り、対米貿易

国が WTO 加盟を果たした 年か

スが大きく崩れかねない。一方、中

において、中国の経常収支のバラン

中貿易戦争がこのまま続くと、 年

当含まれていることを考えると、米

レッジとして使われる可能性が高

とが対中関係を動かす主たるレバ

または機関、個人をアタックするこ

で、ピンポイント、つまり個別企業

バレッジが必要となってくる。そこ

が相対的に小さく、より効率的なレ

打撃が大きい割に自分自身への影響

プ政権にとって、相手（中国）への

限界を迎える。このもとで、トラン

関税の引き上げも制裁規模もいずれ

てくるのが不可避である一方、制裁

ブな影響が米国でも次第に顕在化し

米国の強い圧力に対して、中

いく可能性が高い。こうした

て中国の変化を強硬に促して

本格的に展開することによっ

ピンポイント的なアタックを

選んで制裁を加え、こうした

を与える企業や組織、個人を

ては政治に重大なインパクト

ら、米国は中国の経済、ひい

しいならば、 年に入ってか

思われる。こうした判断が正

バレッジとして確立されたと

に対中関係を動かす有効なレ

年にかけての累積対米貿易黒

字が 兆ドルを超えている（図２）
。

ら

とっても重大なインパクトを持って

い。

18

その間の中国の外貨準備が最大で

兆 8000 億ドル
（ 年）
程度であっ

いる。

的なアプローチが 年においてすで

もっとも、こうしたピンポイント

年の米中関係にますます目を

国がどう対処していくか、
に み ら れ た。た と え ば、中 興 通 信

る。

離すことができなくなってい

19

3

19

19

01

15

Reuters, Dec.15, 2018

for China tariff increases amid talks,

注３： U.S. sets new March 2 date

12

Xi Truce, REUTERS, Dec. 13, 2018

U.S. Soybean Purchase Since Trump-

注１： Exclusive: China Makes First Big

の主たる源になっているからである。

１８年 月 日

タックされた事例として取り上げる

と個人を同時にピンポイント・ア

ことを意味するわけではない。あく

ことができる。

中興通信を除き、他の 件がいず

れも 年末間際に実行されたのは強

のトランプ政権のさらなる関税引き

クが 年の時点においてすで

効用を持たなくなるという予測であ

としての貿易戦争にかつてのような

までも対中関係を動かすレバレッジ

無論、これは貿易戦争が終息する

ち な み に、図 １ の 示 す 通 り、
年 月から 月までの中国の輸出に
占める対米輸出の比率は ・ ％で
あったが、中国の貿易黒字に占める
対米黒字の比率が ・ ％にも達し

3

18
るものの、貿易戦争によるネガティ

8

上げを見越しての駆け込み輸出が相

94

13

「対等
（ Reciprocal
）
」
が対
中関係再編の基準に
19

18

（ZTE）との取引停止（後に巨額
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3

11

最後に、 年に入ってから、トラ

中国ハイテク産業の集積地・深圳（深圳市内、18 年 3 月）

18

19

1

17
4

（２）国有企業の現状

で見ても、国有企業の事業規模はトップ

ルギー、運輸、通信、その他重要分野

っており、少なくともこれらの統計上は

シェアでは、国有企業は約 ・ ％とな

る。上海汽車集団や広州汽車集団など

では、改革の目的を「国有企業を強大

全体像を示す「指導意見」
（ 年 月）

化」するとしていることに加えて、
「共

の所有に属し、かつ、企業法人登記管

有企業とは「企業のすべての資産が国家

局が規定している企業区分によれば、国

中国国家統計局および工商行政管理

とり、その持分または株式のすべてが国

有限会社または株式会社という形態を

資しているか否かを問わず、会社法上の

または広義として「中国政府が直接出

律上「全人民所有制企業」と呼ばれる」
、

（ 年版）のランキン

実際はどうなのか。フォーチュン・グロ

国経済の ％を動かすとも言われるが、

い少数派である一方で、国有企業が中

るという中国企業のうちの ％に満たな

にしても中国全土に約 1300 万社あ

目的はあくまでも「国有資産価値の増

等を積極的に進めるとする一方で、その

いる。

路線とは異なる内容を含むものとなって

産党の指導力強化」が盛り込まれる等、

理条例の規定に基づいて登記された非

有であるか、または国の保有割合が高

ーバル 500

中 国 全 土では、 国 有 企 業の数は約

公司制の経済組織であり、有限責任公

く、国が実質的に支配している国有企

グに目を向けると、上位 位内に 社

育成」であり、有望な企業・領域にお

改革はいわゆる「市場化」
、
「民営化」

司のうちの国有独資公司を含まないも

業」とあり、広義で解釈すれば、現在、

の中国企業がノミネートしているが、中

万社とも 万社とも言われ、いずれ

の」と定義付けされているが、ジェトロ

民営企業とされている会社であっても、

注２

主独立の経営活動、外部出資受け入れ

大」
、
「国際競争力を有する国有企業の

姿勢が示されている。

15

業である。このように、グローバル水準

11

2

50

18

30

20

また、
「指導意見」では、各企業の自

作成の
「中国におけるM ＆ Aマニュアル」

ける国有企業のプレゼンスを高めていく
さそうだ。

国平安保険を除いて、他は全て国有企
れば、狭義として「中国政府が 100

8

26
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外務省 経済局 主査

クラスであると言える（表１）
。

一方、国家統計局が公表している統計

次に、国有企業の規模感に着目して

みたい。中国政府が公表している統計

に目を向けると、都市部就業者数では、

国有企業の割合は約 ％、鉱工業（第

等から情報を拾うと、 年に設立され

た国務院国有資産監督管理委員会（国

次産業）総資産における企業形態別

を中心とした非上場の超大型国有企業）

国有企業の割合は低水準、つまり、民

資委）が直轄している中央企業（エネ

社（設 立 時は

月 時 点で

営企業他の割合の方が多く、中国経済

年

196 社） 注１あり、代表例として、中

全体で見ると、国有企業が多くを占め

は、

国第一汽車集団（自動車）
、中国石油天

習政権における国有企業改
革の基本的な方向性

ているわけではないことがわかる。

られる。また、国務院財政部等の直轄

企業が 社（金融関連）あるほか、各

は、それぞれの市政府が所管している国

習近平政権における国有企業改革の

％出資している独立法人で、政府との関

有企業である。

省や市直属の国有企業が数多く存在す

係が明確に分化しておらず、会社法上

9

実態は国有企業である場合が少なくな

の有限会社でも株式会社でもない。法

15

● 岸本 力

中国の国有企業改革
中華人民共和国（以下「中国」
）における国有企業改革は、2013 年 月に習近平政
権の下、三中全会で市場原理に基づく経済の加速という基本方針が掲げられた一方、

15

然気集団公司（CNPC）などが挙げ

4

年 月の「指導意見」（中共中央、国務院の国有企業改革を深化させることに関する指導
意見）では、改革の目的を「国有企業を強大化（
「做大做強」
）
」することとし、一見すると
迷走している印象があったが、 年 月に開催された第 回共産党大会で、あらためて

本の導入）や合併による再編が進められている。

れたことで国有企業強大化の路線がより明確となり、現在進行形で混合所有制（民間資
同改革の真髄は、中国勢どうしの消耗戦を避けるために、国有企業を集約しながら国
内において一定程度の独占を認め、中国全体としてグローバル市場に耐え得る競争力を
獲得していこうとする試みであると見ることができるが、その一方で、その他の国内政
策との矛盾やジレンマも抱えており、一筋縄ではいかない様相を呈している。

6

15

本稿では、国有企業改革の方向性や歴史について整理した上で、国有企業が抱える問

2

11

「国有資産の価値維持・増大を促し、国有資本の強大化・優良化を図る」との方針が示さ

19

03

97

10

題点にも触れつつ、改革の今後の注目点について考察してみたい。

中国の国有企業について

12

17

（ 年 月）に掲載されている解説によ

（１）定義

17

24

9

07
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された 兆元の景気刺激策は、地方債

をもたらした。特に資源分野では、赤

進んでいる①資本構成の多様化、②ガ

近平政権下の国有企業改革で取組みが

これらの基本方針を踏まえると、習

も現れる中、 年に当時の朱鎔基首相

理に晒されて経営が悪化する国有企業

営企業を育む土壌ができたが、競争原

制が拡大した。これにより事実上の民

制定を経て、企業の自主権や独立採算

となったのである。

務や銀行の不良債権を増加させる要因

業は「ゾンビ企業」と呼ばれ、地方債

問題は放置された。このような国有企

行融資を受け続けることで過剰生産の

した。第 期三中全会（同年 月）に

る国有企業の負債や収益力の低さ等の

の導入を含む現代的な企業制度を目指

ト

を発表したが、それらは民間資本

国有企業改革のパイロット・プロジェク

有資本投資会社・運営会社改革の試行、

等での国有企業への民間資本導入、国

鉄道・民間航空・電気通信・軍需産業

式・有限会社化の完了、電力・石油・

経済発展を遂げたが、その裏では、

ところが、 年 月から、
「中共中央、

注３

し、国有企業改革がグローバル市場経

国有資産監督管理の改善・強化、資産

中国は「世界の工場」として飛躍的な

年に国有資産管理委員会が発足し、国

済原理に沿いながら経済の健全化を図っ

上海総合指数も 年 月に 5800 を
突破し、史上最高値を記録した。

国務院の国有企業改革の深化に関する

指導意見」等本格的な全国政策が公布
された後、 年 月に発表された第

に、 年から 年にかけて大手国有企

発展が示され、これに合わせるかのよう

価値の維持・増大、人民の共有財産保護・

有企業の資産、人事、総務等の一元化

れた政府活動報告では、国有企業の株

さらに、 年 月の全人代で公表さ

17
ていくかのように見えた。

経常利益が 兆元を超え、 年には国

03

業の合併が相次いだ（表 ）
。

同年 月の第 回共産党大会では、

れ、 ～ 年にかけて中国経済は持ち

中国では 兆元の景気刺激策が発動さ

国有基幹企業を育成する」との方針が

ション能力と国際競争力を持ち合わせた

れて大きなものとし、自主的なイノベー

次五カ年計画では、
「国有企業を強く優

強大化の路線がより明確となった。 年

の方針があらためて示され、国有企業

国有資本の強大化・優良化を図る」と

「国有資産価値の維 持・増大を促し、

年の世界金融危機に対処すべく、

8

19

有企業総資産額が 年比で 倍に拡大、

2 08

直したかのように見えたが、その後は停

13

2

さらに、 年 月の第 回共産党大

そもそも毛沢東時代には民営企業は

字経営となった国有企業で雇用の確保が

務の増加や資源の過剰生産という代償

し、国有資本の強大化・優良化を図る」
全面否定されていたが、1978 年の

優先され、地方政府からの補助金や銀

中国の国有企業改革の歴史

との方針があらためて示されたことで、
改革開放政策、 年の会社法（公司法）

バナンス向上、③投資運用会社制度導

そんな中、 年に習近平政権が発足

が「苦境脱出 カ年計画」として赤字
に陥った非効率な国有部門を小さくし、

おいて、 兆元の景気刺激策の影響によ

を発表した。これが近代中国における

問題への対応策が示され、 年 月には

3

19

15

その後、 年の WTO 加盟を経て、

最初の国有企業改革と言われる。

11

7

が行われた。 年には中央企業 社の

14

2015 年に中国南車と中国北車の経営統合によって中国中車が誕
生。写真は中車長春軌道客車（17 年 8 月）

以降は、民営企業の国有化を含めた合

18

09

10 4

ている。

国有企業強大化の路線がより明確となっ

（出所）FORTUNE 誌のウェブサイトを基に筆者作成

入等は、あくまで「国有企業の強大化」

民間部門を育てて競争を喚起する試み

13

3

17

19

会で、
「国有資産の価値維持・増大を促

4

4 18

16

10

06

07

示された。
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93

3 98

01

06

1

滞路線をたどり、カンフル剤として投入

08

15

10

2↑
3↑
4↓
23 ↑
26 ↓
29 ↑
31 ↓
36 ↑
40 ↓
42 ↑
46 ↓

10

17

という目的追求の方策ととらえることが

順位

中国企業
売上高
（以下の企業は全て国有企業）
（億ドル）
国家電網（※電力業）
3,489
中国石油化工集団（シノペック）
3,269
中国石油天然気集団（ペトロチャイナ）
3,260
中国建設工程総公司
1,560
中国工商銀行
1,530
中国平安保険
1,441
中国建設銀行
1,385
上海汽車（※自動車製造）
1,288
中国農業銀行
1,223
中国人寿保険
1,202
中国銀行
1,154

純利益
（億ドル）
95
15
-6
26
423
131
358
50
28
2
255

できる。
表 1 フォーチュン・グローバル 500（18 年版）上位 50 位以内の中国企業

による過剰生産は、主に鉄鋼・石炭等

れるようになった。

指摘されるが、国有企業の上層部およ

バルな問題として表面化した。この時は、

れることが多いが、中国によって最大の

しては、米中貿易摩擦の影響が挙げら

のは必至である。

態が放置されれば、人民の不満を招く

営企業の間で報酬に差が広がっている状

中国核工業集団

原子力

中国保利集団

貿易

国家能源投資集団

石炭

を落ち込ませるのに十分説得的であると

開放政策と矛盾を引き起こす可能性を

で進めている国内の「市場化」や市場

（１）市場開放政策との矛盾

思われる。

指摘したい。

年 月、上海において開催された

進する一方で民営

り、国有企業が躍

とは、その名の通

た。
「国 進 民 退」

の議論が活発化し

上で「国 進 民 退」

にインターネット

ていると言える。

米国との外交に起因する内政リスク抱え

環境が続く。この点で、中国共産党は、

民退」議論が引き合いに出されやすい

間の不満をあおるツールとして、
「国進

圧力が継続することになり、その間は民

期化すれば、少なくとも株価への下押し

がなかったとしても、米中貿易摩擦が長

遇等の全面実施、自由貿易試験区、他

税引き下げ、外資規制緩和、内国民待

一層の市場開放のための具体的政策（関

ービスを輸入する見通しを示すと共に、

今後 年間で 兆ドル相当の商品・サ

を訴える姿勢を印象付ける演説を行い、

おいて、習主席は自由貿易体制の擁護

第 回中国国際輸入博覧会の開幕式に

企業が衰退してい

反政府的スローガ

ることを示唆する

の経営が圧迫され

なると、民営企業

すが、景気が悪く

く現象のことを指

ことや、給与が競争に基づく透明性の高

の一存で経営判断がなされる傾向がある

本的には中国政府に任命された総経理

だ。国有企業には取締役会がなく、基

る反政府的議論を惹起する内政リスク

酬の決定プロセスも、国民の不満から来

また、国有企業の不透明な経営や報

開放政策の進行を妨げ得る。

ことになり、上記に挙げたような市場

による国内市場での寡占・独占が進む

今後加速していった場合、それら大企業

有企業による民営・外資の取り込みが

しかし、国有企業同士の合併や、国

国間協力等）を打ち出した。

ンとして、しばし

いプロセスに基づいていないことが度々

輸入博で打ち出された市場開放政策
ば民衆の間で使わ

28
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併や再編が、現在進行形で進められてい

グローバル市場における鉄鋼価格に悪影

貿易相手国である米国向けの輸出の減

び一般労働者、さらには国有企業と民

響が及んだことで西側諸国からの批判

少が見込まれ、輸入価格が上昇するこ

年の上海総合指数が低調な背景と

に晒されたが、中国自身にとっても、ゾ

とにより、企業の生産や投資の減速に加

の資源分野において ～ 年頃にグロー

IMF によれば、中国の企業債務の
ンビ企業の存在は経済全体を下押しし、

えて、物価の上昇により市場の消費意欲

一つ目の注目点として、改革による国

る 注４。

国内総生産に対する比率は 145％に
無用な国内批判を招きかねない状況だっ

にも下降圧力がかるという論理が成り立

有企業増大路線が、習政権がもう一方

セメント

2017

40

国有企業の問題点と中国内
世論の反応

達する。これは日本でいえば 年代半ば
たため、中国政府は、鉄鋼業界の大々

つ以上、実際に貿易摩擦は投資家心理

中国建材集団

11

（１）高い債務比率と低い生産性

のバブル崩壊後と同程度の高い水準であ

的なリストラ計画を公表・断行せざる

鉄鋼

今後の注目点

るが、とりわけ国有企業の債務が、この

18

を得なくなった。

16

うちの ％を占めることに注目したい。

13

（２）民衆にくすぶる「国進民退」
の議論

宝武鋼鉄集団

1 18

また、生産額では国有企業の割合は

海運

したがって、実際に国有企業を優遇す

中国遠洋海運集団

上海総合指数が年初から継続して下

資源・金属

2016

15

％という低水準にとどまっている。

中国五鉱集団

る政策や国有企業が躍進している事実

原子力

落傾向にある中、 年 月頃から、主

国家電力投資集団
2015

9

90

鉄道車両

18

（出所）各種資料より筆者作成

22

55

業種
新会社
年

旧会社
中国南車
中国北車
国家核電技術
中国電力投資集団
中国五鉱集団
中国冶金科工集団
中国海洋運輸集団
中国海運集団
宝鋼集団
武漢鋼鉄集団
中国建築材料集団
中国中材集団
中国核工業集団
中国核工業建設集団
中国保利集団
中国工芸集団
中国軽工業集団
神華集団
中国国電集団

中国中車

特に、前述したような「ゾンビ企業」

主な中国大手国有企業の経営統合
表２

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 TOPICS

ていないとの評価が見られた。欧州諸国

気で進めるための踏み込んだ内容になっ

た」との不満を表明し、市場開放を本

「欧州企業はもっと高い期待を抱いてい

額）も同年に実施されている。ところが、

ェンタ社の買収案件（過去最大の買収

ャイナ）によるスイスの農薬大手シンジ

国有企業である中国化工集団（ケムチ

去最高の 1812 億ドルを記録した。

の時折の国内外情勢や経済状況等を勘

一気呵成に進められるというよりも、そ

る。その点で、今後の国有企業改革は、

めの為替政策との間でジレンマを抱え

で、市場開放政策や資本流出抑制のた

いう方向性が明確になってきている一方

外資企業を取り込んで増大していくと

集団（CECEP）
、
および新興際華集団）

中糧集団（COFCO）
、中国節能環保

薬集団（シノファーム）
、国家開発投資、

注 ： 社（中国建築材料集団、中国医

ランク付けしている。

番付で、世界の企業を、売上高をもとに

ォーチュン）が毎年発表している世界企業

ける形で外資買収が急増し、 年に過

の冷めた見方の延長線上には、
「習政権
翌年 年には、外資買収額は 年ぶり

については、在中国ＥＵ商工会議所が、

による市場開放政策の本質は、トラン

16

際に、さらなる経営資源を海外に求めて

ービスの国内での調達に限界をきたした

国有企業が、競争力を持った技術やサ

進展していることは前述したが、今後、

い、国有企業による民営企業への出資が

鮮明となった国有企業強大化の方向に沿

策とのジレンマ

（２）外資企業買収と資本流出抑制政

能性が見え隠れしている。

ための方便に過ぎない」と断じられる可

国内外市場の独占をオブラートに包む

パガンダに過ぎず、中国企業が目指す

プ政権の保護主義に対抗するためのプロ

それに伴う人民元の下落）に歯止めをか

海外に移す動き（所謂、資本流出おび

政策は、人民元を外貨に替えて資金を

ち、中国政府による対外投資引き締め

境の著しい悪化が確認できるが、このう

上昇）等、中国企業による外資買収環

行の貸出抑制、ドル金利・調達コストの

の強化、ドル調達環境の悪化（国内銀

て日米欧政府による対内直接投資規制

定分野における海外投資制限）に加え

投資引き締め政策（事前審査規制や特

急減の背景には、中国政府による対外

も引き続き低調傾向が続いている。この

1246 億ドルへ約 割の急減）
、 年

の減 少 に転 じ（1812 億 ド ルか ら

コ入れされるのかといった問題などに対

明示的に国有企業改革の対象としてテ

産過剰が懸念される産業分野が、今後、

自動車や半導体といった、将来的に生

や、鉄鋼・石炭等の資源産業に加えて

状として民営企業のプレゼンスが高い）

府が成長戦略として挙げているが、現

いくのかといった問題（同分野は中国政

程度、どういう形で影響力を及ぼして

IoT 等）産業などの成長分野にどの

国有企業が、
サービスやハイテク（AI、

が、今後、重厚長大産業に偏ってきた

また、本稿では言及しきれなかった

見ながら一進一退するようなスピード感

案しつつ、他の経済政策とのバランスを

稿の内容のすべては、あくまで筆者の個人

目的として執筆したものである。なお、本

連業務に携わっておられる方々への貢献を

して得た知見を基に、幅広い業界で中国関

連業務に従事した。本稿は、この活動を通

企業支援活動をはじめとする中国経済関

ジア大洋州局中国・モンゴル第二課で日本

年に外務省に入省し、 年 月まで同省ア

ト。自動車業界での勤務を経て 2015

ロモーション部 不正商品対策スペシャリス

●筆者は元・日産自動車株式会社 IP プ

注 ：

を対象に先行的に改革を開始。

： 出所 ： 日本経済新聞（ 年 月

年に入り、国有企業が 社の民

いくかどうか、つまり、国有企業による

けるべく実施されたと考えられる。国有

する関係者の関心は高く、その他にも

的見解であり、日本国外務省の公式見解

注

18

21

営企業株を大量購入し、そのうち 社が

4

事実上国有化した（ 年 月 日付「FT

10

riki.kishimoto@mofa.go.jp

ドレスまでご連絡ください。

たは質問等がありましたら、下記メールア

中文版」
）

27

で実施されていくものと思われる。

外資企業の買収（対外 M&A）が活発

企業の外資買収推進政策は、資本流出

国有企業改革に絡むテーマが尽きるこ

あげたい。

年の第 回共産党大会以降、より

化するかどうかを二つ目の注目点として

抑制政策（人民元安抑制政策）とは相

6

を示すものではない。本稿に関する意見ま

3

とはなかろう。

15

容れないジレンマを抱えているのである。

中国企業による外国企業買収の現状
を確認すると、 年以降に中国政府が

おわりに

日）
「中国，国有企業の再編進む」

注 ：米国の経済誌 FORTUNE（フ

9

11

18

18

3

18

本稿で概観したように、中国の国有

3

安徽省合肥市（2018 年 10 月、筆者撮影）
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の深化」
、
「供給側構造改革」
、
「中国製

打ち出した「一帯一路」
、
「国有企業改革

15

企業改革は、国有企業が民営企業や

17

19

造 2025」等の諸政策の後押しを受

1

23

2
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渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
外国法事務弁護士

ているものと考えられます。
(2) 審査期間の短縮化
企業結合の審査期間について、中国の独禁法は法定審
査の期間が 180 日を超えてはならないと定めていますが、
実務においては、法定審査〔初期審査（最大 30 日）＋場
合により詳細審査（最大 90 日）＋場合により詳細審査延
長（最大 60 日）
〕のほか、①届出前の相談と②届出から立
案までの形式審査も度々行われており、①と②の手続きは、
それぞれおよそ 2~8 週間がかかります。そのため、一つの
企業結合案件について、届出前の相談から最終決定が出さ
れるまでの期間が 180 日より長くなることがあります。そ
のため、日数に余裕を持って届出されることをお勧めしま
す。
近年、商務部は、企業結合の審査期間の短縮に力を入
れており、14 年に簡易案件注 4 の届出手続きを導入した結
果、ほとんどの簡易案件が初期審査期間（30 日）以内に
完了し、17 年の平均審査期間は 13 年より 5 割短縮されま
した注 5。さらに、国家市場監督管理総局は、従来の商務
部の審査手続き等を最適化し、立案前の形式審査を 5 日
以内に完了し、一回限り事業者に補充資料の要求をフィー
ドバックすること等の措置を採用しています注 6。そのため、
今後、審査期間がさらに短くなることも期待できると考え
られます。
(3) ガン・ジャンピング処罰案件の急増
ガン・ジャンピングとは、競技開始の銃声を待たずにス
タートを切ってしまうこと（いわゆる「フライング」
）をいい、
企業結合においては、届出前に企業結合のために機微な
情報を交換したり、相手の株式を取得したりすること等を
指します。中国の独禁法は、企業結合が国務院の規定の届
出基準を満たす場合に、事業者による事前の届出義務及び
その義務に反したときの責任を明確に定めています注 7。さ
らに、
「法に従い届出をしていない企業結合に対する調査
処理に関する暫定規則」では、ガン・ジャンピングを実施
した事業者に対する処罰として、50 万元以下の過料、及び
事業者に企業結合前の状態に戻させるための、①結合実施
の停止、②期限を定めた株式または資産の処分、③期限を
定めた営業の譲渡、④その他の必要な措置等の要求が詳し
く定められました注 8。
中国において、確かに 13 年までは、ガン・ジャンピン
グを理由とした処罰事例はなく、14 年も1 件しかありませ
んでしたが、15 年以後、ガン・ジャンピング処罰案件は増
えており、当初は年間 5、6 件であったものが、18 年には

範 国輝、博士（経済法） 徐 楊注 1

13 件が処罰されました。
ガン・ジャンピングに対する処罰の特徴として、商務部
が処罰した案件では、過料を、① 15 万元（事業者が能動
的に事後届出をし、調査に積極的に協力した場合）
、② 20
万元（事業者が能動的に事後届出をしたが、届出資料にお
いて企業結合の実施状況を完全に記載していない場合）
、
③ 30 万 ~40 万元（第三者により通報され、事業者がその
前に届出義務に違反したことがあり、または届出義務を明
確に知りながらも、ビジネス戦略等の理由で届出をしてい
ない場合）の 3 段階に分けて適用していました。さらに、
商務部は、過料のみに処し、事業者に対して、結合実施
の停止、期限を定めた株式または資産の処分、あるいは
期限を定めた営業の譲渡等の措置を併せて命じたことはあ
りませんでした。
それに対し、国家市場監督管理総局が処罰した案件（6
件）において、同局は、ガン・ジャンピングを実施した事
業者に対して、商務部と同様に過料のみの処分であったも
のの、事業者による能動的な事後届出や調査への協力状
況を考慮せず、すべてのガン・ジャンピングの実施者に対
して 30 万元の過料に処しました。これは国家市場監督管
理総局が処罰したすべての案件が違法性の強い案件であっ
たか否かは不明ですが、18 年のガン・ジャンピング処罰案
件の急増を踏まえ、国家市場監督管理総局はガン・ジャン
ピングを厳しく規制しているようにも見えますので、今後
の動向について注意する必要があります。
注 1: 中国法律職業資格取得、外国法事務弁護士登録なし。
注 2:「第 13 期全国人民代表大会第 1 回会議による国務院
機構改革方案の決定」
（2018 年 3 月 17 日公布、同日
施行）
。
注 3: 国務院新聞弁公室 18 年 11 月 16 日記者会見 (http://
www.china.com.cn/zhibo/content_72615279.htm)
参照。
注 4:「企業結合における簡易案件適用基準に関する暫定規
定」
（商務部公告 14 年第 12 号、14 年 2 月 11 日公布、
同年 2 月 12 日施行）
。
注 5: 同掲注 2。
注 6: 同掲注 2。
注 7:「独占禁止法」
（中華人民共和国主席令第 68 号、07
年 8 月 30 日公布、08 年 8 月 1 日施行）第 21 条、第
48 条、第 49 条。
注 8:「法に従い届出をしていない企業結合に対する調査処
理に関する暫定規則」
（商務部令 11 年第 6 号、11 年
12 月 30 日公布、12 年 2 月 1 日施行）第 13 条。
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中国の企業結合審査の最新動向
最近、中国の独占禁止法の執行機関が新設された国家市場監督管理総局に統合されたということですが、企
業によく利用されている企業結合届出制度にどのような影響を与えるのでしょうか。
中国の独占禁止法（以下「独禁法」
）執行機関の統合は、国務院の機構改革の一環として、独禁法執行の統
一性を目指し、商務部の企業結合審査部門、国家発展改革委員会の価格監督検査・独禁法執行部門、及
び国家工商行政管理総局を新設の国家市場監督管理総局に集約することを指しています。統合後、国家市場監督
管理総局は、独禁法に関する業務を一括して行うことになります。企業結合に関しては、商務部の従来の審査基準と
ほぼ一致する基準を採用しつつも、ガン・ジャンピングに対して厳しい姿勢で法執行を行っていることに留意する必
要があります。

1. 中国の独禁法執行機関

了し、地方レベルの独禁法執行機関の改革は 18 年 12 月
頃に完了する見込みであるとの発表がありました注 3。

中国の独禁法執行機関として、従来、商務部、国家発
展改革委員会及び国家工商行政管理総局（以下「3 機関」
）
が設置されており、それぞれ企業結合に係る規制、価格に
関する独占合意、支配的地位の濫用行為に係る規制、及
び価格以外に関する独占合意、支配的地位の濫用行為に
係る規制を行っていました。
2018 年 3 月 17 日、中国の第 13 期全国人民代表大会
による独禁法執行機関の統合決定注 2 をもって、新設の国
家市場監督管理総局（具体的にはその中の一機関である
独禁局）が、企業結合に係る規制、価格に関する独占合意、
支配的地位の濫用行為に係る規制、及び価格以外に関す
る独占合意、支配的地位の濫用行為に係る規制を一括し
て実施することになりました。それを受けて、国家市場監
督管理総局は 3 機関の執行基準を調整・整理するとともに、
地方への授権、協力方式等についても調整しています。18
年 11 月には総局レベルの独禁法執行機関の改革がほぼ完

2. 企業結合審査について

(1) 審査基準の一貫性の維持
中国の独禁法施行後から現在までの企業結合案件につ
いて、商務部または国家市場監督管理総局が①受領した
案件、②立案した案件、③審査決定を出した案件、④無
条件で許可した案件、⑤条件付きで許可した案件、⑥禁
止した案件に分け、それぞれの案件数を表 1 のとおりに整
理しました。
表 1 より、17 年までに、立案案件は受領案件の約 9 割
を占め、年間無条件許可案件は審査決定が出された案件
の約 9 割を占め、17 年までの条件付許可案件の件数は
35 件、禁止案件の件数は 2 件であることが分かります。
商務部を国家市場監督管理総局に集約した 18 年におい
ても、①立案案件は依然として受領案件の約 9 割を占めて
いました。②無条件許可案件について、18 年第 4 四半期
の無条件許可案件が公布
表 1 企業結合案件数
されていないため、過去 5
③審査決定が
④無条件
⑤条件付
年間の第4四半期の平均値
年
①受領案件
②立案案件
⑥禁止案件
出された案件
許可案件
許可案件
（75 件）に基づき予測する
2008
―
―
16
15
1
0
と、18 年の無条件許可案
2009
―
―
78
72
4
1
件は、審査決定が出され
2010
136
―
109
108
1
0
た案件の 9 割を占める可
2011
205
185
171
167
4
0
能性が高いと考えられま
2012
201
186
154
155
6
0
す。③条件付許可案件は、
2013
224
212
207
211
4
0
17 年より減少して年間 4
2014
262
246
245
236
4
1
件にまで下がり、禁止案件
2015
352
338
312
312
2
0
は 0 件となっています。
2016
378
360
395
351
2
0
以上のように、国家市場
2017
402
355
346
325
7
0
監督管理総局は、企業結
2018
437
385
380
319
4
0
合届出に、より厳しい審査
（2018 年 11 （2018 年 11 （2018 年 11 （2018 年第 3 （2018 年 12 （2018 年 12
月 9 日時点） 月 9 日時点） 月 9 日時点） 四半期時点） 月 24 日時点） 月 24 日時点） 基準を適用しているわけで
はなく、商務部とほぼ一致
合計
―
―
―
2,271
39
2
する審査基準で審査を行っ
（出所）中華人民共和国中央人民政府及び商務部の公式サイトに掲載された公開情報を基に作成
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■ 11/27 ～ 12/4 第 23 回《走近日企・感受日本》中国大
学生訪日団来訪

関湧・中国日本友好協会理事を団
長とする訪日団が来訪。一行は、北
京大学、北京師範大学、北京外国
語大学、中国農業大学、北京科技
大学、北京林業大学の 6 大学の学
生 30 人に引率教師・事務局を加え
て、 総 勢 34 人。 滞 在 中は、 企 業 中国大使館にて
視察および大学交流として、JAL 整備工場、Panasonic Design
KYOTO、大阪大学、ワコール、JA 全農 営農・技術センター、
伊藤忠商事、三菱 UFJ 銀行、東京大学、ホテルニューオータニ（エ
4/24
コ視察）を訪問し、ソフト文化視察として、東福寺、箱根湯本温
泉、日比谷松本楼を訪れ、週末は、日本人家庭で、1 泊 2 日の
ホームステイを行った。3 日は、中国大使館を表敬し、律桂軍公
使参事官の講話を伺った。4 日には、歓送会が開催され、汪婉
大使夫人・友好交流部参事官もご来駕され、伊澤理事長他が参
加した。

■ 12/3 ～ 7 王深遠・中国老齢科学研究中心主任一行来
日 賛助会員セミナー開催

一行 5 人は当協会の招聘にて来日し、経済産業省、厚生労働
省、経済産業研究所、SOMPO ホールディングス、UR 都市再生
機構等を訪問して相互理解を増進すると共に、12 月 4 日午後、
当協会賛助会員セミナーにて「中国高齢化・居住快適産業の発展」
等につき解説し、意見交換に臨んだ。

■ 12/5 日本に留学経験のある中国行政官が来会

中国の中央・地方政府機関から派遣され、日本各地の大学に
留学した経験を持つ行政官一行が 12 月 5 日、当協会を訪問し、
日中の経済交流について学んだ。彼らは、外務省と一般財団法
人日本国際協力センターが長年にわたり実施している「中国若手
行政官等長期育成支援事業」
（略称 JDS 中国事業）に参加した
公務員。留学から数年を経て、フォローアップと最新の日本の事
情を学ぶために再び来日して研修を行っていたもの。
今回来会したのは、審計署、海関総署、国家郵政局、国家
知識産権局などの現役行政官 8 人で、20 〜 30 歳代に日本の

大学や大学院に留学し、公共政策や法律、国際関係などを学
んだ経験を持つ。当協会の職員が「日中経済協会と日中経済交
流のあゆみ」と題し、日中交流の歴史、日中の貿易構造や特色・
歴史的変化、今後の日中経済交流などを紹介し、一行は熱心に
講義に耳を傾けた。

■ 12/12 于国安・山東省副省長一行来会

于国安・副省長を団長とする山東省政府訪日団一行が 12 月
12 日に当会を表敬のため来会した。于副省長は環境分野の担当
であり、伊澤理事長をはじめ、協会実務担当者と同省の今の環
境課題や、今後の協力について意見を交わした。
同訪日団は 12 日から 16 日にかけて、友好都市である和歌山
県への訪問と関係日本企業・団体との交流を行った。当会は山
東省政府と 1984 年より協力覚書を結んで以来、緊密な交流を
行っており、特に環境分野では、
「日中省エネ・環境総合フォー
ラムに向けた技術交流会」を 2 回、山東省内で開催するなど交
流を深めてきた。

2018 年 12 月の日中東北開発協会の活動から

■ 12/21 NPO 法人北東アジア輸送回廊ネットワーク第
10 回 OOA 研究会に参加

掲題ネットワークの第 10 回中国主導のユーラシア開発構想研
究会（略称 OOA 研究会）が都内で開催された。席上、
「各国の
OOA への対応」を明らかにする方法論、OOA におけるビジネス
チャンスの可能性と日本企業の対応、中欧班列とシベリア鉄道、
一帯一路沿線国の債務問題等についての報告および意見交換等
が行われた。

■ 12/25 吉林省・朱副省長来会

朱天舒・吉林省副省長一行 11 人が来会し、伊澤当協会副会
長ほかが応対した。席上、19 年 8 月 23 ～ 27 日に長春市で開
催予定の北東アジア博覧会、同年黒龍江省で開催予定の日中経
済協力会議に関する協力等について意見交換を行った。
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日中間の省エネルギー・環境協力のプラットフォームとして 2006
年に始まった「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」は、中国
改革開放・日中平和友好条約締結 40 周年の節目の年である 18
年に北京にて 12 回目が開催され、成功裏に終了することができま
した。本フォーラムの日中双方の関係者各位、ご参加・ご協力を
賜りました皆さまにこの場を借りてお礼を申し上げます。
（能登）
＊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
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URL: http://www.tokyo-kansho.co.jp
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1992年発刊以来、対中ビジネスを担う日本企業の戦略スタッフの必携書という評価をいただいています。
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中部
18年版は各項目とも最新のデータを追加。組織人事のページも第13期全人代第1回会議の結果を反映しました。
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〈主な内容〉
Ⅰ概況 政治・経済基本データ一覧、一級行政区概況、人口、
50,000
主要都市の月別平均気温と年間降水量、祝祭日とその他の記念日
Ⅱ政治体制 政治機構図、中央組織人事、国務院組織人事、共産
0
党の党大会及び中央委員会全体会議の開催状況、全国人民代表
78 79 80 81
大会の開催状況、国家指導者及び対外経済関係部門指導者の略
歴、地方人事、主要経済関連政府機関組織人事
Ⅲ2017 年の経済
Ⅳ2018 年の経済
Ⅴ第 13 次五カ年計画他 第 13 次五カ年計画の概要・主要指標・
主要重点項目、改革の全面深化の決定（概要）
、依法治国の全
面推進の決定（概要）
、中国製造 2025（概要）
Ⅵ国内経済 国内総生産と国内総支出、中国の経済成長とトピッ

クス、日本・中国・米国の主要指標比較、農業、工業、商業、
中国の企業、エネルギー、運輸・通信、固定資産投資、労働・賃金、
物価、財政・金融、省エネルギー・環境保護、高齢化対応
Ⅶ地域経済 省・直轄市・自治区経済データ、主要都市経済データ、
東・中・西・東北地区経済指標比較、投資誘致地区の種類と概要、
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
各種開発区・税関特殊監督管理区域名称一覧、新型都市化
Ⅷ対外経済 貿易、投資、国際収支
Ⅸ日中経済 貿易、直接投資、日本の対中経済協力、日中長期貿
易取決め（LT）契約状況、邦銀の中国支店・現地法人、在留
邦人数
Ⅹ法制度 中国の法令類、中国の主要法令一覧
XI 巻末 日中政府間協定等、日中基本四文書等、中国関係大事記、
在日本中国経済関係機関連絡先など
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●ご購入は下記にお申し込みください。
東京官書普及株式会社
政府刊行物東京サービス・ステーション

●海外からの注文、購入をご希望の方は下記にお申し込みください。
株式会社 OCS
海外生活サポートサービス

下記ホームページからお申し込みになれます。

下記ホームページからお申し込みください。

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2 Tel.03-3292-2746 Fax.03-3292-1670

●最寄りの書店でもご購入できます。
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定価 本体4,000円
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Tel.03-5534-7965

URL https://www.ocs.co.jp

※賛助会員は会員価格でお求めになれますので日中経済協会総務部までご連絡ください。Tel.03-5226-7351 Fax.03-5226-7221
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中国山東省輸出商品展示商談会
2019 年

3月 12日（火）～ 14日（木）

10：00 ～ 18：00 最終日のみ 10：00 ～ 17：00

主催：

ホームファブリック

山東省商務庁

共催：

アパレル

一般社団法人日中経済貿易センター
大阪商工会議所
山東省政府駐日本経済貿易事務所

日用品
第21回中国山東省輸出商品展示商談会は、展示面積5,000㎡、出展社
数195社余り、繊維アパレル、日用雑貨及び文化製品を中心に1,600種類を

文化製品

展示いたします。また、日本市場向けに開発された新素材、新製品を多数展示
する予定です。

定価 本体８００円 ＋税

会場：マイドームおおさか 1・2・3階
（〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号）

お問合せ：一般社団法人日中経済貿易センター

Tel.06-4704-2511 Fax.06-4704-2512

www.shandongfair.cn

