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当
社は、 昨年（2018 年）
、 中国でもなじみの

上に貢献し、まさに日中合弁の成功の象徴的存在とい

収益貢献はもとより、中国のガラス業界の製品品質向

第 四 期 は、 中 国 が 世 界 随 一の 市 場 に 成 長 し た

えます。

深い会社名「旭硝子」から「ＡＧＣ（艾杰旭）
」

に社名変更しました。中国語の「艾杰旭」には「旭硝
子を越えて傑出した存在になる」というメッセージも

Ｂ 型」 投 資を推 進

発展段階や政策に歩調を合わせた、「中国の発展を支

当社の中国投資は、100 年以上に及び、 中国の

した。自動車ガラス分野では、秦皇島、蘇州、仏山に

成長するとともに、当社は中国での投資を加速させま

した時期です。中国が「世界の工場から世界の市場へ」

2000 年 代 以 降、「独 資のＢ

え、 中国の発展とともに成長する」 歴史といえます。

会社を設立しました。グローバルサプライヤーとして、

込められています。

その歴史を振り返ってみますと、大きく五段階に分け

世界基準の技術、品質、サービスを中国で提供し、中

資を志向した時期で、 古くは 1916 年に、 ガラス

の投資を展開する現在です。近年、中国では「創新」

第五期は、イノベーション発展期における「創新型」

国市場の自動車品質向上に貢献しています。

の原料として、遼寧と青島から塩の輸入を行ったこと

がキーコンセプトとして浸透し、 新しい技術、 製品、

年頃からの「プラント・技術供与型」の投資を志向し

成長分野にＡＧＣの強みを活かす先行投資を進めてお

ＡＧＣは、得意分野のみならず、中国で伸びる新たな

ビジネスモデルが勃興しています。
この動きに合わせて、

た時期です。咸陽向けカラーテレビバルブ製造プラン

り、中国の先進企業やアカデミアとの協働や協創にも

同社では、日本と同じ管理手法で同じ品質の製品を製

ミックス分野でも、 淄博に合弁会社を設立しました。

連および広 東に板 ガラス製 造 会 社を築いた他、 セラ

よる工場建設型」の投資を積極的に推進しました。大

ＡＧＣグループも本格的に中国に根を下ろす「合弁に

給していきたいと考えています。

関係を保ち、誠実に良い製品を中国市場にて生産・供

ＧＣは、モノ作りとしての矜持を忘れず、相互の信頼

り相互に影響を受けやすい時代にあって、今後も、Ａ

いました。良くも悪くも世界の国と地域の距離が縮ま

の価値観に通ずるメッセージを早くから社員に発して

信頼が築けて初めて大きな仕事が成功するという中国

創業者の岩崎俊弥は、人と人との関係性を大切にし、

ト・技術輸出を成功させたのを皮切りに、ガラス、化

年 代、 中 国が経 済 発 展 期に入ると、

造する方針の下、開発センターも設立しました。高品

第 三 期は、

開放を後押ししました。

積極的に取り組んでいます。

第二期は、 中国が改革・開放の道を歩み始めた

に遡ります。

第一期は、日中国交回復前、 所謂「貿易型」の投

られると思います。

to

学等幅広い分野でプラント・技術輸出を展開し、改革・

78
質の耐火煉瓦の供給を可能にしたことは、親会社への
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日本政府は「アジア健康構想」を制定し、
中国を含むアジアに対して、
医療を頂上に、
これを支える予防やケアのサービス、
さらに町づくりや消費財といった裾野の広いサービスまで含め、日本の健康長寿を実現した幅広い産業「富士山型のヘル
の実現に向け、多くの
スケア」をアジアと共有していくこととしている。また日本では、ヘルスケア分野での Society5.0
産業が参入し、超高齢社会のニーズに根ざしたイノベーションが次々と生み出されている。
収拾するデータ量や分析スピードにおいては日本を上回るものもある中国に対して、そこと張り合うのではなく、日本
は個人に信頼される「質の高いデジタルヘルス」を生み出すことで、補完的な関係を構築していくことが期待される。

生涯現役社会の実現に向けて

会」の達成を、社会福祉政策だけで

顔で活躍できる社会、「生涯現役社

る省庁だけでなく、国家経済を考え

同じです。医療政策や福祉政策を司

査では、日本人男性の 人に１人は

要と言えます。また、秋山先生の調

は若いうちから」取り組むことが重

を保っています。

してあります。「いつまでも社会と関

その背景には、社会性が共通要素と

老年期も高い

る省庁がリードしている点も注目に
値します。

なく、経済政策の柱に掲げ、予防・

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長

我が国の高齢化率（ 歳以上人口）

な教育のあり方等に力を入れている

健康づくりから、働き方改革、新た

近くになる見込みです。高齢者が稀

背景です。

社会への転換を世界で初めて経験す

百 人の日 中 産 業 界を交 え、日 中 養

員会と経済産業省が中心となり、数

は何をすべきでしょうか。 健 康 度、

なく活 躍できる社 会 を 作るた めに

人 生 １ ０ ０ 年 時 代で年 齢に関 係

す。

持ち続けられるような環境が重要で

持つ、体が弱っても社会との接点を

わる」ため、高齢者が社会に役割を

るのが日本です（図１）
。これは一人

老（介護）サービス協力フォーラム

「予防／進行抑制／共生型」
の
健康医療システム

ひとりの長寿化の賜物であり、否定

康 面、 能 力 面、 社 会 面で国 民が活

注力すべきです。そのためには、健

続性をどのように達成すべきか、に

れた上で、経済成長や地域社会の持

国民の健康の向上と経済成長を達成

薬である」というものがありました。

持久戦である、人民と財産が銃と弾

国側の発表の中に「高齢化は戦略的

的高い

の時 点で

先生の調査をベースとすると、 歳

い超高齢社会に適合するように変容

ークスタイル、考え方などを、新し

という考え方は、我が国と基本的に

点で
日本政府が、人生の最終段階まで笑

することで、高齢化を乗り越えよう、

Q
O
L

躍できる基盤づくりが欠かせません。

従来の制度、ライフスタイル、ワ

の第二回を行いました（図２）
。中

が社会の主要構成員となる 世紀型

10

すべきものではなく、喜んで受け入

この秋に、中国の国家発展改革委

であった 世紀型の社会から高齢者

は ％を超え、２０６０年には４割
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が高い方は、 比 較

させていく必要があります。健康医

の時間が長くなります。「健康づくり

の課題は、結核や肝炎といった感染

戦後、我が国における健康／医療上

療面も新たな取り組みが必要です。
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を保つ一方、 歳の時
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制の確立、新薬の開発に力を入れ、

し、公衆衛生の徹底、診断／治療体
単一の病原菌等ではなく、日常生活

のような老化に伴う疾患になります。

糖尿病のような生活習慣病、認知症

フレイルなど、 老 化に伴 う疾 患は、

が必要になります。また、認知症や

取り組み（予防）や生活習慣の変容

けでは足りず、病気になる前からの

病院で医師に薬を処方してもらうだ

になります。人生１００年時代では、

与できるようにする（共生）が重要

さらに疾患を持ちながらも社会と関

つつ、その進行を遅らせ（進行抑制）
、

る」ことは難しく、予防に力を入れ

アジアも含め、新たな課題は、 型

日 本の医 療レベルは格 段に向 上し、
のあり方を含む複数の要因が絡まっ

症対策でした。感染症の根治を目指

OECD でもトップクラスです。

診断／治療に加え、「予防／進行抑

図 2 第二回日中介護サービス協力フォーラム

加齢とともに進行することを「止め

（出所）未来医療研究機構代表理事長谷川敏彦氏資料を一部改変

て発生する多因子型疾患と呼ばれ、

制／共生型」の健康医療システ

ムの構築が重要です。

健康経営の取り組み

「 健 康 づく り は 若 い う ち か

ら」はどう実現するのでしょう

か。国民皆保険に基づくヘルス

チェック体制が整っています。食

文化や教育面でも、これまでの

成果が見られます。一方で改善

要素が大きいのは職域です。人

生の多くの時間を過ごす職域で

は、長時間労働、ストレス、生

活習慣のみだれ等の課題が山積

しています。

労働安全衛生法による規制

や保険者による保健サービスも

実施されていますが、「健康無

関心層」と呼ばれる層は厳然と

残っています。さらなる改善に

は、 経営陣や会社／組織 側の

協力が必要だ、との声もありま

す。こうした問題意識の下、政

府では「健康経営」の普及を６
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一方で、先進国や高齢化していく

図 1 日本の人口構造（年齢層別人口割合の変遷）
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や創造性を上げ、業績をあげる／強
い組織をつくる、という考え方です。

年前に始めました。従業員の健康管
理を経営課題として捉え、戦略的に

＆

を５〜８％下げ

4
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調査では、職域の健康管理の不備に

より各国の

法人が採用し、足元でも

業まで含めると４万近い

業の４社に１社、中小企

健 康 経 営は、 上 場 企

ています。

めることが可能だと考え

でも同様の取り組みを進

があるなら、
「産業保健」

す。「産業安全」で前例

組み、高めてきたもので

勘 案 し、 自 主 的に取 り

上、取引先からの評価を

のではなく、生産性の向

が、規制があるからやる

多大な貢献をしています

つけ）
」は、 産業安全に

整 頓、 清 掃、 清 潔、 し

言われる「５S（整理、

す。ものづくりの現場で

きたものの重要な要素で

「日本型経営」とされて

家族を大事にする経営は

ません。 従 業 員 や その

って新しいものではあり

こうした考え方は、日本企業にと

です。

論理や経済政策から言っても合理的

ているとされます。健康投資は企業

G
D
P

投 資、 設 備 投 資などの選 択

肢がありますが、その選択肢に「健

の台頭、国内の人材不足の状況を受

は、１ドルの健康投資
and Johnson
は３ドルのリターンをもたらす、と

康投資」を加えるのです。 Johnson

組織にとって、これまで「コスト／義
け、各企業は、生産性の向上に大き

世界的な産業構造の変化、新興国

D

務」であったものを、「投資」として

取り組む、つまり、経営陣や会社／

R

試算しています。米国商工会議所の

図 4 人生 100 年時代の設計図

な関心を持っています。従業員教育、
（出所）UN. World Population Prospects: The 2017 Revision
ただし、日本は、2015 年までは総務省「国勢調査」
。20 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平
成 29 年推計）
」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果による。

捉え、従業員を健康にして、生産性

図 3 主要国における高齢化の進展
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を生み出すものです。日本商工会議

出す、という点で、全てに良い効果

た活動が将来の元気な高齢者を生み

なり、業績もあがり、また、そうし

数が増えています。従業員が健康に

ていくと期待しています。

しょうし、将来の日中協力の柱になっ

資が日本企業の競争力を左右するで

的なトレンドですが、この分野への投

の需要も拡大するでしょう。中長期

組みを始めています。予防サービスへ

は、認知症の方にやさしい製品／サ

た背景から、昨年の未来投資戦略に

認知症との共生が重要です。こうし

薬以外の手段による認知症の予防／

きます。薬の開発を待つだけでなく、

高齢化に連れ、その数は増加してい

中国では、日本式介護についての

社会実装することを目指しています。

安価で使いやすい製品／サービスを

とのコミュニケーション支援などで、

のデザイン、認知機能が低下した方

支援、認知症にやさしい住宅や都市

体調管理のためのサービスやメンタル

スが拡大する一方、女性の職域での

購入です。生活習慣病対策のサービ

は半分以上が、企業や保険者による

人購入が９割を占めますが、日本で

アラブルの売り上げは、米国では個

の新たな市場が生まれています。ウェ

に積極的な法人が増え、予防のため

ジンとなっています。職域の健康管理

質を高め、裾野を広げる力強いエン

健康会議」の枠組みは、健康経営の

う議論もありますが、認知症が大き

症を「治す」必要はあるのか、とい

で暮らされている方もおられ、認知

題です。認知機能が低下しても笑顔

人生１００年時代における大きな課

や 代で進行する方が多いと言われ、

もに認知機能が低下する、特に 代

す。これまでの分析では、加齢とと

そのハードルになるものが認知症で

接点の拡大などが考えられますが、

な就業選択肢の提供、地域社会との

必要なことは何でしょうか。緩やか

「いつまでも社会と関わる」ために

の臨床研究を行い、評価指標の確立

の FINGER Study
など世界の先行研
究と連携しながら、１０００人規模

アムで開始しています。フィンランド

ャパンを中心に、産官学のコンソーシ

機構、国立長寿医療研究所、損保ジ

せる取り組みを、日本医療研究開発

様々な手段で生活を改善する（多因

ニング、生活習慣対策、社会性など、

については、食事、運動、脳トレー

みが開始しています。認知症の予防

れ、認知症との共生／予防の取り組

が発足し、認知症対策大綱が制定さ

その後、認知症対策関係閣僚会合

システムを実現するためには、公的

予防／進行抑制／共生型の健康医療

険制度は素晴らしいものです。一方、

になれば治療を受けられる制度の存

定を確保するためには、誰でも病気

人 々の健 康を維 持 し、 社 会の安

くと考えています。

症対策が重要な協力の柱になってい

の柱です。さらにその先には、認知

事業運営のあり方は、足元での協力

アセンターといったコンセプトや介護

自立支援型介護、在宅介護、デイケ

す。これまで日本が生み出してきた、

関心が高く、既に多くの民間レベル、

ヘルス対策など、
「我慢してきたもの」

な社会コストを生み、個人としても、

を目指す３年間の大プロジェクトで

保険制度に頼るだけではなく、普段

ービス開発の必要性が盛り込まれま

所の三村明夫会頭、日本医師会の横
倉義武会長が共同代表となり、経済

「放置されていたもの」への対応も拡

社会としても、重要な課題となってい

す。また、
認知症との共生については、

から健康になっていくことが重要で

政府レベルの取り組みが進んでいま

大しています。

他の疾患と同様、認知機能の低下

日本認知症官民協議会において、認

す。そのためのサービスは、個人の

した。

人「財」育成を重視する環境は、少

メカニズムを解読し、特効薬を作ろ

知症の方や家族の方の意見も踏まえ

嗜好や環境にあったものが適切であ

認知症対策

子高齢化が進む中国にも、当てはま

う、という動きも進んでいます。た

ながら、認知機能の低下を補完する

り、若い人向けからお年寄り向けま

産業省と厚生労働省が支える「日本

るでしょう。日本のものづくり企業

だ、治療薬の開発は中長期的課題と

製品／サービスの開発／標準化が進

で、様々なものが民間サービスとし

大していくと考えています。企業が

ることは事実です。

在は不可欠であり、日本の国民皆保

公的保険外サービス

が中国、アセアン、インドで「５S」

言われています。日本では数百万の

められています。財産管理や買い物

子介入）ことで、症状の進行を遅ら

を広めたように、健康経営が拡大し

認知症の方がおられ、団塊の世代の

健康経営は、これからアジアに拡

ていく。いくつかの企業はすでに取り
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サービスを、政府は「公的保険外サ

国民の健康度の向上に寄与する民間

公的保険の対象とはならないが、

適正な仲介者（プロの目）を通じて、

体で品質向上の取り組みが促進され、

力を適正に使う、すなわち、民間主

することは不可能です。市場経済の

般に関わることであり、全てを規制

ン等のあり方」を制定し、普及を図

して「ヘルスケアサービスガイドライ

による品質向上の取り組みの参考と

代ヘルスケア産業協議会では、民間

確立を目指しています。政府の次世

通、メディア等の民間事業者も適切

待しています。もちろん、保険、流

介者」として活躍いただくことを期

サービスを選定し、個人に届ける「仲

住民と接点を持つ方に、公的保険外

自治体の社会福祉部の方など、地域

6
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て提供されています。

ービス」と呼び、その品質向上と適

っています。また、地域の医師会や

アジアに拡大していくこ

外 サー ビスが、 中 国 や

れた質の高い公 的 保 険

専 門 家とともに開 発さ

ことができます。日本の

より予 防に力を入れる

うしたサービスの活用に

いない国においても、こ

い公的保険制度が整って

望ましい方向です。手厚

に好んで使われることは

アサービスがアジアの方

うに、日本式のヘルスケ

容にブランド力があるよ

う。日 本 式の食 事や美

場を拡大していくでしょ

が高まるにつれ、一層市

康 医 療に対 するニーズ

じめと するアジアで健

サー ビスは、 中 国 をは

こうした公的保険外

れます。

ていただくことが期待さ

な形で「仲介者」を担っ

国民／消費者に届く流通の仕組みの

図 6 アジア健康構想に向けた基本方針

正な使用を推進しています。生活全

図 5 高齢化社会における新たな課題
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を活用し、医師が患者の日常生活を

題です。慢性期病対策で、デジタル

いうレベルではなく、「マスト」の課

ンサーの活用は「あったらいいな」と

的な関係を構築していくべきだと考

ルヘルス」を生み出すことで、補完

個人に信頼される「質の高いデジタ

そこと張り合うのではなく、日本は、

ては日本を上回るものもありますが、

ます。昨年からは国家発展改革委員

のマッチングイベントが開催されてい

を中心に、各地で介護サービス協力

協力が数多く進んでいます。ジェトロ

中国との関係では、介護サービス

の実現に向け、多くの産
Society5.0
業が参入し、超高齢社会のニーズに

日 本 では、ヘルス ケ ア 分 野 での

新しい取り組み例を紹介しましたが、

以上、超高齢社会に向けた日本の

療協力が進んでいます。がんの治療

医療ツーリズムなど幅広い分野で医

また、高度医療、遠隔診療、健診、

います。

モニタリングし、介入することも期
えます。

とを期待しています。

は、多様性を深める社
Society5.0
会の中で個人がテクノロジーを活用
待されます。

もの、と言えます。ヘルスケア分野こ

根ざしたイノベーションが次々と生み

既に実現した健康／医療／介護シス

や高度な外科手術を受けるために日

デジタルヘルス

してスマートに生きることを目指す
の活用が重要な

出されています。国においても、保

テムを中 国に共 有していくことも、

本を訪問される中国の方も年々増加

レベルで協力を本格化させています。

会と経済産業省が覚書を結び、政府

領域であり、予防、診断、治療、共

険者等が保有する健診情報を個人に

もちろん必要です。政府は、アジア

アジア健康構想

生のすべての面でデジタルの活用が進

、内視鏡

PMDA（独立行政法人医薬品医

や

んでいます。予防や共生では、個人
提 供 する、

といった画像データを分析し

アに対して、富士山型のヘルスケア、

療機器総合機構）の理事長を 年勤

そ、

の健康／医療情報のみならず、生活
せることで、行動変容やリスクの早

構築する、健康医療情報、遺伝子情

すなわち、医療を頂上に、これを支

、

データや経済活動データを組み合わ
期発見を実現することができます。

報、生活情報などを一体的に収集し、

しています。

診断、治療においても、医療の専門

解析するなど、様々なプロジェクト

健康構想を制定し、中国を含むアジ

分化が進む中で、デジタルの活用に

を進めています。

を

より、医師が患者の状態をより全体

C
T

I
o
T

ることができれば、需給ギャップの緩

り、時間制約や空間制約を乗り越え

れています。テクノロジーの活用によ

／介護施設の倒産を招く、と指摘さ

では高齢者人口の減少により、病院

護施設の供給不足を生み出し、地方

／介護の需要を増大させ、病院／介

高齢化の進展は、都市部では医療

多くの投資が行われています。収拾

とも言われ、デジタルヘルス分野でも

のデジタル化は日本を凌駕している

が進んでいると言えます。中国社会

頼される「質の高いデジタルヘルス」

った点です。中国を含め世界から信

ータ管理／標準化のしやすさ、とい

研究開発、公的保険制度に基づくデ

高い倫理観と能力に基づく質の高い

法に基づく個人情報の適正な保護、

その中で、我が国の共通の特徴は、

連携して取り組む体制が構築されて

経済産業省、外務省といった省庁が

は、内閣官房の下に、厚生労働省、

（
）という
Excellence Japan
団体も設立されています。政府内で

と 産 業 関 係 者で 構 成 する

の国 際 展 開を目 的に、 医 療 関 係 者

といった機関に加え、医療関連産業

担い手として、ジェトロや

有していくこととしています（図６）
。

を実現した幅広い産業をアジアと共

サービスまで含め、日本の健康長寿

町づくりや消費財といった裾野の広い

える予防やケアのサービス、さらに

ことを期待しています。

して、この分野を前に進めていただく

専門職、アカデミアの皆さまが連携

ジネスの面でも、ヘルスケア分野は我

ます。社会貢献という意味でも、ビ

ありますが、新薬を安定的に開発で

中国の経済発展は素晴らしいものが

米と並ぶ３大医療圏」と言われます。

れている近藤達也先生は、「日本は欧

められ、 現在 MEJ の理事長をさ

させることができます。

的に把握し、診断／治療の質を向上

和に貢献できます。超高齢社会では、

するデータ量や分析スピードにおい

Medical

J
I
C
A
M
E
J

べき分野だと言えます。多くの企業、

が国が中国やアジアと関係を深める

きるレベルになるには時間がかかり

現場の人材不足を補うロボットやセ
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株式会社リエイ（中国展開ブランド「礼愛」
）は 2011 年から中国養老市場への参入に着手し、現在では、中国の
国営通信社・新華社からも日本介護の進出企業の代表的存在として取材を受けるなど注目を浴びている。これまで
の経緯と現状および今後の展望を紹介し、容易ではない中国市場展開に取り組まれている読者の参考に供したい。

中国養老市場へのチャレンジ
―その足跡と今後の展開

内の介護を手掛ける会社としては最

中国展開についての話しをしている

見たら身体一つだけやっと通れるよう

な壁の向こうに行きたいとフッと前を

付け「介護から快護へ」のコンセプト

高齢者への快適な生活サービスと位置

また、介護を特殊なものと捉えず

地とのコネクション作りと言うなら、

答 え は Nothing
。 もっと も 中 国
企 業と合 弁 会 社を設 立 するのが現

か？と。

あった。今は何かに引かれるように前

たことが吉と出るような幸運も多々

だこともあったし、止むを得ずに行っ

得ずの思いでイチかバチかで事に臨ん

じである。虎穴に入らずんば虎子を

ている。

し、言うならばオンリーワンを目指し

快護」で業界に独自の存在として位置

「食」の強みを活かした「食と癒しの

進出で培ったアジアの癒しと創業からの

もともと他人の通った跡を通るより、

かし、それが苦痛だったかと言えば、

行錯誤の連続であったように思う。し

う。まさに道なき道を歩むような試

に至ったと言うのが本当のところだろ

そうは言っても、徒手空拳でここまで

広めたいというロマンを抱いて今を歩

覚悟の上で中国全土に礼愛ブランドを

れることを願いながら、今後の試練も

に大きな影響を受けたんだ」と言わ

将来、
「中国の介護は、あの『礼愛』

に進んでいるという感じを抱いている。

る。しかし、関わる業界の規模ゆえ、

毎年業績を上げながら歩んで来れてい

はより厳しい昨今を含めて創業以来、

伴う人件費高騰の労働集約型企業に

保険制度改悪化？や昨今の人材難に

とする経営をもって、３年ごとの介護

なお、全社的には２つの事業を両輪

たない中小規模の企業である。

全て含めても売上高 200 億円に満
語らせていただく。

さて、この中小規模企業がなぜ、

◆中国の経済スケール

「筆者紹介」に記載の歩みを経て、

し、その中で企業の福利厚生施設への

中国は 億の民が住む世界ナンバー

図るほどに至ったのか。

広大なマーケットの中国で全土展開を

◆リエイの成り立ちと今

以下にこれまでに至る歩みと今後を

んでいる。
な性質だったので、思われる程の苦難

自分で道を創りながら歩むのが好き

Y
E
S

「銀座からアジアへ」――創業は 1972
年、学生時代の音楽活動がキッカケ
の東京銀座でのレストランクラブ経営。
そこでの人縁から 80 年に株式会社リ
エイを創立し、道路舗装業界の作業
宿舎の給食というニッチビジネスを始
まりに、企業福利厚生施設等への生
活サービスを展開し、2000 年からは
介護事業に参入する。以降「食と介護
の生活サービス」をもって、03 年から
アジアへ進出を図り、とりわけ中国で
は現在、18 年からの全土展開を仕掛
ける 3 カ年計画進行中にある。創業
48 年目、自らも海外を飛び回り今を
歩んでいる。

は感じなかった。

【筆者紹介】

の GDP の経済大国であることは

に位置し、グループ全体での年間食数

いたイメージはことごとく打ち壊され

誰もが知るところだが、事前に抱いて

8
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こんな例え話をする。その時そこに

と、よく聞かれることがある。ここま

な細い通路があった。歩いて行ったら、

をもって参入した介護事業規模はミド

大級となっている。

で来るのに何かコネクションでもあっ

ぬかるみも穴ボコもあったけれど、気

ルクラスではあるが、 年からの海外

立っていて、前にそびえ立つ分厚そう

たのか？中国は政治と結び付かない

付くと壁を通り抜けていた。そんな感

◆はじめに

と上手くいかないと聞くがどうなの

と答えなければならないが。

03

現在、国内外に約 600 カ所（ 年

月現在）のサービス提供拠点を有

19

生活サービス事業は業界トップクラス

14

10

は 1300 万食を超え、その数は国

2

株式会社リエイ グループ 代表

椛澤 一

中国のヘルスケアとビジネス展望

シュがあったり、プライベートジェット

抱く地にビルが林立し朝夕の交通ラッ
界的企業となるが、そこまで行かず

ン、フォーブスにランキングされる世

さすがにこのクラスとなればフォーチュ

きに等しい思う。中国に接して折々に

得社会で、中国に比べれば格差など無

是非はともかく日本は平準化した所

盛んに格差是正を叫んでいるが、その

いる様相を呈している。日本の世論が

ンバスのような市場に映り、中国にと

いかようにも絵が描ける真っ白なキャ

整備な状況であった。それはまるで、

概念も薄弱で、かつ関わる法制も未

が迫っているにもかかわらず、介護の

知った中国社会は、すぐそこに高齢化

相手企業は売上高 兆円クラスで、

機で各地を飛び回る事業家も珍しく
とも日本で大手企業と言える売上高

思うのは、日本と中国、どちらが社

た。とんでもない辺境とイメージを

ない、そんな経済社会となっているの
5000 億円クラスでは中規模程度

どまる判断を下した。

弊社の中国との接点が必然と知った

のは、北京大学サイドからの声がけが、

国策に順ずる戦略の一環であったと後

に理解したからである。事実その 〜

３年ほど後に、医療と介護一体の医養

課題として全てが走り出した。全く

され、中国の養老対策は国家の喫緊

行数ながらも高齢化社会への意向が記

ある。まさにそれは、中国の今の繁栄

その進行のスピードとダイナミズムで

るを肌感覚で知る者として思うのは、

中国養老政策の黎明期から今に至

結合政策が打ち出された。

偶然であったが（後に必然だったと理

と、あえて言えばリスクを裏付ける一
に独資で会社設立した年だった。

件は何度かの接点を経て MOU を結

新たな局面を迎えて従来型のハード主

一方、企業サイドも、中国経済が

制をもって国有企業はじめ、主だった

ぶまでに進行した。しかし、尖閣問

体からソフト分野への移行期と捉え、

進出のきっかけは、北京大学の付

題勃発で日中関係が緊張状態に陥り、

近い将来の膨大な市場と予想される

企業には養老分野への進出を義務付け

公的立場にある北京大学としては、

高齢社会ビジネス分野に介護事業を

属病院の病棟の一角に介護ゾーンを設

話を進めるような状況ではなくなっ

切り口として積極的に取り組もうとし

あるいは奨励している。

た。弊社にしても、そこで中国から撤

学びあるいは盗み取ろうと、先を行く

ている。その彼らは、事業ノウハウを

けたいという話からだった。そして案

つと感じている。中国は、その政治体

解したのだが…） 年はリエイが北京

第 次五カ年計画の中で、わずかな

その中国において 年に発表された

◆真っ白なキャンバスの様な
市場

である。

会主義か分からなくなってしまうこと

が今の中国である。
となってしまう。

や、ちなみに高額所得層を顧客とす
る世界有数の某投資銀行の中国での
富裕層の最低取引基準額は日本の

倍と聞く。また 年の日本の一人当た
り購買力平価
（PPP）
は世界 位で、
既に中位国にあり、年々地盤沈下して

31

2
退すべきところだったのだろう。

しかし、北京大学との折衝の間に

9 JC ECONOMIC JOURNAL 2019.12

18

11

企業スケールで言えば、弊社が

中国・広州

11

また、言われる貧富の格差は確かに

2019 年 3 月

12

10

年からの３カ年計画で設立した合弁

中国・南寧

25
CCRC コンサルティング受注第１号 華潤集団南寧プロジェクト

18
凄まじいのだが、その富裕レベルたる

2018 年 11 月

合弁法人 広州恒澤礼愛服務有限公司 設立

展開地
中国・北京
中国・上海
中国・北京
中国・上海
中国
中国・成都
中国・南通
中国・北京

養老 CCRC・PJ コンサルティング第 1 号受注
（続く 19 年杭州 PL 受注）

年月
2011 年 5 月
2012 年 8 月
2012 年 10 月
2013 年 12 月
2014 年 3 月
2015 年 8 月
2016 年 11 月
2018 年 2 月

事柄
現地法人 理愛（北京）企業管理諮詢有限公司 設立
合弁法人 上海礼愛企業管理諮詢有限公司 設立
礼愛老年看護服務中心 開設
上海礼愛頤養院 開設
中国養老事業コンサルティング 開始
合弁法人 成都礼愛年華健康諮詢服務有限公司 設立
合弁法人 江蘇英瑞礼愛健康養老有限公司 設立
現地法人 社名を「礼愛（北京）企業管理諮詢有限公司」に改称

会社のパートナーおよび合弁準備中の

表 1 株式会社リエイの中国での事業概要
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て、日本で培った介護事業経験を切り

に述べたのは、そのような背景も含め

めてみた。介護とは、生活文化の中

弊社の国内外の経験から以下にまと

そこで「日本の介護」とはなにか、

ではないと思う。

口として健常高齢者対象の食や介護

から生まれたものであり、日本の介護

真っ白なキャンバスのように映ったと先

予防の生活サービスなどにも挑むこと

には日本人の国民性が映し出されてい

る。それを つにまとめると、①理念、

が可能と感じたからである。
そして幾多の試行錯誤を越えて、そ

①理念とは、高齢者の尊厳を尊重

れを本業への付加価値機能、すなわち

貢献イメージを得ることに加えて、そ

参入するのは、国家の指導に従い社会

業がそのような低収益事業にこぞって

ほとんどを先進の海外に頼ろうとし、

齢社会対応に経験が無い彼らは、その

方位への取り組みである。そして、高

介護を切り口とする高齢社会市場全

中国の有力企業たちが目指すのは、

する「介護の心」を進出国の生活文

で普及したように、これら３つで構成

料理も日本ナイズされたからこそ日本

フランス、イタリア、中国等の各国

な介護。

プ力で既に IT 導入など幾つかの点

であったが、急速な彼らのキャッチアッ

系企業は排除されるだろう、そんな

ウハウが伝わってしまえば、いずれ日

ところで中国展開に際して、事業ノ

明文化できるものはいかようにも真似

特許を有しない限り、形あるもの、

20

3

分の 程度で、国内で取り進める
1

10
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欧米や日本、加えて韓国、台湾に積
極的にアプローチをかけて来ている。

◆介護サービスは調味料
そもそも介護事業は、労務集約型
の低収益ビジネスながらも社会的貢
献イメージを持つ事業と位置付けら
年の北京のショールーム開設を経て、

し生活機能を維持させるために発する

②連帯、③繊細になる。

そして、今後に IoT や AI が進化
上海、成都、南通の３つの市にモデル

の思惑に適った手応えを得たのが、

しても、基本的には属人的部分の割

それだけを食べても美味しくないが、

求められる先のひとつである日本サイ

化に融合させることが海外展開のキー

織介護。

それを添加すれば料理全体が美味し

ドもまた、中国市場のポテンシャルに

③繊細とは、気配りあるきめ細か

くなる調味料のごとき事業と位置付

で日本を凌駕するほどに成長してお

懸念の声が多い。介護の場合、ノウハ

も盗みもできるし、関わるノウハウ本

◆ブランド構築こそ最大の
防御

り、今や彼らが求めているのは「日本

ウと言うなら組織構成、運営、営業

ぶが、それらは明文化できる。

事業範囲は限られていたが、中国進

の介護の心」をいかに中国文化に取り

社の事業規模は 年 月期予想の約

出当時には従来を超えるチャレンジが

は日本の巷に出回っている。そして、

南通礼愛介護中心の外観（左）とガーデンテラス（右）

等々の各種オペレーションがまず浮か

が求めていたのはハード、ソフト全て

そんな需給関係の中で、当初彼ら

は少なくない。

ポイントと考える。

を図ったのか？

手掛けるためだけの目的で中国に進出

ならばリエイは、その低収益事業を

魅力を感じ進出を図ろうとする企業

◆日本の介護の特長

②連帯とは、チームワークで臨む組

「見護りケアによる自立支援介護」
。

れる期待は薄いと思っている。

施設をセットできた 年以降であった。

れ、養老の象徴的サービスと言える。

3

合は大きく、収益性が劇的に改善さ

12

けているからと思う。

日本企業より利益に貪欲な中国企

17

入れるかの一点にあると言っても過言

介護事業に参入した 年当時の弊
00

可能となっていた。中国の高齢市場は

10

中国のヘルスケアとビジネス展望

話を戻そう。その日本の介護マイン

ング期間と定めた活動の中で、多く

る。結論として、市場が群雄割拠の間

成できない介護ノウハウの核心と思料す

ある。
「介護の心」こそが一朝一夕に醸

直近では雲南省昆明市での５００万

初に手掛けている西安プロジェクトと

合弁会社「恒澤礼愛」を設立し、最

デベロッパーナンバー の恒大集団と

ンディングを加速して行く。

縁のある日本人タレントを起用しブラ

り組むプロジェクトが順次オープン予

定の来年以降、その先 年後辺りで

である。さらには、他の業界の中国有

）プロジェクトにおける養
Community
老ゾーンの運営準備に着手したところ

めたいと考えている。

ドとする弊社サービスの付加価値を高

り連携する事で日本をバックグラウン

多くあり、それら商品を取り入れた

高く高品質な製品やサービス商品が

としては、日本には先進的かつ専門性

また一方、日本サイドへの取り組み

である。

ら不安を解消するウインウインの関係

うとするパートナーシステムは、それ

躇が多いと感じる。弊社が構築しよ

日本介護の落とし込み不安等々の躊

ントリーリスク、さらには異文化への

Continuing Care Retirement

金比率、②互いに相手への専有権を持

業契約を締結しており、それを始まり

の代表的企業と中国展開についての協

その一環として、先の 月には日本
たない、③展開ブランドに「礼愛」を

に各業界大手との連携を進めている。
いる。
また並行して、各地での CCRC
のコンサルティング受注も順調に推移

今後の「礼愛」の展開は、いま取

◆「礼愛パートナーシステム」
について

用いる、これら３つを基本条件として

それらの設立に際して、① ％の資本

7

C
C
R
C
50

願って今を歩んでいる。

献した」
、と言っていただけることを

「中国の介護に日本の『礼愛』が貢

「介護愛に国境はない」リエイは将来、

結びにもう一度言わせていただく。

れば幸いである。

的に発信していくので、注目いただけ

これについては、今後弊社より段階
数企業とも合弁設立を準備中である。

出の足掛かりがなかったり、中国のカ

を思う同業者は多々いるが、その進

国市場のポテンシャルからチャレンジ

日本の同業者に限って言えば、中

目指している。

外の同業者とのパートナーシステムを

「礼愛」の展開に賛同いただける国内

ているところである。それに並行して、

の下、現在その１つ目の開設に着手し

に人材養成拠点を複数設置する構想

その展開に伴って、弊社では中国内

いる。

の開設数は相当の数になると考えて

2

そもそも中国企業との合弁会社の設立、
でもある。では介護事業の真のノウハウ
ドを引き提げて３都市にモデル施設

◆今後の展開

とは何なのか？「画竜点睛を欠く」のコ
を設置した実績は、それなりの評価

コンサルティング受託はノウハウの開示

トワザになぞらえれば、介護を受ける生
活はハード面の満足だけでは完結せず、 をいただいた。それを追い風に 年か
護の心」が欠けては竜は天に昇っては行
の企業から各種の提携申し入れを受

らの カ年を中国全土展開のセッティ

けない。これは中国においてばかりか日
けている。

に日本の介護の心をもって「礼愛」ブラ

平方メートル（プロジェクト内にはゴ

その一つとして、 年

ンドを周知させ、そして現地化させる事

恒大集団との直近プロジェクト（雲南省昆明市）

ルフ場、乗馬場がある）の

月に中国

本でも同様で、多々ある施設において優

ここでの「竜の眼」と言えるスタッフの「介

18

こそ、全てのリスクへのプロテクトと考

3

（

劣が生じるのは「介護の心」の差ゆえで
19

1

している。伴って来年からは中国に所
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3

えている。

図 1 礼愛の中国全土展開の概念図
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プロジェクトは2016 年 5月から開始された。
18 年10月、
安倍晋三首相が訪中した際、
対中ODA
（政府開発援助）
の新規供与の終了を伝達、両国首脳は今後新たな次元の日中関係として、開発協力分野における対話や人材交流
を推進することを決めた。同プロジェクトも 20 年 5 月で 4 年間の活動期間を終えることになるが、中国側関係
者からの高齢化対策分野における日本への協力の期待は高まりを続けている。

日中高齢化対策戦略技術プロジェクトと
高まる日本への期待
◆プロジェクト拠点

に設置されている。この 年制の高等

ト事務室は北京社会管理職業学院内

ロジェクトであるが、そのプロジェク

国事務所と中国民政部の技術協力プ

戦略技術プロジェクトは JICA 中

理職業学院がある。日中高齢化対策

郊外）と呼ばれる地域に北京社会管

北京市と河北省の境、燕郊（北京の

北京中心部から車で東へ約 時間。
1

教育機関が中国国内に遍く存在する
職業学院と決定的に異なるのは、中
国民政部が直轄する唯一の職業学院
であることだ。2019 年末、北京
社会管理職業学院の多くの機能は北
京市大興区の新校区へ移転されるが、

◆中国民政部との技術協力
対中 ODA は 周年を迎えるが、

プロジェクトではその経費の 割を中
国側が負担することになっている。

当プロジェクトの過去 年半を振り

政部本部との地理的な距離、プロジェ

クト拠点の移転など、潤滑なプロジェ

クト運営を制約する要素が少なくな

かった。また、 年末には中国民政

る。また、JICA は新しい協力の

の養老分野における行政の体制は複

日本の厚生労働省と異なり、中国

部の中で養老服務司が設置されるな

形として中国側にも負担を求めるコ

雑である。民政部のほか、国家衛生

JICA と中 国 民 政 部との技 術 協

ストシェアの事業を段階的に実施して

健康委員会、人力資源・社会保障部、

ど、大規模な組織改編があった。

18

の来訪者も多い。

返れば、ODA 事業経験のない機関

年 月 日には文部科学省の浮島

8

智子副大臣一行が新校区を訪問する

3

3

との初の技術協力、コストシェア、民

19

など、日本をはじめとして海外から

8

力プロジェクトは今回が初の試みであ

40

年目からは日本の介

日本の高齢化対策法令や制度を中

国側に共有することを目的に、関連

法規などを中国語翻訳し印刷製本す

る取り組みを始めた。 年度は、「日

12
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医療保障局、国家発展改革委員会な

どでも高齢化政策に取り組んでおり、

多くの官庁が相互牽制している。そ

の職責分担は外国人の目からは見え

にくい。この中で、医療と介護の連携

促進や介護保険制度導入については

民政部のみにインプットしても限界が

ある。しかし、パートナーである民

政部に対するどのような投入が有効

であるのか、暗中模索を続けてきた。

なかったが、

プロジェクト前半では焦点を定められ

る能力が向上する」と設定している。

護福祉人材育成システム構築に関す

介護福祉サービス関連政策および介

中国民政部および協力地区における

層的なネットワークの形成を通じて、

護福祉サービス関連政策に関する多

プロジェクト目標は「日中間の介

◆日本の介護
「見える化」
の
促進

訪日研修で社会福祉法人横浜市福祉サービス協会を訪問（19 年 10 月）

（１）冊子の印刷製本化

してきた。

に「見える化」する取り組みを促進

護を目に見えるモノ、手に取れるモノ

3

19

きており、日中高齢化対策戦略技術

18

独立行政法人国際協力機構（JICA）日中高齢化対策戦略技術プロジェクト 長期専門家
独立行政法人国際協力機構（JICA）中華人民共和国事務所 所長助理

臣川元寛
内山智尋

中国のヘルスケアとビジネス展望

本における介護のあゆみとその実践」
月にみずほ情報総研が厚生

（３）日本介護関連用品の収集

コンテンツを増やしている。

国側関係者に紹介している。

を北京市内で購入できる販売所を中

疑応答を実施した。

アプローチ」について、講義および質

メンタルコミットロボット「パロ」
、

プロジェクト事務室のシンクタンク

JICA の技術協力において、日

年

労働省からの補助金を得て作成した
パラマウントベッド社の介護用ベッド

機能を高めるべく、日本から多くの

本の経験やノウハウを共有する上で

（
日本の介護ポイント集）を始めとし
「楽匠Ｚ」
、フランスベッド社の車椅子

関連書籍を購入し、中国側関係者と

民間企業との協力が不可欠である。

度も「有料老人ホームサービス第三

側のニーズの吸い上げに基づき、 年

体裁としているのが特徴である。中国

会管理職業学院教室内に解説ととも

収集し、プロジェクト事務室や北京社

大人用紙おむつ「アテント」などを

ゆみシューズ」
、大王製紙株式会社の

留孤児援護基金帰国者用教材作成グ

巻・下 巻 ）
』
（公 益 財 団 法 人 中 国 残

する人のための介護用語・表現集（上

が併記されている『中国語を母語と

を購入。そのうち、日本語と中国語

社ニチイ学館】
、
美邸養老服務（上海）

京）居家養老服務有限公司【株式会

が、プロジェクト後半からは日医（北

業が研修講師を務めることもあった

プロジェクト前半には様々な日系企

◆日系企業との協力

て つの冊子を中国語翻訳後に印刷
「転ばなイス」
、
三信化工株式会社「み

共有している。 年度は約 100 冊

者評価プログラム」
（公益社団法人全

に常設展示している。また、これらの

ループ編集）は中国側関係者に大変

19

至った。

ロジェクトとの間でコンサルティング

ビス株式会社】などの日系企業とプ

有限公司【メディカル・ケア・サー

（５）JICA 国際協力専門員によ

により多く登壇していただくこととし

契約を交わし、現地国内研修の場面

中国民政部にて JICA 国際協

る日中養老政策検討講座の開催

好評であり、大量購入、大量配布に

（１）現地国内研修

国有料老人ホーム協会）を印刷製本

収集に伴い、日本製の介護関連用品

月からプロジェクト

（２）ホームページ情報の充実
化
年

のホームペー ジに「資 料 集」

た。中国で介護に携わる人員が日系

サービスの選択肢と運営状況につい

るいはコミュニティ（社区）での養老

給している高齢者に対する、在宅あ

よび「日本で長期的に介護保険を受

策措置とその成果の評価について」お

サービスを受けるための経済的な政

本政府による、高齢者が在宅で養老

も実験の場としても活用していただけ

れることになり、また小規模ながら

みではリーチしがたい機会が提供さ

を遵守しながらも、民間事業の枠組

ある。日系企業にとっては契約内容

け入れることは挑戦的な取り組みで

催機関にとっても日本式の研修を受

た民政部研修センターなど中国側主

ることになった。

て」
、 年 月は「日本における介護

講義を受けることは稀少であり、ま

企業により派遣される日本人講師の

力専門員（社会保障）による日中養
老政策検討講座を 回開催した。

年 月は民政部から提示された「日

18

の枠を設けた。この中に、地
域包括ケアシステムやケアマ
ネージャー業務内容などの概
要 紹 介、 介 護 福 祉 士 養 成 課
程にお ける 教 育 内 容の見 直
し（ 年）に関する要約、福
祉用具レンタルに関する概要、
福祉用具・介護ロボットの開
発と普及 2018（第 章）
の要約、介護職員の待遇改善
に関する概要、日本における

2

制度の展開 ： 地域包括ケアと新たな

6

1

9

19

る。

化するなどの取り組みを継続してい

18

（４）日本介護関連書籍の収集

製本化し、プロジェクト関係者を中心
まもりマグ」
、徳武産業株式会社「あ

認知症ケアに関する中国国内研修の様子（18 年 9 月）

に共有した。できる限り日中併記の

3
4

介護の日の紹介など、着々と

13 JC ECONOMIC JOURNAL 2019.12
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（３）
「中国養老動向抜粋」
の編纂

ニティで介護サービスを提供する施設

に対する税・費用減免支援政策、施

老産業への進出を奨励している。同時

以上の高齢者は 億 6600 万人、

の高いサービスの提供を目指す。もう

ニタリングや報告の徹底を通じて質

やサービスシステムに関する政策や

対し中国政府は急ピッチで社会保障

れている。このような急速な高齢化に

連携などに対し高い関心を持ってい

テム、人材育成制度、医療と介護の

の介護保険制度、地域包括ケアシス

このような状況の中、中国は日本

の活用であろう。AI や IoT など

制度の整備を進めている。しかしな

る。その中でも、中国が特に注目し

の、その規模や高齢化の進展スピー

がら、高齢化問題を所管する部署は

ているのは地域コミュニティを拠点と

を活用したスマート健康養老産業の

民政部、国家衛生健康委員会、人力

した在宅サービスシステムの構築とい

ドという点において、これまでどの国

資源・社会保障部、医療保障局、国

えるだろう。どちらの国においてもそ

発展を目指している。

家発展改革委員会など多機関にわた

の背景には、国の社会保障費の財政

も経験したことがない状況だと言わ

り、部門間の連携が難しい中、事業

負担を軽減するという目的がある一

方で、高齢者の住み馴れた地域で住

の推進においてもなかなか思うように
進まないのが現状であろう。

るためにも、コミュニティケアは両国

み続けたいという切実な願いを叶え

言われる地域コミュニティに注目が集

にとり今後ますます重要なテーマに

特にここ 年ぐらいは「社区」と

まっている。民間企業の参入を推奨す

なることが予想される。

14
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（２）オンライン教育による介護人材
主に中国に進出する企業に向けて、

企業に対する税優遇政策など、財政

育成
中国における介護に関する動きのう

ここからは少し中国の高齢化の現

的なサポートも進めている。外資系

月）など、地方都市におけ

年１月に発表された国家統計局

に、管理体制も強化し、定期的なモ

設の光熱費の優遇政策、小規模零細

プロジェクト 開 始 以 来、 陝 西 省
ち、特にプロジェクト対象地域（北京

状を説明しながら、日本への期待が

◆高齢化対策における日本
への期待の高まり

宝鶏市（ 年 月）
、江蘇省南京市
市、浙江省、江蘇省、陝西省）に関

の企業に対しても、条件付きで中国

年

どのようなものなのか、いくつかの取

（
する情報を抜粋し、日本語に翻訳し

る国内研修開催などの実績はあるも
て提供している。
量は 万 5000 文字程度。現在、

のの、プロジェクト事務室と地方に点
在するモデル施設との関わりは断片

年末では 歳

ムページでも公開している。この情報

その割合はまだ ・ ％と依然「高

のデータによると、

福祉サービス拠点訓練施設としての

収集に関して北京師範大学中国公益

月 回ほどの頻度で更新し、またホー

能力が向上しているとは言い難い状況

一つの特徴としては、インターネット

を立ち上げた。これは、モデル施設
の中核人材等を対象として学
習を進めさせ、学んだ知識や
技術を教育場面や介護現場で
反映していただく一方で、日
本側においては中国の学習者
に見られる課題やニーズを抽
出した上で、 プロジェクト事
務室がパイロット事業報告書
をプロジェクト終了までに公開
し、日系企業等による中国事
業展開への一助とするものであ
る。この事業には、一般財団
法人福祉サービス評価機構が
開発した
「ケア E トレーナー」
を使用している。

9

るため、行政手続きの簡素化、コミュ

10

による介護人材育成のパイロット事業

齢化」の段階にとどまってはいるもの

的であり、モデル施設における介護

回あたりの掲載

資本と同等の待遇を保証するなど養

プロジェクト事務室に常設展示している日本の介護関連用品

り組みを紹介したい。

4

研究院などの協力を得ている。

65

17

であった。そのため、オンライン教育

18

19

6

11 1

1

1

1

17

中国のヘルスケアとビジネス展望

が高まる中、プロジェクトとは直接関係

このように、地域コミュニティへの注目
育成について相談があり、日本大使

会からも日本の介護保険や介護人材

ち出す機関である国家発展改革委員

また、中国のマクロ的な政策を打

のが印象的である。

ケアマネージャーへの関心も高かった

また、 アジア開 発 銀 行（ADB）

参入の機会を探っている状況である。

しても日系企業へ情報を共有しながら

ムに対する関心は高く、JICA と

世界銀行も日本の地域包括ケアシステ

ながら全面的な支援を計画している。

民間企業の参画も積極的に呼びかけ

り組む計画である。

系企業のさらなる発展を目指して取

みながら中国の養老産業の推進と日

議なども含めオールジャパンで取り組

◆ 中 国 関 係 機 関 から のア プ
ローチ

のない中国政府機関等から JICA へ
館の協力を得て勉強会を実施した。

も中国の貧困地域で高齢者施設建設

◆
の今後の高齢化
分野における協力のあり方

の問い合わせも増えている。
その他、中国の研究機関や企業から

年 月、安倍晋三首相が中国を

介したが民政部の職員を対象に講座を

関心が高い。JICA では上述でも紹

における在宅介護サービスシステムへの

する部署であり、日本の地域コミュニティ

れた養老センターやステーションを管轄

ある民政部は地域コミュニティに建設さ

外の様 々な対 策を研 究しているが、

策に関する研究課題を与えられ、海

ンクタンクであり、国から高齢化対

国家発展改革委員会の傘下にあるシ

中国国際経済中心（CCIEE）は、

の問い合わせや相談も多い。例えば、

行っている。

から国際協力専門員も参加し交流を

京で開催した際には、JICA 本部

経験を共有するためのセミナーを北

や人材育成を計画しており、海外の

厚生労働省と国家衛生健康委員会が

を宣言した。これと同じタイミングで、

べての新規案件の採択を終了すること

てきた対中 ODA は 年度を以ってす

訪問し、1979 年より 年実施し

持ち、JICA でも幾度か日本の介

（ 〜 年）に署名し、高齢者介護制

高齢化分野での協力に関する行動計画

◆日系介護関連企業の連携
と広がる期待

度および政策、介護サービス、人材育

成等に関する情報交換等を通じた協力

測され、一部地域で介護保険が施行

中国側の高齢化対策事業への関心

高齢化が急速に進展することが予

導入されるなど、中国政府や企業に

や期待が今後も高まりを続ける中、

を推進していくこととしている。

流する機会を提供した。

おいて養老分野への関心がますます

JICA としては 年間の JICA

多機能型居宅介護など新たなサービス

40

高まる中、日本の介護産業にたずさ

護保険などの制度や政策について交

次に、医療分野を担当する国家衛生
健康委員会は現在「医療と介護の連携」
を推進しており、施設や病院の他に地

18

要などを紹介し、意見交換を行った。 と看護の人材の育成、地域ケアシステ

法や看護小規模多機能型居宅介護の概

る過程における医療と介護の連携の方

な取り組み、例えば退院から在宅へ移

し、日本の政策や地方自治体の具体的

年 月初旬に日本から専門家を招聘

制づくりを進めている。JICA では

統合したサービスを提供するための体

は、高齢者施設や病院の建設、介護

数百万ドル融資し、例えば安徽省で

国の ODA も活用しながらそれぞれ

る安徽省と貴州省をターゲットに、他

ず、世界銀行は中国の中西部に位置す

力をしているドナーは少なくない。ま

JICA 以外にも高齢化分野で協

していくことを見据え、今後は交流

養老産業を取り巻く環境が益々変化

有する場を設け、交流を進めてきた。

政策や産業に関する勉強会や情報共

なり、北京にて不定期で養老分野の

貿易振興機構（ジェトロ）が中心と

これまでの数年間日本大使館や日本

わる企業同士も連携を進めている。

ていきたいと考えている。

をどのように活用できるのかを模索し

ODA を通じて形成されたアセット

協力」の時代において、これまでの

ていくとともに、「新たな次元の日中

府部門、研究機関などにもご提供し

を蓄積し、日中双方の関係企業、政

えるべき情報と知識、ネットワーク

プロジェクトの経験を礎に、それに応

4

頻度をさらに高め、中国政府への建

域コミュニティにおいても医療と介護を

22

◆その他ドナーの高齢化対
策支援

タイプの紹介などを行った。

その中でも日本の政策に大変関心を

10

開き、日本における介護政策や小規模

まず、プロジェクトカウンタパートで

J
I
C
A

18

18

ムの構築、介護ツーリズムの実施など、

10

日本の介護におけるキーパーソンである
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中国特有の医療保険に転換の兆しがみられる。それは市場経済化の長い道程の中でどのような意味を持つものな
のか。公的医療保険における個人口座廃止に焦点を当て、その意味を読み解く。

公的医療保険における
個人口座の廃止が示すもの
東京外国語大学 大学院総合国際学研究院 教授

澤田ゆかり

る「都市従業員基礎医療保険」
（以

都 市の企 業に勤 務 する者が加 入 す

制度にも同じ仕組みが適用されてい

下、従業員保険と略）と、②都市の

貧 困 人 口に対 する 医

戻し比率の引き上げ、

府補助基準額の増額や入院費の払い

また③個人口座の廃止は中国の医療

今の時期に個人口座を廃止するのか、

目立った反発が起きないのか、②なぜ

そこで本稿では、①なぜ社会から

けない。

おり、都市部の就労世帯は影響を受

知は、規模の小さい②に焦点を絞って

ともに一兆元を超えている。今回の通

以上もあり、当年度の収入・支出が

た口座 を 復 活 させた

さ らに、 既 に廃 止 し

という一条 が あった。

年末までに廃止する」

療保険の共済機能の拡充と統合に向

えたから」であり、③については、
「医

ら」
、②については「歴史的使命を終

①については「対象が限定されるか

まず先にひととおり回答を記すと、

（うち在職者は 億 3308 万人、

険の加入者数が

展統計公報」によれば、①従業員保

「2018 年 基 本 医 療 保 障 事 業 発

医 療 保 障 局が

年

月に発 表した

億 1681 万人

倍近くに

せは、 日 本の健 康 保

ともいう）の組み合わ

点に注意する必要がある。現行の公

あくまでも住民基礎医療保険である

まず廃止の対象となる個人口座は、

小さくはない。

されるとなると、その衝撃は決して

険の加入者全員が、個人口座を廃止

16
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る。医療保険だけでなく、公的年金

る。その構造を崩すというのだから、

非就労者および農村の住民が加入す

◆医療保険から個人口座が
消える？

一見すると大きな制度変更に思える。

る「都市・農村住民基礎医療保険」（以

このうち、今回の通知が廃止の対象

日、 国 家 医 療

また医療保険は一般庶民の生活に直

下、住民保険と略）の 種類になる。

は少なからぬ衝撃を社会に与えても

と定めたのは、後者のみである。表

月

保障局と財政部は連名で「都市農村

接関わることを考えると、この通知

行に関する通知」
（原文 ：「関于做

おかしくない。しかし通知の発表か

2019 年
における住民基礎医療保障の活動遂
好 2019 年城郷居民基本医療保

に示したように、両者の規模を金

療 面の支 援 強 化 な ど

保険にとって将来的にどのような意味

額ベースで比較すると、①は②の倍

とならんで、「個人（世

をもつのか、の３点を考察する。

り 形 を 変 えて再 び設

けた布石」を意味する、ということ

定年退職者は 8373 万人）であ

る と、 様 子 は 違 って く る。 国 家

置したりしてはならな

になる。以下、
詳しく分析してみよう。

億 9736 万 人と

るのに対して、②の住民保険のそれ

は

険にはない中国の社会

ところが現実には、すべての住民

的医療保険は、大きく分けると、①

達している。したがって、もし住民保

3

ていた。
個人口座と共済（社

6
保険の大きな特色であ

◆廃止の対象は住民保険に
限定

い、との注意も記され

（出所）国家医療保障局（2019）
「2018 年全国基本医療保障事業発展統計公報」、6 月 30 日

会 プール、 共 通 基 金
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3

2

11,466
7,284
4,372
1,747
1,084
695
①都市従業員基礎医療保険
うち共済部分
うち個人口座
② 都市・農村住民基礎医療保険

もっと も 金 額ではな く 人 数で見
帯 ） 口座 を 2020

に対する反響は小さい。

ら半年たった今も、個人口座の廃止

13

障工作的通知」）を各地方に通達し

2

5

た。通知には、医療保険に対する政

1

8

残高
当年収支

支出
10,707
6,494
4,212
6,277
収入
13,538
8,241
5,297
6,971

（億元）

表 1 中国の公的医療保険の収支（2018 年）

中国のヘルスケアとビジネス展望

療保険と新型農村合作医療）を統合

年に つの保険（都市住民基礎医

いるわけでない。現在の住民保険は、

保険の加入者が個人口座を保有して

を対象にしていないこと、また個人口

の政府は、今回の通知が従業員保険

保険のそれを連想する。そこで各地

の個人口座」といえば、まず従業員

農村合作医療の段階で、すでに個人

うとは限らない。なぜならば、新型

農民軽視とも捉えられそうだが、そ

れの方が前面に出ている。一見すると、

都市住民が従業員保険と混同する恐

江西省衛生庁の統計によれば、 年

なって入 院 すれば共 済を利 用 する。

世帯口座を利用せず我慢し、重篤に

ようとする傾向がある。軽い病気は

自分の貯金と同一視し、「節約」 し

口座を共済に移行させる試みが進行

座の残高は共済部分に統合されるが、
これまで個人口座で利用できた通院

して成立したのであるが、元の つの
保険のうち個人口座を抱えていたの

していたからである。

から 年の間に世帯口座の積立の半

分以上が使用されていなかった（王

ではなく、医療保障の切り下げでも

て、加入者の保険料と村および地方

制度の確立に関する意見」を発表し

年末において、全国の世帯口座のう

江西省の現象は例外ではない。

費や医薬品の調達は共済から支出で

2012： ）
。

個人口座を設計していなかった。し
ないことを、メディアを通じて情報発

は、新型農村合作医療だけであり、

年、 国は「新 型 農 村 合 作 医 療

たがって今回廃止となる個人口座は、

ち ％の口座には積立金が残ってお

度にも個人口座を設けた、という事

既存の従業員保険を参照して、新制

を設立した際に、一部の地方政府が

所の華穎氏によれば、今の住民保険

従業員保険の個人口座が廃止になる

し、
解説を試みている。この記事では、

と題するイラスト入りの記事を掲載

幇你読懂『取消居民医保個人帳戸』
」
）

役立つ つの質問」
（原文「八大問題

る個人口座の廃止』を理解するのに

この新たな専用口座には「世帯口座」

で加入するよう設計されていたため、

型農村合作保険の場合は、世帯単位

分からの払い戻しを可能とした。新

など高額の医療費については共済部

来診療費の補助に充てるほか、入院

料の一部を専用口座に積み立てて、外

を明らかにした。給付面では、保険

加入の新たな保険制度を設けること

有財産に近い感覚をもたらしたこと、

己責任を基にした設計が、農民に私

えない。いいかえれば、世帯口座の自

に回った保険料は、共済部分には使

機能は備えていない。また世帯口座

口座は完全な積立方式なので、共済

は安徽省財政庁の発表資料）
。世帯

とどまっていた（王： 。元データ

た金額は残高に対してわずか ％に

り、実際に外来診療などに使用され

一例を挙げると、
『人民日報』は

また新型農村合作医療は、いまだ

と勘違いした読者が、個人口座から

という名称が用いられた。しかし仕

そのために共済部分のリスクが高まっ

例も報告されている。

て明らかになった。世帯口座の積立

この制度の問題点は、ほどなくし

ことも、世帯口座の弊害として認識

営が必要となり管理コストがかさむ

また、世帯口座と共済の二重の運

年の時点では、

金が滞留し、結果的に外来受診率を

されるようになった。一つ付け加える

ではない。

月 日付で「
『住民保険におけ

に住民保険に完全に統合されたわけ

の支出に用いる医療カードの残金を

組としては、従業員保険の個人口座

たことが指摘できる。

抑制する現象が見られるようになっ

ならば、農民が世帯口座の利用に消

年

省・

引き出そうとする懸念が示されてお

と同じである

たのである。江西省の農村で新型合

極的だった理由のひとつとして、手続

1

元、 支 出 839 億 元 で、 残 高 は

る。この年の基 金 収 入は 875 億

億 3000 万人に上

以上のように、住民保険における

作医療の現地調査を行った王文亮に

加 入 者 数も

318 億元になるので、無視できる

個人口座の廃止にあたっては、それ自
1

◆個人
（世帯）
口座の弊害と
対策

規模ではない（出所は表 に同じ）
。

19

きの煩雑さが挙げられる。また指定

57

10

8

6

よれば、農民は世帯口座の積立金を

18

体が農村の住民に与える衝撃よりも、

7

中国社会科学院の人口労働経済研究

自治区（遼寧、吉林、安徽、海南、

り、繰り返し廃止が住民口座に限定

07

貴州、陝西、チベット自治区）で新

75

されることを強調している。

19

型農村合作医療が実施されており、

ら引 き継いだものになる。ただし、

政府の財政補助を財源として、任意

きること、したがって個人口座の没収

03

信している。

58

主として以前の新型農村合作医療か

都市住民基礎医療保険は原則として

07

2

さらに一般庶民は「公的医療保険

17 JC ECONOMIC JOURNAL 2019.12

03

2
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化による外来診療のモラル・ハザー
ドであった。

で 520 元）を下回らないようにす

る、という。この傾向は一貫しており、

頻度も少ない、と考えられる。

から、世帯口座を診療費に使用する

療所に対する患者の信頼が低いこと

ための条件になっていた。これらの診

であるが、 断片的な情報を見ると、

果については、まだ判断できない状態

達成できたのだろうか。現時点の効

外来診療の促進と共済機能の強化は

収入に占める比率が高い。上記の江

農村合作医療は、政府の財政補助が

療に対して鷹揚になる。しかも新型

地元の診療所と患者の双方が過剰診

金からの補助を受けるようになると、

出する保険料についても補助金に比

もっとも通知によれば、個人が拠

れたともいえる。

て、住民の保険料負担の軽減が図ら

元に達している。こうした措置によっ

年の初頭から外来診療の共

対して、一部の地方では ％を上回っ
た）
、

型の社会保険から再分配型へと舵を

の廃止と共済への統合は、自己責任

の個人口座の廃止と共済部分への統

以上のことから、今回の住民保険

（ 片 山 2018）
。 また 上 記のよ う

多くの負担を支払う構造となっている

担が高く設定されており、実額でも

切ったように見えるが、住民保険は

合は、制度設計としては診療補助の

な方針転換を行うのであれば、多額

中国の住民保険が財政補助に大きく

その一方で、新たな問題も浮上し

膨張をもたらす可能性がある。見方

の残高を抱える従業員保険に着手せ

従業員保険と比べると、まだ自己負

ていた。第一に、基金の規模が小さ

を変えれば、それを抑制するために

すことを定めたのである。

革ではよくあることだが、先に地方

した後ということになる。中国の改

であったから、

年当時でも医療給

以下、 年間でわずか 200 元以下

とに基金から給付される補助は 元

いる。住民保険の保険料基準額は、

制補助の強化が前面に打ち出されて

は、過剰診療に対する警戒よりも税

は「今回の個人口座の廃止は都市の

前 述 したよ うに、 政 府の説 明で

こと、である。

ここで冒頭の通知が示す期限を思

すぎてリスクが高いことである。第二

はすべてを外来診療の共同基金に移

い出していただきたい。すべての住民

ざるを得ない。

保険の個人口座を廃止する予定の

で個人口座廃止の実態が先行し、め

付としては些少であると言わざるを

しかし冒頭にあげた通知の文面に

どがついた段階で改めて国から全国

従 業 員 保 険とは無 関 係」であるこ

し、このうち財政補助は 元（年間

60

10
な問題として危惧されたのは、共済

とが強 調されている。 しかし、
『北

総額で 人当たり 元引き上げると

◆従業員保険も将来のター
ゲットに

診療費の補助レベルをこれまで低く

依存している状況がうかがえる。

国庫負担は ％足らずであったから、

になる。住民保険における個人口座

るため、年額 250 元に達すること

30

以上の弊害を解消するため、各地

まず前述の江西省については、共

者が支払う保険料は 割程度であっ

ている。安徽省は、この時点で共済
％の資金を拠出して、

1

に、その結果としての、診療費の補

同基金を試行した県では、軽い疾病

2

）
。第三に、将来的
たと推測できる。

30

1

07

58

18
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医院・薬局に問題があったことも指
摘できる。大病院への患者の集中を

年の時点では年額で 人当たりわず

住民保険に対する財政補助額は、

であるが、自分の貯金感覚で節約し

か 元であったが、 年には 490

日本の医療保険にも共通する課題
ところで新型農村合作医療におい

ていた世帯口座がなくなり、共同基

◆個人口座に期待されてい
た役割

するために、世帯口座では農村部の
て口座を廃止した結果、期待された

避け、地元の医療機関の利用を促進
診療所で受診することが保険受給の

07

以下のことが分かる。

18 1

例して 人当たり 元引き上げられ

40

西省の場合、 年時点で財政補助は

で 年ごろから世帯口座を廃止し、

年の時期には、入院率が全国平均よ

た。日本の 年度の国民健康保険の

収入全体の 割を占めており、加入
％に

済部分と世帯口座が並存していた

たに設ける動きが広がった。山西省、

りも高かったこと（全国平均

外来診療給付のための共同基金を新

10

8

設定してきた、ともいえる。

年末は、まさにここから 年が経過

20

得ない（王 ：

10

に通達する、というパターンをたどっ

1

10

40 14

助レベルの低さである。 回の診療ご

新たな基金の財源としており、段階

部分の 〜

5

の外来受診率が目に見えて上がった

08

08

30

的に世帯口座を廃止して、 年後に

20

10

安徽省では 年にこの改革に踏み切っ

07

08

中国のヘルスケアとビジネス展望

京 青 年 報 』は

年

月

日に「住 民

9

る。さらに華氏は、過剰診療につい

療保険の共済改革にむけた第一歩であ
率は、設立当初の「賃金総額の ％」

一方、従業員保険の個人の保険料

ても警鐘を鳴らしていた。

る」と題する評論を掲載し、住民保険

保 険の個 人口座 を 廃 止 するのは、 医

6

者が ％を超えた今、個人口座はそ

員にも保険料の拠出を求める社会保

ようになったのであろう。

の歴史的な役目を終えたと見られる

の財政負担を軽減するために、従業
険への転換がはかられた。

の水準を維持しているが、使用者側

これまで拠出義務のない保険料を新

●王文亮（２０１２）
「中国農村部の公

《参考文献》

この方針は、従業員側からすると、

に続いて、従業員保険の個人口座を廃

たに課せられたというように見える。

らも示されている。 年 月 日に韓

た。また同様の見解は、専門家の間か

用すべきという声が上がってきた、と

口座に滞留する資金を共済部分で利

者側の負担を軽減するために、個人

も出てきた（北京市は ％）
。 使用

ような不公平感を緩和して、新制度

を肩代わりした感が否めない。この

国有企業の負担軽減のために保険料

新たに台頭した企業の場合は、古い

報告資料。

社会保障国際論壇 月 日（韓国原州）

衰看中国社会保障改革理性回帰」第 回

●華穎（２０１９）
「従医保個人帳戸興

的医療保険制度の特徴について」
『金城

国際フォーラムにおいて、中国の社会

もいえる。今回は着手しやすい住民

への加入に対する抵抗を抑えるため

）
「関
●国家医療保障局、
財政部（ 2019a

また使用者側にとっても、外資系企

の保険料率は当初の ％から引き上
げる地方が多く、 ％を超える地方

科学院・人口労働経済研究所の華穎氏

保険から個人口座の廃止に踏み切っ

に、年金や医療保険の給付にあたっ

于做好２０１９年城郷居民基本医療保

国の原州で開催された第 回社会保障

年 1000 億元近く増え、

号、

は、従業員保険の個人口座の残高が毎

た中国だが、その最終ゴールは従業

ては、個人口座が設けられたのであ

障工作的通知」
（医保発

日、 http://www.nhsa.gov.cn/

号）
<2019>30

巻

年には

員保険の個人口座の廃止であると考

る。従業員にとっては、自分が負担

学院大学論集（社科学編）
』

残高が 7144 億元にも達したことを
えてよい。

1

13

9

している、という。たとえば、一般生活

処方薬の補助以外に流用するのを黙認

入者が本来の目的である外来診療費や

は個人口座の利用を管理しきれず、加

は個人口座の管理コストが高く、管理

た。また華氏は、従業員保険において

が従業員の保険料をすべて負担して

国営・集団所有制といった公有企業

知のとおり計画経済期の労働保険は、

度移行を実現するためであった。周

挙げていた。一部の地方（北京市など） ンセンティブを確保して、安定的な制

が行き届いていないことを廃止の理由に

おり、最終的な収支バランスは国の

座が設置された理由は、加入者のイ

いて、医療保険と公的年金に個人口

そもそも中国の社会保険改革にお

の加入者数を増やす機能を発揮する

あり、それによって新しい保険制度へ

不利益を受けないと証明することで

口座の目的は、改革によって個人が

いることが確認できる。いわば個人

従業員の社会保険として確保されて

存在することで拠出の一部が自社の

される状態に比べれば、個人口座が

ても、保険料の全額が共済部分に回

るよりも有利である。使用者側にとっ

されるので、自分で医療費を貯蓄す

革 第一歩 」
『中 国 青 年 報 』 ２ ０ １ ９ 年

●豊収「取消居民個帳戸是医保共済改

的通知』政策解読」

好２０１９年城郷居民基本医療保障工作

●国家医療保障局（ 2019b
）「
『関于做

日、 http://

用品の購入に充てたり、補助金で購入

財政に依存していた。市場経済の導

5

13

日

10

版記事

A
02

art_38_1288.html

月

6

content_329819.htm?div=-1

ynet.com/html/2019-06/10/

http://epaper.

www.nhsa.gov.cn/art/2019/5/13/

月

した処方薬をネットなどで安く売りさ

9

ことであった。基本医療保険への加入

art/2019/5/13/art_37_1286.html

月

8

。
pp.52-70

指摘し、基本医療保険の残高の 割が
個人口座に滞留しているために、共済
部分が発揮するはずの再分配機能が制

9

8

18
4

入を進めるなか、こうした企業と国

した保険料が他人の給付金に流用さ

れずに、また使用者の拠出分も加算

積立金を共済に統合することを提案し

6

10

◆自己責任から再配分への
転換

業や私営企業など市場経済のもとで

止し、最終的にはあらゆる個人口座の

2

95

13

15 9

約を受けている、と現行制度を批判し

5

19

ばいたりといった不正行為が横行してい
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中国のビジネス環境改善と
ヘルスケア分野の
グローバル化

業環境の改善は、日本の制度経験へ

いと思われる。この動向は、中国の

認可された医薬品・医療機器の条件

医薬品規制当局と業界団体により発

際会議。１９９０年に日・米・欧の

（医薬品規制調和国

付き販売認可が明示されたこと。

足。医薬品規制当局と製薬業界の代

理総局の医療機器技術審査評価セン

観点から作成する国際会議）メンバー

るガイドラインを科学的・技術的な

表者が協働して、医薬品規制に関す

⑵医療機器業界での規制緩和例

月、 国家食品薬品監督管

ターが、医療機器の登録受理前段階

入り実現に代表される、中国のヘルス

年

における技術問題コンサルティングを

と捉えるべきであろう。

年版「白書」では、
「中国の承認

ケア産業に関わる第三工業部会ライ

ど、前述した中国日本商会のヘルス

入による登録審査効率の改善提言な

本の経験に基づく中国の同様制度導

分析していることでも裏付けられる。

を受けられるようになりつつある」と

新薬へのアクセスにおいて国民が恩恵

ことに伴いドラッグラグが解消され、

審査制度がグローバル規制に近づいた

の事業環境改善に向けた中国政府当

局（当時は国家食品薬品監督管理総

品や医療機器等のヘルスケア事業環

況フォローアップにおいて、特に医薬

商務部と行っている過去一年の改善情

などが相当程度有効に機能している

企業白書（以下「白書」
）
』での建議

の交流活動および『中国経済と日本

国家薬品監督管理局）や関係組織と

改革・開放政策の流れの中で、特に

の事業環境改善の動向は、 年来の

中国での上記のような規制緩和等

局、現在は国家市場監督管理総局、

境の改善が共通認識となった。具体

と認識することが可能である。

ただし、こうした中国の医薬品事

的には、以下のような点である。

◆中国の
「放管服」改革とビ
ジネス環境改善

フサイエンスグループによる、中国で

は、例えば「申請前相談制度」の日

こうした改善にいたるプロセスで

ケア分野のグローバル化の潮流の一環

6

開始したこと。

17

40

年 月の第 期 中全会の決定に

3

割を発揮させる」方針に基づき中国

おける「市場に資源配分の決定的役

18

20
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⑴医薬品業界での規制緩和例

深化、医薬品・医療機器のイノベー

サプライサイド改革の必要性を背景

の一時的な融和現象であるわけではな

ション奨励に関する意見」で医薬品の

として、 年 月の国家薬品監督管

年 月の「審査評価制度改革の

登録審査効率が改善した他、国外の

10

理局の

17

臨床データの受け入れと国外で販売

I
C 18
H 6

10

◆中国のヘルスケア事業環境
改善とグローバル化
2018 年、当協会の合同訪中代
表団に対しての中国のビジネス環境に
関するアンケート結果とこれに伴って

一般財団法人日中経済協会 理事

十川美香

19

13

日中経済協会は、毎年の「日中経済協会訪中代表団（2015 年から日本経済団体連合
会と日本商工会議所との合同訪中代表団）
」派遣に際し、賛助会員を中心とする日本企業・
日系企業が中国で直面しているビジネス環境の課題について、これまでの改善状況と現
在の要望をアンケートにより集約して商務部との交流会議に反映し、商務部と共にビジ
ネス環境の改善状況をレビューするとともに、改善推進への意見交換を行うなどしてきた。
またこうした経験の蓄積に基づき、当協会北京事務所を中心に、中国日本商会のヘルス
ケア産業に関わる第三工業部会ライフサイエンスグループ企業の中国での事業環境改善
に向けた活動展開に対しても、当協会として可能なサポートを行ってきた。
ここでは、こうした当協会の活動から、中国のヘルスケア分野などのビジネス環境改
善の動向を整理する。

図 1 礼愛の中国全土展開の概念図

中国のヘルスケアとビジネス展望
改革「放管服（
「簡政放権、放管結

国務院により推進されてきた、行政

に供したい（表 参照。特に下線部

を整理し、今後の展望のための参考

強調された。ここではこの講話の要点

営・運営効率向上のためのプラット

社は浙江省平湖の養老介護施設の経

協 会 常 任 理 事 ）からなされた。 同

としつつも、重要な問題であるため所

側は、同部の職責範囲を超えている

この問題提起について工業信息化部

前述の整理の通り、李克強国務院

分は留意すべき）
。

ン・システムに関わっていく考えであ

総理の講話でも、「政府サービスの最

合、優化服務」
）
」改革の一環でもあ

る。対象分野は当然ながら広範であ

るという。そのためには、老人等の健

◆今後の展望

ヘルスケア分野に関わる今後の展望

適化、円滑化への努力」の一環で、新

19

るが、国民の生命の安全と幸福に直

25

結するヘルスケアは、最近の重点分野

に位置付けられている。

6

康データ、 年から全国展開が想定

産業革命は、製品のみならずサービ

12

19

への重要な問題提起が「 年日中経

される中国の介護保険給付データな

9

そうした動向は、 年 月 日の

済協会合同訪中代表団」の工業信息

スのカスタマイズが特徴であるとさ

②公平・公正な監督管理方式の革新（社会信用体系整備強化、市場主体や公民の自主的
コミットメント、詐欺行為厳罰化）を図り、行政の法律執行を厳格に規範化すべき。監
督管理の重点分野は、ワクチン、薬品、特殊設備、危険化学品等、人命の安全や社会の
関心度の高い分野とする

どを入手し解析できることが重要で

①公開された透明な監督管理規則と標準体系を整備すべき。法律執行者の自由裁量権が
過大であれば必ずやレントシーキングを招き腐敗の温床となる

化部との全体会議（ 月 日）にお

③「放管服」改革と大規模減税の同時推進による市場活力の喚起
３公正な監督管理強化と切実な管理による公平確保

れ、多くの外国企業家は中国の医療

②企業設立・経営と投資・建設の障害除去：参入許可後の営業不許可問題は「社会信用
体系」の未整備、情報公開・透明性の不足、市場退出ルートの未整備などによる

ある、との指摘である。

①市場参入規制のさらなる緩和：行政許可事項の取消にも関わらず、部門別の大量の届
出、登記、年度検査、認定等の管理措置が存在、あるいは増加しており、不透明、非規
範的で計画経済の色彩さえ帯びている（例：先端測定機器・デバイスの輸入関連免税手
続きは年初に割当申請を要し、計画変更での超過は課税となるなど）

「全国での『放管服』改革深化とビ

１総論
・新発展理論に基づく改革深化・開放拡大の重要なアプローチの一つが「放管服」改革。
政府と市場の関係の再構築により、市場に資源配置の決定的役割を発揮させること
・数年来の成果は認められるものの、市場参入制限や不合理な管理措置は多く、不公正
な市場監督管理や法律執行力の問題等が依然突出し、末端の企業や人々から各種の意見
が聞かれ、中国のビジネス環境は世界の先進レベルとの間では相当の格差がある
・予見し難い多くのリスクに直面している 19 年は特に、40 年来の改革・開放を断固前
進させることにより、市場の活力で 14 億人の巨大市場の潜在力を発掘すべき。そのた
めの重要なアプローチが「放管服」改革深化とビジネス環境改善
・留意点は 2 点：①市場化、法治化、国際化という原則の堅持。中国のビジネス環境は
世界の先進的レベルをベンチマークとする。②「放管服」はいずれも「簡略化」を目指
す
２市場の活力放出の徹底

ジネス環境改善テレビ電話会議」に

（出所）新華社、国務院新聞弁公室ホームページ www.scio.gov.cn から抄訳

いて日立製作所・小久保憲一団員（当

毎年 1 回の「全国での『放管服』改革深化とビジネス環境改善テレビ電話会議」での
李克強国務院総理による過去１年の総括と今後の展望

おける李克強国務院総理の講話でも

表 1 『放管服』改革深化とビジネス環境改善の要点（2019 年 6 月 25 日）

1

③新興産業に対する包摂性の高い慎重な監督管理（例：電子商取引やモバイルペイメン
ト等新業態）

フォームをモデルとして、データ利活
管機関とともに日本企業と意見交換

サービス市場開放を希望しているこ

とが指摘されている。そこで列挙され

ている重要分野はまさに、養老、イ

ンターネット＋医療などである。

それらの実現のためには、既得権

益構造の調整、行政権限・責任関係

の再構築、管理モデルの再創造、公

務員の考え方や業務習慣の転換など

がいかに難しいかも、李克強総理は

切々と訴えている。しかしながら「背

水の陣で改革を推進する」とする決

意表明が決して絵空事ではないビジ

ネス現場の実態もありそうだ。

への中 国の参 加の例
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そうしたビジネス現 場において、

前 述の

のような新産業革命のもとでの絶え

ざるグローバル化のアプローチが深

化し続ける可能性をフォローしてい

きたい。

I
C
H

したい旨表明した。

⑤「ビジネス環境改善条例（原文「優化営商環境条例」）等での法治化（ビジネス環境
改善を損ねる規定等の廃止、修正等）で改革の成果を不可逆なものとすべき

20

用による養老介護問題のソリューショ

４政府サービスの最適化、円滑化への努力
①サービス意識の増強
②政務サービスの効率向上：APP による手続き推進、モバイルペイメント等の推進
③「放管服」改革深化による公共サービス供給の増強。新産業革命は、製品のみならず
サービスのカスタマイズが特徴。多くの外国企業家は中国の大型投資プロジェクトより
も、医療サービス市場開放を希望していることに留意。民意に基づく老朽化住宅区改造、
養老、託児、家政、インターネット＋教育、インターネット＋医療等での内需開拓が重
要
５責任強化による「放管服」改革の新成果確保
①権限移譲には既得権益構造の調整、行政権限・責任関係の再構築、管理モデルの再創
造、公務員の考え方や業務習慣を改める必要があり、それらが直面する困難は多大であ
るが、各レベルの公務員は背水の陣で改革を推進すべき
②形式主義を排し、実績如何を 19 年の国務院による大査察の重点とする
③企業や人々からの問題指摘の多い、地方や部門間の改革政策・行動の協調を推進する
④地方への最終的許認可権限の委譲により、各地の大胆なイノベーションを奨励する

日本総合住生活株式会社 設計計画部 海外業務支援室 室長

中国既存住宅改修のニーズと日中協力
● 滝川光是

日本の集合住宅マンションは、長期修繕計画等により建物の維持修繕や設備性能・機能を改良する工事を一定の改修周期で実施している。

中国の既存住宅の状況をみると適切な維持修繕や改良工事が実施されない住宅が多く、現在の建設水準や設備水準等に合わなくなっている。

従い都市計画を厳格に実施する。

律に基づき都市計画を制定し、法に

る建築の処分を完成させるため、法

（４）省エネ都市建設の推進

を目標にしている。

工事等の品質および安全管理の強化

の改修増築、内装リフォーム、補強

していたことから、「中国既存住宅改

組む新たな技術交流のテーマを模索

ＵＲ都市機構と当社で中国側と取り

この開発計画が発表されたとき、

２．中 国の既 存 建 築に
ついて

た時期である。

修」に係るテーマを中国側に提案し

（２）都市の特色ある風貌の創造

特に、2000 年以前の既存住宅は多くの課題を抱えていることから、修繕および改良工事等による改修・改造ニーズが高まっている。

月に、 中 国 都 市工

１．中 国の都 市 建 設 開
発計画について
2015 年

及のため、建築省エネ技術の推進普

緑色（グリーン）建築と建材の普

街区と歴史建築の認定作業を完成さ

及と都市の省エネプロジェクトの実施

年前後ですべての都市歴史文化

せるため、都市設計レベルの向上と

を図る。

作会議が 年ぶりに開催された。会
に向け、国家レベルでの都市建設開

建築設計管理の強化、歴史文化の保

（５）都市公共サービスの整備

建設、適度な開発、効率的な運営、

いる。全体目標は、都市の秩序ある

件を満たす地域で現代木構造の建築

る。鋼構造の積極的な推進普及、条

占 める割 合を

％ 以 上に向 上させ

年前後でプレハブ建築の新築に

適化、公共交通優先、公共サービス

設や、街区の道路ネットワークの最

推進する。さらに、地下共同溝の建

め、バラック住宅密集地域の再生を

域、老朽団地の改造を完成させるた

（ う ち、 約 500 億 平 方 メー ト ル

建築面積は約 600 億平方メートル

築がある。 年の統計によると既存

国の既存建築には居住建築と公共建

既存建築に係るデータをみると、中

セミナーや交流会議等で紹介された

日中で開催している建築住宅等の

住みやすい、活力に富む、特色ある

を提唱するため、工事品質の責任所

施設の完備等も図る。その他「都市

が居住建築）で、建築の時期により、

次五カ年計画」

発計画が検討され、
「都市計画・建設・

護を図る。

議では、次期「第

管理に関するさらなる強化」について

年までに現在のバラック住宅地
（３）都市建築水準の向上

近代化都市を実現し、人々の生活が

在の明確化と建築安全監理の強化、

の居住環境の整備」、「都市ガバナン

院の指針として 年 月に発表して

より素晴らしいものになることを掲

新しい建設方式の推進を図る。

建設当時の建設水準や、設備機能等
（１）都市計画活動の強化

げている。

スのイノベーション」と「組織力、管

の水準が現在の生活レベルに合わな

20

理力の強化」の 分野である。

「建築安全監理の強化」に関する

15

10

内容では、都市土木事業、既存建築

8

30

2

の重要な課題（ 分野）を中国国務

5

12
16 8

13

37

年以内に法律や規制違反してい
5

22
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し、 年から「住生活基本計画」に

（２）機能上改修

内部空間改修・エレベーター増設・
高齢者対応改修等
（３）省エネ改修

団地総合環境が劣る。

（２） ～ 年代

①開口部・外壁等部位の省エネ率

が低い、②屋根防水等の劣化、③一

部の建物で耐震対策等が不十分、④

団地全体の総合環境（緑化・駐車場）

等の問題。

（３）2000 年代

①内部の機能空間改善等の問題、

②大量のスケルトン住宅の問題。

５．改 修に関 係 する法
律
（規範・基準等）

中国の住宅改修は、窓や扉等の部

分的な省エネ改修は比較的早くから

取り組まれている。近年公布された

年）
」 や、「既 存 居

規範や基準は、「公共建築省エネ改

修 技 術 規 範（

住建築省エネ改修技術規程（ 年）
」
、

中国の 年代の住宅は建設から約

緑化・駐車場・消防通路

（ 年）
」等の省エネに関係する法律

「 既 存 建 築 グリーン改 修 評 価 基 準

（５）居住区環境総合改修

90

から、居住者のニーズを満たしてい
移行している。

年代別の主な取り組みをみると、

の向上」の時代、 年代前半は「居

80

くなっている。
ない。言い換えると建設基準が低く、
機能が不完全、付帯施設や管理サー

年 以 前に完 成した建 物

を老朽化建築としている。 年以前
ビスが不足し、現在の一般的な生活

中 国は
の居住建築の延べ面積は約 億平方
割に相当する。老朽化している建物
1980 年代は改革・開放のもとで

つに分類している。

水準を満たしていないと言える。

は、中国社会の進歩により設備等の
の「大量建設」の時代で、耐震補強

（１）安全改修

メートルあり、全体ストックの約

性能・機能が居住者のニーズを満た
としての構造の柱・梁の改修の施策

構造耐震補強

４．既存建築の改修範
囲と既存住宅改修の課
題

していないため、グレードアップする

が進められている。 年代は「量か
ら質」への時代で省エネ改修が重視

中国では既存建築の改修範囲を

要求が高まっている。さらに、中国
は高齢化が加速している状況もあり

され、窓・ドア等の取り替えの施策
が進められるのに合わせ、美観につい

高齢者対応の住宅改造・改修のニー
ズが高まっている。

年以

降は不動産業の発展と工業化・産業

け対策強化等

ての施策も進められている。

く面積で表記されることから、概数

化の時代で新規の住宅建設への投資

（４）設備改修

なお、中国の建設量は戸数ではな
で換算する場合は乱暴ではあるが一

は活発な時代であるが、古い住宅に

外壁断熱・高性能ドア、窓・日よ

戸あたりの面 積を 100 平 方メー

ついては高齢者対応の設計や、既存

中国の 年以前の建物は、現在の

住者ニーズの多様化」の時代、 年

熱計量方式・老朽化配管の取替え

トルで除しておおむねの戸数を算出

建築を介護施設に改修する等の施策

年代後半からは「量の確保から質

年代前半までは「大量建設」の時代、

参考までに、日本の住宅政策は

が進められている。

している。 居 住 建 築 500 億 平 方
メートルは、約 億戸に相当する。

３．年 代 別の主な取り
組み

年）
」と比

年になることから、設計上の使用

50

という大きな課 題が存 在している。

期限が既に到来または超過する時期

対応改修、設備改修、エレベータ等

戸内スペースの改修、施設の高齢者

設計や技術に関係する法律は、住

が公布されている。

各年代別の課題について、次のことが

の増設と交換を盛り込んだ「既存住
代後半から 年代前半は「市場・ス

が公布されているが、既存住宅改修

言われている。

べて、耐震要求が低く安全に対する

トック重視」の時代で、
『少 子 高 齢

①設計上の安全性が低く構造の耐

に係る詳細な基準等はこれから整備、

年）
」

不安があることや、給排水配管の老

化対応やストック再生・活用』を住

震性が不十分、②配管配線の老朽化、
05

宅建築機能改修技術規 範（

朽化等により生活するうえで支障を

宅建設計画に位置づけている。日本
5

（１）1960 ～ 年代

きたしている。さらに、バリアフリー

「建築耐震設計規 範（

5

06

作成していく段階である。高齢者に
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70

70

12

00

90

③断熱等の省エネ対策が不十分、④

00

09

1

45 00

の住宅建設 カ年計画は 年に終了

10

15

90

80

70

5

等にも対応していない住宅が多いこと

70

00
00

16

の報告とさせていただき、本稿では

改修プロジェクトの概要等を紹介す

の評価および提案を行うコンサルテ

ィング業務と日本製品の導入に伴う

る。

国に導入する観点からアドバイザリ

は、日本式改修技術・施工方法を中

て取り入れる検討を日中双方でさら

の改修技術等を中国式にアレンジし

方法等を導入するためには、日本式

ニー約 平方メートル）の壁式構造

K（専床約 平方メートル、バルコ

ートル）のラーメン構造と 3LD・

方メートル、バルコニー約 平方メ

89

4

ムしている。2LD・K と 3LD・

K の住宅が抱える課題は中国内で一

般的に取り上げられている内容とほ

ぼ同様で「水回りの改善（洗面・ト

イレ・シャワー・台所）
」、「玄関・収

納スペース・洗濯機置き場の確保」
、

「バリアフリー対応（手摺・防滑床）
」

等である。

以下、2LD・K の住宅について

紹介する。

（２）2LD・K 居住者のニーズ

居住者は、現在約１・４平方メー

トルという狭小な空間に「洗面・ト

イレ・シャワー」 があり、それぞれ

を分離した空間にしたいと強く要望

している。その他には「新風設備や

洗濯置き場の設置」、「玄関・収納ス

ペースの確保」、「バリアフリー対応」

等の他、近隣住戸への配慮として工

24
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関係する法律は、国家標準としての

日本式の施工指導である。当プロジェ

（１）対象住宅

「養老施設建築設計規範（ 年）と

クトを踏まえて思うことは、日本式

６．中国既存住宅改修
プロジェクトについて
当社が中国企業と連携して取り組

ーサービスを提供するとともに、設

に深めていく必要がある。検討して

19

住宅の内装を撤去し、全面リフォー

2

16

18

「高齢者居住建築設計規範（ 年）
」
を廃止し、
高齢者介護に関連する「高

の設計・施工に係る改修技術や施工

年代の 2LD・K（専床約 平

んでいる「既存住宅改修プロジェクト」

13

齢者介護施設建築設計標準（ 年）
」

計・工事管理の

の タイプである。改修内容は既存

51

いく課題等は多々あることから今後

80

各 段 階において

2LD・K シャワーユニット

2LD・K リビング（二重床・膜天井）

を公布している。

図 1 2LD・K 住宅のイメージ間取り図
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の給排水管の老朽化によ

露出しており、上階住戸

排水管が下階の住戸内に

建具等を購入し施工している。

シート（防滑）
、壁紙、折戸・木製

器やキッチン・浴室パネル、塩ビ床

内にある日本メーカーから、衛生陶

このプロジェクトを踏まえ、高齢者対

り採用しているとのことである。また、

ついて考慮されているので、できる限

日本製品は高品質で、特に安全面に

解と同意は難しいと言わ

ましいが、上階住戸の理

修やバリアフリー対応の改修が進め

な間取り、古い設備システム等の改

る。中国の既存住宅において、狭小

実施したモデル住宅は 月に完成し

中国既存住宅改修プロジェクトで

８．
おわりに

う進めていくと話している。

より快適な高齢者介護施設になるよ

運営等のソフトに関する研究を進め、

ード研究とサービスの提供、施設の

応の設備や、健康・介護器具等のハ

り下階住戸に漏水する事
例は多く見受けられる。

７．
高齢者
（養老）介護施
設への改修について

中国の 歳以上の高齢者は、 年

億 5000 万 人 に 増 加 し、

総人口の ％弱に達する見込みであ

に約

20

本来であれば、下階住戸

の住宅改修リフォームと

上階住戸の給排水管の改

修（上階住戸の負担）を

60

18

れている。

同時に施工することが望

2

これは居住者が中国では製造・販売

重床先行工法を採用したことである。

改修工事の特徴は、日本式の乾式二

居住者のニーズを受けて実施した

（３）2LD・K 住宅改修の実施

事騒音の低減を要望している。

解体時と鉄筋を切断する際の騒音を

工事騒音においてコンクリート躯体

有効な工法である。また、改修時の

の水に破れることもなく漏水対策に

に優れた天井膜が約 リットル程度

ビニル系樹脂を特殊加工した弾力性

（2LD・K）に施工したポリ塩 化

があった場合、下階住戸

は、 上 階 住 戸 か ら 漏 水

採用している。この工法

ある「膜 天 井 工 法 」 を

ていた当社の開発商品で

では中国側が関心を示し

このため、今回の改修

二重床にしている他、日本製の介護

体と内装システムの分離）を採用し

特徴は、SI 系列（スケルトンの躯

浴室等を設置している。建物施設の

共有の談話・活動室、食事室、介護

部屋

建ての事務所を一人部屋 室と二人

改修している。建物概要は地上 階

総合棟（事務所）を養老介護施設に

この施設はアジア村の団地にある

北京市のアジア村の介護施設がある。

する事例が見受けられる。その一つに

等を高齢者介護施設にコンバージョン

おりである。最近は、事務所や学校

られていることは前項に記述したと

ている部分があることを読者にご了

最後に、中国語を直訳して紹介し

ていくことを期待している。

既存住宅改修関連の技術交流を重ね

かがえる。引き続き日中が協力して

化への応用研究や低騒音工具等の共

に関する研究の他、日本部品の中国

連携協力として、既存住宅改修技術

めることにしている。さらに、今後の

向けた研究課題等について検討を進

トにおける課題と解決および将来に

果をまとめるにあたり、当プロジェク

たところである。当プロジェクトの成

4

室で 人を収容する部屋と、

30

器具や建築設備部品等を多く採用し

承いただきたい。

り、日本部品等への関心の高さがう

なお、中国側は当社からの日本式

50

ている点である。設計担当者からは

10
の設計提案を受けて可能な限り中国

60

同開発などが案としてあげられてお

されていない「日本製のシャワーユニ

低減する工具等も活用している。

10

ット」を強く要望したことに起因す
る。
中国の既存住宅は、上階住戸の給

25 JC ECONOMIC JOURNAL 2019.12

3LD・K キッチン・洗濯機置場
3LD・K 洗面台・浴室（防滑床）
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省エネ・環境コーナー

商機をとらえる
―拡大する日中省エネ・環境ビジネス交流

の新しい工業開発区である。李鵬宇・

一般財団法人日中経済協会 事業開発部

清水 綾

府の施策について理解を深める機会とな

大連市金普新区党委員会書記は開会の

挨拶で、現在金普新区で敷地面積 平

した。各回３００人近い参加者が集い、

ビジネスマッチングは通常午後の４～５

ビジネスマッチングの 本立てが基本で、

る技術・製品のプレゼンテーション、②

績を保っている。交流会は、①企業によ

国側からは ～ 100 社程度の参加実

む行政団体、研究機関などまで多岐に

ら、下水処理など公営施設の改善に挑

理など環境ビジネスに取り組む企業か

の企業が多い。中国側企業も廃棄物処

理、土壌汚染の浄化技術などの環境系

テムなどの省エネ系か、汚水や汚泥の処

るエネルギー節約につながる製品やシス

巨大な省エネ・環境総合市場のニーズ

環境にやさしい発展を推し進めており、

源司処長も「中国はエコな文明の建設、

王静波・国家発展改革委員会環境資

援する」との方針を示した。

して投資奨励や減税など多方面から支

ことに触れ、
「日系企業進出の受け皿と

方キロの新日本工業団地を建設している

日本側参加企業は主に、設備におけ

っている。

日中省エネ・環境総合フォーラムに向けた大連・蘇州技術交流会報告
。
る（表 ）
開催地は以前から日系企業も多く進

２０１９年度で 回目となる日中省
エネルギー・環境総合フォーラムの一
出している沿岸の工業都市が中心で、

活発なプレゼンテーションやビジネスマ

時間を充てている。事前に中国企業のニ

わたる。また特筆すべき点として、昨

月 日に蘇州市で技術交流会を開催

ッチングが盛会裏に行われた。

ーズと日本企業のシーズをヒアリングし

を持っている。国家発展改革委員会は

の北京市、淄博市（山東省）での技術

会を開催したことに始まる。同年８月

ビジネスマッチングを主眼とした交流

力プロジェクトの形成を促進するため、

り、 年度は大連、蘇州それぞれ 件

商談数は回を重ねるごとに増加してお

ケートによると、ビジネスにつながった

う形式で行っている。参加企業へのアン

分ずつ商談を行ったのち、自由交流とい

の場となる可能性が高まっている。

けるコンサルや投資など包括的な交流

展開であり、省エネ・環境ビジネスにお

どが参加するようになったことは新しい

活動を促進する」と期待を寄せた。

業の間でより多くのビジネス成果が実る

経済産業省との協力を強化し、両国企

国家発展改革委員会と地方政府が主催

で工場を稼働する企業の実情や地元政

の工場などの視察も行っており、開催地

り、会場となった金普新区は 年設立

域において日系企業の最大の集積地であ

べた。

ていると改めて実感した」との所感を述

き高く、多くのビジネスの機会が存在し

環境に関するビジネスへの関心は引き続

に参加したが、日中企業において省エネ・

ネルギー調査官も「初めて技術交流会

ネルギー庁長官官房国際課統括資源エ

最多で、山下宜範・経済産業省資源エ

本交流会は日本側参加企業数が過去

交流会を皮切りに、毎年中国の地方都

程度となった。限られた時間の中で効果

年度も昨年度と同様に２カ所で実

施した。 カ所目は大連市金普新区で

８月 日に開催。大連市は中国東北地

1

15
また、当日あるいは翌日に地元企業

中国東北地域の日系企業最大
集積地・大連での技術交流会

市で開催を重ね、４年目の今年は大連

的にマッチングするには有効な方法と言

社のペアを設定し、各社に対し約

20

市（遼寧省）と蘇州市（江蘇省）で実

15 3

2

えるだろう。

が 回目の節目を迎えた 年、日中協

1

50

し、ハイレベルな技術交流会となってい

経済産業省と日中経済協会、中国側は

19

19

19

4

技術交流会の有効性
技術交流会は日中省エネルギー・環

年以来商社や金融機関、法律事務所な

参加企業数も日本側から ～ 社、中

環事業として、８月 日に大連市で、

1

施した。フォーラムに向けて、日本側は

16

15

28

13

19

た上で日本企業 社につき中国企業 、

24

境総合フォーラム（以下「フォーラム」
）

10
10

14

26
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表 1 技術交流会の実施実績
開催地

10 社

14 社

マッチング参加
企業数

11 社

14 社

12 社

13 社

7社

17 社

16 社
ビジネスにつな
がった商談数

５件

4件

16 件

14 件

5件

14 件

14 件

（ ）企業プレゼンテーション
日本企業 社、中国企業 社が各社
９分程度、技術・製品についての紹介プ
レゼンテーションを行った。各々の製品
の特長や技術の応用例について、スライ

．
伸和商事控股集団有限公司

．碧菲分離膜（大連）有限公司（中

国企業）

．大連闊森特新型建材有限公司（中

国企業）
（ ）マッチング交流

中には実際に製品を用いたデモンストレ

たり 分とし、日本企業 社につき中

ビジネスマッチングは、 ラウンドあ

ドや動画を用いてプレゼンを行ったが、

ーションを行い、注目を集めた企業もあ
った。
●プレゼンテーション企業

国企業 社とマッチングを行う方式で実

施した。日本企業は 社がブースを設

け、最も多い企業では 社とマッチング

を行った。技術を持つ企業だけでなく商

いニーズを聴取する場として役立った。

社もマッチングに参加し、中国側の幅広

●日本側マッチング参加企業

．
株式会社 日立産機システム

．東麗（北京）科技咨詢服務有限公

司

．
藍星東麗膜科技（北京）有限公司

．
岩谷産業株式会社
．
三浦工業株式会社
．
株式会社 J&C

．
富士電機株式会社

司

公司

．
丸紅（北京）商業貿易有限公司

察した。同社は 1992 年 月に設立

ある、日本電産（大連）有限公司を視

比較的早くから進出している日系企業で

（ ）企業視察

技術交流会翌日の 日、金普新区に

．
株式会社トヨックス

．東麗（北京）科技咨詢服務有限公

．
大連大陽日酸気体有限公司

公司

．豊田通商（天津）有限公司大連分

大連技術交流会ビジネスマッチングの様子

2

．
株式会社 日立産機システム

．
富士電機株式会社

1

1

．
藍星東麗膜科技（北京）有限公司
．
株式会社荏原製作所
．
岩谷産業株式会社
．
株式会社 J&C
．
清本鉄工株式会社

．
伊藤忠（大連）有限公司

．
伸和商事控股集団有限公司

．
株式会社ダイキアクシス

．
中部エコテック株式会社

検討しているなど展望を示すと同時に、

イチェーンを含めた企業城下町の形成を

も多いという。同社は今後大連でサプラ

従業員が在籍し、勤続年数の長い社員

ィススタッフを合わせて約 3500 人の

ターを開発、製造している。工場とオフ

に家電用、車載用モーターなど各種モー

し、大連では中国国内向けと輸出向け

2

．
株式会社トヨックス

17

12

3 17

20

．
株式会社荏原製作所

15

4

3

4

5

6

7

8

14 13 12 11 10 9

．
清本鉄工株式会社

1

2

16 15

13 12
14
2

12

．
中部エコテック株式会社
水質浄化用薬剤のデモンストレー
ションを行う J&C 社

5
6
7

8

11 10 9

12 社
プレゼン企業数

1

1
2
3
4

．三井物産（中国）有限公司東北分
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※省エネ技術交流
会として実施

北京

15 社
13 社
14 社
14 社
（中国企業含） （中国企業含） （中国企業含） （中国企業含）

蘇州（江蘇省）
大連（遼寧省）
青島（山東省）
瀋陽（遼寧省）
天津
※環境技術交流会
として実施

第 13 回
第 12 回
第 11 回
第 10 回
淄博（山東省）
開催フォーラム

日程

16 年 8 月 5 日

16 年 8 月 8 日

17 年 9 月 26 日

18 年 9 月 25 日

18 年 9 月 27 日

19 年 8 月 19 日

19 年 10 月 24 日
参加企業数

日本側：12 社
中国側：46 社

日本側：16 社
中国側：68 社

日本側：14 社
中国側：53 社

日本側：19 社
中国側：102 社

日本側：17 社
中国側：46 社

日本側：36 社
中国側：98 社

日本側：20 社
中国側：94 社
総参加者数

-

-

約 120 人

約 100 人

約 150 人

約 300 人

約 290 人

（出所）筆者作成
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日 本 政 府に
対し、 輸 出

施 や、 少 子

化による人

語が掲示してあり、市場での競争意識

日本企業 社が各社９分のプレゼン

．
太平洋セメント株式会社

テーションを行った。今回は中国側の提

．
上海速宜環境科技有限公司

を追求する姿勢が見て取れた。

案により、水処理や土壌改善を専門と

ネ・環境ビジネス市場においてどのよう

．
茶谷産業株式会社

．
三浦工業株式会社

．
アズビル株式会社

する清華大学環境学院の黄霞教授、劉

翔教授から日本企業がプレゼンした技

次世代・新エネ等に注力する蘇
州での技術交流会

に開催。会場となった蘇州国家高新技

な優位性や将来性があるか、また市場

術や製品について 社ずつ、中国の省エ

に理系人材
術産業開発区（蘇州高新区）は 年に

２カ所目となる蘇州市では 月 日

の増 加に向

材 不 足、 特

6

1

．
エンバイオ（南京）環保技術有限

会社・日本財産保険（中国）有限公司

．
株式会社トーワ建設

らと率 直な

せ、 参 加 者

の期 待を寄

け た 支 援へ

産業、医療産業などにも注力しており、

近年は次世代情報産業や新エネルギー

域である。長らく製造業中心だったが、

が進出し、日本とは非常に縁の深い地

設立され、現在も 550 社の日系企業

を聞きに行く企業もみられた。

有益な評価となり、積極的に教授に話

く、プレゼンをした日本企業にとっても

中国企業の理解の助けとなるだけでな

コメントしてもらった。プレゼンを聴く

の見通しや今後必要になる技術について

自由交流時間になると自ら相手企業を

交流とした。日本企業は 社が参加し、

の商談を４ラウンド行い、その後自由

．
株式会社Ｊ＆Ｃ

意見交換を

浙江大学や清華大学などの大学研究機

大連と同様、１ラウンドあたり 分

（ ）マッチング交流

した。

．
株式会社トヨックス

●プレゼンテーション企業

もあった。またマッチング交流会と並行

探しに行き 社近く面談を行った企業

関も誘致されている。
開会に際し、呉新明・蘇州高新区党

．
アズビル株式会社

●日本側マッチング参加企業

20

．
エンバイオ（南京）環保技術有限

1

．
太平洋セメント株式会社

会社・日本財産保険（中国）有限公司

2

．
ハイケム株式会社

3

．
株式会社Ｊ＆Ｃ

4

．
株式会社トーワ建設

5

．
株式会社トヨックス

6

．
株式会社フジタ

7

．
三浦工業株式会社

8

9

工 場では

開 発 オ フィ

して、隣室で中国企業の技術発信のた

るためのプラットフォームを構築し、高

．
富士電機株式会社

し、製造や生産管理の現場における細

新区の省エネ・環境保護産業の発展を

工委書記はあいさつで「今回の技術交流

かな指示のテープや、ほぼ内製したと

促進するだろう」と述べた。経済産業

ス やモ ー タ

いう大型プレス機などの紹介を受け、

省の飯田大介・通商政策局北東アジア

めの中国企業によるミニプレゼン（技術

同社の徹底した管理と効率化、 技術

課企画官も、
「今年前半まで日本貿易

．
株式会社フジタ

力をうかがい知ることができた。また、

振興機構の上海事務所副所長を務め、

会は日中企業、研究機構、地方政府等

永守重信・日本電産会長の「茹で蛙に

蘇州には何回も足を運んだ。蘇州と日

ーの製 造工

なるな、脱皮しない蛇は死ぬ」という

本企業は深い関係があり、地方レベルで

の宣伝と紹介）も実施した。

言葉は中国語でも同様の表現があるた

日中の交流が非常に深く行われているこ

．
堀場（中国）貿易有限公司

め現地スタッフにも馴染みやすいとい

とに改めて感銘を受けた」と話した。

などが省エネ・環境保護分野で協力す

い、メインのスローガンとして大きく掲

（ ）企業プレゼンテーション

1

げていた。工場内の随所にこうした標

2

15
3

16

程を見学

壇上でプレゼンテーションをするトーワ建設社

4
1
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振 興 策の実

左・
「茹で蛙になるな」のスローガン、右・製品のモーターについて説明を受ける参加者
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った。中には同社総経理に今後設備更
新のために必要な技術などを聞き、事
業協力の可能性を探る参加者もいた。
日本企業の NGK（蘇州）環保陶磁

年から蘇州に工場を構えている。

有限公司は、日本ガイシ株式会社の出
資で
同社は自動車排ガス浄化用セラミック
スを製造しており、今回は 年 月か
12

．
富士電機株式会社

．
堀場（中国）貿易有限公司

．
上海リーグ法律事務所

（ ）企業視察
蘇州においても技術交流会の翌 日

に、中国ローカル企業と日系企業の

評価
これまで技術交流会には、既に中国
市場で一定の実績がある大手企業から、
これから市場を開拓したい中小企業ま
で幅広い企業が参加してきた。しかし
どの企業においても「多産多死」の中国

ローカル企業として視察した蘇州星

は容易なことではない。その点、本技術

関係を築ける協力相手を見つけること

企業の中から、信頼でき、かつ継続して

火環境浄化股份有限公司は 年設立、

社を視察した。

解を深めた。

最新の設備を見て回り、各製造過程で

．
茶谷産業株式会社

海分公司

．
雪ヶ谷化学工業株式会社

なる予定で、オートメーション化された

除去フィルター（GPF）の生産拠点に

場はガソリン車用の PM（粒子状物質）

ら稼働予定の新工場を視察した。新工

19

どのようにセラミックが加工されるか理

．
上海速宜環境科技有限公司

01

．大器環保工程（大連）有限公司上

蘇州技術交流会でのビジネスマッチングの様子

25
2

と設備を見学し、異臭のない整然と管

いる。同社の廃水処理場にて処理工程

全管理のコンサルティングなどを行って

危険廃棄物の処理や企業向けに環境保

と言える。

な信頼のもとで行われていることは強み

や地元政府などとの共催により、盤石

日本の経済産業省と中国の国家発改委

交流会がフォーラムの一環事業として、

97

理された工場は参加者からも高評価だ

また大連、蘇州という既に日系企業

ムとして定着してきたと言えるのではな

いだろうか。

めの協力はな

を更新するた

あるいは設備

術 力 や 製 品、

対応できる技

の企業にとって、そうした高度な基準に

任を得ていくかは課題である。日中双方

規制基準をクリアし、いかに行政の信

業にとっても今後さらに厳しくなる環境

した企業は少なくない。他方、中国企

を売り込むために本技術交流会に参加

開催してきたフォーラムはまさに中国で

ろう。日中政府の共同事業として継続

うした情報提供も必要な支援となるだ

実務上の課題を聴取しており、今後そ

関する法令の運用が明確でない」という

州技術交流会でも参加者から「環境に

こともまた重要になってくる。大連、蘇

などの情報や事例について知見を高める

スを行う段階で政府の環境政策や法令

ートナー探しはもちろん、いざビジネ

を行う企業にとって、現地での優良なパ

実際に中国で省エネ・環境ビジネス

今後の課題

お必要とされ

の省エネ・環境ビジネスにおける政策や

こし、ニーズのヒアリングを行い、自社

も、継続して地元の中国企業を掘り起

が深く根を下ろしているエリアであって

左・蘇州星火環境浄化股份有限公司の排水処理場見学、
右・NGK（蘇州）環保陶磁有限公司の新工場見学

ている。

件数が一定の

クトの形成促進という前提のもと、引

フォーラムに向けた日中協力プロジェ

現状に対する中国官民の取り組みを直

ラインを維持

き続きビジネスマッチングをメインとし

技術交流会

できるように

た日中企業の交流会を行うという基本

接知ることができる機会だが、それをロ

なったことは、

方針は維持しつつ、今後はよりきめ細や

の参加企業数

幅広い企業に

かなニーズとシーズに基づくビジネスマ

ーカルな技術交流会に還元するサイク

対し、その協

ッチングの実施、そしてよりフォーラム

やビジネスに

力のきっかけ

と連携した有意義な情報提供の場とな

ルも求められつつある。

を提供するプ

るよう発展が望まれる。

結び付く商談

ラットフォー
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行為に対する行政処罰
や日本の自動車部品メーカー等 12 社の価格独占協定の事件
（14

金杜法律事務所（King&Wood Mallesons）
中国弁護士
中国政法大学大学院 特任教授

劉新宇

市場支配的地位の濫用行為について、中国独禁法 17 条によ

年）
、PVC（ポリ塩化ビニル樹脂）価格独占協定の事件（17 年）

りますと、価格と関連する行為（正当理由なき不公正な高値で

など、外国企業が関連し、あるいは全国的に影響を及ぼした重

の商品販売、不公正な廉価での商品購入、原価に満たない価格

大事件ばかりです。

での商品販売）
、それと関連しない行為（取引相手の制限、抱

最後に、業種に関しては、建設材料、自動車、保険、医薬

合せ販売、その他不合理な取引条件の附加など）の 2 類型が

品などが当局による取締りの重点とされているほか、化学品、

あり、公表されている関連事件 45 件のうち、価格関連事件は

運送、製紙、花火製造業に属する企業の処罰事例もあり、消

7 件、非価格関連事件は 38 件に上ります。

費者の生活と密接に関連する分野の企業が多数罰せられていま
す。
（2）縦の独占協定事件
これまで公表されている縦の独占協定調査・処罰の事例はい

また、業種別にみますと、給水、ガス、医薬、通信、電力など、
市場集中度が高く、消費者の生活とますます密接な業種の企業
が調査・処罰の対象となっています。

3．今後の傾向

ずれも価格関連（転売価格の固定・制限）の事件ですが、法令

既述のように、独占協定事件、市場支配的地位濫用事件には

上は、価格と関わらない「その他国務院独禁法執行機関が認定

地域、業種の観点からの特徴がそれぞれ見受けられますが、今

した独占協定」が縦の関係の事業者間で締結され、処罰の対

回の 3 つの暫定規定の施行に伴う今後の傾向として、次のこと

象となることも考えられます。この点、今回の暫定規定の 1 つで

が予想されます。

ある「独占協定の禁止に関する暫定規定」は、その 13 条にお

第 1 に、法執行機関の統一により、価格・非価格の限界が

いて、
非価格独占協定の違法性の判断にあたっては、
競争を排除・

さらに曖昧となり、販売地域、販売数量などの非価格独占行為

制限する効果を証明しなければならないものと定めていますが、

が行われた場合には、従来のように価格独占行為ばかりでなく、

実務上、その証明はそれほど容易ではありませんので、今後に

これら非価格独占行為の競争制限効果にも注意が及ぶようにな

おいて処罰対象となる縦の独占協定も、価格関連の事件が依然

り、処罰の可能性が高くなります。

としてその中心になるものと予想されます。

第 2 に、省によっては、独禁法処罰事例が稀有又は皆無との

こちらも地域、業種の観点から検討してみますと、まず、関

状況がこれまで続いてきましたが、今後においては、各地の法

連事件 23 件のうち、上海市の処罰事例がそのほぼ半数を占め

執行機関の独禁法に対する意識が深まり、処罰事例がこれまで

る11 件に上り、他の省の事件は計 8 件、残り 4 件は国の独禁

よりも広範囲で増えていきます。

法執行機関による処罰事例となっています。このように、公表さ

第 3 に、これまで法施行の重点とされてきた医薬、食品、水

れている限り、多くの省においては縦の独占協定を処罰した事

道電気、自動車などに加え、近い将来においては、デジタル・

例は一件もなく、それに関する独禁法の運用は、今なお一部の

プラットフォーマー、インターネット配車サービス等のインターネ

地域にとどまっています。

ット関連の企業も調査・処罰を受けるようになり、消費者の生

次に、業種別に分けると、自動車関連の事件が最多の 8 件で、

活と密切な業種がますます規制対象として増えていくでしょう。

これには例えば、19 年に一時話題となった某外資系完成車メー

最後に、法執行機関が法運用の経験を重ね、企業側も独禁

カーが重慶市の販売店の最低価格を制限したとして、重慶地域

法になじんでいくことにより、法的救済措置の利用が今後活発

での前年度の全製品売上高の 4％にあたる約 1.6 億元の過料を

化していくものと期待されます。

科された事件などがありました。それに次ぐのが医薬品関連の

4．おわりに

調査・処罰事件 3 件であり、縦の独占協定事件で処罰されてい

冒頭で触れましたように、独禁法執行機関たる「独禁局」の

るのも、消費者の生活と密接に関わる分野の企業といえます。

新設、今回の 3 つの暫定規定の施行により、中国においては、

なお、これら各事件の行政調査処罰決定書に記された処罰

これまで公表されている多くの事件以上に、独占協定行為、市

の理由に着目してみますと、処罰対象となった企業の多くは、

場支配的地位濫用行為に対する規制がますます強化されていく

販売店契約（Distributor agreement）を通じてその販売店か

ものと思われます。したがって、各企業においては、独禁法の

ら第三者への再販売価格を固定し、又は第三者への再販売商品

観点からもコンプライアンスの維持・強化に努める必要があり、

の下限に制限を設けたために罰せられました。自動車、医薬品、

その一環として、社内教育・外部研修により従業員の独禁法に

化粧品、家電などの業界には、販売店契約によってこのような

関する知識を深めていくこと、内部監査・内部通報などを通じ

価格制限を行う商習慣が見受けられますが、中国独禁法のみな

て社内の違法行為を早期に発見する体制を構築するほか、万が

らず、自動車販売管理弁法等の法令においてもそれは禁止され

一、行政調査が入る事態となった場合に備えた対策として、専

ていますので、リスクヘッジの視点から、販売店契約における

門家による協力の下、リニエンシー制度、承諾調査中止制度を

価格制限条項は修正すべきと思われます。

活用した対応も行いうる危機管理、調査対応の社内制度を整え

（3）市場支配的地位濫用事件

ておくことが望まれます。
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中国における独占禁止新法令と独禁法違反
ー独占協定、
市場支配的地位濫用を中心に

独禁法の最新動向として、2019 年 9 月 1 日、国家市場監督管理総局より公布されていた「独占協定の禁止
に関する暫定規定」
、「市場支配的地位濫用行為の禁止に関する暫定規定」
、「行政権力の濫用により競争を排
除、制限する行為の防止に関する暫定規定」が施行されました。中国では、
それ以前の独禁法の執行権限は商務部（事
業者結合審査を担当）
、国家発展改革委員会（価格独占規制を担当）および国家工商行政管理総局（非価格独占行
為の規制などを担当）の 3 機関に分散されていましたが、18 年 4 月、
「国家市場監督管理総局」の下位機関として「独
禁局」が新設され、独禁法の執行権限はこの独禁局の下に統合されることとなりました。この組織改革を受け、従来
の独禁法関連法令の整理・統合を最大の目的として制定されたのが、これら 3 つの暫定規定であると思われます。
一方、独禁法は、08 年 8 月 1 日の施行から 10 年以上が経過しており、国家市場監督管理総局独禁局の呉振国
局長は 19 年 8 月 30 日の記者会見で、同法の施行から独占協定事件に関しては 179 件、市場支配的地位濫用事件
に関しては 61 件の調査処分が行われたことを明らかにしました。
以上のような事情から、今回の 3 つの暫定規定には独占協定、市場支配的地位濫用についてどのような規定が定
められているのか、中国における独占協定、市場支配的地位濫用事件にはどのような特徴や傾向がみられ、また、日
本企業はどのように対応すべきでしょうか。

1．独占協定、市場支配的地位濫用に関する新
規定の概要
（1）独占協定の禁止に関する暫定規定
この規定は、主に次のような形で、独占協定の認定方法およ

2．独占協定事件、市場支配的地位濫用公開事件の
特徴
筆者が処罰の詳細が公表されている独占協定事件、市場支
配的地位濫用事件を取りまとめてみたところ、19 年 9 月末まで

び法執行の手続を明確化しました。

に公表があったものとして、独占協定事件 103 件（うち、横の

①競争関係がある事業者間の独占協定（横の独占協定）
、事業

独占協定 80 件、縦の独占協定 23 件）
、市場支配的地位濫用

者とその取引相手との独占協定（縦の独占協定）それぞれの態

事件 45 件が確認されました。以下、これらそれぞれの事件の

様を列挙するとともに、当局が「その他協定行為」の認定に際
して考慮すべき要素を詳述。

特徴につき検討していきます。
（1）横の独占協定事件

②非価格の縦の独占協定について、協定行為自体が違法ではな

今回把握しえた関連事件 80 件のうち、競争関係にある事業

く、競争を排除・制限する効果の観点から判断するとの原則を

者間において商品価格を維持・変更する価格関連の事件が 46

導入。

件、非価格関連の事件が 34 件に上り、前者のほうが後者を若

③独占協定の除外事由につき、事業者によるその立証、当局に

干上回りましたが、後者の事件の中では、販売市場あるいは原

よるその認定に際して考慮すべき要素などを詳細に提示。

材料調達市場を分割する事例が半数以上を占めました。

④リニエンシー制度につき、重要な証拠をもって自発的にその

横の独占協定となる態様としては、ほとんどの事件において、

申請を行った 3 番目の事業者まで、1 番目は 80％以上、2 番目

業界団体の会議や同業他社との会席の場で競争関係にある事

は 30 ～ 50％、3 番目は 20 ～ 30％の課徴金減額を行うものと

業者間の協議が行われ、価格カルテル等が締結されるという経

詳細に定めるなど、リニエンシー制度の明確な運用ルールを確

緯をたどっています。特にご注意いただきたいのは、独占協定

立。

の締結・実施において主導的役割を果たした事業者のみならず、

（2）市場支配的地位濫用行為の禁止に関する暫定規定
この規定は、主に次のような形で、市場支配的地位濫用行

特に異議を申し立てることなく単にその協定に従っただけの事
業者も、行政処罰の対象となりうる点が挙げられます。例えば、

為の認定・処理につき明確化しました。

16 年のエスタゾラム薬品カルテル事件でも、価格カルテルに黙

①市場支配的地位の認定に際して考慮すべき要素を細分化し、

示的に同調し値上げを行った事業者が、他の事業者より軽い処

特にインターネット、知的財産権分野における当該地位の要素

罰であったとはいえ、罰せられました。

を明示。

また、広大な中国の地域差から、中国各省（直轄市、自治区

②正当な理由なき不公正な高価での商品販売、不公正な低価

を含む）ごと、独禁法施行の頻度や重点領域に明確な差異が生

での商品購入など、市場支配的地位濫用行為 6 類型を具体的

じており、浙江省、湖南省、広東省では横の独占協定行政処罰

に列挙するとともに、これらの行為の免責事由となりうる「正

事件が 7 件以上公表されているのに対し、湖北省、黒龍江省、

当な理由」についても規定。

甘粛省、青海省、福建省、チベット自治区等においては、1 件

③市場支配的地位の濫用に対する行政罰とこれに付するための

も見受けられません。

手続、課徴金の金額確定にあたり考慮すべき要素などのほか、

他方、関連事件 80 件のうち、国の独禁法執行機関による処

事業者において行政命令の遵守を証明すれば行政罰が軽減さ

罰事例は 6 件にとどまり、件数としては決して多いとはいえませ

れる旨を明記。

んが、液晶パネルメーカー 6 社の価格独占協定の事件（13 年）
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■ 9/30 〜 10/1
長が参加

中国建国 70 周年記念行事に伊澤理事

中華人民共和国は今年で建国 70 周年を迎えた。これに伴
い、閲兵パレードを含む大規模な記念行事が北京で 9 月 30
日と10 月1日の 2 日間にわたり開催された。主な記念行事は、
人民大会堂でのレセプション、天安門広場での閲兵パレード
と祝賀会であり、日本からは元閣僚、著名なバレエ団の代表
者、元駐中国日本大使など、政治や文化の分野で活躍されて
いる方々を中心に約 20 人が参加。当協会は、中日友好協会
の招聘により伊澤正理事長が参加した。
4/24
■ 10/10 孫喆・ハルビン市長来会

孫喆・ハルビン市長一行は、新潟市でのハルビン市・新潟
市友好姉妹都市 40 周年式典、同市投資・観光 PR イベント
開催および関係企業訪問を目的に来日し、当協会を訪問。孫
市長からは、ハルビン市の人口は 1,100 万人で、日本の名古
屋等への直行便があり、2018 年の国内・外国人観光客はの
べ 8,500 万人で冬場の氷祭り、スキーなどで賑わっているこ
とが紹介された。今後の日本との協力分野としては、黒龍江
省自由貿易試験区（今年 8 月末認可）
、食品加工、観光旅行、
高齢者福祉、住宅・不動産等への期待が示された。

■ 10/23 李偉・瀋陽市科学技術局国際合作処処長来会

日本企業との協力強化を目的に李偉・瀋陽市科学技術局国
際合作処処長一行が来日し、当協会を訪問した。李処長から
は、瀋陽市には 114 カ所の大学、研究所、124 カ所の企業
インキュベーションセンターがあること、瀋陽市ハイテク企業
協会の会員企業は 1,500 社で、今後、日中企業間で企業マッ
チング等を行いたい意向などが紹介された。また、新松機器
人自動化株式有限公司の杜振軍部長からは、同公司は産業
用・搬送用ロボット（年産約 1,000 台）
、協業ロボット（年産
約 300 台）を生産し、現在、同公司が進める「ロボット未来
城」プロジェクトは、総投資額 50 億元、入居企業 1,000 社
の計画であるとの紹介がなされた。

■ 10/24 蘇州技術交流会

当協会は、24 日、
「第 13 回日中省エネルギー・環境総合
フォーラム」につなげる日中両国企業のビジネスマッチング
交流の一環として、中国側の国家発展改革委員会資源節約
環境保護司、国家発展改革委員会国際合作中心、蘇州国家
高新技術産業開発区管理委員会および清華蘇州環境創新研
究院と日本側の経済産業省との共催により、江蘇省蘇州市に
て技術交流会を開催した。約 290 人の日中関係者が出席し、
午前に日本企業 12 社による技術・設備プレゼンテーション、
午後にビジネスマッチング交流会を行った。日本企業は 16
社が参加し、中には 20 社近くと商談を行った企業もあった。
翌日、省エネ・環境事業に取り組む日中の企業を視察した（詳
細は本号「省エネ・環境コーナー」を参照）
。

■ 10/25 江沢林・吉林省政治協商会議主任来会

日本の「農業の 6 次産業化」等の視察を目的に江沢林・
吉林省政治協商会議主任一行が来日し、当協会を訪問した。
江主任からは、吉林省は農業が発展し、農産物加工、農産
品の販売などの面で優位性が高いこと、日本は農家の生産
規模などが中国と似ており、農業技術、農業経営のノウハウ
が参考になること、
「農業の 6 次産業化」は日本の発明であ
り、農産品加工、バイオ技術、農業分野での情報通信、スマー
ト農業等は日本の農業の発展に寄与していることなどの紹介
があり、今後の協力等についても意見交換を行った。

■ 10/29 王志偉・吉林省商務庁長来会

日本企業との協力強化を目的に、王志偉・吉林省商務庁長
一行が来日し、当協会を訪問した。王庁長からは、吉林省は
国務院が発表したビジネス環境ランキングで全国第 12 位で
あること、吉林省には 62 校の大学があり、最大規模の吉林
大学の在校生は約 6 万人であること、2020 年 1 月 1 日の外
商投資法施行は日本の対中投資にも有利になると考えられ、
現在、長春市での新たな日本工業団地の設立に向け商務部
と検討中であること、今後の企業交流の希望分野は自動車、
IoT、食品加工であることなどが紹介された。
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中国・日中の主要経済指標
本表は、中国国家統計局発表を中心に、2019 年第３四半期までの主要経済指標
（速報値）をとりまとめたものです。
データが更新された場合は、当会ウェブサイト（http://www.jc-web.or.jp/）に反映します。
項

目

国内総生産
（GDP）名目額
〃 実質成長率
（前年比）
（注 1）
四半期 GDP 実質成長率
（前年比）
1 人当たり GDP
〃 実質成長率
（前年比）
食糧生産量
工業生産額
（付加価値ベース）
〃 前年比
（注 2）
うち一定規模以上の工業企業
（前年比）
固定資産投資額（注 3）
〃 前年比
（名目）
不動産開発投資額
〃 前年比
（名目）
社会消費財小売総額（注 4）
〃 前年比
（名目）
消費者物価指数
（CPI）
工業品出荷価格指数
（PPI）
都市部 1 人当たり可処分所得
〃 実質伸び率
農村部 1 人当たり可処分所得（注 5）
〃 実質伸び率
都市部新規雇用者数
都市部登録失業率
中国の貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の輸出額
〃 前年比
中国の輸入額
〃 前年比
中国の輸出入収支
中国の対日貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の対日輸出額
〃 前年比
中国の対日輸入額
〃

前年比

単

位

億元
%
%
元
%
億トン
億元
%
%
億元
%
億元
%
億元
%
%
%
元
%
元
%
万人
％
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
億ドル
%
億ドル
%
億ドル
%

中国の対日輸出入収支
億ドル
（注 6）
世界の対中直接投資契約件数
（中国商務部統計）
件
〃 前年比
%
世界の対中直接投資実行額（ 〃 ）
億ドル
〃 前年比
%
日本の対中直接投資契約件数（中国商務部統計）
件
〃 前年比
%
日本の対中直接投資実行額（ 〃 ）
億ドル
〃 前年比
%
経常収支
億ドル
（注 7）
マネーサプライ
（Ｍ２）
億元
〃 前年比
%
外貨準備
億ドル
対外債務残高（注 8）
億ドル
対ドルレート
元 /US ＄
日本の対中貿易総額
億ドル
（財務省貿易統計・ジェトロ換算）
〃 前年比
%
日本の対中輸出額
億ドル
〃 前年比
%
日本の対中輸入額
億ドル
〃 前年比
%
日本の対中輸出入収支
億ドル
日本の対中直接投資額
億ドル
（財務省国際収支状況・ジェトロ換算）
〃 前年比
%

2015 年

2016 年

2017 年

2018 年

2019 年
1〜3月
213,433
6.4
6.4

2019 年
1〜6月
450,933
6.3
6.2

2019 年
1〜9月
697,798
6.0
6.2

689,052
6.9

743,585
6.7

820,754
6.8

919,281
6.6

49,351
6.3
6.6060
236,506
6.0
6.1
551,590
10.0
95,979
1.0
300,931
10.7
1.4
-5.2
31,195
6.6
11,422
7.5
1,312
4.05
39569
-8.0
22,749.5
-2.9
16,819.5
-14.2
5,930.0
2,786.6
-10.8
1,356.7
-9.2
1,429.9

53,980
6.1
6.6044
247,860
6.0
6.0
596,501
8.1
102,581
6.9
332,316
10.4
2.0
-1.4
33,616
5.6
12,363
6.2
1,314
4.02
36,855.7
-6.8
20,981.5
-7.7
15,874.2
-5.5
5,107.3
2,747.9
-1.3
1,292.6
-4.7
1,455.3

59,660
6.3
6.6161
279,997
6.4
6.6
631,684
7.2
109,799
7.0
366,262
10.2
1.6
6.3
36,396
6.5
13,432
7.3
1,351
3.90
41,045.0
11.4
22,635.2
7.9
18,409.8
15.9
4,225.4
3,029.8
10.1
1,373.2
6.1
1,656.5

64,644
6.1
6.5789
305,160
6.1
6.2
635,636
5.9
120,264
9.5
380,987
9.0
2.1
3.5
39,251
5.6
14,617
6.6
1,361
3.80
46,230.4
12.6
24,874.0
9.9
21,356.4
15.8
3,517.6
3,276.6
8.1
1,470.8
7.2
1,805.8

6.5
101,871
6.3
23,803
11.8
97,790
8.3
1.8
0.2
11,633
5.9
4,600
6.9
324
3.67
10,272.1
-1.5
5,517.6
1.4
4,754.5
-4.8
763.1
741.8
-2.1
353.0
2.6
388.8

6.0
299,100
5.8
61,609
10.9
195,210
8.4
2.2
0.3
21,342
5.7
7,778
6.6
737
3.61
21,612.0
-2.0
11,712.0
0.1
9,900.0
-4.3
1,812.0
1,511.0
-4.0
695.0
-1.1
816.0

5.6
461,204
5.4
98,008
10.5
296,674
8.2
2.5
0.0
31,939
5.4
11,622
6.4
1097
5.20
33,517.8
-2.4
18,251.1
-0.1
15,266.8
-5.0
2,984.3
2,318.5
-4.9
1,061.8
-1.5
1,256.8

-12.2

1.8

13.7

8.9

-6.1

-6.4

-7.6

-73.2
26,575.0
11.8
1,262.7
5.6
643.0
-1.5
31.9
-26.1
3,042
1,392,278
13.3
33,303.6
13,829.8
6.2284

-162.6
27,900
5.0
1,260.0
-0.2
576.0
-10.4
31.1
-3.1
1,964
1,550,067
11.3
30,105.2
14,158.0
6.6423

-283.3
35,652
27.8
1,310.4
4.0
590.0
2.4
32.7
5.1
1,649
1,676,769
8.2
31,399.5
17,106.2
6.7518

-335.0
60,533
69.8
1,349.7
3.0
828.0
40.3
38.1
16.5
491
1,826,744
8.9
30,727.1
14,200.0
6.6174

-35.8
9,616.0
-32.9
358.0
3.7

-121.0
20,131
-32.0
707.4
3.5

-195.0
30,871
-32.8
1,007.8
2.9

10.9
1.9
586
1,889,412
8.6
30,987.6
13,600.0
6.7093

19.8
8.8
882
1,921,360
8.5
31,192.3
19,980.0
6.8747

31.4
-0.3
549
1,952,250
8.4
30,920.0

2,699.4

2,703.2

2,969.1

3,174.1

728.0

2,623.1

2,231.4

-12.7
1092.7
-14.0
1606.7
-11.8
-514.1

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

9.8
1,326.5
16.5
1,642.6
5.0
-316.0

6.9
1,439.5
8.5
1,734.6
5.6
-295.1

-3.8
309.2
-8.3
418.9
-0.1
-109.7

-18.9
1,245.9
-10.1
1,377.2
-5.3
-131.3

-3.9
974.2
-8.3
1,257.3
-0.2
-283.1

100.1

95.3

111.2

107.6

36.3

79.7

-8.1

-4.8

16.7

-3.3

91.3

15.3

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

7.0729

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