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界へ寄与するとの思いを強くする中、今年に入り「コ

第三国市場での協力などの事業を通じて日中産業

ていま す。 富 士 電 機 は、 中 国 国 内での地 産 地 消、

国となった中国には、大きな期待が寄せられ

年、グローバル経済成長のためには、経済大

実現してきました。例えば、大連のスマートバレー

場、 建物、工業園区、 地域社会の省エネルギーを

器を一体としてトータルソリューションを提 供、工

ネルギー管理システムとパワーエレクトロニクス機

提 供 する食 品 流 通を展 開していま す。 さらに、エ

しい発電プラント、 食の安心・安全・無人販売を

近
ロナ感染症」 が地球規模で蔓延し、 未曽有の災害

生 態 産 業 園 区では、エネルギー管 理システムを導

入、 また無 錫 富 士工 場ではエネルギー管 理システ

となっています。
「コロナ感染症」が急速に全世界に蔓延した背景

ムに加えインバーター等パワーエレクトロニクス機

中国当局も習近平国家主席が提唱した「绿水青

には、 人、 物、 資金、 情報等様々な分野での活発

球規模で様々な問題に対処する重要性がますます

山就是金山银山（澄んだ水と緑の山は金山、 銀山

器を設置、 短期間で大幅な省エネルギーを実現し

高まってくるでしょう。その中でも、「エネルギー・

である）
」の理念の下、人間と自然との調和・共生

な交 流があったものと推 察します。「ポスト・コロ

環 境」 分 野での改 善は正に地 球 規 模で人 類が一丸

の法則に則り、 中国生態文明建設を推進するとの

ました。

となって取り組まなければならない課題であると考

ゆるぎない決心を基 礎に「エネルギー・ 環 境」 分

ナ」においては、 経 済 活 動を継 続しながらも、 地

えます。

ルギーの有効活用を実現するパワー半導体、パワー

としています。 係る方針の下、 中国においてもエネ

持続的成長を図る取り組みに貢献することを目標

指す、SDGs 達成に向けた経済、 社会、 環境の

とを経 営 方 針の柱に据えています。 国 際 社 会が目

境 事 業」で持 続 可 能な社 会 実 現に貢 献していくこ

然との調和」を経営理念に掲げ、「エネルギー・環

とともに「エネルギー・環境」 分野に配慮しつつ、

成し遂げる新時代における経済社会復興に、 中国

大が十分に予想されます。 私どもは、 地球規模で

ます。 他方、 係る分野は電力等エネルギー消費増

通じ日本、 中国等世界経済の復興が期待されてい

これまでの生 活とは異なるデジタル社 会の実 現を

タセンター、 半導体等の分野での技術革新により、

ポスト・コロナにおいては５G、IoT、AI、デー

野の強化拡充を展開しています。

エレクトロニクス機器とそれらを組み合わせたオー

参画していきたいと願っています。

当社では、「豊かさへの貢献」「創造への挑戦」「自

トメーションを実現する産業システムや環境にやさ
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米中対立 両極のシナリオ
大統領選はバイデン氏の勝利

立のサイクルに入ったのは戦後、世界

さらに歴史的にみれば、米中が対

向けて採択した党綱領からも、そん

民主党が８月下旬、米大統領選に

日本経済新聞社 コメンテーター

が確実になり、世界はすでに

秩序を仕切っていた米国の覇権に挑

な兆候がうかがえる。党綱領は、バ

■秋田 浩之

「バイデン政権」を前提に動き出し

むように、中国が台頭してきたこと

イデン政権の公約ともいえるものだ。

特に、習近平国家主席が２０１７

ぐる中国問題について「明確、強力、

たとえば経済や安全保障、人権をめ

いない。

ている。トランプ氏はなお敗北を認
に遠因がある。

米
めず、法廷闘争を続ける構えをみせ
ているが、さすがに結果が覆ること

年秋、 年までに超大国になる目標

が連日のように開いているオンライン

なるだろうか。米欧のシンクタンク

れるまでにこじれた米中関係がどう

バイデン政権では、新冷戦と言わ

なったのは、こうした危機感の裏返

権が中国に厳しい政策をとるように

た」（元米政府高官）という。米政

国覇権に挑もうとしていると確信し

を掲げたことで、米国は「中国が米

姿勢を示し、南シナ海や台湾を念頭

治侵害をめぐっても制裁を辞さない

めていく路線をかかげた。香港の自

記。同盟国と協力し、対中圧力を強

さらに着実に押し返していく」と明

はないだろう。

会議では、政権が代わっても米国の

に「侵略を抑止していく」と強調し

査機関、ピュー・リサーチ・センタ

しにほかならない。

ーが 年６～ 月に実施した世論調

対中強硬路線が大きく変わることは

ている。さらに中国の貿易慣行は「不
いという国家本能は、米国リーダー

と約束した。

公正」とも断定し、米労働者を守る

抱いている米国人の割合は ％にの

査によると、中国に否定的な印象を

覇権を中国に渡すわけにはいかな

米中対立はトランプ氏個人が引き

としてのバイデン氏の本能にも通じ

ないという見方が大勢である。
起こしたわけではない。通商から外

ぼり、 年から ポイントも増えた。

73

氏が退場したからといって流れが変

の延長線上にあるもので、トランプ

れきが強まっていた。いまの対立はそ

分野で、オバマ前政権時代からあつ

利演説では一切、中国に触れなかっ

振る舞いを批判した。 月７日の勝

必要がある」と語り、中国の強硬な

国について「国際ルールに従わせる

米世論の対中観の冷え込みも、バ

くらいだろう。

問題で協力する意向を示している点

れば、後に触れるように、気候変動

経済的な損失の賠償を求めるべきだ

ら感染が広がったことから、中国に

た。別の世論調査によると、中国か

万人超の米国人がすでに命を落とし

新型コロナウイルスの拡散により、

13

イデン氏の背中を押しそうだ。米調

19
たが、厳しい対中路線を敷くにちが

10

わるとは思えない。

トランプ政権と違う点があるとす

る。 月の大統領選討論会では、中

7

49

交、安全保障、人権までさまざまな

20
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トランプ政権
不公平な貿易慣行に制裁

基本的にはこれらの対中圧力は変わらず
×

香港、ウイグル、チベットでの人権侵害問題、バイデン氏自ら提起へ
×

同盟国と連携して対中圧力
●

中国と協力探る

中国ハイテク企業などに制裁

人権問題、トランプ氏は関心薄

同盟国との事前調整は、さほど重視せず

気候変動などグローバル問題の協力は重視せず

っとも、社長が変われば会社

米軍をアジア太平洋にシフトする「リ

た。 オバマ前 政 権はさすがに怒り、

海を埋め立て、軍事拠点を造り始め

に防空識別圏を設けたほか、南シナ

ない」
という意見が大勢だ。ただ、「国

のような対中協調路線に戻ることは

のコンセンサスであり、オバマ政権時

ると、「対中強硬派はもはや超党派

系の外交・安全保障専門家にたずね

という意見も勢いづいている。

の社風が変わるように、大統

バランス戦略」を打ち出す。

をみせるだろう。

ランプ氏とは好対照の外交スタイル

まで上り詰めた彼は、不動産王・ト

い。長年、議員を務め、副大統領に

定感のある投球を心がけるに違いな

トランプ氏に対し、バイデン氏は安

ば、内角高めの危ない球を投げ込む

タイル」は変わる。野球にたとえれ

シナ海などの安全保障を犠牲にして

動対策の成果を手に入れるため、南

れなかったからだ。つまり、気候変

とを優先し、十分な軍事対抗策をと

リ協定発効への協力を取り付けるこ

かった。気候変動の枠組みであるパ

拠点）を完成させるのを止められな

国が南シナ海に７個の人工島（軍事

しかし、オバマ前政権は結局、中

に軍艦を頻繁に派遣し、中国をけん

先に触れたように、米軍は南シナ海

当時、対中協調派の筆頭格だった。

候補の１人にあがっている。彼女は

を務めたスーザン・ライス氏が有力

で大統領補佐官（国家安全保障担当）

国務長官としては、オバマ前政権

も返ってくる。

に甘くなる可能性もある」との答え

務長官の人選によっては多少、中国

きず、南シナ海や東シナ海で強硬な

るのが、中国に十分、厳しく対応で

本政府の一部でひそかに懸念されてい

度」がどう変わるのかだ。いま、日

を重要テーマに掲げ、「中国にも協力

イデン氏はいま、再び気候変動対策

までもなくバイデン氏だ。そしてバ

当時、副大統領だったのは、言う

人がライス氏だったという。

た。元米軍幹部によると、その張本

ワイトハウスが「待った」をかけ続け

制しようとしたが、対中配慮からホ

このため閣僚級の戦略対話を強化し、

トナーになれるという希望を抱いた。

良い関係を築けば、グローバルなパー

オバマ前政権は発足当初、中国と

してしまうのではないか――。ざっく

東シナ海で中国軍の強硬な行動を許

問題の協力が優先され、南シナ海や

ろう。しかし、最終的には気候変動

中国に厳しい態度で臨もうとするだ

彼はオバマ時 代の教 訓を生かし、

も挙がっている。これらの人物が就任

国務副長官、複数の上院議員の名前

務副長官やウィリアム・バーンズ元

ン氏腹心のトニー・ブリンケン元国

がある。他の候補としては、バイデ

砕けになりかねないと心配する向き

が国務長官になれば、対中政策が腰

それだけに、同盟国にはライス氏

を求める」と公言している。

中路線は変わらないにしても、「強硬

そこで注目したいのが、厳しい対

しまった。

領が交代すれば、対中強硬策の「ス

も

（注）●は米中改善要因、▲は現状とさほど変わらず、×は悪化要因。
（出所）筆者作成

▶
▶
▶

中国に依存したサプライチェーンの見直し

振る舞いを許してしまったオバマ前政

外交、 安保、 環境、サイバーなど、

りいえば、こんな不安が日本政府内
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権の失敗の再現である。

さまざまな分野で協力を探った。

すれば、ライス氏と異なり、対中圧

バイデン氏は 月 日までに閣僚

力が後退することは考えづらい。

の一部に漂っている。

ところが中国はオバマ氏の足元を

果たして、そのような展開になっ

てしまうのかどうか……。米民主党

26

見透かすように、 年末以降、立て
続けに強硬な行動に出る。東シナ海

11

13

▲

｝▶

バイデン政権

バイデン政権、対中政策はどうなる？
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や、複数の上院議員の名前がささや

次官を務めたミッシェル・フロノイ氏

国防長官には、オバマ前政権で国防

の人事が決まっているかもしれない。

が皆さまの手元に届く頃には両長官

の一部を発表するとしており、本誌

への補助金制度の見直しなどを迫る。

で、撤回しない」と宣言。国有企業

国が不 公 正な通 商 慣 行を改めるま

０億ドル相当の制裁関税について「中

ランプ前政権が発動した年間３６０

ルールを守らせる」と宣言する。ト

他国への輸出も抑えるように働きか

料の使用を減らすよう求めるほか、

バイデン政権は中国に対し、化石燃

国である中国との協力が欠かせない。

このためには、 最大のＣＯ ２排出

だ。

けて、指導力を振るおうとするはず

ていく……。

米国の対中圧力は少しずつ、後退し

対中制裁の緩和に動く。こうして、

との見返りとして、バイデン政権は

が気候変動対策に一層、協力するこ

中国との取引に応じてしまう。中国

これら閣僚人事などによって、対
などへの制裁も緩めない。制裁対象

めとする中国の通信・ハイテク大手

るとは考えづらい。習近平氏は９月

しかし、中国がただで協力に応じ

いったグローバル協力についても、同

当てたが、核不拡散や感染症対策と

ここでは主に気候変動問題に焦点を

ざっくりいえば、このような筋書き

華為技術（ファーウェイ）をはじ

中政策の強硬度は変わりうる。では、

企業への技術・部品の禁輸を続ける

の国 連 総 会で、 ２ ０ ６ ０ 年 までに

じようなパターンが考えられる。

かれている。

具体的にどのようなシナリオが考え

ほか、中国企業へのハイテク移転への

CO 2の排出量を実質ゼロにする目

が「米中・曇り模様」のシナリオだ。

られるのか、２つのパターンに分けて

規制も強めていく。これらの制裁は

けるにちがいない。

予想してみたい。

標を表明した。 年をめどに、新車

協力を探る。このため米中はトラン

気候変動などのグローバル問題では

を 掲 げて出 発 する。 しかし、

イデン政権は厳しい対中政策

と宣言し、目に見える進展をめざす。

の発足初日に「パリ協定に復帰する」

も大切だ」との認識を示した。政権

対処することが、あらゆる問題より

的な脅威だ」と位置づけ、「正しく

した外交論文で、気候変動を「実存

求めていく。バイデン氏は先に発表

権は気候変動対策では中国に協力を

これら強硬策の一方で、バイデン政

に強化されるだろう。

しており、議会の動向によってはさら

「温暖化防止は中国自身のためで

ちにした制裁の解除を求める。

税や中国ハイテク企業などを狙い撃

を整えてほしい」と逆要求。追加関

側は「米中が協力しやすい政治環境

うとするバイデン政権に対し、中国

それでも前向きな協力を引き出そ

は応じないだろう。

る」と語り、米側の要求には簡単に

でに中国は十分な対策を表明してい

向でも検討している。習近平氏は
「す

販売のすべてを環境対応車にする方

いを加速すれば、中国周辺の日本や

になり、中国軍などが強硬な振る舞

の見返りとして安全保障分野が犠牲

っても好ましいことだ。しかし、そ

症対策で連携することは、世界にと

もちろん、米中が気候変動や感染

共和党だけでなく民主党も強く支持

プ政権時の全面対立から、「まだら

公約にもとづき、就任１００日以

あり、見返りを求めるべきではない」
。

【シナリオ１】

模様」の対立に変わる――。こんな

内に主要な排出国による首脳会合を

バイデン政権はこう突っぱね、制裁

路線によって、むしろ米中の対立が

バ

られる。
★

★

曇り空の米中～対立と協
力が交錯

パターンがシナリオ１だ。そんな仮

招集して、各国が定める削減目標を

解除には応じない姿勢をみせる。し

★

シ

バイデン氏はトランプ氏とは異な

重視する人権問題と同盟協力

ナリオ２は、バイデン政 権が

米 中、さ らに敵 対 ～ 人 権
問題、
同盟路線で火に油

【シナリオ２】

が及んでしまう。

東南アジア、インドには深刻な影響

説に立つと、次のような展開が考え

さらに上積みするよう促す。さらに

さらに強まる展開だ。
11

回締約国会議（COP26）に向

を得ようとするあまり、最終的には

かし、COP26 で目に見える進展

35

は 年 月の気候変動枠組み条約第
バイデン氏は就任時、
「中国に国際

21

26

4
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が生まれる格好となり、緊張が高ま

習近平氏からみれば、「中国包囲網」

中政策を進める方針も掲げている。

安全保障や通商、ハイテク分野の対

米国単独ではなく、同盟国と組んで

権問題も追及するつもりだ。同時に、

り、ハイテクや軍事だけでなく、人

いる。下院議長のナンシー・ペロシ氏

自身も人権侵害に強い懸念を抱いて

感なリベラル派が多い。バイデン氏

民主党内には元々、人権問題に敏

権侵害を正面から取り上げる ――。

をとる。香港やウイグル族などの人

統領になれば、全く違ったアプローチ

く追及しなかった。バイデン氏が大

トランプ氏は中国の人権問題を全

らないとの見通しを明らかにした。

議会としても対中強硬の立場は変わ

党で完全に共有されている」と語り、

ならないという認識は共和党、民主

で、「中国に厳しく対処しなければ

議員は大統領選後のオンライン会議

策にかかわる共和、民主両党の下院

加速することも予想される。外交政

が勢いづき、こうした流れがさらに

バイデン政権になれば、人権論議

れきは強まるにちがいない。

分、中国は強く反発し、米中のあつ

中国にとっては厳しいはずだ。その

制裁に走るよりも、こちらのほうが

トランプ政権のように米国単独で

上、
２つのシナリオをみてきた。

米中の駆け引きは複雑であり、

んど関心を示さなかった。米政府当

香 港と新 疆 ウイグル自 治 区の情 勢

米 国がまず問 題 視しているのが、

を主導した人物である。

抗議し、下院議員として対中制裁論

が武力で鎮圧された天安門事件に猛

折り合うことは難しい。主権や価値

が対立の正面に出てくれば、もはや

の対立だからだ。しかし、人権問題

ことも無理ではない。これらは利害

中は交渉を重ね、妥協点を見つける

ハイテクや通商問題であれば、米

ターンを除けば、米中対立の基調は

ただ、こうした予期しない衝突パ

可能性はぬぐい切れない。

軍事衝突のリスクが高まってしまう

事故が起き、互いが意図しなくても

台湾海峡などで米中両軍による接触

ョンが考えられる。最悪の場合には、

実際にはもっとたくさんのバリエーシ

以

して実施しようとするだろう。

る要因になる。
（民主党）は１９８９年、学生デモ

年、

だ。香港では新たに制定された国家

をめぐる問題では、米中ともに譲れ

シナリオ１とシナリオ２の間のどこ

★

習 近 平 氏との複 数 回にわたる電 話

安全維持法にもとづき、民主活動家

ないだろう。

かに落ち着くはずだ。具体的にどち

★

で、香港問題は中国の「内政」とし

たちが次々と拘束されている。新疆

すでに触れたように、バイデン政

らに近い展開になるかは、中国側の

★

て介入しない意向を伝えていたとい

ウイグル自治区では１００万人規模

権の同盟重視路線も緊張をさらに高

出方も大きな変数になる。

トランプ氏は通商問題で対中圧力

う。人権問題を追及しない見返りと

のウイグル人が集められ、強制収容

める可能性がある。バイデン氏は「同

局 者によると、トランプ氏は

を強めながらも、人権問題にはほと

して、通商問題で米側に歩み寄るよ

所に入れられているとされる。

官は大統領選前、複数のオンライン

ジェイク・サリバン元副大統領補佐

近であるブリンケン元国務副長官や

を迫っていくだろう。バイデン氏の側

の会談では人権問題を提起し、改善

構図はがらりと変わる。習近平氏と

しかし、バイデン政 権になれば、

押さえたり、米国との金融取引など

者らが対象で、米国内の資産を差し

ったとされる中国共産党や香港当局

権侵害やウイグル族の弾圧にかかわ

裁が実行に移されてきた。香港の人

可決。トランプ氏の署名を経て、制

倒的な多数でさまざまな制裁法案を

これに関連して米議会は今年、圧

には米国単独ではなく、各国と連携

うえで、新たな制裁を発動する場合

同盟国と緊密に調整を重ねる。その

保障問題などをめぐり、日ごろから

具体的には人権やハイテク、安全

対中政策を進める。

ラリア、 韓国と事前に擦り合わせ、

と公言する。日本や欧州、オースト

盟国と組んで、中国に圧力をかける」

る努力はこれからさらに大切になる。

動向を丁寧に追い、一歩先を予測す

は決してない。ワシントンと北京の

関係に陥っていく危険が遠のくわけで

しかし、米中の対立が深まり、敵対

日本が不意を突かれる危険は減る。

ン政権の対中政策は予測しやすく、

トランプ政権に比べれば、バイデ

う習近平氏に求めたもようだ。

会議に登場し、こんな趣旨の予告を

を禁じたりした。

している。
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加率を上回ることにより、多くの国際食料価格が下落基調で推移する見通しである。ただし、今後の見通し
においては、新型コロナウイルス（COVID-19）のさらなる感染拡大等のリスクや不確実性も依然としてある。

中国では、今後、旺盛な食料需要量増加に対して、生産量の増加が追い付かず、食糧や他の農畜産物で
も純輸入量が増加する見込みである。一方で世界全体では、今後、食料生産量の増加率が需要量の増

世界の食料需給と中国

伴う飼料用需要増加、植物油需要増

世界全体の穀物生産量は天候要因や生

加等の要因から増加傾向にある。一方、

世界の食料需給動向は、人類全体に

産国の農業政策等による変動はあるも

％ を 占 めている（USDA FAS

2020）
。 特に、 中 国は世 界 人口の

・ ％を占める最大の人口を有してい

でも極めて重要な課題である。このた

動を伴いながらも、おおむね需要量増

輸入量を通じて、世界の食料需給に大

、
穀物等の需要・
るため（UN 2019）

傾向にあり、世界の穀物等の貿易率

大の食料輸入国であった日本を抜いて世

入額は、２００６年にそれまで世界最

注１

関（FAO）と共同で開発した経済モ

は、 年度の ・ ％から２０１９年
度には ・ ％に上昇している。

（２）世界の食料需給における中国の位

デル）を用いて、 年程度の中期的な
世界の食料需給予測を毎年公表してい

置付け

需 給は世
注２

・ ％を占める最大の食料輸入国で

。このように中
ある（FAO 2020）

国は世界の食料貿易において重要な位

（1,000トン）

120,000

40,000

20,000

0

置を占めており、その需給動向や貿易

図 2 中国の主要食糧の純輸入量の推移

界の食料需給や貿易に最も大きな影響

2015/16

2019/20
2010/11
2000/01

2005/06

（注）穀物等は、小麦、コメ、トウモロコシ、ソルガム、大麦、オーツ麦、
ライ麦、ミレット、ミックスグレイン、大豆である。
（出所）USDA-FAS（2020）より作成

農 業 見 通 し」
（ 以 下、
「見 通 し」 と

500

政策を通じた食料輸入量が世界の食料

1,000

を与えている要因の一つである。中国

が世界食料需給に与える

給 見 通しについて紹 介 するとともに、
COVID

影響評価について紹介・解説を行う。な
お、中国農業の現状と政策動向等、中
国の食の安全保障等については、専門家

1991/92

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1995/96
1990/91
1986/87
1980/81

60,000

1985/86
1976/77
1970/71

80,000

（年度）

1975/76

トウモロコシ
大豆
コメ
小麦

100,000

の方々から詳細な解説があるため、本

2,500

章では割愛させていただく。

1,500

いう）の世 界と中 国における食 料 需

このう ち、 中 国の食 糧

界一となり、 年も世界の食料輸入額の

デ ル（AGLINK COSIMO モ

70

0

る。本稿では、 年７月に OECD と
FAO が公表した「OECD FAO

18

32

4

2,000

２．
世界の食料需給における
中国の状況

図 1 世界の穀物等需給の推移
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は、穀物等生産量において世界の ・

％、 輸 入

量では同 ・ ％、輸出量では同 ・

％、 消 費 量では同 ・

19

13

１．
はじめに

とって重大な関心事項であり、将来的

6

-

加に対応している（図１）
。また、世界

のの、1970 年代以降、増加傾向に

22

め、経済協力開発機構（OECD）で

な世界の食料需給動向を見通すことは、

2

きな影響を与えている。中国の食料輸

ある。世界全体の穀物等の生産量は変

20

の穀物等の貿易量は 年度以降、増加

世界の食料・農業政策を考えていく上

7

7

18

は 2005 年以降、国連食糧農業機

5

8

70

37

生産量
輸入量
輸出量
需要量

3,000

1990

1985

-20,000
1980

（ ）世界食料需給のこれまでの概観
世界の穀物等の需要量は、人口およ

（100 万トン）

3,500

（年）

（出所）図 1 に同じ

-

10

10
-

20

19

び所得の増加による畜産物需要増加に

0

1

経済協力開発機構
（OECD）農業貿易局 食料・農業市場貿易課 農業政策分析官

小泉 達治

14億人の胃袋を支える
中国食糧事情

需給に大きな影響を与えている。

代替需要を通じて世界農産物需給の構

および IMF 世界経済見通し（ 年

月）を用いた。このほかにも予測期

中国は伝統的にトウモロコシの純輸出
純輸出国であったものの、 年以降は純

また、大豆は 1990 年代前半まで

が継続し、現行の各国・地域の農業・

間中、これまでの技術変化・消費構造

造に大きな影響を与えることになった。

国であったが、1990 年度以降は高

（３）品目別需給動向

19

の食料生産量は需要量に対応して増加

するものの、生産量の増加率はこれま

での 年間に比べて低下する見通しで

とも影響し、中国は 年度以降、トウ

輸入価格を上回る水準まで上昇したこ

助政策」注３により、国内穀物等価格が

た。また、2004 年からの「生産補

を国内生産で満たすことが困難となっ

要に伴う飼料用トウモロコシ需要の増加

い経済成長を背景に、旺盛な畜産物需

与えている。

が、中国の食糧需給にも大きな影響を

以降は COVID

アフリカ豚熱（ASF）の発生、 年

響を与えている。2018 年以降は、

増加し、世界の大豆需給にも大きな影

輸入国に転じ、それ以降も純輸入量が

世界全体の食料需要量は今後 年間で

量を乗じて求められる。予測の結果、

料需要量は人口に１人当たり食料需要

需給見通しを行った。まず、世界の食

以上の前提条件を基に、世界の食料

（２）世界の食料需給見通し

続すること等を前提とした。

貿易政策が継続、平年並みの天候が継

畜産生産性を乗じて求められる。畜産

畜産物生産量は、家畜飼養頭羽数に

る。

ど技術変化により増加する見込みであ

た生産投入要素の集中化、品種改良な

の増加率のうち、 ％は単収の増加が

ある。今後 年間における作物生産量

10

10

増加するものの、増加率はこれまでの

（年）

の影響等の要因

要量を決定する重要な要因である。ま

の GDP 成長率予測は、将来の食料需

る。特に世界の人口予測と１人当たり

予測は、幾つかの前提条件に基づいてい

情勢が継続することを前提とした趨勢

までの現行の農業関連政策や経済社会

年に公表した見通しは、世界の食

（１）世界の食料需給見通しの前提条件

頭羽数等の増加に伴い増加する。さら

要量は、新興国を中心とする家畜飼養

見込みである。また、世界の飼料用需

し、主食（穀物等）の割合は減少する

物性蛋白質および脂質等の割合は増加

平均で見ても、食料摂取量における動

める食料品支出の割合は減少し、世界

ないものの、中所得国を中心に所得に占

地域の消費構造に大きな変化は見られ

与する見込みである。予測期間中、
各国・

料需要量増加は、世界人口の増加が寄

年間を下回る見込みである。今後の食

年間に比べて低下することが見込まれ

増加するものの、増加率はこれまでの

通し

（３）世界の食料貿易量および価格見

が増加する見込みである。

低開発途上国を中心に家畜飼養頭羽数

含みで推移すること等から、新興国や

る見込みである。また、飼料価格が弱

病の管理体制の強化等により、向上す

ルギーおよび高蛋白質飼料の使用、疫

加が寄与する。畜産生産性は、高エネ

料需給について ～ 年を基準年とし
て、 年までの展望を示している。これ

に収穫面積を乗じて求められる。世界

食料生産量は、作物の単収（生産性）

価格（物価上昇率を除去した実質価格）

る。図３のように、これまでの国際食料

でに比べて低下することによるものであ

10

世界の食料貿易量は、今後 年間は

ず、世界の人口は ～ 年の 億人か
ら 年に 億人に増加する国連人口推

１人当たりの GDP 成長率は、予測期

11

下回る見通しである。

る。これは、中国を中心とする新興国

物生産量の増加にも、畜産生産性の増

料使用量の増加、灌漑化の進展といっ

寄与する。単収は今後、農薬および肥

85

10

に、世界のバイオ燃料需要量は増加す

10

10

や途上国における経済成長率がこれま

76

19

モロコシの純輸入国となり、純輸入量が

100

20

るものの、増加率はこれまでの 年間を

19

間中、年平均 ・ ％の増加を前提と
8

10

19

計中位予測値（ 年）を用いた。また、

84

増加した（図２）
。このことは、世界の

150

19

17

17

19

2

10

20

する OECD 経済見通し（ 年 月）
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３．
世界と中国の食料需給見
通し

200
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トウモロコシ需給のみならず、トウモロ
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（出所）図 1 に同じ

09

コシが畜産物の飼料に使用されることや

図 3 国際主要農産物価格
（実質）
の見通し

大豆ミールや他の主食用・飼料穀物への

（2019=100）
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（４）中国の食糧需給見通し
それでは、世界の食料需給見通しに

より、生産量減少の影響を受けてきた

年のアフリカ豚熱（ASF）の発生に

政策を発表した。
ただし、 年頃以降は、

ノール混合ガソリンの使用を推進する

ある。このうち牛肉および豚肉の国際

要量の増加率を上回ることによるもので

多くの品目で食料生産量の増加率が需

で推移する見通しである。これは、
今後、

年間、多くの国際食料価格が下落基調

入量が増加する見込みである（図４）
。

が生産量の増加率を上回るため、純輸

量も増加するものの、需要量の増加率

な畜産物需要等を背景に増加し、生産

い。まず、トウモロコシの需要量は旺盛
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5 年、10 年先に付いているのが中国だ。最近の同国の大豆、
食糧安全保障については、転ばぬ先の杖を
トウモロコシ、豚肉などの爆買いの背景には、将来の食料危機に対する備えがあるようだ。中国は、食
料については近年、これまでの「95％自給」原則から、
「自給プラス輸入」に大きく舵を切っている。具体的
には、食料の輸入拡大に加え、農業の海外進出戦略を進めることだが、それは世界の食糧市場における大
きな不安定要因となる「戦略転換」でもある。

中国の食の安全保障

中国の旺盛な穀物輸入が相
場を押し上げ
シカゴ穀物価格は、２０２０年 月
に入って騰勢を強めている。大豆は 月
日に１ブッシェル＝ ・ ドルと、

する見通し。都市部での人口増加と農

村部での高齢化が進むため」と指摘。

農村部では人口が減少し、農家の収入

が伸び悩んでおり、政府は食糧安全保

障を優先度の高い課題として取り組む

は４ドル台といずれも節目を超えている

上した。小麦は６ドル台、トウモロコシ

年５月以来、４年半ぶりの高値圏に浮

輸出検査データによると、９月１日以

のは米国産トウモロコシだ。米国側の

ナから輸入していたが、最近増えている

増やしている。これまでは主にウクライ

自給）をとるトウモロコシの買い付けも

中国は、自給政策（消費量の ％を

める割合は ・ ％に達する見通しだ。

では総人口の中で 歳以上の高齢者の占

流入する見込みであり、他方、農村部

都市部には農村から約８０００万人が

必要があるとしている。都市部の人口が

（図１）
。市場人気が盛り上がりを見せ

降これまでに１１０万トンの中国向け

この比率は 年の人口調査では ％程

初の 億トンに上方修正した（図２）
。

た主要因は、中国の輸入が活発化して

輸出が確認された。従来の最大の仕向

度であった。
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最近の中国の旺盛な農産物買い付け
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を裏付けるレポートがある。中国のメ

のが、ASF だ。

学院・農村発展研究所の報告書だ。そ
れによると「中国の食糧供給不足は
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月半ばまでの累計で３２００万トン（仕

向地不明を含む）と記録的数字となっ
た。米農務省は 月の需給報告で、
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しだ（図 ）
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の中心は豚肉だ。政府は、社会安定の
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を避けるために再び飼養頭数を増やす
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体制をいかに構築するかが不可欠であ
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0
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20,000

大の豚肉輸入国となった。 年の豚肉輸
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ため CPI 上昇の上限を３％と設定し
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ことに尻込みしている状況だ。

3

カナダ、米国だが、最近はチリなどか

年の飼 養
ではない（図 ）
。このため、国内では

が感染拡大した主因として、
「残飯養豚」

残飯養豚から企業養豚へ〜
急増する豚肉輸入

5

豚肉を賄うことを国策としてきており、

養頭数は 年時点で４億７６０万頭で

15

といわれる中小零細規模の養豚が大半

20

年ごろまでは輸入量も 万トン程度
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差し迫る食糧危機に対する警戒がある。
食糧安全保障については、中国は国務
院発展研究センターが 年に「直面する

広がっている。洪水被害が深刻な湖北

沈静化していた ASF の感染が再び

にあったのに対し、今回は食糧安全保障

省などは豚 肉の主 産 地で、 養 豚 場が

の目的は「共産党幹部などの腐敗撲滅」

が目的である。

中 国 の 食 糧 生 産 に 問 題 が あ るの

の変化（食肉需要の増加）
、④都市部と

働者による食糧消費の伸び、③消費構造

人口の増加、②数億人の農民出稼ぎ労

にツマジロクサヨトウ（蛾の幼虫）被害

方での蝗害（バッタ）
、長江流域の水害

ロナ禍に加え、ASF、東北・華南地

中国にとって足元の不確実要因は、コ

合的な危機をもたらす。

れら要因は相互に影響を及ぼし合い複

向けて動き始めた矢先のことである。こ

界 最 大 だ（ 図
は、中国の 年の食糧生産量について

世界の穀物市場において、中国の国

山岳地帯が多く、通常はドローンなどで

不可能なためである。中国雲南省でも

人が近寄ることができず駆除が事実上

で密集したジャングル地帯であるため、

タが大量発生したのは、発生地が急峻

の出没が確認されている。ラオスでバッ

侵入。その後８月下旬まで大量のバッタ

方、大豆は輸入拡大へと舵を切る。

生産の「３つの確保」政策を打ち出す一

トウモロコシに関して、作付面積、単収、

「自給率」を引き上げるため、
コメ、
小麦、

の食糧生産の落ち込みに慌てた政府は、

ことになる。その過程で 年に予想以上

を契機に急速な経済発展過程をたどる

さらに、ロイター通信によれば、中

部に続くトウモロコシの一大産地である。

なみに、雲南省は中国にとっては、東北

止められないと警戒が強まっている。ち

のままだと９月下旬までバッタの勢いは

するのは極めて困難と言われている。こ

殺虫剤散布を行っているが、完全に駆除

下で、同国最大の穀物商社 COFCO

備を持つ中国では、国家食糧戦略の名の

味を実感する。３兆ドルに上る外貨準

買力」との言葉だ。今、改めてその意

力プラス（外貨準備を背景にした）購

とって「食料の自給率」とは、
「生産能

筆者にとって印象的だったのは、中国に

当時、中国農業部の幹部を取材した

12
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る。この要求に応えるためには、米国、
中南米、ウクライナなどからの穀物の大
量輸入が前提となる。

浸水し出荷できなくなった。 年に約

１億８０００万頭の ASF 感染豚を殺

か。 否である。 中 国 国 家 統 計 局によ

農村部における外食の増加―などを指摘

などだ。これらが相まって、中国国内の

処分した中国では、養豚農家の再生に

年の食 糧（コメ、 小

する一方で、
「減少しつつある耕地、農業

需給は引き締まっており、食糧危機に対

不安要因〜コロナ禍、
ASF、
蝗害、
洪水、
蛾の幼虫

麦、トウモロコシ、大豆、いも類）生

労働力、農業用水量（水資源）
、土地と

する警戒感は強い。雲南省江城県政府

家食糧戦略はしたたかだ。同国は、
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01

ると、 同 国の

産量は６億６０００万トンを超え世

労働コストの上昇」による供給制約を懸

の発表によると、バッタの群れが、６月

30,000

は、コメが１ 億 ４ ９ ０ ０ 万 トン、 小

40,000

「ぜいたく禁止令」を打ち出したが、そ

43,060

麦１億３６００万トン、トウモロコシ

60,000

したたかな国家食糧戦略〜国
内生産、
戦略備蓄、
海外進出

）
。 ま た、 米 農 務 省

念している。 年当時も習近平指導部は

（出所）中国国家統計局

年 月に世界貿易機関（WTO）加盟

び続けている食糧消費の要因として、①

し、危機感を募らせている。必然的に伸

新しい情勢と挑戦」とする報告書を発表

12

下旬からラオス国境を越えて中国領に

豊穣の中での食べ残し禁止
令〜尽きない不安要因

19

国南部で発生した深刻な洪水により、

04

２億６０００万トンでいずれも史上最
高を予測している。にもかかわらず、食
糧不安は尽きない。
習近平国家主席は 年８月下旬、
「食
料安全保障には常に危機意識を持たな
ければならない」と強調。食品の浪費
をやめるよう「食べ残し禁止令」を打

（万トン）

11

12

51,229

50,000

ち出した。これを受け、企業や地方政
府が相次いで食糧の節約に取り組み出し
（ティックトック）などの動
た。 TikTok
画配信サイトで人気の高い「爆食い」関
連動画も一斉に削除された。背景にあ
るのは、国内農業が抱える構造的な問
題に加えて、最近の米中関係の悪化で、

（年）

20,000

66,384
66,160

70,000

20

米国産穀物の輸入が難しくなるなど、

図 6 中国の食糧生産の推移

6

19

20

14億人の胃袋を支える
中国食糧事情

（中糧集団有限公司）が 年２月にオラ
ンダの穀物商社ニデラを買収。続く４
自国生産保管体制強化にも乗り出して

国は、食料安全保障の観点から大豆の

在庫であるためだ。 年６月末の世界

れないのは、世界在庫の半分強が中国の

最初に発表される文書のことだが、 年

発表している。１号文書とは、その年

おり、生産量は 年の１２１０万トン
から 年には１７５０万トンまで拡大。

の穀物在庫量に対する中国のシェアは、

小麦 ・ ％、トウモロコシ ・ ％、

以降、 回連続で「三農（農業・農民・

04

農村）問題」が取り上げられていること

て南米ブラジルを中心に構築している。

手に入れ、米国産に変わる供給元とし

加を続ける食糧需要に対して、国内生

る格好だ（米農務省見通し）
。中国は増

の２５６８万トン（３割弱）を維持す

小麦 ・ ％、トウモロコシ ・ ％、

国の在庫を除いた世界の穀物在庫率は、

の在庫となっている（図 ）
。逆に、中

すなわち世界の穀物在庫の過半が中国

現する年」であるとして、
「
『三農』分

ゆとりある）社会全面完成の目標を実

知れる。文書では、
「 年は小康（やや

な課題でありリスクであるかがうかがい

からも、いかに農業が中国にとって重要

食肉市場では、中国食肉大手のシャ
産を拡大する一方、国家備蓄戦略として

米 ・ ％と圧倒している（米農務省）
。

16

20

ンホイ国際（現 ： 萬州国際）が 年

世界の大豆在庫量８８７０万トンの内

0

月には香港を拠点とするノーブル・グ
ループの農業部門を買収した。これによ
り中国は、両社の持つ カ国の流通網を

67

穀物在庫を厚くしている。既に述べたよ

ではない。国連食糧農業機関（FAO）

相対的に足りないネックの部分）を必ず

トンで過去最高となっている。

ると、トウモロコシの ％台はむしろ逼
迫のレベルにあると言っても良い。

ロシア極東、中央アジア、東南アジア諸

を拡大させるために、中南米、アフリカ、

という点では、中国は食糧の輸入能力

物生産量が 億５１８９万トンとなり

報告で、 年後半～ 年前半の世界穀

ではない。米農務省は 年 月の需給

世界の穀物生産量が不足しているわけ

する中央〈１号文書〉
（１月２日付）を

中国政府は 年２月５日、農業に関

８年連続の記録的豊作で、世界の穀物
在庫も８億６７７４万トン（期末在庫

％
（右軸）

中国
（左軸）

米

0
2,173

世界
（左軸）

20

対する「転ばぬ杖を５年も 年も前に

こうした動きは、中国の食糧問題に

輸入能力の向上」に移しつつある。

的に自給を維持する」方針から、
「食糧

食糧安全保障について中国は、
「基本

定をさらに追及する姿勢だ。

のの、食糧生産・政策・作付面積の安

中国の食糧生産量は過去最高となったも

続的所得増を保障する、と謳っている。

要農産物の有効供給を保障し農民の持

ンフラと公共サービスの短板補充、③重

る」として、①貧困脱却、②農村のイ

野における際立った短板（不足・弱点、

５月、米豚肉生産大手のスミスフィール

うに、中国国家統計局によると、中国

表した。当時の中国企業による買収と
しては最大規模であった。狙いは、豚肉
の輸入という形で拡大する豚肉需要の
調整弁とすること、および安全・安心
な技術を手に入れることと言える。さら

国など貿易相手国に対して、農業援助・

過去最高を更新するとの見方を示してい

農業に関する中央
〈１号文書〉

開発、技術移転、加工・貯蔵施設、企

る。８年連続の豊作との見立てだ。小麦、

世界の生産量は８年連続の
豊作〜世界在庫の半分強は
中国の在庫

業買収、貿易拡大などの形で農業の海

トウモロコシ、コメ（精米）のいずれも

年後半～

外進出戦略を進めている。その成果が
大豆貿易に現れている。
米農務省によると、

率 ・ ％）まで積み上がる。穀物貿
易量も４億５０７４万トンとこの 年

年前半の世界の大豆貿易（輸入）量は
１億６４９５万トンとなる見通しだ。

間で約２倍に増えた。これを見る限り食

64.7
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このうちの１億トン、すなわち６割を
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糧は潤沢だが、それでも不安が拭い切

（出所）米農務省

に、
「購買力＝輸入拡大能力」を強める

18

図７ 世界の穀物在庫に占める中国の割合

（2019/20 年度末）
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ない。

市場にとっての安定を保障するものでは

すなわち食料安全保障は、世界の食糧

しかし、中国にとっての食糧供給の安定、

付いた食糧安全保障政策」と言えよう。
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米 ・ ％と必ずしも安心できるレベル

ド・フーズを 億ドルで買収すると発
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補わなければならない」と強調。また、

5

の示す適正在庫率は年間消費量の２カ
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7

の 年の食糧生産量は６億６３８４万

2

「小康か小康でないか、カギは田舎が握
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月分（ ～ ％）であることを考慮す
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コ

ロナウイルスの世界的な感染拡大は一年になろうとしているが、その終息の気配はなく、世界各国の経済、社会、
政治に甚大な影響を与え続けている。コロナが中国の食料 注１・農業政策に与えた最大の影響は２０１５年から
の食料減産政策の中断と増産再開である。さらに国内増産にとどまらず、冷戦状態に陥っている米国からの農産物
輸入の拡大、輸入先の多様化など食料・農業の国家管理を強化している。端的に言えば、中国は食料確保のための
準戦時体制に向かおうとしている。

こうした措 置が迅 速に打 ち出せたの

した場合、政権の安定を揺るがす大き

る中国は、いざ食料供給に問題が発生

農林中金総合研究所 理事研究員

コロナと米中対立による中国農業・食料
政策の転換 ―食料増産と輸入先多様化へ―
阮蔚

は、中国が 億人の国民の１年間の消

中国は主食穀物在庫が FAO の定めた

先行き不安に備えての農政
転換

え、政府は様々な場面でそれを国民に

年間消費量の ～ ％という安全在庫

な社会混乱に発展しかねない。そこで、

中国では、湖北省武漢市での新型コ

アピールしてきたからだ。１年間とい

費を賄えるだけの主食穀物の在庫を抱

ロナ感染拡大を受け、 年１月 日に

2020/7
2020/1
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2019/1
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2018/1
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（年/ 月）

2010/1
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2011/7
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2014/7
2014/1

2016/1
2015/7

2017/1
2016/7

枝肉卸価格

全国平均小売価格

輸入単価

止のためにとられた外出制限等の措置

その後、コロナ感染はアジアにとどま

に食肉等たんぱく質の消費が増えている

出した。

どの物流が中断されるとともに、１月

らず世界に広がり、食料の輸出制限を

今回の食料増産は、主食穀物だけで

からである。 年１月３日から４月２

によって当初、全国の食料・日用品な

末以降、中国全土の農村から農産物の

行う国まで現れた。ただ、今回の輸出

はなく、豚肉が含まれている点に注目

核的事項となってきた。一人当たりのコ

出荷が滞ったことから消費者に一時、不

制限は 年に発生した世界的な穀物価

とで、混乱は短期間で終息し、主食穀

基礎食料品の供給を迅速に増やしたこ

をいち早く発動し、コメや小麦粉など

中国政府は「食糧応急保障システム」

買いだめが発生した。これに対応して

が多い。その中で、巨大な人口を抱え

かなど、世界の食料情勢には不安要因

のか、米中冷戦はどこまで激化するの

れた。ただ、コロナ感染症はいつ収まる

限までには深刻化せず、早期に解除さ

格高騰時のような比較的長期な輸出制

だが、国民所得の増加に伴う食生活の

を維持する方針に変わりはないだろう。

メと小麦という主食穀物の絶対的自給

供給に重点を置いていた。もちろん、コ

食料安保は穀物、特に主食穀物の安定

すべきである。これまで長い間、中国の

たらしただけでなく、中国の CPI を

のことは国民に大きな不安と不満をも

２倍以上の水準に高騰した（図１）
。こ

ず、その市場価格は 年と 年上期の

トンの備蓄豚肉を放出したにも関わら

日まで中国政府は 回に分けて計 万

20

物の価格高騰などを防ぐことができた。

08

メや小麦の消費量は減り、その代わり

安が広がり、一部の都市でパニック的な

中国食料安保政策の変化

高度化により、近年、食肉、特に中国

10

水準を大幅に上回っている状況でも、食

30

う大量在庫は農業・食料政策の失敗と

20

同市が「ロックダウン」された。その後、

50

人の最大のたんぱく源となっている豚肉

40

料安保の度合いをさらに強化しようと

60

もいえるが、コロナ感染という予想外の

図 1 中国の豚肉卸売、小売と輸入価格

感染は中国全土に拡大し、感染拡大防

（元 /kg）

は、食生活において主食穀物と同等の

18

して、自国で可能な限り増産する政策

17

緊急事態において、
「想定外の効果」を

0

14

位置付けとなっており、中国農政の中

23

に転換したのである。

20

18

19

13

（出所）中国税関、中国農業部、Wind

27

14
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すべき商品となったのである。

おいて、豚肉は主食穀物と同様に重視

因となっている。国民生活と経済運営に

押し上げ、インフレを高進する最大の要

産水準の維持には化学肥料や農薬の大

場合、土地の養分が失われるため、生

トウモロコシを毎年、連続して作付した

大豆や牧草等との輪作への転換である。

め、国内で増産したトウモロコシは政府

価格の低い輸入品を優先して使ったた

カー等ユーザーは国産トウモロコシより

上回るようになった（図２）
。飼料メー

る。輪作と休耕を合わせての面積は、

態脆弱地域等での３年間完全休耕とな

耕、西北や西南を主とする荒漠化等生

地下水過剰採取の河北省での季節的休

年の 万 から、 年の２００万

の在庫として積み上がり、 年度に中

年８月に中

量使用が避けられず、結果的に地下水

豚 肉の価格高騰は、

まで拡大してきた。その結果、トウモロ

のは、 ～ 年までトウモロコシの増産

輪作対象をまずトウモロコシに絞った

にとって在庫が財政を圧迫する要因にも

ロコシ在庫の約６割にあたり、中国政府

なった（図３）
。

イナス ・ ％、３６８万 の減少と

ha 15

げによるマイナス効果への修正である。

に向けて実施した政府の支持価格引上

実施とともに、トウモロコシの価格支持

なった。そのため中国は輪作休耕制度の

共産党中央と国務院の方針である「１

（年 / 月）

前の水準に一気に下落した。

年にはトウモロコシの市場価格は６年

16

2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1980

輪作休耕制度の「休耕」は主として

50,000

（1,000 ha）

40,000

30,000

20,000

10,000

年２月 日に公表された当年度の

減した。そうした情勢の中、コロナ感

号 文 献 」 で は、 輪 作 休 耕 の 面 積 は

0

４２５５万トンと前年比 ・ ％も激

19

政策を 年に廃止した。その結果、翌

2

支持価格の継続的な引き上げによってト

8

染の拡大による物流の停滞は生豚や豚

国全土に広がり、 年の豚肉生産量が

よるものでもある。ASF は 年に中

国のトウモロコシ在庫は１億トン以上に

ha

や土壌の汚染を含め生態系に大きな負

19

国で 発 症 し た アフリ カ 豚 熱（ 以 下、

ha

コシの作付面積は、 年には 年比でマ

41

達した。これは同年の世界全体のトウモ

16

荷を与えることになった。

（出所）中国国家統計局、Wind

ウモロコシの作付面積と連作が拡大し、

2,000

17

図 3 中国の４大食糧の作付面積

大幅に増産を果たした半面、トウモロコ

2,500

既に上昇していた豚肉の小売価格を

シの国内価格は 年頃から輸入価格を

2020/7
2020/1
2019/7
2019/1
2018/7
2018/1
2017/7
2017/1
2016/7
2016/1
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（出所）中国国家油糧信息センター、Wind

肉等の輸送を困難にし、 年下期から

14

3,000

年２月に前年同期比 161・ ％増の
１キロ当たり 元という歴史的高値に
押し上げた。国民の不満が募ったこと
から、政府は主食穀物だけではなく、
豚肉の増産も政策的に進めざるを得な
くなった。

広がる穀物増産対策
穀物については「減反休耕政策」の修
正に踏み切った。中国は長い間、酷使し

（元 /トン）

２００万 を維持するとしていたが、コ

10

面積が 年以降再び縮小していた。そ

増える中で売れ行き不振となり、作付

ないため、コメの味にこだわる消費者が

稲は単収が高いが、味が中晩稲に及ば

稲の作付拡大を奨励した。それまで早

併せて、年間二期作の一期目である早

う政策の舵を切った。

等ではなくその他の食糧作物にするよ

休耕を一時的に棚上げし、輪作は牧草

２日には「現段階の春耕指南」として

ロナ感染による情勢変化を受け、３月

ha

に 億元の資金を投じた。

に引き上げるとともに早稲の生産拡大

打ち出し、早稲の支持価格を６年ぶり

めに政府はコロナ禍の中、増産奨励策を

うした趨勢を覆し、コメを増産するた

15

（年）

米

小麦

トウモロコシ

大豆

てきた耕地や地下水等農業資源の回復、
土地環境復元のために、 年にトウモロ
コシ等穀物の生産縮小に向けて、
「輪作

3,500

20

こうした中央の政策転換の確実な履

40

休耕制度」の実施を決めた。
「輪作」は

国内産地買付価格
輸入CIF価格
政策買付価格
国標一等深圳到着価格
500

15

主として北方地域を中心にそれまでの

図 2 中国のトウモロコシの国産品と輸入品価格の比較

1

20

3

08

19

ASF）という激しい伝染病の影響に

18
19

21

19

トウモロコシの連作からトウモロコシと
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減 産 政 策 を 見 直 し、 増 産 に 転 換 し

養豚場設置はオンライン出願も認めら

の養豚場は

万３４００カ所、新規

内の市と県に細分化して具体的に示し、
５８２０万トンと世界豚肉生産量の半

５０００万トンの大台に上り、 年に

の補助金の増額や利子補給期間の延長

省でも５階建て前後のビルを使った大

口稠密な広東省や江蘇省、内陸の四川

500

年比で ・ ％減、量で３９５万ト

なった。トウモロコシなど秋収穫の穀物

ha

ンの減産となった。これは日本の年間豚

31

作付面積も前年比約 万 拡大した。

20

り、 年に中国が突如、世界最大の豚

ha

年はコロナだけではなく、洪水や台

53

肉輸入国になった原因でもある（図４）
。

風、病虫害による農業被害は例年より

20

深刻だったが、農業農村部が 月 日
染拡大に襲われ、 年は大減産となり、

る勢いとなった。
19

豚肉需給は逼迫し、輸入は 年を上回

19

21

に発表した食糧生産量見通しは 年並

10

20

年に中国は食料の国内増産だけで

コロナにより強化された農
産物の輸入拡大姿勢

養豚は日本はもちろん、世界の他地域

数にほぼ匹敵する。都市近郊でのビル

34

はなく、輸入量の拡大と同時に、輸入

先の多様化を急速に進めた。 年９月

まで中国は新たに 5965 社の海外企

年 ９ 月 末に生 豚 在 庫 数 は

効 果が出ており、 農 業 農 村 部の発 表

養豚業も高い豚価と各種奨励策の

国・地域の 2020 社の企業が食肉の

許可された企業を含めると、世界 の

豚肉輸入企業は 450 社に及ぶ。既に

業からの輸入に許可を出し、そのうち
ら既に始まっており、養豚場用地に乏し

で は、

ために、養豚場向けの土地利用制限が
大幅に緩和され、環境アセスメントも
簡素化した。極めて現代中国的なのは、

億７０００万頭と 年末の ％、母

20

年末の

17 84

％の水準にまで回復した。また、

豚在庫数は３８２２万頭と

17

年９月末までに養豚を再開した休業中

20

省において一定水準の養豚業を維持する

く、人口が集中している南方と沿海諸

いる。

の６億６０００万トンの豊作となって

19

11

14

16

肉消費量の 倍超にあたる大減産であ

8

こうした中で 年に中国は ASF の感

16

養豚業の再生、豚肉増産策は 年か

16

20

6

2

18

20

14

高級牛肉や水産物、ナッツ類、高級果

食の高度化は、中国の農産物輸入の

ある。

対中輸出ライセンスを取得しているので

38

16
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行を図るため、中央政府は各省に、省

生産量を確保するように指示した。こ
分以上を占めるまでになった。 他方、

も実施された。 年のコロナ感染拡大

規模ビル養豚場の新設が急増、建設中

に開設した養豚場は 万２５００カ所

れは 年５月に公表された「食糧安全
生活水準の向上とともに人々は食の高

後はこうした促進策がさらに強化され、

の養豚場だけでも 件もある。 年の

れ、高層ビル内の養豚場も許可されて

に関する省長責任制」の中に明記され
度化だけではなく、きれいな空気や河

糞尿処理や防疫体制を改善・高度化し

ビル養豚による生豚の年間出荷能力は

年に既に

た。中国政府の食糧増産に対する真剣
川など環境により厳しい目を向けるよ

た「スマート（デジタル）養豚システム」

１６３８万頭と日本全体の年間出荷頭

た。 中 国の豚 肉 生 産 量は

さは、増産を食糧の主要産地だけでは
うになり、政府はその対策として、人

を強力に進めている。

内の食糧作付面積と生産量の目標を省

なく、沿海地域に対しても求め、一定
口が集中している沿海地域、南方地域

に上った。その中には北京近郊に新設

の自給率達成を要求していることにもう

で養豚業、特に零細養豚農家を都市域

では想像できない形態だが、中国政府

いることだ。また、繁殖用母豚と子豚

かがわれる。食糧増産の達成は省、市、

や都市近郊農村から強制退場させる政

こうした一連の食料増産政策によっ

の豚肉自給率引き上げに対する必死さ

された の養豚場が含まれている。人

県などのトップの人事考課にも反映され

策を進めた。環境対策ではあるが、そ

て、早稲の作付面積は減少から拡大に

1,000

２０２０年の増産効果

る厳しい目標となっている。

の副次効果として豚肉生産量は 年に

1,500

（年）

（出所）中国税関、Wind

養豚も拡大奨励

その他
フランス
カナダ
スペイン
デンマーク
ドイツ
米国
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3

86

養 豚についても 同 様に
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-500

15
0

20

（1,000トン）

2,500

年 か らの

が伝わってくる。

の購入や豚舎の改良、設備の導入などへ

1

1

転じ、 年は前年比約 万 の拡大と

10

20

図 4 中国の国別豚肉輸入量
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物など広範囲に及んでいる。ただ、メイ
食肉の過不足調整で食肉の輸入も増え

原料需要を賄うことができない。今後、

埋め切ることはできず、中国国内でたん

幅に増やしたが、米国からの輸入量を

団」
（

のうち国有食料商社最大手の「中糧集

）１社だけで 年４

ンの輸入品は依然として食肉生産用の

連が主体となっている。単品でみると、

飼料原料か、食肉そのもので、食肉関

度が ％を超えている大豆は輸入依存

料のトウモロコシであり、既に輸入依存

るが、それ以上に急増するのは飼料原

西部の大豆農家が大打撃を受けた。ト

がった。米国では対中輸出に依存する中

ぱく源飼料が不足し、価格の上昇につな

れは中国が米中貿易の「第１段階の合

トウモロコシ輸入が契約されている。こ

月までの出荷を条件に５００万トンの

21

量と金額とも最大の輸入農産物は大豆

C
O
F
C
O

豆はその成分の２割弱が大豆油、８割

料原料の大豆粕を得ることである。大

であるが、輸入大豆の最大の目的は飼

る。 年の大豆輸入量を中国の大豆単

あるかは、簡単な計算で示すことができ

入依存度を引き下げるのがいかに困難で

構造を脱することはできない。大豆の輸

る輸出農家の不満を和らげるために

ランプ大統領は共和党の支持基盤であ

意」を実施しているという面もあるが、

トウモロコシであるが、 年にトウモロ

らである。飼料原料のもう一つの主役は

付面積が必要になり、これは綿花等を

収で換算すると、５１５４万 もの作

給を輸入で乗り切ろうという切実な事

情が大きい。中国は米中冷戦の激化に

年に１２０億ドル、 年に１６０億ド

ルの救済策を実施したが、農家の破産

よって、産業分野、先端技術分野で米

国内でのイノベーション促進策などを大

欧日から封鎖を受け、困難な状況に置

含む中国の全農産物作付面積の ％に

１段階の合意」 を達成した。 合意内

胆に進めているが、食料は劇的な増産

は不可能であり、依然として米国の大

かれ、それに対抗するため内需の拡大、

あたるからだ。中国の食糧生産は大豆

容の中国の対米農産品輸入額は、 年

水準になった。大豆は同 ・ ％増の

日に貿 易の「第

コシの輸入も１〜９月期で前年同期比

の輸入依存度を下げれば、他の穀物の

の実績（１９６億ドル）と比べて、

豆やトウモロコシを必要としている。こ

限への対策がきっかけだが、中国にとっ

れたのは、コロナによる輸出国の輸出制

において、中国の米国からの輸入額は

ず、豚肉や大豆、トウモロコシ等農産物

て双方の対立が深まったにもかかわら

コロナ感染拡大の責任追及などにおい

束になっている。その後、IT 分野や

すべきではない。

の農業、食料生産に与える影響を軽視

換の時を迎えている。米中冷戦が世界

の食料市場、食料貿易は大きな構造転

乗り切ろうとしており、結果的に世界

のジレンマを中国は米国依存の低下で

新規投資が行われたことは、当面中国

てより深刻なのは、米中冷戦が農産物

１〜９月期で前年同期比 ・ ％増の

ただ、 年に膨大な出荷能力の養豚

輸入先の多様化政策が 年に強化さ

が豚肉の高い自給率維持を選択したこ

貿易に波及し、中国の対米輸入制限お

９１３億９０００万元へと拡大した。

トンへと急増した。

とを示している。 年９月に中国政府

よび米国の対中輸出制限という双方の

争力向上につながる安い飼料原料の輸

豚肉の自給率維持には、豚肉価格の競

側も米国産の大豆や豚肉等に高額の関

中国製品への追加関税に対抗し、中国

米中摩擦は当初の貿易分野で、米国の

７倍以上となった。さらに、
「 2020/9-

１５０万トンと前年同期 万トン弱の

年以降、全食糧生産量の ～ ％を占め

とトウモロコシの三大穀物の生産量は

麦、トウモロコシ等穀物のほかに大豆等

入拡大が欠かせない。耕地開拓の余地

税をかけ、米国からの輸入はほぼ停止

20

20

がほとんどない中国では、いくら国内

10

そのうち、トウモロコシの米国からの

4

豆類とイモ類が含まれるが、コメと小麦

44

輸入は 年６〜９月までの４カ月間で

注１：本稿で使う「食糧」は、コメや小

は畜産自給率目標を発表し、豚肉の自

ル、 年合計３２０億ドルを増やす約

年に１２５億ドル、 年に１９５億ド

年１月

・ ％増の６６７万トンと歴史的高

輸入依存度が上昇するトレードオフの

よる国内豚肉の生産減を補う形で豚肉

20

禁輸リスクである。 年３月に始まった

対立と依存の米中農産物貿易

31

給率目標を約 ％に設定した。ただ、

の輸入は同 132・ ％増の３２８万

米 中は

７４５３万トンとこれまでの記録を更
状況にある。

トランプ政権にとっても打撃となった。

件数は過去最高を記録するまで拡大し、

19

新した。また上述した ASF の影響に

ha

現実には逼迫する国内のトウモロコシ需

強がたんぱく飼料源の大豆粕となるか

80

17

18
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20

5

」の穀物年度で１２００万トン
2021/8
の対米トウモロコシ輸入が契約され、そ

産物、野菜、果物など食料品全般を指す。

る。
「食料」は、食糧のほかに食肉や水

92
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20

した。中国はブラジル等からの輸入を大
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20

15

15

21

5

で増産してもその巨大な豚肉向け飼料

90

95

20

2

2

72

20
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9,000 億円強の日本の農産物輸出額は、日本政府が輸出拡大を後押ししていること、海外において日本
現在食への関心が高まっていることなどを背景に、今後一層拡大していく
ことが期待される。中国は、日本の農
産物にとって現状では２番目に大きな輸出先であり、巨大なポテンシャルを有している市場であることから、日本
の官民が一体となって積極的に中国向けの輸出拡大策を推進していくことが重要である。

日本の農産物の
中国輸出ビジネスの近況

番目の輸出先となっており、輸出額

らの輸出の約半分を占める。

出額は４４７８億円となり、日本か

中国への輸出１位の品目は
ホタテ貝、
近年はアルコール
飲料が拡大

た。ホタテ貝は、一般に中華料理の

高級食材としてニーズがあるほか、

現地の日本食レストランでも用いら

れる機会が多い等の理由により、人

気の品目となっている。

２位は「丸太」であり、輸出額は

１１９億円である。日本の丸太の輸

出額の８割以上は中国向けであり、

中国では、建物の内装材等として使

われている。

18
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だ日本からの輸出を拡大していく余

地があると見込まれる。

また、日本からの輸出先の１位は

香港であり、４位には台湾が存在す

農産物輸出における中国の
重要性は高まっている

日本の輸出額の国・地域別の内訳

る。中国、香港、台湾を「中華圏」

日本の農産物の輸出は
近年拡大中
近 年、 日 本 政 府は、 日 本の農 林

を見ていくと、中国は 年の時点で

物（農林水産物・食品）の輸出を拡

は年々増加している。加えて、中国

輸出額の ・ ％を占める世界で２

大する取り組みを推進している。こ

このようなことから、中国、およ

中国への農産物の輸出品目の内訳

（表１）
。

て非常に重要なエリアであると言える

の農産物輸入に占める日本からの金

を支援したり、輸出規制の撤廃に向
けた交渉を行うなどしたりして、輸
出金額を伸ばしていくことを狙ってい
る。 年には２兆円、 年には５兆
円を目指すことが目標として掲げら
れている。 年９月に就任した菅首

を見ていくと、 １ 位は「ホタテ貝」

である。 年から１位を継続してお

り、 年には２６８億円が輸出され

12

相は、農産物の輸出拡大を実行して
いくことを表明しており、今後も政
府の後押しの下、輸出が一層拡大し
ていくことが期待される（図１）
。

19

本の農産物をプロモーションする活動

の取り組みは２０１３年頃から本格

として捉えるならば、中華圏への輸

水産業を持続的に発展させ、活力あ

（出所）農林水産省「農林水産物・食品の輸出に関する統計情報」

2019/1-8 2020/1-8

水産物

農産物

年の農 林 水 産 物の輸 出 額 は
９１２１億円で、その内訳としては
農産物が最も多く６割強を占めてい
る。なお 年１～８月の輸出額は前
年同期に比べ若干減少しており、新

（年 / 月）

2019
2018
2017
2014

2016
2013

2015
152

林産物

3,982
4,966

0

型コロナウイルスの世界的な流行によ

（億円）

び中華圏は、日本の農産物輸出にとっ

る地方を実現していくために、農産

19

3,794
5,878
4,593

5,661
4,431
3,569
2,000

3,136

268
211

263
2,337

2,216

4,000

り、ビジネス活動が全般的に停滞し

10,000

額は１％程度の水準であり、まだま

16

2,640

30

ている影響を受けたことが理由では
ないかと推測される。

図 1 日本の農林水産物の輸出額推移

化しており、日本政府は、海外に日

8

250

1,395
236
370

1,845
376
355

2,875

2,757

20

20

3,031
8,000

25

19

2,749

6,000

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー

吉田 賢哉
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表１

国・地域別の輸出額推移

2015 年

国・地域名

輸出額

香港

2016 年

構成比

1,794

24.1

輸出額

2017 年

構成比

1,853

24.7

輸出額

2018 年

構成比

1,877

輸出額

23.3

2019 年

構成比

2,115

輸出額

23.3

構成比

2,037

22.3

中国

839

11.3

899

12.0

1,007

12.5

1,338

14.8

1,537

16.8

米国

1,071

14.4

1,045

13.9

1,115

13.8

1,176

13.0

1,238

13.6

台湾

952

12.8

931

12.4

838

10.4

903

10.0

904

9.9

韓国

501

6.7

511

6.8

597

7.4

635

7.0

501

5.5

ベトナム

345

4.6

323

4.3

395

4.9

458

5.0

454

5.0

タイ

358

4.8

329

4.4

391

4.8

435

4.8

395

4.3

シンガポール

223

3.0

234

3.1

261

3.2

284

3.1

306

3.4

オーストラリア

121

1.6

124

1.6

148

1.8

161

1.8

174

1.9

95

1.3

115

1.5

144

1.8

165

1.8

154

1.7

フィリピン
その他

1,152

15.4

1,138

15.3

1.297

16.1

1,398

15.4

1,421

15.6

農林水産物計

7,451

100.0

7,502

100.0

8.071

100.0

9,068

100.0

9,121

100.0

（注）輸出額の単位は（億円）、構成比は（％）
（出所）農林水産省「農林水産物・食品の輸出に関する統計情報」

表2

国・地域別の主な輸出品目と金額（2019 年）
国・地域名

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

真珠

なまこ（調整）

たばこ

アルコール飲料

菓子（米菓を除く）

285

187

98

63

59

ホタテ貝

丸太

アルコール飲料

清涼飲料水

植木等

268

119

101

70

67

ぶり

アルコール飲料

ソース混合調味料

緑茶

清涼飲料水

159

157

70

65

46

りんご

アルコール飲料

ソース混合調味料

ホタテ貝

牛肉

99

62

59

54

37

アルコール飲料

ソース混合調味料

ホタテ貝

たい

ペットフード

62

34

28

23

17

香港

中国

米国

台湾

韓国

（注）上段は（品目）、下段は輸出額で単位は（億円）
（出所）農林水産省「農林水産物・食品の輸出実績」

44
18
65
19

３位は「アルコール飲料」で、

年は 億円、 年は 億円、 年は

１０１億円と、輸出額は拡大を続け

ている。その理由として、現地の日

本食レストランで日本酒が提供され

るケースが増えていることが挙げら

れる。また近年、日本産のウイスキー

は国際的に高く評価されており、中

国においても人気が高まっていること

も、アルコール飲料の輸出増の一因で

ある。

４位は「清涼飲料水」で、輸出額

は 億円。中国での健康意識の高ま

りなどを背景に、日本の無糖飲料に

注目が集まっている。また、日常で

よく口にするものは、信頼できるも

のが良いと考える人などから、日本

産の商品が評価されるケースもある。

５位は「植木等」で、植木、盆栽、

鉢物等を含む輸出品目であり、 億

円が輸出されている。中国の富裕層

は、自身の庭園の植木として、１本

１００万円を超えるような商品を求

めることが少なくないと言われてお

り、日本庭園の庭木等で目にする「イ

ヌマキ」などの植木が人気を集めて

いる。他に、盆栽は世界的にニーズ

が拡大しており、中国へも一定規模の

輸出がなされている（表２）
。
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約 17,000 店

約 25,100 店

約 25,300 店

約 29,400 店
欧州

約 5,500 店

約 10,550 店

約 12,200 店

約 12,200 店
中南米

約 2,900 店

約 3,100 店

約 4,600 店

約 6,100 店

北米

約 700 店

約 1,850 店

約 2,400 店

約 3,400 店
約 1,200 店

約 1,850 店

約 2,400 店

約 2,600 店
中東

約 250 店

約 600 店

約 950 店

約 1,000 店
アフリカ

約 150 店

約 300 店

約 350 店

約 500 店
海外合計

約 55,000 店

約 89,000 店

約 118,000 店

約 156,000 店

オセアニア

ロシア

日本食レストランの増加が、
輸出を後押し
ホタテ貝やアルコール飲料の人気
の理由として、日本食レストランで
の需要増が背景にあることを述べた
が、他の農産物についても、中国お
よび世界の日本食レストランでの需
要が、日本の農産物の輸出拡大を下
支えしている。
万 ５ ０ ０ ０ 店で

農 林 水 産 省の資 料によると、
年に世 界で約

13

約

万 ９ ０ ０ ０ 店、

年には
15

年 には 約

は、 増 加 を 続 けてお り、

あった 日 本 食 レスト ランの店 舗 数

5

17

万８０００店、そして 年には約

8

年に「和

するチャンスが増えている。

に登録されたことにより、世界中で

食」がユネスコの世界無形文化遺産

る。 年に世界で約 万６０００店

きなポテンシャルを持った市場であ

いう観点において、中国は非常に大

日本食レストランにおける需要と

日本の食への関心が高まったこと、ま

この増加の理由として、

万 ６ ０ ０ ０ 店へと拡 大している。

19

13

た、日本食は世界の多くの人からヘ

アジアには約 万１０００店が存在

存在する日本食レストランのうち、

したい／食事を楽しみたいという声

る日本の農産物を使った食事を提供

本食レストランにおいて、本場であ

店舗数が増加した結果、海外の日

店ある日本食レストランのうち、中

時点では、アジアに約 万５０００

品の輸出拡大戦略」によると、 年

資料「国・地域別の農林水産物・食

タは公表されていないが、首相官邸の

10

国には約 万３０００店が存在して

げられる。

ルシーなイメージを持たれ、日本食

15

している。アジアの国別の店舗数デー

19
が大きくなり、日本の農産物を輸出

2

4

15

約 27,000 店

15 11

約 10,1000 店

約 69,300 店

約 45,300 店

2013 年

エリア
アジア

へのニーズを高めていることなどが挙

（出所）農林水産省「海外における日本食レストランの数」

2019 年
2017 年
2015 年

海外エリア別の日本食レストラン店舗数
表3

ならば、中国には５万店強の日本食

レストランが存在していることとな

り、海外全体の店舗数のおよそ３分

それゆえ、海外において日本食レス

トランを起点とした農産物輸出の拡

大を狙っていくのであれば、中国での

取り組みは非常に重要となる
（表３）
。

訪日旅行をきっかけに、
日本の食品のファンが増え
るケースも

訪日旅行者が、日本滞在中に様々

な日本の料理やお菓子、飲料などを

楽しみ、それらに良い印象を持って帰

国することは少なくない。また、訪

日旅行者が、帰国後に日本の食品を

お土産として周囲に配ることで、訪

日未経験者でも、日本の食品への関

心を高めてくれる場合もある。

そこで、訪日旅行者からの評価の

高い商品の輸出拡大に取り組む事例

も多数出てきている。例えば、自社

商品の売れ行きについて、特に訪日

旅行者に関して把握する調査等を実

施して、どの国・地域からの旅行者

20
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いることから、中国にはアジアの半分

強の店舗が立地していることになる。

年においても、 年と同程度の比

15

率で中国に日本食レストランがある

19

の１を中国が占めている計算になる。

コロナ禍でも人と農産物にあふれている中国の市場（20 年 8 月北京市内）

14億人の胃袋を支える
中国食糧事情

拡大を狙うために味付けやパッケー

い国・地域はどこなのか、仮に輸出

に対する評価や総合的な満足度が高

への売れ行きが良いのか、各商品の味

している。

とで、より効果的な輸出販売を実現

ション等の進め方を決定したりするこ

リアを選定したり、現地でのプロモー

年は、新型コロナウイルスの世

これから輸出が解禁される
品目に注目

農産物の輸出拡大に向けた
官民一体の取り組みに期待

目標の実現は、容易ではないだろう。

ここ数年の日本の農産物輸出の伸

界的な流行により、外国人が訪日旅

額の拡大も続いている。ただし、個

しかし、本稿で述べたように、日

ここまで見てきたように、中国市

行をすることは難しくなったが、

別に品目を見ていくと、検疫等の理

本政府の農産物輸出に対する後押し、

びの勢いから考えれば、政府が掲げて

にどのようにアレンジすると良いの
年までは、訪日外国人数は年々増加

由により、現状では輸出が認められ

和食ブームや訪日外国人の増加によ

場は、日本の農産物輸出において大

か、といったことを把握する活動をし
していた。 年には３１８８万人の

ていないものも存在する。また、原

る中国や世界における日本の食品への

ジを変更するならば、国・地域ごと

ている食品関連の事業者は少なくな
外国人が来日しており、そのうち中

発事故を理由に、輸入停止措置の対

ニーズの高まりなどによって、目標実

いる 年に２兆円、 年に５兆円の

い。各事業者はそれらのデータに基
国人は 959 万人を占めており、
国・

象となっている日本国内のエリアも存

現に向けた下地は整いつつある。

きなポテンシャルを秘めており、輸出

づいて、輸出拡大に注力する国・エ

地域別に見ると１位である。それゆ

在する。

3,500

（万人）

3,000

735.6

838.0

959.4

2015

2016

2017

2018

2019 （年）
2013
0

その他
香港
台湾
中国

637.4

2014

499.6

92.6
283.0
240.9

500

489.0

220.8

中国マーケットの獲得を目指すこと

活用していこうと考えるのであれば、

輸出解禁に向けた様々な調整・協議

日本政府は、中国や世界各国と、

主要産業である自治体は少なくない。

業や、それに関連した食品加工業が

日本の地方部を見ると、農林水産

ングでは３位、香港からの訪日者は

４８９万人で、国・地域別のランキ

た。しかし、 年に輸出再開の方向

く中国への輸出が認められていなかっ

（BSE）が発症したことで、 長ら

重ねているが、農産物輸出の拡大に

地方創生の実現に向け、日々努力を

業者や地方自治体は、地元の発展や

な お、 台 湾 か ら の 訪 日 者 は

は、重要な検討事項になる。

を進めている。例えば、日本の牛肉

30

地方で活動する農産物に関連した事

25

は、日本国内で 年に牛海綿状脳症

19

２２９万人で、同４位である。これ

01

華圏への輸出拡大を意識する際には、

の半数を超えている。それゆえ、中

ならば、中華圏からの訪日者は全体

らの国・地域を中華圏として捉える

る。

の牛肉輸出が解禁される見込みであ

おり、 遠くないタイミングで中国へ

国側で疾病リスクの評価が行われて

で日中間の合意がなされ、現在は中

より大きな成果を挙げることが可能

り組みを進めていくことができれば、

識を持ちながら、官民一体となって取

大きなビジネスチャンスがあるとの認

していくかを考える視点も求められる

インバウンドビジネス）といかに連携

どうなどについての調整・協議が進

他にも、豚肉、牛乳・乳製品、ぶ

かしながら、さらなる農産物の輸出

トと地理的に近接していることを活

日本が、中国という巨大なマーケッ
（図２）
。

められており、これらも同様に中国

となろう。

訪日旅行者向けビジネス（いわゆる

19

229.0
1,165.9

475.7
456.4
416.8

152.4
367.7
724.8

609.3
74.6
221.1
131.4

1,000

1,453.9

2,000

223.2
183.9
954.2

1,500

1,510.8
1,584.7

2,500

19

を実現していくことが期待される。

（出所）日本政府観光局（JNTO）

への輸出が可能となる見込みである。
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20
え、訪日旅行を農産物の輸出拡大に

図 2 訪日外国人数の推移
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２０年の世界は、新型コロナウイルスによる混乱だけではなく、例年にも増して気候不順や天災に見舞われた年となっ
ている。世界気象機関（WMO）の発表では、地球の年間平均気温は観測史上、最も高いと予測され、日本にも酷暑や
大型台風の襲来、大雨などの災害をもたらしている。日本の約 倍という広大な国土を誇る中国では、大洪水や干ばつなどの
災害がより多く、広範囲に発生し、農業に深刻な被害を与えた。また、 年から中国全土に感染が拡大したアフリカ豚熱の影
響は今も大きく、養豚数の激減により豚肉価格は高止まりを続けている。さらには、食物を食い荒らすバッタの大量発生も報
告されている。中国政府は 年８月、主要穀物は１年分の備蓄があり、その他の農作物も需給バランスが崩れることはないと
発表しているが、相次ぐ災害に不安の声も少なからずあるようだ。ここでは、中国の農業生産に大きな影響を及ぼす自然の脅
威について触れてみたい。

安徽省、湖北省、貴州省の全域を含め

けたとされるのは の省・直轄市で約

一連の大 雨・ 洪 水により影 響 を 受

一般財団法人日中経済協会 調査部 次長

た内陸部まで、広大な地域で長雨とな
り、安徽省の黄山周辺をはじめ各地で
累積雨量が例年の５倍となる２０００
ミリを超えた。

７３７０万人（過去５年間の平均より

％ 増 ）で直 接の死

・ ％増）
、避難したのは４７４万
人 以 上（同 ・

者 は ２ ７ ８ 人。 家 屋 の 倒 壊 や 損 傷

万２０００件をはじめインフラ、農

地や生産設備などの直接的な経済損失

特に６月末から７月初旬にかけては長

上２番目（過去最大は 年）であった。

調査を開始した１９６１年以降では史

となる毎秒 万５０００立方メートル

でも長江の三峡ダムでは建設以来最大

水の発生数は例年の８倍にも及び、中

もしくは河川氾濫が起きたという。洪

を「三昇二降」と表現している。以前

した。

う土砂災害は全国で約６３００件発生

う甚大なものであった。また、降雨に伴

た農地は 万 6800 平方キロ（北海

あったが、雨が降らないことで土壌が乾

燥して農作物が育たなくなる干害（干

ばつ）による被害面積は 万８３８０

平方キロに及んだ。 年も年初から各

地で少雨による干ばつの発生が見られ、

中でも冬 季から春 先まで乾 燥した西

南地区と、６〜７月にかけての東北地

方（同時期の南方地域は記録的な大雨

だった）では、極めて降水量が少なく、

万３３６０平方キロの農地に被害が

出たという。また雲南省は 年に入って

から例年よりも降水量が極端に少なく、

大規模な水不足も発生している。同省

では７８６０平方キロにも達する農地

に被害を受け、既に約１６０万人が政

府の支援を受けている。

都市部に大きな被害をもたらし、市

民の撮影する映像などが流布される大

雨や洪水と比べ、視覚的には「地味」
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死者と被災家屋が減少していることを

示す。大河川を国内に複数抱える中国

では、今後も異常気象に対する警戒が一

層高まるとともに、水害をはじめとした

防災にも政策の重点が置かれている。

年に中国で水害により損害を受け

内陸部の穀倉地帯に打撃を
与える干ばつ

水に沈む成都の街並み
（20 年 8 月）

道の面積は 万３４５７平方キロ）で

6

中国農業を脅かす自然災害
横山 達也
大河川を氾濫させた記録的
な降雨
年９月の中国気象台による今年の

大雨に関する分析や、 月に中国応急

度重なる豪雨の影響で、中国の２大
河川である長江と黄河の流域では洪水

年 第 ３ 四 半 期ま

での全国災害状況レポートなどによる

が多発し、主要な河川で カ所、また

管理部が発表した

と、１〜９月の降水量は中国全土で平

江中下流域で、８月中旬には四川盆地

の水が流入し、ダム決壊や大規模な災

と比べて局所的な豪雨や想定以上の長

は２２００億元（同 ・ ％増）とい

などの西部地域で猛烈な降雨が続いた。

害発生を危惧するニュースが世界を駆け

雨などが続くことで、被災エリア、避難

全国 省の８３６河川でも洪水の発生

中国の梅雨は日本と同様に、例年な

巡った。季節外れの８月中旬には、四

民、経済損失は上昇している一方、洪水

均６２２ミリで、例年より ％多く、

らば１カ月余りの期間だが、 年は６

川省を中心に各地で累計１０００ミリ

応急管理部では、最近の水害の特徴

月１日から８月２日まで、過去最長と

進や住民の防災意識の高まりを受けて、

20
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対策を施した住宅・インフラ建設の促

6

7

20
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1

8

18

を超える豪雨に見舞われ、都市への大規
模な浸水も発生した。

7

19
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なる 日間を記録。とりわけ山東省、
江蘇省、浙江省にかけての沿岸部から、
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14億人の胃袋を支える
中国食糧事情

な扱いをされる干ばつだが、食糧生産

近い高値が続いた。

センチ以上にもなる大型で、風も利

機に陥っているという。バッタは体長が

家 屋の損 失・ 損 壊 は 約 156 万 軒。

１億３０００万人、死者は 578 人、

策指針」を打ち出すなど、徹底した感

ことができ、農作物の被害は天文学的

用しながら数百キロの距離を移動する

匹敵し、このうち完全に収穫物の得ら

方キロと日本の国土のほぼ半分の面積に

中国農業農村部は、
「ASF 緊急対

被 害 面 積も大 きい。 特に東 北 ３ 省と
染の封じ込めに取り組んでおり、まだ

な数値となりそう。国連は 年５月に

などに与える影響は同様に深刻であり

内モンゴル自治区は一大穀倉地帯であ
収束には至っていないが、中国の報道で

は５００万人分の食糧緊急支援を実施

れなかった土地は約 万５０００平方

１億７５００万トンで、全国生産量の
フリカ豚コレラのほか、養鶏業に大きな

ち着きを見せ始めたという。中国ではア

中国では 年６月以降に東南アジア

しているが、全く不足しているようだ。

直接の経済損失額は、３１３５億元に

キロにも上る。これら一連の災害による

ロコシ、豆類、イモ類）の生産量は約

19

％以上を占める。この地域は過去に

20

被災した農作物の作付面積は約 万平

り、 年の食糧（コメ、小麦、トウモ
は 月には供給量が回復し、価格も落

10

も大規模な干ばつ被害を幾度も受けて
おり、今後も注意が必要である。

家畜を襲うウイルス
年は新型コロナウイルスにより人類

は苦境に立たされているが、家畜の世界
ではさらに驚異的なウイルスが猛威を

脅威が完全に払しょくされるには時間が

蹄疫も度々報告されるなど、ウイルスの

ているほか、人にも感染の恐れがある口

年も湖南省をはじめ断続的に発生し

打撃となる高病原性鳥インフルエンザが

にバッタの発生面積１００平方キロに対

な薬剤を散布をしたという。８月上旬

もに、ドローンなどを利用した集中的

動や交尾による定着化を阻止するとと

府はすぐさま対応措置を講じ、二次移

タによる被害が確認された。雲南省政

から季節風に乗って飛来した黄脊竹バッ

い。毎年３月（ 年は５月）に開催さ

は、民心の不安定化にもつながりかねな

らには食糧安全保障が脅かされること

二次被害をもたらす可能性も高い。さ

食料品価格の高騰や健康への影響などの

接被害を与える脅威はもちろんのこと、

大規模な災害は、農作物や家畜に直

感染力も高くワクチンもまだ開発され

で、発症後の致死率はほぼ 100％、

ラ（CSF）とは全く異なるウイルス

国連食糧農業機関（FAO）の発表で

世界では今も現実として発生している。

作物を食い尽くしていくという恐怖が、

動しながら手当たり次第にあらゆる農

うバッタの大群が、数千億匹の単位で移

１平方キロ当たり８０００万匹とい

クトビバッタは一部がインド北部にまで

してしまうのか注目される。なお、サバ

に適していると言われる雲南周辺で越冬

気候が温暖で山岳部が多く昆虫の繁殖

で被害が発生している模様で、今後は、

は稲や竹の葉を好み、既に雲南や湖南

剤散布を行ったとしている。このバッタ

た食糧供給が掲げられている。世の東西

においても農業生産力の強化や安定し

れられている。また、当年度の政策目標

並んで最初に食糧生産の状況について触

が報告されるが、その中でも経済活動と

過去一年間の様々な国家の政策・成果

に国務院総理が政府活動報告を行う。

れる全国人民代表大会では、会議冒頭

もなるという。

かかりそうだ。

し、延べ３５００平方キロの面積に薬

ていない。日本と数カ国を除き東南アジ

は、アラビア半島の南端に位置するイ

飛来しているが、ヒマラヤの高山障壁が

を問わず、食糧の安定供給の維持、す

数の暴力で迫るバッタの大群

アでも感染が拡がっているもので、中国

エメンと、アデン湾を挟んだ対岸のアフ

あるため、中国への飛来は確認されてい

振るっている。アフリカ豚熱（ASF）

では 年 月に初めて確認された。そ

リカ大陸・ソマリアやエチオピア、スー

の後、感染は全土に拡大し、 年末に

30

20

の重点の一つとして求められている。

産に対する脅威への対処が中国でも政策

模な自然災害をはじめとした、食糧生

が最重視することであり、今後も大規

なわち「国民が飢えないこと」は為政者

国内で飼育されている豚は前年末より

食糧安定供給を最重視

半 期までの各 種 災 害による被 災 者は

中国政 府の発 表では、

年第３四

ないようだ。

20

ダン、ケニアなどで大規模にサバクトビ

だ。これは日本でも発生している豚コレ

20

億頭以上、その数を減らすこととな

東地域にかけての約 カ国に及び、

バッタが発生し、被害はアフリカから中

頭）
、豚肉価格の高騰が市民の食卓を直

年前半までに東アフリカで２５００万

り（ 年末の飼育数は３億１０４０万

撃した。最もポピュラーな豚である三元

人、イエメンで１７００万人が食糧危
19

20

19

8

豚の価格は、 年夏以降、以前の３倍
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の被害地域と、➡︎はバッタの飛来方向︎

と干ばつ

大雨
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20
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留学生がお店にお願いして押しかけて
いるので、アルバイトではなく、もち
ろん無給です。伝票読みから始まった
のですが、何が書いてあるかなんて当
然分かりません。最初はずいぶんと
叱られたりしましたが、そのうち友人
もできて充実した時間を過ごすことが
できました。成都の陳麻婆豆腐本店
にもお邪魔し、作り方や味付けなどを
学んだことも貴重な体験でした。
帰国してからは毎年、四川飯店の
従業員も連れて、当時の友人や中国の
お師匠さん、兄弟弟子のもとを訪れて
います。現地には豆板醤の工場もあり、
中国に足を運ぶ機会は多いですね。

３代目という重みは相当なもので
はないでしょうか
まずは料理人として、祖父から受け
継がれている味を守ることは大切で
す。あえて具体的な例を挙げると、
「麻
婆豆腐」でしょうか。これは祖父、父
の守ってきた「魂の料理」だと思って
います。もちろん、お客さまに喜んで
いただくということが最も重要で、常
に意識しなければいけません。まだ
まだ学ぶことは多いので、これからも
努力を続けます。
また、経営者として店舗、グループ
のマネジメントを考えることも大事な
仕事。特に人材の育成は、大きなテ
ーマです。時代が変化している、と言
うのでしょうか。かつての「師匠－弟
子」という発想だけでは技術を継承
し、味や伝統を伝えていくことは難し
いと感じています。様々な問題も起き
ますが、その場しのぎの対処療法で
はなく、マネジメントする側に存在す
る課題を見つけ出し、解決することが、
素晴らしい人材が根付くことにつなが
ると考えています。さらに、チームで
仕事をするという意識も大切です。当
たり前のことかもしれませんが、職場
における挨拶とコミュニケーションは
欠かせないものだと思います。

幼少期、祖父の陳建民さんと自宅にて

また、新型コロナウイルス対策の一
環として、ご自宅でお店の味を楽しん
でいただきたく、近日中には国内で通
信販売を始める予定です。ふかひれ、
担々麺、エビチリなど、湯煎ですぐに
お召し上がりいただけるように工夫し
ております。

四川飯店の理念を教えてください

1958 年の開業当時の四川飯店

四川飯店が 10 年後、20 年後もお
客さまに愛されることを見据えていき
たいです。

海外でも四川の味を展開されてい
ますね
日本国内では、全国に 13 店舗を営
業しております。グループ全体の従業
員は 170 人ほどで、そのうち7 割近く
が料理人。野菜の彫刻を 20 年以上
手掛ける中国出身者もいます。各店舗
は同じレシピで調理しますが、ご当地
の食材や土地柄に合わせて微妙に異
なる風味などもあり、各地の店舗に訪
れた際にはその味わいを楽しんでいた
だければと思います。
海外は、７年前にシンガポールの
マンダリン・オーチャードホテルに出
店しました。様々なご縁でいただけ
たチャンスでしたが、私をはじめスタ
ッフの誰もが海外事業の経験もない
中、料理も店のオペレーションも全て
を最初から準備するのは大変でした。
現地スタッフの熱意や頑張りにも支え
られて、おかげさまで今も多くのお
客さまにご利用いただいております。
2016 年からは４年連続で、ミシュラ
ン２つ星の評価を獲得しています。

中国語になりますが「菜心是愛 低
賞感微」です。日本語では「料理は
愛情 お客さまには常に感謝の笑み
で」と言えばいいかと思います。祖父
が始めたこの店は、料理の味を追求
するとともに、多くのお客さまに愛さ
れることで今日まで続けることができ
ました。祖父が教えてくれた、
「人を愛
し、料理を愛する」気持ちを常に忘
れず、これからも皆さまをお迎えした
いです。
今年は、コロナウイルスで完全休業
を余儀なくされる時期があり、現在で
も本当に厳しい状況が続いています。
ウイルス対策に万全を期して、従業員
一丸で頑張っていますので、ぜひ足を
お運びいただければうれしいです。

終始はじけるような笑顔で、滑舌
の良い透き通る声が意志の強さを
感じさせる。休日は、奥様と一緒
に、調理師の友人たちがいるレス
トランを巡るのが楽しみ。訪問の
手土産はもちろん「麻婆豆腐」だ
とか。

（聞き手：横山達也）

赤坂四川飯店 本店

東京都千代田区平河町２丁目５番５
全国旅館会館６階 03-3263-9371
https://www.sisen.jp/
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中国の食を伝えて親子３代

焔

赤坂四川飯店 陳 建太郎さん

わき立つ中、真剣なまなざしでリズム良く中華鍋を振り続ける。丁寧に下茹でされた豆腐にオリジ
ナルの豆板醤などを加えて生み出される「麻婆豆腐」は、祖父の代から受け継ぐ伝統の味だ。東
京都千代田区に本店「赤坂四川飯店」を構える四川飯店グループは、初代の故陳建民氏から数
えて 62 年を迎え、今日では３代目となる陳建太郎さんが切り盛りする。四川料理の神様と呼ばれた建民氏、
父で「料理の鉄人」として全国に名を知られた２代目の建一氏の跡を継ぎ、経営者として、また一人の料
理人として活躍する建太郎さんにお話を聞いた。
祖父・陳建民さんは日本に四川料
理を広めたことで有名ですね
祖父は四川省の宜賓（Yi Bin）郊外
の出身で、少年時代は相当に貧しかっ
たそうです。地元の食堂で働いていた
が、とにかく生きることに必死だった
と。その時に、食の大切さと料理の
基礎を学んだそうです。ただ、毎日ジ
ャガイモしか食べることができず、お
かげでジャガイモ嫌いになったみたい
です。
その後、中国国内事情を背景に重
慶や南京、台湾、香港などのレストラ
ンで働き、中華鍋と大きな皿だけ抱
３代目となる陳建太郎さん

（撮影のためマスクを外しています）

えて来日したそうです。当時は中国料
理といえば広東料理が主流で、四川
料理を知る人は少なく、その辛さもあ
って大変珍しかったのでしょう。1958
年に田村町（現在の内幸町）に四川
飯店を開業したのですが、そのままの
四川料理では日本では受け入れられな
いと考え、例えばチンジャオ牛肉では
青唐辛子をピーマンにしたり、汁のな
かった担々麺にはスープを加えたり、
乾燥エビを使用していたエビチリでは
食材を生鮮にしてトマトケチャップを
加えるなどの工夫を凝らしたそうです。
それらは日本では四川料理として普及
し、現在の四川飯店にも引き継がれ
ています。
豪快で気さく、
「料理を愛そう、人
を愛そう」と常に言っていたそうで、
仕事には大変厳しかったと聞いていま
す。だが、おじいちゃんとしての陳建
民は、ものすごく優しかったですね。
麻婆豆腐が四川飯店の中心ではあり
ますが、祖父がよく作ってくれた回鍋
肉もいまだに忘れることのできない味
です。

父親の陳建一さんと言えば「料理
の鉄人」
田村町のお店は当時の NHK の道
向かいにあり、それがご縁で「きょう
の料理」には３代にわたり出演させて
いただきました。また、田村町時代
から（当時 NHK に出演していた）黒
柳徹子さんにはご愛顧いただき、今で
もお越しになられます。
「徹子の部屋」
に父親と呼んでいただいたことはいい
思い出です。多くのメディアにお世話
25 JC ECONOMIC JOURNAL 2020.12

父の陳建一さん（中央）、修業時代の建太
郎さん（右端）と仲間たち

になりましたが、中でも「料理の鉄人」
は四川飯店を全国的に有名にしたテレ
ビ番組でした。
実は、私は子供のころから父の友人
であるムッシュ坂井さんに憧れ、フラ
ンス料理の調理師を目指していたんで
す。オシャレなイメージだし、味も経
験のない世界でしたから、大学ではフ
ランス語を専攻し、アルバイトもしま
した。ところが「料理の鉄人」の最終
回で、父とムッシュ坂井さんが決勝戦
を競う姿を見ている時に、やはり中国
料理をしたいと思ったんですよね。職
人の世界では、1日でも早く業界に入
った人が先輩になるので、すぐに大学
を中退してこの道に進むことにしまし
た。まずはフロアのサービス係から始
めて、師匠や父の指導を受けて修業
を重ねました。

四川省でも学ばれたそうですね
2005 年から３年ほど、四川省・成
都市で暮らしました。３世と言っても、
渡航した当初は全く中国語ができませ
ん。午前は学校で勉強して、午後は
地元の料理店で修業する毎日でした。

式会社ダイドーハントは、創業 81 年を迎えた大阪生まれの企業。肌勢宜記社長は３代目となる。創業者

用品など２万点もの金属商品の開発、製造、物流までを手掛けるファブレスメーカーへと成長してきた。中国
とのつながりは、1992 年に山東省煙台市に釘や金物の合弁事業を立ち上げたのが始まり。以来、現地工場の
設立や、自社ブランド製品の製造委託先の開拓などに取り組みながら、約 30 年にわたり事業を展開している。
中国に進出した 92 年に日中経済協会の会員となり、長年にわたって現場との情報交換や、日本と中国の経済
交流事業にも参画いただいてきた。中国は重要な生産拠点であり、現地で働くスタッフは大切な仲間であると
いう肌勢社長に、同社の歩みとその生命線ともいえる中国事業などについて紹介いただく。

株の祖父が鉄鋼二次製品の卸売で身を起こし、今では住宅の構造金物、太陽光パネル用架台、DIY 向け

「つなぐ」
ことを大切に

～ダイドーハントの中国事業の歩み～
●

株式会社ダイドーハント 代表取締役

肌勢 宜記

時代の変化にあわせた成長
ファブレスメーカー・企画
開発型企業へ

ダイドーハントは、「つなげる物を

用の構造金物、壁や屋根をとめつけ

販売している。戸建て木造住宅建築

住まいや暮らしに関わる商品を企画、

次加工品）から、パチンコの玉や釘

伸線業（線材を原材料とした鉄鋼２

次製品の問屋として、戦後は鋲、釘、

創業した１９３９年当時は鉄鋼２

26
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ホームセンターで見かけることの多

い、木材を使って棚やラックを組み立

てる際に使用される釘、ビス、補強

金物や、シートを留めるためのロープ

止め、針金などの商品を取りそろえ

るビス、太陽光パネルを屋根に取り

などの製造にも進出し、輸出にも対

ている。

付ける架台、ビスまで多くの商品が

応してきた。オイルショック後には製

創る企業 PRO ＆ DIY」
として、

PRO ユーザー（職人）に利用され

造業縮小、販売重視へと転換し、物

てきた。

きる「企画開発型企業」へと変貌し

ニーズに素早く、かつ細かく対応で

は主にアウトソーシングとし、顧客の

ブレスメーカー」として商品の製造

されている。そして現在では、「ファ

物流センターを活用して全国に出荷

て、それらは国内３カ所に設置した

おける自社ブランド製品を生み出し

DIY や太陽光発電パネル用架台に

した。独自の技術開発部門を設立し、

ドーハントとして新たな一歩を踏み出

所と株式会社ハントを合併し、ダイ

は別会社であった株式会社大同製鋲

組んだ。２００４年には、それまで

内販売に特化して販路の拡充に取り

流倉庫の整備などを進めながら、国

ている。また、DIY ユーザーには、

現地工場の生産風景（2007 年頃）
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場を縮小していく中で、ファブレスメ
が判明した。現地の副総経理が虚偽

の合弁工場が大赤字となっていること

れてこない。そのような中で 年、そ

産量は増えず、品質も一向に改善さ

にしておいた。だが時間が経っても生

困らなかったので、しばらくそのまま

しずつ技術向上に取り組んだ。

質管理も体感してもらいながら、少

か、日本の工場で「日本レベル」の品

に製品を使用するシーンを見せたほ

現地工場の幹部を日本に招き、実際

応して中国のレベルアップを図るべく、

ていった。日本側でも、その動きに対

らというべきか、幸いにもというべき

て、とてもありがたかった。残念なが

係を前提に仕事を進めることができ

かれており、経営者としてはその関

は、先代の時代から長きにわたって築

地法人やその社員たちとの信頼関係

年に数度は訪れるようになった。現

試行錯誤を重ねた
中国事業

ーカーを志向し、海外拠点を拡げて
の決算書を作っていたことが明らかに

中国との関わりは、日本の自社工

いく中で、 年代後半よりスタート
の転売やタバコの密輸など「危ないビ

なったのである。本業以外に輸入鋼材

駐在の日本人もおかず、パートナー

その後は今日に至るまで、現地に

れたり、という経験はない。だが、こ

か、先代のように騙されたり、脅さ

した。 年に中国の遼寧省・撫順に
ある国有企業からコンテナ１つ分の釘

た。当社の成長の原動力であ

に工場運営を完全に任せて、

も うこれは完 全 撤 退 するしかな

り、中国との最初の接点とな

ジネス」に手を出していたのだ。日本

味を持たなかったため、取引は続か

い、という状況まで一時は追い込まれ

った釘の製造であるが、いま

を輸入したのが中国との取引の始ま

なかった。そこで、安定して中国から

た。トラブルに巻き込まれてちょう

では日本の同業者の中国進出

製造できる商品の種類を増や

仕入れるには合弁企業をつくるしかな

ど１年が経った頃、地元政府のトップ

も増え、ほとんど中国に移っ

人が常駐しているわけでもないため、

いと考え、 年に、既に進出・稼働

が交代し、新たな董事長も任命され

てしまったと言える。

り。ところがその後、先方の工場長

していたマレーシアの協力工場で使用

た。１年間のトラブルの最中に董事

し、会社も事業も成長してき

していた釘の製造機械を中国へ送り、

長は中国側の独断で３人も交代して

全く気付くこともできなかった。

まずは現地の小さな国有企業、日本

おり、 年５月より４代目の董事長

え不良品も多かった。しかし当時は

しかコンテナが日本へ来ない、そのう

その工場からは３カ月に１度くらい

ところが、いざスタートしてみると、

いう雰囲気の中での進出だった。

と思われるが、まずはやってみようと

た企業もおそらくほとんどいなかった

を製造するメーカーで中国に進出し

で合弁工場を立ち上げた。日本の釘

とで、工場は大きく転換し、品質が

変し始めた。その董事長に代わったこ

事態は一気に進展し、生産体制も一

に応える努力をしてくれたおかげで、

方で、非常に真面目に当社側の要望

事長は元工業局の副局長をしていた

の２社合弁となっていた。４代目董

は合弁から離脱し、当社と地元政府

となった。その間に大阪の貿易商社

するようになる 年ごろから

そして、先代から事業を継承

いて立ち会ったときであった。

それに父（ 代目社長）につ

契約更新のタイミングがあり、

またま旧合弁から新合弁への

留学中に一時帰国した際、た

のは、２００１年。アメリカ

私が初めて中国を訪問した

愛 すべき中 国の
仲間たち

の貿易商社とともに、山東省煙台市

が交代し、後任は日本との事業に興

94

2

95

上がるとともに生産量も大きく増え

27 JC ECONOMIC JOURNAL 2020.12

80

92

その工場からの輸入に頼らなくても

中国煙台市にある現地法人

89

05

例えば 年当時、中国を訪問する

出来事やエピソードには事欠かない。
常に頭を悩ませたものだ。ところがこ

喜んでもらえるだろうか、と一時は非

き、次回の訪問では何を持っていけば

素朴で、愛情に溢れ、感情も穏やか

ーの悪い人ばかりを報道することだ。

平気で順番抜かしをするようなマナ

いるのに、食事中に大声で話したり、

への取り組みである。ある日、中央政

事業の運営で大変だったのは、環境

工場の一部を改築するほどである。

であり、 駐車場を確保 するために、

今ではほとんどの工員が自動車通勤

それが次第にバイクへと変わっていき、

際には日本からお土産をたくさん持
の数年で、そんな悩みもなくなった。

で、気遣いもできる、そんな素晴ら

府の検査官がなんの通知もなくやって

日本では、中国には 億人もの人が

っていくと、何でもとても喜んでくれ
中国関係の皆さまはご存知の「ハエ叩

しい中国人とたくさん接してきたか

次第にお土産への関心も薄くなってい

た。田舎の人にとっては、日本製のカ
き」の影響である。

の 年ほどを振り返ると、刺激的な

メラや化粧品はとても珍しかったのだ

14

本製品が持ち帰られるようになると、

人が急増し、爆買いによって多くの日

ろう。しかしながら日本へ行く中国

たちもおいしいお酒や食べ物

しかった当時では、中国の人

うのが当たり前であった。貧

酒を注がれ、倒れるまで飲む、とい

会が用意されており、次から次へと白

またかつては訪中すると毎晩、宴

もあるが、そんなのは一部でしかない

大都市の飲食店でぼったくられたこと

い人達が中国にはたくさんいるのだ。

てきて握手を求める、そんな愛らし

しわくちゃにしながらニコニコ近づい

らである。工場に立ち寄ると、顔を

要があるため、鍍金工場の操業を止

全商品に「鍍金（メッキ）
」をする必

ったことがある。当社の商品は、ほぼ

きなり操業停止の措置をとられてしま

能が不十分だと言って、その日からい

きて検査を行い、排水設備や排煙機

本側では商品が不足し、ついには欠品

態で山積みとなっていく。もちろん日

められると、商品が完成されない状

のである。

05

がある宴会は貴重な機会だっ
たのであろう。しかしそれも
年々中国が成長を遂げる中で

が、その動きと連動するよう

も面白かった。余談ではある

を話す場へと変化していったの

りも、料理の味や健康法など

会はお酒を飲む機会というよ

が歳を重ねてきたことで、宴

うに感じる。同時に、参加者

宴会への意欲も薄れていったよ

４時間かかっていたところが、１時間

が整備され、かつては下道ばかりで

空港から工場への道のりも高速道路

並び、景色もずいぶんと変わっている。

た周囲にも大きなビルや工場が立ち

させてきた。進出当時は何もなかっ

もなく、ずっと煙台市で工場を稼働

迎えるが、別の地域に移転すること

当社の中国事業は間もなく 年を

ら将来の中国の行方として思うのは、

て感じる。そして、ここ数年の訪問か

同じ線をたどっていることをあらため

済成長や社会変化（高齢化など）は

ことと、実際に数字で見る中国の経

このように私自身が体験してきた

あらためて感じたものである。

ドと徹底力は日本の比ではないなと、

府はこれをやる、と決めた時のスピー

の事態を引き起こしてしまった。対応

に、悪化の一途をたどっていた

半へと短縮された。工員の通勤手段

さらなる環境意識の高まり、IT 分

時代と共に変化する
中国を痛感

私の健康診断の結果が、みる

も大きな変化を遂げてきた。かつて

野での急成長とそのスピードである。

日ごろの食生活も豊かになり、

みるうちに良化していったのは

は自転車が当たり前で、工場内には

にはずいぶんと苦労したが、中国の政

幸いであった。
個人的に残念に思うのは、

２年前に深圳へ行ったときの話だ

30

溢れんばかりの自転車が並んでいた。

中国の仲間たちとの１コマ
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が、街中では電子決済のためのバー
コードが溢れ、小さな商店での支払

壁」があるが、これら最新
の商品製造においても中国

頓・清 掃・清 潔・躾 ）のみならず、

企業を訪問すると、５S（整理・整

ムになっているのだろう。また、IT

人ひとりの動きを追跡できるシステ

号機や街灯に設置されたカメラで一

どこにいっても顔写真を撮られた。信

なっていた。ホテルのチェックインでは

走り、公共バスは全て電気自動車に

色のナンバーなのですぐにわかる）が

った。道路には多くの電気自動車（緑

ないレベルにまで

の生産量を誇り、品質も日本と差の

関わる業界においては圧倒的に世界一

いるようだ。だが私は、鉄鋼製品に

ASEAN にシフトする例も増えて

れらを背景に、工場や主力生産地を

も同じ悩みを抱えていると思う。そ

とんどだ。おそらく他の業界、企業

工場の作業などは希望しない人がほ

る。 若者たちは都会で働きたがり、

は、 工 員の高 齢 化と人 手 不 足であ

いま、 当 社の工 場の抱 える 課 題

る。

を続けていこうと考えてい

らも引き続き中国での製造

しているところで、これか

勤めている社員たちも努力

パートナーや長年にわたり

検討している。信頼できる

め、ロボットなどの導入も

がら、さらなる省人化のた

備の導入を今後も継続しな

イアウトの見直し、機械設

当社は工程の効率化、レ

が製造拠点として活躍して

日本企業の経営理念や風土まで勉強

成 長 し た 中 国の

米中の関係は先行きが見

中国事業を守り、さらな
る発展を目指す

し、真似しているところをみて、

製 造 拠 点 と して

えず、コロナ禍によって世

いにも現金が使われている様子はなか

これはもう世界のトップになる、

の 力 に は、 今 後

界も地域も分断されている

ネスも非常に厳しくなっている。だが、

最 後にひと言。

年 秋 から合 弁

力も確保する「フ

施 工 で き、 高 耐

家族、仲間など、あらゆる人たちと

なく、日本と中国の社員やスタッフ、

企業」として、商品ユーザーだけで

漢都金属製造公司と、地元の海陽市

品開発に大きく貢献してくれた煙台

品を作り続け、当社の販路開拓、商

までに成長してきた。競争力ある商

日本本社にて ３列目中央が肌勢社長

いる。

と痛感した。

も 十 分 に競 争 力

中で、中国との往来もビジ
る。 実 際 に、 当

が軌道に乗り始めた頃の当社の年商

ロッキ ン 金 物 構

つながることを考えていきたい。これ

政府の皆さまにこの場を借りて、お

こんな時代だからこそ、当社のキャ

法」
、狭小地での

からも発展を続ける中国とは、うま

礼申し上げたい。

社 の新 商 品 と し

億円が、いまでは 億円を超える

木造建築において

くつながりながら、ともに発展してい

ッチコピーである「つなげる物を創る

大開口を実現する

きたい。

て、誰でも簡単に

95

90
「フロッキン狭 小
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があると考えてい

独自の商品。ボルトを使
わず木材をつなぐフロッキ
ン金物

JC ECONOMIC JOURNAL 12 月号 中国ビジネス Q&A

業コンプライアンスの注意点

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

入しました。同条により、これらの製品の製造者には、製品の販

検察院の解釈」は、国が輸入を禁止した非危険性の固体廃棄物又

売量に応じた廃棄製品の回収体系を確立するとともに、その回収・

は液体廃棄物の密輸量が個別に又は合計で５トン以上 25トン未満

利用の状況を社会に対して公開することが求められます。それゆえ、

であること、又は国が輸入を禁止した危険性の固体廃棄物又は液

電気自動車の修理店をはじめ廃棄動力電池、廃棄電気電子、廃棄

体廃棄物の密輸量が個別に又は合計で１トン以上５トン未満である

鉛蓄電池などを産出しうる企業においては、違法な固体廃棄物の

ことを「重大な情状」として定めていますので、これらの事情が存

収集・移転・処分により罰せられることがないよう、これら廃棄物

する場合、刑法 152 条の廃棄物密輸罪が成立します。

の管理を強化し、製造者にその回収・利用をさせなければなりませ

こうして固体廃棄物の輸入により刑事責任を問われた企業は、

ん。

税関企業信用管理弁法に基づき信用喪失企業へと格下げとなるほ

４．固体廃棄物関連の違法行為全般に対する厳罰化

か、各政府機関の共同懲戒措置が発動され、その法定代表者、董

新固廃法は新たな罰則を新設したほか、罰金額を全般的に引き
上げ（500 万元又は処分に必要な費用の５倍まで）
、日割連続処罰

事、監事及び高級管理職も種々の制約を受けることとなります。

６．企業コンプライアンス上の注意点

の類型及び違法行為を行った法定代表者その他責任者に対する行

固体廃棄物をめぐる今回の法改正は、生態文明形成の重視、固

政拘留を追加し、違法な収集・保管・輸送・利用・処分の対象と

体廃棄物環境汚染防止の情勢の変化及び固体廃棄物関連違法行

なった固体廃棄物及び施設・設備・場所・道具・物品に対する差押え
・

為に対する厳しい監督管理の姿勢を反映するもので、企業に対す

押収に関する明確な規定も定めました。これらの厳罰化により、制

る環境保護の圧力は、今後ますます増大していくと予想されます。

裁を受けた場合には多大な負担となることから、企業においては特

これと関連する法的リスクを可能な限り回避するためには、新固廃

に注意する必要があります。

法の関連細則の動向にも着目し、社内のリスクマネジメント体制を

５．固体廃棄物に対する越境的監督管理

整備し、固体廃棄物環境保護コンプライアンスを徹底することが

固体廃棄物には再利用可能なものも含まれ、かつては中国でも
古着や中古電気機械製品などの輸入・再加工が行われていました。

望まれ、具体的には、以下の諸点に注意を払う必要があります。
①固体廃棄物管理に関する社内規則の制定、担当部署・責任者

しかし17 年には、国務院弁公庁の「外国ごみ輸入禁止及び固体廃

の設置などの社内体制の整備、社員に対する啓発・教育養成など

棄物輸入管理制度改革推進実施案」により、外国からの中古品や

を通じて、法定代表者から末端の従業員に至る全社員において固

廃棄物の持込みの全面禁止、輸入固体廃棄物の管理制度の整備

体廃棄物管理コンプライアンスを徹底すること。

及び固体廃棄物の回収利用管理の強化が要求され、さらに今回の

②環境保護評価、
工事施工、
正式生産開始前、日常生産経営など、

法改正で、固体廃棄物輸入全面禁止の段階的な実現が明確化され

固体廃棄物に関する各段階で負う各種の法的義務（例えば管理台

ました。

帳の設置）を確実に履行し、これらあらゆる段階における管理を

（1）行政法の観点からのリスク

強化すること。

新固廃法 115 条１項は、中国国外の固体廃棄物を中国国内に輸

③固体廃棄物の日常管理におけるリスクを点検・是正する制度を

入する行為につき、税関による返送命令のほか、50 万元以上 500

確立し、定期的に専門的な審査・評価を受け、これにより判明し

万元以下の罰金に処するものとし、改正前と比較して罰金額を５倍

た問題を速やかに解消すること。

にまで引き上げました。固体廃棄物を輸入して税関により行政処罰

④「2020 年末固体廃棄物輸入ゼロ」との目標の下、中国税関に

に処された企業は、信用喪失企業に格下げとなるリスクが高く、33

よる規制や固体廃棄物輸入特別取締活動が強化され、特に製錬生

の政府機関による共同懲戒の対象とされ、その事業には極めて深

成物（スラグなど）
、廃プラスチック、金属くずなどに対する監督管

刻な影響が及ぶこととなります。また、新固廃法 116 条は、中国

理がますます厳格化する中、固体廃棄物の輸入を行うことがない

を通過する危険廃棄物の不法な移転に対し、税関による返送命令

よう、その正確な識別にさらに注意すること注 5。

のほか、50 万元以上 500 万元以下の罰金に処するものとし、罰金
額を改正前の 10 倍に引き上げ、規制の強化を図っています。
他方、運送請負人の責任については、旧固廃法において、固体
廃棄物の輸入者が不明な場合に限り、運送請負人がその返送の責
任を負い又はその処分の費用を負担するものとされていたのに対
し、新固廃法 115 条２項は、固体廃棄物の返送又は処分につき、
運送請負人も輸入者と連帯して責任を負うものと定めたため、運送
請負人は、輸入者が明らかな場合もこれらの責任を問われうること
となりました。
（2）刑事法の観点からのリスク
輸入が禁止された固体廃棄物に関し、
「密輸刑事事件の処理に
おける法律適用の若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民

注 1： この法律は 1995 年に初めて制定され、2004 年における第 1 次改正の
後、13 年、15 年及び 16 年の一部改正を経て、今回、15 年ぶりの大
改正となりました。
注 2： 主に、是正命令、上限 100 万元の罰金、違法所得の没収、営業停止
又は閉鎖の命令が定められています。
注 3： 環境保護機関による是正命令、10 万～ 100 万元の罰金、違法所得の
没収のほか、情状が重大な場合には、権限ある人民政府の許可に基
づく営業停止又は閉鎖の命令となります。
注 4： 中国伝染病予防法、医療廃棄物管理条例、医療衛生機関医療廃棄物
管理弁法、医療廃棄物分類目録、医療廃棄物集中処分技術規範（試行）
などが挙げられます。
注 5： 税関監督管理の面において、近年、固体廃棄物に関する行政違反案
件と密輸事件が多発しています。固体廃棄物の認定の複雑さが確かに
存在していますが、輸出入企業が中国政府の固体廃棄物輸入に対す
る管理政策の変化を重要視していないものもその原因の一つであると
考えられます。
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中国ビジネス Q&A

厳格化する中国固体廃棄物管理下における企

近年の中国は固体廃棄物の監督管理をますます重視しており、2018 年の「生態環境保護の全面強化及び
汚染防止堅塁攻略戦の断行完遂に関する中共中央国務院の意見」に象徴されるように、中国の固体廃棄物
管理政策はあらゆる面で強化が図られてきました。さらに、20 年４月 29 日には、固体廃棄物環境汚染防止法の全
面改正が行われ（20 年９月１日施行。以下「新固廃法」
、それ以前の同法を「旧固廃法」という）注 1、各政府機
関共同の監督管理制度が整備されるとともに、固体廃棄物処理の各段階における行為者の責任が強化・具体化され、
処罰も大幅に厳格化されました。
このように、固体廃棄物をめぐる中国の法令・政策が大きく変わりゆく中、企業としては、コンプライアンスに関し
てどのような点に注意すべきでしょうか。
１．工業固体廃棄物の監督管理
（1）固体廃棄物汚染防止施設建設に対する企業環境保護
竣工自主検収
17 年８月の「建設プロジェクト環境保護管理条例」の改正まで、
建設プロジェクトの環境保護竣工検収は、環境保護機関の行政許

案意見募集稿）において、工業固体廃棄物が排出許可申請を要す
る汚染物質に追加されました。このような経緯から、新固廃法は、
工業固体廃棄物を排出許可制度による管理の対象とすることを法
律上明らかにしました。
それゆえ、工業固体廃棄物の排出者においては、新固廃法 39 条、

可事項とされていましたが、同条例の改正により、建設者（中国語

生態環境部の「固定汚染源汚染物質排出許可分類管理目録（2019

「建設単位」
）において自ら環境保護竣工検収を行う自主検収制度

年版）
」及び「固定汚染源汚染物質排出許可の整理及び 2020 年汚

へと改められました。また、旧環境保護部が 17 年 11 月に公布した

染物質排出許可証書発行登録業務の完遂に関する通知」に基づい

「建設プロジェクト竣工環境保護検収暫定弁法」において、固体廃

て、所在地の環境保護機関に必要文書を提出して汚染物質排出許

棄物汚染防止施設の建設が付帯する建設プロジェクトに関しては、

可証を申請し取得すること、自社が排出する工業固体廃棄物の種

新固廃法の改正まで、環境保護機関が竣工検収を行うものと定め

類、数量、動向、保管、利用、処分等に関する情報のほか、その

られました。

排出を減じ総合利用を促進する具体的な措置について報告を行う

これらの規定は新固廃法 18 条に踏襲され、固体廃棄物汚染防
止施設の検収を行う主体は建設者であることが法律上明確化され
ました。それゆえ、当該施設を建設する企業においては、これま
でどおり自主検収を行わなければなりません。
（2）工業固体廃棄物排出者の汚染防止責任

こと、又、既にその許可を得ている企業においては排出許可の変
更を適宜行うことがそれぞれ望まれます。

２．危険廃棄物の管理
（1）危険廃棄物排出者の管理台帳作成義務
危険廃棄物排出者も、新固廃法 78 条に基づき危険廃棄物管理

これまで、環境保護機関が取締活動を実施するたび、不当な固

台帳を作成の上、関連する情報を正しく記録しなければならず、ま

体廃棄物処理が発覚して行政罰・刑事罰に付される企業が少なく

た所在地の環境保護機関に対し、同法 16 条に基づき危険廃棄物

ありませんでした。これを受け、新固廃法 36 条は、工業固体廃棄

の種類、産出量、動向、保管、処分等に関する資料をもって正しく

物排出者（以下「排出者」という）に対し、その産出・収集・貯蔵・

申告を行わなければなりません。これに違反したときは、同法 112

保管・輸送・利用・処分の全過程にわたる汚染防止責任制度を確立・

条 13 号に基づく行政処罰の対象となります注 3。

整備することのほか、事後的な追跡・照会のため、工業固体廃棄
物管理台帳を作成して、その種類、数量、動向、保管、利用、処

（2）医療衛生機関・医療廃棄物集中処分業者の義務
新固廃法 90 条は、医療廃棄物を特殊な危険廃棄物と位置付け、

分等の情報を正しく記録することも要求していますので、企業にお

管理の対象とすることのほか、医療衛生機関及び医療廃棄物集中

いては、これら一連の義務の履行に注意する必要があります。

処分業者の義務を明確化しました。したがって、これらの機関・業

（3）工業固体廃棄物輸送等委託時の注意事項
前項で述べた排出者汚染防止責任制度と関連して、新固廃法 39
条は、排出者に対し工業固体廃棄物の輸送、利用又は処分を他人

者においては、医療廃棄物の管理に関する特別規定注 4 等を遵守し
なければなりません。
（3）危険廃棄物取扱者の保険加入義務

に委託する場合においては、その受託者の主体適格と技術的能力

中国では、環境高リスク領域において環境汚染強制保険制度の

を確認することのほか、その受託者との間において汚染防止の要求

試験的な導入が進められつつあり、新固廃法 99 条により、環境汚

について定めた契約を書面により締結することを求めています。こ

染強制保険に関する規定が法律上初めて定められました。したが

の義務に違反した産出単位は、環境保護機関により同法 102 条９

って、危険廃棄物の収集・保管・輸送・利用・処分を行う事業者は、

号に基づいて処罰され注 2、環境の汚染又は生態の破壊が生じたと

環境汚染保険へ加入する義務の履行に注意しなければなりません。

きは、受託者と連帯して責任を負うことになります。

３．電気電子等製造者責任拡張制度の導入

（4）排出許可制による工業固体廃棄物の監督管理

製造者責任拡張制度は、16 年の国務院弁公庁「製造者責任拡

従来の中国では、大気と水質の汚染のみにつき排出許可管理が

張制度普及案」に由来し、新固廃法 66 条は、法律として初めて

行われていましたが、18 年 11 月の汚染物質排出許可管理条例（草

電気電子、鉛蓄電池、自動車用動力電池等の製品にこの制度を導
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■ 10/22 山東省青島市と
「日中グリーン発展省エネ・
環境技術交流会」
を開催

当協会は経済産業省、山東
省青島市、国家発展改革委員
会と共催で、省エネ・環境分
野のビジネスマッチングを目的
とした「日中グリーン発展省エ
ネ・環境技術交流会」を 10 月 日中それぞれに自国の会場か
22 日にオンラインで開催した。らもプレゼンした技術交流会
交流会は、省エネ・環境対話における日中官民共同のプラッ
トフォーム「日中省エネルギー環境総合フォーラム」の一
4/24
環で、2016 年から中国の各地方都市で行っている。これ
までも日本企業の実務担当者が現地を訪れ、企業 PR や
商談を行うもので、具体的なプロジェクトの成立にもつな
がっている。
同市は、20 年５月に国家発改改革委員会が６都市で設
立を批准した「中日地方発展合作示範区」の１つで、省エ
ネ・環境分野での日中協力を重点としている。今回は新型
コロナウイルスの影響によりオンライン開催となったが、日
中の企業あわせて 18 社がプレゼンを行い、商談への参
加企業も日本側 43 社、中国側 51 社に上り、盛況を博した。
日本側の発表ではグリーンファイナンスや海洋ごみ処理な
ど先進的なテーマもあり、ライブ配信の視聴者は一時、最
高で 5,700 人を数えた。

■ 10/26 「2020 日本ー江蘇企業協力発展シンポジ
ウム」
を開催
中国国際貿易促進委員会江蘇省分会と日本江蘇総商会
は、10 月 26 日に「2020 日本－江蘇企業協力発展シンポ
ジウム」を開催した。本イベントは東京会場と江蘇省南京
市に設置された会場をオンライン形式でつなぎ、交流を

行った。
日本会場には約 30 人が参集し、当協会をはじめ、関
係機関の代表者が会場で挨拶した。また、当協会の笹原
信事業開発部長は江蘇省との長年にわたる交流の歴史や、
協会が進める経済交流の事業概要を紹介し、中国会場で
は尹建慶・中国国際貿易促進委員会江蘇省分会長らが、
日本と江蘇省の経済分野における交流・協力の現状、同
省蘇州市にある国家級の「中日地方発展合作示範区」の
概要などを紹介した。代表挨拶の後、江蘇省が注力して
いる、①医療分野、②スマート製造、③省エネルギー・環
境の３分野について、日中双方の企業が自社の製品や取り
組みなどを紹介した。

■ 10/30 宗岡正二会長が中国国際貿易促進委員
会・高燕会長とオンラインで会見

当協会の宗岡正二会長は10
月 30 日、中国国際貿易促進
委員会の高燕会長とオンライ
ンで会見し、日中双方の経済
状況や新型コロナウイルスの
影響について意見を交わした。 高燕会長との会見風景。オン
今回の会見は、両国の往来 ラインで３カ所を結んだ
が制限される中で、減少しているハイレベルの交流を補う
ものとして開催された。宗岡会長は、コロナ後の日中間に
おける経済交流活動再開への期待感を示したほか、米中
関係に触れた。一方、高燕会長は、今年の中国経済の見
通しや、五中全会で審議・採択された第 14 次五カ年計画
の概要、2035 年までの長期目標などを紹介した。両会長
は、早期のコロナ収束を願うとともに、渡航再開後の早期
の対面での会見を約束した。
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編集後記
「食は人の天なり 農は国のもとなり」とは、1500 年前の唐の太宗皇帝
が言ったとか。この言葉は日本で徒然草にも記され、二宮尊徳は「農
は万業の大本なり」と残している。最近も、ベストセラー時代小説の
映画化で、注目を集めたフレーズだ。いつの時代でも、人は食べるた
めに生きているのであり、生きるためには食べなきゃならない。食の安
全保障に国が傾注するのは自明の理。経済活動は「お腹いっぱい」か
ら始まるのかも。さあ、今日もおいしくご飯を食べよう。
（横山）
＊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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下記ホームページからもお申込みになれます。
URL: http://www.tokyo-kansho.co.jp
Amazon Japan でもご購入できます。
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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、2020 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）
（注 3）
固定資産投資額
〃 前年比
（名目）
不動産開発投資額
〃 前年比
（名目）
社会消費財小売総額（注 4）
〃 前年比
（名目）
消費者物価指数
（CPI）
工業品出荷価格指数
（PPI）
都市部 1 人当たり可処分所得
〃 実質伸び率
農村部 1 人当たり可処分所得（注 5）
〃 実質伸び率
都市部新規雇用者数
都市部調査失業率
都市部登録失業率
中国の貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の輸出額
〃 前年比
中国の輸入額
〃 前年比
中国の輸出入収支
中国の対日貿易総額
（中国海関統計）
〃 前年比
中国の対日輸出額
〃 前年比
中国の対日輸入額
〃 前年比
中国の対日輸出入収支
（注 6）
世界の対中直接投資契約件数
（中国商務部統計）
〃 前年比
世界の対中直接投資実行額（ 〃 ）
〃 前年比
日本の対中直接投資契約件数（中国商務部統計）
〃 前年比
（注 9）
日本の対中直接投資実行額（ 〃 ）
〃 前年比
経常収支
（注 7）
マネーサプライ
（Ｍ２）
〃 前年比
外貨準備
対外債務残高（注 8）
対ドルレート
日本の対中貿易総額
（財務省貿易統計・ジェトロ換算）
〃 前年比
日本の対中輸出額
〃 前年比
日本の対中輸入額
〃 前年比
日本の対中輸出入収支
日本の対中直接投資額
（財務省国際収支状況・ジェトロ換算）
〃 前年比

単

位

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

2016 年

2017 年

2018 年

2019 年

2020 年
1〜3月
206,504
-6.8
-6.8

2020 年
1〜6月
456,614
-1.6
3.2

2020 年
1 〜９月
722,786
0.7
4.9

-1.1
84,145.0
-16.1
21,963
-7.7
78,580
-19.0
4.9
-0.6
11,691
-3.9
4,641
0.9
229
5.7
3.7
9,432.2
0.9
4,782.1
-13.3
4,650.1
-2.9
132.0
668.9
-10.1
296.3
-16.0
372.6
-4.7
-76.3

-1.3
281,603
-3.1
62,780
1.9
172,256
-11.4
3.8
-1.9
21,655
-2.0
8,069
3.7
564
5.7
3.1
20,297.0
-6.3
10,987.0
-6.2
9,309.0
-6.4
1,678.0
2,610.9
-2.9
1,085.6
-3.1
1,525.3
-2.6
-439.7

1.2
436,530
0.8
103,484
5.6
273,324
-7.2
1.7
-2.1
32,821
2.8
12,297
5.8
898
5.4
32,967.4
-1.8
18,113.9
-0.8
14,853.4
-3.1
3,260.5
2,298.4
-1.1
1,034.2
-2.7
1,264.2
0.3
-229.9

312.0
-12.8
169

679.3
-4.0

1,032.6
2.5

746,395
6.8

832,036
6.9

919,281
6.7

990,865
6.1

54,139
6.3
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
4.0
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
1.8
-162.6
27,900.0
5.0
1,260.0
-0.2
576.0
-10.4
31.1
-3.1
1,963.8
1,550,066.7
11.3
30,105.2
14,158.0
6.6

60,014
6.4
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
5.0
3.9
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
13.7
-283.3
35,652.0
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

66,006
6.3
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
4.9
3.8
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
8.9
-335.0
60,533.0
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

70,892
5.7
66,384
317,109
5.7
6.9
551,478
5.4
132,194
9.9
411,649
8.0
2.9
3.2
42,359
5.0
16,021
6.2
1352
5.2
3.6
457,612.6
-1.0
249,902.9
0.5
207,709.7
-2.7
42,193.2
3,150.5
-3.9
1,432.7
-2.6
1,717.8
-4.9
-285.1
40,888
-32.5
1,381.4
2.4

33.3
-12.6
1,413
1,986,489
8.7
31,079.24
20,572.8
6.8985

8.9
-0.2
-297
2,080,923
10.1
30,606.33
20,946.0
7.0119

765
2,134,949
11.1
31,123.28
21,324.0
7.0795

1,707
2,164,085
10.9
31,425.62

億ドル

2,703.2

2,969.1

3,174.1

3,039.6

649.2

1,408.7

2,173.2

%
億ドル
%
億ドル
%
億ドル

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

14.1
1,347.0
-6.4
1,692.6
-2.5
-345.7

-10.9
296.1
-4.2
353.0
-15.7
-56.9

-3.7
625.7
-1.9
783.0
-5.0
-157.3

-2.6
995.0
2.1
1,178.2
-6.4
-183.2

億ドル

95.3

111.2

107.6

143.71

31.14

64.55

%

-4.8

16.7

12.8

33.6

-14.3

-19.0

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

6.8101

（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）。
（注 9）2019 年の日本の対中直接投資実行額は、1 〜 10 月まで。
（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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２５

データと図表で理解！

変わる中国

２５

12

1992年の発刊以来、対中ビジネスを担う戦略スタッフ、教育研究関係者、メディアに活用されている必携書。
中国を知る最新の情報バンクとして、2020年版も組織・人事・主要法令をはじめとした180の情報を更新。
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