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巻
ウイルス感 染 症 対 策の緊 急 事 態 宣 言が再 発 令

頭言の筆を取っている今、 東京では新型コロナ

想いが国を越えて根付き、コロナ禍においても実践さ

悪で判断する」ということも訴えてきました。そんな

か。 共 通した答 えは「緊 急 事 態において自 分に何が

我 が社 員はな ぜこのよ うな 行 動 を 取 れたのでしょう

ケア製品を届けました。 感染リスクが懸念される中、

れた物 流 網を伝い、 医 療 現 場に体 温 計などのヘルス

春節を返上して生産計画を整え操業を再開、 寸断さ

ありました。そのような状況下でも、 中国の社員は、

がある大 連においても感 染 拡 大が危 ぶまれる最 中に

に武 漢 が都 市 封 鎖となり、 弊 社のヘルスケアの工 場

思い起こせばちょうど１ 年 前、 春 節を迎える直 前

共 鳴の輪を拡 げることが、 組 織を束ねる上でとても

こうした取り組みにスポットライトを当て、称え合う

きっと起きていることでしょう。企業経営者としては、

バル企業であればどの企業のどの国の現場においても

での事例はその一つに過ぎず、このようなことはグロー

た素晴らしい人間の営みがあるものです。弊社の中国

場に目を向けると、そこには泥臭い葛藤や決断といっ

その争いばかりがクローズアップされがちですが、 現

に互いの国 益 がつきまといま す。 メディアを 通 じて、

米中貿易問題をはじめ、 国同士の折衝ごとには常

れたことを、私は率直に嬉しく思いました。

できるかを考え、行動を起こした」ということでした。

大事です。

となりました。

彼 らの健 康を憂い、 出 社を引き留める家 族との葛 藤

業 理 念」 を 支 える価 値 観の一つとして「人 間 性の尊

した「企業理念」経営を実践しています。そして「企

弊社では創業以来、「よりよい社会づくり」を目指

て、 日 本と中 国の関 係のみならず、 世 界 中の国 々と

じ続け、 行動を起こすことではないでしょうか。そし

必 要なことは、 我 々一人ひとりが人 間の可 能 性を信

いう側面も感じています。この危機を克服するために

新型コロナウイルスは今も猛威を振るい、私達の生

重」を掲げています。それは、誠実であることを誇り

の関 係を円 滑にするのも、 結 局は「人」であると思

に心が揺らいだとも聞いています。しかし、 彼らはコ

とし、人間の可能性を信じ続けるということです。私

いま す。 我 々がコロナ禍を乗り越 えたとき、 人 類は

活と社会を脅かし続けています。しかし、その一方で

は会長就任以来、毎年グローバル社員と「企業理念」

より強くなり、そして明るい未来に向けて新たな一歩

ロナの問 題を自 分 事として捉 え、 自 ら答 えを出した

の実践について議論を続けてきました。「企業理念は

を踏み出している、 そうなっていることを願わずには

コロナという共 通 課 題に対し、 人 類が一つになったと

壁に掲げているだけではだめで、事業を通じて実践し、

いられません。

のです。

社 会に貢 献してはじめて価 値を生む」 と伝えてきま
した。 また「物 事は身 内の損 得ではなく、 社 会の善
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RCEP は２０２０年 月に東アジアの カ国により署名された。RCEP は後発開発途上国に配慮しながら
「現代的、包括的で質
の高い、互恵的な経済連携」
を構築することを目的にしており、ASEAN ＋１ FTA を超える自由化を目指している。RCEP の
経済効果は日中韓３国が大きい。また、交渉最終段階で離脱したインドは発効後いつでも復帰が可能である。

11

15

想は研究が行われたが、日中の主導権

経済連携）の つがあった。 つの構

による CEPEA（東アジア包括的

と柔軟性など つの原則が決められ、

ASEANの後発加盟国への特別待遇

程度改善したより広く深い約束、②

ASEAN ＋ １ FTA よりも相 当

ASEAN ＋１ FTA だけでなく、

働は含まれていない。この３分野は

に規 定 がある国 有 企 業、 環 境、 労

括的な協定である。ただし、TPP

亜細亜大学 アジア研究所 特別研究員

争いもあり交渉は始まらなかった。こ

交渉は 年 月に始まった。

8

国主導で東アジア FTA が創られる

の交渉開始である。TPP により米

いレベルの自由化へのインドの抵抗であ

RCEP の合意が遅れた理由は高

定は、国有企業と民間企業の対等な

い分野である。国有企業についての規

更、原産地規則の厳格化など他国が

交渉終盤でインドが関税基準年次の変

ていた。以下に主要な分野について説

であり、米国の FTA では対象となっ

護団体や労働組合が要求している分野

は全 章の協定文に合意していたが、

容認できない要求を行い、合意ができ

明を行いたい。

要望し、環境と労働は米国の環境保

平洋パートナーシップ協定）を上回る
は ASEAN カ国と日中韓印（イ

なかった。インドの抵抗の背景には貿

自由化率は ％：物品貿易

ジア FTA 構築を加速させるための

日中の共同提案を受けて、東アジ

易赤字の拡大があった。 年の貿易赤

ASEANがRCEPを提案
ア FTA 形 成で主 導 権を握りたい

字の 1897 億ドルの 割を対中国

ンド）豪（オーストラリア）NZ（ニ
（自由貿易協定）であったが、 年の

ASEAN は RCEP を提案した。

加国間の経済統合、衡平な経済発展、

月の交渉を最後に離脱した。

3 18

交渉後にインドが離脱し、参加国は

11

貿易赤字が占めていた。インドは 年
年

「RCEP 交渉の基本指針および目

中 韓 ） によ る EAFTA（ 東 アジ

経済協力強化を支援することが合意

物品の貿易 の自由化率（関税撤

廃率）は ％（品目数ベース）とな

っている。TPP の自由化 率（日本

が ％、その他 カ国は 〜１００

％）と比べて低く、ASEAN ＋１

RCEP は、サービス、投資、知

率 は ASEAN 各 国、 豪 州、NZ

改善したとはいえない。日本の自由化

FTA の自由化率と比べても大きく

的 財 産、 電 子 商 取 引などを含む包

２．途上国に配慮した包括的
FTA

91

91

）となった。
カ国（以下「RCEP 」

15

19

インドは抜けたが RCEP は人口、
GDP、貿易額で世界のほぼ 割を占
東アジアの FTA 構想は、中国が

的」により、ASEAN 中心性、参

ートナーズ経済大臣会合が開催され

年に提唱した ASEAN ＋３（日

ア FTA）と日本が 年に提唱した

99

める世界最大の FTA である。

20 19
月に ASEAN の FTA パ

共同提案を日本と行った。

固執することを止め、 年 月に東ア

競争を主張する米国の産業界が強く

5

2

8

された。交渉の原則として、①既存の

11

8
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19
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ASEAN ＋６（日中韓印豪 NZ）
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12

16

15
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ュージーランド）の カ国の FTA

11

る。 年 月にはインド以外の カ国
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2

ことを懸念した中国は EAFTA に

10

１．８年越しの交渉とインドの
離脱
RCEP（地域的な包括的経済連

の状況を打破したのは 年の TPP

15

交渉開始は 年であり、TPP（環太

12 20
11

年をかけての交渉だった。RCEP

アジアの FTA でもカバーされていな

携協定）
が 年 月 日に調印された。
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に対しては ％、中国に対しては
％、韓国に対しては ％、日本に対す
る自由化率は、ASEAN 各国、豪
州、NZ が 〜 100％、中国が

から作られた場合のみ原産品とする

ャンマー〕は 年以内）にネガティブ・

内（CLM〔カンボジア、ラオス、ミ

な技術移転の禁止は、 年 月 日

れた。設立前の内国民待遇と強制的

変更基準（一部品目が付加価値 ％基

用されていたが、RCEP は関税番号

るいは投資協定でネガティブ・リスト

る。ASEAN の締結する FTA あ

リスト方式に転換する手続きを開始す

初めて認められたことになる。中国の

ていたが、RCEP により FTA で

から施行された外商投資法で規定され

工程基準という極めて厳しい基準が採

準）である。他の RCEP 参加国の

FTA を含め多くのアジアの FTA

に関税が撤廃される。長期的関税撤廃

ーターの一部は 年目あるいは 年目

り、例えば、中国の電気自動車用のモ

的に自由化される品目が多いためであ

する。
「最終的」の意味は、長期段階

中国に対しては ％から ％、韓国に

は、ASEAN に対して ％となり、

とが理由である。工業製品の自由化率

して ％、中国 ％、韓国 ％）こ

（ASEAN 各 国、 豪 州、NZ に対

低いのは農林水産品の自由化率が低い

化率が RCEP 全体の自由化率より

効日から自己申告制度が導入できる。

が義務となっている。日本への輸入は発

間以内に自己申告制度を導入すること

制度が採用されており、発効後一定期

三者証明制度と認定輸出者自己申告

累積を規定している。原産地証明は第

いる。TPP は物の累積と生産行為の

討し、協定を見直す義務が規定されて

に含める（生産行為の累積）ことを検

での生産行為や付加価値を累積の対象

発効した場合、他の RCEP 参加国

規定されている。全ての署名国について

材料とみなす「累積（物の累積）
」が

TRIMs 協 定（ 貿 易 に 関

ーマンス要求）の禁止では、WTO の

かった。特定措置の履行要求（パフォ

設立時の内国民待遇を一切認めていな

る。中国は FTA および投資協定で

投資自由化レベルの判断基準といわれ

重要である。設立時の内国民待遇は

立時の内国民待遇を規定したことが

投資 では、設立後だけでなく設

中国が自由化を拡大：投資

ティブ・リスト方式が採用されている。

ービス貿易協定（ATISA）はネガ

ースコードの開示要求の禁止」は規定

れたが、TPP で規定されている「ソ

移転）を妨げてはならない、と規定さ

フロー（情報の電子的手段による越境

してはならない、②データ・フリー・

備を自国の領域内に設置する）を要求

カライゼーション（コンピュータ関連設

電子商取引 では、①データ・ロー

されていないが、発効後 年以内に討

国の間の投資紛争解決手続き）は規定

対しては ％から ％に最終的に上昇

も採用されていた。
原産地規則 は、関税番号変更基
準、付加価値基準（ ％）およびこ
TPP は関税番号変更基準が基本で、

税関手続き では、TPP と同様

制の禁止、技術移転要求の禁

を上回る内容（ロイヤルティ規

連する投資措置に関する協定）
時間以内の通関および急送貨物の

止）を規定したことも重要で
ある。中国は第一段階の米中経

時間以内の迅速通関が規定されてい
る。

は ％、 ％、 ％、 ％、 ％な

となっている。TPP の付加価値基準

方式を採用した国（中国、カンボジア、

方式が採用され、ポジティブ・リスト

国で透明性が高いネガティブ・リスト

外認めていなかった。ロイヤル

合理な措置のみを禁止した以

では中韓 FTA で差別的・不

禁止を認めていたが、FTA

済貿易合意で技術移転要求の

ど様々で RCEP のほうが簡素化さ

ラオス、ミャンマー、フィリピン、タ

サービス貿易 では、日本など カ

れている。TPP の衣類の原産地規則

付加価値基準および選択方式の併用

10

ティ規制の禁止も初めて認めら
3
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議を開始する義務が規定されている。

2

20

イ、ベトナム、NZ）は発効後 年以

RCEP 交渉の基本方針は ASEAN 中心性
（クアラルンプー
ル・セントラルのビル街、JICA 提供）

21

の つの基準の選択方式となっている。

40

TPP は自己申告制度である。

は米国のトラック関税など TPP で

％、韓国が ％である。日本の自由

方式を採用したのは初めてであるが、

1

原産材料を使用した場合、自国の原産

1

で認められている ISDS（投資家と

20

年 月に署名された ASEAN サ
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求の禁止は、対話を行い発効後の見直

されなかった。ソースコードの開示要
ASEAN が締結している FTA で

する市場アクセスは規定されていない。

地規則）の異なる 国間 FTA が増

いう意義がある。ルール（特に原産

は容易ではない。RCEP はこの困難

FTA を後発途上国と締結すること

と規定されている。中豪 FTA や中

しにおいて対話結果について考慮する
ある。

政府調達が対象となったのは初めてで

る単一の FTA ができれば解決する。

う問題は、アジアの多くの国が参加す

り、FTA 利用コストが増加するとい

加し FTA 利用手続きが煩雑にな

が経済統合で実現してきたように段階

高めることが課題であり、ASEAN

は自由化レベルを高め、ルールの質を

ようとする FTA である。RCEP

を後発途上国への配慮を行って克服し

中国が FTA で前述①と②の規定を

韓 FTA に電子商取引章があるが、

日本→マレーシア→豪州のような カ

性、締約国の協力促進、政府調達章

政府調達に関する法令と手続きの透明

し、 年には世界の GDP の 割を

ジアは着実な経済成長が今後も持続

史で初めて創られることである。東ア

が参加する広域 FTA がアジアの歴

長センターである東アジアで、主要国

RCEP の最大の意義は世界の成

び経済上のニーズを考慮しつつ、
「現代

後発開発途上締約国の発展段階およ

RCEP の目的は、締約国とくに

分野へ取り組む

特徴：途上国に配慮しながら新たな

累積原産地規則により解決できる。

FTA が使えないという問題も同様に

国以上での貿易で原産地規則により

インドは RCEP に加盟していれば

３０億ドル）の増加が大きい（表１）
。

ル）
、日本（４６０億ドル）
、韓国（２

所得への効果は、中国（１０００億ド

経済効果：日本、
中国、
韓国が勝ち組

的に改善することが現実的である。

認めたのは初めてである。

の規定を将来改善することを目的とし

超えると予測されている。RCEP は

的な、包括的な、質の高い、および互

６００億ドルの所得増加となるが、離

470

460

980
中国

△ 3,040

△ 280

1,000

△ 2,320
韓国

50

△ 30

230

250
120

400

170

690
△ 10

120

10

120
豪州

30

10

40
△ 30

△ 60

10

ニュージーランド

（出所）Peter and Plummer (2020)

CGE モデルを使ったシミュレーション

によると、RCEP の 年の実質

韓 FTA ができることになる。 日

RCEP に よ り 日 中 FTA と 日

主要国間では FTA はなかったが、

日 中、 日 韓、 中 印、 印 豪 という

は既存の ASEAN ＋１ FTA を

象とすることである。
「質の高い」と

は文字通り包括的な広範な分野を対

むことを意味している。
「包括的」と

対象分野を越える新たな分野に取り組

ASEAN ＋１ FTA と WTO の

どの新たな貿易形態を考慮し、既存の

も大きいが米中貿易戦争で３０４０億

る。中国は RCEP の所得効果は最

多く、韓国は２５０億ドルの増加とな

日本は９８０億ドルの所得増加で最も

び米中貿易戦争の影響を考慮すると、

ある。CPTPP（TPP

日本、韓国となり、負け組はインドで

となる。RCEP の勝 ち組は中 国、

注１

中、日韓の経済関係は極めて緊密だ

上回る規定を意味し、
「互恵的」とは

ドルの所得減少、CPTPP で２８
RCEPという多国間の枠組みで初め

11

義を持つ。

が、外交関係や国民感情の悪化から

CLMV（カンボジア、ラオス、ミャ

０億ドルの減少となるため、合計する
て可能となった。

）およ

国間 FTA の交渉は困難であり、

ンマー、ベトナム）に対する柔軟なか

と２３２０億ドルの所得減少である。

30

つ異なる取り扱いを意味している。質

15

RCEP は企業のビジネス（特に

5

が高く、新しい分野を含む包括的な

60

50

サプライチェーン構築）を支援すると

2

０

インド

100

政府調達 は中央政府機関が行う

た見直しなどが規定されている。政府

生産基地と消費市場として世界で最も

恵的な経済上の連携」を構築すること

50

ピーターソン国 際 経 済 研 究 所の

調達を RCEP 参加国の企業に開放

有望な地域である東アジアに統合され

脱したことにより 億ドルの所得減少

3

である。
「現代的」とは電子商取引な

歴史的な意義をもつ RCEP

３．RCEPの意義、特徴と経
済効果

2

た経済圏を創出するという歴史的な意

日本

ASEAN

合計
RCEP15 の
効果
CPTPP の
効果
米中貿易戦争
の影響

（億ドル）

RCEP の実質所得への効果（2030 年）
表１

4
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４．展望と課題：中国の影響拡
大への対応
各国の要望を取り入れた内容である。

の規定は中国だけでなく日本を含めた
出効果である。

で FTA ができることによる貿易創

理由は、RCEP により日中と日韓

きる。インドの復帰を促し、加盟国を

り、関連会合にオブザーバー参加がで

インドは発効の日から復帰が可能であ

おきたい。第１はインドの復帰である。

中国は RCEP の中で圧倒的な経

アジア経済圏から離脱する米国

P ができることにより、TPP から

参加が期待される。第２に RCEP

ランカなどの南アジア諸国の RCEP

済大国であり、中国の影響力が強ま

離脱した米国はアジアの経済連携から

の自 由 化 率 を 高 め、 ルールを 質の

拡大するために、バングラデシュやスリ

が RCEP という多国間の枠組みに

置き去りにされた状態になっている（図

高いものに改善していくことである。

RCEP にお け る 中 国 のプレゼ

CPTPP（TPP ）と RCE

参加したことである。中国の行動にル

１）
。アジア全体をカバーする経済連

RCEP の自由化率は ASEAN ＋

っているのは確かである。重要なこと

ールという枠をはめるために RCEP

携に参加できないことは米国企業に極

１ FTA を大幅に改善したとは言え

一方、実体経済の面では日中韓の関

況に輪をかけている。前述のシミュレ

大きい。米中貿易戦争が米国の除外状

改善の実施を担う RCEP 合同委

れる。第３は、RCEP の見直しや

など緩やかなものが多く改善が望ま

輸入では ・ ％を占めている。その

となり、交渉は ASEAN 加盟国が

係がより緊密化し、アジア経済におい

ーションで米中貿易戦争が継続した場

員会の運営である。この合同委員会は

は、 国間での交渉を選好する中国

ため、
「中国が RCEP を主導」と

を利用すべきであり、RCEP の自由

めて不利であり、米国企業を除いてサ

RCEP 加盟国（ 年）の ・ ％、

いう誤解がある。交渉を主導したのは

化のレベルとルールの質を高めていく

ないものであり、ルールも例外が多い

人口では ・ ％、輸出では ・ ％、

RCEP を提唱した ASEAN であ

プライチェーンが形成される可能性が

議長となり進められてきた。RCEP

て重要性が高まる。前

合の貿易への影響（ 年）をみると、

日本
豪州
ニュージーランド
ベトナム
マレーシア
ブルネイ
シンガポール
カナダ
メキシコ
米国

RCEP
CPTPP

530

680
510

20

△ 300
300

130

50

70
その他 RCEP

中国
韓国
インドネシア
フィリピン
タイ
カンボジア
ラオス
ミャンマー

述のシミュレーションに

2

11

必要がある。

45 55

ンス は 極 め て 大 きい。GDP で は

インド

る。インドネシアが RCEP 調整国

4

4

19

アジア太平洋の経済連携の構図

図１

USMCA

チリ
ペルー

貿易は５１０億ドル

７４０億ドル、日韓の

韓国の往復貿易は２

２）
。中国から日本・

大きく拡 大 する（表

日中韓の相互貿易が

ると RCEP により

への影響（ 年）をみ

よる RCEP の貿易

政権は自ら太平洋を分断し米国をアジ

て強く反対をした。しかし、トランプ

国務長官は「太平洋を分断する」とし

構想を発表した時に、米国のベーカー

年に東アジア経済協議体（EAEC）

ーシアのマハティール首相が 1990

響は２２０億ドルの減少となる。マレ

減少、その他 RCEP 加盟国への影

減少、日韓への輸出は２６０億ドルの

米国の対中輸出は１９３０億ドルの

が重要となる。

加盟国や豪州、NZ と連携すること

堅持するとともに日本が ASEAN

同議長となる。ASEAN 中心性を

ASEAN 加盟国とその他の国が共

June 2020.

Institute of International Economics.

Blocs', Working Paper 20-9, Peterson

COVID-19, and East Asia's New Trade

from the United States: Trade War,

Plummer (2020), 'East Asia Decouples

Peter A. Petri and Michael G.

増 加 す る。RCEP

ア経済圏から離脱させるという大きな

注 １：

加盟国間の貿易増加の

最後に RCEP の課題を指摘して

RCEPの課題

過ちをおかしてしまったのである。

30
約 ％が日中韓の間の
75

30

貿易増加である。日中

（出所）表１と同じ

韓の貿易増加が大きい
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55 61
4 2

960
日本・韓国

1,780
中国

その他世界
日本・韓国 その他 RCEP
中国
輸出国→輸入国

（億ドル）

RCEP15 の貿易への影響（2030 年）
表２

（出所）表１と同じ
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中国は 2000 年ごろから文化産業振興を、国内的また対外的な文化ソフトパワーの向上とリンクさせながら進めてき
た。20 年の中国共産党第 19 期中央委員会第 5 回全体会議では 35 年までに「文化強国」となることを目指すことが
明確化された。文化産業振興政策の下、アニメ、特撮映画、実写映画それぞれが量的にだけでなく、質的にも劇的な
成長を遂げた。ハリウッドなどへの進出も進み、映画における中国イメージは大きく改善された。しかし、それをめぐっ
て不満に思う流れも強くなっている。その典型は 20 年のディズニー『ムーラン』公開をめぐる議論であった。

文化強国を目指す中国

－ソフトパワー重視と文化産業振興－
立命館大学 国際関係学部 教授

中川 涼司

体会議」は翌 年 月の全国人民代

5

表大会で議決される 年から 年の

3

25

第 次五カ年計画の原案および 年

21

画の第 項目は「文化事業と文化産

までの長期目標を決めた。五カ年計

35

江沢民中国国家主席がパブリック・

中国の大国化を背景に１９９８年に

関係部門の共同研究を踏まえて、

国共産党中央宣伝部および国務院の

み強化を表明した

。これを受け、

ディプロマシー（公共外交）の取り組

た。それは以下の構成となっている。

化および相関産業分類」を明確化し

年４月から国家統計局の統計に「文
注１

２００６年からの第 次五カ年計画

フトパワー（
「文化軟実力」
）概念が

フトパワー概念を採りいれた文化ソ

の変化を反映し、ジョセフ・ナイのソ

においては中国の大国化と対外関係

④文化芸術サービス、⑤ネットワー

ス、③ラジオ、テレビ、映画サービス、

サービス、② 出版発行と版権サービ

第１部分「文化サービス」： ①報道

フトパワーを引き上げる」というもの

文化ソフトパワー向上は

以降、文化産業振興と

化強国」となることが明確化された。

相乗効果を持つ両輪とし
年に「文化

て位置付けられ、推進さ

ぱら国内的な意味で、社会の道徳、

れ、「文 化 産 業を国 民 経

産業振興規画」が策定さ

点は公共文化サービスの充実である。

フトパワーを上げていくことである。

等）の整備、②文化産業

①文化市場主体（事業者

ある。これらを通じて、国家の文化ソ
これらの「文化強国」を目指す動

構造の改善、③文化創新
からの第 次五カ年計画においては

01
系も定義された。文化を思想建設と

定され、文化部によって文化産業体

じめて「文化産業」という言葉が規

大の５つの計画目標が定

製品とサービス輸出の拡

市場体系の整備、⑤文化

なお、国家統計局と中

められた 注２。
もとらえるということである。また、

いうことだけではなく、産業として

の能力向上、④現代文化・

きは今に始まったものではない。 年

成・発展させる」ために、

済の新たな成長点へと育

文化水準を上げることである。第

09

1

第 点は現代的な文化産業の発展で

2

れてきた。

その柱は 点である。第 点はもっ

35

3

エンターテイメントサービス、⑦その

ク文化サービス、⑥文化・レジャー・

であり、
また、 年までの目標では「文

文化産業振興政策

明確に位置付けられた。

11

文化産業振興と文化ソフト
パワー向上と
「文化強国」
建設
２０２０年 月に開催された「中
国共産党第 期中央委員会第 回全

10

19

21

業を繁栄・発展させ、国家の文化ソ

9

10

04

文化を産業としてとらえる（2013 年蘭州商談会にて）

14

3

6
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新たな価値創造ー中国文化産業

他の文化サービス。

する中で、大きく転換しつつある。
年の『 カンフー・パンダ』で、

『 紅き大 魚の伝 説 』
（

年）
、
『大 護

法と黒ピーナッツ』
（ 年）などの国

年に公開された中国製作の SF 映

化製品の生産、⑨文化用品、設備お

⑧文化用品、設備および関連する文

海黄浦江河畔に政策基地だけでなく

有限公司）を設立するとともに、上

ワ ークス（上海東方夢工場影視技術

に合弁会社オリエンタル・ドリーム

ムワークス・アニメーションは、中国

録した米アニメ映画制作会社ドリー

世界で 億ドル以上の興行収入を記

た初の国産アニメである 注４。また、『羅

力し IMAX 技術を用いて制作され

タ』はカナダの IMAX 社と技術協

『ナタ～魔童降臨～』であった。
『ナ

７７０億円〕
）は、国産 CG アニメ

での映画興行収入第１位（ 億元〔約

に世界最大の映画市場となった中国

割も果たしている。

るという意味で、愛国主義を促す役

中国人が地球を救う中心にいたりす

国の古典からとられていたり、また、

的に成功しただけでなく、題材が中

これらのアニメや特撮は単に商業

収入をあげた 注６。

入を上げ、全世界で 億ドルの興行

画『流転の地球』
（原題：流浪地球）

よび関連する文化製品の販売。

文化産業集積地機能も持った「東方

小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』は 年に

特撮と映画についてみてみよう。

アニメ産業の発展

ニメ産業発展に関する若干の意見通

半より中国への外注を始め、おおむ

台湾への外注を進めたが、 年代後

年には日本のトップ声優による日本

語吹き替え版が公開され、ロングラ
ンを記録している。

実写映画の発展

実写版映画では１９８０年代に作

品を発表し始めたいわゆる第 世代

監督であるチャン・イーモウ（張芸

謀）
、チェン・カイコー（陳凱歌）の

の養成を目指す教育機関も次々と設

することが禁じられた。アニメ人材

タイムにおいて外国製のアニメを放送

れ、また、テレビ放送のゴールデン

中で、
『君の名は。
』の制作会社であ

例であったが、技術水準が向上する

程を国外に外注に出すというのが通

従来は動画・彩色など単価の安い工

ト程度は中国への外注となっている。

て、人気を博した。彼らの作品は英

富な科学知識をもとに SF を組み立

次々と生まれ、王晋康や劉慈欣は豊

誌『科幻世界』を母体に著名作家が

もに劇的な進化を遂げている。SF

術の発展の中でストーリー、映像と

特 撮 分 野 も SF 小 説 と CG 技

国 際 長 編 映 画 賞 ）で

ウはアカデミー賞外国語映画賞（現

賞だけに限定しても、チャン・イーモ

アカデミー賞と三大映画祭の作品

ニューウェーブとも呼ばれた。

はなく、寓話性が高い作品を発表し

それまでの社会主義色の強い映画で

を次々と獲得してきた。この世代は

国際的評価が高く、 国際的映画賞

立された。このような政策的措置の

るコミックス・ウェーブ・フィルムと

語に翻訳され、劉慈欣の『三体』は

特撮分野
（映画、
テレビ）
の
発展

下、中国のアニメは単純に放送時間

合 弁で『 詩 季 織 々』
（2018 年 ）

年『菊 豆』
、

からいえば一気に世界一となった。し

の制作を行った絵梦（ハオライナーズ）

年 SF 小説における最高の賞であ

かし、画像、ストーリーとも洗練さ

その中で劇場版アニメとして『モン

のような例も出てきている。

中で、 ポイン

19

れておらず、国内においてすら評価
は低かった。ただ、その状況は日本

キー・マジック 孫悟空誕生』
（ 年）
、
14

年『HERO』でノミネート、カ

90

るヒューゴー賞の受賞に至った 注５。劉

ンプリ（次席）
、ベルリン国際映画祭

ンヌ映画祭は 年『活きる』でグラ

02

94

は 年『紅いコーリャン』で金熊賞（最

88

00

浪 地 球 』 をベースに制 作 され、

19

慈欣が 年に発表した短編小説『流

15

注３

2

7

19

20

19

が中国国内でも 年第 位の興行収

アニメ産業は「文化産業振興規画」

夢工場」を建設した。オリエンタル・

日本で字幕放映され、好評につき

化部を中心とする「アニメと電子ゲー

日本との関係では、日本アニメ業

知」により産業振興が本格化した。

ね ％を外注する

80

50

産アニメのヒット作が生まれた。 年

において重点項目とされ、 年に文

ドリームワークスは 年に Netflix
公
開となった『カンフー・パンダ 』の

を得た国家アニメゲーム産業基地が

界は１９７０～ 年代前半に韓国や

各地にアニメ産業開発基地が設置さ

80

50

6

建設された。 年には「我が国のア

3

うち、劇的な発展をみたアニメ /

ム産業発展専門作業チーム」が発足
共同制作にあたった。

第２部分「関連する文化サービス」
：

16

17

した。同年には上海に文化部の許可

08
80

5

16

04

や米国からの受託や合弁なども経験
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年『あの

優秀作品賞 ）
、ベネチア国際映画祭
年『秋菊の物語』
、

年 に中 国の映 画 配 給 網 は

ンとなっている。製作にも進出し、

年『ジュラシック・ワールド』
、バット

ジラ』などを製作しているレジェンダ

成功した。レジェンダリー社によって

督が次々と国際的な賞を獲得するに

年 代 以 降に作 品を発 表し始めた監
国建国 周年を記念し、農村文化振

作興行収入２３１億元である 注７。中

うち中国製作４１２億元、 外国製

と千尋の神隠し』も正規上映される

日本での公開から 年後の 年に『千

も公開され、それらの人気もあって、

上回った。
『君の名は。
』
、
『天気の子』

れ、日本でも知られた中国人人気女

は、モスラの育成基地が南京に置か

ラ キング・オブ・モンスターズ』で

製作され、 年に公開された『ゴジ

本での興行収入 億３０００万円を

至っている。チアン・ウェン（姜文）が、

興を図るために、農村でのデジタル

83

パルムドール賞（最高作品賞）
、ワン・
チュアンアン（王全安）が 年『トゥ

万７０００セットの放映設備が設

置されている 注８。

19

ている。万達以外にも 年にアリバ

の基地で活躍する科学者の役となっ

優チャン・ツィイー（章子怡）がそ

19

バ（ Alibaba
）は『ミッションインポッ
シブル／ローグ・ネイション』に、中

演の『君よ憤怒の河を渉れ』
、テレビ

開放初期においては映画で高倉健主

日本作品の視聴に関しては、改革

連の万 達 集 団は、 中 国 国 内で万 達

も携わるようになっている。特に大

し、海外で製作、配給、興行などに

するだけでなく、企業としても進出

国電影集団公司は『ワイルド・スピー

でベネチア映画祭金獅子賞（最優秀

番組で山口百恵の赤いシリーズや『お

電影院線として映画興行に携わって

』に投資

作品）を獲得した。 年には作品賞

しん』
、アニメでは『鉄腕アトム』
、
『花

いたが、米国に進出、 年には米国

優 賞、 主 演 女 優 賞をダブル受 賞 す

呼び、大きな影響を与えた。その後、
ウッド映画の優先、テレビにおける上

外 国 映 画の上 演 本 数の制 限 とハリ

米最多の映画館を保有するに至った。

カーマイク・シネマズを買収し、全

ルディングスを買収した。 年には米

文化ソフトパワーを向上させ、かつて、

り現象が発生した。これらは中国の

ウッド映画やハリウッド俳優の中国寄

ハリウッド映画における
中国イメージの改善と
その批判

した。

ド

は逃したが、ワン・シャオシュアイ（王

の子ルンルン』
、
『セーラームーン』
、

中 国が世 界 最 大の映 画 市 場とな

るに至った。ただし、第 世代は第
よっては国内上映ができなかったり、

映枠の制限、また、日中関係の悪化

オーストラリアのホイツグループも傘

米国に進出するといった中で、ハリ

制限されたりもするので、第 世代

などから日本製の映画やテレビは正
とっては痛しかゆしの側面もある。

の国際評価が高まるのは中国政府に

6

世代に比べ社会性が強く、場合に

S
K
Y
M
I
S
S
I
O
N

悪人かせいぜいカンフーの達人でしか

12

ンクー（賈樟柯）が 年『長江哀歌』

小師）が『在りし日の歌』で主演男

で 番目に大きな映画館チェーン・

中国映画は作品として海外に進出

中国映画企業・資本の海外
進出

18

特撮では『ウルトラマン』が人気を

日本作品の視聴

15

70

下に収め、世界トップの映画館チェー

6

規版では見られなくなっていた。しか

A
M 2
C

19

06

ルリン国際映画祭金熊賞、ジャ・ジャ

4

り、また、企業や資本としても直接

亦男）が 年『薄氷の殺人』で、ベ

金熊賞、また、ディアオ・イーナン（刁

ヤーの結婚』でベルリン国際映画祭

07

エンターテインメント・ホー

14

16

8
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し、 年『STAND BY ME ド

ラえもん』の中国大陸での興行収入

ニメ映画の興行収入の当時の最高記

リー社を 億ドルで買収することに

』 億１０００万元）に迫り、日

録（

年公開の『カンフー・パンダ

円 ）を 記 録、 中 国で公 開 されたア

ゴ

本、 興 行 収 入 記 録 が 獲 れ る 映 画

されており、中国においてもシネマコ

5

は

らば、わが愛 / 覇王別姫』がパルム
ンプレックス化が進んでいる。 年の

リウッド版『

マンの『ダークナイト』シリーズ、ハ

16

は 億３０００万元（約 106 億

15

万 １ ４ ５ ３ カ所、スクリーン

館
万７８１６面である。映画館あた

り平均 ・ 面のスクリーンが設置

ドール賞（最高作品賞）を獲得した。

G
O
D
Z
I
L
L
A

子を探して』で金獅子賞（最優秀作
品）を獲得した。チェン・カイコー（陳

50

興行収入は６４３億元（約 兆円）
、

35

92

年『鬼が来た !』でカンヌ映画祭

近年では、第 世代と呼ばれる

19

1

6 11

5

に至った。

90
映画館の整備もされており、全国に

6

2

凱歌）は、カンヌ映画祭で 年『さ

19
1

99
93

6

92

00
5
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で製作された 年のヴィッキー・チャ

フォーマー / ロストエイジ』のように、

たりすることも起こった。
『トランス

メイクで訪問先が中国に変更になっ

中国から別の国に変更されたり、リ

が多く映りこまされた。敵国設定が

イスメントとして中国ブランド製品

リウッド映画の中にプロダクト・プレ

は大きく転換することとなった。ハ

させていたが、中国では龍は皇帝な

コミカルな小さな龍（ムーシュー）に

アニメ版では、狂言回し的な役割を

たってその傾向がより顕著となった。

アニメ作品と同様に実写化するにあ

で既に中国市場狙いであったが、他の

と『ムーラン２』であった。この時点

の『木蘭詩』に由来する『ムーラン』

アジア向けに設定されたのが、中国

らにずっと中国政府寄りであること

たヴィッキー版『ムーラン』よりもさ

版『ムーラン』は、中国で製作され

戦いにも思い悩む。ディズニーの実写

く。 忠 義は主たるテーマではなく、

た、敵である柔然にも心ある人を描

家であることをはっきりと言い、ま

で、北魏は鮮卑や漢族などの融合国

主人公ムーランは自分は北魏の兵士

オ（趙薇）主演の『ムーラン』では、

第 期総 期。

要動画加工基地」
『中国服務外包』 年

注３ ：「中国動漫外包激変 ： 全球最重

策の動向について（本編第Ⅰ部）
』 Clair

国における文化改革発展の流れと文化政

事務所『文化強国をめざす中国現代中

注２ ：（一財）自治体国際化協会 北京

http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/

中国人俳優を起用したりすることも

どの権威の象徴であり、実写版では

は明確である。

ンセスに設定するようになっていた。

多くなり、マット・デイモン主演の『オ

取り除かれた。逆に、アニメ版では

なかったハリウッドの中国人イメージ

デッセイ』では NASA の窮地を救

なかった、「忠」、「勇」、「真」が前面

、 ページ。
Chapter2.pdf

、 年、 ページ。
Report No.379

19

13

17

授 イ ン・ コ カ ス 氏 は『 Hollywood

語にも堪 能 なバー ジニア大 学 准 教

批 判 する動 きもできてきた。 中 国

米国人の中から、このような動きを

ただし、そのことをよく思わない

公開が延期されている間に、ロケ

なった。敵は恐ろしい魔女となった。

イェンなども共演させて、武闘が多く

フースターのジェット・リーやドニー・

アクションなども多く取り入れ、カン

知恵で戦ったが、実写版ではワイヤー

薄くなった。アニメ版ではムーランは

には止みそうにはない。どこに着地し

あろうが、それに対する反発も容易

としたこのような動きは継続するで

ている。今後も中国の経済力を背景

が、同時に強い反発をも巻き起こし

ワーは少なくない効果を生んでいる

アニメや映画を通じた文化ソフトパ

以 上のことからもわかるように、

は中根研一『映画は中国を目指す（映画

注６ ： 中国における特撮の発展について

どを参照。

学会関西部会大会大会共通論題報告）な

展とグローバル化」
（ 年度日本現代中国

ついては上原かおり「中国

注５ ： 中国における

を書き、そ
California Press, 2017
の流れを批判する先頭に立っている。

版社、 年、 ページ。

小説の発展に

文学の発

影学院未来映像高精尖創新中心編『中国

年度「中国外交の

フェイ（劉亦菲、中国系アメリカ人）

問題研究所『平成

電影市場報告２０１９』中国国際広播出

持 する発 言を行った。 それらから、

注１：中居良文「中国の公共外交
（ Public

注７ ： 中国電影発行放映協会・北京電

秘宝

20

）
』洋泉社 、 年参照。
collection

第 期。

国文創産業発展的啓示」
『今伝媒』 年

University of

が新疆の収容所近くで行われ、かつ、

ていくのかは現時点では明確に見いだ

』、
Made in China

エンドクレジットに新疆自治区政府

ディズニー
『ムーラン』
を
めぐる議論
ディズニー・アニメ（買収したピク

15

が香港のデモ隊を鎮圧する警察を支

のお姫様を中心とした「プリンセス」

注８ ： 同、 ページ。

2

7

20

サー系列ではない）は、かつては白人

S
F

S
F

19

）
： 批 判 的 検 討」
（日本国際
Diplomacy

とが発覚した。また、
主演のリウ・イー

せない。

注４ ： 魏大彭「国産動漫步入国際対中

Article/20130603/1841.html

h t t p : / / w w w. g z o u t s o u r c i n g . c n /

13

h22_Chugoku_kenkyukai/02_

うのが中国国家航天局という設定と

に出され、父親への孝行という面は

39

の治安機関に謝意を表明しているこ

今後の展望

なった。

4

11

年、
10

22

問題領域別分析研究会報告書」
』

設定であったが、時代の変化とともに、

所収。
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を中心に「 #BoycottMulan
」
の運動が広がることになった。中国
非白人、先住民といった人々もプリ

S
N
S

JC ECONOMIC JOURNAL 3 月号 SPECIAL REPORT

急速に成長してきた中国コンテンツ産業は、デジタル・プラットフォームの台頭に伴う市場競争激化や情報・言論の管
理統制をめぐる政策強化などに加え、新型コロナウイルスや国際環境といった外的要因によっても変化を余儀なくされ
ている。こうした状況が中国コンテンツ産業との連携に商機を見出そうとする諸外国の事業者にも様々な形で影響を及
ぼすことは必至で、日本も例外ではない。中国コンテンツ企業との協業・競争は既に新たなステージに突入している。

変動する中国コンテンツ産業

〜構造転換と海外展開の動向〜
白鷗大学 経営学部 教授

青﨑 智行

たといえる。

そして、中国コンテンツ産業はグロー

大規模であることを反映しており、必ず

これはもちろん中国映画市場が世界最

４作品が中国からランクインしている。

ニメ『姜子牙』
（約２５０億円）を含む

『八佰』
（約４８０億円）をはじめ、ア

収トップ 入りしていたが、 年は 位

『流転の地球（約７６０億円、 Netflix
で世界配信）
』の２作品が世界の映画興

』
、
タ 魔童降臨（アニメ：約７９６億円）

感が高まり続けている。
２０１９年に
『ナ

エンターテイメント分野で中国の存在

トフォームはそれぞれ UGC、EC、

される各社の展開するデジタル・プラッ

テンセントを加え「新 BAT」とも称

融合がある。バイトダンスにアリババ、

ゲーム、
小説等）とテック分野との連携・

ンテンツ分野（映画、テレビ、アニメ、

い成長を遂げている背景には、伝統コ

中国コンテンツ産業がこの 年で著し

発祥アーティストを送り込むヒッ
TikTok
トメーカーとなっている。

はもちろん、米国ビルボード上位にも

量産機」として各国バイラルチャート

ブログ情報サービス管理規定、アプリ事

化に乗り出しているが、 年以降はミニ

ティ法を施行してサイバー空間の管理強

見られる（図 ）
。

ところが近年、この構図に大きな変化が

家戦略の庇護によるところが大きい 注１。

内 IT 企業の成長を促してきた中国国

ネット事業者をことごとく排除して、国

など米国を中心とする海外のインター

はグーグル、フェイスブック、ツイッター

ナルチーム」として成長してきた。それ

と蜜月関係を深めながら、
いわば「ナショ

やサー ビスを

デ ジタ ル・ プ

クやインスタグラムを押さえ中国バイト

ウンロードされたアプリは、フェイスブッ

国 コンテ ンツ

に牽 引 され中

産業は飛躍的
に成 長 してき

20

18

中国は 年にインターネットセキュリ

1

10

10
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没頭させ「時間泥棒」とも言われるこの

アプリは 年の国際版リリースからたっ

しも世界各国で中国映画がヒットしてい

SNS などの強 味を持つが、 共 通 す

業者の一時停止や処分、投げ銭の実名登

バル企業に邪魔されず自国の IT 企業

ることを意味しているわけではない。し

るのは膨大なユーザーを確保・拡大す

た 年で世界中に浸透、
「ミームソング

かしゲーム分野となると状況は異なる。

ゲームはテンセント『王者栄耀』で、
トッ

ポ ー ト フォリ
が絡むタイトルが 作品を占めており、

こうした動きはデジタルテクノロジー

ラットフォーム

している点だ。

グロマリット化

オに持 ちコン

プ には開発・運営を含めると、中国

なコ ンテ ンツ

るた め、 多 彩

中国コンテンツ産業の成長と
管理統制強化
17

によると
アプリ調査会社 AppAnnie
年１月の世界売上ナンバー モバイル

3

でさらに顕著となる。 年世界で最もダ

らかだ。

中国コンテンツのグローバルな台頭は明

7

17

1

21

20

1

10

だった。独自アルゴリ
ダンスの TikTok
ズムによるレコメンド機能でユーザーを

図１ 中国コンテンツ産業の見取図

10

（出所）各社資料をもとに筆者作成

新たな価値創造ー中国文化産業

整備が進められている。注目すべきは、

制案やネット企業の独占禁止に向けた法

に加え、アプリによる個人情報収集の規

た。 年に入ってからもライブ配信規制

録制などの措置を矢継ぎ早に講じてき

業にもたらす変化にも大きな動きが生

が、最近は外的要因が中国コンテンツ産

転換しながら成長していくと見込まれる

いうブレーキの両方を実装する構造に

と共産党・国家による管理統制強化と

タル・プラットフォームというアクセル

続いて、事業者間連携の拡大だ。例

ンテンツ市場がさらに拡大するだろう。

いる。クオリティの向上が伴えば課金コ

益の比率をさらに高める工夫がなされて

アムエピソードの設定など課金モデル収

景として有料コンテンツジャンルやプレミ

に舵を切る中国産業構造転換の中でプ

テンツ分野による人材育成がデジタル化

ともなる映像、ゲーム、アニメなどコン

親和性が高い上にデジタル消費の導火線

DX 化が加速する中、デジタル技術と

を行っている。コロナ禍を奇貨として

レゼンスを高めていく可能性は高い。

情報管理統制が中国共産党主導で進め

えば、大手映像制作企業 社は３大デ

じている。

次に国際関係の影響をみてみよう。

◆米中貿易摩擦など国際関係

「優酷」
、
「テンセント」と連携を深め、

米中貿易摩擦が本格化した 年以降、

ジタル・プラットフォームの「愛奇芸」
、

共同出資・制作、流通網の相互乗り入

で、コンサートや映画館などライブビ

おける新型コロナウイルスの影響は甚大

中国でもエンターテイメント分野に

格化しつつある。バイトダンスは 年か

マホとコンテンツを連動させる試みも本

わたるコスト圧縮に着手している 注３。ス

れなどコンテンツの開発・調達と流通に

己犠牲、献身といったテーマを描いた愛

『金剛川』など抗日戦争や共産党の自

『戦狼２』
、
『我和我的祖国』
、
『八佰』
、

ハリウッド映画の不振が目立つ。反面、

◆新型コロナウイルス

外的要因による変化の動向

られている点だ。 年の機構改革で映画、
新聞・出版（オンラインゲームを含む）
分野の所掌が共産党中央宣伝部に移管
されてから、各種コンテンツに対する規

のオンラインゲーム実名登録および海外

ジネスが大きな打撃を被っている。中国

ら万達、光線など大手映像製作会社と

１５０億円の損失であるとした。映画

の提携を進め映画コンテンツの戦略化を

リウッド映画人気に陰りが見えたところ

録している。貿易摩擦の影響によってハ

国・国威発揚映画が高い興行収入を記

発だ。人気女優・範氷氷が脱税などの

著名人をターゲットにする動きも活

た 注２。しかし、新型コロナウイルスによ

の市場規模は 年の ％にまで縮小し

開はしたものの客足の戻りは鈍く、 年

ンが展開されている。垣根を越えた連携

を大量に配信するといったプロモーショ

中国市場における外国映画割当や成功

米国は中国との政府間協議により、

正」を強く印象づける形となったし、ア

は対照的だ。

国産映画熱とハリウッド映画の凋落ぶり

において映画館再開後に拍車のかかった

罪で罰金の支払いを命じられた件はエン

る深刻な局面にありながらも、中国コ

を得意とする中国企業がマネタイズ最

報酬型であるレベニューシェア方式を勝

国の方針には服従せざるを得ないことを

とは、もはやテック企業も中国共産党・

融会社の上場が急遽取りやめとなったこ

ビジネスを展開してきた中国コンテンツ

る取り組みだ。動画・音楽配信で会員

やオンデマンド課金にシフトしようとす

広告収入減を受け、サブスクリプション

るアリババ、テンセントなど大手 IT

計画（ 年）
」でも指定企業となってい

側面もみえている。
「次世代 AI 発展

さらに他産業とのシナジーを生み出す

措置を拡大する合意まで取り付けていた

前に渡米した際の首脳会談で、この優遇

そハリウッドは習近平が国家主席就任直

とって中国市場は死活問題だ。だからこ

国市場に左右されるため、ハリウッドに

ち取ってきた。全世界の興行収入が中

知らしめたと指摘する声は国内外を問

企業は 年も大量のデジタル人材採用

方を進化させそうな勢いだ。

U
G
C

20
まず、収益構造についてコロナ禍での

みに注目すべき動きがみられる。

30

リババ馬雲会長が政府批判と受け取れ

19

産業界だが、在宅消費需要の拡大を背

るコメントをした直後にグループ傘下金

（ユーザー生成コンテンツ）動画

ターテイメント業界における「綱紀粛

ンテンツ産業界では打開に向けた取り組

大化に向けさらに弾力的な連携の在り

にコロナ禍が重なったこともあり、中国

図ってきたが、 年 月公開の映画「赤

19

認凍結によるテンセントショック、 年

プレーヤーとの通信禁止など、ゲーム分

イベント協会は、 年 月だけで国内

制も強まっている。 年の新作ゲーム承

6

野には特に厳しい措置が採られている。

都市で３０００件のイベントが中止、

きのコンテンツ（いわゆる主旋律）はこ

館ビジネスも諸外国より比較的早く再

その一方で共産党にとって好ましい筋書

3

の 年間だけでも急速に増加している。

12

上で著名ティック
狐書生」では TikTok
トッカー 数人と主演俳優の競演による

20

20

20

わず多い。中国のコンテンツ産業はデジ
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を図りたい中国側の思惑も一致するとこ
判断も今しばらく時間がかかりそうで

討を迫られており、バイデン政権下での

他方、プル要因（海外要因）として

との親和性などが挙げられる 注７。

の推進する巨大経済圏構想「一帯一路」

取り組みつつ近隣諸国における TikTok
関連事業の拡充を図る。中国テック企

センターの設置やデジタルバンキングに

随し、シンガポールで事業拠点・データ

る。後発のバイトダンスもこの動きに追

ろで成り立つディール）
。したがって、ハ
見通しは不透明だ。また、国境をめぐ

は中国企業の技術、資金、事業を利用

業の多角的事業展開は東南アジア諸国

コンテンツビジネスの規制強化、政府

リウッドが中国を礼賛する脚本や中国
り中国との緊張を強めるインドにおいて

したい海外諸国の思惑、デジタルネイ

どが問題視され、禁止や事業売却の検

系俳優の起用で中国の当局や市場に迎
も、 年に中国製アプリ約 種類を禁

ばなおさらだ。ただ、
「ムーラン」の事
ムに対 する政 府 介 入は中 国 製アプリ

アプリやデジタル・プラットフォー

想的かもしれないが、米中に加えて中

が大きい 注８。アジア全域への進出が理

する豊富で良質なマーケットの存在など

ティブと言われるミレニアル世代が形成

いる。そしてその戦略を可能にする「漁

デジタルシフトはここでも追い風になって

型コロナウイルス感染拡大に伴う消費の

込むことを狙いとしているわけだが、新

の消費者を自らのデジタル経済圏に囲い

12
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（ハリウッド作品で興行収入のかさ上げ

合・忖度してきたのも無理はない。中国

例はそうしたハリウッドのスタンスが国
に限ったことではなく、欧州における

印関係の悪化も見れられる中、相対的

用者数シェアを占めると予測される（図

6

止する措置が採られている 注５。

際、中国、米国など各方面から批判さ

GDPR（EU 一般データ保護規則）

インド系 7

ディアなど多角的に事業展開を進めてい

アマゾン 7

でパーク事業を手掛けるディズニーなら

れる四面楚歌の様相を呈しており、エン

場」としてのデジタル・プラットフォー

なりつつある。アジアの動画配信プラッ

に重要度の高まる東南アジア圏におい

アリババやテンセントなどは東南ア
10

、銀行・フィンテック、デジタルメ

ジア進出を

トフォームは 年に中国系が 割強の利

の動きや、米国系と中国系のグローバル

を得る、いわば「テック中立国」を目指

続いて中国コンテンツ産業の海外展開

年代後半から加速させ

タメ作品とはいえ中国市場をめぐっては

今後、ハリウッド映画による中国映画

すシンガポールのような動きもある 注６。

ムも「撒き餌」としてのエンターテイメ

市場貢献度の低下が続くと、中国がハ

スマホ経由で個人情報を大量に収集

て、中国コンテンツ企業の事業展開が

リウッドに特権を与えるメリットが小さ

する機能を持つプラットフォームに及

IT 企業それぞれから直接投資を積極

くなり、優遇措置自体が形骸化するか

ぼされる国際関係による影響の趨勢が

微妙なバランスが不可欠であることを教

もしれない。中国市場でレベニューシェア

様々なレベルで不確実性を増すなか、中

ント・コンテンツも中国系企業の牙城と

を勝ち取れたケースは韓国、インドなど

国企業による対応が注目される。

特権ではあったが、それでもコンテンツ

中国コンテンツ事業者による
海外展開

機が訪れているのではないだろうか 注４。

の動向をみよう。中国企業を海外市場

（注）第一四半期、Apple Store および Google Play
（出所）Sensor Tower の資料をもとに筆者作成

E
C

図２ 2025 年アジア動画配信契約者市場シェア
予測

25

開発・運営
シンガポール
中国
中国
中国（開発：韓国）
中国
中国
韓国
中国
日本
中国

タイトル
Garena Free Fire
無尽対決
万国覚醒
PUBG MOBILE
仙境伝説 RO
王者栄耀
黒色砂漠
Be The King
ウイニングイレブン 2020
使命召喚手游

国際交易におけるロールモデルとしての
意義は認められた。中国市場アクセスの

国際関係による影響がより鮮明な形

進出に駆り立てる動機のうちプッシュ要

◆東南アジア市場

で表れているのがアプリケーション分野

因（国内要因）としては、中国市場の

表 2020年東南アジアモバイルゲーム収入上位タイトル

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

問題についてはあらためて検証すべき時

だ。米国ではトランプ政権下で安全保

競争激化やネットユーザー人口の飽和、

や
WeChat

な
TikTok
障上の懸念から

優酷 / 土豆 9

テンセント 26
ネットフリックス 9

（％）

愛奇芸 26
その他 12
アップル TV+ 1
ディズニー+ 4

数作品しか存在せず、ほぼ米国向けの

活発化している。

（出所）Digital TV Research 社のデータをもとに筆者作成

的に受け入れる等距離外交によって実利

60

えてくれる。

20

新たな価値創造ー中国文化産業

２）
。また、東南アジアにおけるスマホ

年に 億元超え興行収入を記録した

いことではないと強調されたりしている。

さえあれば「攻略」するのは決して難し

開発ジャンルとプロモーションに自覚的で

識・理解の仕方によってリスクにもチャ

ける中国コンテンツ産業の諸相は、認

錯綜したものとなる。変貌と成長を続

境の影響を加味するとその像はさらに

こないのは与しやすいという評判は以前よ

業界一丸となってレベニューシェアを主張して

んじる日本に対して、ハリウッドのように

た。中国市場における興収の１％報酬に甘

が、レベニューシェアではなく買い切りだっ

速度、多面性によるものだが、外的環

のうち実に７タイトルが中国製アプリ
また、ゲームと親和性の高いアニメ

ンスにも映り得るため、常に複眼的な

く聞かれた。
（ https://www.jiemian.com/

メカニズムなどについてレクチャーされ、

で占められているのが実情だ（表）
。
分野でも、中国企業による日本市場進

アプローチを試みることが欠かせないだ

ゲーム収入ランキングでは、上位 位

東南アジア進出と同様、中国コンテ
出は着実に進展している。ゲームから

◆日本市場

ンツ業界がこの 年で急速に攻略法を

ると、日本進出は収益性の高い市場に

ジタル経済圏構築へ向けた布石だとす

おける狙いが将来の成長を見越してデ

分所得の少ない東南アジア市場進出に

材が創業・参画しているケースが多いと

は、日本のマンガ・アニメに精通した人

様化している。ここでも共通しているの

資など市場参入、事業参画の方法も多

小説・マンガを原作に持つものや製作出

模索していくことがかつてなく重要とな

知見の共有を図りながら対峙と連携を

民といった様々なレベルにおいて情報・

企業間、業界内・業界間、あるいは官

の企業による実践はもちろんのこと、

いビジネスを展開していく上では、個々

テンツ見本市 ATF のセミナー（ 年

注７ ： シンガポールで毎年開催されるコン

注６ ：

日本経済新聞）

撤退するとの報道もある。
（ 年 月 日、

注５ ：

がインド市場から事実上
TikTok

おける IP の開発・運用に力点が置か

いうことだろう。このため日本市場・消

れている。

月）でも中国企業登壇者の多くが「一帯一路」

ネットイース『陰陽師』
・
『荒野行動』
・

運用のノウハウが蓄積されている。た

年 月 日、日本経済新聞

と絡めて海外事業展開を説明するものの具

続いている。

体性に欠け、
プレゼンの
「枕」的な扱いだった。

年程でその取り組みがかなり結実してき

注２ ：

注９ ： 中国ゲームには「パクリ疑惑」を

年映画の流通サービスに伴う付

年 月 日金融時報「资本出

『 あ ん さん
『原神』
、 HappyElements
ぶるスターズ！』など、続々とヒット作

た。ひと口に国産アニメと言ってもディ

加価値税の免除や映画興行に伴う損失の

取り沙汰される作品は多く、日中両国ユー

6

27

注３ ：「关于开展团结一心共克时艰行业

きだろう。

化戦略を実践し成功している点は注目すべ

： 園田茂人 / デヴィッド ･S･G･

グッドマン編『チャイナ・インパクト | 近

注

注 ４ ： 近 年、 中 国 で『 千 と 千 尋 の 神

京大学出版会）

中国コンテンツ産業は、視点や角度

ドラえもん』も

隣からみた「台頭」と「脅威」
』
（ 年、東
『

隠し』
、
『君の名は。
』などヒットが続く。

財経）

自救行动的倡议书」
（ 年 月 日、第一

开发」

海挖掘新投资机会 东南亚非洲潜力有待

注８ ：

品が生まれている。共通しているのは創

ズニーテイスト（３DCG）
、中国テイ

繰越期間延長など優遇措置が設けられてい

留意しておく必要がある。

VPN 経由でなければ使用できない状態が

業者が日本のポップカルチャーにファン

スト（キッズ向け）
、
日本テイスト（ティー

ザーから「抄袭（剽窃、盗作）
」を指摘す

業育成に腐心してきた中国では、この

として精通しており、本歌取りしつつ独

る（
「关于电影等行业税费支持政策的公告」

これらの成功を目の当たりにして、近

19

によって見えてくる像が大きく異なる。

10

年中国では「日本のゲーム市場で儲ける」

13

出セミナー」も珍しくない。そこでは日

おわりに

5

7

5
これは中国企業による事業展開の規模、

という話題が急激に増えており、ゲーム

25

5

2

20

S
T
A
N
D
B
Y
M
E

18

業界関係者を対象とした「日本市場進

20

20

ける事業展開を拡大していることだ 注９。

ン向け）があり、政府・市場ともに前

年頃から

21

自色を打ち出しながら、日本市場にお

だ、１９９０年代以降、国産アニメ産

6

る声はあるものの、海外市場における適応

『アズールレーン』
・
『第五人格』
、
Yostar
『崩壊学園』
・
『アークナイツ』
、 miHoYo

11

3

12

2

19

20

财政部税务总局公告 年第 号 月 日）

14

者を好感する傾向が生じていることは

注１ ： LINE も中国では

るのではないだろうか。

）
article/1583674.html

ろう 注 。中国コンテンツ産業と向き合

5

派生したアニメもあれば、オンラインの

15

費者の嗜好性を把握した IP の開発・

洗練させてきたのが日本市場だ。可処

10

本市場の透明性、収益性、公正な競争
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新型コロナ発生源とも言われる中国の観光産業は、湖北省武漢市を含む中南地域だけでなく、全国的に大きなダメー
ジを被った。日本と同様にインバウンドは「蒸発」し、中国への国際観光客到着者数はフランス、スペイン等に次ぎ、
タイを凌駕しアジアトップ（UNWTO〔国連世界観光機関〕
、2018。以下同じ）に位置していたが、400 億ドル近くの
観光収入が失われたと見られる。世界のアウトバウンドツーリズムで国際観光支出の 5 分の１に当たる 2800 億ドル近
くを占めた中国人観光客は、目的地を海外から国内に切り替えた。コロナ前は人口の 1 割が海外旅行をし、27 年まで
には 2 割に達すると見込まれていたが、先行きは不透明だ。
もう一つ気になる点は米中対立で、イスラムフォビアの進んだ 21 世紀初頭に中東ムスリム観光客が欧米からイスラム
フレンドリーなアジアへ目的地を移したように、中国人観光客の欧米回避や東南アジア回帰、そして、ますます内向きに、
紅色旅遊を含む国内再発見が進むかもしれない。

文化産業としてのカラフルツーリズム
－紅色旅遊について－
立教大学 観光学部 教授

舛谷 鋭

が農山村地域において自然、文化、

注目しており、日本では農林水産省

分けした「カラフルツーリズム」に

築を復興させた一方、言うまでもな

会 経 済 状 況は、 伝 統 行 事や伝 統 建

る革命観光である。改革開放後の社

紅色旅遊は、愛国革命の聖地を巡

）
観光学においてこうした視角（ Gaze
は日本語で「まなざし」
、
中国語で「凝

民族文化が「民族風情」として商品

無視できない回復状況にある。少数

デンウイーク）以降、すでに観光は

視」などと訳されているが、同様に

化されたエスニックツーリズムにおい

5

色を冠した観光として中国の紅色旅

20

14
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遊（レッドツーリズム）がある。

人々との交流を楽しむ観光をグリー

く社会主義イデオロギーは薄まった。

愛国革命と紅色旅遊

ンツーリズムと称し、同じく国土交

民俗文化、歴史文化と入れ違いに輝

象となっているが、こうした革命文化

通省が推進するブルーツーリズムは

中国人インバウンドの主要目的地

をキッチュとして再発見し、ある意味

きを失った革命文化は、近年は権威

だった北海道の冬ならではの生活を

面白がる感性は、
背包旅行
（バックパッ

島や沿海部の漁村に滞在し、海辺で

体験するホワイトツーリズムや、さ

カー）と同じく、返還前の香港発祥

主義の背景としてノスタルジーの対

らに小規模な地方レベルの春の菜の

コロナによる海外への渡航困難下で

だろう。中環のスタンレーストリー

後の２０１３年に流行語大賞候補語

の省内などトラベルバブル内での移

花畑を活用した観光誘致をイエロー

になるなど人口に膾炙した、死と悲

動、俗にマイクロツーリズムと呼ばれ、

トの独立書店などで、毛沢東グッズ

劇と暴虐にまつわるダーク・ツーリ

大まかに国内旅行と言ってもよいが、

ツーリズムと呼んでブランド化する

ズムの暗い色合いを引き合いに出す

いち早く日常を取り戻したと喧伝す

が山積みにディスプレイされていた記

と、カラフルツーリズムがどのよう

る中国にあって、濃淡や早遅はある

など、カラフルに彩られた観光は思っ

なイメージで視角を定め、眺めるか

ものの、 年 月の黄金週（ゴール

憶がある。

を見る側に強いていることがわかる。

たより多い。日本でも東日本大震災

生活体験を楽しむ観光である。

筆者はツーリズムのジャンルを色

カラフルツーリズム

上海にある中国共産党第１次全国代表大会会址。第１
次大会は 1921 年７月に開催され、現在は会址博物館
となっている。

新たな価値創造ー中国文化産業

ては、民族問題に触れる危険が皆無

う旅として長征ツアーを行った。国
年に文 化 部 作 成の「全 国

始めたのは 年だが、 年代半ばの

年代にかけて中国共産党が建設し

た革命根拠地で、辺ぴで人目につき

務 院は

紅いノスタルジー熱は、紅色旅遊の

ではないが、紅色旅遊という文化産

にくい農村であり今でも経済面、交

湖北、江西、安徽、河南、四川、陝

きっかけの一つだった。もともと韶山

物だった毛沢東バッジや文革期のポス

西、河北、山西などの地域である。

重 点 文 物 保 護 単 位リスト」 を公 開

ターなどのツーリストアートは、文

紅色旅遊は、主に中国共産党指導

業は、決して共産党の足を踏まない

化的な価値の上昇につれて高騰して

者、民衆の革命期、戦時期の功績に

通面で沿海部との差が見られる湖南、

文化大革命では紅衛兵の目的地とし

いく。全国で湖南田舎料理を売り物

まつわる場所や事物を通じ、革命史、

や延安など毛沢東ゆかりの地の土産

紅色旅遊最大の目的地の一つに陝
て、延安への個人旅行、団体旅行が

にした店が「毛（沢東）家菜館」と

し、文化財保護が始まるが、文化財

西省北部の延安がある。この黄土高
しばしば行われ大串連運動とも呼ば

安心感があり、紅いノスタルジーと

原に位 置 する地 方 都 市は、「長 征」
れた。

の筆頭は革命史跡と革命記念館（

のゴールとして知られている。長征

して広い世代が嗜好することも不可

40

/180 カ所）だった。 年以後の

90

能ではない。

97

衛兵の移動こそなくなったが、同種の

革命京劇映像などが選択肢となった。

の映画と並んで、「紅色古典」として

ズムの伝統を拒否した第五世代以降

称して軒を連ねた。社会主義リアリ

ジャンルである。こうした観光は愛国

偲ぶ旅をテーマとするツーリズムの

織的に観光客を受け入れ、それらを

革命事跡と革命精神を内容として組

文革後の 年以降、 年代には紅

江西から華北まで１万 2500 キロ

「愛国主義教育」として、小中学生

ても国の発展の源泉へさかのぼり、革

２００１年にかけて カ所の愛国教

中国共産党中央宣伝部は 年から

とは 1934 年から 年にかけて、
に及ぶ中国工農紅軍第一方面軍の行

向けに烈士陵園や革命根拠地への教

命の記憶に思いをはせ、紅軍と共産

育基地を指定する。 年初め、中華

すでに文革直後から巴金ら革命第

州宣言」が採択され、同年 月、中

作会議で、紅色旅遊についての「鄭

兵世代、特にインテリの下放（上山

が「紅色旅遊発展企劃綱要」を発表

途上の遵義会議（ 年 月）で毛沢
東は指導権を確立し、延安に根拠地

する。この綱要によると、紅色旅遊

国神話となった。

教育し、民族精神を発揚、育成、民

族の団結力を強化して革命老区の経

になる。
今ではすっかり定着した現代中国

済・社会と協調し、発展させること

年 代には、

建国前後生まれの「遅れてきた若者

ノスタルジーの一形態「老照片」
（古

、

たち」が革命伝統の継承を実感する

である。 革 命 老 区とは 1920 〜

年の新 中 国

下郷運動）回顧が出始め、第五世代

12

を建設する。長征は大逃避行から建

90

多くは辺ぴな場所に位置する革命老

主義教育、歴史文化遺産の保護から、

軍を指すが、そのルートをたどるこ

育旅行が行われていた。 年代に入っ

中華ソビエト共和国の首都瑞金は

党の指導の導きの光を再現すること

人民共和国建国 周年、長征 周年

なった。
年 月、国民党軍によって陥落し、

の意味は不変とされ、延安行は「聖

紅軍
の省を通り陝西省へ到達時に生存者

一世代による十年動乱の経験が公表

の年に鄭州で開催された全国旅遊工

70

04 36

万人足らずだったという。この間、

へ退却した。二年後の 年 月、

55

国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁

地巡礼」にもなぞらえる。

万 6000 人は江西から西

紅色旅遊の利点

とが紅色旅遊の原型であり神話とも

33

61

されていたが、 年代半ばから紅衛

11

の目的は愛国主義と革命伝統を広く

35

監督による下放映画も見られるよう

1

49

い写真）が、隔月誌として出版され
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60

ため、 主に徒 歩で肉 体 的 試 練を伴

上海にある共産党駐滬弁事処記念館正面

97

76
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36
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中国政府にとって愛国教育基地の筆

エンテーションが盛んである。韶山は

旅遊は毛を頂点とする中国共産党の

果の一つと言わざるを得ないが、紅色

る。江沢民以降の愛国主義教育の成

や成就の暁にはお礼参りさえ存在す

頭だが、地元住民の様々な試みを生

正当性を確認し、かつ現代の党が失っ

月には宿泊を伴う学生、生徒のオリ

から多くの関連書籍が出版され、そ

んでいる。「毛家菜」は登録商標と

たものを再発見する機会ともなろう。

に中国旅遊出版社、現代出版社など
の中ではおおむね の「重点紅色旅

して地域の食文化のシンボルとなり、

1920 〜 年代の清く正しく美し

遊区」に沿って革命聖地が紹介され
ている。

立当時、土地革命戦争期（1927

具体的には、 年の中国共産党設

および革命老区の経済発展である。

展の遅れた内陸地域であり、同じく

に偏在している。その多くは経済発

産と同じく西北、南西など西部地区

紅色旅遊観光地は、中国の世界遺

農民・農村出身者、啓発は学生・イ

てはめると、ノスタルジーはシニアの

知名度、信仰心を求め、世代論を当

紅色旅遊客はノスタルジー、啓発、

大さ、問題の根深さを再認識し、中

住民がかいま見ることで、国土の広

時に、内陸部の現状を沿海部の都市

民衆双方の意義はそこにある。と同

文化産業としての紅色旅遊

〜 ）
、長征（ 〜 ）
、日中戦争期

経済格差解消策である三農観光と重

〜

）
、国共内戦 期（

と農村の経済格差を是正すべく、農

齢層では 歳台、学歴では小中学校

上海社会科学院の調査によると、年

農家民泊（農家楽）
、周辺観光拠点、

家旅遊局の の農村観光テーマには、

農村建設の具体策の一つだった。国

に打ち出された施策で、社会主義新

代生まれの高学歴、高所得者層のプ

を持つという。これは、１９６０年

的他の階層に比べて紅色旅遊に関心

８ 万 元 以 上の高 所 得 者 層が、 比 較

卒と大学以上卒、家庭収入では年収

光地では、両市政府に紅色旅行幹部

が、古田や瑞金など代表的な紅色観

光客の接待のための公金流用などだ

は想像に難くない。観光あるいは観

分、様々な隠れ蓑にもなっていること

紅色旅遊は正当性を主張しやすい

的に作られ、そのため英雄の人物像

16
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区の経済発展および新たな観光開発
に役立てられるという利点がある。
前述の網要によると、紅色旅遊の
つの目標は、
観光客の増加、 の「重

点紅色旅遊区」の準備、 のモデル
コースの定着、100 大紅色観光地

湖南料理の有力な一変種として全国

かった中国共産党を指向する政府と

）
、

国全体への理解を促す、ある意味社

〜

ンテリ・公務員、知名度は若者であ

史や、古参党員・戦没者などの革命

愛国統一戦線（ 〜）それぞれの歴

（

なる地域も少なくない。三農観光は

会教育の機会ともなる。

49

烈士についての事跡が観光対象とな

村地帯の観光開発と農村振興のため

観光都市建設、伝統文化、民族文化、

レ一人っ子世代で、 反日デモなどの

子供世代の「 后」
（２０００年以

の描写や革命史編纂では超人的な英

9

る。

特産品、近代農業、農業観光、環境

接待の負担が重くのしかかる。

従来の革命史はプロパガンダを目

中心だった「憤青」
（怒れる若者）や

「 后」
（ 年以降生まれ）
、彼らの
このように愛国革命を観光資源と

降生まれ）とも違った紅色志向を持

張し、英雄が「人」であることや革

して地域発展を進めることは、紅色

いずれにせよ、毛沢東への崇拝は、

命の蹉跌に言及することはほとんど

雄の姿と革命史の光輝さを過度に誇
換と言えるが、たとえば湖南省韶山

あたかも海外華人の関帝（関羽）信

つと言えるだろう。
の毛沢東生家は、周辺からの修学旅

なく、その結果としての空白や遺漏

行目的地であり、入学シーズンの

仰を思わせるほど幅広く、神像礼拝

資源の政治情報から経済効果への転

80

00

80

10

45

36

21

34

49

45

世紀以降、ガイドブックを中心

80
れている。

紅色旅遊ハンドブック（筆者提供）

保護などとともに、紅色旅遊が含ま

40

紅色旅遊の黄昏

るとの見方もあるが、2005 年の

の建設と革命歴史遺産の整備・保護

に広がっている。

12

年代以降、中国国家旅遊局が都市

30

12

30

6
37 37

21
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観光ガイドは、近年民間に流布して

されている。解説を行う際、一部の

は後世の解釈によってますます補完

年の文革 年時には、負の歴史として

個人開設例はあるものの、２０１６

広東省汕頭市の澄海文革博物館など

来の主人になれる」と記しているが、

敷きにしているのはエドガー・スノー

ングとして注目される。リービが下

て紅色旅遊を描いたトラベルライティ

命聖地への旅』は、ほぼ全編に渡っ

紅色旅遊にひたすら埋没する。

は延安市街地を避け、洞窟住居など

跡を説明したり理解させたりするこ

ス」によって革命における人物や事
商会議での 人アピールもあったが、

た。巴金逝去の翌 年、全国政治協

「中国の夢」 ビラで覆われるなどし

翻訳出版されたこの本は、スノーの

『中国の赤い星』だが、戦争直後に

アルな旅は、
往時の日本人の満洲（中

元宗主国から旧植民地へのコロニ

紅色旅遊の両義性

いる事実無根の「野史」 や「ロマン

とがある。これは、過去の社会主義

没年（１９７２年）にスノー来日時

国東北部）観光に限らない。それを

これまで記した通り、紅色旅遊、そ

踏まえたポストコロニアルな旅とし

これに限 らず 欧 米 人の中 国 革 命ル

して愛国主義教育拠点もそこに近接

の通訳も務めた松岡洋子の定訳が出

ポはグラハム・ペック『支那蒙古遊

習近平政権下で文革にしぼった公立

紅色旅遊は日本でも紅いノスタル

する。紅色旅遊を我々がどのように

教育に対する反逆と見る向きもある

愛国主義教育の失敗から、観光を通

ジーの文化産業として研究対象であ

記』
（ ）
、ジャック・ベルデン『中国

て、現代の旧満洲観光もまたある。

じた愛国心育成に転換した側面もあ

り、一人っ子政策についてのルポでこ

観るか、 奇しくも老 外（ガイジン）

版され、現在も文庫で流布している。

常態を示している。

るため、一概に原理主義に走るとは

のジャンルの旅行が取り上げられるな

日本語作家リービが描いた地元で有

は世界をゆるがす』
（

期の左翼系欧米人ジャーナリストの

名なものは外国人に知られていないの

語 られざる 真

破 し、
『長 征 ：

征全ルートを走

てではあるが長

が自動 車によっ

ソールズベリー

ツアー 賞 記 者

になってピュリッ

た。 ずっとあと

な役割を果たし

ジの形成に大き

会見し、国外での毛沢東と長征イメー

はまた見る場所によって偏光するの

どのような立ち位置を定めるか、色

に対して、外国人、ことに日本人が

発展を重ね拡大させていく紅色旅遊

ない。中国が今後も教育旅行に経済

のように共有できるとはとても思え

文化的飛地のように見える台湾老街

としての温泉や、大正モダン建築で

ズムのことで、台湾の日本文化租界

同床異夢のポストコロニアル・ツーリ

した側にも共有されてはいるものの、

れはつまり、今や支配された側にも、

学」問題は残されたままである。そ

はありえないという延安の「抗日大

手になるものが多い。スノーは 年、

年、 年、 年、 年に毛沢東と

36

実』を執筆して

70

だろう。

65

外国語で書かれた紅色旅遊

思えないし、多少の弊害はあっても、

どしている。米国生まれで台湾、香

65

40

60

いるが、リービ

39

こうした「反逆」は、硬直化した

紅色旅遊は中国共産党の一党独裁を

港育ちのリービ英雄の『延安 ： 革

）など、初

博物館は難しそうだ。

紅色旅遊ハンドブック（筆者提供）

が、俗論が一人歩きする観光文化の

06

補強こそすれ、民主化や民族問題に
つながることは断じてないだろう。
しかし、愛国革命のみを強調する
あまり、紅色旅遊地には平頂山や南
京などの虐殺記念館が含まれるが、
前史に当たる日清戦争時の旅順虐殺
関連施設である万忠墓は含まれない。
一方、後史として位置付けられるべ
き文革は、都合よく紅色記憶遺産に
なりつつある。
巴金は
『随想録』
の中で、
「牛小屋を天国のように描き、残酷
で非人道的な虐殺を「無産階級の大
革命」と見なす者は誰もいまい…（中
略）…過去を忘れない人だけが、未
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2020 年、新型コロナウイルス感染拡大は中日間の人文交流を停滞させた。しかし、我々隣国は苦楽を共にしてきたこ
とで、両国民の心の絆をより緊密なものとした。中日両国の連綿と続いてきた 2000 年にわたる歴史文化の淵源は、両
国関係の基礎を築いたばかりでなく、100 年に一度の疫病と変局が交錯する今日においても現実的な意義を有している
ことを証明した。中日両国は同じアジアの国、東洋文化圏にあるという共通の価値を見出し、手を携えて常態化する新型
コロナウイルスの抑え込みとポストコロナ時代に向けた協力を展開する中で、引き続き重要な役割を果たすものと信じる。

文化交流が拓くポストコロナ時代の
中日共同発展の道
仏法を広めるために苦難を重ね、人々

達磨大師は中国の禅宗の祖であり、

今年もまた日本の友人宅に置かれた。

喜ばれる縁起物の「だるま（達磨）
」が、

2021 年元旦、日本では新年に

このフレーズは日本から武漢へ送られ

異にすれども、
風月天を同じゅうす）
」
、

「山川異域、風月同天（山川域を

には、中国は直ちに恩返しを行った。

イルスで厳しい局面に立たされたとき

に届けた。一方、日本が新型コロナウ

調達し、チャーター便でそれらを武漢

ための協力モデルを構築した。

とにより、グローバルな感染症対策の

相助）
、共に助け合う（風雨同舟）こ

中日両国はお互いに見守り（守望

も重要な役割を果たしている。

バル経済が正常な軌道に戻るために

制と経済貿易関係の強靭性は、グロー

間の互 恵・Win Win の協 力 体

経済の衰退が深刻化する中で、両国

に敬慕された人である。大師の「七

た感染症対策物資の梱包材に書かれ

他山之石、
可以攻玉
（他山の
石以て玉を攻むべし）
『詩経 小雅・鶴鳴』

-

文化は人類世界の思想のエッセンス

た国の一つであること、中国の感染症

日本が最も早く支援の手を差し伸べ

戦状が叩きつけられた。中国人民は、

び公共衛生システムに前代未聞の挑

界を席巻し、人類の生命・健康およ

られることを願うばかりである。

友人宅の「だるま」に、両目が入れ

業は引き続き中国での戦略的投資を

ンも急速に復旧して、多くの日本企

を受けた産業チェーン・サプライチェー

業は順調に操業を再開し、ダメージ

れている。中国に進出している日本企

協力や相互支援の在り方にも体現さ

る）
」の精神は、両国経済界の親密な

「共克時艱（共に困難を乗り越え

的に表している。

士の心がつながっているいうことを端

に中日両国の文化が相通じ、国民同

えることになった。この八文字はまさ

影響を受けた。近代以降、中国の留

から生活習慣に至るまで深く中国の

日本の政治・経済・文化・生産技術

留学生（僧侶）を中国に派遣したため、

隋唐時代、日本は多くの遣唐使や

を及ぼしてきた。

社会経済の発展に計り知れない影響

その歴史は長く、文化交流は両国の

中日両国は、一衣帯水の関係にあり、

の多彩な人類文明史を形作ってきた。

学び教え合い、融合することで、今日

家・民族の間の文化が長い間相互に

歴史を俯瞰してみると、異なる国

であり、国家・民族の魂である。

対策のための日本の貴い支援と無私の

拡大している。両国間の貿易も着実に

年、新型コロナウイルスが全世

山川異域、
風月同天
『唐大和上東征伝』

援助を忘れることはない。日本の支援

学生は日本に渡り救国の処方箋を求

め、
「西学東漸（西洋の学問が東洋に

18
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れた。日本政府は物資や装備を緊急

転び八起き」の精神は、人生が常に

ていた詩で、中国のソーシャルメディア

はじめに

順風満帆でないことを示唆しており、

で伝えられた。中日両国は共に漢字

という厳冬にあった中国人民に格別な

日本では招福のシンボルとして人々の
新型コロナウイルス蔓延という激動

温かさと感動をもたらし、日本国民

文化圏にあり、この八文字はコロナ禍

の１年が過ぎ、日本の民衆は不撓不

の善行に対して新時代的な意義を与

心のよりどころとなっている。

屈の精神で 年の春を迎えた。日本の

-

回復しており、 年の両国の貿易額

21

は民間が先行し、経済界、友好団体、

は前年比 ・ ％増となった。世界

20

8

20

一般市民などから続々と支援が送ら

0

中国国際経済交流中心 交流部 対外項目処 副処長

潘林

新たな価値創造ー中国文化産業

思想の中国への流入を促した。戦後、

伝わる）
」とマルクス主義・社会主義
研究員計 人が日本の成城大学など

の資金援助を受けて、敦煌研究院の

諧共生（調和し共生する）
」の精神的

「包容開放（包み込み開け放つ）
」
、
「和

能な発展という つの面から認識を共

ベーション、②地域一体化、③持続可

へ留学し、帰国後は中日文化交流や

より、彼らは日本の各界に敦煌石窟

な魅力であった。この文化的な震撼に

の繁栄発展のために東洋の智慧と力に

有し、グローバル経済の回復とアジア

東洋の典範でもある。敦煌研究院名

的意義のある多元的文化が融合した

歴史・文化を代表するもので、世界

敦煌文化は、広大・深淵な中国の

を注ぎ込んでいることだ。１０００

営管理に絶え間なく精神エネルギー

済ビジネス活動に溶け込み、企業経

に感化された彼らを通じて現実の経

献した。敦煌文化の真髄は、無意識

象でもある。企業管理から都市発展、

限った現象ではなく、一種の文化的現

イノベーションは、技術や経済に

ある。

は、イノベーションを生み出す土壌で

その一、包摂的かつ協力的な文化

両国の人文交流は中日国交正常化や
学術研究の分野で重要な役割を担って

を果たした。中日文化交流は長い両

誉院長の樊錦詩氏はかつて、敦煌石

年に及ぶ敦煌文化は、新しい時代に

グローバルガバナンスに至るまで、絶

両国関係の改善と発展、中国の改革

国の発展の歴史を途絶えさせることな

窟寺院の仏教文化芸術は外来の文化

示唆を与え、永遠の魅力と現実的価

いる。

く、勢いよく前に進めている。

芸術に対し、
「排斥せず、抵抗せず、

え間ない交流と相互学習の中で形成

実務協力の推進のために、
「以民促官

協会は、中日の各分野の友好交流と

筆者がかつて勤務していた中日友好

を自らの芸術の中に融合、同化させ、

センスを積極的に習得し、同時にそれ

するのではなく、
外来の文化芸術のエッ

盲目的に従ったり、そのまま真似たり

て敦煌を訪問し、敦煌研究院の人材

日本経済界、産業界の代表団を伴っ

田保雄氏、喜多恒雄氏ら歴代社長が

間に、鶴田卓彦氏、杉田亮毅氏、平

る「崇徳向善（徳

敦煌文化にみられ

な仏像のみならず、

い壁画と色彩豊か

当たりにする美し

和羹之美、
在于合異
（和羹の
美は、
異を合すに在り）
『三国志・夏侯玄伝』

が、組織あるいは国家に吸収・蓄積

される過程で無限の創造力を発揮し、

時を超えて常に新しいものを生み出

日両国は「包容開放」の姿勢を貫き、

べきなのだろうか。筆者は、今後も中

新たな問題や挑戦にどう共に対処す

不確実性に直面しており、我々はこの

は未曽有のグローバルな挑戦と多くの

互学習」の受益者である。人類社会

中日両国はいずれも「包容開放」
、
「相

明の発展過程をこのように説明した。

平主席はアジア文明間対話大会で文

互に学び合う故に発展する」
。 習近

交流するが故に相互に学び合い、相

来、その開放性と予見性により全世

催しており、２０１８年の第１回以

「ニューエコノミーフォーラム」を主

国のブルームバーグ等の機関と共同で

ン発展に尽力している。例えば、米

グローバルガバナンスとイノベーショ

な形式での研究や交流活動を通じて、

ルなシンクタンクの一つとして、様々

智、兼備」の理念を貫く国のハイレベ

中 心（ www.cciee.org.cn
）に勤 務
している。ここは「革新、事実、叡

現在、 筆者は中国国際経済交流

すのだ。

文化交流の道を歩み続けて、①イノ

「文明は多様であるが故に交流し、

された開放・包容・協力の文化体系

値の輝きをみせている。

（民を以て官を促す）
」という重要な

最後には世界に影響を与える中国様

１
美人之美、
美美与共 注（
異な
る他国・他民族文化の理解が
文化の多様性と世界の繁栄
をもたらす）

役割を果たした。筆者が経験した文

造している」と述

式、中国思想、中国的風格を備えた

例えば、日中文化交流協会の協力

べた。日本経済界

化交流事業には、多くの生きた協力

の下、当時日本経済新聞社社長であっ

の人々が心を動か

民族文化芸術を創

た圓城寺次郎氏が 1977 年に初

されたのは、 目の

の事例が見られた。

めて敦煌を訪れた。その後 数年の

育成や敦煌文化芸術の発揚に支援を

敦煌を訪れた日本経済界代表団
（日中文化交流協会提供）

積極的に歓迎し、開放するが、ただ

開放と経済建設のために重要な役割

より貢献すべきと考える。

3

の芸術を喧伝し、中日文化交流に貢

25

を敬い善を施す）
」
、
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40

行った。 年から、日本経済新聞社
87
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界の注目を集めてきた。 年は新型

環境は地域経済の活力の起爆剤にな

代のイノベーション発展の青写真を共

をテーマに交流した。ポストコロナ時

ン経済の共創と普遍的な未来の共有」

専門家・学者が参加し、
「イノベーショ

５００人余りの政財界のリーダーや

ンでの開催となったが、多くの国から

ている。アジアの経済体の多くは自由

相通ずる価値認識と発展目標を有し

文化基盤と歴史的遭遇ばかりでなく、

地域内の経済体（事業者）は共通の

絢爛多彩な文化遺産を形作ってきた。

各民族の文明的対話の歴史であって、

アジア文明の発展の歴史は、各国

す」ものである。

であり、
「暗闇に光明と希望をもたら

名は「多国間主義と自由貿易の勝利」

総理が述べたように、RCEP の署

の最初の一歩を踏み出した。李克強

始動することになり、地域経済一体化

も発展潜在力を有する自由貿易区が

く、経済と貿易の規模が最大で、最

た。これにより世界で最も人口が多

となっており、地球全体の未来のエネ

できるのである。

日両国は共に持続可能な発展を追求

る。価値理念が相通ずるが故に、中

は中華文明に内在する生存理念であ

天と人は一に合す）
」
〔老子『道徳経』
〕

法自然、天人合一（道は自然に法り、

日本の伝統的精神である。一方、
「道

と信じていて、大自然との和諧共生は

ある。日本国民は
「万物には魂が宿る」

同で模索し、グローバル経済の持続可
貿易の支援者であり、融合性のある

RCEP の署 名 に 伴い、 中 日 韓

ルギー構造に大きな影響を与えてい

的経済連携協定）が正式に署名され

能性、包摂的発展を推進するとした。

文化環境においてはアジアの国々が共

FTA の 基 礎 が 確 立 し た。 特 に

る。 年、中日両国は相次いで 年

り得る。

中国国際経済交流中心理事長で、元

に挑戦し、繁栄に向かうための堅固

RCEP の枠組みにより中日両国は

コロナウイルスの影響によりオンライ

国務院副総理、ニューエコノミーフォー

な人文的基礎を築いている。

アジアは世界最大の CO 2排出源

ラム共同議長の曽培炎氏は挨拶の中
で、相互依存のグローバル化が進む今
日、感染症対策はもちろん、経済の
再生も各国の協力による対応は必然
かつ必須の選択であると指摘した。

た 年に、RCEP（地域的な包括

新型コロナウイルスが猛威を振るっ

ディングはさらに緊密となり、地域お

る。今後、アジア経済圏の利益バイン

チェーン・サプライチェーンを構築す

グを引き寄せ、より信頼できる産業

り RCEP 加盟国間の産業マッチン

の双循環が創出する巨大な需要によ

での全面開放を実施し、国内・国際

に広い範囲、広い分野、深いレベル

いた。中国はこの勢いに乗じてさら

らなる協力に向かう歴史的な扉を開

初めて二国間関税譲許を達成し、さ

普及と金融面からの支援の加速等に

リーンエネルギーや環境技術の開発・

両国が脱炭素社会への移行に向けたク

高官対話」において、参加者は中日

る「第６回中日企業家および元政府

心と日本経済団体連合会の共催によ

く。 年 月、中国国際経済交流中

（ＳＤＧｓ）
」の達成にも貢献してい

国連が掲げる「持続可能な開発目標

リ協定」の目標実現に自信を与え、

いう目標を表明し、全世界による「パ

と 年のカーボンニュートラル実現と

持続可能な発展は、自然・人・社

ており、中国企業が学ぶに値する。か

では、日本企業は中国企業に先行し

の関心が高いテーマである。この分野

このほか、社会的責任も両国企業

12

会を包括する一つの統合された過程で

能な発展の推進力である。

その三、和諧共生の理念は持続可

よびグローバル経済の回復に力強い推

60

関し共通認識を得た。

20
進力を注ぎ込むことだろう。

リアル開催された「2019 年ニューエコノミーフォーラム」
（中国国際経済交流中心提供）

50

20

現在、コロナ禍においても文化産
業はグローバルに新業態、新モデルを
絶えず生み出し、新しい文化商品の
生産と体験方式の発展を促している。
特にオフラインの活動が限られている
状況下では、急ぎデジタルトランス
フォーメーション（DX）を進めざる
を得ない。包摂的文化が内包する想
像力と創造力は、科学技術とコミュニ
ケーション方法のイノベーションを加
速させるだけでなく、経済回復の新
たなエネルギーとなるだろう。
その二、多元的融合性のある文化

20

20
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本商会が協力して実施した「走近日

つて筆者は、中日友好協会と中国日
増えている。 年末までに合計 大

のの、会員からの自発的な寄付金は

つある。中国は国内・国際のよりよい

な発展の枠組みの幕は次第に上がりつ

ナー・ザールで開催されたものの、新

た。コンサートは予定通りゴールデ

を活動資金として、日中経済協会が

社から集められた 億１０００万円

寄付が寄せられた。第１期は 103

中国日本商会の会員企業より多くの

験を持つ。中日関係が悪化した時に、

代表団訪日プロジェクトに参加した経

企、感受日本」事業の中国人大学生

積極的な役割を果たしてきている。

を促し、中日友好を推進するために

で活躍している。この事業は相互理解

社したりと、両国の友好事業の第一線

本に赴いて留学あるいは日系企業に入

中国外交部等の機関で働いたり、日

れた。参加した学生の中には卒業後、

学７６５人の中国人学生が日本を訪

改革にも目を向けた。今後、中日関

に加え、ポストコロナ時代の経済構造

を打ち出し、コロナ対策への支出強化

首相は就任後の 年末に経済刺激策

を分かち合おうとしている。菅義偉

含む世界各国と新たな発展のチャンス

済の新体制づくりを通じて、日本を

結び付き、より高いレベルの開放型経

寧が得られ、人間性や文明に対する

とも、我々は芸術を通じて精神的安

世界がいかなる苦境や紛争に陥る

われた。

キー行進曲に合わせて流す形式で行

写真および録音した拍手音をラデツ

客とネットでアップロードした観客の

型コロナウイルスの影響で初の無観

本に招き 日間の研修を行った。その

2

2

後も日中関係は紆余曲折があったも

年は人類史上極めて特異で重要

「走近日企」大学生一行日本企業訪問

係の持つ時代的価値と、戦略的内容

だ。今年のニューイヤーコンサートが

賛美によって互いに励まし合えるの

感染症に覆われた世界に愛と希望を

は絶えず豊かなものとなっていく。

力を蓄えれば勝てないわけがない。

境界を越え、隔たりを取り除くこ

もたらしたことは間違いない。

後、オリンピックの祭典や中日国交正

とができる文化は世界の架け橋とな

智を集めればできないわけはない。今

常化 周年は、いずれも中日人文交

きな潮流であり、日本を含む世界各

Win Winは依然として時代の大

風雨吹き荒れる中、平和・発展・協力・

済に長い「厳冬」をもたらすことだ。

は新型コロナウイルスがグローバル経

年の新春を迎えたが、予見できるの

の復興に貢献することが、新時代の中

代のアジア地域およびグローバル経済

ションの推進に努め、ポストコロナ時

貿易体制の維持、グリーンイノベー

共に感染症対策の協力推進、多国間

き続き様々な形で人文交流を強化し、

両国はそれぞれの強みを活かし、引

流にまたとないチャンスをもたらす。

注１：中国の社会学者費孝通氏の言葉
「各

伊藤季代子）

（翻訳：日中経済協会 調査部主査

今という時代に感謝したい。

共に美しい明日に向かって歩み出せる

接会えずとも、互いに対話し、共感し、

り得る。道が通れずとも、人々が直

な１年と位置付けられる。我々は

国は休戚を共にする運命共同体であ

るという考え。

尊重し合うことで、世界の文化が繁栄す

他の文化を尊重し、互いに異なる文化を

のうちの一節。自らの民族の文化を尊重し、

美其美、美人之美、美美与共、天下大同」

おわりに

日関係のあるべき姿なのである。
勝利はもちろんのこと、世界経済の復
興を推進し、国際社会は以前にも増

新年を迎えるにあたり、筆者は

年ウィーン・フィルのニューイヤーコ

して団結・協力が必要となっている。
現在、国内大循環を主体とし、国

ンサートの生中継をオンラインで聴い

21

10

20

り、グローバルな感染症に対する最終

50

大道不孤、
天下一家
（大道は
孤ならず、
天下は一家なる）
『道徳経』
、『論語・里仁』
、『礼
記・礼運』

年から中国人大学生を毎年 回日

19

内・国際の双循環を相互に促す新た
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33

21

20
-
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米中新冷戦の中での日本企業の対応
定大

国だとも言われている。

することになれば、最大の受益者は中

い条件をクリアして CPTPP に参加

シナ海の海洋進出などにより、アジア太

最近の香港・台湾問題、東シナ海・南

に対しては従来の少数民族問題に加え、

開発にとどまらず軍事ドローン、軍事

競争も収まっておらず、中距離ミサイル

的には様々なリスクが存在する。軍拡

く、世界各地で紛争が生じるなど世界

一般財団法人日中経済協会 専務理事

近年、米中対立を背景に世界規模で機微技術等に対する貿易管理が厳しくなっている。中国でも 2020 年 月から輸出管理法
が施行されるなど、米国の対中制裁を意識した貿易管理の厳格化の動きがみられる。
●杉田

１．世界を俯瞰した日米
中関係

平洋地域に緊張感が増している。 年

た APEC（ ア ジ ア 太 平 洋 経 済 協

いては、 ま ず１ ９ ９ ０ 年 代に設 立し

ルサプライチェーンの構築を目指して始

ンド）で経済連携を議論して、グローバ

オーストラリア、ニュージーランド、イ

「新冷戦」や「経済のデカップリング」

こうした国際環境を背景に、米中の

蔓延した。

には新型コロナウイルス感染が世界中に

の懸念も尽きない。構造的問題を抱え

決済システムの展開など、新たな問題へ

ASEAN プラス カ国（日、
中、
韓、

力）会議で議論が交わされ、その後日

まったのが RCEP（地域的な包括的

シップに関する包括的および先進的な

で CPTTP（ 環 太 平 洋パートナー

た。結果的には、米国が抜けた カ国

協定）という形で経済連携が提案され

TPP（ 環 太 平 洋 パー ト ナーシップ

カ国で

一方、 米 国の強いイニシアチ ブに

「ASEAN 地域フォーラム（ARF）
」

想」である。政治・安全保障に関しては、

のが「自由で開かれたインド太平洋構

これに対して日本や米国から出された

は周辺国のみならず、米国を刺激した。

国製造 2025」と「一帯一路」政策

した政策を次々と打ち出した。特に「中

ラ投資銀行）創設など、TPP を意識

帯一路」政策、AIIB（アジアインフ

中国では「中国製造 2025」
、
「一

ないかと考える。

バルサプライチェーンを再構築すべきで

連合が間に入って緊張を緩和し、グロー

ASEAN 等と連携するミドルパワー

オ ー ス ト ラ リ ア、 英 国、 フ ラ ンス、

べき で あ る と 考 え る。 例 え ば 日 本、

「経 済のデカップリング」は避ける

う折り合いをつけるかが問題である。

らないが、経済安全保障の議論の中でど

本とした経済の流れを維持しなければな

ードやグローバルサプライチェーンを基

米国に取って代わり世界でナンバーワン

意志を持った人たちが登場している。

ト層の間で米国の覇権を守るという強い

ディープステートやエスタブリッシュメン

問題、貿易赤字問題であったが、現在は

による貿易戦争で、米国にとっては関税

ランプ大統領（当時）のイニシアティブ

ールドが大きく変化している。当初はト

懸念も生じている。

政資金を垂れ流し、ハイパーインフレの

中国によるデジタル人民元による独自の

無人船等の新たな兵器も生まれている。

本では小泉政権時代にアジア太平洋戦

る世界各国は、今回のコロナ対応で財

協定）がスタートした。２００１年に

という地域的な安全保障の対話の場が

「G ゼロの時代」と言われる現在、東

の強国になる」との発言に危機感を覚

より、 アジアを 中 心とした

貿易協定）交渉が行われてきた。

WTO（世界貿易機関）に加盟した中

あるものの、緩いまとまりであり、東ア

西冷戦時代のような中核となる国がな

特に、中国の習近平主席の「中国は

現在の米中「新冷戦」ではバトルフィ

国だが、国有企業支援や知的財産権等

ジアまではカバーしきれていない。中国

ASEAN 等の国々との FTA（自由

等の問題が生じた。グローバルスタンダ

アジア太 平 洋 地 域の経 済 協 力につ

12

経済連携協定）である。

20

略構想が打ち出され、それに基づいて

6

様々な問題を抱えている。中国が厳し

12

11

22
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ームになる可能性があることに強い警戒

標準を中国が獲得し、そのプラットフォ

の 5G やドローンなど軍事に係る世界

危険視している。ペンタゴンには、中国

オ、サイバー等の最先端分野の進展を

洋進出、量子コンピューティング、バイ

候変動、WTO 等の国際的枠組みを見

入ってもらう」と述べている。つまり気

く、中国には国際的な連携の枠組みに

だが、一方的な制裁関税を課すのではな

対策や商慣行には責任を取らせるべき

統領の公約では、
「中国の不公平な環境

を目指すことを表明した。バイデン大

ことから、自力開発して内需を支え、

最先端技術の海外からの導入が難しい

方針を示している。米中冷戦下では、

需拡大を図り、最近では「双循環」の

視」の旗印を掲げ、公共事業による内

習近平主席は「国進民退」
、
「国益重

しく見ざるを得ない要素となっている。

る研究者や留学生のビザが多数取り消

研究機関に在籍する軍民融合にかかわ

個人資産が凍結された。次に、米大学・

マカオ事務弁公室の幹部らの米国内の

まず、香港の林鄭月娥行政長官や香港

米国の対中制裁は強化されつつある。

る。政府調達では、ファーウェイなどの

感がある。
直しながら、中国にコミットさせるとの

国内循環と国外循環をつなげて双方の

された。

問題、そして最近の香港問題に対する

トランプ政権の末期に、米国は「ク

考え方である。また、今後も中国の知

循環を実現するという考えである。液

中国は 年までにカーボンニュートラル

リーンネットワーク構想」を提唱した

的財産権、先端技術、経済安全保障等

晶パネルや有機 EL では既に量産化が

えるのと同時に、中国の軍備拡張、海

が、西側先進国が中心となり、中国を

の問題に厳しい姿勢で臨む方針は変わ

造）
」に対して

特定 社の通信・監視関連機器などと

意識して、通信やアプリなどでクリーン

らないと言われているが、バイデン政権

されている。最近では、特に半導体の国

業安全保障局）が事前輸出許可取得を

中国の対応は、欧米先進国が中国を厳

なネットワークを構築するというもので

で、果たしてどうなるのか今後の動きが

産化などを強く意識している。

それを利用している企業の製品などを

月には、中国半導体製造企

排除することとした。

年

（中芯国際集成電路製

（米国商務省産

様々な問題がある。その つが金融リス

一方、中国に目を向けると、国内には

２．中国の政治経済の最
近の動き

拠法として国防権限法を毎年策定して

米国は安全保障予算関連政策の根

３．米国による対中向け
規制強化と制裁

電
る。ガソリン車から
( 気自動車
（プラグインハイブリッド）
、

ーンニューディール政策」を提唱してい

でに温出効果ガスゼロを目指す「グリ

然として厳しい状況にあり、環境汚染

貧困問題は一部改善しているものの、依

ていて、無理な債務を抱えている。また、

第二に、輸出に関し

より米国への投資を厳しく審査する。
（燃料電池車）等

エネ車）への早期切り替えを促す支援

（ Export

Entity

に載せ輸出取引をしないとの示唆も
List
あり、
リスト (List of Specially

連の地 域 開 発に関 わる企 業 を

に掲載され、輸出禁
月には Entity List
止となった。南シナ海や「一帯一路」関

の公平性の尊重・促進、介護福祉サー

クである。特に地方財政が厳しい状況

で対 中 向 け 規 制 が 大 き く 強 化 され

ンフラ、クリーンエネルギー、人種間

ビス等で米国製品の使用拡大と製造業

にあり、地方の国有企業や銀行の破綻・

た。 第一に投 資 関 連の

に入るとドル決済等ができず、
Persons)
金融資産が凍結される。軍民融合に関

年の「国防権限法２０１９」

での雇用創出のための支援等を行うも

倒産が散見される。地方の国有企業が

（外国投資リスク審査現代化法 ）で、

（新

も根本的な解決には至っていない。加え

：米国輸出管理改
Control Reform Act
革法）により、従来の管理対象に加え

、)

て昨今の新型コロナウイルスである。以

を行う。

も対中制裁強化の一環である。

イグル人権法」「外国企業説明責任法」

米国議会が策定した「香港自治法」
「ウ

Designated Nationals and Blocked

S
D
N

1

基盤技術や先進技術等も厳しく審査す

いる。

のである。気候変動については 年ま

融資を受ける際の保証が曖昧な形になっ

要する旨の通知を出したのに続き、

業「

9

わる企業や大学にも制裁が科せられる。

12

B
I
S

実現し、世界トップの中国企業が輩出

ある。バイデン政権でも受け継がれるよ
注目される。

5

20

S
M
I
C

（対米外国投資委員会）に

」という経済復興計
Back Better Plan
画を公約として選挙戦を戦ったが、イ

うだ。また、バイデン大統領は「 Build

60

前からのウイグル等の民族問題や台湾

18

C
F
I
U
S

F
I
R
R
M
A
E
C
R
A

E
V

年の国連総会で習近平国家主席は、
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４．ファーウェイを中心と
した米中新冷戦の最前線
と日本の機微技術関連な
どの投資貿易管理

ァーウェイに納入することを禁止した。

委託加工し、ファーウェイをサポートし

さらにイラン制裁、企業機密の窃盗容

カメラの政府調達の禁止から始まった。

た。それに止まらず、 年 月に、規

ェイからの半導体製造受託を打ち切っ

は、 年 月に中国製通信・監視機器

ている。ファーウェイだけでなく、半導

疑で、ファーウェイおよび孟晩舟氏が起

などで台湾、中国、米国などで

体産業をベースとしたグローバルサプラ

訴された事件である。これは先端技術の

掲載の
制を限定していた「 Entity List
ファーウェイとその関連会社の設計等の

がファーウ

イチェーンが構築されていたが、そこに

問題ではなく、制裁対象国イランへの不

これを受けて台湾

米国が半導体輸出をストップすると宣

技術によって」の要件が外された。汎用

は軍需専用品あるいはデュアルユース品
言した。 年 月に

現在のワッセナー・アレンジメントで

正送金等に係るもので、異質な事案で

品の調達を回避するため、米国技術を

して禁輸対象とした。

業として、電気電子関係や素材関係な

またファーウェイ制裁などを緩和する

用いた製造装置を使って製造した製品の

納入を禁止するもので、規制条件は強

化された。

宇宙技術などエマージング技術に対し

題だ。さらに量子コンピューティングや

その中には CCD カメラを、中国企業

年は 兆１０００億円を輸出している。

ァーウェイに 年は 6800 億円、

ンプ大統領による一方的な制裁解除の時

インテルはサーバーや CPU（中央処

ドバンスト・マイクロ・デバイセズ）や

これに対して、米国の関連業界、半

て、貿易管理規制を掛けようとしている。

を通じてモジュールとしてファーウェイ

の反省から、国防授権法による規制緩

理装置）など規制レベルの低い製品につ

ある。これは大統領権限で勝手な制裁

このほか、再輸出規制では、米国製

に納入し、間接的に 3000 億円を

和における議会の承認を担保したもので

導体業界ＳＩＡ、シリコンバレーなどは

部品を組み入れた製品を日本から中国

売り上げている企業もあれば、メモリ

緩和をさせないとする議会側の対応で、

に輸出する際に、米国製の基幹部品が

ある。

出なので、日本の輸出許可だけで済みそ

許可が必要となっている。日本からの輸

を購入していたが、 年 月に同社への

韓国、中国から総額 兆８０００億円

ている企業もある。ファーウェイは日本、

えられる会社がリストアップされ、そこ

中国人民解放軍に密接に関係すると考

さらに国防授権法 1999 に基づき

業も同様な届け出を出し一部が認めら

るようだ。既に述べたように、日本企

許可申請を提出し、一部許可が下りてい

Z
T
E

1

れている。

いて、BIS にファーウェイ向けの輸出

ーやセラミックス半導体などを納入し

規制緩和を強く申し入れた。AMD
（ア

造装置等の規制を強化する動きがみら

20

（中興通訊）問題に対するトラ

場合には、米国議会承認の義務付けが

の掲載措置である。

ある。そして禁輸対象の

に掲載
Entity List

8

％以上使われている場合は米国の輸出

19

ど 社の名前を挙げている。日本からフ

ファーウェイと取引のある主な日本企

など機微技術の製品輸出を規制してい

19

8

携帯端末は、インテル、クアルコム等

ファーウェイが生産する通信機器や

再輸出規制のデミニミス・ルールである。

うだが、米国の輸出許可も必要となる

社かは、部品について BIS の許可を

体在庫を積み増したようだ。その後何

では同年 ～ 月に 、 年分の半導

輸出が一時的にストップした。ただ同社

への掲載対象関連企
拡大と Entity List
業の拡大である。ファーウェイの関連会

われたファーウェイ向け直接製品規制の

はハイテク製品ではなく、

） 事 業への規 制である。これ

によ

るという疑いである。国際緊急経済権

）に基づき大統領令

テリアルズとラムリサーチの製造装置

5

限法（

20

等を使って製造した半導体について、フ

（

、
バイトダンス
（ ByteDance
）
のは TikTok
のソー シャル ネット ワ ー クサ ー ビス

さらに、トランプ政権で注目されたも

から半導体を輸入し、日本からは半導

得て継続的に取引をしているところもあ

社の設計技術をベースに、米国技術を

り画像や個人情報が勝手に盗み取られ
模様である。

1

8

2

3

米国によるファーウェイへの制裁強化

特に注目されたのが、 年 月に行

カメラ等の関連

るようだ。その後許可を取り消されて

用いた半導体製造企業のアプライド・マ

体、メモリー、

部品や素材が供給されている。中国国

いるケースも出ており、状況はまだら

20 2
8

（京東方科技集団）等が

内では

液晶パネルや電池を供給し、台湾では

C
C
D

（台湾積体電路製造）等が

S
N
S

S
N
S

I
E
E
P
A

B
O
E
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へ
Entity List

5

18

れる。その最初の流れがファーウェイ問

る。最近米国では、半導体や半導体製

T
S
M
C
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にファーウェイの名前もみられる。
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により取引を停止するとの対応が突然

みを超えて広範に及び得ることに加え、

ある。その目的・対象が国際的な枠組

いないため、外資への影響は不透明で

り、従来の届出対象が ％以上から

について、既に規制の強化が図られてお

理については、まず日本は外国投資管理

一部事例を見てみると、新エネルギー分

ク・防災・気候変動などがあげられる。

野では中国と日本が連携して開発してい

利用者は
なされた。米国での TikTok
１億人と言われ、その影響は極めて大

告勝訴になったが、今後の動向が注目さ

置の差し止め請求が出され、一審では原

取引停止措
TikTok

後公表が予定されている「信頼できな

禁止制限技術目録」の修正、および今

不透明である。既に施行された「輸出

現時点では適用範囲などの運用がまだ

ることやみなし輸出規制のあり方など

技術やエマージング技術でも管理強化す

志国である程度合意が得られれば基盤

議論中であり、中間報告によれば、有

業構造審議会安保貿易管理小委員会で

％以上に変更された。貿易については産

自動車は商用

日中協力の大きな成果となる。トヨタ

格「 ChaoJi
（チャオジ）
」はグローバル
標準になりつつある。これが実現すると

車の超急速充電システムの新規

れる。なお、最近の米国での報道では、
」などと合わせ、これら
い Entity List
の法制度が中国における内外企業の正

システムで積極的に中国と
や E-Palette
用
連携を始めている。日本電産は

る

の米国事業の売却問題は棚上
TikTok

が検討されている。今後の動きを注視し

きい。米国民から

げされたとのことである、バイデン政権

常なビジネスを妨げないよう、規則の

ていく必要がある。

（燃料電池自動車）

では安全保障上のリスクについて再検討

詳細の明確化と透明性のある運用を強

小型モーターを大連の工場で拡大生産

めるのに、
欠かせない共有情報（例えば、

米国などでは民間企業が製品開発を進

ンスの資格制度がないとの指摘がある。

別に対応していくべきであろう。企業、

性がある。当面は一つひとつの事象に個

どちらか一方に踏み絵を踏まされる可能

こうした米中の動きの中で、日本は

その後追加補正予算も計上されている。

２３００億円弱が計上・執行された。

れぞれ２０００億円と２３５億円、計

への政府支援であるが、補正予算でそ

プライチェーンの国内回帰と第三国展開

された課題は、翌 年に北京市で開催

ミナーが東京で開催され、そこで討議

に第 回自動運転に関する日中共同セ

向けて様々な協力が始まっている。 年

また、自動走行については国際標準に

している。

IoT 製品の脆弱性に関する情報を登

大学においてセキュリティクリアランス

された第 回セミナーでその解決策が

また、コロナ禍関連で話題になったサ

録するデーターベースなど）にアクセス

マスクや防護服等の衛生関連製品、自
動車部品などが対象となっている。

な対応が求められる。

由で断られる可能性があり、今後早急

リアランスの資格認証制度がないとの理

秘密情報にアクセスするセキュリティク

る研究事業を実施する際に、日本では

端技術分野でグローバルに日米協力によ

自動走行やスマートメーターなど先

る。これに関しては、重要技術流失防

す責任についても検討しておく必要があ

イズ）等の有志国連合での日本の果た

であろう。米英加豪 NZ（ファイブア

の労務実態把握などしっかり対応すべき

裁に対し自社製品の中国等関係先企業

る。欧米の人権侵害に関する規制や制

されている人権問題への対応も重要であ

分野での第三国市場協力、農業・食品

スタートアップベンチャー、非ハイテク

環境、新エネルギー、金融、医療介護、

ていくことが肝要だろう。省エネルギー・

調可能な分野を探し求めながら展開し

日中産業協力では、まずは協力・協

協力可能な分野を探求しつつ、協力内

日中産業協力については、このような

可能性も高いと考える。

が中国に貢献でき、日中の医療協力の

会の提供のみならず、日本の高度医療

望と考えられ、人間ドックなど検査機

インバウンドの医療ビジネスも将来有

米国と同様に中国も輸出管理を厳し

容を深化させていくことが重要である。

グローバルなテーマとして、パンデミッ

加工、インバウンド観光、アニメ・ゲー

続が期待される。

発表されたりしており、今後の交流継

18

止など国内法の整備等について、多くの

また、EU や米 国、 豪 州で問 題 視

19

くする方向にある。中国の「輸出管理

５．日中産業協力

2

1

ム・映像系などのコンテンツ、さらには

入が必須となっている。

を高めることも求められている。

く要請したい。

E
V

F
C
V

E
V

するためには、その資格認証制度の導

日本においてはセキュリティクリアラ

されているのかもしれない。

1

課題が残っている。
日本の機微技術などの投資貿易の管
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10

法」が 年 月から施行されたが、実
12

務上のガイドライン等が明確化されて

20
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中

昆山市の外資投資環境と重点誘致産業

昆山は中国で最も経済が活発な長

は１０００億ドル、グローバル５００

ロジェクトがここに進出し、総投資額

国と地域から８９００余りの外資プ

であり、具体的には以下 つの比較優

めの基盤と条件は十分に卓越したもの

ける日本企業に対する投資誘致のた

江デルタの内陸部に位置し、東は上

強企業が１０８件のプロジェクトに投

人余りの日本人も含まれている。 の

海、西は蘇州と接している。市街区

資している。２０１９年、昆山は中

江南の片玉、
秀麗な昆山

の面積は９３１平方キロ、亜熱帯海

国初の GDP ４０００億元超、財

ランキングのトップに立っている。

革開放の「昆山之路（昆山の道）
」モ

の都市理念を有する昆山は、中国改

である。
「開放、融合、革新、卓越」

昆山は広く開放された新産業都市

さらなる投資誘致を当面の経済活動

本企業へのサービス強化、日本からの

る。併せて対日協力関係の深化、日

くの外資企業の投資誘致を行ってい

は対外開放を絶えず拡大し、より多

新たな歴史的転換点に立ち、昆山

デルを創出した。昆山市全体の常住

の重要方針とし、昆山開放の新たな
象徴の創出に尽力している。昆山にお

人口の 割が中国および世界各国か
らの出身者で、その中には 1000

位性がある。

洋 性 季 節 風 気 候 帯に属し、 年 間 平
均 気 温は ・
高く四季があり、総人口は３００万
人 近 く で、 そ の う ち 戸 籍 人 口 は

15

17

１００万３０００人である。

総合力では 年連続で中国の県級市

政収入４００億元超の県級市となり、

上海と蘇州に隣接する昆山

度、 温 暖で湿 度 が

56

■昆山市人民政府

国で最も経済活動が活発な長江デルタの内陸部に位置し、開放性の高い工業都市である昆山市は交通アクセスも良く、その優位性は明らか
なことから、国家級のプラットフォームや特色ある工業団地などを通して最適な起業環境を提供し、巨大産業クラスターは昆山の経済発展
に活力を与えている。昆山は国内と国際の双循環による新たな発展パターンと長江デルタ一体化という大きな潮流の中で計
画を検討し、本部性・旗艦性・最先端性・潜在性のあるイノベーション・スタートアップ事業や特色化されハイレベルなサ
ービスアウトソーシング産業などを重点的に誘致している。

Local Voice
6

7

5

ようこそ昆山市へ（昆山市提供）
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．昆山の交通アクセスの利便性、
立地条件の優位性
昆山は中国初、かつ現在地下鉄と

占める）で、光電子、半導体、バイ

オテクノロジーおよびバイオ医薬、ス

を占めた。

ーションモデル区、昆山金融改革試験

力深化実験区、蘇南国家自主イノベ

８カ所あり、同時に昆山両岸産業協

省級開発区が２カ所、鎮級開発区が

昆山には国家級開発区が２カ所、

業の発展に大きな貢献

系企業が昆山の関連産

工業など４００社以上の代表的な日

マキタ、日本精工、AGC、川崎重

２３８１億元を達成した。トヨタ、

資プロジェクトは２５３件、売上高

「隠れたチャンピオン」
、
「ユニコーン」

研究計画」注１を推し進め、ハイテク、

昆山は「祖沖之自立制御産業技術

４．昆山に集まる英才、
尽きない
イノベーション活力

区などの国家級プラットフォームが認

をしている。昆山におけ

．多くのプラットフォームを
有する昆山、
卓越した起業環境

マート製造の 大先端産業の新規投

定されている。また、
「専精特新（専

る

オテクノロジー、
新素材、
ソフトウエア、

備製造、再生可能エネルギー、バイ

方針に従って、光電子、ハイエンド設

元を達成し、外資企業

利益は 億６０００万

系工業企業１３２社の

年の規模以上の日

門化、精密化、特色化、最新化）
」の

4

全体の利益総額の ％

19

金型、センサー、電子回路基板、ロ
ボットなどの特色ある産業パークがあ
る。そのうち昆山開発区、花橋経済
開発区、周市鎮は日系企業が数多く
進出する産業集積地で、日系企業の
投資シェアはそれぞれ ％、 ％、
％となっている。

３．ハイエンド、
豊かな産業基盤
を有する昆山
昆山には つの売上高１０００億

14

都市高架環状道路を有する唯一の県
級市でもある。 本の高速道路が全
域を縦横に貫き、高速鉄道は最速

分で上海、 分で蘇州にそれぞれ到
着し、上海虹橋国際空港と上海浦東
国際空港まではそれぞれ 分と 分

の距離となっている。中国で初めての
省を跨ぐ地下鉄である上海軌道交通
号線は昆山まで延びており、上海

ディズニー駅まで直接通じていて、将
来的には建設中の蘇州 S1 号線につ

元規模の産業と の１００億元規模
の産業クラスターがある。 年、電
子情報、設備製造の 大支柱産業の
総生産額は６８６６億元（昆山市全

27 JC ECONOMIC JOURNAL 2021.3

上海- 昆山- 蘇州を結ぶ交通網

上海、南京、北京に通じる昆山南駅

13
市内環状高架道路

5

2

体の一定規模以上企業の ・ ％を
1

新産業都市、昆山

17
90

20

19

80

40

46

2

9

ながる計画となっている。

12

2

1

11

38

昆山で接続する上海・蘇州間の軌道交通（計画）
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企業などの革新的企業グループを育
成している。また、昆山デューク大学
を設立して中国科学院、アモイ大学

進出している日系企業（一部）

位、県級市では 位となっている。

ション能力は中国の全ての都市では

新産業プラットフォーム

11

ような取り組みを行っている。さらに、

ントを行い、企業が順調に発展できる

ン、国際桜祭り等のシンボル的なイベ

提供している。また、日本企業サロ

問題解決を図り、適切なサービスを

積極的に企業のニーズに耳を傾け、

のための「215」注４アクションなど、

メカニズムの深化、投資誘致・保護

ンドの始動、
「1311」注３サービス

「昆如意」注２ビジネスサービスブラ

５．世 界につながる昆 山、
一流のビジネス環境

1

等の科学研究機関と共同でイノベーシ
ョン共同体を構築し、国内外のアカ
デミシャン、科学技術者や科学研究チ
ームのトップ研究者など各方面の人材
のために幅広い舞台を提供している。
現在、国家級の重要人材プロジェク
トの専門家１３５人、外国人専門家
１８３０人を招聘するとともに、外
国人専門家のための研究施設 カ所
を建設するなど、フォーブス誌「中国
ベストビジネス都市ランキング」の人
材指数において、昆山は 年連続で県

3

「昆如意」
ビジネスサービスブランド

の発行、証明書発行後の即

経済発展の質と効率を高めるために、

地」となるよう尽力している。開放型

全国の開放型経済の質の高い発展「高

時建設開始、建設完了後即

昆山は以下の 分野の産業を重点的

ンモデルを推進し、利便性

① つの売上高１０００億元規模の

に誘致している。

環発展の新たな方針と長江デルタ一体

としている。また、国内と国際の双循

質の高い発展の促進を主題

う新たな発展理念を堅持し、

リーン、開放、共有」とい

昆山は「革新、協調、グ

境を全力で創り出している。

制といった一流のビジネス環

理、最も整備された法治体

も規範化されたサービス管

率的な行政審査・批准、最

ノベーション・スタートアッププロジェ

艦性・最先端性・潜在性を有するイ

う働き掛け、より多くの本部性・旗

加価値セクターを昆山に設置するよ

決済センター、本部機能などの高付

（R&D） センター、調達センター、

系を構築する。外資企業が研究開発

育成をプラスした概念）現代産業体

伝統産業のレベルアップと潜在産業の

ギー、新素材の４大戦略新興産業に、

（大健康、ハイエンド設備、新エネル

産業クラスターの周囲に、
「 ＋ X」

を 打 ち 立 て、

ト フォー ム ）
」

のためのプラッ

業 発 展・ 普 及

「昆山高地（産

外開放に向けた

江 デ ル タの 対

2018 年開校の昆山デューク大学

4

28
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「土地取得後の即時証明書

時検収」の全サービスチェー

の高い貿易・投資、最も効

4

化の潮流の中で企画検討を行い、長

2

毎年開催される国際桜祭り

49

級市第 位の座を占めている。社会全

5

体の研究開発費の対 GDP 比は ・

1

％で先進国の水準に達し、イノベー
5

日本企業サロン

JC ECONOMIC JOURNAL 3 月号 Local Voice

クトの誘致に尽力する。

トソーシング事業を大いに発展させ、
を立ち上げる。

注１ ： 産業チェーン周辺にイノベーション

チェーンを配置し、 つのハイエンド産業

においてコア技術の獲得などを目指す。
「祖

「昆山は開放により立ち、産業に

より興る」
。最近の中日協力は大き

国際（オフショア）サービスアウトソ
ーシング事業を積極的に受け入れて、

冲之」は中国南北朝時代の数学・天文学

②ハイエンド製造業の発展に向けたニ
ーズを踏まえ、
「パートナーシップ思

な成果を上げている。 年 月 日に

なソフトウエアや情報サービス、研究

を引き続き拡大する。国内外の著名
ットフォームアウトソーシング」など

「クラウドアウトソーシング」
、
「プラ

チャンスを掴み、「クラウドソーシング」
、

易圏が正式に動き始めた。同年 月

定）
」が締結され、世界最大の自由貿

「RCEP（地域包括的経済連携協

～ 日には王毅国務委員兼外相が

者。昆山市人民政府 年 月 日

新型コロナウイルスの危機的状況下で

4

考」で生産性サービス業の経済規模

開発・設計、検査計測、専門認証、
の新たなビジネスモデルを模索し、引

くの特色ある高性能なサービスアウト

基地の発展経験を盛り上げ、より多

③花橋金融サービスアウトソーシング

ップグレードを加速する。

ド化、高品質化、集約化に向けたア

既存の生産性サービス産業のハイエン

の質を絶えず向上させ、昆山にある

昆山に誘致し、生産性サービス産業

るよう奨励し、共同研究プラットフォ

などが昆山に研究開発部門を設立す

名大学、科学研究機関、多国籍企業

究開発本部に狙いを定め、海外の有

機関やグローバル５００強企業の研

優位性を利用し、海外の著名な研究

研究機関が昆山に集積している生態

誘致を加速させる。国の重要な科学

④国際的なハイエンド研究開発機関の

化する。

グ産業発展のための新たな機能を強

き続き昆山のサービスアウトソーシン

迎したい。昆山というホットな地で、

し、昆山を選択することを心より歓

や有識者が昆山を訪れ、昆山を理解

もたらされた。日本の各界のエリート

日協力にも全面的な新しいチャンスが

がさらに進展したことで、昆山の対

な成果が生まれ 注５、両国の実務協力

ジネストラック）
」等 項目の具体的

往来のための「ファストトラック（ビ

に達した。また両国間の必要な人員

進等の 項目の重点案件で共通認識

RCEP の早期発効に向けた協力推

訪日し、両国の経済復興の協力促進、

昆山市人民政府 年４月 日

注４：投資の誘致と保護を行うサービス。

訪問、各種相談、資金提供などを行う。

注３ ： 企業に対する支援サービス。企業

にわたる。新華日報

行政サービス、税務サービスなど 項目

発センターの設立を検

サービスセンター）の投資サービスホット

●お問い合わせは、昆山市商務局（招商

6

28

昆山市人民政府 年 月 日

c/202003/06/c750309.html

h t t p : / / x h v 5 . x h b y. n e t / m p 3 / p c /

20

http://www.ks.gov.cn/kss/ttxw/

202006/f53302cdd7924c9a918646

34b99f391d.shtml

http://www.ks.gov.cn/kss/ndmb/2020

04/81f4cad871b14c94bfa8c8e90e30

年 月 日以降、日本の緊急

1ff0.shtml

注５ ：

止となっている。外務省 年 月 日

page22_003380.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/

18

事態宣言の発令に伴い、解除まで運用停

14

手サービスアウトソーシング企業を誘
致・集積し、オンショアサービスアウ

討し、招聘したグロー

日本語可）
ライン（ +86-512-5715 2908

年 月 日

ソーシング産業基地の建設を加速さ

ームを構築して、中日、

イノベーション発展の新たな機会を共

バルな科学技術人材に

まで。

20

20

1

せ、基地の規模に適した国内外の大

中韓、中星（中国・シ

有し、相互利益と Win Win の

より昆山でイノベーシ

（翻訳：日中経済協会 調査部主任 宮奥俊介）

21

6

3

18

16

1

-

6

21

の産業パークや研究開

ンガポール）や中蘭（中

注２：昆山市によるビジネス環境改善策。

zt_zcz.shtml

http://www.ks.gov.cn/kss/c100311/

26

11

デジタルクリエイティブなどの機関を

11

15

11

19

20

新局面を共に享受しようではないか。

25

5

ョン・スタートアップ
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日系企業の選択

守不可」の禁止令を公布することができます。
(3) 禁止令の核心的な効力：
「当事者」に対する損害賠
償訴訟手続です。
「遮断弁法」第 9 条で規定する賠償
訴訟手続は、遮断効果を確保するための核心的な手続
きであり、企業へのインパクトも最大です。具体的には、
「当事者」が中国の禁止令の公布後に、関連の中国国
外の制裁を解除せず、契約違反した中国の実体との取
引の取り消しや中止など禁止令に違反した場合、中国の
実体は中国で提訴し、相応の損害賠償を「当事者」に
要求することができます。さらに、たとえ「当事者」が
禁止令の公布前に中国国外の制裁に関わる法律に基づ
き勝訴していたとしても、中国の実体は禁止令の公布後
に中国で損害賠償訴訟を提起することができます。ただ
し注意が必要なのは、
「遮断弁法」では中国国外の企
業が「当事者」の範囲に含まれているか否かは明確に
規定されていない点です。日系企業などの第三国企業
が米国制裁を遵守し、中国の禁止令に違反した場合の
中国における損害賠償リスクの有無について、中国政府
に明確化を求める必要があります。
(4) 禁止令の２つ目の効力：行政処罰の手続きです。中
国の実体が禁止令に違反し、または上述の報告義務に
違反した場合には、商務部より警告、期限付き是正命令、
制裁金等の行政処罰を科される恐れがあります。
(5) 免除手続：中国の実体は禁止令の公布後に、禁止令
遵守の免除を申請することができます。中国の商務部
が免除を承認した場合、免除された主体は中国国外の
制裁を引き続き遵守し、かつ上述の損害賠償責任と行
政処罰責任に対する負担を免れることができます。

４ コメントおよび日系企業へのアドバイス
以上のように、
「遮断弁法」による日系企業への影響
度合いは、
「当事者」に対する定義により大きく変わり
ます。今後、中国政府が中国国外企業も「当事者」に
含まれることを明確化した場合には、多くの中国国外企
業は板挟みの状態に直面することになります。そうした
際に、本件については、仮に中国が貴社と A 社の間の
取引を制限する米国制裁に関する禁止令を公布した場
合において、貴社が中国の禁止令の遵守を選択したと
きは、米国の処罰と制裁を受ける可能性があり、逆に

金誠同達法律事務所
シニアパートナー・中国律師 趙 雪巍

米国制裁の遵守を選択し A 社への納品を違約して中止
したときは、A 社に中国での損害賠償訴訟を提起され
る可能性があります。また、納品行為の違約による中止
のインパクトが特に大きい場合、さらに貴社は「信頼で
きないエンティティリスト規定」に基づく中国の制裁を
受ける恐れもあります。
日中は緊密な経済・貿易関係にあるため、多くの日系
企業が制裁を受けた中国企業と取引しており、同様にこ
うしたリスクに直面する可能性があります。それゆえ
「遮
断弁法」や「信頼できないエンティティリスト規定」な
どの中国法のリスクを正しく理解し、米中両国の駆け引
きを考慮しつつ、自社利益保護のために、以下の対策
を講じてみてはいかがでしょうか。
(1) 中国に対する米国制裁の状況だけではなく、中国の
「遮断弁法」
、特に「当事者」の定義に関連する情報に
注目し、
「遮断弁法」が日系企業に適用されるのか、日
中間の貿易コンプライアンスに実際に影響するのか否
かを適切に見極めるべきです。
(2) 今後、仮に「遮断弁法」において日系企業への適用
が明確化された場合には、関連の中国企業との取引契
約のいわゆる「制裁コンプライアンス条項」
、
「制裁免責
条項」を見直す必要があります。これらの条項はもとも
と、米国制裁リスクを回避するためのものでしたが、そ
の表現が露骨であった場合には、中国の禁止令に違反
して米国制裁を遵守するよう中国企業に強いたことを証
明する明白な証拠となり、中国において日系企業がコン
プライアンスリスクにさらされる可能性があります。
(3) 今後、
「遮断弁法」が日系企業に適用されるか否か
を問わず、取引の当事者となる日中双方は、契約にお
いてこの種の問題が発生した際に、双方が友好的に協
議し、積極的に行動し、取引が各国の法律に違反する
リスクを避けるよう努力する内容の条項を取り決めてお
くことが重要です。今後、
「遮断弁法」において日系企
業への適用が明確となり、日系企業が米国制裁と中国
の「遮断弁法」との間の板挟みの状態に直面した場合
には、具体的な対応として、日系企業は中国の「遮断弁
法」をもって米国政府に抗弁して輸出許可証等を申請
し、同時に禁止令遵守の免除を中国政府に申請するよ
う中国企業に要求するなど、当事者双方が共に損失を
最小限にとどめるよう努力することが肝要です。
JC ECONOMIC JOURNAL 2021.3
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中国による米国制裁への反撃を背景とした
—中国国外制裁の遮断制度および日系企業に対する影響—
先日、日系企業である当社と長期的な貿易関係にある中国の A 社が米国政府によって「エンティ
ティリスト」に追加されてしまいました。当社は米国政府による同様の制裁対象化を懸念し、A 社
への供給停止を検討しています。他方、中国では、「中国国外の法律・措置の中国国外における不当
な適用に対する遮断に関する弁法」
（以下「遮断弁法」
）の実施が 2021 年 1 月 9 日から開始されており、
当社のような第三国企業による米国制裁の遵守が禁止される可能性が懸念されます。「遮断弁法」の関
連規定について、仮に当社が米国制裁を遵守して A 社への納品を停止した際の「遮断弁法」違反の可
能性の有無、また有る場合の対応策について教えてください。
中国「遮断弁法」の意図は、米国制裁等の中国国外の法律と措置による「中国国外における不
当な適用」がもたらす中国への影響を遮断することにありますので、第三国企業と中国企業との間
の取引に影響する可能性は十分に考えられます。以下、「遮断弁法」の内容を紹介した上で、貴社の状
況を踏まえ簡潔に分析致します。

１ 背景と目的：なぜ「遮断弁法」
が策定された
のか？
近年、米国政府は多くの中国企業を「エンティティリ
スト」や「SDN リスト」に載せるなどの制裁を加えてお
り、これら制裁措置は米国企業のみならず、日本などの
第三国の企業と中国企業との間の特定取引を制限する
可能性があります。中国政府はこの種の第三国に対す
る制限を、国際法と国際関係の基本準則に違反してい
る「ロング・アーム管轄」とみなしており、今回公布さ
れた「遮断弁法」は、これ以前の「信頼できないエンテ
ィティリスト規定」や「輸出管理法」などと共に中国の
立法上の報復措置として、米国への対抗の意味合いが
強く含まれています。

２ 適用範囲：
「遮断弁法」
はどのような制裁へ
の対抗を想定しているのか？
「遮断弁法」が中国国外のどのような制裁への対抗を
想定しているのかを理解するために、
「遮断弁法」第 2
条に関する以下の 3 つの角度から分析することができま
す。
(1) 遮断の対象は、不特定の中国国外における制裁です。
EU の類似規則と異なり、中国の「遮断弁法」では、遮
断を要する中国国外の制裁リストが明確に規定されてお
らず、具体的な中国国外の制裁に対する遮断の要否を
判断する権限が、
商務部等で構成する業務機構
（以下
「業
務機構」
）に付与されているため、中国政府は大きな自
由裁量権を有することになります。
(2) 中国国外での制裁として、中国と第三国の実体（事
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業体）との間の取引を制限している場合、遮断の対象
になります。米中企業間の取引のみを制限する米国制裁
は遮断の対象ではなく、その対象になり得るのは、日
中企業間の取引を制限する米国制裁（米国 25％再輸出
規制、二次的制裁等）など第三国に対して効力を発生
する制裁に限ります。
(3) 遮断の要否の判断基準は、不当な禁止または制限
です。業務機構は「遮断弁法」第 6 条の規定に従い、
「国
際法と国際関係の基本準則への違反」
、
「中国の国家主
権、安全または発展の利益に対する影響」
「中国の公民、
、
法人または他の組織の合法的な権益に対する影響」な
どの基準に基づき、遮断する必要のある経済・貿易の
往来に対する
「不当な禁止・制限」への該非を判断します。

３ 主要な手続きとインパクト：
「遮断弁法」は
どのように運用されるのか？
「遮断弁法」は主に次の手続きを通じて中国国外の
制裁遮断に効力を発動し、これにより企業に対する影
響を生じさせます。
(1) 報告の手続：中国の実体（事業体）は中国国外にお
ける法律と措置の中国国外における不当な適用に遭っ
た場合、30 日以内に中国の商務部に報告しなければな
りません。これが遮断発動の最初の手続きになり得ま
す。
(2) 禁止令公布の手続：禁止令は遮断実施の象徴的位置
付けです。評価後、商務部は前述の遮断基準に該当す
る中国国外の制裁について「承認不可、執行不可、遵
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訃報
日中経済協会副会長を務められていた ENEOS ホールディングス株式会社の渡文明名
誉顧問が、去る 2020 年 12 月 24 日に逝去されました。享年 84 歳でした。
渡名誉顧問は平成 13 年（2001 年）に当協会の副会長に就任されて以来、日中経済
協会合同訪中代表団や日中省エネルギー・環境総合フォーラムへ積極的に参加されるな
4/6
ど、20 年にわたり協会活動に多大なる貢献をされてきました。訪中代表団では、常に
国家発展改革委員会との全体会議で日中省エネ・環境協力について発言され、2014 年
12 月に北京で開催された第 8 回省エネ・環境フォーラムでは日本側主催者のお一人と
してご挨拶されました。また、石油をはじめとする日中のエネルギー協力にも尽力され、
多くの中国の友人からも慕われています。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

2021 年 1 月

■ 1/18 大阪商工会議所第１回中国ビジネス委 「詳説 中国輸出管理法」をテーマに、20 年 12 月より
施行された同法の内容と運用における問題点等につい
員会
大阪商工会議所では、専門委員会の一つとして中国
ビジネス委員会を設置し、大阪・関西の中国ビジネスを
支援している。同委員会事業の 2020 年度報告、21 年
度計画が議題となった会議に、当協会関西本部今村事
務局長が出席した。
また、名古屋外国語大学外国語学部中国語学科の真
家陽一教授が「五中全会を踏まえた中国の政策展望と
日本企業の対応」をテーマに講演した。

て解説いただいた。
講演の後、賛助会員向けに行ったビジネス環境改善
に関するアンケート調査に関連し、中国ビジネスに関す
る意見交換を行い、参加者から協会事業に対する要望
などについてもコメントをいただいた。

訂正とお詫び
「日中経協ジャーナル」１月号に誤りがありましたので、下記の
■ 1/28 2020 年度日中経済交流検討会議
（第 1 通り訂正するとともに、購読者ならびに関係者の皆さまにお詫び
申し上げます。
回）
開催
P21 図２タイトル
20 年度第１回日中経済交流検討会議をオンライン
（誤）石油に偏っている → （正）石炭に偏っている
形式にて開催した。講演については、森・濱田松本法
P22 上から２段目、左から 10 行目
→ （正）一次エネルギー
律事務所パートナー弁護士の石本茂彦先生をお招きし、 （誤）第一エネルギー
4/24
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編集後記

最後に中国を訪れたのは昨年（2020 年）１月だ。もう１年以上も
中国の土を踏んでいない。中国専門の団体職員としては異常なこ
とかもしれない。中国出張といっても毎回１週間以内の短い滞在
だが、その時の中国を肌感覚で知るには絶好の機会であった。中
国側関係者とは、時にオンラインで交流するものの会っているとい
う実感は薄い。改めて現場の大事さを知る。
（髙見澤）
＊購読のお申し込み先

東京官書普及株式会社
政府刊行物東京サービス・ステーション

〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
TEL. 03 - 3292 - 3701 FAX. 03 - 3292 - 1670

下記ホームページからもお申込みになれます。
URL: http://www.tokyo-kansho.co.jp
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

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
2020 年
1 〜９月
722,786 1,015,986
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-0.2
-2.8
億ドル
1,963.8
1,649
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%
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5.0
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5.6
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-6.4
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-10.9
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-4.2
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-3.7
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-5.0
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-2.6
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2.1
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0.3
1,412.6
4.9
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%

-4.8

16.7

12.8

33.6
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（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」。

（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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