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申し上げます。 また医療現場をはじめ、 感染拡大

すとともに、 罹 患された皆さまに心よりお 見 舞い

な られた 方 々に謹 んでお 悔 やみ申 し上 げま

ずは、 新型コロナウイルス感染症により亡く

なってきており、 今 後は企 業としても CX（顧 客

固 執せず、 新しい体 験に価 値を求める傾 向が強く

してきています。モノからコトへ、 すなわち所有に

われる Z 世 代 を 中 心に消 費 者の行 動 様 式 が変 化

デバイスの普及を契機に、 デジタルネイティブと言

ま
防 止の治 療のため最 前 線でご尽 力されている皆さ

体験）の向上を見据え、 顧客との重要な接点とな

るオンライン上に蓄 積されたデータを活 用した新

まに心より感謝と敬意を表します。
日 中 経 済 協 会といたしましても、 残 念ながら昨

しい局面が続いています。こうした環境下、リモー

を 迎 え、 事 業モデルの変 革により、 ライフ、 イン

当 社としては今 年 ２ 月に会 社 創 立 100 周 年

たなビジネス創出が求められます。

トワーク等の新しい働 き方の導 入が進むなど、 各

ダストリー、インフラ、モビリティの４つの領 域に

年度の合同訪中代表団の派遣が見送られるなど厳

を 積 極 活 用 した 様 々 な 取 り 組

おいて、 グループ内外の力を結集した統合ソリュー

団 体・ 企 業 が

みを 進 めていることを 非 常に心 強 く感 じま す。こ

ションを提供していく戦略を打ち出しています。と

りわけデジタル経済・ビジネスエコシステムの構築

等の先

ういった 新 しい取 り 組 みは、

を 通 じて、

発展方針を受け、 各領域に向けて環境に配慮した

続けています。

最後になりますが、 来る

年は日中国交正常化

が加速する中国においては、 グリーン＆スマートの

「 Society 5.0
」の実 現へもつながるものと期 待して
います。

新たなソリューションを構築するべく変革に挑戦し
次五カ年計画が採択され
ました。ここでは 質の高い発 展に加 え、 グリーン

周 年の節 目の年となりま す。これまでの日 中 友

会にて、 2030 年を二酸化炭素排出量のピーク

出されています。 また、 中 国は昨 年 ９ 月の国 連 総

向けた新たな日 中 協 力を考える良い機 会となるの

好の歴 史を振り返りつつ、 脱 炭 素 社 会の実 現 等に

投資への機運が高まっており、 再生可能エネルギー

目指す目標を発表しています。 市場側でも ESG

んが、 旧知の皆さまともお会いできることを願いつ

い局 面が続 くことが想 定され往 来 もままなりませ

祈念しております。

つ、 新 型コロナウイルス感 染の早 期 収 束 を心 から
ます。

や EV 等の領 域でビジネスチャンスが生 まれてい

年に設 定 し、

ではないでしょうか。 当 面はコロナ禍において厳し

発展・脱炭素社会の実現に向けた方針が強く打ち

22

代表大会において、 第

さて、 中国では今年３月に開催された全国人民

進 技 術 を 用いたイノベーションや
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年 までにカー ボンニュー ト ラルを
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軍事クーデターの混乱が長期化するミャンマー情勢を巡り、
中国がミャンマーの軍部と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）
との仲裁役として、存在感を強めている。中国にとってミャンマーは安全保障上、雲南省とインド洋の直結ルートに位置
する極めて重要な隣国だ。 年前にミャンマーが民政移管で外交の舵を欧米寄りに切って以来、中国は民主化勢力への配
慮も含めて、ミャンマーに対する「気遣い外交」に腐心している。

ャンマー問題に対する中国の立場を

外相会議が開催され、王毅外相がミ

始 周年を記念した特別

国とＡＳＥＡＮの対話開

国の重慶で６月７日、中

が全ての当事者と面会する――こと

の提供⑤ＡＳＥＡＮの特使と代表団

Ｎ特使の指名と調停促進④人道支援

当事者による対話の開始③ＡＳＥＡ

を指す。①暴力の即時停止②全ての

緊急協議した際に合意した取り決め

ウン・サン・スー・チー氏が率いる

ての政党を支援する」と述べた。ア

いう点において中国はミャンマーの全

復して、民主的変革を再開する、と

防ぎ、国の安定をできるだけ早く回

「５項目合意を実施して暴力再発を

した。中国外務省によると、外相は

た。

たと多くの人々は信じている」と語っ

軍政当時は軍幹部に賄賂を渡してい

自国の利益になる投資しか行わず、

中意識が強い。中国はミャンマーで

者は私に以前、「ミャンマー国民は反

読売新聞 元アジア総局長（神戸大学 客員教授）

説明した。中国外務省によると、王

を双方で確認した。

■深沢 淳一

中国がミャンマーに気遣わなければ
ならない理由

10

外相は「中国は（ＡＳＥＡＮ各国と

中

FOCUS
時停止を求めるとともに、ＡＳＥＡ

を支持する」と述べ、軍に暴力の即

ミャンマー軍の）５項目合意の実施

ーに帰国後、「合意内容は国内が安

合意できず、最高司令官はミャンマ

した民主化活動家や市民の解放には

しかし、クーデター後に軍が拘束

けである。

スの再開を、軍部に直接要求したわ

の民主派政党を交えた民主化プロセ

国民民主連盟（以下、ＮＬＤ）など

ンゴン郊外の中国資本の縫製工場が

批判が吹き荒れている。３月にはヤ

ツイッターやフェイスブック上で中国

使館前では市民の抗議デモが行われ、

クーデター後、ヤンゴンの中国大

放火されて犠牲者が出た。環球時報

Ｎと協調してこの問題に対処する方

背景には、国連などで中国がミャ

によると合計 の中国系工場が破壊

定したら受け入れる」として、事実

ンマー軍を支持していることに対し

ドネシアのジャカルタでＡＳＥＡＮ

８日、ミャンマー軍部が外相に任命

王外相はＡＳＥＡＮとの会議の翌

中感情が噴き出していることが挙げ

て、ミャンマーの国民から猛烈な嫌

したという。

され、損失額は３６９０万ドルに達

上の無視を決め込んだ。

各国首脳とミャンマー軍トップのミ

られる。ヤンゴンのミャンマー人の記

ミャンマーが不安定化すれば、中
したワナ・マウン・ルイン氏と会談

32
ン・アウン・フライン最高司令官が

「５項目合意」とは、４月にイン

針を強調した。

30
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スー・チー氏や民主化勢力、国民への

中国はクーデター後、軍と対峙する

国に様々な影響が及ぶ。このため、

能を備えた経済協力ゾーンを３カ所

の国境地帯にも産業、貿易、物流機

（ＳＥＺ）を整備する。雲南省寄り

を建設し、チャウピューには経済特区

「ミャンマー国内の状況は中国の利

「配慮」を示してきた。総選挙で当
ーに対抗して「連邦議会代表委員会」

益に直接関係する」
。王外相はＡＳ

開発する計画だ。

（以下、ＣＲＰＨ）を組織した。民

ＥＡＮとの会議でこう述べ、ミャンマ

選したＮＬＤ候補者らは、クーデタ

主派メディアのイラワディによると、

月

過程でテイン・セイン大統領は 年

組み、欧米は制裁を解除した。その

廃するなど劇的な民主化改革に取り

民間メディアへの事前検閲制度を撤

に民政移管すると、約半世紀続いた

ない状況だった。ところが 年

済制裁で投資や貿易の拡大が見込め

ンマーは軍政当時、欧米の厳しい経

ミャンマー外交のしたたかさだ。ミャ

ただ、 中 国にとって厄 介 なのは、

「バランス外交」
に翻弄
されて中国のトラウマ
に

た。

い関係にあることを直接的に表明し

ーの安定と中国の国益は切り離せな

ミャンマー中部マンダレー近郊のパイプライン建設現場（12 年６月、筆者撮影）

ヤンゴンの中国大使館は 月、ＣＲ
ＰＨに接触してきたという。
中国がミャンマーの不安定化によっ
て特に危惧するのは、インド洋側の
ラカイン州チャウピューから雲南省瑞
麗に石油と天然ガスを輸送するパイ
プラインに危害が及ぶことだ。天然
ガスは２０１３年に、石油は 年に
供用が始まり、中東の石油とミャン
マー沖で産出される天然ガスを昆明、
重慶方面に供給している。マラッカ
海峡を通航せず陸路で雲南省方面に
資源を輸送するルートの確保は、中
国のエネルギー安全保障上の悲願だ
った。
さらに中国は、経済や安全保障の
面で大きな国益をもたらす巨大プロ
ジェクトをミャンマーで計画中だ。
「一
帯一路」の一環に掲げる「中国ミャン
マー経 済 回 廊」（以 下、 Ｃ Ｍ Ｅ Ｃ ）
構想がそれである。現在のパイプラ

3

ム」の建設中止を宣言した。

った巨大水力発電ダム「ミッソンダ

マー北部カチン州の山奥に建設中だ

９月、中国の国営電力会社がミャン

11

17

インと並 行 して鉄 道と高 規 格 道 路
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る。ミャンマー国内に１割しか供給

れ、電力の９割は雲南省に送電され

ダムは軍政時代に建設契約が結ば
らんだ」と指摘した。

我が国との関係悪化は避けたいとに

全保障上の）国益に比べると小さい。

「ただし」と述べて、こうも付け加

スー・チー 政 権の 囲い
込みに動いた中国

められていた。

社会に向けた重要なメッセージも込

ためと発表されたが、それには国際

止はまさに「寝耳に水」であり、軍

一方の中国にとって、ダムの建設中

方針を示した。

く「バランス外交」を展開していく

双方を天秤にかけて巧みに国益を導

中 国か西 側かの二 者 択一ではなく、

る。鉄道は昆明とマンダレー間の先

り、経済と安全保障の両面に寄与す

海峡などのシーレーン依存度が薄ま

にする計画だ。南シナ海やマラッカ

上を資源、人、モノが行き交うよう

国とインド洋を結ぶ「陸の大動脈」

の間に鉄道と物流道路を建設し、中

道路が通ることを警戒したミャンマ

しかし、中国主導で自国内に鉄道と

ーを結ぶための覚書が交わされた。

向かい合うシャン州ムセとチャウピュ

セイン政権下の 年、雲南省瑞麗と

マー間に建設する計画は、テイン・

一方、鉄道と道路を中国とミャン

う欧米へのメッセージだった」
。

年

軍高官出身の首席顧問は、「軍政

ントしか出せず、 ミャンマーの読み

だ」と怒りを押し殺したようなコメ

シュ〜中国〜インド〜ミャンマー経済

計画は、一帯一路構想の「バングラデ

ンゴンにそれぞれ延伸する。一連の

かわした形だった。

中国を、ミャンマーがのらりくらりと

覚書を白紙化した。前のめりだった

国内にパイプラインを敷設する構想

いたスー・チー氏との関係構築に力

の囲い込みに動いた。国家顧問に就

要であり、ミッソンダムから得られ

プラインを完成させることが最も重

出られないと判断した。中国はパイ

「中国は我が国に強硬的な態度には

けてくる懸念はなかったのだろうか。

マーで、中国の存在感はみるみる薄

れたテイン・セイン政権当時のミャン

「アジア最後のフロンティア」と謳わ

本などの外国企業が続々と進出した。

で開発したティラワ経済特区には日

西南部にパイプラインで運ぶ計画が

でミャンマーまで運び、そこから中国

した上で、
「中東から石油をタンカー

「まだ青写真の段階だが」と前置き

会の幹部に北京で 年に取材した際、

クロ政 策を担 う国 家 発 展 改 革 委 員

より約２カ月半早かった。

た。スー・チー氏の招待は日本政府

招待し、習近平国家主席らが歓待し

李克強首相がスー・チー氏を中国に

点を置き、就任間もない 年８月に

16

スー・チー氏は 年５月、北京で

17
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4
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ある」ことを明らかにした。「中国に

とって経済的なルートだが、ミャンマ

ーが（軍と少数民族武装勢力の内戦

で）不安定なことが問題だ」と指摘

に動き出し、国家副主席だった習近

されない不満と、国民が畏敬の念を

中国が描くＣＭＥＣ構想は、パイ

平氏が 年にミャンマーを訪問して、

した。この取材の後に中国は本格的

ない。隣国の大国に逆らってはいけな

プラインが通るチャウピューと雲南省

えた。「我々は中国に逆らうつもりは

から、全国規模で反対運動が起きた。
い。それは外交の黄金律だ」 ――。

抱くイラワディ川の環境破壊への懸念
建設中止は「国民の声を尊重した」

に取材した大統領の首席政治顧問は

政時代の契約が民政移管で覆された

は２つのルートに分岐し、ＳＥＺを

ーは 年、「住民の反対」を理由に

当時は中国しか頼れなかった」と率

通り中国は強硬策に出られなかった。

回廊（ＢＣＩＭ ＥＣ）
」の初期的

権関係者として初めて認めた。

直に話し、「隣国は選べないが友人は

中国には、ミッソンダムの建設中止

事業と位置づけられている。

テイン・セイン政権下では埒が明

選べる。多くの国と友人になる方が

が対ミャンマー外交のトラウマになっ

て、 年３月に発足したＮＬＤ政権
その後、 ミャンマーはオバマ米大

は 年代前半に検討が始まった。マ

私の取材では、中国がミャンマー

かなかった中国は、仕切り直しとし

投資も活発化して、国益につながる

たとみてよいだろう。
統領が歴史的訪問を遂げ、日本主導

16
らいでいった。

中国が巨額賠償などの制裁を仕掛

－

る利益は、パイプラインの（資源安

00

った。

と判断した」と政策転換の理由を語

11

軍政と建設に合意した。

こう明かし、中国一辺倒だったミャン

衝撃は大きかった。だが、中国外務

開発するチャウピューと最大都市ヤ

「中国とは今後距離を置く、とい

マー外交の転換宣言だったことを政

省は「話し合いで適切に処理すべき

09

14

12
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ピドーでＣＭＥＣ構想をスー・チー

出席した。その半年後に王外相がネ

ラム」にロシアのプーチン大統領らと

の第一回の「一帯一路国際協力フォー

要があったためだ。

ンを守り、輸送の安全を確保する必

軍、反中の破壊工作からパイプライ

域が広がっている。軍との内戦や反

した。

プしたことを意味している」と解説

た。ミャンマーとの関係がレベルアッ

Ｎではカンボジアとラオスだけだっ

だ」と強調した。６月には最高司令

におけるロシアの戦略的パートナー

ンマーは東南アジアとアジア太平洋

高司令官とネピドーで会談し、
「ミャ

官がモスクワを訪問し、改めて両国

王外相がコロナウイルス対策の「ワ

ミャンマーが国際社会の中で自国の

クーデター直前の 年１月には、

州に拠点がある最大武装勢力のワ州

クチン外交」でネピドーを訪れ、ク

「守護者」を中国だけに頼れば、中

武装勢力関係者によると、シャン

の覚書を結んだ。中国はスー・チー
連合軍（ＵＷＳＡ）は人民解放軍と

ーデターがなければ 月に政権２期

び、国際社会で孤立していた。中国

迫害問題で欧米から厳しい批判を浴

当時、スー・チー氏はロヒンギャ

たという。中国は 年代前半から武

める」と圧力をかけ、中国に従わせ

４つの武装勢力に「国境の物流を止

いる「北部同盟」といわれる近辺の

地域で軍事訓練と武器調達を行って

可能性調査を１年半以内に完了させ

レーとチャウピュー間の鉄道建設の

の際、両国の鉄道事業者は「マンダ

国に先駆けて祝意を直接伝えた。そ

目を迎えていたスー・チー氏に、他

自らの裁量で調節できるようにする

ス外交」を演出し、中国との関係を

秤に乗せて中国、ロシアとの「バラン

性がある。このため軍はロシアを天

国のミャンマーへの立場が強まる可能

の親密さを世界に示した。

政権発足から２年半をかけて、ミャ
関係が深い。中国はＵＷＳＡの支配

は国連でミャンマーの非難決議に反
チー政権を擁護した。米国は、トラ

対する一方、
経済支援を継続し、
スー・

マーの政府・軍と各地の武装勢力と

装勢力の懐柔策に取り組み、ミャン

成果だった。しかし、クーデターで

Ｃ実現に向けて中国には大きな外交

る」という覚書に署名した。ＣＭＥ

いミャンマーの政治体制が軍政か民

一方の中国は、中国にとって望まし

狙いとみられる。

ンプ大統領がＡＳＥＡＮ自体にほぼ

している。

国大使は２月、「中国はＮＬＤと軍

することが肝要だ。駐ヤンゴンの中

め、時々の政権と緊密な関係を維持

構想の推進とパイプラインを守るた

の停戦交渉に北部同盟を通じて関与

関心がなく、影響力は低下した。こ
うした国際社会の環境変化も、中国
とミャンマーの関係構築に作用した
といえるだろう。

習近平 氏の訪 問で
「運
命共同体」
構築に合意

のどちらとも友好関係にある」とミ

主席はネピドーを祝賀訪問して、
「両

力にアピールしている。３月にネピ

後、ロシアとの蜜月を国際社会に強

ミャンマーの軍首脳はクーデター

勢力にも細心の注意を払う「気遣い

ために、軍だけでなく国民や民主化

ダムの二の舞をＣＭＥＣで踏まない

情の払拭に努めた。中国はミッソン

中国とミャンマーそれ
ぞ れの
「 新 バランス 外
交」

国は『中国 ミャンマー運命共同体』

ドーで行われた軍事式典にはロシア

のバランス外交」を余儀なくされて

ャンマー国民に訴え、懸命に反中感

中国はミャンマー政府の囲い込み

を構築する」と共同声明で宣言した。

のフォミン国防次官を本国から招待

いる。

中国とミャンマーの国交樹立 周

と並行して、ミャンマー側国境地帯

ヤンゴンの西側外交関係者は、「中

し、緊密ぶりを際立たせた。フォミ

年にあたる 年の 月、習近平国家

の少数民族武装勢力を影響下に置く

国が運命共同体という言葉を共同声

少 数 民 族 武 装 勢 力も
影響下に治める

対策を進めた。パイプラインが通過

ン次官はミン・アウン・フライン最

1

70
明で使ったのは、それまでＡＳＥＡ

20

た。

主派政権かという以前に、ＣＭＥＣ

た。

ンマーをＣＭＥＣ構想にたぐり寄せ

氏に伝え、両政府は 年９月に実現

21

3

今後の進捗は読めなくなってしまっ

10

する国境エリアは武装勢力の支配地
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中国は 1978 年の改革開放政策をきっかけに、今や GDP 世界第２位を誇るまでに成長を果たした。この経済発
展においては、アパレルが果たした役割は非常に大きい。ここでは、改革開放政策が始まった初期から世界の工場と呼
ばれた成長期、ファッションや産業繊維などの世界最大の市場に成熟した現在に至るまでの政策動向や市場の歩みを紹
介したい。

流通科学大学 経済学部 教授

中国アパレル産業の発展状況
辻 美代

改革開放直後の中国で、フランス

い求めて服に仕立てるよりも、 色・

品が出回り始めると人々は生地を買

アパレル産業は未発達であった。既製

的で、軍服や制服等の生産を除けば、

改革開放後すぐに、香港に隣接し

（１）香港の役割

ことができた。

出枠の確保で、繊維輸出を拡大する

増加が約束されており、安定した輸

レル工場の技術力を向上させた。

行った。また、クォータを設けること

工先に技術者を派遣し、技術指導を

生産が急増した。日本企業は委託加

に見舞われると、中国での委託加工

内需要を満たし、また、アパレル産

に特化した。後背地は広東省に広が

ション基地としてオペレーション機能

化し、賃金が上がると、香港はファッ

で中国へ進出するようになり、中国フ

至るまで日本繊維産業界がフルセット

規模の大きい紡織・化学繊維工業に

M
F
A
Multi Fiber

1

なった。進出地域も広東省から徐々

に沿海地域全体に広がり、さらには

（１）対中投資の増大

中国は、経済が冷え込んだ天安門

6
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中国アパレル工場は、欧米から注

文を受け安価な労働力を使って加工

し、輸出する香港のビジネスモデル

を学んだ。アパレル工場は、次第に

香港から香港クォータを使って再輸出

するだけでなく、自国クォータを使っ

て欧米に輸出するようになった。

（２）日本の役割

日本の中国での生産は、専用ライン

の設置（持ち帰り生産）から始まっ

た。 年のプラザ合意で急激な円高

の著名なデザイナー、ピエール・カ

サイズが豊富にそろうようになった既

た深圳経済特区が設けられた。深圳

年代には一層の円高が進み、アパレル

を受けるが、クォータは毎年数％の

ルダン氏は、北京民族宮において中

製の服を買い求めるようになり、初

経済特区は、香港アパレル企業の後

企業の直接投資が増加した。また、

庭で服（人民服）に仕立てるのが一般

国初のファッションショーを開いた。黒

期投資の少ないアパレル産業に多くの

背地として、委託加工生産が急速に

はじめに 改革開放とアパレル産
業の始動

やグレーの人民服が一般的であった当

郷鎮企業が参入した。

2001 年 末に中 国の WTO 加 盟

なく中国製品を受け入れることでアパ

時、ファッションショーは一般人民には

増加した。中国アパレルは香港に輸

が実現すると、中小企業から大企業

嘆に満ちたものであったろう。

公開されなかったものの、参加者は驚

出され、香港から欧米に向けて再輸

まで、川下のアパレル産業から川上の

改革開放の時代に入ると、政府は
の発 展 を 優 先 した。 従 来の綿 を 中

業は委託加工生産の増加を受け、そ

ルセット型繊維産業構造を補強した。

民生の充足を図るために、繊維産業
心とした紡 織工 業に加 え、 化 学 繊

り、従来の簡便な委託加工形態から、

注１

内陸部への進出も始まった。

３．「世界の工場」
の誕生

の後は輸 出 振 興 産 業として成 長し
84

） に参加した。輸出
Arrangement
国は、 輸出規 制（クォータの設 置 ）

直接投資形態が多く採られるように

維工 業が急 速に発 展し始 めた。 川

月に

てゆく。 中 国は

人々は糸・織物の配給を受け、家

た綿布の配給制が終わった。

29

年

上での原料不足の状態は改善され、

（多角的繊維取極：

80

90

1984 年には 年間続けられてき

紡織工業は 年代前半に早くも国

出されていった。労働力不足が顕在

85

２．委託加工貿易の伸展と香港・
日本の役割

－

時装中国〜アパレル大国 中国のあゆみ〜

事件後、自国経済を「社会主義市場
経済」と規定し、経済発展に邁進し
はじめた。「市場経済」の採用で、中

月

日

日 までの

年

（２）繊維貿易の自由化とWTO加盟
月

前述の MFA は、
から 2004 年

輸出拡大のチャンスだった。

められているものの、輸出国にとって、

維産業の社会的生産能力の高さに香

も可能となった。このような中国繊

港のビジネス・モデルと日本の生産モ

デルが組み合わさり、強力なアパレル

年 末に

WTO に加盟し、自由化への経過的

競争力が形成されて、中国は「世界

前 述 のよ う に 中 国 は

措置を享受することになった 注２。これ

のアパレル工場」となった。

年間の過渡期を経て廃止され、 年
月 日から繊維貿易は自由化され

まで厳しい制限を設けてきた欧米市

なった。さらに、 年の WTO 加盟

直 接 投 資を多 く受 け入れるよ うに
中、輸入国には輸入の増加に対し特

ることになった。

に輸出を拡大した。 年 月 日に

場に向けて、自由化を前にして急速

39.3

30.8
輸入

0.1

0.0

0.6

0.6

0.7

1.3

1.7
輸出

4.6

6.9

10.4

20.2

30.5

37.4

39.2
輸入

1.9

4.9

7.8

7.2

6.6

6.1

5.0

繊維貿易が自由化されると、 年第

１四半期（ ～ 月）には、中国の

り、うち対 EU 向けが ・4% 増、

また対米向けでは ・8% の激増と

の推移を示す。 年代に入り輸出は

伸びているものの、 年代に入ってか

注３

を表しているが、

らの輸出拡大は目覚ましい。右軸は

国際競争力係数

中国アパレルの国際競争力は非常に

強いことが分かる。

でも、欧米との繊維貿易摩擦は激化

かつて日本が経験したように中国

輸出は世界の ・ ％であったのが、

示している。 年には中国のアパレル

スタイル輸出の世界に占める割合を

また、表１は中国アパレル・テキ

した。 年 月、中国は EU との間

なって現れた。

図 にアパレル・テキスタイル輸出

年間の経過期間

01

で 年末まで 品目について輸出自

主規制を行うことで、また、 月に

も米国との間で 年から 年末まで

年後の 年には ・ ％、さらに

年度の 年には ・

％となり、

そしてさらに 年には ・ ％とな

り、 年ごとに倍々ゲームで増加し

繊維貿易摩擦は一応の解決を見た 。

事で繊維協議が妥結し、中国を巡る

録し、世界アパレル輸出の約 割が

た。 年にはピークの ・ ％を記
（３）中国の実力

中国アパレル製品の競争力は、単

なる低賃金労働に依拠したものでは

ない。一部特殊なものを除き、国内で

原材料（生地・副資材）の調達が可

能となり、加えてミシン産業の発展

3

年、米国に端を発した世界的な

（１）リーマン・ショック

４．新常態の出現とアパレル産業
の転換期

中国から輸出されたことになる。

4

05

（出所）WTO，World Trade Statistical Review 各年版より作成
（https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts_e.htm）

別セーフガード措置を採ることが認

36.6

により、中国は世界中から投資を集

26.6

00

国進出のカントリーリスクが低下し、

1
10

1

18.2

1

繊維品輸出は前年比 ・9% 増とな

3

66

品目について輸出自主規制を行う

9

36 2
6

39

1

表 1 中国アパレル・テキスタイル貿易の世界に占める割合

90

0

18 8

アパレル産業では委託加工生産から

31 95

8.9

05 1

11

4 80

10

1
（出所）中華人民共和国海関総署主編『中国海関統計』中国海関総署、各年版より作成
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金融危機が起こった。中国アパレル製
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21

により、生産財ミシンの安価な供給
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12
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Textiles

2019
2015
2010
2005
2000
1990
1980

0.4

10

輸出

Clothing

1.0
（100万ドル）
200,000

0.0
0

アパレル輸出額
（左目盛）
テキスタイル輸出額（左目盛）

01

0.6
テキスタイル国際競争力係数（右目盛 )
100,000

0.8
アパレル国際競争力係数（右目盛）
150,000

めた。

図 1 アパレル・テキスタイル輸出の推移
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品の二大輸出市場である米国・EU

値税 注４
の輸出還付率引き上げを実施

一方、 国内事業に目を向けると、

ることがわかる。

ブランド力の構築、持続可能な開発、

賃金の上昇とともに確実に内需が拡

企業が集積する広東省では多くの企

に依存してきた企業、とりわけ輸出
させていた。

ネス・モデル）は国際競争力を低下

貿易を行う輸出ビジネス（香港ビジ

アパレル産業は構造転換期を迎えた。

国製造 2025」が発表され、中国

帯一路」構想が提起され、 年にも「中

とするものであった。続く 年には
「一

消費者は多様化・個性化しており、

力の向 上は不 可 欠であった。 また、

増加、品質の向上、品牌（ブランド）

めには「三品」戦略、つまり品種の

20

（ナショナルブランド）

コンセプト名（理解効果）

の国際化で元高基調にあり、委託

造コストが上昇し、また、人民元

展につれて賃金が上昇するなど製

掲げられた。前述のように経済発

重視した成長への転換が目標として

の拡大による成長から品質・効率を

と顧客管理、インターネットを通じ

内需を獲得するには、実店舗の充実

売戦略においても変化が求められた。

ある

したスマート工場への転換が必要で

や AI といったデジタル技術を駆使

国製造 2025」に示された IoT

５．おわりに アパレル
「強国」
に
むけて

注６

。また、生産のみならず、販

加工貿易の競争力は低下する一方

果、図 に見るようにアパレル輸

の生産移転が進められた。その結

略に沿って東南アジアや南アジアへ

価値の低い分野は「一帯一路」戦

た販売の二面戦略が必要であった。

15 13

出は 年をピークに減少する一方

どからの輸入が年々増加し、アパ

の企業が進出しているベトナムな

キスタイル輸出が増加した。多数

で、生産移転が進んだ国々へのテ

成できるものではなく、中国企業は

推進するブランド戦略は一朝一夕に達

と費用を要するものである。中国が

ドへと昇華させていくには、長い年月

品名からオートクチュール・ブラン

を示したものである。ブランドを商

図３はファッションブランドの発展

－

年）
」が発表された。第

スタイル名（メッセージ効果）

20

1

14

レルの国際競争力は低下傾向にあ

（出所）石井（1999）を参考に筆者作成

15

（プレタポルテ・ブランド）

13

であった。委託加工企業など付加

価値
指示対象

13
商品名（識別効果）

12

カ年計画（2011 ～ 年）と第

フィロソフィ名（ディドロ効果）

次五カ年計画（2016 ～ 年）の
（オートクチュール・ブランド）
（老舗ブランド）

産業の調整と振興計画（2009 ～

20

8
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年間を通じて、科学技術力の強化、

人材育成の強化の つの重点任務を

大していた。とはいえ、国内での競

し、輸出を支援した。
ところが、図２に示すように、既

遂行することで、中国を繊維「大国」

争は厳しく、内需で成長していくた

で消費が激減し、これまで順調に輸
に中国都市部では賃金の上昇が続い

から繊維「強国」に構造転換しよう

出を伸ばしてきたアパレル輸出は
年にはアジア金融危機以来２度目の
。低賃金を武器に委託加工

業が倒産した。政府は 年に「繊維
（２）産業政策

多品種・小ロット・短納期生産への

40

回にわたり増

60

年には、初の中期計画「繊維強

さ ら に「 繊 維 産 業 発 展 計 画

（1,000 元）
160

12
▲

空間
時間

2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006

20

図 3 ファッションブランドの発展

2020
（年）
（出所）国家統計局『中国統計年鑑』各年販より作成

09

4

80

2004
2002
2000
0

年）
」を発表し、

100

大量生産の大規模工場ではなく、
「中

対応が必要であった。従来の単品種・

120

～

（2016 ～ 年）
」
（繊維分野にお

4

国を建設するための綱要（2011

注５

ていた

10

減少となった（図 参照）
。欧米輸出

▶

ける第 次五カ年計画）では、規模

09

次五

1

全国
北京
上海
広東
四川
140

12
図 2 都市部製造業の賃金の推移

時装中国〜アパレル大国 中国のあゆみ〜

ブランド力を十分理解している。そ

アパレル企業が海外進出を果たす
一方で、内需に向けたブランド化の

ろうか。

の ％（または ％）を増値税（付加価

値税）として支払わなければならないが、

還付される。その輸出還付率を利用して

のため不振に陥った老舗ブランドの

と貿易に関する一般協定）の下で、繊維

政府は輸出をコントロールしてきた。

輸出する場合には増値税相当額が企業に

育成には自社の経営資源をデザイン・

製 品を一般 規 定から除 外し、 輸 入 国が

注５： 年に労働部は『最低賃金保障制

（関税

企画力、そして販売力の強化に集中

輸入を管理することを認めた国際条約。

注１：自由貿易を謳う

他方、メッセージ効果を持つ自社
する必要がある。そのため、多くの

必要性は言うまでもない。ブランドの

ブランドで海外進出を果たすアパレ

Original Design
Manufacturing

Original Brand
Manufacturing
生産

（生産）

（生産）
原材料調達

原材料調達

（原材料調達）
デザイン・企画提案力

デザイン・企画力

デザイン・企画力
販売

販売
ブランド
（ライセンス提携）

ブランド

託をすることが多い。

注６：ヤンガー集団は自社ブランドの育

度が全国で実施されはじめた。

度に関する規定』を発布し、最低賃金制
（

の

成に努める一方で、委託加工による輸出

へと 進 ん だ。

公式名称は「繊維製品の国際貿易に関

／

で海外市場を狙う盛泰集団に分離

販売に特化した集団本体と、

での国内生産（スマート工場の建設）と

も手掛けてきたが、国内で自社ブランド

そ して

）
Long-Term Arrangement

）
、
（ Short-Term Arrangement

93

す る 取 極 」 (Arrangement Regarding

を自由化し、 年 月 日から完全自由
化を目指した。中国は 年末に

に加盟したため、 年から始まる第３ス

O
E
M

。
International Trade in Textiles)

注２： 年間を 年、 年、 年の ス

貿易量の ％、 ％、 ％（合計 ％）

テージに分け、各ステージ開始時に繊維

3

アパレル「強国」 化は、ブランド化
である。一方で、ブランド企業を支え

3

51

るデジタル技術を取り入れた

（ Apparel Manufacturing Service
）
の 充 実 が 必 要 で は な か ろ う か。
とは電子機器の受託生産を

S
T
A

した（辻美代「ヤンガー集団」佐々木信

彰編著『転換期の中国企業群像』晃洋書

房、 年）
。

型構造にあり、特殊なものを除いて

川上から川下までそろったフルセット

たように中国アパレル産業の強みは、

レル工場」である。ここまで述べてき

） の アパレ
manufacturing service
ル版であり、世界一効率的な「アパ

輸入額を足した総貿易額で割った数値（指

いた純輸出額（純輸入額）を、輸出額と

とも呼ばれ、輸出額から輸入額を差し引

で、
「輸出特化係数」や「貿易特化係数」

注３：国の輸出競争力を示す指標の一つ

事になった。

可能性があることもはっきりしている」
（石

ときには不在のスタイル）へと誘導される

していくスタイル（そのブランドを選んだ

は、そのブランドが将来に向けてつくりだ

ともなうことははっきりしている。さらに

イフ・スタイルの選択が同時的必然的に

ンドが可能性として持っているある種のラ

注７：
「ブランドを選択したときには、意

原材料・副資材は国内で確保でき、

標）
。プラス１からマイナス１の範囲内に

井淳蔵『ブランド 価値の創造』岩波書

識するにしろ意識しないにしろ、そのブラ

高品質なアパレル生産が可能な点で

あり、プラス１に近づくほど輸出競争力

店、 年、１９３頁）
。

A
I

テージ、つまり ％の自由化を享受する

といった デジ

が強く、逆にマイナス１に近づくほど輸

や

タル技術を駆使し、
「世界のアパレル・

出競争力が弱い。

－

ある。

スマート工場」への変革は、アパレル

注４：企業が物品を購入した場合、代金

行うサービス（

： electronics

M
F
A

W
T
O

社工場を持つものの、外部に生産委

アパレル企業は自社ブランド生産の自

M&A をひっそりとだが積極的に進

13

ル企業も現れた。消費者のブランド

G
A
T
T
4

01 1 18

の選択はライフスタイルの選択でもあ

Apparel
Manufacturing Service
（Original Equipment
manufacturing)

L
T
A

めている。

17

18

3

17

1

02

O
D
M

99

I
o
T

51

、海外で中国ブランドを

来料加工
進料加工

M
F
A

05

A
M
S

「強 国」の不 可 分な一面ではないだ
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E
M
S

A
M
S

10

注７

生産

（原材料調達）

（出所）筆者作成

16

るのなら

OBM

表２にアパレル企業がもつ生産機

ODM

前面に押し出したブランドが受け入

AMS（OEM）

能の違いを示す。現在中国が進める

委託加工生産

れられるまでには時間が必要だろう。

表 2 アパレルにおける生産機能分類
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中国のアパレル市場ではここ数年、
「国潮」
（国産ブランド熱）トレンドを背景に、様々な新興ブランドが誕生している。国内ブランドが力をつける中、日本
をはじめとした海外ブランドの多くは厳しい戦いを強いられている。本稿では、国内有力ブランドの動きを紹介するとともに、日系企業の取り組みや生き残り
をかけた今後の戦略についてまとめた。日本の「カワイイ文化」やテキスタイルを取り入れ、差別化を図る中国内陸部の若手デザイナーたちの声もお届けする。

ロナ禍で店舗が休業を余儀なくされ

と呼ばれる国産ブランド熱のトレンド

この２、
３年、
「国潮（グオチャオ）
」

「国潮」
がトレンドに

したもようだ。

アフターコロナの中国アパレル市場と日系企業の内販

ランドを運営する常州市魔童網絡科

る中、やむを得ず始めたブランドが多

上海支局長

技トップの朱明氏は「コロナ禍がなけ

いが、消費者に受け入れられ、コロナ

繊維ニュース

れば、伸び率は３割程度だったかもし

禍がほぼ収まった後も新たな販売チャ

岩下 祐一

中国アパレル市場では新型コロナウ

れない」と見ている。同じくタオバオ

ネルとして定着している。

アフターコロナの中国市場

イルス禍の後、ネット通販の普及とそ

専業の高級レディース「Ｄ家」や「小

が続いている。品質とデザイン性を高

れに伴う実店舗の苦戦という従来か

ライブコマースは中国で、コロナ禍

めた地場ブランドへの評価が高まって

虫」も、６月の売上高がいち早くほ

前の 年から盛り上がっていた。１回

らの構図が鮮明になった。環境変化に

これに対し、実店舗型ブランドは反

ぼ前年並みに戻った。

ランドが苦戦する一方、ネット通販に

転攻勢に出る。これまでネット通販に

対応できない実店舗をメインとするブ
積極的なブランドやネット通販を専

積極的ではなかった高級ゾーンもネッ
ブコマース）
」にこぞって乗り出した。

業とするブランドが好業績を上げてい
2020 年前半にコロナ禍が国内

ライブコマースとは、スマホの動画で

トに新規参入したほか、
「直播（ライ

で拡大すると、商業施設から人影が

物販するネット通販の一種だ。新型コ

薇婭や李佳琦などの超人気パーソナ

のライブ中継で数億元を売り上げる

深めていることが背景にある。

いることや、消費者が自国に自信を

リティーが登場し、大手メーカー社長

やビジネス界の著名人までもがパーソ
ナリティーになったことで、
「 後（

ライブコマース市場は 年、約

動車、不動産などにも拡大した。

が、コロナ禍後はアパレルや自

品や家 電、 雑 貨が主 力 だった

取り扱われるアイテムは化粧

一気に浸透した。

年以降生まれ）
」のユーザーを中心に

90

る。

消え、実店舗型ブランドの多くが打
撃を受けた。一方、
「巣ごもり消費」
の盛り上がりを受け、ネット通販専業
ブランドは売り上げを伸ばした。アリ

19

４千億元（前年比 225％増）

だったが、 年は１兆元を突破

“ 国潮 ” の代表格「李寧（リーニン）
」

90

19

ババ集団の通販サイト「淘宝（タオバ
オ）
」に出店する高級レディース「茉
莉雅集」は、 年１～６月売上高が
前年同期に比べ６割も増えた。同ブ

20

20

ネット通販専業の高級レディース「D 家」
は新型コロナ禍後も好調を維持

10
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ニンは中国人にとっての初めてのナ

し、若者に受け入れられている。
「リー

トファッション寄りのラインを打ち出

ち上げたブランドで、近年、ストリー

クで活躍した体操選手の李寧氏が立

1984 年のロサンゼルスオリンピッ

ンド大手の「李寧（リーニン）
」だ。

国潮ブランドの筆頭がスポーツブラ

抗しようとしている。

える商品を加え、地場ブランドに対

バルで展開する商品に現地ニーズに応

企画を強化している。日本などグロー

る。こうした中、各ブランドが現地

場ブランドの追い上げにさらされてい

国で存在感を示しているブランドも地

クロ」くらいで、
「無印良品」など中

ショナルブランドになった」と、ある

「 区」と「ICB」は、 年秋冬
20

イベント「楽天ファッション・ウィーク

東京」に初参加し、
大手セレクトショッ

プなどと商談した。

これから進出を狙うブランドも多

い。ブティックなどへの卸売りを手掛

ける高級レディース「フレーム・ファン」

は、目利きの消費者が多い東京か香

港に 号店を出し、その後中国大陸

で出店していく構想を持つ。

2015 年から始めたリブランディン

ストン）
」も、国潮の代表ブランドだ。

ダウンウエア最大手の「波司登（ボ

「ミズノ」もライフスタイル商品の現

贏裳恩服飾の徐偉文副総経理は話す。

り上げ比率は５割を占める」と上海

品のデザイン数は全体の４割だが、売

寿増 CEO は見る。

する上海之禾時尚実業（集団）の葉

でも強みになると、同ブランドを運営

フォーマンスが高い点だ。これが日本

デルで成功したが、
「日本でも通用す

を高コスパ、短サイクルで提供するモ

トレンドをいち早く取り入れた商品

ネット通販専業の高級レディース

グが功を奏し、若返りと高級化に成

地企画を増やした。これまでは数パー

国潮ブームの中、自信を深める中

ティストから支持されている。１号店

材が特長で、本国では文化人やアー

識したシンプルなスタイルと上質の素

が好調なスタートを切っている。コロ

した日本のファッション、雑貨専門店

功するところは多くないが、新規進出

前述のように、日系ブランドでは成

新規進出の日系専門店が好発進

加時尚の呉軍総経理は話す。

る」と同ブランドを展開する上海遞

「Ｄ 家」 も、 日 本での販 売 を 模 索。

功した。従来は地方都市でのシェアが

高級メンズ「単農（ダンノン）
」は、

セントの売り上げ構成比だったが、

年１月に東京・南青山に海外初の

国ブランドの日本進出が増えている。

はコロナ禍の影響もあり芳しくないも

ナ禍で日本での買い物が難しくなって

店舗を設けた。東洋の伝統文化を意

中国を代表する高級レディース「ア

ようだが、店頭プロモーションを強め、

外資は苦戦、
日系は現地企画を充実
この割を食うのが外資ブランドだ。

イシクル」は、 年９月に日本１号

中国ブランドが相次いで日本出店

20

ショップ」
、
「ニュールック」
、
「オールド

これに続いて東京にも進出し、数年間

店を大阪の大手百貨店に出店する。

の拡大の足掛かりにしていく。

百貨店やセレクトショップ向け卸事業

いることのほか、高級品消費の国内シ

応が功を奏している。中国市場に賭け

フト、ローカライズやコト消費への対

ネイビー」など、欧米ファストファッ

中国で 代をターゲットにした次世

る「本気度」も各社の共通点だ。

アダストリアは 年 月、上海に

代の高級メンズとして知名度を高めて

いる「アイヴィディック ステュディオ」

ライフスタイルブランド「ニコアンド」

19

12

は、
「ザラ」を運営するインディテック

アイシクルの特長は「欧州のラグ

も、日本市場の販路開拓を本格化し

の海外１号店をオープンした。開業
10

スが、
「ベルシュカ」など３ブランドの

ジュアリーブランドと同等の品質だ

た。 年 月に開かれたファッション
20

実店舗を閉鎖したもようだ。

30
が、値段はその半分」で、コストパ

計画を持つ。

で両都市にそれぞれ２、
３店を設ける

21

に見かけるようになった。

20

年から「フォーエバー 」
、
「トップ

１、
２年ボストンを着る人の姿を頻繁

高かったが、海外ブランド好きで目利

から現地企画品を投入。
「現地企画

1

年は３割弱になった。

日本に進出する高級レディース「アイシクル」

きが多い上海などの都市部でも、この

地場ブランドのトップは評価する。

23

ションが相次いで撤退。 年１月末に

21

21

日系ブランドは、盤石なのは「ユニ
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社ブランドの「パブリックトウキョウ」

BASE は社長自らがコロナ禍前ま

ラスが陣頭指揮を執る。TOKYO

トリアとロフトは日本本社の取締役ク

KOL（ キーオピニオンリーダー）

「ユナイテッドトウキョウ」と、
「ヨウ

で中国に足を運び、出店先選びなど

オストウキョウ、ステュディオス、自

を活用したプロモーションなどを仕掛

ジヤマモト」の５つの業態を展開して

レーションした 商 品 か らイベント、

けている。

ら午後まで入場待ちの行列が途切れ

オープンから大人気となり、開店か

の海外直営１号店を上海に出店した。

上海１号店のオープン初日売上高は

売上は各店とも順調に伸びている。

店する。

広州の新規都市も含め、計８店を出

を大幅に上回ったもようだ。 年

れが加速している。権限を持つトップ

クラスの人材が現地にいなければ、対

応は難しい。

１号店の売れ筋は、日本や中国の

メスティックブランドが中国で求めら

好調の要因は、日本の高感度なド

金橋」が、 年４月に相次いで開業

井ショッピングパーク ららぽーと上海

日系商業施設「寧波阪急」と「三

12
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後、入店待ちの行列が続き、１日平
均の来店客数が約 万人に。その後
１カ月の売上高は計画の 倍を記録
した。２～４月はコロナ禍で苦戦した

をしていた。中国市場の変化は日本の

全復活、毎日平均６千人前後が来店

なかった。７、
８月は毎日平均８千人

１千万円だったが、北京で先日オープ

レルブランドを複数集めた「コレクト

キャラクターなどの IP（知的財産）

れていることがある。本物志向が強い

日系商業施設は高級品とIPで
攻める

ポイント」を展開してきたが、赤字

を使った商品で、売り上げ全体の４

寧波市中心部、ららぽーと上海金橋

した。寧波阪急は地方都市の浙江省

トカラーの消費者が求める日本のブラ

は上海市郊外と立地が異なり、店舗

割弱を占める。化粧雑貨や文具も徐々

ンドが、
中国にはこれまであまりなかっ

のコンセプトも違うが、双方とも好調

その教訓を生かしている。中でも力を

た。同社の扱うブランドは、日本縫

上げに応じた成果報酬でモチベーショ

4 月 16 日開店直後の「寧波阪急」正面玄関前

年１月に四川省成都の「イトー

ヨーカ堂双楠店」で２号店、５月に

な出足を切った。

器だ。販売員は、海外留学帰りなど

と成都の２都市で、計６店舗体制を
目指している。各店を黒字化した後、

日本のデザイナーブランドを取り扱う

ンのアップを図っており、トップ人材

客と対等に話ができると言う。売り

の教育レベルの高い人材ばかりで、顧
TOKYO BASE は 年８月、
セレクトショップ「ステュディオストウ

場に賭ける「本気度」である。アダス

上記３社に共通するのが、中国市

の収入は業界最高レベルだ。
北京、成都、武漢、寧波で、ステュディ

いた。これを皮切りに、上海、深圳、

キョウ」の中国大陸１号店を上海に開

19

地元で人気のデザイナーブランドとコ
ラ

製で独創性があり、こうした層に評

好調なライフスタイルブランド「ニコアンド」上海 1 号店

21

他都市での出店も検討していく。

日本と同様に、営業力の高さも武

上海の「静安大悦城」で３号店をオー

に伸びている。

21

ボ

90

価されている。

入れるのがローカライズ（現地化）だ。

、 年代生まれの富裕層やホワイ

続きで 年に撤退した。ニコアンドは

同社は中国で約 年間、自社のアパ

で中国２号店を開業している。

月には１号店と同様、上海市中心部

12

20

10

数倍と言われているが、コロナ禍でそ

いる。現在、 店を運営。年内に杭州、

した。１～８月売上高が年初の年間

前後が来店した。学生の夏休みやコロ

ンしたステュディオスは約 1900 万

ロフトは 年７月、
雑貨店「ロフト」

売上目標を超え、 年売上高は計画

ナ禍で日本旅行ができないことなどが

12

円で、過去最高を更新した。

が、５月から復調し、６～８月は完
20

2

1

追い風となった。

20

プンした。当面の出店エリアは上海

80

19
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エイチ・ツー・オーリテイリング（Ｈ
Ｏ）や、地場企業の杉杉集団など

ター物）が人気だ。子どもの頃から
％ 増の

億 元、IFS は 同

・

7

ボレーションで全国的に知名度を高め

が出資する寧波阪急商業有限公司は
2010 年生まれ）が、消費の主役

メに接しているＺ世代（1995 ～

持たない」と言われ、楽観的な気質

成都人はもともと「宵越しの銭は

でも同じ動きがみられる。 年代から

イルス禍の発祥地となった湖北省武漢

ている。

４月８日、 寧波阪急の一部を開業、
になりつつあることが背景にある。ら

で消費好き。
「 年の四川大地震を機
元アパレル企業トップ）とされる。

「漢派」と呼ばれる地元レディースブ

ランドが存在したが、全国的に影響

力のあるブランドはこれまでなかった。

低迷する漢派をよそに、
「 後」が

なった。中国ではコロナ禍で昨年から

売上は目標を５割も上回る４億元に

地元発の新興デザイナーブランドが存

成都や武漢など中国の内陸都市で、

的に小さい。国内外のハイテク企業の

られ、市民の住宅ローンの負担は相対

し、他都市に比べ不動産価格が抑え

のトップ）
。

次々に登場している」
（地元ブランド

いる。
「潮牌を中心としたブランドが

近年、新しいブランドを立ち上げて

ブランドの業績が好調だ。ラグジュア

目立つ。成長期に入り、全国的に影

こうした点が、活況を呈す小売りの

ンドも挙げられる。消費者がデザイン

因として、
「国潮（グオチャオ）
」トレ

ファッション消 費 も旺 盛で、ハイ

性と品質を高めた地場ブランドを評

背景にあるようだ。

ファッションを集めたセレクトショップ

価し、国産ブランド熱が高まっている。

響力を持つブランドが出てきた。高級

が多い。
「デザイナーブランドの消費

日系生地商社のサンウェル、双日

リーブランドの充実を売りにする同店

内陸都市でファッション産業が最も

額は全国３位」
（成都のデザイナーブ

後 」 の男 女

ナーブランドが盛り上がりを見せて

調だったが、複数の新興ブランドが来

めて合同展を開いた。来場者数は低

採用に積極的だ。

ピングパーク ららぽーと上海金橋を

盛り上がる四川省の省都、成都。主

ランド関係者）と言う。
りも離れているが、都市の総合力では

いる。 成 都 出 身の「

店に黒山の人だかりができた。

けた。開業初日はガンダムショップ各

の各所にプラモデルを販売する店を設

像を正面入り口付近に配置し、店内

IFS」は連日多くの人でにぎわう。

施 設「成 都 遠 洋 太 古 里」 と「成 都

アリーブランドを取りそろえる商業

に高級品消費が伸びている。ラグジュ

成都の小売業の成長は著しい。特

ランド）
」の「1807」は、ヒップ

牌（チャオパイ：モードストリートブ

ランドと目されている。成都発の「潮

国で最も売れている地元デザイナーブ

「SHUSHU/TONG」 は、 中

二人組が立ち上げた高級レディース

陸都市も重要な市場になってきた。

る。沿海部の大都市だけでなく、内

を開いたのは、今回が初めてとみられ

下旬に、成都で個展を初開催した。

最大手のスタイレム瀧定大阪も６月

場し、熱心に商談する姿がみられた。

20

日系繊維企業が内陸都市で展示会

中国ではこの１、２年、日本のアニ

ホップの地元ミュージシャンとのコラ

位とされる。

上海、北京、深圳、広州に次ぐ第５

5

三井不動産は４月 日、三井ショッ
開業した。人気アニメ「ガンダム」の

要都市としては最西部に位置し、上

社は 年 月中旬、武漢市内で初

ファッション、植山織物、桑村繊維の

プラモデルなどを目当てにした若者を

海からの直線距離は上海〜名古屋よ

作った。
目玉はガンダム。海外で初という

21
太古里の 年の売上高は前年比 ・

劇中設定規模（約 メートル）の立

4
6

90

28

18

ここ数 年は、「成 都 発」のデザイ

中心に、開店前に約３千人が行列を

ブランドは、日系生地商社の生地の

90

にとっても追い風になる。

「地元発」ブランドが盛り上がる要

誘致が進み、外来人口も増えている。

地元政府のコントロールが功を奏

中部の中心都市で、新型コロナウ

日に本格営業を始めた。寧波初出
らぽーと上海金橋は、この IP 商品

位、 位だった。

店のラグジュアリーブランドなどが話

に、その傾向がさらに強まった」
（地

ず多くの人が詰めかけた。
その後も人気は衰えず、開業１カ

10

在感を増している。
「 後」の活躍が

内陸都市も日系企業の重要な市
場に

ブームを上手く利用した。

％増の 億元で、それぞれ全国８

70 73

題を集め、 日は平日にもかかわら

インターネットを通じ、日本のアニ

2
7

高級品消費が国内にシフトし、高級

月の来店客数は延べ約 170 万人、

08

90

90

16

メなどを使った IP 商品（キャラク
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成都の「ムーン×サークル」
デザイナー 汪 圓圓 氏

ト柄など、私が好きな日本の「カワイイ」
文化の要素を取り入れています。このブ
ランドの売り上げが一番良いです。

四川省の各都市のセレクトショップと、

ことと、経営パートナーが重慶人だから

パンクのような重慶の景観が好きだった

重慶に出店したのは、以前からサイバー

「ロマンチック」や「ナイン」など韓国

ると、日本から航空便で２日で届きます。

生地商社から直接買っています。注文す

――販売チャネルは。
重慶市内の直営旗艦店です。重慶の店は

採用することにしました。

生地を使っていることを知り、日本品を

で成功するデザイナーブランドが日本の
――価格帯は。

です。

メートルで、アパレルのほか、アート作
品や軽食も提供しています。

１ ０ ０ ０ ～
ザイン、生地、縫製

型崩れのリスクが小さいのが良いですね。

合成繊維が中心です。縮みや色落ち、

――どんな生地が多いですか。
の ３つ と も 評 価 さ

私はイージーケアの素材が好きです。

８０００元です。デ

れ る ブ ラ ンド を 目
指しています。

知名度を高め、日本や韓国、欧米など

――今後の計画は。
―― 日 本 製 生 地 を

でも販売したいです。 年９月の「上海

ファッション・ウィーク」に初めて参加す

る予定です。３年以内に上海にも拠点を

持ちたいですね。

14
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――北京服装学院の大学院を 2016 年
に卒業後、故郷の成都に戻りブランドを
立ち上げたそうですね。
はい。
「ムーン×サークル」と「サーク
ル・スクエア・ワン」
「澗隙」の３つを展
開しています。ムーン×サークルは、
代から 代前半の女の子がターゲットで、

10

明るい色使いやレース、かわいいプリン

20

ビル一棟を使い、売場面積は 400 平方

アニメや漫画など日本文化に影響を受けている「ムーン
× サークル」

使っているそうです
ね。
生地はすべて、生
産背景を持つ日本の

21

内陸都市のブランド
関係者インタビュー

「カワイイ」
文化の高級レディース
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日本風のユニセックスブランド
武漢の
「ウィミン」
創業者 張 晟 氏

――ウィミンは設立から 年半の若いブラ
ンドですね。

となり、 年５月になってやっと武漢に戻

は湖南省長沙出身ですが、長沙で足止め

約半年間休業を余儀なくされました。私

の直後に新型コロナウイルス禍が始まり、

と、2019 年末に立ち上げました。そ

武漢の湖北美術学院を卒業した仲間

1

れました。
――どんなブランドですか。
コンセプトは、流行に左右されないシ

800 元です。
――「潮牌（チャオパイ：モードファッショ

ンプルなデザインで、高品質で長く着ら
れる服です。当初はメンズのカジュアル

が高くないため、青島と上海で縫製して

います。

――日本製生地を使っているそうですね。

います。日本の生地は品質が良く、種類

ン）
」が流行る中、日本風デザインは珍し
私はもともと日本ブランドのファンで

も豊富で、小ロットに対応しているのが

でしたが、女性の購入が少なくないこと
した。日本風のデザインで、ややオーバー

す。自分でもやってみたいと思い、ウィミ

魅力です。素材で差別化しており、中国

日本の生地メーカー数社から仕入れて

サイズ。性別、年齢を問わず、誰でも着

ンを立ち上げました。好きな日本ブラン

にはない生地も多いですね。岡山産デニ

いですね。

ることができます。価格帯は 300 ～

ドは、
「オーラリー」や「ナ

日販 ・５万元程度で、フォロワー数は

やっていきます。タオバオ店舗は現在、

ニッチな消費者向けのため、ゆっくり

――今後の目標は。

てみたいです。

かったです。日本でジーンズの縫製をやっ

ムを買ったことがありますが、品質が良

山東省青島や湖南省長沙の

オ バオ ）
」 の 直 営 店 舗 と、

ネット通販「淘宝網（タ

――販売チャネルは。

ナミカ」などです。

が分かり、ユニセックスブランドにしま

帝人フロンティアの素材「ソロテックス」使用をアピ
ールする「ウイミン」のパンツ

・ 万人ですが、５年後にフォロワー

1

5

数を５万人にしたいです。

1

セレクトショップです。
――縫製はどこで。
武漢周辺の工場はレベル
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Ｚ世代
（1995 ～ 2010 年生まれの世代）
は、中国において未来のトレンドではなく、今まさに 2021年のC位
（コアポジション）
にある。
購買力や富の大半はまだⅩ世代
（1965 ～ 年世代）
とＹ世代
（ ～ 年世代）
にあるものの、デジタルネイティブとして青春を過ごすＺ世代は、インターネットも活用
して活気あふれるライフスタイルを自ら積極的に表現し、人々の視線を集めてこの時代に変革や影響をもたらすと同時に、消費市場にも大きな衝撃を与えている。
消費市場の最先端にあるファッション市場は目まぐるしく変化し、間違いなくそのトレンドの方向を示していると言えるだろう。流行を追うファッションブランドは、
現在も将来においてもＺ世代を徹底的に調査し、それに相応しい商品を作り出すことが求められている。
消費力の向上とＺ世代の流行への発言権の移転は、中国のファッション業界にどのような変化をもたらしたのか。この変化の裏にはどのようなロジックがあるのか。
デジタル化、国潮ブーム、持続可能、ファン経済の つのキーワードで解説したい。

80

4

80

95

上海服装業協会 副秘書長

ている。さらにデジタル技術を利用す

に応じたデザインやパターンも実現し

力を節約すると同時に、多様な変化

イル・コーデを楽しめるユニークな販

ど、消費者が短時間で多種類のスタ

の仮想試着や AI による衣装選びな

ることも可能となった。ほかにも洋服

の人気商品の追加オーダーに対応す

れ筋商品を事前に検討したり、現在

ることで、次シーズンのトレンドや売

を与えている。

ファッション産業に無限のポテンシャル

向上とイノベーションを通じて、中国

ではなく、その背景にある科学技術の

「体を隠す、流行を表現する」 だけ

係を緊密化させた。アパレルの役割は

を強め、ファッションと科学技術の関

ン産業の各分野で人とモノのつながり

ファッション産業に斬新な変化をもた

などのデジタル化は、間違いなく中国

展示会、クラウドショー、新小売り

トショップ、デジタル販売、クラウド

パターン、AI 製造、アパレル・スマー

レンド情報の収集、デジタルデザイン・

ビッグデータによる消費者分析、ト

の疑似体験は本当に消費者に体感を

懸念がある。また、スマートショップ

に負の影響を与えるのではないかとの

が図られるものの、デザイナーの直感

やデザインなどが３Ｄ模型化で解決

制限もあった手作業によるフィット感

問題の深刻化や、これまでの伝統的で

への過度な依存による製品の同質化

一方、専門家からは、ビッグデータ

らした。AI とデジタルは、
ファッショ

上がっている。

売方法を提供することで、販売率も

世代の登場は中国ファッション業界の
何を変えたのか
劉 佩芳

デジタル化によるグレードアップ
2021 年５月末に開催した上海
服装業協会（朱勇会長）の会議で、
上海の主要な企業の代表が「デジタ
ル化への転換」
、
「ファッション産業のグ
レードアップ」
、
「上海服務、上海製造、
上海販売、上海文化の加速発展」と
題して講演した。また３月の中国紡
織服装展示会や４月の上海ファッショ
ンウィークにおいても、デジタル化に
よる新発展・新変革が強調された。
いま私たちは、家に居ながらにして
国内外のファッションショーを見ること
ができ、展示ブースや現場の雰囲気
を感じ、取引先への対応も素早くでき
る。デジタル化は時間、コスト、労

21 年 5 月、
「上海ファッション・カスタムメイドランドマーク」を
受賞した上海新聯紡輸出入有限公司のデジタルショールームにて

Z
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JC ECONOMIC JOURNAL 2021.8

時装中国〜アパレル大国 中国のあゆみ〜

は効率的だが伝統的なブランドの経

もたらすのか、ライブコマースの販売
リードする ・ 時代を経て、民族

ランドと文化、デジタル科学技術を

代的に表現していた。北京の中国国

中国ブランドは、全て中国文化を現

MOODBOX、 嫵 WOO な ど の

ン産業も、それぞれが都市文化を積

独自に集積していた紡織やファッショ

産業の観点からみると、各都市で

ランド化経営の ・ 時代、中国ブ

験や蓄積を壊してしまうのでは、など

たちに合うデジタル化の方向性を深

代と向き合いつつも盲従を避け、自分

いるが、ファッション業界は新しい時

は試行錯誤を繰り返しながら進んで

の声もある。デジタル化の発展と応用

ブランドを完全に超えたともいえそう

いて、中国ブランドへの注目度は外国

出されつつある。また、国内市場にお

ブームの新製品は、いま全世界に輸

の自 信と科 学 技 術を反 映した国 潮

て中国文化が創造性や魅力を引き出

ンターテインメントや映像分野におい

ファッションのみならず、関連産業のエ

ンウィークなどでも、この数年は流行

際ファッションウィーク、深圳ファッショ

ド李寧（LINING）や、若さと

ムの火付け役でもあるスポーツブラン

ている。ブランドの観点では、
国潮ブー

のある産業を建設することに力を入れ

「伝統＋現代」の融合を図り優位性

極的に発掘し、
「文化＋ファッション」

I メディアリサーチの調査による
と、
中国の漢服（漢民族の伝統的衣装）
年には

億 6000 万 元

の市場規模は 年の 億 9000 万
元 から
で、平均成長率 ％と急激に拡大し
ているという。さらにＺ世代と国潮
ブーム（国産ブランドを支持する傾
向）にけん引され、 年の漢服販売
額は 101 億 6000 万元になる
と見込まれる。
漢服の市場規模が飛躍的に成長し
た背景には、国潮ブーム経済の勃興
がある。 年５月に百度と人民ネッ
トが共 同 発 表 した「百 度 2021
国潮プライド検索ビッグデータ」報告
では、 年間で国潮ブームへの注目度

疆綿の事件後にはその関心度はさらに

を引き起こしている。

話題となり、写真撮影はレトロブーム

ニメは人気を誇り、映画は海外でも

統的な文化を基礎とする新たな伝承

た密扇（MUKZIN）などは、伝

個性、中国要素のアイデアを融合し

16

56

菲 MARK FAIR WHALE、

や デ ザインは 無 限にあ り、 馬 克 華

クは国潮ブームが中心で、トピック

作り出し、100 億元産業の新たな

行要素を取り入れた漢服ブランドを

デザイナーが漢服市場に参入し、流

こうした背景のもと、ファッション

追求する消費を重視する中で、活力

代に、Ｚ世代が個性的で自己表現を

民族文化の自信が急上昇した今の時

形態である。大国としてのプライドや

探求しているのだ。これらの宝物をい

蔵の宝物とも言える深い伝統文化を

におよぶ歴史や文明で育まれた無尽

茶道、中医、演劇などの中国数千年

文字、伝説、歴史、民俗、絵画、書画、

的な生地で、伝統的な技術を用いて、

図っている。中国のデザイナーが伝統

グカンパニーは各方面から持続的発

ではなく、紡織服装産業のリーディン

標に達成しない企業を淘汰するだけ

を巡る議論が深まるに伴い、排出指

務を担っている。カーボン排出量削減

持続的発展の声の高まる中で重い責

ぐ汚染の大きな産業であり、 近年、

紡織アパレル産業は石油産業に次

「持続的発展」
の未来

に満ちたものとなっている。

年４月の上海ファッションウィー

137％まで激増している。

関心度は 年を ％上回り、特に新

21

成長スポットを掘り起こしている。国

際的なブランドであるエルメスも、無

かに掘り出し、そして新たなデザイン・

展の道を探ることも求められている。

形の文化遺産とのコラボレーションを

言葉で表現することは、文化が新た

年 月の中央経済工作会議では、

「カーボンピークアウト（ emission

12

1

21

は 528％上がったとしている。老

な時代において新たな活力をもって受
け継げるかという鍵になる。

20

15

97 63

舗の商品が再人気となった国潮ブー
0

21

「国潮ブーム」
イノベーションの爆発

している。国風（中国スタイル）のア

上海ファッションウェーク MODE ショーでは、90 歳近い無形文
化財職人のパフォーマンスが披露された（21 年 4 月）

だ。 年の中国アパレルブランドへの

0

く考えるべきだろう。

3

0

-

20
21

10

ム ・ 時代から、品質の向上とブ
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ンを展示した。４月の上海ファッショ

来に取り替えて汚染の低減が図られて

染色加工において化学品から植物由

資源の有効利用を実現しているほか、

ンウィークでも、MODE 展（デザ
いる。

占め、環境に優しい持続的なファッショ

）
」の実現を 年八大重点
neutrality
ミッションの一つに挙げた。中国の二
イナーブランドが出展する展覧会）で

ンニュートラル」は 年度のトレンド

「カーボンピークアウト」
、
「カーボ

ニュートラルの実現を目標としている。

資源の減少と資源コストの上昇など

レッシャー増加、新型コロナウイルス、

探る内容が目立った。環境保護のプ

続的ファッションのあらゆる可能性を

などの展示やフォーラムを通じて、持

「持続的サプライチェーンのパワー」

「持続的ファッションのデジタル発想」
、

に遅れないような商品を開発し、洋

しい原料を使って、持ちのよい、時代

ることが必要となっている。環境に優

では持続的ファッションを十分に考え

ザイナーは原料の採用、色の選択の面

融合することはさらに重要となり、デ

段階から持続的発展の理念を設計に

また最初の商品開発、デザインの

紡織アパレル産業チェーンの持続的

「持続的発展」という理念は、ファッ

なった。

はファン経済という狂騒を呼ぶことに

年から、中国アパレル産業では

さと深さも拡大している。３月に開催

ション業界に新しい内容を注入すると

年５月、
『青春有你』
、
『創造営』

発展は、各方面でも見られる。原料

庄容は上海市無形文化財の「中式服装制作技芸」の伝承ブ
ランド。
「百年百芸・代々伝承 - 中国伝統工芸展」に出展し
た創始者の章亜華女史（中）
（21 年 6 月）

性をテーマとした展示ブースが最大を

会 CHIC 春季展の会場では、持続

ヒー屑などの廃棄物が、服の原材料

ションの進展により、メロンの皮、コー

料が注目を集めている。また、
イノベー

繊維、竹繊維などの伝統的天然原材

の粕で加工してできた天然セルロース

では、棉、麻布、シルク、ウール、木

な面でのバランスを取らなければなら

続性、ファッション性、価格など様々

さらに全面的な理念伝播と商品の持

持続的発展理念を普及するためには、

げる新たな紐にもなっている。だが、

同時に、産業チェーンを消費者とつな

済のパワーをあらためて実感した。ど

持っているファッション業界はファン経

た一方、アイドル業界と緊密な関係を

ちの狂気のような行為に衝撃を受け

ブなニュースが話題になった。ファンた

のアイドル選抜番組に関するネガティ

トを獲得するのかは次の課題になる。

うすればファンの心をとらえ、マーケッ
実現している。

で、資源の無駄遣いも減らすこともで

リックなどを処理・再利用すること

チック、中古衣料、リサイクルファブ

かけ、アイドルに一歩でも近づきたい

の背景には、Ｚ世代がアイドルを追い

ニオンリーダー）経済、アイドル経済

ライブコマース、KOL（キーオピ

への招待、ライブコマースへの露出な

短期的な PR 協力、ブランドショー

大使」
、「ブランド摯友（親友）
」となり、

ラクター）
」から、現在の「ブランド

提携は、
初期の「代言人（イメージキャ

ファッションブランドと芸能人との

きる。生産プロセスからみても、先端

という欲求がある。これは、最終的に

他方、イノベーション技術でプラス

技術を用いて省エネ、節水、排出削減、

ファン経済の勝利

ない。

21

としてリサイクルされ、持続的発展を

筆者（左）と上海の注目デザイナー邱昊氏。同名ブランド QIU
HAO は新・旧概念を打破し、服装を通じて持続可能性を探る

18
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）
、
カーボンニュートラル（ carbon
peak

酸化炭素排出量は 年までをピーク

持続的原料、持続的サプライチェー

を背景に、
「持続的発展の未来」創造

服の使用寿命を延長することが求め

とすること、また 年までにカーボン

ン、高耐性 / リサイクル可能 / 自

は、政府から個人レベルまでの共通認

られる。

ワードになっている。

然分解可能なアパレル製品を巡る議
識になっている。

21

論がますます盛んになり、議題の広

30

60

21

された 2021 中国国際服装博覧

21

時装中国〜アパレル大国 中国のあゆみ〜

超え、 年までに 兆元を突破する

から KOL まで、さらには人気小説

産業マーケットとなる見通しだ。

見込みであるファン経済という巨大な

統的な芸能人である俳優やアイドル

てのショーを披露し、著名デザイナー

やアニメ、ドラマなどの二次元タレン

ンド「VIYA NIYA」 の初 め

げに急速に転嫁されるようになった。
たちとのコラボレーション商品はなん

トも含まれている。

どによって、芸能人の影響力が売り上
その他、ブランドのイメージと合
と２億元の売り上げを達成した。そ

名モデル、女優）
、王菲（中国の代表

クターの選択では、芸能人杜鵑（著

（NEIWAI）
」のイメージキャラ

果を挙げている。下着ブランド「内外

CHICTOPIA 有 尾 な ど

B A N

X I A O X U E、

と の 提 携 で ANNAKIKI、

では、薇婭は二度目となる ITIB

展に関する投稿は微博で ・ 億回

家会展中心で開かれた CP28 同人

ントにも負けていない。最近、上海国

1012 万人に達し、注目度はタレ

手 SNS のウェイボー）フォロワーは

カメラマンの陳漫の微博（中国の大

は両刃の剣でもあり、ファンを利用す

のポイントである。一方、ファン経済

とファンとの距離を縮めるための勝負

ン経済を使いこなすことは、ブランド

る。ファンの欲求を正確に把握し、
ファ

アイドルとの共鳴、共感を期待してい

160 万件以上の販売数を記録した。

億 1000 万 元 の 販 売 額、 計

コ ラ ボ レ ー ション 商 品 を 発 表 し、

覧会では、あらゆるキャラクターのコ

の有名人も大きな関心を示した。展

を超えた。さらに陳坤、汪東城など

も閲覧され、リツイートは 100 万

スを提供し、カスタマーを満足させる

良い理念の下で高品質の商品とサービ

ファン経済で注目を引くだけでなく、

るだけを目的とすれば報いを受ける。

表的な成功ケースとされている。また、
男性タレント）は、スニーカー高額

その中で、最も売り上げが高かったブ

ことこそ最終の目的である。

新世代のトップアイドル王一博（若手
転売の「恵比寿」と呼ばれ、彼が履

スプレが見られ、漢服、JK 服（日

また李佳琦は、中国で初めてのア

まとめ

ラ ン ド LA DÉCORATION

界内外では特に有名だ。

KOL は、芸能人にも負けない販売

した。薇婭、李佳琦のようなトップ

と、新しいブランドの急速な発展を促

は、伝統ブランドの販売モデルの転換

発生に伴うライブコマースのブーム

聴者数と販売額はともに 1000 万

業界のモードを破るもので、当日の視

＋ライブ販売の形で行われ、伝統的な

夜ショー」を行った。ライブコマース

虎」と共催で、
「中国設計『琦』襲之

ターである「LABELHOOD 蕾

ティおよびブランド管理インキュベー

れのアイドルは IP（知的所有権）

「好き」ならば「アイドル」
。それぞ

存在しているかどうかには関係なく、

も二次元のキャラクターでも、本当に

ます多くなっている。リアルな人間で

漢服、JK 服の格好をする人はます

ではなく、日常生活でもロリータ服、

実はこのような現象は特殊な状況

言葉やコードで革命的な変化を進め

に登り、今の時代の若者に共通する

代は中国ファッション業界のセンター

常に自分を調整する人もいる。Z 世

止める人もいるし、時代に同調して

す人もいるし、変化を拒否して足を

せている。ひとたび鳴くと人を驚か

百家争鳴の生き生きとした様相を見

短時間で常に目まぐるしく変化し、

中国のファッション業界はきわめて

力を持っている。 年の「 ・ ショッ

を突破した。このような衝撃的なデー

で守られ、
そこから爆発的な IP ブー

ている。

み入れたと言える。

ピングフェスティバル」の前売り段階に

タをブランド側は無視することができ

ムと 3000 億元規模もある巨大な

（翻訳 ： 日中経済協会成都事務所・何怡、

バングレードファッション体験コミュニ

おいても、薇婭、李佳琦の販売額はそ

なくなっている。

IP コラボレーション商品マーケット

張華倩）

年の新型コロナウイルス

れぞれ 億元を超え、わずか数時間で

新しい時代となり、アイドルという

がある。 年は 兆 5000 億元を

一方、

さに二次元の趣味は三次元に足を踏

いたスニーカーの価格は直ちに何十倍

的歌手）との提携が、業界内では代

社 の デ ザイ ナ ー ブ ラ ンド との

ファンはいつも好きな人、物を求め、

うキャラクターの選択も、ブランド
して、 年の上海ファッションウィーク

6

の DNA や特性をさらに強化する効

23

本の女子高校生）の女性も多く、ま

9

で、6500 万元を達成している。

14

21

増という物凄い影響力を及ぼし、業

15
4

言葉の範囲はますます広くなった。伝

6

18

何百万件という売上数まで達成した。

3

21

年の上海ファッションウィークでは、
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20

20

薇婭は ITIB と提携して個人ブラ

19
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中国の「改革開放」政策がスタートして 年余が経過した。この 年間で中国の名目 GDP は 240 倍に成長し、米国に次ぐ世界第２位の経済大国に成長
した。
「改革開放」政策の柱は言うまでもなく外国資本を中国に積極的に導入し、これを自国の発展・成長のために利用することである。この外資導入政策が
いかなる変遷をたどり、その過程で日本のアパレル産業の対中ビジネスがいかに変化して来たかを振り返り、その今後を検証してみたい。

上海華鐘投資コンサルティング有限会社 総経理

立するケースが増加し、 年台の半ば
に第１次外資進出ブームを迎え、

～ 年にかけて第２次外資進出ブー

拓を目指す動きが始まっていた。しか

目録」の施行である。同目録では外資

公布される。さらに、 年９月に「中

企業法」
（いわゆる合弁法）が制定・

され、その翌年には「中外合弁経営

会議）にて「改革開放」政策が採択

優位の時代である。この当時の日系企

ろ手を挙げて歓迎という外資圧倒的

用された。外資製造業なら何でもも

いう「二免三減半」の税優遇策が適

税率が ％からさらに半減されると

除し、３年目から５年目は企業所得

より２年間は企業所得税の納税を免

に低減されると共に、利益獲得年度

業分野の開放の目玉は言うまでもな

止の流れが確実となった。サービス

外資を特別扱いする政策の段階的廃

際公約としてコミットされると共に、

いった中国市場参入障壁の排除が国

に、サービス業分野の外資への開放と

WTO への加盟を果たし、これを境

年 月に中国は長年の悲願であった

られたのである。そして、2001

（中国共産党中央委員会第 回全体

法」
、

年４月に「中外合作経営企

％）を

と呼ばれたことの所以もここにある。

ムが到来する。この当時の中国の外資

「奨励・制限・禁止」業種が規定され、

外合弁経営企業法実施条例」が公布・

業の対中ビジネスモデルの大半は、中

く 年 月からの純外資の独資商業

自社生産品の一部（MAX

し、当時の政策上、生産型企業での

導入政策の考え方は輸出奨励による

外資を業種ごとに選別してゆくとの

のは 年６月の「外商投資産業指導

この流れが変わるきっかけになった

中国の外資導入政策の変遷と日系アパレル産業の歩み
能瀬 徹

中国の外資導入政策の変遷と
日系企業の中国進出全体動向

る外資導入政策の変遷とこれに対応

外貨獲得であり、外資生産型企業に

表は「改革開放」の 年間におけ
する日系企業の対中ビジネス動向を

施行され、 年４月には「外資企業

国沿岸部に設立した工場で中国の豊

企業の解禁である。当時、多くの日

『外商投資法』施行

メッセージが初めて中国政府から発せ

業法」が制定されたことにより、いわ

富かつ安価な労働力を利用して安く

系企業は依然として日本向けの製品

2020 年 1 月

限って企業所得税率が ％から ％

ゆる「外資三法」が出そろい、中国

製品を生産し、これを日本向け（あ

輸出メーンのビジネスモデルであった

新『企業所得税法』施行

まとめたものである。

各地で本格的な外国資本の誘致が始

るいは香港経由で東南アジア）に輸出

が、1995 年頃から一部の日系企

外資系企業に対する審査認可制廃止

2016 年 10 月

1978 年 月の第 期 中全会

まることになる。

して、日本の本社側で儲けるという形

2008 年 1 月

3

30

『外商投資ネガティブリスト』施行

20

JC ECONOMIC JOURNAL 2021.8

40

「外資三法」の整備に伴い、直接投

純外資での独資商業企業設立を解禁

再編
撤退

2004 年 12 月

さらなる自由化
と規制緩和

中国が WTO に加盟

内販型の
生産型企業
商業企業

2001 年 12 月

93

80

33

業では広大な中国国内マーケットの開

鄧小平の「南巡講和」

外資選別

『外商投資産業指導目録』施行

1995 年 6 月

大規模法制度・税制改革

1994 年 1 月

市場開放
内国民待遇

2017 年 7 月

40

95

であった。中国が当時「世界の工場」

1992 年 2 月

3

資により合弁会社等の現地法人を設

『中外合弁企業法』公布

中国企業への
委託加工
輸出型の
生産型企業

1979 年 7 月

輸出奨励
外貨獲得
外資優遇税制

外資導入政策関連事項

時期

95

12

12

04

日系進出動向

1978 年 12 月 「改革開放」政策を採択

11

83

15

12

86

外資政策

中国の外資導入政策の変遷と日系企業の中国進出動向

表

40

15

88

（出所）筆者作成

時装中国〜アパレル大国 中国のあゆみ〜

中国国内で販売することは可能であっ

価格競争、シェア争いに敗れた日系企

る旧カネボウ株式会社も、上海市に

ビジネス展開では日本との人口比で

倍、国土面積比で 倍の市場にはま

を行う生産型企業を日中合弁により

るで歯が立たず、店舗の賃料支払い

綿・絹の紡績から染色、編立、縫製

年頃から徐々に始まることになる。そ

だけであっという間に設立時の資本金

業の中国市場からの退出・再編が

されていた。ゆえに、2005 年の

設立し、
「華鐘企業群」として低コス

たが、販売会社の設立は厳しく制限

13

して、 年 月より外資系企業の設

26

商業企業の独資設立解禁を機に、中

13

独資企業を相次いで設立し、
「改革開

向けに商品の卸売り・小売りを行う

として、多くの日系企業が中国国内

国内マーケットの開拓をメーンテーマ

三法」が廃止されたことにより、外

「外商投資法」が施行されて、
「外資

記制に移行すると共に、 年１月より

廃止され、中国企業と同じ届出・登

立・変更・清算時の審査・認可制が

独資解禁後には、アパレルメーカーだ

の黄金時代を築いた。

出することにより高収益を得てひとつ

トで生産された製品を日本向けに輸

なくなった日系アパレルメーカーの工

国の労務費コストでは採算を維持でき

流れの中では、中国市場の開拓に失

年頃からの日系企業の撤退・再編の

を食い潰す結果となった。そして、

続く 2004 年 月「商業企業」

放」以降、何度目かの外資進出ブー

けでなく、総合商社、繊維製品の専

件下で競争することになる。

国に商業企業を設立し、自社ブラン

場や検品会社がその役目を終えて中

次に、前述した中国の外資導入政

ド製品の中国系工場での委託生産の

門商社、ブランド品の店舗小売りや

を平等に扱うということであり、外

策の変遷の過程での日系アパレル産業

管理・調達・日本向け輸出、中国産

自社ブランドのアパレル製品を日本

国の現地法人を閉鎖・清算すること

資に対して中国内市場の開放度を高

の中国進出動向を振り返ってみたい。

の繊維原料や付属品の調達・日本向

向けに輸出する企業では、生産自体

通信販売会社、検品会社等、様々な

める一方、外資の特別扱い（税優遇）

なお、ここで言うアパレル産業とは、

け輸出、ブランド品の中国一般消費者

は中国地場企業の経営する工場への

になる。

も廃止するということである。事実、

ヒトの着る衣服を製造するための原

向けの有店舗・無店舗での小売り等、

名目 GDP 総額で日本を抜き世界２

IMF 統計によると、 年に中国は

階的に廃止されることとなる。また、

対する税優遇措置も５年をかけて段

ムと言われる 1980 年台半ばに、

カーであった。第１次外資進出ブー

ネスの主要プレーヤーはアパレルメー

前半期における日系企業の対中ビジ

「改革開放」の 余年を振り返ると、

えば、ある日系アパレルブランドは数

要因は投下資本の少なさである。例

した事例は皆無に近い。失敗の最大の

中国一般消費者向けの小売りで成功

ただ、この時期、日本ブランド品の

産し続けている日系企業も何社もあ

社工場で日本向けのアパレル製品を生

も、生産コストを切り詰め、今も自

上昇による採算悪化に苦しみながら

特化するところは多い。だが、労務費

材料手配、出荷管理等の管理業務に

税法」が施行され（外資向けの企業

位の経済大国となった。そして経済成

中国の安価で豊富な労働力を求めて、

億円の資本金で会社を設立し、上海、

る。確かに、東南アジア等に製造拠

いるとご理解いただきたい。

長に伴う人件費の高騰と人民元高に

多くの日系アパレルメーカーが上海を

北京、広州市内のショッピングモール

点を移せば労務費は削減できるかも

所得税法は廃止され）
、外資系企業に

より、労働集約型の輸出型ビジネス

中心とする沿岸部にアパレル製品やそ

に一店舗ずつを出店して自社ブランド

しれないが、サプライチェーンの盤石

社現地法人は製品の企画・デザイン、

モデルでは採算を確保できなくなった

の原料を生産するための生産型企業

の浸透を試みたが、この程度の規模の

10

するようになった。

日系企業や、資金面・技術面で台頭

を設立した。弊社の元の出資者であ

日系アパレル産業の対中ビジネス
の現状

年１月に内外資共通の「企業所得

材料を含めた繊維産業全般を指して

形態の日系アパレル産業が相次いで中

敗した日系アパレルブランドの他、中

13

委託に早くから切り替え、中国の自

日系アパレル産業の中国進出動向

12

20

様々なビジネスモデルでの事業を展開

「内国民待遇」とは、外資と内資と

国民待遇」が徐々に実現されてゆく。

同時に、
かねてより言われていた「内

資系企業は中国企業と全く同等の条

10

ムに沸いたのである。

16

する中国企業との中国国内市場での
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コストが安くなると言え、これらの工
る。同社はユニクロ旗艦店と同じ淮海

運営するブランド「ニコアンド」であ

の中国国内販売で存在感を示してい
アンドの店舗は単なるアパレル販売店

上海の南京西路にオープンした。ニコ

）
、
信（ WeChat

）
微 博（ Weibo
等 を 活 用 する

のが手っ取り早

い。というより

もこれらが中国

消費者の生活の

中に深く浸透し

海市淮海中路（弊社より徒歩５分の

新たなライフスタイルの発信基地とし

設となっており、上海の若者に向けた

ユニクロ、ニコアンドの例をご紹介

てのブランド展開が無理な場合には、

資金投入を要するリアル店舗を構え

その意味では、まとまった規模の

サイト上に自社ブラ

持され続けているのは、過去の失敗の

が年齢層を問わず中国の消費者に支

日系ブランドでありながら、ユニクロ

国内に 800 店舗を開設している。

場再挑戦のスタートダッシュに成功し

とまった資金を投入したことが中国市

そして思い切ってメインブランドとま

の失敗を糧として事業戦略を構築し、

はなかった。ユニクロと同じく、過去

ンドの真向かい）にて 年 月に開設

中路（弊社と同じ東棟ビル、ニコア

が、株式会社良品計画が同じく淮海

入が欠かせない。少し業界は異なる

程度の試行錯誤と、思い切った資金投

構築して行くこともひとつの手段と言

して時間をかけてブランドイメージを

託して、 中国の既存

国のテレマーケティング専門業者に委

ンドのバーチャル店舗を出店し、在中

を活 用

経験を活かし、試行錯誤の中で現地

た要因と言える。

ると同時に、果敢に

を見ても同じことが言えそうだ。加

した「無印良品」のグローバル旗艦店

は設立せず越境

法人を設立するケースと、現地法人

える。また、この場合、中国に現地

方式で行うケー

えて、現代中国におけるブランド確

サイト上への出店や店

」
（ Tmall

）と呼ばれる代行業者に丸投
partner
げすることになるが、より主体性を

舗 管 理 等 の 全 て を「

の場合、

スの両方が想定されるが、越境

サイト上

を用いた宣伝・広

の活 用（

立のためには、リアル店舗の運営と併
行して

での出店や

ルとしては、 中 国 既 存の代 表 的 手

持って事業展開する為には小規模でも

段、すなわち

るべきだろう。

現地法人の設立は最低限必要と考え

サイトであれば淘

告）が欠かせないが、そのためのツー

E
C

E
C

合った商品を投入す

の消費者のニーズを見極め、それに

E
C

E
C

資金を投入して店舗

12

S
N
S

T
P

網を拡充することで
ブランドの浸透に努
力した結果と言えよ
う。

15

E
C

宝（ Taobao
）
、天猫（ Tmall
）や京東
） 等、
と しては 微
（ JD.com

E
C

S
N
S

また中国国内市場
開 拓という 観 点で、
筆者が今後を注目し

S
N
S

I
T
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ているのは、株式会社アダストリアの

場が中国から撤退することはすぐに
中路にグローバル旗艦店を 年 月

る日系企業の代表格は、言うまでも
ではなく、オープンカフェやレストラ

場所）で売場面積 2000 坪の世界

て、連日賑わいを見せている。しかし、

した通り、広大な中国市場でブラン

過ぎて、今のところ他のツールが入り

最大のグローバル旗艦店をオープンし

筆者の知る限り、同社のこれまでの中

中国既存の

込む余地が無いと言った方が正しい。

た他、以降も出店攻勢を続け、同社

ドイメージを確立するためには、ある

ニコアンドのグローバル旗艦店（筆者撮影）

国ビジネスは決して平坦な道のりで

日系アパレル産業の対中ビジネス
の今後のあり方

無印良品旗艦店（筆者撮影）

な中国での生産がトータル的には最も

はないであろう。
オープンし、 年 月には２号店を

12

なくユニクロである。同社は、日中関

他方、自社ブランドのアパレル製品

19

ン、生活雑貨販売も併設する複合施

12

係が冷え切ったさなかの 年９月に上

20

ホームページによると 年２月末で中

13

21
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上海モーターショー 2021（Auto Shanghai 2021 ／第 19 回上海国際汽車工業展覧会）が 2021 年４月 19 日から
28 日まで開かれた。上海では２年に一度の開催（北京と隔年）となる世界最大級の自動車展示会だ。会場の国家会
展中心（上海）は連日の大盛況で、来場者数は延べ 81 万人に上った。新型コロナの影響もあり、前回 19 年の 100
万人に比べると約 2 割減少したが、
20 年 9 月の北京モーターショーの 53 万人と比べると大きく回復した。今回のメー
ンテーマは「拥抱変化（Embracing Change ＝変化を抱きしめて）
」
。この言葉通り、各社ブースでは電気自動車（EV）
やスマートカー、
コネクテッドカーなどが並び、
まさに"チェンジ ”を感じさせた。中国自動車市場の最新情報も合わせ、
モーターショーの現場をリポートする。

新エネ車の大きな存在感、
地場系メーカーが躍動
～上海モーターショー 2021～

抗議騒動で思わぬ注目

下のボルボ・カーズと共同開発した高

」
、同じくボル
級ブランド「 Lynk & Co
「ポールスター」
、 年

ボ系の

月に納車開始の「

「ブレーキが利かない！」――。今年

の上海モーターショーは異例の幕開けだ

ラインアップだ。中国語の社名よりも英

」という

った。開幕初日（プレスデー）の４月

21

語のブランド名を前面に出しており、一

E
V

日、テスラのブースで女性が展示車

図 異業種企業が続々参入、変貌する EV 業界

写真がネット上で拡散され、図らずも

押さえられたが、この一部始終の動画や

動が起きたのだ。すぐに警備員に取り

両の上に乗り、同社の不備を訴える騒

うな趣。同ブランドがターゲットにする

楽をかけてスタイリッシュなクラブのよ

＆
る。
「 Lynk
ダンサーと

見では「吉利系」と気づかない車もあ

」のブースは欧米系の
Co
をそろえ、大音量の音

モーターショーの注目度は上がった。

Z
E
E
K
R

異彩を放ったのは、上海汽車集団が

若者層の受けを狙った演出であろう。

が、会場は熱気に覆われている。通路

手掛ける小型電動車「宏光 MINI

現場を視察したのは平日の午後だった

D
J

は広いため、ブースごとの移動にさほど
不自由はないが、それでも人気車種の
周りは来場者でごった返していた。こ
のようなイベントでは入場時の混乱は
お約束だが、顔認証を使ったチケット
レスシステムの採用で、入場も「顔

パス」の自動化ゲートをくぐるだけ。
そのおかげか、人の流れは例年よりス
ムーズに感じられた。

地場系高級ブランドと
ミニEV
会場内では中国国産ブランドの台
頭と、派手な演出が目立った。地場

ブ

系の吉利汽車は傘下ブランドを含め
て四つのブースを展開。高級

23 JC ECONOMIC JOURNAL 2021.8

10

（注）数字は上場コード
（出所）各種資料より東洋証券作成

19

ランドの「 幾 何（ Geometry
）
」
、傘

E
V

東洋証券 上海駐在員事務所 所長

要一郎
●奥山

売開始から市場で人気を博している。

「カワイイ路線」を行くのは、河北

した同社の看板車種だ。理想汽車は大

型 SUV「ONE」がファミリーカー

EV」だ。 年７月に「人民的代歩車
（人民の足）
」をキャッチコピーに発売

ーごと交換する特徴的なシステムもア

れていた。車体を持ち上げてバッテリ

（ 年初頭納車予定）も堂々と展示さ

８」 に 加 え、 新 型 セ ダ ン「ET ７」

性を熱心に説明してくれた。同バッテリ

スタッフが模型や映像などで高い耐熱

スト・高い安全性・長い寿命」が特徴だ。

は三元系ほど高くはないものの、
「低コ

トフリー電池」の一種。エネルギー密度

は、リン酸鉄系（LFP）で「コバル

た。独自開発の「ブレッドバッテリー」

特に安全性を強調するシーンが目立っ

歴代王朝の名を冠した車の展示に加え、

BYD は、
「宋」や「唐」など中国の

もはや EV 界の老舗企業とも言える

巷では聞こえるという。

ートルが４ドアで復活か」などの声も

は名車「ビートル」にそっくりで、
「ビ

ンクキャット」が展示されていた。外見

ブースでは、
世界初公開の新型 EV「パ

ている。ほんわかとしたムードが漂う

」シリーズが注目され
「欧拉（ORA）

などと名付けて全体的に丸みを強調した

りに着手し、
「黒猫」
、
「白猫」
、
「好猫」

では女性消費者にフォーカスした車作

無骨な SUV が中心 だったが、 最近

「HAVAL」シリーズに代 表される

省に拠点を置く長城汽車。これまでは

万円）からと

として支持を得ている。

２万 8800 元（約
いう低価格で、 年１～５月の新エネ
車市場のシェアは ・ ％と、テスラな
どの有名ブランドを抑えて堂々の第
位となった。もっとも、車内はよく言え
ばコンパクト、悪く言えばやや窮屈なの
で、大柄な人や長時間のドライブには
向いていないかもしれない。また、最低
価格の車種にはエアコンが標準装備され
ていないため、購入時にはオプションで
追加するのが賢明だろう。

人気上昇中の新興EV
三強

ピールし、わずか３分という所要時間

ーを搭載した「漢」は、 年７月の販

SUV タイプを展開）な NIO の支

がメイン。若者に人気があり、スタイ

小鵬汽 車はスポーツクーペ「P7」

3

モニー）
」を活用し、スマホと車載デバ

発した基本ソフト（OS）
「鴻蒙（ハー

文字からは誇りも感じられる。独自開

れた「HUAWEI INSIDE」の

ていた。ナンバープレートの部分に見ら

源汽車製）の周りには人だかりができ

狐）
αS」
（北京汽車集団系の北汽新能

転技術を搭載した「ARCFOX（極

開発の車載用 LiDAR など自動運

華為技術（ファーウェイ）だろう。同社

目立った。その中心は、なんと言っても

今回は、新顔や異業種からの参入も

ファーウェイと百 度が
初参戦
の利便性を重視して購入を決める人も
多いそうだ。実際に、北京市郊外の駐

メーカーの

「ビッグ３」と言えば、上海蔚来汽車

車場で交換の様子を見たこともあるが、

さて、中国の新興

）
、 小 鵬 汽 車（ Xpeng
）
、理

（

ると、スタッフのボタン操作で作業が始

ルをふかして北京の街に繰り出していっ

談笑し、交換が済むと軽やかにアクセ

小型車庫のようなスペースに車を入れ

）だ。いずれも米国
想汽 車（ Li Auto
株式上場を果たし、世界的にも知名度

まる。車の持ち主はその間、スタッフと

月間販売台数はそれぞれ数千台まで増
えてきた。

持が高く、会場でも人気を集めていた。

ル面から「テスラ『モデル 』キラー」

たことを強く覚えている。

人気ナンバーワンの５人乗り「ES6」
、

この中では、 車 種 が豊 富（ ３ 種の

安全性重視の BYD、
カワイイ路線の長城汽車

された、いわば「２人乗りの軽 EV」
。

長城汽車はカワイイ系で勝負！

と言われる。自動運転レベル３を搭載

ファーウェイ技術を搭載した
「ARCFOX
（極狐）α S」

1

ファミ リー 層 向 けの７ 人 乗 り「ES

20

49
6

E
V

22

16 21

21

24
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が高まりつつある。 年に入り、各社の

N
I
O
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イスの連動も進めていくと見られる。自
社生産は行わないものの、既に重慶長
安汽車や重慶小康汽車などと提携して
いる。自社デバイスの搭載を広げ、新エ
ネ車業界の「プラットフォーマー」を目
指す意思を感じる。
百 度（バイドゥ）は自 動 運 転 技 術
「アポロ・ナビゲーション・パイロット
（ANP）
」を前面に出してモーターシ
ョーに初参加し、体験ブースには来場
者の長い列ができていた。後日、北京
の公道上で同社が手掛ける自動運転車
「ロボタクシー」に試乗したが、スピー
ドは抑え気味だったものの、見事な「自

日系はレクサスが一番人気

「エクストレイル」の 代

ダー」も根強い人気だった。日産自動

スにもなっており、上海や北京などの大

で、テスラに乗ることは一つのステータ

目モデルを発表し、ファミリー層の来場

部では車体の色をカラフルにして男性

都市でよく見かける車種である。都市

車は

が目立った。ホンダは中国初となるホン

いるようだ。

マツダは中国初投入の新エネ車となるク

がまばらで、マーケットや来場者の興味

会場全体を見渡すと、従来型のガソ

が女性にプレゼントするケースも増えて

」
「 SUV e:prototype
ダ ブ ラ ンド
を中心に多彩な車種を投入していた。

」を
ロスオーバー
「 CX-30 EV
中心に、
「アテンザ」
、
「アクセラ」など

は EV を中心とする新エネ車に向かっ

安全ドライブを楽しむことできた。同

タッフが座っている）によるレベル４の

スが一番人気である。２年前のモーター

はり、中国人からの評価も高いレクサ

外資系の存在感も健在だ。日系ではや

を漂わせていた。

ンツは、ブース全体に圧倒的な高級感

をワールドプレミアしたメルセデス・ベ

年の販売台数は前年比 ・ ％減の

中国は世界最大の自動車市場だが、

今年の自動車市場は
プラス成長なるか

ていることが強く感じられた。

リン車展示が中心だったブースは人の姿

も展示し、
「匠のデザイン力」をアピー
ルしている。

CROZZ」を公開し、会

フォルクスワー ゲンは次 世 代 EV
「ID・

場 随一の集 客 力 を 誇っていた。 新 型

社は、向こう３～５年間でこの自動運

ショーではレクサスブランド初のミニバン

EV「EQB 350 4MATIC」

転技術搭載車が 100 万台に達する

「

」の世界初公開で話題を呼んだ

と豪語している。

2531 万 台と、 ３ 年 連 続での前 年

割れだった。 年は半導体不足という、

思わぬ問題が立ちはだかっているもの

の、通年販売は４年ぶりのプラス成長

アリババと上海汽車集団などの EV 合

転レベル４の量産モデル
「W ６」
を公開。

コンセプトカー「 LF-Z Electrified
（エレクトリファイド）
」も展示され、来

のマイナーチェンジモデルを披露した。

ガファクトリー」
（ 年１月から本格操

常に賑わっていた。上海の大型工場「ギ

動にもかかわらず、お洒落なブースは

不動の人気を誇るテスラ。冒頭の騒

マーケットであり続けるだろう。

指すとし、今後も引き続き注目される

政府は 年までにガソリン車全廃を目

となる 2600 万台を見込んでいる。

弁である智己汽車はセダン
「智己 L ７」

場者からは「フォルムが超カッコいい」

テスラは
「メイド・イン・
チャイナ」
が主流

を出展した。現時点では試作レベルで、

業開始）で製造するセダン「モデル３」

」

9

が主役だが、もちろん

4

との声も聞こえた。やはりレクサスは中

が、
今回はアッパーミドルセダン「

1

中国系

E
V

S
U
V

量産化どころか販売実績すらないもの

この他、威馬汽車は、同じく自動運

21

動ハンドルさばき」
（助手席には一応ス

S
U
V
6

国で一目置かれる存在である。
E
V

の、中国恒大新能源汽車は旗艦モデル
「恒馳」を大々的にアピールした。

「 bZ4X
」
トヨタ自動車は、新型
「クラウンクルーガー」
と新型

S
U
V

を世界初公開。中国仕様の「ハイラン

年は４月 日から 日に、北京市

35

なお、中国におけるテスラの一般的なイ

や SUV「モデル Y」が展示の目玉だ。

いが、将来的にこの状況が少しでも改

ロナの影響で日中間の往来は現状難し

でモーターショーが開催予定だ。新型コ

30

善され、日本からの来場者・参観者が

21

メージは「高級感があり、かつ比較的

22

増えることを期待している。

20

安価」というもの。メンツ重視の社会
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日中協力の新たなモデルへ

一般財団法人日中経済協会 北京事務所 業務主任

が増えている。政府が打ち出す新たな

いう言葉を耳にする機会

・北京市では、両区政策と

心事や問題を踏まえた法制度の整備を

高いビジネス環境の構築や、企業の関

設が本格化した。国際化した利便性の

する」と宣言した。これにより両区建

及 さ れ た 251 項 目 の タ ス クの う

両区政策は国務院の事業計画で言

するというものである。

験をグレードアップさせながら強化拡充

区の設立は、それらの施策の内容や経

なる政策を定めている。今回のサービス

と市政府が共同提案し、 年 月に正

したものである。国家発展改革委員会

れて、さらなる重要プロジェクトに昇格

ション協力モデル区」と新たに名付けら

そのコアとなるエリアが「中日イノベー

多いと思う。両区の一連の政策において、

PR していたことから、ご存知の方も

一般財団法人日中経済協会 北京事務所

取り組みで、
「国家サービス業拡大開放

目指したという 200 余の政策・通達

％にあたる 145 項目が

●邵 程亮
●安 琦

総合モデル区（以下、サービスモデル

が打ち出され、内外企業の誘致が行わ

ち、 既に

北京市の両区政策と
「中日イノベーション
協力モデル区」
レポート

区）
」と「中国（北京）自由貿易試験区（以
れている。

中国

下、試験区）
」を建設するというものだ。

LOCAL VOICE
最近、同市や地元区政府が相次いで説

がある。サービス業の開放拡大は業界

両区と言っても、そこには大きな違い

379 社の外資企業が進 出（前年同

実行された。 年第１四半期は新たに

重点プロジェクトにも入ることになった。

域に設置する概念ではなく、市内全域

額は

ノベーション協力モデル区（以下、協力

指し、科学イノベーションエリア・国際

一方の試験区は、対象地域の開放を

え、累計投資額は 億 9000 万ド

在北京の日系企業は 2976 社に増

中日イノベーション協力モデル
区概要

区の設立をサポートし、京津冀が共同

国家主席が「サービスモデル区と試験

国際服務貿易交易会において、習近平

らサービス業の開放拡大の試行地域と

時に適用できる。また同市は、 年か

同市と河北省それぞれの優遇制度を同

トした「中日産業園」であり、これま

実は以前から存在する。 年にスター

受けるかもしれない協力モデル区だが、
15

19

式に立ち上げ、市第 次五カ年計画の

明会を開き、内外の企業からも注目を

「イノベーション協力」がキーワード

描きにくいかもしれない。このほど当事

モデル区）
」を視察する機会を得たこと

ルに達するなど、政策には一定の効果が

自由貿易試験区大興空港エリアのうち

両区政策で新たに建設された印象を

年に設立された中国（河北）

平方キロの北京区域も含まれ、

88

でにも市投資促進中心や大興区政府が

・

する。

ビジネスサービスエリア・ハイエンド産

両区政策とは

から、政策の概要と、日本企業と最も

7
表れていると言えそうだ。

32
業エリアなどの園区に限って政策を適用

49

関わりが深い協力モデル区を紹介する。

21

億 4000 万ドル（同 ・

億 3000 万ドル、外資実際利用

21

％増）となった。また 年３月現在の

興区亦荘開発区等のような具体的な区

期比 ・ ％増）し、外資導入総額は

10

の開放に目を向けるもので、例えば大

20

集めている。しかしながら両区の対象エ

58

3

で政策は適用される。

リアや、その具体的な実像は容易には

36

務所は、両区政策に含まれる「中日イ

96

して、既に 120 項目以上の全国初と

２０２０年９月４日に開かれた中国

19

97

発展できるハイレベルの開放の場を構築

9

14

管理委員会付近の風景

26
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モデル区位置図

である。グローバルスタンダー
ドに準じた知的財産権の保障
や、起業時の環境構築等のサポ

である。周辺 キロ以内の

エンド製造・デジタル経済

点産業は、医薬健康・ハイ

また、同区が誘致する重

的には外資への参入規制がまだ厳しい一

の建設に関する業務方針」により、一般

家サービス業開放拡大総合モデルエリア

大総合試行プログラムの深化および国

スタートアップ企業などの進
出が始まるが

ろだ。

近づけるように最善を尽くしているとこ

依頼することで、日本的な生活様式に

定研究院や国家獣医微生物

範囲には、中国食品薬品検

日本企業誘致に向けたビジネ
ス環境整備は続く

般航空分野などの導入も促す考えだ。

に協力モデル区に進出した企業は延べ

管理委員会によると、 年 月まで

中心等の国家級研究センタ

協力モデル区は、企業の進出に向け

社で、スタートアップ企業が大多数を

占めているそうだ。生産型の企業は約

社で、他にも大手メーカーとヘルスケ

産権裁判巡回法廷を設置したほか、知

して、市裁判所が同区のために知識財

国際的な知的財産権を保障する措置と

業は慎重に検討する段階ではないかと

時間の経過が浅いこともあり、多くの企

結ばれたという。一方、同区は設立から

アコミュニティ建設に関する協力覚書が

基金を設置した。さらには、市金融局

ァンドとともに中日国際産業創新発展

ファンドである中国国有企業構造調整フ

最大規模のプライベート・エクイティ・

資金面では、世界第２位、中国では

いう目標も掲げるが、その実現はかなり

住みやすい日本風の街並みを建設すると

低いという印象を受けた。 年までには

手段もなく、地域全体の成熟度はまだ

のの、地下鉄の開通までは車以外の移動

基礎インフラの整備は進められているも

現地視察では、オフィスビルや工場、

も２億ドルの QDLP（適格外国人有

高いハードルがあるようにも見える。

事業発展のサポートを行う。また、日

は、日本の人々の生活環境の向上と、

諮問委員会を設立した。この委員会で

業のため、各分野の専門家を招聘して

他方、同区に暮らす日本人や日本企

ることが必要だろう。

捗状況や政策の動向をしっかりと注視す

は青写真のプランでも、今後の建設の進

は、重大な意味もあると考える。現在

公表した重点プロジェクトであることに

革委員会が大きな期待を寄せ、内外に

しかしながら、市政府と国家発展改

本の大手デベロッパーに都市デザインを

ている。

限責任組合）海外投資限度額を提供し

誘致した。

的財産権保護の外国出願や法的手続な

たハードルをより下げるべく、最適なビ

4

話す。

レゼニウス・カービやシノバ

45

10

どに深い経験がある日本の専門機関を

ジネス環境の整備を続けている。例えば、

ーなどが展開するほか、フ

モデル区拡大図

ックなどの薬品大手も数多

21

23

ート、国内外の双方向を意識
した公平で透明度の高い、かつ

ハイエンド製造においては、清華工業

く進出するなど、取り巻く産業環境は

協力モデル区の管理委員会によると、

研究院と連携した大興国際水素モデル

非差別的なイノベーション環境の構築を

同区は市の中心部から南へ延長した軸

区を立ち上げ、世界をリードする日本

良好と言える。

線上にあり、五環路と六環路の中間に

の水素技術を大興空港・京東アジア物

目指すという。

位置する。車で移動した場合、約 分

流拠点などに導入する計画だ。
さらには水素・精密機械・新素材な

市における新たなサービス業の開放拡

興空港に到着できるという。近い将来に

６線が通る計画がある。
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20

どの生産企業の誘致を図るほか、
「北京

で日本大使館や天安門に、約 分で大

40

は、同区の近くに地下鉄の８号線と S

20
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CM ソングが 20 万枚の
大ヒットを記録しました
2003 年のサントリー、ウ
ーロン茶の CM ソング「大き
な河と小さな恋」ですね。あ

幼少期、ステージで歌うアミンさん（本人提供）

合戦に出演させていただき、本当に充実
した活動ができることに感謝しています。
今も中国にレギュラー番組があり、日中両
国でお仕事をさせていただいています。
新型コロナウイルス感染拡大前には、

れは自分でも驚きました。先

熊本地震の応援活動として、上海と日本

に映像と曲をいただき、そこ

の合唱団の子供たちの交流事業を主宰し

からイメージした歌詞をつけ

ました。言葉は通じなくても、音楽を通し

て歌ったのですが、もともと

て心は通い合います。慣れない試みでし

は「仮歌」と言って、他の人

たが、日中の関係者やスポンサーの皆さ

が歌うためのサンプルのよう

んに支えられて、子供たちに何か残せた

受けましたね。全然合格しませんでしたが、

な役割で収録した歌でした。でも、プロ

あの２年間を焦らずに続けたことが現在

デューサーがこのままでいいんじゃない、

につながっていますね。

と言って CM に流れることになり、思わぬ

転機は、新聞に載っていた大手芸能プ

だきました。05 年には念願だった紅白歌

結果になりました。ハルビンの凍った風

のではないかと思います。

これから、について聞かせてくだ
さい

ロダクションの社長宛で手紙を出したこと

景と人の心のふれあいを表現しましたが、

自由にありのままの気持ちを表現する

です。そこから事務職として就職するお誘

本当にすぐにできた歌で、あんまり考えな

ことで、皆さんに何かを感じてもらえれば、

いをいただき、中国語の歌の翻訳などの

い方がいい結果につながるのかもしれま

という気持ちで曲作りを続けています。今

仕事を始めました。芸能界ではよくあるの

せん（笑）
。

はコロナ禍で誰もが大変な時。少しでも

ですが、デスクワークをしながらミュージ
シャンと仕事をすることでデビューの機会
を探すというものです。そこから爆風スラ
ンプ・ファンキー末吉さんが音楽を手掛
ける映画「香港大夜総会」のサントラに

アーティストとしてはもちろん、日
中の交流事業まで活動の幅は拡
がっていますね

私の歌で勇気やエネルギーを感じてもら
えればうれしいです。
日本語と中国語を交えた歌が多いので
すが、時代の流れでしょうか、最近は全

シンガーソングライターとして発表した

て中国語の歌詞でも受け入れられると感

のは 50 曲くらいでしょうか。カバー曲も

じていますね。私は、歌を通した日中の

初めてのレコーディングでは、心から笑

含めると歌った曲はもう数えきれないです

つなぎ役・架け橋になりたいと願っていま

いが止まりませんでしたよ。夢の一つが叶

ね。アルバムはコンビネーションを含めて

す。これからも、日本語でも中国語でも、

った思いと、結果が出るまでは中国に帰

30 枚ほどあります。NHK の「上海ウォー

歌は心に響くものと信じて、作品を生み、

らないという自分に課した目標の達成感

カーズ」のナビゲーターや中国語講座の

歌い続けていきたいです。

でしょうか。トップアイドルはいつまでも

主題歌や、愛知と上海のそれぞれの万博

続かなかっただろうし、この経験はお金

でのイメージソング、映画「西遊記」の挿

には代えられないものでしたね。

入歌など、さまざまな経験をさせていた

携わり、96 年のデビューとなりました。

ソフトな口ぶりで、苦労話でも笑顔を

絶やさない。新曲「DAIJOBU 没关系」
でも、オールドジャズの調べに乗せ、穏

やかな気持ちをいざなうアミンさん独特
の雰囲気を漂わせる。今はオンライン配
信が主体だが、年内には次作のアルバム

発表も予定するなど、積極的な活動は続
く。日本で活躍する姉の二胡奏者ウェイ

ウェイ・ウー（巫謝慧）さんとは、音楽よ
りもグルメが話題の中心だとか。

（聞き手：日中経済協会・横山達也）

来日直前の一葉（本人提供）

交流事業にて 日中の子供たちと（本人提供、
17 年 3 月）
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インタビュー
「この人に聞く」

歌声は海を越えて

ま

（amin アミン）
シンガーソングライター 巫慧敏
さん

だ冬の寒さが肌を刺す、ある晴れた日の午後。関東地方の山あいに澄んだ歌声が響く。「春天哟
来吧（春よ来い）
」だ。中国語と日本語を交えて歌うのは、上海市出身のシンガーソングライター、
巫慧敏さん（日本では amin、アミン）
。中国初のテレビ歌合戦の番組に一般参加で優勝し、中学
生でデビュー。中国大陸では知らない人はいないほどのトップアイドルとして君臨していた 1992 年、新たな
ステージでの活躍を夢見て海を越え、語学留学やアルバイトなどの苦労を経て、日本デビューも果たした。
サントリーウーロン茶の CM ソング「大きな河と小さな恋」などのヒット曲をはじめ、2005 年には中国本土
出身の歌手として初めて「NHK 紅白歌合戦」に出場するなど、中国出身アーティストのパイオニアとして、
日中に多くのファンを持つ。また、音楽を通じた日中両国の子供たちの交流活動などにも取り組み、年々そ
の活躍の幅を広げている。
た。来日前には、日本でのデビューは難

テレビ番組が芸能界へのきっかけ
と聞きました

どうして日本で活動をすることに
なったのでしょうか

中国では 1980 年代から海外の音楽

デビュー以来、中国各地を移動しなが

日本で歌うなら、まずは日本語を話せ

が聴けるようになりましたが、当時はロッ

ら、テレビやラジオ番組の出演、レコー

なきゃということで、専門学校に。午前

クがまだ解禁されていなくて、ケニー・ロ

ディング、ステージと毎日が慌ただしく過

中は授業で、午後からは喫茶店でアルバ

ジャースなどのカントリーソングや、日本

ぎました。自分で言うのも少し恥ずかしい

イト。中国とは流行りの音楽が違うので、

のアーティストだと、さだまさしさんのフ

ですが、当時はトップアイドルと呼ばれ、

レンタル CD を借り、カラオケで一人で練

ォークソングが人気でした。私の家では、

どこに行っても声を掛けられることが当た

習しながら、デモテープを作ってはレコー

父親が新聞社に勤めながらキャンパスソ

り前のような日々でした。

ド会社に送り、オーディションもたくさん

ングの作曲を手掛けていた影響もあり、

後の自分は今以上に進歩して

て、流行りもの好きな父から勧められた

いるのかと自問するようにな

楽器がギターでした。当時、ギターを手

り、恵まれた環境で順調すぎ

にするのは、
「やんちゃな」若い男性とい

ることにむしろ不安を感じる

うイメージが強く、弾き語りをする女の子

ようになっていました。そん

はいなかったと思います。小学生のころか

な時に、中国で大人気だった

ら近所の人たちの前で歌っていましたね。

日本の紅白歌合戦を見て、こ

デビューのきっかけは、上海のテレビ

こを目指そうと思ったんです。

局が初めて企画した家族歌合戦の番組で

もちろん、みんな驚きました。

優勝したことです。歌合戦は生放送で、

大学進学も決まっていたので

３週にわたり視聴者投票で勝ち抜き戦を

すが、両親の許しもあり、思

行うもので、我が家以外はプロの演奏者

い切って日本行きを決めまし

ばかり。父はお茶碗を箸で叩き、母は竹

た。私が日本に行く、という

竿でリズムを取るというおかしさが良かっ

タイトルのテレビ特番まであ

たのか、視聴率 97％という信じられない

ったんですよ。

知られることに。その後すぐに別の歌唱コ
ンテストで入賞し、中国で当時史上最年

日本デビューまでは苦
労もあったのでは

少の CD デビューとなりました。そういえ

日本に来たら、誰も私のこ

ばこのテレビ番組のスポンサーは、日本

とを知らない。普通の女の

のメーカーのカシオさんで、このご縁から

子として扱われることに嬉し

今でもお付き合いがありますね。

さを感じながら、もちろん寂

オンライン配信の収録に臨むアミンさん（撮影：横山達也、

しい気持ちや不安もありまし 21 年 2 月）
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嫌いの性格もあり、くじけませんでした。

でもある時期から、10 年

子供のころから音楽に触れる機会は多く

番組で優勝してしまい、全国的に名前が

しいと言われていましたが、そこは負けず
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MUFG バンク（中国）有限公司
リサーチ＆アドバイザリー部

用
図２

配当再投資の申請フロー（増資の場合）
※ 地域によって異なる場合あり
投資先企業

配当元企業
PBOCシステム
情報登録
（銀行経由）

PBOCシステム
情報登録（銀行経由）

配当の
董事会決議

源泉税優遇の税務局
承認取得

▼

▶
◀

PBOC：中国人民銀行

規定に基づき源泉税を申告納税していないものとみなされ、源
泉税に加え、法に則って延滞税の責任が追及されます。延滞税

＜出資者＞

▼

国内
人民元送金

た場合、配当元企業に責任がある場合を除き、域外投資者は

▼

増資に関する SAFF
システム登記（銀行経由）

◀

受している域外投資者が規定条件に合致していないと判断され

の計算期間は、関連する利益を支払った日が起算日となります。

増資の商務・工商へ
入金

▼

銀行へ国内人民元
送金依頼

当局の事後管理審査において、暫定的な源泉税の優遇策を享

▼

増資の
董事会決議

▼

金前）ではなく事後（投資実行後・送金後）となります。税務

人民元口座へ
入金

7日以内
SAFE：外貨管理局

●配当再投資の場合でも出資者は域外投資者ですので、投資
先企業は域外投資者が直接投資した子会社で外商投資企業と
なります。
＜地元政府＞
●投資先企業が地元政府と優遇政策を交渉する際に、
「域外
からのニューマネーの有無」や「域外投資者名義での外貨建て
出資の有無」等を地方政府が前提条件とする話を聞きますが、
優遇交渉にあたって重要なポイントの一つとされることが多々
あります。

フローの一例です。配当元企業と投資先企業それぞれで対応す

●「配当再投資のため、送金ルートは国内人民元送金となるが、

べき手続きがありますので、お互いに旨く連携することが必要

出資者は域外投資者であること」等の事実関係を正しく地方政

です。

府に伝えておくことが重要です。

5．留意事項

6．おわりに

＜銀行手続き＞

中国は 20 年来のコロナショックからの立ち上がりも早く、21

●送金ルートは「
（中国）配当元企業→（中国）投資先企業」

年の経済成長率は８％前後まで回復するとの予想ですが、コロ

となり、資金は域外に送金せず、本社を経由しません。

ナの影響で人の往来が難しくなっていること、中資企業の技術

●送金ルートは国内送金となりますので送金通貨は人民元に限

力や競争力が想定よりも早いスピードで向上していること、政

定されています。

府主導のカーボンニュートラルに向けた動きが今後加速してい

●送金のタイミングは投資先企業の所在地における新設や増

くこと等、足元で外部環境にも大きな変化が生まれています。

資等の投資許認可手続きが完了した後となります。

これらの事業変化を踏まえ、中国市場にコミットしたい日系

●入金口座は、新設や増資の場合、投資先企業名義の人民元

企業より、中国市場で勝ち続けるために中国における事業拡大

一般口座になります。資本金ですので、資本金の資金使途は関

や投資拡大についてご相談をいただく機会が増えてきておりま

連規定を遵守する必要があります（例：有価証券の購入、非自

す。配当再投資は日本本社の資金負担を軽減できるスキームと

社用不動産の購入、非グループ会社への委託貸付等の資金使

して、ここ 2、3 年で規制や当局手続き等が整備されてきており、

途は不可）
。

また実行された事例も増えてきていますので、今後日系企業に
よる配当再投資のさらなる活用が期待されます。

＜税務関連＞
●投資回収（譲渡や清算等）時の対応は非常に重要です。域外

〔参考資料〕

投資者は持分譲渡や清算等の方式で、優遇策を享受した投資

■通達：財税 [2017]88 号、財政［2018］102 号、銀発［2020］330 号、

を回収する場合、投資を回収した後７日以内に税務当局に対し

国家税務総局、国家外貨管理局公告 2021 年第 17 号

申告し、繰延した税金を追納しなければなりません。この優遇

■資料：MUFG Bank（China）実務・制度ニュースレター2018 年 2 月

策は源泉税を免除する政策ではなく、繰延により域外投資者

09 日 第 214 期

の一時的な負担軽減を図る政策です。

MUFG Bank（China）実務・制度ニュースレター2021 年 1 月 11 日

●税務当局による適用可否の条件確認は事前（投資実行前・送

第 253 期
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中国ビジネス Q&A

中国における配当再投資優遇政策の活

コロナから一足早く経済回復を実現できている中国への投資拡大を検討しています。既存の中国現地法
人からの配当を活用して中国に対する再投資を行う際に、配当再投資の優遇政策が存在すると聞いてい
ますが、その詳細について教えてください。
域外投資者は、中国内子会社の利益（配当金）を用いて中国において再投資を行う際、条件に合致す
る再投資であれば、域外投資者が配当に対して源泉徴収される所得税（以下「源泉税」
）を納付せず（繰
り延べて）再投資を行うことが可能です。
実務上、配当再投資優遇政策の活用について適用条件や注意事項もありますので、それについて解説します。
※本稿は 2021 年 7 月 7 日時点の中国関係当局の規定・資料に基づき作成

１．政策背景

表

配当再投資の適用条件
項目

内容

①

再投資の形態

中国国内の「増資、新設、持分買収等
の権益性投資」であること
（※戦略投資を除く上場株取得、関連
会社からの持分買収は対象外）

②

再投資の原資

配当等の権益性投資収益であること

③

再投資の送金
ルート

配当元企業から投資先企業へ直接送金
すること（例：配当金を日本に戻して
一定期間留保した後、中国に投資金と
して送金するケースは適用対象外）

再投資の業種

外商投資項目の「禁止類」プロジェク
ト・分野に該当しないこと
（ 参 考 ）『 外 商 投 資 ネ ガ テ ィ ブ リ ス
ト』（2021 年 7 月 7 日現在の最新版は
2020 年版）

中国の企業所得税法では、域外投資者（非居住者企業）が
取得した中国域内の株式利息、配当等の権益性収益に対して、
10％の税率、あるいは租税条約による優遇税率で源泉税が徴
収されてきました。
（例：日本向け配当の源泉税率は 10%、香
港向けは５% 等）
一方で、外資のさらなる誘致のために、多くの国において投
資を奨励する税収優遇政策があります。中国においても税収優
遇政策がありますが、最近では 2017 年と18 年に繰延納税の
優遇政策が発表されています。配当再投資にかかる税務コスト
を抑える優遇策を示すことで、域外企業による投資を呼び込む
ことを狙いとしています。17 年の政策では配当再投資の優遇

④

策を「奨励類」外商投資項目のみに限定されていましたが、18
年の政策では「禁止類」以外のすべての外商投資項目まで拡大

図１はそのスキームを示したものです。通常のケースと比べ、

されています。

二つの違いがあります。一つ目は、本来は域外投資者が負担す

２．内容概要

る配当部分の源泉税は送金（配当）する時点で繰り延べされる

配当再投資の優遇策は、域外投資者が中国内子会社の利益

点で、二つ目は、配当資金は域外に送金されず、配当元企業の

（配当金）を用いて中国で再投資を行う際、条件に合致する再

現地法人 A から投資先企業の現地法人 B に直接送金される点

投資であれば、配当に対する域外投資者負担の源泉税を繰延
可能とするものです。

図１

３．適用条件

配当再投資のスキーム
通常のケース
域外投資者

源泉税

▲

①配当

本件を適用したケース

②再投資

域外投資者

源泉税繰延

配当再投資の主な適用条件は表のとおりで
す。

４．申請手続き
域外投資者が上述条件に合致する場合、
配当元企業を通じ要求に基づき申請報告を行

▼

現地法人 A
（配当元企業）

▲ ▼

現地法人 B

▼

親会社名義
再投資

現地法人 A
（配当元企業）
▶
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です。

資金

▶

▼

現地法人 B

▶

資本

い、あわせて上述条件に合致していることを
証明する資料を提供しなければなりません。
配当元企業は規定に合致していることを確認
した後、その税務当局に備案手続を行います。
図２は配当再投資による増資の場合の申請

JC ECONOMIC JOURNAL 8 月号 情報クリップ

訃報
日中経済協会の前名誉会長である中西宏明氏（株式会社日立製作所相談役）が、去る６月
27 日に逝去されました。享年 75 歳でした。
中西前名誉会長は、2003 年から 2005 年まで当協会の常任理事、2016 年から 2018 年ま
で副会長、同年から 2021 年５月まで名誉会長を務めました。とりわけ第 44 回（2018 年）お
よび第 45 回（2019 年）の日中経済協会合同訪中代表団では、最高顧問として、日本の経済
界を代表して中国の国家指導者と意見を交わすなど、両国の経済交流の促進にご尽力いただき
ました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

4/6

2021 年 6 月

■ 6/9 2021 深圳市－日本ビジネスセミナー・日中企業
交流会を開催

当協会と深圳市商務局は、同市の投資環境や魅力を知り、日
本企業とのマッチングを図るセミナー・交流会を開催した。同市
のリアル会場と日本の各参加者をオンラインで結び、100 人以
上が参加した。
イベントは２部構成で、前半では張非夢深圳市商務局長など
の挨拶に続き、同市の投資環境の説明や、日本企業５社による
事業概要の紹介、最新の外資優遇政策やオープンイノベーショ
ンの現状などに関する質疑応答が行われた。後半では、日中の
企業８社が分野ごとにプレゼンテーションと質疑応答を行って交
4/24
流した。

■ 6/18 蘇州中日グリーン産業イノベーション協力モデ
ル区のキックオフセレモニー参加

蘇州中日グリーン産業イノベーション協力モデル区のキックオ
フセレモニーが行われ、モデル区建設に協力する当協会も参加
した。モデル区は、江蘇省蘇州市高新区が建設し、省エネル
ギーや環境関連の日系企業の誘致・集積を図るもの。当協会は
2019 年に高新区でビジネスマッチングを目的に省エネ技術交流

会を開き、20 年には同区と国家発展改革委員会国際合作中心の
３者で建設促進の協力覚書を結んでいる。
セレモニーは、在上海日本国総領事館と蘇州市政府が 21 年
から進める交流事業の一つ「日中企業イノベーション協力フォー
ラム」の 1 セッションとして行った。李亜平蘇州市長や方文浜蘇
州高新区書記などが出席し、新たな協力プラットフォームへの期
待を寄せた。

■ 6/25 漢中市 日中介護・健康ビジネスカンファレンス
2021

陝西省漢中市の国家級漢中経済技術開発区は、
「漢中市 日中
介護・健康ビジネスカンファレンス 2021」
（当協会後援、日経
BP 総合研究所協力）を上海市で開催した。漢中市は生薬分野
での栽培能力や大手製薬企業が立地する生産力を背景に、現代
医薬産業チェーンの構築を積極的に推進している。一方、商品
化や加工能力の面で改善の余地があるとして、優位性を持つ日
本企業との協業にも意欲を見せている。イベントでは、同市の政
府幹部をはじめ日中の企業・団体関係者が、健康医療産業の発
展や日中連携の重要性について講演した。上海市のメイン会場
には約 100 人が出席し、オンラインで 170 人以上が視聴した。

2021年 9月号は・・・
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編集後記
パリコレは上海で作られる。冗談にも程があると言われそうだが、少なくともファ
ストファッションの流行は中国で生まれているようだ。特集でも触れているが、
世界的なデザイナー事務所やデザインの制作機能は中国に集中している。現地
在住の日本人が、上海で買った服は２年後に日本で流行すると言ったほど。中国
ファッションはズレている、今でも中国のイメージは人民服、などと言っていると、
人民服が先端ファッションに変化しても気づかないかもしれない。政治経済も同
様に、
過去のイメージにのみ縛られると今の中国を見誤ることになるかも。オシャ
レは外見だけでなく、脳内からも必要だ。
（横山）

＊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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日中経済協会の出版案内

データと図表で理解！

変わる中国

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。
A4判180ページ・本文2色刷・一般財団法人日中経済協会 2020年10月30日発行
定価 4,950円
（本体4,500円＋税10％）／会員価格 3,300円
（本体3,000円＋税10％）
ISBN978-4-88880-293-2

クス、日本・中国・米国の主要指標比較、農業、工業、商業、
中国の企業、エネルギー、運輸・通信、固定資産投資、労働・賃金、
物価、財政・金融、省エネルギー・環境保護、高齢化対応
Ⅶ地域経済 省・直轄市・自治区経済データ、主要都市経済データ、
東・中・西・東北地区経済指標比較、投資誘致地区の種類と概要、
各種開発区・税関特殊監督管理区域名称一覧、新型都市化
Ⅷ対外経済 貿易、投資、国際収支
Ⅸ日中経済 貿易、直接投資、日本の対中経済協力、日中長期貿
易取決め（LT）契約状況、邦銀の中国支店・現地法人、在留
邦人数
Ⅹ法制度 中国の法令類、中国の主要法令一覧
XI 巻末 日中政府間協定等、日中基本四文書等、中国関係大事記、
在日本中国経済関係機関連絡先など

〈主な内容〉
Ⅰ概況 政治・経済基本データ一覧、一級行政区概況、人口、
主要都市の月別平均気温と年間降水量、祝祭日とその他の記念日
Ⅱ政治体制 政治機構図、中央組織人事、国務院組織人事、共産
党の党大会及び中央委員会全体会議の開催状況、全国人民代表
大会の開催状況、国家指導者及び対外経済関係部門指導者の略
歴、地方人事、主要経済関連政府機関組織人事
Ⅲ2019 年の経済
Ⅳ2020 年の経済
Ⅴ第 13 次五カ年計画他 第 13 次五カ年計画の概要・主要指標・
主要重点項目、改革の全面深化の決定（概要）
、依法治国の全
面推進の決定（概要）
、中国製造 2025（概要）
Ⅵ国内経済 国内総生産と国内総支出、中国の経済成長とトピッ

日中経協ならではの

信頼のデータ集
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好評発売中！
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●ご購入は下記にお申し込みください。
ご購入は下記にお申し込みください。
東京官書普及株式会社
政府刊行物東京サービス・ステーション

〒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お申し込みになれます。
URL http://www.tokyo-kansho.co.jp

●Amazon Japan、最寄りの書店でもご購入できます。

●海外からの注文、購入をご希望の方は下記にお申し込みください。
株式会社 OCS
海外生活サポートサービス
Tel.03-5534-7965
下記ホームページからお申し込みになれます。
URL https://www.ocs.co.jp

※賛助会員は会員価格でお求めになれますので日中経済協会総務部までご連絡ください。Tel.03-5545-3111 Fax.03-5545-3117
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