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中に届けることができたことに深い感銘を受け、政府、

トコロナを予感させる爽やかな感動を東京から世界

を閉じました。コロナ禍との闘いの中、ポス

年ぶりに東京開催となったオリンピックが幕

に 年に及び、常に新しい試みを加えた互恵関係を

太平洋保険を戦略的パートナーとする提携関係も既

となっています。中国三大保険グループの一つである

当社が中国事業を推進する上での一貫した基本姿勢

表したいと思います。

大会関係者、医療従事者のご努力に対し深い敬意を

しています。２０２０年末には、中国の中堅生命保

ベースとした協業を通じて、両社の事業発展に貢献

険会社である交通銀行人寿保険有限公司の持分を取

中国政府関係者も大切なパートナーです。 年

かつて関東大震災の時、時代を超えた逞しい事業

だけの「復旧」ではなく、
新しいものを創造する「復

月、中国政府、中国保険業界と連携し、上海市で「国

得することで新たなパートナーを獲得し、中国の生

興」という言葉を使って都市計画の指揮を執り、見

際貿易保険プラットフォーム」の構築を主導し、新事

構想力をもって、東京を世界に通用する偉大な都市

事に首都東京を復興に導きました。現在のコロナ禍

業を開花させました。 年

命保険事業という新領域での事業拡大に期待をかけ

の中でも、各企業はポストコロナを見据えて、元の

長の経済顧問を務めた広東省において、省政府、中

に改造する夢を追いかけたのは後藤新平です。彼は、

状態に戻すのではなく、新常態に適応した新しい事

国保険業界と連携した「海外進出企業向け保険プ

ています。

業スタイルの定着を目指して奮闘しているように感

ラットフォーム」の開発を主導し、広東省所在企業の

震災の惨状を目の当たりにして、元通りに修復する

じます。

11

月には、かつて私が省

20

保険募集活動が制限されたこともあり、営業活動の

当社の取り組みを紹介しますと、コロナ禍で対面の

を含むパートナーとの強固な信頼関係の礎があって、

た。ご紹介した新たな取り組みは、中国政府関係者

海外投資を支援する新たな制度をスタートさせまし

かせないキーワードとして大事にしていることに、
「ビ

紹介させていただきます。当社が中国事業成長に欠

態下における日中、アジア、そして世界の復興の一翼

WIN となる新しいビジネスモデルを創造し、新常

と考えています。日中両国が相互協力の下、WIN

も、日中隣国関係の絆は、ますます深まっていくもの

る中国ではありますが、ポストコロナの時代において

コロナ禍の影響を短期に抑え込み、成長に邁進す

デジタル化を進め、AI を使った顧客開拓システム

年を迎える当社の中国事業についてもご

ジネスパートナー」があります。ビジネスパートナー

今 年満

対する社員の意識改革も進みました。

ト会議とテレワークが一気に進むと同時に、新常態に

実現に至ったものです。

5

を全国の代理店に導入しました。働き方では、リモー

21

を担うことを心より願っています。

40

とともに中国へ貢献し、共に成長・発展することは、
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日中経済関係に望むこと
■垂 秀夫

が、互いに引っ越しできない関係にあ

様々な懸念事項や立場の違いがある

とに加え、重層的なサプライチェーン

いち早く回復した巨大市場であるこ

同時に、中国市場は、コロナ禍から

配の一層の確立を強く要請したい。

には、国際的なルールに則った法の支

毎年作成し、中国の中央政府・地方

会が「中国経済と日本企業白書」を

求めていきたい。この点、中国日本商

正・公平で透明性ある運用を官民で

のとならないよう、規定の明確化や公

ながら、規制対象が過度に広範なも

かなど様々な意見があり、その多くに

ついては、監視社会を招くのではない

他方で、中国が進めるデジタル化に

がある。

速さや規模の大きさは目を見張るもの

現に、中国の先端技術の社会実装の

性を誇っていたが、今はそうではない。

じて、中国政府には、国

る以上、安定的で建設的な関係を構

が構築されており、グローバル企業に

政府に建議していることは有意義な活

は賛同する。しかし、中国経済の持つ

の発効後の着実な履行や世界貿易機関

築していくことしか選択肢はない。中

とって特に重要な市場の一つとなってい

動である。

際的な枠組みも参考にし

国が必ずしも国際的なスタンダードで

る。このため、多くの企業が中国のビ

（WTO）での取り組みなど、 中 国

行動していない課題もあるが、これに

ジネス環境の動向に注目しているが、

については、我々は客観的に見極めな

歩できないところは絶対に譲歩しない。

ならない。言うべきことは主張し、譲

し合える関係を構築しておかなければ

３団体が中国指導部と毎年交流し、

日中経済協会をはじめとする経済

れば、企業の経営判断にも影響する。

ない。ビジネス環境の不確実性が高ま

中国を直視すること。中国は 億人

は、好き・嫌いの感情抜きにリアルに

中国とつきあっていく上で重要な点

評価すべきではないか。

点も悪い点も含め直視し、客観的に

や、日中経済の重要性について、良い

日中両国は隣国であるからこそ、

対して我々ははっきりと主張していく。

中国の法制度に対する懸念も少なく

一方で協力できるところは積極的に協

ければならない。中国経済の現実の姿

２．
リアルな中国の直視に
よる日中関係の維持発展

ダイナミズムという「現実の一側面」

そのためには、いかなる時も率直に話

１．「是々非々」
で安定的な
ビジネス環境の構築

FOCUS
な包括的経済連携（RCEP）協定

してビジネスを行うためにも、地域的

万社以上にのぼる。日本企業が安心

くの日本企業が進出し、その数は３

中国の改革開放以降、中国には多

な関係を構築することが重要である。

力していく。
「是々非々」で、安定的

待し、我々も支援したい。それを通

と中国政府との一層の交流強化を期

対話を実現している。我が国経済界

界はリモート方式で中国首脳級との

難しさはあるが、米国や英国の産業

重要な活動である。コロナ禍で交流の

働きかけを行ってきていることは大変

質ともに中国に対して圧倒的な優位

じている。以前は日本の製造業は量・

には注目すべき「質的な」変化も生

今後も続くだろう。日中の経済関係

ての中国の存在は昔も今も変わらず、

育っており、成長する巨大な市場とし

もの人口を抱え、中産階層も着実に

ることを期待している。

み、グローバル経済の中で一層発展す

ら、巨大な中国市場を巧みに取り込

本企業が、現実主義的なアプローチか

本経済が繁栄していくことにある。日

に直視し、グローバルな経済の中で日

我々の目的は、中国の現実をリアル

14

垂秀夫大使

2

JC ECONOMIC JOURNAL 2021.9

JC ECONOMIC JOURNAL 9 月号 FOCUS

３．過度に萎縮せず、
したたかに利益を追求

いものの、日本の技術力にはまだ優位
性があるということである。中国の速

ほしい。

回開催し、計 402 件の協力案件を

締結してきた。 年 月の会合では、

が磨かれる側面がある。日本企業は非

されることで、企業の技術力・営業力

ような分野で協力していくことは重要

相互補完性を持つ両国が、例えば次の

我が国の国益に寄与する観点から、

環の実現に貢献することを期待する。

せ、世界における経済と環境の好循

が互いの特徴を活かして協力を深化さ

での連携が確認された。今後も両国

水素・カーボンリサイクルなどの分野

月末に着任するまでの間、約 150
常に激しい競争環境の中で優位性を保

と考えている。

４．
日中経済協力の可能性

の日本企業や団体の代表者から個別
持し、ビジネスを獲得している。言う

第 にヘルスケア・少子高齢化に関

入ともにプラス成長が続いている。ま

き続き活発で、 年６月以降、輸出

コロナ禍を経てもなお、米中貿易は引

との重要性である。例えば、
米中対立、

で、
「したたかに」利益を追求するこ

関係も必ずしも好転していない状況下

第１に、米中関係が悪化し、日中

することができると私は信じている。

きてこそ、
「戦略的互恵関係」を実現

力の維持・強化に直結する。それがで

とは、日本経済、ひいては我が国の国

「攻め」の姿勢で中国において稼ぐこ

勝ち抜くことはできない。日本企業が

徹していては、グローバルビジネスを

ることは大前提であるが、守りのみに

強く認識される中、技術やデータを守

ど、日本の医療関係者や企業の知見が

齢者の住宅生活を支える介護用品な

技術や優れた医薬品・医療機器、高

る。癌をはじめとする慢性疾患の治療

長があり、中国も高い関心を示してい

分野である。日本はこの取組では一日の

を発達させることは、両国共通の関心

高齢化を促進し、医療サービスや技術

する協力強化である。健康で活力ある

用していただきたい。大使公邸は日本

たい。また、大使公邸を積極的に活

していくので、遠慮なく相談いただき

平な市場環境を実現するために主張

掲げている。中国政府に対しては、公

として、邦人保護と日本企業支援を

私は着任以来、大使館の重要任務

５．
日本企業の活動を全面的
に支援

た、現在、日中間の航空便は北京直

1

便数が限定的であるが、米中間で就

行便がなく、需要が大きい上海便も

共産党の指導を第一とする社会経済

中国でビジネスを行う上で、中国

第 に環境・省エネ分野の協力促

中国でも活かされることを期待する。

くのは当然である。日本産品を紹介

国民の共有財産であり、使っていただ

の２点である。

に話を聞く機会を得たが、実際に中

いビジネス展開と激しい価格競争に晒

12

までもなく、経済安全保障のリスクが

私は 2020 年９月に発令され

20

国に来てみて強く感じていることは次

11

でビジネスを行う上でのライセンスを

る。さらに米国系金融機関は、中国

航している航空便の多くが上海便であ

化への対応については、 年 月に梶

は存在する。米中による輸出管理強

が、どの国にもそれぞれ固有のリスク

体制という中国固有のリスクはある

責任を果たすべき課題であり、二国

環境問題は、日中が大国として共に

候変動、海洋プラスチックごみ等の

進である。地球規模の課題である気

会などを今後も積極的に実施したい。

するイベントや日中ビジネス間の交流

年は日中国交正常化 周年であ

数多く獲得しているほか、米国企業は

2

ており、こうした点で米国の「したた

イレベルでの対話・交流は着実に続い

ほかにも、中国指導部と米国官民のハ

ジネスを積極的に展開している。その

カーボンニュートラルの分野で対中ビ

ていただく必要は全くありません」と

れている内容を超えて、過度に萎縮し

あります。各国の輸出管理上求めら

の競争条件を確保することも重要で

山経済産業大臣が「他国企業と同等

ルの実現を目指すと表明した。これま

2060 年までにカーボンニュートラ

我 が国は 2050 年 まで、 中 国は

協力していきたい。気候変動に関して、

間、第三国・多国間の場で積極的に

もに外部環境に影響されない、安定的

深まることは重要である。皆さまとと

め、様々なレベルにおける交流が一層

係を担っていく両国の若い世代をはじ

える。将来を見据え、未来の日中関

り、両国にとって大きな節目の年を迎

14

かさ」を感じざるを得ない。

ねていきたい。

で建設的な関係を構築する努力を重

50

で両国間では、閣僚級の「日中省エ

22
発言されている。日本企業には過度に

11

ネルギー・環境総合フォーラム」を

20

委縮することなく、ビジネスを進めて

第２に、中国企業の追い上げが著し
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１．
日中国交回復の井戸を
掘った人々

石橋湛山 （1884 ～ 1973 年）

戦前、石橋湛山は日本の大陸進出

国交正常化の実現を政権構想の重要

人自身が決めることだ」と述べ日本

王道の先駆となるのか、それは日本

運動が展開されていった。この間、国

中交流の促進、国交正常化を目指す

の対中政策の温度差がある中で、日

組織した時の理念は、貴国との連携

「私が日本の総理大臣として内閣を

に向けた流れを作った。

ように発言し、その後の国交正常化

講和条約・日米安保体制下で米国の

民共和国の支持国は増大し、 年

国を承認、国連代表権を巡る中華人

のごとく一致団結し、東洋の平和を

筆者プロフィール

事官、中小企業小規模企業部長、日本銀行政策

学教授（慶応大学・清華大学共同プロジェクト３
委員、国民生活局長、経済企画審議官、慶応大

Ｅ「エネルギー・環境・経済」プロジェクト日本

際委員会）ＷＧ議長、日本大学大学院ビジネス・
代表）
、CCICED（中国の環境と開発に関する国

スクール研究科長等を経て国際善隣協会諮問委

員、地球産業文化研究所理事等に従事。

72

2

正常化（田中角栄内閣）
、 年日中

72

華人民共和国と日本はあたかも一国

国はその目的を達成するために、経

済において、政治において、文化にお

努力が払われた。その代表人物とし

交正常化を目指し多数の先人による

こうした中、日中交流の促進、国

のため、有効に活用することに努め

来結んだ関係は、前期の目的の実現

両国がソ連、北米合衆国その他と従

し、お互いの交流を自由にすること。

いて、できる限り国境の障壁を撤去

て、石橋湛山、松村謙三、高碕達之

ること」

石橋の日中国交正常化模索の背後

助、岡崎嘉平太の 氏の業績を回顧

結に至った。

平和友好条約（福田赳夫内閣）の締

78

4
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交正常化のイニシアチブをとることが

中ソ関係の変化の中で、米国の対中

はじめに
日本近代史における日中関係は、

戦略は新しい模索が求められていた。

できなかった。また、中ソ論争による

日清戦争、対華 カ条の要求と五四

一方、中国では大躍進や文化大革命

こうした国際環境の下、
岸信介内閣

テーマと考えたが、不幸にして健康

に一貫して反対し、「小日本主義」の

年）
、池田勇人内閣

上の理由で政権を去った。総理辞任

等内政上の混乱が加わり、情勢はよ

（1957 ～

年）
、佐藤栄作内閣

下でアジアの繁栄を主張した。日中

本人が支援した辛亥革命の指導者・

（1960 ～

後の 年、周恩来との会談で以下の

り複雑化していた。

孫文は、1924 年「日本は欧米列

（1964 ～ 年）と続く歴代内閣

を去ったが、日本は前者の道を歩んで

際政治における中国の存在感は高ま

世界戦略の中に組み入れられた日本

月には日本政府の頭越しに米国ニク

護り、合わせて世界全体の平和を促
1967 年通産省入省、OECD 日本政府代表部参

を実現したいというものであった。中
政府は、独自のアジア外交、日中国

ソン大統領の電撃的訪中となり、こ

進する一切の政策を指導すること。両

戦後、冷戦構造とサンフランシスコ

しまった。

を図り、その力を梃子に世界の平和

59

り、 年にフランスが中華人民共和

72 64 60

宮崎滔天、梅屋庄吉など多くの日

強の覇道の走狗となるのか、アジアの

で推移した。

にも日本が主導したアジア政策の下

運動、満州事変と日中戦争等、不幸

21

うした内外情勢を経て 年日中国交

64

し、今後の日中関係を展望したい。

4

一般社団法人国際善隣協会 諮問委員、一般財団法人地球産業文化研究所 理事、一般財団法人国際経済連携
推進センター 理事、一般財団法人機械振興協会 理事、一般社団法人フォーカス・ワン 代表理事

井出 亜夫

稿
特別寄

日中国交回復の井戸を掘った
人々を回顧し、
今後の日中関係を展望する

JC ECONOMIC JOURNAL 9 月号 特別寄稿

には、単に両国関係の正常化だけで
生を永遠に讃える」と以下の追悼の

ダン・マーチャント・スピリットだと

て奉仕の精神を発揮することが、モ

て幾多の困難をしのいで 年、幸いに

かったか。この申し合わせの馬に乗っ

して国境（日中国交正常化 年 月）

国境は越えた。だが、天竺―日中

にたどり着くことができ、覚書貿易の

こうした公共精神は、周恩来はじ

世世代の友好―の道はまだ遠い。終

いた高碕は、自らの命を顧みず引揚

唱えた。終戦時、満鉄総裁の地位に

詩を送っている。
渤海は広々としているが、一艘の小

なく、世界平和の追求という理念・
理想が存在した。
舟によっても航海ができる。
交を親密にし、国内にあっては農業面

め中国関係者に対し、強い印象を与

使命を果たし得たのではなかったか。

石橋の構想を背負って日中国交正
（ 注 ： 農 地 解 放 ）に全 力を傾 注さ

者の支援に全力を挙げた。

常化への道程を歩いたのは松村謙三で
先生の遺志を継ぐ人は必ず現れ、

年 月に田中内閣の下で日中国

会議に鳩山内閣を代表して臨み、周

バンドンにおけるアジア・アフリカ

年、高碕達之助はインドネシア・

高碕達之助 （1885 ～ 1964 年）

間で、様々な苦労があった。著書「終

対し厳しい批判を展開する中国との

のになった。佐藤内閣の対中姿勢に

通じて周恩来との友情は益々強いも

学生との交流に始まり、MT 貿易を

との関係は旧制高校時代の中国人留

努めたのが岡崎嘉平太である。中国

LT 貿易に続く、MT 貿易の推進に

アは ％（対米 ・

2020 年の日本の対中輸出額シェ

よる中国経済社会の発展を反映し、

ル経済社会の展開、改革開放政策に

きた。この間に冷戦の終結、グローバ

流は様々な分野で展開され発展して

和友好条約が締結され、両国間の交

交正常化が実現し、 年には日中平

高碕の後を継ぎ経済界代表として

２．
今後の展望

わりなき日中の旅である。
」

年の間に５

回にわたり訪中し、変転する国際政

先生の偉大な遺志は必ず報われるに

～

治情勢、中国国内情勢、日本政府の
違いない

あった。松村は、

対中姿勢の中で国交正常化を目指し

恩来総理と親交を得た。 年、日中

収益率 ・ ％（北米 ・ ％）と、

先生の風格は誠に山のように気高

太郎は、「東京と北京の距離は近くし

貿易拡大に関する松村、周恩来会談

語られている。

日中のサプライ・チェーンの増大を物

貿易協定、 ～ 年）
、MT 貿易（覚
書貿易、 ～ 年、年度ごとに更新）
が実現し、 年の国交正常化に向け
た井戸を掘り続けた。
年、松村訪中に同行した井出一

く、水のように清らかである

、「厚く
て 結ばむみちはなほ遠々し」

での趣旨に基づき、平等互恵の基礎

「私はふと、天竺への旅を続ける玄

承志、高碕達之助を代表とする長期

垂れし竹のカーテン押しひらき 入り

の上に、漸進的積み重ね方式による

奘 法 師の姿を顧みた

。 玄 奘は約

％（対米

％）
、

％）
、 輸入額

年の直接投資

1300 年前仏教経典を求めて単身

平による改革開放政策以来、中国経

語っている
東洋製罐の創始者でもある高崎達

馬に乗り当時禁止されていた出国を

済は大きく発展し、習近平政権が唱

注１

之助は若き日に米国に留学、プロテ

果たし、念願を成就させた。昼伏し、

える中華民族の復興、中国の国内政

死すとも日中永遠和解の灯は消さじ」

ければな らぬ、第二に事業とは営利

間で申し交わされた申し合わせではな

製造 2025」等）
、一帯一路による

一方、中国では 1978 年の鄧小
スタンティズムの倫理と資本主義の精

夜行の旅を続ける玄奘をのさせてくれ

策の積極的な展開（全面的な小康社

つらんか」
（ 年松村訪中を送る）と
松村の政治的同志でもあった三木

神を学び、事業の目的は、第一に人

た馬は何だったのだろうか、それは、
と述べ、また、長年の友人郭沫若（中

を目的とすべきではなく、自分が働い

62

詠っている。
武夫は、松村の死に当たって「松村

類の将来を幸福ならしめるものでな

会の建設、三農問題への対応、「中国

4

18

年松村謙三先生と周恩来総理との

9 11

55

78

19 4

5

25

22

14

わりなき日中の旅」に苦難の心境が

来しは同文同種の国」
、「杜白の詩 義

LT 貿易の枠組みを作った。

て努力した。この間、LT 貿易（廖

岡崎嘉平太 （1897 ～ 1989 年）

えたものと推察される。

先生は、国外にあっては、日中の国

9

れた

松村謙三 （1883 ～ 1971 年）

10

72

之真卿の墨のあと 宋の陶磁も君を待

9

69

日友好協会会長）は、「松村謙三先
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72

59

67

73

62

68

72

62

62

59

が形成されつつある。 世紀以降の中

「米国一極体制」から「米中二極体制」
（劉向 ： 説苑）が残されている。ま

を越えた人間に及ぶ思想を述べた故事

を使うと言わないのか」と評し、国

か展望し、歩を進めたいものである。

えた人類共同体の形成を如何に図る

今後の日中関係は、こうした国を越

開かれないことを銘記すべきであり、

は、人類共同体の形成に向かった道は

り門前で田野を望めば、月の光でソバ

白楽天漢詩「七言絶句」一節「独

花如雪」 松村謙三

写真④「独出門前望野田 月明蕎麦

主主義の神髄なり」
。

故楚に限るのか、人弓を忘れ人これ

国の世界経済における比率は増大し、
た、近代において、ベートーベンは交

改革開放政策による中国社会の発

の花が雪のようだ」
。

した努力を実行しなければならない。

この新しい現実に対し、未来を展望

めとする先人の思想と行動を想起し、

正常化の途を探った石橋湛山をはじ

個人から集団社会、宇宙へと次第に

の幸福はあり得ない。自我の意識は

界全体が幸福にならないうちは個人

らは一緒にこれから何を論ずるか…世

さらに、
昭和初年に宮沢賢治は、「我

ドしたいものである。

現に向けた対話を模索し、世界をリー

をも想起、言及しつつ、世界平和実

自然との共生に意を持った東洋思想

を主眼とした西欧思想を一歩離れ、

興訴えの中で、我々は、自然の克服

の楽しみの後に楽しむ」
。

當に天下の憂いに先立ちて憂い、天下

1052 年）
「岳陽楼記」の一節「士

北 宋・ 氾 仲 苑（989 年 ～

写真⑥先憂後楽 岡崎嘉平太

（本稿は、2015 年くらしのリサーチ

センター「戦後 年に学ぶ」に掲載された

時 代 は、 地 球 環 境 問 題、 格 差

べている。最近では、旧ソ連のガガー

の幸福をたずねよう訪ねよう」と述

両国の思想的・文化的つながりを確

高碕達之助、岡崎嘉平太）を眺め、

江兆民、孫文、石橋湛山、松村謙三、

様子を綴った「集字聖教序」
（唐代初期）

注１：仏典を求めて旅した僧・玄奘の

能力、とりわけ日本の積極的努力が

達成できるか、現代人の歴史的対応

する中で、人類の相互理解の増進を

ており、我々は、軍縮を含めた産業・

の相克の問題であることを我々に迫っ

ンデミックは、現代人間社会と自然界

悩ましている新型コロナウイルス・パ

2020 年以来、世界的に人類を

～ 1925 年）

写 真 ②「 大 同 」

由来するものと思われる。

しと為し、君主以って軽しとなす」に

『孟子―心尽編』の「民を以って貴

地を失う。驚砂 夕に起これば、空外

とり）征く。積雪 晨に飛べば、途間

孫 文（1866

天に迷う。万里の山川も、煙霞をはらい

て影をすすめ、百重の寒暑も、霜雨を踏

みてあとをすすむ。誠重ければ労軽く、

求め深ければ願い達す。あまねく西宇に

遊ぶこと十有七年。道邦を窮歴し、正教

を詢求す。…」

6
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対外政策の下、 世紀の世界秩序は

これを巡る国際政治上の対立・軋轢
響曲第 合唱第 楽章において人類

写真⑤「静観」 高碕達之助

日本は如何なる対応をし、どのよう

進化する。この方向は古い聖者が踏

物事の本質を観る。

な役割を果たすべきか。現代世界に

３．
善隣友好の書

「戦後 年日中関係を顧みる」を大幅改

拡 大 社 会をもたらす市 場 経 済シス

リン少佐が宇宙旅行から帰還した時、

認し、現代人の使命を考えたい。

最後に、以下の善隣友好の書（中

テム自 体の欠 陥 修 正、 持 続 的 発 展

「地球は青かった」と人類社会の一体

からの抜粋「…往きて西域に遊ぶ。危を

古代において、孔子は「楚の共王

経済、生活様式の在り方を全人類共

「小異を捨て大同につく。
」

しのぎて遠く行き、策を杖つきて孤り（ひ

が弓を忘れ、家来がこれを探そうと

通の問題として認識し、未来を展望

写真③「和して同ぜず」 石橋湛山

（1847 ～ 1901 年）

進言した時、楚の人が忘れ楚の人が

した対応が求められている。バイデン

『論語』より「これ個人主義、民

－

－

試されている。

これを使う。探す必要はない」と言っ

政権が唱えるデカップリング政策から

定したものである）

（SDGs）の実現等を現代世界全

写真①「民重きを為す」 中江兆民

となる方向にある。我らは世界の真

－

70

性を直感的に語っている。

70

たことを聞き、「共王は度量が狭い何

－

体に求めており、情報化社会が進展

ければならない。

み、また教えた道ではないか。新た

の平和と兄弟愛を唱えている。

－

おける日本の役割を自覚し、歴史の

て、我々は厳しい冷戦下で日中国交

4

な時代は世界が一の意識となり生物

展、習近平政権による中華民族の復

が際立ってきた。かかる情勢下におい

21

新しいページを拓く選択を追求しな

－

9

21
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写真① 中江兆民

写真② 孫文

写真③ 石橋湛山

写真④ 村松謙三

写真⑥ 岡崎嘉平太
写真⑤ 高碕達之助
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髙見澤 学
一般財団法人日中経済協会 理事・調査部長・事業開発部長

今回のスペシャルレポートでは、中国経済の新たな原動力として、市場化による発展モ
デル、新型インフラ建設、デジタル経済とイノベーション、サプライチェーンの再構築を
取り上げ、それぞれ専門家としての独自の観点から分析いただいた。漠然としたテーマに

を遂げてきた。中国が言う「社会主

導入によって、急速な高度経済成長

呼び込むとともに市場経済システムの

から既に 年以上が経過し、外資を

中国が改革開放路線へと転換して

からの技術移転やノウハウの習得を通

戦略が培われ、中国企業は外資企業

競争力を高めることで生き抜く企業

ての存在感を高める中国では、市場

去のものとなり、今や世界の市場とし

とだろう。こうした戸惑いはもはや過

生産計画に大きな戸惑いを感じたこ

場原理に基づく企業戦略や合理的な

経済発展の原動力として期待されてい

もし得なかったツールの活用が新たな

デルへの挑戦が始まり、従来では想像

トショッピング等の新たなビジネスモ

界では、オンラインによる交流やネッ

デジタル経済の発展を促している。世

接触型経済が中国社会に深く浸透し、

しその一方で、人の移動が伴わない非

済は未曽有の打撃を受けている。しか

もかかわらず、今後の中国経済のゆくえを占う重要な示唆を得ることができるだろう。

義市場経済」がどのようなものなのか、

じて技術力を高め、コスト優位を武

る。

はじめに

明確な概念はいまだ定まっているとは

器に市場競争力を向上させた。

や中国政府が管理・監督する下での

ル化（あるいは IT 化）とグローバ

現在、経済分野においてもデジタ

１．
市場化に向けた
意気込みと懸念

言い難いが、多くの部分で中国共産党
市場経済ということができるだろう。

ル化が進展し、世界経済は大きな転

期中央委員会第３回全体会議で、中

改革開放直後は民営企業がほとん

2013 年 月の中国共産党第
る市場環境は複雑さを増し、加えて

国 共 産 党は「改 革 全 面 深 化の若 干

換点を迎えている。中国経済をめぐ

トナーはもっぱら国有企業であった。

最近の新型コロナウイルス感染の世界

の重大問題に関する中共中央の決定」

どなく、外資企業の合弁・合作パー
計画経済に慣れ親しんだ国有企業で

的蔓延は人の移動を制限し、世界経

18

は、外資企業の収益を前提とした市

11

40

8
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共産党創立 100 周年記念式典は共産党の正当性と成果をアピール

市場化と新たな発展モデル
への期待

JC ECONOMIC JOURNAL 9 月号 SPECIAL REPORT

の
中国経済 動力
新たな原

に発展する基本的経済制度は、中国

を主体とし、複数の所有制経済が共

中では、
公有制（国有経済、
集体経済）

（以下、
「決定」
）を採択した。その

促す一方で、国有経済等公有制経済

を活かし、中国の経済成長への貢献を

経済等非公有制経済の活力と創造力

の存在を認めている。ここでは、私有

ている。 年３月の第 期全国人民

する仕組みを整備する」ことを求め

ル」を作り、
「主に市場が価格を決定

平性・開放性・透明性のある市場ルー

対し、最近ではその流れを妨げる動

しかし、こうした市場化への流れに

と思われる。

下支えが大きな役割を果たしたもの

で、社会主義市場経済体制の根幹で

の特色ある社会主義制度の重要な柱
影響力の強化を強調しており、非公

の主導的役割の発揮や活力・支配力・

足した習近平政権の下でこの「決定」

代表大会（全人代）第１回会議で発

る。大手国有企業の合併・吸収によ

きがあることにも注意する必要があ

所有形態別企業数を「決定」が出

監督・管理の目が行き届かないことで

りが厳しくなっているのだ。もちろん、

の発展の前提

無秩序な経済活動が横行し、社会の

企業数の割合は 年が ・ ％であっ

％と ・

14

ポイントも上昇している。その一

年は ・

93 79
定」では、近

業と集体企業を合わせた割合は ・

方で、公有制経済を構成する国有企

％から ・ ％へと減少している（図

らないが、不透明で公平性に欠く厳し

い制限が続くことになれば、民営企

業の活力が失速する可能性があるこ

とにも注意を払うべきだろう。

決定的役割

資 源 配 分で

は、 市 場 が

構築すること

市場体系を

的で秩序ある

れ た、 競 争

「 統一で開 か

速するとして、

している（図２）
。最近の中国におけ

のに対し、 年には ・ ％と倍増

比較してみると、 年が ％であった

私営企業および個人事業者の割合を

また、同年の全就業者数に占める

有制経済の勢いが増したかが分かる。

多くの私有企業が立ち上がり、非公

トアップ・ベンチャーを含め、いかに

に膨れ上がっていることから、スター

１）
。企業数はこの７年間で ・ 倍

リーマン・ショックから世界経済が立

している。英語では「 New Normal
」
と訳されるが、これはもともと 年の

という新たな段階に入ったことを意味

高度成長期を終えて、中高速成長期

なった。
「新常態」とは、中国経済が

の報道などでも頻繁に見られるように

態」という表現が、それ以降マスコミ

省を視察した際に用いられた「新常

２．高度成長期から中高速
成長期へ〜
「新常態」
は続く

を果たすため

るデジタル経済の急速な発展の裏に

08

52

12

14

2

3 26

年５月に習近平国家主席が河南

の基礎」であ

ち直り、元の姿には戻れないとの認識

の整 備 を 加

6

安定性が損なわれることがあってはな

される前の 年と入手可能な最新の

年の数字を比較してみると、私有

市 場 体 系の

たのに対し、

1

9

12

19
代市場体系

で あ る。
「決

整備が必要

時代に適した

条 件 として、

は間違いない。

る基幹産業の寡占化の動きや、IT

私営企業・
個人事業者
26.0

民営経済

が採択された意義は大きく、その後、

12

有制経済の無秩序な成長に警戒感を

13

19

（％）

あるとして、
非公有制経済（私有経済、

図 2 中国の 2012 年と19 年における全就業者数に占める私営企業および個人事業者
の割合の比較

系の大手私有企業に対する取り締ま

（出所）
「中国統計年鑑」2013 年版および 20 年版から作成

私有企業が増加する転機となったこと

私有 79.1

12

2
1

は、こうした民営企業の成長という
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19

8

5

私営企業・
個人事業者
52.3
2019 年
全就業者数
77,471 人
その他 47.7
2012 年
全就業者数
70,764 人
その他 74.0

私有 93.9

抱いていることもうかがえる。

外商投資 1.3

6
る と し、
「公

（出所）図 1 に同じ

香港・マカオ・台湾 0.6

香港・マカオ・台湾経済、外商経済）

その他 11.8

2019 年
企業数
21,091,270 社
2012 年
企業数
8,286,654 社

集体 0.8
国有 1.3
その他 3.0
外商投資 0.4
国有 3.4

集体 3.3
香港・マカオ・台湾 1.2

（％）

図 1 中国の 2012 年と19 年における所有形態別企業数の比較
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から生まれた概念であるとされる。
中国が経済成長の内容を規模の拡
大から質の向上へと舵を切り、質の

して「新常態」は続いている。

～ 月に行った第７回人口センサ

済が大活躍をしたことは記憶に新し

などデジタルを活用した非接触型経

の 億 1178 万人、この 年間の

回の 年の時より 7206 万人増加

スの結果を公表し、中国の人口は前

ラインによる買い物や決済、自動配送

い。コロナ禍がデジタル経済の発展を

現在の中国の経済発展には、デジタ

デジタル経済の急速な発展は、中

増加率は改革開放以降、最低の ・

を明らかにした。 年の人口の自然

３．
二つのキーワード〜
デジタル化とグローバル化

従来の高い経済成長目標を掲げるの
ル化とグローバル化の流れが大きく関

国の後発優位性を活かした結果であ

1.45

‰

14.39

66.7

76,260
1995

121,121

1,271

1.06

10.55

67.2

81,393
2000

126,743

957

0.76

7.58

70.1

88,847
2001

127,627

884

0.70

6.95

70.4

89,849
2002

128,453

826

0.65

6.45

70.3

90,302
2003

129,227

774

0.60

6.01

70.4

90,976
2004

129,988

761

0.59

5.87

70.9

92,161
2005

130,756

768

0.59

5.89

72.0

94,144
2006

131,448

692

0.53

5.28

72.3

95,037
2007

132,129

681

0.52

5.17

72.5

95,794
2008

132,802

673

0.51

5.08

72.7

96,547
2009

133,450

648

0.49

4.87

73.0

97,419
2010

134,091

641

0.48

4.79

74.5

99,898
2011

134,916

825

0.62

6.13

74.4

100,378
2012

135,922

1,006

0.75

7.43

74.1

100,718
101,041
2013

136,726

804

0.59

5.90

73.9

2014

137,646

920

0.67

6.71

73.4

101,032
2015

138,326

680

0.49

4.93

73.0

100,978
2016

139,232

906

0.65

6.53

72.5

100,943
2017

140,011

779

0.56

5.58

71.8

100,528

2018

140,541

530

0.38

3.78

71.2

100,065

2019

141,008

467

0.33

3.32

70.7

99,693

2020

141,178

170

0.12

1.45

68.5
（出所）『中国統計摘要』2021 年版（P18 ～ 20）より作成

96,707

‰で、かろうじて増加を維持した

1

平均増加率は ・ ％であったこと

ではなく、合理的な経済成長を維持
係している。

るとも言えるが、中国ではそれ以上に

％

深刻な問題がデジタル経済の発展を

られる。一方、生産年齢人口は 年

が、間もなく減少に転じるものとみ

の 億 1041 万人（全人口の ・

68
5 20
73 13

％）をピークに減少に転じ、 年

業が経済成長をけん引する形になる。

る産業構造の最適化では、第三次産

展モデルに基づけば、構造改革によ

重要課題の一つである。従来の経済発

生産年齢人口の減少に伴う労働力不

たのは、こうした背景によるものだ。

月１日に一組の夫婦に第３子を容認し

となった（表１）
。中国政府が 年６

には９億 6707 万人（同 ・ ％）

る。中国政府にとって雇用対策は最

その一つが新たな雇用の創出であ

余儀なくさせている。

促したとも言える。

しつつ、同時に構造改革を行う両輪
（ ）デジタル化の流れ

1,629

20 53

（ ）グローバル化の流れ

化は欠かせない。

用した生産現場での自動化やスマート

21

たなビジネスモデルの創出は、構造改

る。IT 化による第三次産業での新

つとなったことは間違いない。しかし、

変化を与え、米中対立のきっかけの一

国の台頭がこれまでの世界経済秩序に

経済のグローバル化が進む中で、中

革に伴う失業者の受け皿としての役

が世界経済の成長を促してきたこと

グローバル化に伴う自由貿易と市場化

もう一つの問題は少子高齢化の進展

も事実である。 年 月に中国が世

割が期待されるところだ。

と生産年齢人口の減少、およびそれ
に伴う経済成長への影響である。

国が世界の自由貿易体制の枠組みに

界貿易機関（WTO）に加盟し、中

12

万人

0

01

万人

ころを知らず、コロナ禍においてオン

での経済発展が求められるようになっ

10

中国のデジタル化の流れは止まると

高い持続可能な発展を目指すために、

12

10

た。

114,333

それから既に７年が過ぎ、依然と

1990

45

実際に中国の国内総生 産（GDP）

37

21

20

自然増加率
増加率

10

足への対策として、デジタル技術を活

5

ぞれ占め、 年前と比べ第三次産業

54

の割合が ・ ポイントも上昇してい

10

2

年５月 日、中国国家統計局は 年
11

前年比

9

年では第一次

の構成比をみると、

20

産業が ・ ％、第二次産業が ・
7

％、第三次産業が ・ ％をそれ

7

10

2

8

万人
シェア（％）

増加数

生産年齢人口
（15 以上 65 未満）
総人口
年

10
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1

表 1 中国の総人口および生産年齢人口の推移

の
中国経済 動力
新たな原

組み込まれたことを世界は歓迎した

こうした中、 年 月 日、交渉
15

開始から 年の歳月を経て「地域的

11

機微技術に対する米中両国での貿易

念がある。国家安全保障上の問題で

現したとして、共産党の正当性と経

書記は中国が全面的な小康社会を実

な包括的経済連携協定」
（RCEP）

を超え、数字の上では既に発展途上

済面での成果をアピールした。 年

とは言い難い。しかも、世界的に保護
が締結された意義は大きい。国や地

ンが機能しなくなり、自国内調達を

国のカテゴリーからは抜け出した形と

管理が強化され、半導体など先端技

貿易への流れやデカップリングに対す
域を跨ぐ自由貿易協定（FTA）や

基本とした新たなサプライチェーンの

ハッシュ計算インフラ：データセンター、スマート計
算センター等

（出所）
「Baidu 百科」(https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E6%96%BD%E
5%BB%BA%E8%AE%BE/24528423?fromtitle=%E6%96%B0%E5%9F%BA%E5%BB%BA&fromid=24522518&fr=aladdin) より作成

の 人当たり名目 GDP が１万ドル

20

的な協定」
（CPTPP）に比べ、関

ナーシップに関する包括的及び先進

国内市場であり、「社会主義市場経済」

いる。中国にとっての市場化の主体は

は補助的役割として位置付けられて

要なのは国内循環であり、国際循環

た理由はここにある。双循環のうち重

中国が国内大循環戦略を打ち出し

意思による自由な活動の境界をどこ

る監督・管理の度合いと企業の自由

中国共産党あるいは中国政府によ

ろう。

との実感は中国人も認識できるであ

いるが、中国全体が豊かになっている

用不安といった構造的問題は存在して

年 月に発効した「環太平洋パート

寄せられる。RCEP に先んじて

税などレベルは高くないとされるが、

に基づく市場化が大前提である。

術製品に対して従来のサプライチェー

る懸念は続いている。
経 済 連 携 協 定（EPA）の締 結は、
新技術インフラ：AI、クラウドコンピューティング、
ブロックチェーン等

1

それでも日 中 韓 が初 めて参 加 する

18

拡大と経済発展への期待は大きく広

FTA であり、加盟国における市場

融合インフラ、イノベーションインフ

ある。
「要綱」では、情報インフラ、

待されているのが新型インフラ建設で

現在、中国で新たな原動力として期

資である。経済発展の転換期を迎え、

の一つは、財政出動による固定資産投

中国が高度経済発展を遂げた手法

ないことは否定できない。それを防止

公平・公正さに欠ける行動に出かね

めて活動を続ける場合、経済主体が

業や機関などの経済主体が利益を求

識のズレがあることは間違いない。企

が求める市場化の自由度との間に認

が求める市場化の自由度と中国政府

に求めるか。従来の国際スタンダード

年３月の全人代で、
「中華人民共

４．新たな発展モデルの
中長期戦略

がった。

ラなどを新型インフラとしている（表

和国国民経済・社会発展第 次五カ

られるのではないだろうか。

は、欧米先進国なみの市場化が求め

面的に実現したと明言しているからに

は小さくなる。中国が小康社会を全

強く、成熟するに従って介入の度合い

未熟な段階では政府介入の度合いが

するのが政府の役割である。経済が

年７月１日の中国共産党創立

おわりに
〜市場化への課題

な要素となる。

これらもまた、市場化を促す重要

２）
。

循環の構築を加速するとしている。こ

とそれを主体とする国内・国際の双

新たな発展形態として、国内大循環

では、強大な国内市場の形成のための

（以下、「要綱」
）が採択された。
「要綱」

年計画及び2035年長期目標要綱」

14

重要科学技術インフラ、科学教育インフラ、技術イノ
ベーションインフラ
科学研究、技術開発、製品開発
イノベーションインフラ

で、より広域な市場の拡大に期待が

なっている。もちろん貧富の格差や雇

が、現段階でそれが十分に実現した

20

構築の必要性が生じてきた。

伝統的なインフラのモデルチェンジ

12

うした戦略が打ち出された背景には、

100 周年の記念式典で、習近平総

21

次世代情報技術

スマート交通インフラ、スマートエネルギーインフラ
インターネット、ビッグデータ、AI 等の技術
融合インフラ

通信インフラ：５G、IoT、工業のインターネット、衛
星インターネット等
情報インフラ

例示
拠り所
カテゴリー

21

米中対立によるデカップリングへの懸
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9

経済のグローバル化を象徴するもの

表 2 新型インフラの分類
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開発経済学からみた中国の新しい
インフラ建設投資と中国経済展望
公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員

柯隆

歴史的な曲がり角に差し掛かった中国経済。今後、成長し続けるかどうかは習近平政権が経済の市場化を進
めるかどうかに掛かっている。新型インフラ投資は市場化を進め、経済成長を押し上げる国家戦略である。
し掛かっている。2020 年、コロナ

中国経済は歴史的な曲がり角に差

の知的財産権が侵害される事案が多

はずである。問題は中国で特許など

外国にも文句を言われる筋合いはない

けさせることは簡単ではないはずであ

これから中進国経済の発展段階に入っ

機に見舞われた東アジア経済の内実

について、当時、ポール・クルーグマ

ン教授（米国スタンフォード大学）は，

新古典派経済成長モデルでは、経

働と資本）を投入するだけで、技術

文を発表し、アジア経済は要素（労

それに対して、アジアの経済学者の

12
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本来ならば、これらのプログラムや計

禍により経済成長は大きく落ち込ん

く見られており、先進国からみると、

画は中国の内政問題であり、いかなる

だが、思い切った都市封鎖によりウイ

中国の産業構造高度化・ハイテク化

はじめに

ルスの感染抑制に成功し、経済は回

むろん、中国は米国など先進国に

は脅威と映ることにある。要するに、

経済モデル」を打ち出しているが、そ

制裁されているからといって、自らの

復している。ただし、今の中国経済

れは外需に加え、内需に依存して経

産業政策を断念する国ではない。習

これらのプログラムや計画について透

済成長を続けていくという考えのよう

近 平 国 家 主 席は国 内 向 けの演 説で

はコロナ禍前の軌道には戻っていない。

だ。

自力更生を呼び掛けている。冷静に

明性が十分に担保されていないことが

「双循環経済モデル」はコロナ禍に

考察すれば、中国経済と産業は既に

外需が弱くなり、内需も深刻な影響

立ち向かう緊急避難的経済政策とし

キャッチアップ（離陸 ）の段階を終

問題視されているようだ。

てやむを得ないことだが、外向型と

え、途上国でなくなった。 人当たり

を受けている。中国政府は「双循環

呼ばれる輸出製造業を内需に振り向
る。なによりも、
人件費の上昇を受け、

ていくものと思われる。
ら高付加価値のハイテク産業へ高度化
していかなければならないが、職業訓

済成長を決定するのは労働と資本の

「 The Myth of Asia's Miracle
」
（ ア
ジアの奇跡と言う幻想）と題する論
それゆえ、 習 近 平 政 権は産 業 構

続不可能と指摘した。

練がきちんとなされていないため、産

造の高度化を急ぐため、
「中国製造

投 入（ input
）と技術進 歩（全要素
生産性）であるといわれている（ソロー

業構造の高度化が遅れている。

2025」プログラムや「千人計画」

モデル）
。１９９７年、アジア通貨危

進歩が伴わないため、その成長が持
などのプランと戦略を実施している。

開 発 経 済 学からみた
中国の経済発展

中国の産業構造は低付加価値産業か

GDP は既に 万ドルを超えたため、

1

1

中国は国家戦略として 5G 関連インフラ投資に注力

の
中国経済 動力
新たな原

71％

2011 〜 年には ％へと大きく

ア諸国への技術移転によって、大きく

鉱工業を中心とする第 次産業の労

減少した。また、1978 〜 年の

るが、技術を失っていないうえ、アジ

総括している。その後、東南アジア諸

開花した。今や中国を軸にグローバル

ジアの経済成長は不安定化していると
国連合（ASEAN）による自由貿

働力の割合は ％で、第 次産業は

るために、通貨スワップ協定が結ばれ

て、中国経済は労働と資本の投入と

総括すれば、2000 年代に入っ

％だった。それに対して、2011

3

2

99

〜 年になって、第 次産業は ％、

次産業は ％と大きく変わり、

中 国 国 内の経 済 学 者 は 中 国の

サービス業に従事する労働力の割合

に東南沿海部）を軸に自動車、一般

経 済 構 造 を「 双 軌 制（ dual track

イノベーションの促進によって高成長

機械、精密機器、半導体などの産業

て、アジア経済は見事に V 字型回復

なぜ東アジア経済は V 字型回復を

クラスターが形成され、アジア経済な

）
」 と定 義している。 それは
system
政 府の公 定 価 格と市 場 価 格が併 存

が増え、先進国型に近付いている。

果たしたのだろうか。それは通貨危

いし世界経済のけん引役となった。こ

する 意 味の「双 軌 制 」 である。 水

を成し遂げることができた。中国（主

機がアジアの産業構造に深刻なダメー

れまでの 年間、コールドチェーンを

てきた。具体的に、アジア諸国企業

日本企業の直接投資を軸に強化され

かった。東アジア諸国企業の技術力が

国企業の技術習得力が予想以上に強

えれば、東アジア諸国、とりわけ中

るを得ない。ソローモデルに則って考

国の技術力を過小評価したといわざ

りも、クルーグマン教授はアジア諸

移動によって経済発展が実現されると

い産業から生産性の高い産業への労働

きる。ルイスモデルでは、生産性の低

イスモデルを使って説明することもで

一方、これまでの中国経済発展をル

人当たり GDP は順調に拡大した。

同じ時期に、中国の名目 GDP と

テムがほぼ完ぺきに整備されている。

含むデジタル化された物流・流通シス

で あ る とい え る。 European Union

有企業と民営企業からなる二重構造

方を変えれば、中国の経済構造は国

どの価格は市場価格になっている。見

る。食品や日用品および白物家電な

企業が支配する財やサービスの価格

道、ガス、ガソリン、電力など国有

をきっかけに、日本企業は工場の一部

初頭、日本の経済バブルが崩壊したの

第 次産業と第３次産業の間の労働

革・開放」以降の中国の第 次産業、

いわれている。図 に示したのは「改

の移動である。具体的に、1978

」では、中
Confidence Survey 2021
国経済の二重構造を「 one country,

」 と 指 摘 している。
two economies
中国経済のこのような二重構造は過

た。そのプロセスにおいて日本企業は

年、 農 林 水 産 業を中 心とする

〜

渡的なもので、いずれ一本化する必要

徐々に東南アジア諸国と中国に技術

形成は政府の介入によってなされてい

の技術進歩の経路を辿れば、 年代

言は明らかに間違っている。

ジを与えなかったからである。なによ

を果たした。クルーグマン教授らの予

第

28

どである。

た。これらの努力により、 年になっ

2

それに、緊急的な外貨不足に対処す

サプライチェーンが形成されているほ

25

易協定（FTA）などが締結された。

20

17

47

％

第

次 産 業の労 働 力の割 合は
年に
10

45 71

28％
24％

12

3 20

（中
Chamber of Commerce in China
国
商会）
の調査報告書
「 Business
を東南アジア、そして、中国に移転し

1

がある。

だったが、2000 〜
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1

1

第 3 次産業
第 2 次産業
第 1 次産業

47％
45％

17％

20

％、

1 99

多くは、アジア諸国の経済は米国への

1978〜99 年

25％
31％

2011〜20 年
2000〜10 年
12％

98

移転を行った。日本 自身はバブル崩

2

E
U

90

壊以降、 年が失われたといわれてい
20

輸出に過度に依存しているから、東ア

図 1 中国第３次産業の労働力シェアの推移

（出所）
「Mekinsey Global Institute」より作成
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年 月に開かれた全国人民代表

両国政府の相互信頼は完全に崩れて

最大化するため協力を続けているが、

大会（全人代、日本の国会に相当）

各事業工程で実現される付加価値の
値を線に描くと、人が微笑むときの口

しまっている。何よりも深刻なのは両

最後に、中国の経済開発の手法につ
いて、研究者の間で「国家資本主義」

で第 次五カ年計画が採択され、そ

曲線と呼ばれている。ここから確認で

の形になるとされ、スマイル（微笑む）

府主導で経済開発が図られているから
きるように、中国企業による組立加

項目の重点分野が決定された（表

のなかで、製造業の高度化について、

とだ。世論調査を専門に行う米国シ

国の国民感情が著しく悪化しているこ

参照）
。このなかで、特に新素材開

る。中国政府は中国の手法について
「中

制限し、独裁を正当化する手法であ

済発展を目的に、国民の政治参加を

法との指摘がある。開発独裁とは経

諸国で進められた開発独裁と同じ手

なる雇用機会を創出するだけでなく、

現する。したがって、中国の狙いは単

戦略などにおいて高い付加価値を実

などは素材開発、メンテナンスと販売

ランド戦略、日本企業とドイツ企業

い。米国企業は企画、研究開発とブ

画の柱の一つになっているといわれてい

提唱する中華民族の偉大なる復興計

に立つことができる。これは習政権が

との技術覇権争いにおいて有利な立場

の開発が大きく躍進すれば、先進国

ステム、新エネルギー車とバイオ技術

発、スマートファクトリー、GPS シ

係を改善したくても、国民感情が改

の先、たとえ米国政府が中国との関

主義の国で政治が世論に左右され、こ

上に深刻である。なぜならば、民主

ている。この意味は世論調査の数字以

国のことをよく思っていないと回答し

工が実現する付加価値はもっとも低

国特色のある社会主義市場経済」と

より高い付加価値を実現するように

る。

の
ンクタンク Pew Research Center
調べによると、 割以上の米国民は中

定義している。中国特色とは共産党

川上と川下の事業工程へシフトしよう

年、世界がコロナ禍に見舞われ、

指導体制の維持とのことである。

と思われる。これはかつて東南アジア

「国家資本主義」と指摘されている

と指摘されることがある。おそらく政

3

14

世 界 経 済は大 きく落 ち込んだ。 中

両国の貿易不均衡を問題視すること

今回の米中対立はトランプ政権が
国経済も第

％と未曾有の落ち込みとなった。そ

物流

販売戦略

例年の公共工事と違って、箱物のイン

めに、大規模な公共投資を実施した。

た中国は、経済成長を押し上げるた

の後、ウイルスの感染抑制に成功し

国の一党独裁の政治体制に変化がなけ

発展してしまった。このままでは、中

主主義といった価値観をめぐる対立に

戦争に飛び火し、今や人権保護や民

勢をみせていない。 年は共産党創立

とのないほど険悪化している。その中

今の米中関係はかつて経験したこ

できない。 年秋、 年に一度の共産

米国の「圧制」に屈するということは

ある。このタイミングで中国共産党が

100 周年にあたる記念すべき年で

で、米中両国の多くの企業は利益を

米中対立の行方

まず、習政権は米国に譲歩する姿

れば、米中関係が改善されないと推

組み立て
部品加工
素材開発
デザイン
研究開発
企画

力した。
これはまさに国家戦略である。

フラに代わり５G（次世代通信ネット

で始まり、貿易摩擦からハイテク技術

四半期にマイナス ・

れにくい。

善されなければ、両国関係が改善さ

8

論される。

ブランド

1

としている。その戦略の一つが「中国

付加価値

14
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21
8
1

ワーク）に関連するインフラ投資に注

メンテナンス

製造 2025」プログラムである。

図 2 主要国製造業のスマイル曲線

20

8

さらなる経済発展と
新型インフラ建設

急速に発達し、第 次産業に従事す
る労働力の割合は ％へと拡大した。
そこから、経済建設を進める最重要
な目的は、雇用創出に加え高付加価
値のハイテク産業の育成になった。
図 に示したのは主要国製造業のス

（出所）筆者作成

「改革・開放」初期において、経済
建設を進める最も重要な目的は雇用
機会を創出することである。図 に

事する労働力の割合はわずか ％だっ

示した通り、当時、第 次産業に従

1

た。2011 年以降、サービス業が

12

3

マイル曲線である。スマイル曲線とは

21

5

47 3

6

22

2

の
中国経済 動力
新たな原

そして、米国では 年 月に政権

物と習政権指導部は判断するだろう。

ために、米国に対する弱腰外交は禁

はずだが、おそらく続投する。その

の規定では、習国家主席は引退する

党大会が開かれる予定であり、従来

国に依存している。中国に逆らう国に

みると、先進国経済のほとんどは中

めて限られている。習政権指導部から

政権にとって切れる外交カードはきわ

成されつつあるということである。習

中的な姿勢を示し、中国包囲網が形

いのは、米国の同盟国のほとんどは反

急成長を遂げているアリババやテンセ

まだ十分に強くなっていない。中国で

業の技術力は世界をリードするほど

大きく拡大しているとはいえ、中国企

大きく貢献した。中国の経済規模が

企業の直接投資は中国の経済成長に

できた。そのうえ、日米など先進国

成長していけるならば、 年前に経済

を強めることで中国経済が持続的に

する可能性が高い。しかし、国有化

政権下で一本化するならば、国有化

前述した中国経済の二重構造は習

だろうか。

である。それは果たして実現できるの

刻な競争相手と位置付けている。バイ

る。バイデン政権は中国をもっとも深

する人権・価値観外交を展開してい

ながら、民主党政権らしく中国に対

プ政権の対中政策を基本的に継承し

た。習政権はすぐさま反応し、オー

べきと要求して、習政権の逆鱗に触れ

ナウイルスの発生源を独立的に調査す

たとえば、オーストラリアは新型コロ

対して経済制裁を実施し屈服させる。

いるファーウェイでさえ、 年のスマホ

企業である。技術力があるといわれて

のビジネスモデルを考案して成功した

いうと、
ハイテク企業ではなく、
「巧み」

ントといったネット関連企業は厳密に

間違った判断ではないと思われる。

がり角に差し掛かっているというのは

に考えれば、中国経済が歴史的な曲

を遂行する必要がなかった。このよう

の自由化を目的とする「改革・開放」

が交代したが、バイデン政権はトラン

1

徹底的に立ち向かうといわれている。

主義といった基本的価値観に対しては

野）について協力するが、人権や民主

中国と協力できる分野（主に経済分

デン大統領本人の言葉を援用すれば、

ることはできない。逆に、習政権は先

はあろうが、外交情勢を大きく変え

定の農家などにダメージを与えること

た。しかし、こうした経済制裁は特

ワインなどに対して、制裁関税を課し

ストラリアから輸入しているビーフや

ランプ政権の制裁により調達できなく

企業から調達しなければならず、ト

に使われる基幹部品の半導体は外国

退してしまった。なぜならば、スマホ

はトランプ政権の制裁により６位に後

の出荷台数は世界一位だったが、 年

その家を斉えんと欲する者は、まず

する者は、
まずその家を斉（すく）う。

ずその国を治む。その国を治めんと欲

界）に明らかにせんと欲する者は、ま

のような教えがある。
「明徳を天下
（世

１． ハイグレード新素材の開発
２． 重大技術プラント

３． スマートファクトリーとロボット開発
４． 航空機エンジンと燃料タービン
５． 北斗 GPS システム

６． 新エネルギー車とスマートカーの開発

７． ハイグレード医療機器とバイオ技術開発

８． スマート農器具開発

（出所）中国国務院

まで中国経済は経済の自由化を進め

る。なぜそういえるかというと、これ

歴史的な曲がり角に差し掛かってい

中国経済は成長を続けているが、

いるに違いない。

す習政権を不利な立場に追い込んで

くなった。このような孤立感はますま

経済統制は政府による資源配分の効

率化するといわれるからだ。習政権の

市場メカニズムによる資源配分が効

ならば、近代経済学が唱えているのは

に対する画期的な挑戦になる。なぜ

し続けるならば、それは近代経済学

いる。仮に習政権が経済統制を強化

の自由化を進めるかどうかに掛かって

るかどうかは、習政権がさらに経済

したがって、中国経済が成長を続け

敬される存在でなければならない。

界から恐れられる存在ではなく、尊

要するに、中国が目指すべきなのは世

治め、
心を正しくしなければならない。

かにしようとするならば、自らの身を

中国的社会主義価値観を世界に明ら

ものである。習政権が明徳と思われる

が、現代中国に至っても依然通用する

れは中国のもっとも古い古典の教えだ

る者は、まずその心を正しくす」
。こ

中国経済の展望

ることで市場メカニズムによる資源配

20

率化を実現しようとするようなもの

その身を修む。その身を修めんと欲す

最後に、中国の古典「大学」にこ

中国にとってなによりも状況的に悪

なったからだ。

19

分が効率化したから成長することが
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40

21

進国との直接対話がほとんどできな
表 1 製造業の革新的技術の競争力強化項目
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中国のデジタル経済と
デジタル・イノベーション

などのデジタル・イノベーション等の

察や検査の結果判断を支援するＡＩ

いるか見てみたい。この点に関して

で、どの程度のボリュームを占めて

して、デジタル経済が経済全体の中

たデジタル・イノベーションの結果と

成果によるところも大きい。北京で

は、中国政府においてデジタル分野

中国はこの感染をいち早く収束させ、

に拡大し、多くの犠牲者を出したが、

ロナウイルス感染は、中国から世界

2019 年末から始まった新型コ

デジタル・イノベーション

新型コロナ感染で力を発揮した中国

感染であった。

れたのが、今回の新型コロナウイルス

るものも少なくない。これが顕著に表

既に日本を凌駕していると感じられ

発展は目覚ましく、分野によっては、

中国のデジタル・イノベーションの

とする。

イノベーション」と称して考察の対象

に関するイノベーションを「デジタル・

トワークを中心とする情報通信技術

たる。本稿では、コンピュータやネッ

などを含めて、その範囲は広汎にわ

のできないものとなっている。

常のビジネス・生活において欠くこと

トワーク、リモート医療等、既に日

Ｅコマース、オンライン教育、リモー

な役割を果たした。オンライン決済、

ジネスを支えるツールとしても、大き

のみならず、同感染以降の生活やビ

させ、管理するために力を発揮した

ンは、新型コロナウイルス感染を収束

いる。中国のデジタル・イノベーショ

接種の状況を記録する機能も備えて

同アプリは、ＰＣＲ検査やワクチン

の濃厚接触者の追跡等に用いられる。

入店記録となり、感染者が出た場合

措置が続けられている。これが入館・

の表示を警備員等に提示させられる

ドを読み取って、自分の「異常なし」

康宝」というスマホアプリでＱＲコー

るたびに、 体 温 測 定とともに、「健

のデジタル化」という二つの部分から

ジタルの産業化」
、およびＢ．
「産業

おけるデジタル経済の規模は、
Ａ．
「デ

この中国信息通信研究院の試算に

経済の規模は年々高まり続けている。

経済全体の規模）に占めるデジタル

上回っており、
名目ＧＤＰ（すなわち、

目ＧＤＰ成長率のプラス ・ ％を

前年比増加率はプラス ・ ％と名

102 兆元の ・ ％である。この

600 兆円相当）で名目ＧＤＰ約

とおり、中国の 年におけるデジタ

れた直近の同白書によると、表１の

分析されている。 年 月に公表さ

国デジタル経済発展白書」において

院」がここ数年毎年公表している「中

研究機関である「中国信息通信研究

等を所管する工業信息化部の直属の

ル経 済の規 模 は、

・

兆 元（ 約

構成されている。Ａ．は通信業、情

ビス業等の付加価値の合計、Ｂ．は、

生産量の増加と効率の上昇の合計と

既存産業におけるデジタル化による
院の短期間での配備等の政府による

のことである。両者の比率をみると、

16
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状態を管理するスマホアプリや、診

ひとくちに「イノベーション」と言っ

は、 年 月現在、建物や店舗に入

１．
新型コロナとデジタル・
イノベーション
ても、医療、バイオ、新素材、宇宙

経済の回復を続けている。中国が新
型コロナウイルス感染を早期に収束さ
せることができたのは、果断なロック
ダウン、大規模かつ広範なＰＣＲ等

7

0

このように目覚ましい発展を遂げ

検査、入国者の厳格な隔離、専用病

4

2

9

3

21

39

6

20

38

各種施策に加え、各人の行動や健康

割との試算

デジタル経済の規模は経済全体の約

報通信機器製造業、ソフトウエアサー

7

２．
中国デジタル経済の
規模

21

4

ＮＴＴデータ
（中国）投資有限公司 チーフストラテジーオフィサー

中国のデジタル・イノベーションは目覚ましい。この約 20 年間、ＰＣとスマホの普及により発展が加速し、
最近では新型コロナウイルス感染でその力を大いに発揮した。デジタル経済の規模は経済全体の約 4 割と試算
されている。政府のサポートもこの発展を後押ししたが、中国の「気質」による作用がより大きいと考えられる。
だが、中国のデジタル・イノベーションは新たなフェーズに入り、
「秩序ある低成長」の方向に向かっている。

新川 陸一

の
中国経済 動力
新たな原

Ｂ．の比率がもともと大きく、さら

え、 年開始の第十三次では本文に

おいて実に 200 回以上言及されて

元はやや大きいようにも見えるが、

③冒頭で記載した新型コロナウイル

いる（表２）
。 年開始の第十四次で

れてはいるが、それらのデータには実
際の値が公表されていないものもある

ス対策や北京等での通常の生活にお

は、公表文全体のボリューム縮小も

にそれが年々高まっており、直近の
ほか、試算過程における値も公表さ

ける中国のデジタル・イノベーション

あってか、若干減少しているが、それ

下振れかを一概に評価することは困難

次五か年計画綱要」
）を見ると、

39 3
2

第九次

第十次

開始年

1991

1996

2001

2006

2011

2016

2021

3.6

3.8

3.0

4.1

5.2

8.5

6.4

8

19

50

52

65

90

50

7

8

22

72

74

151

175

6

8

12

23

30

104

59

2

7

2

10

4

5

75

2

6

40

65

116

207

161

になっている。

Ｂ．産業のデジタル化比率（％）

74.3

77.0

77.4

79.5

80.2

80.9
15.8

18.9

20.3

20.9

15.6

9.7
7.0

8.4

11.5

10.5

7.3

3.0
（出所）中国信息通信研究院「中国デジタル経済発展白書」21 年 4 月公表（一部は過去の白書掲載の値）

27.0

30.3

32.7

34.0

36.3

38.6

再現困難ながら最も権威ある試算

月に「グローバルデジタル経済の新情

であるが、上記試算は政府部門直属

３．
中国政府による
イノベーションサポート

成、公表している「五か年計画」の
（通信サービス、情報通信関連機器

年に開始された第十次以降、「イノ
26

年ではＡ．が約 割弱、Ｂ．が 割
産出表

の普及度や活用度の高さから見ると、

でも 161 回と頻出している。一方、

19.1

れていない。さらに、投入
等を使用した複雑な試算を含んでい

デジタル経済規模のＧＤＰ比率が日

景」と題するレポートを公表し、世

の研究機関が公表している最も権威

この中国信息通信研究院は、 年

界主要国のデジタル経済規模を同様

（約 ・ 兆ドル）の ％弱となり、

五か年計画に頻出する関連キーワー
ド

中国経済全体の中で大きなウエイ

トを占めるようになったデジタル経

済であるが、ここに至るまでのデジ

難しい。①国家統計局が 年 月

日に公表した「三新経済」
（新技術

タル・イノベーションに対して、政府

筆者が公表統計を基に一部推計を含

製造業、ソフトウエア・情報技術サー

ベーション（創新）
」という語が頻出

01

公表文（
「国民経済と社会発展第〇

実である。中国政府が 年ごとに作

を活用した「新産業」
、
「新業態」
、
「新

6

によるサポートが貢献したことは事

7

めて算出した 年情報通信関連市場

16

20

計に関する試算値は ・ 兆元、②
9

商業モデル」
）の 年付加価値の合

21

こうした試算結果に関する評価は

上回るということとなる。

中国の同比率（ ・ ％）を大きく

50

3

いようである。

ある試算として引用されることが多

約 ・ 兆ドル（中国は約 兆ドル）

年の日本のデジタル経済の規模は

の方法で試算している。これによると、

を禁じ得ない。このように、上振れか

ることから、外部の者が再現して確

39.2
19.8

－

5

と試算されており、これは名目ＧＤＰ

4

2

ビス）の売上高の合 計は ・ 兆元、
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5

し、 回 を 追 う ごとに登 場 回 数は増

（注）目次・図表・コラム内の語数は除く。総文字数には目次を含む。
（出所）中国政府、全人代、新華社 HP 掲載の「綱要」より集計。

この試算に関しては、試算に利用

35.8
20.5

21

第八次

「信息」（情報）
登
「安全」（セキュリティ等）
場
回 「網絡」（ネットワーク）
数
「数字」（デジタル）
（回）
「創新」（イノベーション等）

19

20

16

第〇次五か年計画

総文字数（万字）

36

20

第十一次 第十二次 第十三次 第十四次

本を大きく下回ることにはやや疑問

31.3
22.6

デジタル経済規模 / 名目 GDP（％）

10

認することは容易ではない。ちなみに、

27.2
23.0

名目 GDP 成長率（％）

20

されたデータ項目の名称こそ紹介さ

22.6
25.7
デジタル経済成長率（％）

2

2

18.6
Ａ．デジタルの産業化比率（％）
デジタル経済の規模（兆元）

2020
2019
2018
2017
2016
2015
年

5

といった値と比べると、上記 ・ 兆

中国の五か年計画における主要デジタル関連用語の登場回数

表２

中国デジタル経済の規模
表１

8
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「デジタル（数字）
」という語は 年
開始の第十三次まであまり使われて

４．
デジタル・イノベーション
の背景

はイノベーション
に対 するサポー
トに力 を 入 れて
いるが、「政 治・

年開始の第十四次
ただし、政府によるサポートがデ

規 制・ ビジネス

いなかったが、
ジタル・イノベーション推進の十分条

の環 境」の項 目

では 回、しかも全文 編 章のう
件という訳ではない。テンセント、ア

に関する個別の五か年計画を作成し、

は、それぞれが所管する分野や地域

に基づき、政府の各部門や地方政府

ロメーターと言える。この五か年計画

中国政府による重視の度合を示すバ

進した要因は何か。

外に、デジタル・イノベーションを推

大きく成長した。政府のサポート以

何もないところから生まれ、その後

は皆、もともと政府のサポートなど

多くのインターネット業界の巨大企業

たらない。
一方で、

高いものは 見 当

には 特に順 位の

の個 別 項 目の中

ノベーション環境

で あ る ほ か、 イ

許、
ソフトウエア、

これに沿った企業やプロジェクト等に

そのヒントとなるのが、国連の傘下

ハイテ ク製 品 な

イノベーションの

ちなみに、デジタル・イノベーショ

にあるＷＩＰＯ（世界知的所有権機

どから評 価され

イノベーション環境の世界ランクは低

ンに関連したキーワードとして、「大

関）が毎年公表しているＧＩＩ（グ

る「知識・技術」

対して、予算を配分し、補助金、減

衆創業、万衆創新（大衆による創業・

ローバルイノベーションインデックス）

成 果のう ち、 特

イノベーション）
」と「数字中国（デ

は第

位 と高 め

である。 同 指 数 は、 世 界 約 130

進が正式決定され、一時は流行語と

複数の指標から評価のうえランキン

ンプット）と成果（アウトプット）を

か国・地域のイノベーションの環境（イ

中国は相対的に、

いる。すなわち、

の 評 価 と なって

ンを発達させてきた要素として、この

なった。後者は、 年 月の中国共

ＧＩＩの個別項目の中にも明示的に

イノベーション環

ベーションの成果の順位が高いという

含まれていないものがあるとすれば、

グし、それらを総合して算出したも
近の同指数において、表３のとおり、

こととなる。

それは中国の人の「気質」によると

的には、「自分で事業を創業して社長

数値化されない中国のイノベーション

産党大会での総書記による報告にお
ジタル化全体を推進する語として使

中国のイノベーション環境は世界第

26
6
で、両者の総合で世界第 位にラン

中国においてデジタル・イノベーショ

ころが大きいと筆者は考える。具体

境はさほど順位が高くないが、イノ

用頻度が増えた。
こうした語も、
中央・
ントとなった。

14

クされている。上述のとおり中国政府

「気質」

のである。 年 月に公表された直

7

いて言及されて以降、国を挙げてデ

前者は、 年 月に政府としての推

ジタルチャイナ）
」という語がある。

め

ち、 つの章で構成されるデジタル専
門の「編」まで設けられた。こうし
は第

位 と低 め

リババ、バイドゥを筆頭とする現在の

65

位、イノベーション成果は世界第 位

9

10

9

地方政府によるサポートの重点ポイ

20

17

14

18
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16

たキーワードの登場回数は、まさに

19

21

税等の措置が施されることとなる。

62

4 75

北京デジタル経済体験ウィーク開会式会場にて（筆者提供）

の
中国経済 動力
新たな原

になって、企業家として成功しよう」
部となる可能性もあるが、起業の道

身者は有力政治家や大手国有企業幹

今後、中国経済の成長率は基本的

えていった。Ｐ２Ｐ金融はその典型で

フェーズへ

「野蛮生長」から
「秩序ある低成長」

くものと思われる。

デジタル・イノベーションは続いてい

気質や政府のサポートなどによって、

マクロ経済の成長が続く中で上述の

ら 年余を経て、テンセントのウィー

いる。また、スマートフォンの普及か

情報保護に対する意識も高まって来て

スタンスを鮮明にし出している。個人

業による独占的な行為を取り締まる

ンセント、アリババ等の巨大ＩＴ企

や企業が「野蛮生長」し、そして消

で、これを基にした数多くのビジネス

という思いの強さである。大手イン
を選択し、実際に成功している人も

ある。シェア自転車も一時そういう面

業したら成功する可能性があ

る」と信じさせるものが社会

全体にあるという要素も大きい

ブランドの顔ぶれは変わっても街に
あふれるシェア自転車（筆者提供）

５．
今後の展望

ターネット企業のバイドゥの創業者、

に緩やかな低下傾向をたどっていくで

起業しても成功する訳がない」

少なくないようである。こうした独

24

李彦宏氏は北京大学出身。また、最

12

があったが、環境保護・省エネといっ

創造性（ブランド、ハイテク輸出、ネットサービス）

あろうが、多くの人に「独立・起業

13

立・起業指向の強い気質は、高い経

7

近の中国ユニコーン企業上位にランク

知識・技術（特許、ソフトウエア、ハイテク製品）

た社会的意義があるからか、最近メ

18

しても成功する訳がない」と思わせ

10
6

済成長率の継続を間近で見て肌で感

15

されるショートビデオの「快手」の創

ビジネス洗練度（労働者資質、産学協同）

インプレーヤーの顔ぶれを変えて復活

9

るほどの低成長に至るまでには、ま

19

じて来たからこそ、自ら起業して企

市場洗練度（与信・投資・関税・競争）

業者、宿華氏は清華大学出身とのこ

8

してきている感もある。政府は、テ

24

だしばらくの年数があろう。
その間に、

21
36

業家として成功できるということを信

8

とで、中国最高峰の大学の出身者で

62

じられるという面もあろう。「独立・

中国

と思うのではなく、「独立・起

（出所）WIPO（世界知的所有権機関）20 年 9 月公表の “Global Innovetion Index 2020”より筆者が翻訳・整理

と考えられる。

くる 状 態 」 を

と生まれ育って

に 次 か ら 次へ

ス が「 無 秩 序

企 業 や ビ ジネ

ある。これは、

という 言 葉 が

「野蛮生長」

う。中国には、

ただし、これからは今までとは違

へ移りつつあるようにうかがわれる。

から、「秩序ある低成長」のフェーズ

ンの世界は、「野蛮生長」のフェーズ

ように中国のデジタル・イノベーショ

基本シナリオではないだろうか。この

イノベーションにとどまるというのが

われる。当面は、シングルヒット級の

する可能性は低くなってきたように思

ホームラン級のイノベーションが誕生

うに社会全体にインパクトを与える

チャットや、アリババのアリペイのよ

（本文は、筆者個人の見解を述べたもので

指 す 際 に使 わ

れ る。 今 ま で

年 間、

あり、筆者が属する如何なる組織をも代

の約

中 国ではイン

表するものではない。
）

マホの普及の中

19 JC ECONOMIC JOURNAL 2021.9

10

ターネットとス

20

日本

ある。こうした中国の超一流大学の出

人的資本（教育）、R&D

インフラ（ICT、電力、物流）、環境・省エネ

イノベーション成果（アウトプット）

16
12
政治・規制・ビジネスの環境

14
イノベーション環境（インプット）

26

グローバルイノベーションインデックス（総合）

（位）

グローバルイノベーションインデックスにおけるランキング
表３
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産業チェーン・サプライチェーン
の再構築
名古屋外国語大学 外国語学部 教授

真家 陽一

米国と中国の対立が激化する中、両国経済のデカップリング（分断）に対する懸念も高まりつつある。こう
した中、中国はデカップリング・リスクに備えるべく、産業チェーン・サプライチェーンの再構築を図るとともに、
技術の国産化を推進し、対米依存を抑制していく方向性も示している。
本稿はまず、中国の産業チェーン・サプライチェーンの再構築における基本方針を確認する。次に、2021
年３月に開催された「第 13 期全国人民代表大会第４回会議」
（全人代、国会に相当）で採択された「第 14 次
５カ年計画（以下、14・５計画）および 2035 年までの長期目標要綱」における関連の政策措置を検証する。
その上で、具体的な施策として打ち出された「優良な製造業企業の育成・発展の加速」
について考察する。

高速鉄道や電力設備等の全産業チェーンの競争力強化・向上を目指す（2015 年日中経済協会撮影）

を向上させ、国際産業チェーンの我が

優位性を持続的に増強し、産業の質

などの分野における全産業チェーンの

電力設備、新エネルギー、通信設備

せ、
『切り札』技術を鍛え、高速鉄道、

界をリードする地位を強化・向上さ

は長所を伸ばすべく「優位産業が世

とだ。こうした現状を踏まえ、講話

に依存するという弱みを抱えているこ

導体等の先端部品やコア技術を国外

基盤という強みを保持する一方、半

中で、中国は大量生産が可能な産業

とは、グローバルサプライチェーンの

米中対立で改めて明らかになったこ

れている。

を実現するカギでもある」と指摘さ

深化させる重点であり、質の高い発展

きであり、これは供給側の構造改革を

ションと輸入代替を全面的に強化すべ

再構築に努力し、科学技術イノベー

が掲げられ、
「新しい産業チェーンの

サプライチェーンの最適化・安定化」

重大問題の一つとして「産業チェーン・

問題」に謳われている 注１。講話では、

済社会発展戦略における若干の重大

近平国家主席の講話「国家中長期経

21

20
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中国の産業チェーン・サプライチェー

ンの 再 構 築 に お け る 基 本 方 針 は、

2020 年 月１日発行の共産党機

関誌「求是」第 号に掲載された習

11

の
中国経済 動力
新たな原

国に対する依存関係を強化し、外国
側の人為的な供給遮断に対して強力
な対抗・抑止能力を形成する」と強

という方向性を示している。

月 日に
「地域的な包括的経済連携

（RCEP）協定」に署名、同年

月 日に「中国・EU 包括的投資協

が安全保障上の懸念がある企業等を

登録する「エンティティーリスト」の

中国版とされる。

同年 月１日には「輸出管理法」

他方、講話は弱点を補完すべく、
「国
ン・サプライチェーンを維持するため

こうした基本方針の下、産業チェー

針も示している。例えば、 年１月

推進し、対米依存を抑制していく方

また、中国政府は技術の国産化を

品目」を定めるとともに、国家の安

民両用）品目等、対象となる「管理

を施行。軍用品やデュアルユース（軍

定（CAI）
」に大筋合意した。

家安全に関係する分野において、自
に必要とされたのが、攻めの観点では、

ハイレベルな対外開放を推
進

主制御可能で、安全かつ信頼できる
自由貿易協定（FTA）や投資協定

日には「基礎電子部品産業発展行

21

時に自己循環可能で、極端な状況下
の締結によるハイレベルな対外開放の

動計画」を公表 注２。中国製造業の弱

のある輸入者およびエンドユーザーを

の取引を禁止・制限する。米国政府

「規制リスト」に登録し、管理品目

り、 年までに電子部品の売上総額

が従来の輸出規制ではカバーしきれな

を ２ 兆 1000 億 元（ 約

の安全保障にとって必要な技術を対象

施行に向けた作業を進めていることに

対する対抗措置と見られる。

年に入り、１月９日には「外国

投資規制の強化に動く中、中国は対

技術的な優位性を維持すべく、輸出・

他方、守りの観点では、米国等が

の取引にも域外適用されていること

規則が管轄権の及ばない他国・地域

る弁 法」 を施 行。 米 国の輸 出 管 理

法・措置の不当な域外適用を阻止す

輸出・投資規制を強化

抗措置として関連の法整備を急ピッチ

を背景に、必要な対抗措置を講じる

15

で進めている。 年９月 日には「信

21

成する目標を掲げた。

100 億 元（1700 億 円 ） を 超

１元＝約 円）に拡大し、売上高が

36

とした「輸出管理改革法」を成立させ、

17

えるリーディングカンパニーを 社育

い「新興・基盤技術」のうち、米国

兆 円、

点である部品産業の競争力強化を図

全保障や利益に危害を及ぼす可能性

国内生産供給体系を構築し、肝心な

調している。

15

23

業等をリストに登録し、貿易・投資

取り、深刻な損害を与えた外国の企

取引を中断、または差別的な措置を

の原則に違反して、中国の企業等との

スト規定」を公布。正常な市場取引

頼できないエンティティ（事業体）リ

国投資リスク審査現代化法に倣って、

告することを義務付けた。米国の外

企業の投資を実施前に中国当局に申

され、国家の安全保障に関わる外国

は「外商投資安全審査弁法」が施行

ことを規定した。また、１月 日に

19

対 中 投 資 審 査を厳 格 化した措 置と

20

を禁止・制限するとしている。米国
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12

12

11
30

29

推進だ。この一環として、中国は 年

（注 1）専門化、精細化、特色化、斬新化を指す。
（注 2）主要業務が傑出し、競争力が強く、潜在性が優れ、セグメント市場に特化する中小企業を指す。
（出所）「第 14 次５カ年計画および 2035 年までの長期目標要綱」を基に作成

でも経済の正常な運営を確保する」
表 1 産業チェーン・サプライチェーンの現代化レベルの向上に向けた政策措置

18

20

①

経済性と安全性の結合を堅持し、弱点を補完し、長所を鍛造し、業界別にサプ
ライチェーンの戦略設計と正確な施策を行い、より強いイノベーション力、より高
い付加価値、より安全で信頼できる産業チェーン・サプライチェーンを形成する。
②

製造業のチェーン補強・強化を推進し、資源、技術、設備の支援を強化し、国
際産業安全協力を強化し、産業チェーン・サプライチェーンの多元化を推進する。

③

産業規模の優位性、付帯の優位性、一部分野の先発の優位性に立脚し、高速
鉄道、電力設備、新エネルギー、船舶等の分野の全産業チェーンの競争力を強化・
向上させ、未来の産業変革の方向に合致する完成機製品から戦略的全局的産業
チェーンを構築する。
④

地域産業チェーンの配置を最適化し、産業チェーンの重要な部分が国内に留まる
よう導き、中西部と東北地区の産業移転引受能力の建設を強化する。
⑤

応急製品生産能力備蓄プロジェクトを実施し、地域性応急物資生産保障基地を
建設する。
⑥

パイロット企業育成プロジェクトを実施し、エコシステム主導力とコア競争力を持
つ一群のリーディングカンパニーを育成する。

⑦

中小企業の専門化の優位性向上を推進し、専精特新注 1 の「小さな巨人」企業注 2
と製造業の分野別チャンピオン企業を育成する。

⑧

技術経済安全評価を強化し、産業競争力調査と評価プロジェクトを実施する。
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なっている。

る 注３。
・５計画で注目されるのは、米

から 年には ・ ％に高めることを

育成・発展の加速に関する指導意見」

て、製造業を重視する姿勢が改めて

中のデカップリングリスクも見据え

体系の発展加速、実体経済の根幹の

げられておらず、第３編「現代産業

他方、 ・５計画では同指標が掲

あり、リスクや隠れた弊害を防止・

高い発展を推進する必然的な要求で

体の活力を引き出し、製造業の質の

。
「優良な製造業企業の育

示されたことだ。 ・５計画では「産

強化」の第８章「製造強国戦略の踏

解消し、産業チェーン・サプライチェー

注５

業構造の高度化」注４
に向けて、サービ

み込んだ実施」において、
「製造業の

ンの自主制御能力を高めるための差

を公表

ス業の発展にウェートを置き、サービ

ウエートの基本的安定を保持し、製

し迫った需要である」との見解を示し

産業のデジタル化発展を推進し、産業用ソフトウエアの普及・
応用を推進。また、協同によるイノベーションを展開し、重要
なコア技術、製品、設備の難関攻略およびモデル応用を強化。
④産業チェーン・サプ
ライチェーンの現代化
レベルの向上

パイロット企業を組織して産業チェーン・サプライチェーン
の整理を行い、合併再編・戦略提携等を通じて産業資源を統
合し、競争力およびリスク抵抗力を向上。
⑤ハイエンド化・スマ
ート化・グリーン化発
展の誘導

次世代情報技術と製造業の融合発展の推進を加速し、スマー
ト製造プロジェクトおよびグリーン製造プロジェクトを実
施。
⑥大企業と中小企業の
統合発展エコシステム
の構築

パイロット企業が中小企業と連携して先進製造業クラスタ
ー、戦略的新興産業クラスター、イノベーション型産業クラ
スター等を構築。
⑦管理刷新および文化
建設の強化促進

企業管理向上特別行動を実施し、組織管理変革の推進を奨励
し、生産経営モデルを刷新。また、企業が文化建設を重視す
るよう誘導。

⑧開放協力レベルの向
上

グローバル研究開発設計センターを設置し、資源の効果的な
連結・利用を奨励。また、「一帯一路」共同建設を重点に、
地域産業チェーン共同体を構築。

⑨金融・財政および人
材政策措置の整備

育成基金設立を奨励するとともに、資本市場上場による資金
調達と債券発行を支援。また、大学、科学研究機関と連携し
て先進製造業訓練拠点を建設。

⑩的確なサービスの強
化

企業ニーズを整理し、情報・コンサルティング、人材育成、
知的財産権などの専門化されたサービスを提供。

策を行うことや、製造業のチェー

チェーンの戦略設計と正確な施

鍛造により、業界別にサプライ

ているが、弱点の補完と長所の

て、第８章の第２節に記載され

ては、製造強国戦略の一環とし

ンの再構築に関わる政策措置つい

産業チェーン・サプライチェー

国際競争力を持つ「パイロット企業」

の上で、③エコシステム主導力を備え、

別チャンピオン企業」に成長させ、そ

てて、国際市場をリードする「分野

企業を、重点業界と分野に焦点を当

企業に成長させ、②「小さな巨人」

内市場をリードする「小さな巨人」

けて、①専精特新の中小企業を、国

指導意見は、優良企業の育成に向

（表２）
。

ン補 強・ 強 化 を 通 じて、 産 業

に発展させるという段階的な枠組み

が謳われている。

チェーン・サプライチェーンの多

を構築し、 年までに、１万社の「小

10

元化を推進することなどが示さ

優良な製造業企業の育
成・発展を加速

・５計画で打ち出された政

月２日、
「優良な製造業企業の

報化部など中央政府６部門は７

策措置を具体化すべく、工業情

14

米中対立の長期化を見据え、中国

政策動向の慎重な注視が
肝要

いる。

ト企業を発展させることを目指して

ンピオン企業を育成し、
一群のパイロッ

さな巨人」企業、１千社の分野別チャ

25

れた全人代において採択された「 ・

③自主イノベーション
能力の向上

成・発展を加速することは、市場主

５計画および 2035 年までの長期
ス業付加価値率（GDP に占める第

造業の競争優位性を強化し、製造業

分類選定基準を制定・整備し、「小さな巨人」企業、分野別
チャンピオン企業、パイロット企業のベンチマークを選定。

14

れている（表１）
。

（出所）工業情報化部「優良な製造業企業の育成・発展の加速に関する指導意見」を基に作成

年３月５〜 日に北京で開催さ

目標要綱」には、前記の基本方針を
３次産業の割合）を 年の ・ ％

主要指標に設定していた。

0

踏まえた政策措置が打ち出されてい

・５計画における政策措
置

56

た上で、 項目の指導意見を提起した

②段階的育成の枠組み
構築

50

優良企業の持続的な強化・優良化・拡大を推進し、産業チェ
ーン・サプライチェーンの現代化レベルの向上を促進し、製
造強国の建設を絶えず新たな段階に推進。

15

①全体的要請の的確な
把握

13

主な措置

14

11

項目

22
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20

5

14

の質の高い発展を推進する」こと

14

21
優良な製造業企業の育成・発展の加速に関する指導意見の概要
表２

の
中国経済 動力
新たな原

政府はデカップリング・リスクに備え

お時間がかかる見込みである 注６。

る。

注５ ： 指導意見は工業情報化部のウェブ

サイト（ https://www.miit.gov.cn/zwgk/

zcwj/wjfb/zh/art/2021/art_c05387f

）
c8cfc4c77a4781b4336f6b576.html
で閲覧可能。

注 ６：

協 定では、

署

名国 カ国のうち カ国が寄託してから

カ国のうち カ国、非

A
S
E
A
N

日後に発効することとなっている。

3

こうした状況を鑑みると、政策措

区での人権侵害に関わったとして中国

注２：計画は工業情報化部のウェブサイト

閲覧可能。

6

R
C
E
P

5

るべく、様々な政策を打ち出してお
置の効果は未知数な部分もあるが、

政府当局者に制裁措置を発動したこ

議を停止する決議を賛成多数で可決

注４：経済発展に伴い、

G
D
P

産業、さらには第 次産業へと移行してい

2

に占める

寄託し、批准手続きを完了したもの

産業のウエートが第 次産業から第 次

）で閲覧可能。
content_5592681.htm

www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/

中 央 人 民 政 府のウェブサイ ト（ http://

注 ３： 要 綱の全 文 は 中 華 人 民 共 和 国

日、ASEAN 事務局に批准書を

RCEP についても、中国は４月

ある。

したため、早期発効は困難な状況に

）で
164e7aa79d7a536ae82254.html

wjfb/dzxx/art/2021/art_4f96b993a0

（ https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/

発。５月 日には、批准に向けた審

報復措置をとったことに欧州議会は反

とに対し、中国が欧州議会議員らに

10

10

60

り、その一環として、産業チェーン・
とが予想される。いずれにしても、米

中国は今後も様々な手を打ってくるこ

いる。また、中国の弱みとされる基
中経済のデカップリングの行方は日本

サプライチェーンの再構築を推進して
礎研究についても、 ・５計画では「基
とっても一定の制約要因となり得る。

企業を含む外資系企業の事業運営に

し、研究開発費を年平均７％以上増
引き続きその動向を慎重に注視してい

日

やす」との方針が掲げられている。し

月

http://www.qstheory.cn/dukan/
）
。同年４月 日に開催された中央財
htm

qs/2020-10/31/c_1126680390.

きるものではない。CAI については、

経委員会第７回会議における講話とされ

（

注 １：
「 求 是 」２ ０ ２ ０ 年

くことが肝要であろう。

依存するという弱みは短期間で克服
できるものではない。
対外開放についても、中国が関与す

1

EU が３月 日、新疆ウイグル自治

る経済的枠組みの構築は一朝一夕にで

11

かし、先端部品やコア技術を国外に

礎研究 カ年行動計画を策定・実施

14

批准書を寄託した国は日本とシンガ

くことを指す。
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22

26

ポールにとどまっており、発効にはな

1

3

21

A
S
E
A
N

産業チェーンの自主制御能力向上には製造業の高度化が欠かせない（2019 年日中経済協会撮影）

10

20

の、 年７月 日現在、中国以外に

15

トランプ政権から続く米中摩擦、そして現在も続くコロナ禍の影響を受けて、マスコミで
「中国製造 2025」
など中国に
おけるスマート
（智能）
製造の状況についての情報に接する機会が減った。しかし、中国は製造強国を目指して、IoT や
AI などのデジタル技術を活用したスマート製造を着実に進めている。

中国スマート製造の現状と展望
岩手県立大学 総合政策学部 准教授

が促進され、フレキシブルな生産体

主導権を握るのはメーカーか ITベンダーか
信一

もらったが、テレビ用プリント基板実
として、ロボット（日本製が多い）を

「品質は悪いが、価格は安い」
、い

ーでも顧客（消費者）と直接つながり、

ことで、中小の新興ブランドメーカ

制が容易に構築できるようになった。

筆者は、コロナ禍以前の２０１９

活用した生産ラインをパイロットライ

わば「安かろう、悪かろう」の代名

装ラインの一角にスマート製造ライン

年 月に深圳の地場の製造業企業を

ンとして構築していた。しかし、実際

公司（
）
」と金型 成型品
Skyworth
メーカー で大型テレビの組立
（

も、スマート製造ラインの設置を検討

詞だった中国製（メイド・イン・チャ

ことができる。

在庫負担なく素早く市場に投入する

デザイン性のある商品を、低コストで

：

・
イナ）のイメージが、小米・ OPPO

世 界 経 済 フォー ラ ム（

していたものの、どのようなシステム
をどのように導入するのか検討中であ

の説 明によると、 同 社
Skyworth
は「製造のリーダー」として、テレビ

ート化できていない現状であり、AI

ェーンの垂直統合・水平連携すらスマ

コロナ禍以前は、社内のサプライチ

の優位性が高まってきている。それを

向上により、メイド・イン・チャイナ

中国新興ブランドメーカーの技術力

質が良い」製品として浸透しつつある。

）
」 で は、 世
Lighthouse Network
界の先 進 的 な工 場「 ライ トハウス

イトハウス・ ネットワー ク（ Global

り、中国の消費者に新興ブランドメ

など新興ブランドメーカーの台頭
DJI
と製品の品質向上によって覆りつつあ

生産）も行っている「広州毅昌科技股

った。ただ、自前でシステムの構築を

やセットアップボックスの生産拠点の

を活用したラインは両社には見られな

さらに拡大させているのがスマート製
ーの状況は推測に難くない。

（ Customer to Manufactory
）生産

注１

（ Lighthouse
、 灯台 ）
」 の認定が進
んでおり、 年 月時点では、世界

6

で の工場が認定されている 注２。その

21

ーカーの製品は「価格は安くて、品

自動化（ロボット化）を中国企業と

かった。両社は、中国の地場メーカー
ことだった。実際に工場を視察させて

17

うち 工場が中国国内のライトハウス

69

21

C
2
M

検討していた。

共同開発で進めている（ Skyworth
智
能製造基地）
。ただし、同ラインでは

造であり、デジタル化により

份有限公司（

）
」である。

E
C
H
O
M
では大手であることから、他のメーカ

）によって
World Economic Forum
年から結成された「グローバル・ラ

W
E
F

/

O
E
M

は導入しておらず、開発中との

E
C
H
O
M

このスマート製造システムを活用する

視察する機会を得た。訪れた企業は、

には稼働していなかった。

２．
コロナ禍のスマート製
造に関する取り組み

大手家電メーカーの「創維集団有限

１．
コロナ禍以前の状況

●近藤

－
2

A
I
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工場となっている。ただし、そのうち
）など外
半分程度はボッシュ（ Bosch
資系企業の工場が占めている。
「中国デジタル事情コラム」
（
ク ラ ウ ド 株 式 会 社、 https://www.
） で は、 アパレ ル 製
sbcloud.co.jp/
造 業 界の代 表 と して「 アリババの

集団のスマート工場」や「ハイアール

南京工場」
、家電製造業界の「美的
している。

など、QCD に大幅な改善をもたら

ンデマンド生産（ Enable on-demand

クラウド」と「ファッションにおけるオ

」注４
での顧客中心のインダ

タマイゼーション 注３を実現したいわゆ

り、顧客からの注文によりマス・カス

」 と呼ばれ
ステムは、
「 COSMOPlat
るスマート製造プラットフォームであ

てから販売するまでのプロセスでは在

流行などの要素に左右され、生産し

は製造サイクル期間が短く、季節・

アパレル産業では、ファッション商品

ューションとして提供されている。

場での競争力維持をサポートするソリ

同社のライトハウス工場の中核シ

は同サイトを参考に、製造業サイド

ストリアル・インターネット・プラッ

庫が問題となるビジネスモデル特有の

）
」により、中小
fashion production
企業が急速に変化するファッション市

からのスマート製造のアプローチとし

」は、
トフォームである。
「 COSMOPlat
顧客がデザインから製造プロセスまで

課題に直面している。スマート製造で、

（ Haier
）のスマート工場」などの代
表的な事例が紹介されている。以下で

てハイアールのスマート工場化を支え

参画できるエコシステムとなっている。

小ロット・短納期が実現すれば、この

アプローチとしてアリババ（ Alibaba
）
のプラットフォーム「犀牛智造（ Rhino
）
」と「迅犀
Smart Manufacuturing
デジタル工場」を紹介したい。

る「

」のエコシステムと、
る「 COSMOPlat
ベンダーからのスマート製造の

同社は約７９０件の知的財産権を保

すると考えられる。アリババは、淘宝

元、企業評価価値は約 億ドルにな
っている。

２‒
２．アリババのスマー
ト製造プラットフォーム
「犀牛智造」

可能である。そして、淘宝や天猫の

によって顧客の嗜好を把握することが

人工知能支援型の統合生産設計基盤

レンド・販売予測モデルと、独自の

（ Taobao
） お よ び 天 猫（ Tmall
）の
膨大なデータを武器とした商品のト

ビジネスモデル上の課題解決に寄与

有し、
「 COSMOPlat
」のブランド評
価価値は約５５７億６７００万人民

２ １‒．
ハイアールのスマー
ト製造プラットフォーム
「 COSMOPlat
」
中国の家電大手メーカーのハイアー
ルは、社内工場のデジタル化を進め、
カ所がライトハウス工場として認定
されている。 年に、青島にあるセン

サイトには多くの中小企業が衣

リババグループは、新事業としてスマ

ッションのトレンドや需要の予測に必

料品を販売している。アリババはファ

）大手ア

ート製造プラットフォーム「犀牛智造」

要なデータを保有しており、デジタル

中国の電子商取引（
ド工場が認定された。同社のライトハ

が 年 月 日に浙江省杭州市で公

トラルエアコンコネクテッド工場が、

ウス工場の効果は、青島工場でリー
ドタイムが ％向上、労働者の効率

続いて 年に瀋陽の冷蔵庫コネクテッ

10

開された 注５。同時に、同グループのス

工場をインフラとして提供するビジネ

ている。

日に開 催されたアリ

スに他社と比べ圧倒的な優位性を持っ

ジタル工場」も同市で正式に稼働を

年

月

マート製造 号プロジェクト「迅犀デ

16

1

開始した。同工場は、アリババの強み

13

ババ主催のテックイベント「雲栖大会

10

が ％向上、欠陥が ％低減し、瀋

9

迅 犀 デ ジ タ ル 工 場（ Xunxi Digital
）
」
、 自 動 車 製 造 業 界の「上
Factory
汽 大 通（ SAIC Maxus Automotive
）

ECHOM のスマート製造ライン、同社内の掲示パネルを撮影（筆者提供）

C
2
B
20

を生かした製造モデル「メイド・イン・

16

陽工場で生産性が ％向上、新製品
開発期間が ％短縮、不良品率が

59

79

21

44

30

％低減、そして収益が ％向上する
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64

S
B

（ The Computing Conference
）
」で、
アリババ創業者のジャック・マー（馬
雲 ） 氏 は、
「 五 新 戦 略（ Five News

トフォーム提供企業を中心に急速に

平連携にある。このことは「インダス

が述べていること

トリー ・ 」の生みの親ともいえ

るドイツの

EC 市場が拡大し、オンラインとオ

フラインの両方で「世界の市場」と呼

る IT 大手企業であるアリババは、

IT 技術力と集客力の双方に優れ

統合と水平連携、サプライチェーンに

とを理解せず、自社内における垂直

においても多くの製造業企業がこのこ

注８

中国の製造業を取り巻く政策的支援

適用を拡大したとしてもサプライヤ

に、中国の製造業は長期間にわたって

「世界の工場」と呼ばれていたよう

も、製造業の川上領域と川中領域に

智造」と三つの新プロジェクトいずれ

スマート製造プラットフォーム「犀牛

新プロジェクトを発表したのである。

ラットフォーム「犀牛智造」と三つの

C2B を実現できるスマート製造プ

卸売や小売を手がけることができる

」も
プラットフォーム「 COSMOPlat
アリババの「犀牛智造」も、顧客お

群である。ハイアールのスマート製造

バなどスマート製造を進めている企業

る。それが前述のハイアールやアリバ

業でこのことに気づいている企業があ

コマツぐらいだろう。しかし、中国企

同期化している国内の製造業企業は

デアを具現化したものである。
事業グループ

「犀牛智造」の発表直後の同月 日
に、アリババの

マートファクトリー研究所長の王健

（ Jason Wang
）氏は講演で、
「中国
内でもこうした新興企業中心でスマー
中間層の拡大とインターネットとネッ

ける垂直統合と水平連携にあるので

スマート製造の本質は、社内にお

る 注９。スマート製造の推進役をアリバ

のか、大きな議論がある」と語ってい

きか、製造業だけで進めていくべきな
15

26
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よると、 年以内に売上高 億元超
えの工場を１０００カ所以上誕生さ
せる目標である。

である

。しかしながら、日本国内

ばれる市場大国となった。

働効率は、業界平均の 倍レベルに達

と市場の環境変化を踏まえて、オン

ー企業における水平連携のみを行って

は、

エネルギー）
」を発表した。製造業に
すると説明しており、工場の作業効

ラインとオフラインを融合させる事業

いる企業が多い。サプライヤー企業

「犀牛智造」の伍学剛

おいては、データとインテリジェンス
率も業界平均の 倍になり、受注数

モデルとして、業者からの発注を待

から顧客までをデジタルで一気通貫・

、

をエンジンとして新しい製造モデル
「ニ

の下限を業界平均の１０００件から

つだけだった従来型の工場が、自ら

クラウドコンピューティング、

ュー・マニュファクチャリング（新製造）
」

１００件に引き下げ、納期を 日間

を結び付けた「犀牛智造」の稼

を創り出すとしていた。
「迅犀デジタ

から 日間に短縮したという 注７。

がさらに三つの新プロジェクトを発表

スマイルカーブ（電子産業における付

対するアプローチといえる。これによ

よびサプライヤーともデータを連携

リング戦略の一環として馬雲氏のアイ

している 注６。新プロジェクトは仕入れ

加価値や収益性を表す曲線）のボト

り、製造業企業の生産現場が市場の

させるプラットフォームである。

２‒
３．
アリババの取り組
みに対する考察

業者と受注メーカーのマッチングサー

ム（低付加価値領域）である川中領

変化に対応していく能力は強化され
状態であり、そこで製造強国を目指

中国科技自動化アライアンスのス

域の生産工程を担ってきた。中国は、

中小メーカーによるノーブランド品

す政策として「中国製造 2025」

を工場直販で提供する

が 策 定 さ れ た。 し か し、 中 国 は、

ト決済の普及、とりわけ 年以降の

はなく、サプライヤーから顧客まで

バなどのインターネット企業が主導す

トマニュファクチャリングを推進するべ

モバイルインターネットとモバイル決

をデータで一気通貫・同期化した水

2010 年以降の所得の向上に伴う

「 1688.com
」の相互連携計画の三つ
である。生産・卸・小売の三つの市場

済の普及によって、総合 EC プラッ

）
」および同じくメーカー直販
Tejia
に特化した
プラットフォーム

ットフォーム「淘宝特価版（ Taobao

C
2
M

を最適化していくもので、アリババに

３．
中国におけるスマート
製造に対する一考察：ス
マート製造の主導権を握
るのは誰か

ビス「淘工廠（ tgc.1688.com
）
」
、購
買業務の効率化・自動化を図る「超

4

ることになる。

15

4

イナンス、
ニュー・テクノロジー、
ニュー・

ル工場」は、ニュー・マニュファクチャ

：ニュー・リテール、ニュー・
Strategy
マニュファクチャリング、ニュー・ファ

0

S
A
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I
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4

3

製造大国であるが技術レベルは低い

7

A
I

）
」
、
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級買家（

B
2
B

S
U
P
E
R
B
U
Y
E
R
B
2
B

JC ECONOMIC JOURNAL 9 月号 TOPICS

るのか、ハイアールやファーウェイなど
の製造業企業が主導していくのか、と
いう問題である。
ド イ ツ の「 イ ン ダ ス ト リ ー
（ Industrial

れは、スマート製造という分野での競

注生産」を意味する「カスタマイゼーショ

合 技 術 展「

」
（

年 月 ～ 日、東京ビッグサイト）の

今後、中国のスマート製造の推進役

る。

産業の競争優位に基づいているといえ

価値の高い製品を生産するシステムを指

スタム化）で、個別要求に対応した付加

ニーズに合わせた製品を生産すること（カ

生産に近い生産性を保ちつつ、顧客ごとの

が登壇し、
「中国のスマート製造におけ

）氏
長で事務局長の王健（ Jason Wang

イアンス スマートファクトリー研究所 所

特別セッションに、中国科技自動化アラ

ン」を組み合わせたコンセプトで、大量

が製造業企業主体になるのか、IT

の

大手メーカーか、製造部門を持つ大
ート製造を進め、さらに高度化して

いえる。しかし、いずれにしてもスマ

的経営』
（日本能率協会マネジメントセン

ン革命―リエンジニアリングが目指す革新

（１９９４）
『マス・カスタマイゼーショ

づくり』に向け中国は何を考えるか ：

スマート工場最前線、
『世界最高のモノ

ーマに講演を行っている（長町基「中国

メガトレンドとアプリケーション」をテ

ビッ グ デ ー タ

ベンダーが提供しているプラ

いくためには、製造業において統合的

ター）で紹介された比較的古い概念だが、

る

ットフォームが基盤となっている。つ

な技術力で競争優位を保持している

手
まり、製造強国であるドイツと日本で

実現する技術が登場していなかった。

ビジネスモデルは、顧客・消費者側から

月 日）
。

は、製造業を起点としたシステムを

とドイツという製造強国といえる両国

造の推進エンジンとなっている。日本

のプラットフォーム構築がスマート製

強国

営する同社発のスマート製造である点

サイトを運

となっている。前述のアリババのプラッ

ス工場』に中国企業が多い理由」中国デ

注２ ： 唐徳権「世界最先端『ライトハウ

向上などが期待されている。

荷までの LT 短縮、生産効率の飛躍的な

程引取）を刷新することにより、商品出

びサプライチェーンのプルプロセス（後工

デジタル技術を活用して、製造現場およ

張現実 / 仮想現実 / 複合現実）などの

IoT・ロボット・AR/VR/MR（拡

注１ ： 人工知能（AI）
・ビッグデータ・

場の本質と市場獲得戦略 日系電子部品

注８ ： 近藤信一（２０１８）
「

注７ ： 新華社、 年 月 日

次いで発表」36Kr、 年 月 日

リババグループによる新プロジェクト、相

注６ ：「製造業界のスマート化改革 ア

注５ ： 新華社、2021 年 月 日

産するビジネスモデルである。

に合わせて個性のある商品を少量ずつ生

個性化・多様化に伴い、消費者のニーズ

るビジネスモデルを指す。現代の消費の

ャイル型スマート製造のトレンド」
『知的

となりつつある中国と、新興国によるアジ

● 小宮昌人・佐藤修大・岡本智美「中

査）
』
、 年

を踏まえた我が国製造業の産業競争力調

盤技術実態等調査（中国製造業の実態

●エイジアム研究所『平成 年度製造基

年

国スマート工場総覧』
、日経 BP 社、

●日経 BP 総研クリーンテックラボ『中
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新型コロナを挟んでの上海
－生活者レベルからの考察

今さらながらスマートフォ
ン無くして生活はできない
日本出国前の PCR 検査結果、上

内総生産（GDP）の ・ ％を占め、
世界２位の規模を誇る。

飲食店で上海を語る
今の上海

6

本人女性は次のように語る。

「これまで中国の人達は、
情報収集、
獲得、

確認において自分のコミュニティでの口コミ

WeChat

）を通じて情報を発信
Line

がメインだったが、今はスマホの

（日本でいう

し、また欲しい情報を獲得している。レス

ス、地下鉄、高速鉄道、航空機、タク

の関係当局と紐づく。公共交通機関（バ

も流暢な上海生まれの 代女性と、最近

の東京事務所で勤務経験があり、日本語

2015 年から４年間、中国国営企業

同窓、海外留学経験、職場の同僚などの

り、コミュニティも、同郷、高校、大学の

あらゆる情報のやり取りがスマホ経由とな

価、子供の学校の情報等、仕事、生活の

市内「新天地」エリアで入店待ちして

シー）を使用する際もスマホ利用が前提

流行りのレストランで話す機会があった。

複数のメンバーが参加できるチャットグル

ホテルでの PCR 検査結果等のデータ

となり、予約、購入、実際の乗車・搭乗、

「コロナを契機に E コマースが劇的進

ープが無数に作られ、毎日それぞれがレス

トランの選定、最近の売れている商品の評

会計（領収書発行）
、銀行口座ともリン

歩を遂げた。上海に帰ってから、 年

中 国 工 業 信 息 化 部（ 工 信 部 ） 傘

で、ここに大きな違いがある。

から動きを把握されるのは当然との認識

られているとの感覚だが、中国人は当局

視カメラも含め行動のすべてが追いかけ

えられている。外国人からすると、監

話番号、出生地、戸籍」で全てが押さ

しかも中国人は「身分証明書＝携帯電

らながら「スマホが命！」を実感する。

している現実を目の当たりにして、今さ

タ集約と運用が末端の外国人まで浸透

のもこの 年前後のことだが、店の運営

で、
「お洒落で美味しいお店が激増した

で、売り上げが異常に伸びたのも事実」

高級ブランド品の購入に充てているよう

けなくなり、消費ができない分、国内で

また、
「上海の金持ちは海外旅行に行

い物には慎重になった」と告げられた。

で手に入るが、上海の物価が上がり、買

買って持ち帰っていた。今は E コマース

ット商品等）は一時帰国の往来で大量に

柔軟剤や化粧品、日本ブランドアウトレ

日本滞在時愛用した生活用品（洗剤、

より厳しい競争に至っている。
」

濃度ともに上昇し、
上海での商売現場は、

の感度が強くなり、情報の流れは速度・

ている。そのため、若い世代は特に情報

向のコミュニケーションにより加速化し

それが、今は簡単にネットを通じた双方

見極めについて、人の口コミに頼っていた。

ークであり、世界中に拡大している情報の

関係を重視するのが中国人の人的ネットワ

の傾向が一層進んだと思う。もともと人間

でのコミュニケーションができなくなり、そ

報を交換している。コロナ禍によりリアル

トラン、商品の評判、転職、投資等の情

クしている。

月までは年 回の日本旅行は必須で、

下のシンクタンク中国信息通信研究院

面や人的サービスは全体的に日本に追い

在上海 年の中国で長く勤務する日

ヒーを普通に飲んでいた。その垢ぬけた

はあるが）をよく歌い、その頃からコー

た老婦人は、日本の古い歌（戯れ歌で

「戦前に日本人居住区の隣に住んでい
（CAICT）によると、 中 国のデジ

ついていない」と言う。

噂には聞いていたが、IT によるデー

20

40

タル経済の規模は 2020 年で前年比

2

市内スペイン料理店にて

1

％増の 兆 2000 億 元（約

・

39

650 兆 7000 億円）となり、国

7

5

20

9

28
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入った人気レストランにて

－

は、すべてスマートフォンを通じて中国

海浦東空港での PCR 検査結果、隔離

3 月 28 日上海浦東空港に到着後、上海市内のホテル 2 週間の隔離から上海生活がスタートした。筆者はかつて北京、天津、
大連に暮らしたが、上海での生活は初めてである。生活をはじめて 3 カ月が経過する中で驚いたこと、強く印象に残ったことが
いくつかある。①街並みが緑の木（プラタナス）に覆われ路上も清掃され惚れ惚れするほど美しいこと、②地下鉄やバス（電動
が中心）が綺麗で整然と乗降する人が多いこと、③お洒落な服装や靴を履く人が多い事（女性中心にではあるが）
、④犬を連れ
て歩く人が多いこと、⑤美術品や音楽など文化活動の広がりなどである。これ以外に個人の目から見た上海に加え、上海に 10
年以上暮らす在留邦人、生粋の上海人、それぞれの話を伺いつつ、新型コロナを挟んでの上海の現状を書きとめたい。

● 笹原 信 一般財団法人日中経済協会 上海事務所 所長

JC ECONOMIC JOURNAL 9 月号 CHINA TREND CHECK

→デリバリーサービスが充実。オンライ

「コロナでの生活変化→家から出ない

育ちの良さが表れたものだ。
」

お洒落な服装は、明らかに戦前からの

内の寿司店にて

日本人オーナーが切り盛りする上海市

器です」と笑顔で語ってくれた。

から、日本式サービスは大変有効な武

「激烈な生き残り競争が上海の現実だ

市場であることを実感させられる。

さに熾烈な競争と選別にさらされている

店舗選択の目を持っている。上海は、ま

式サービスを知る富裕層は厳しい商品・

ド力が行き渡っており、高品質な日本

向の顧客が和食とともに各種アルコール

急速な経済発展で、上海では健康志

ン購入の商品は、 週間以内なら返却
できるシステムが有効に機能している。
」
「日本の地方の特産品、高額商品や美

外国産たばこ事情
コロナを越えて

「様々な制約下にあるたばこだが、

日本語で問いかけてくる女性店長がいる

の店員に座席まで案内される。流暢な

ませ」の大きな声と共ににこやかな笑顔

し中に入ると、日本語で「いらっしゃい

めて訪問した。店の受付で予約を確認

ものの、日本式サービスは期待せずに初

日本語でスムーズに電話予約ができた

在上海 年の同年代日本人と市内古北

極める。
」

けない幅広い年代の富裕層も関心が高

ナウイルス感染症の影響で海外旅行に行

売上増に直結している。また、新型コロ

と外国人の双方の富裕層の消費行動が

えた。健康志向とも連動して、上海人

ろった飲食店がここ３年ほどで急速に増

級で値段相応の料理、味、サービスがそ

「上海人や上海在住の外国人が好む高

女性が来店していて、言葉を交わした。

メントを担当する上海生まれの管理職

系企業でビール販売とブランドマネージ

しているという。寿司店を訪れると、日

でも数量は限られ、日本の銘柄のものは、

柄および数量が販売されているが、それ

他の都市と比べれば比較的多くの輸入銘

か流通しない構造となっている。上海は、

同様に厳しく管理され、極めて少量し

り、海外から正規輸入されるたばこも

が製造／流通／販売を一括管理してお

「専売制度の下、国家・地方政府機関

専門家に話を聞いた。

うなっているのだろうか？たばこ業界の

せないものと認識していたが、現在はど

様に、人間同士の出会いから交流に欠か

中国において、たばこは酒や食事と同

は販売店が設定できる。外国たばこの

と異なり、中国でのたばこの小売価格

格が上昇する現象が起きている。日本

から、一部の銘柄では需給が逼迫し、価

ている正規品を購入せざるを得ないこと

これら二つの理由により、正規に流通し

流入が減少していると推測される点だ。

での貨物の取り締まり強化で非正規品の

くなくなったこと。もう一つは、税関等

は、活動可能な中国国内でしか買えな

税店や海外でたばこを購入していた人達

により海外渡航者が大幅に減少し、免

に変化が生じた。一つは人的往来の制限

年に始まったコロナ禍において販売事情

のは、中国のレストランではよく見かけ

く、売れ筋商品の単価が高い。日本商品

やノンアルコールビールの消費量を増や

注文の品々を一気加勢に出す方式では

正規品は元々少量しか流通していないの

エリアの日本式焼肉店で

る光景だ。

ち、上位 万店程度でしか販売されてい

で、需要が少しでも増えれば、当然価

上海に約 万店あるたばこ販売店のう

理解し、まずはお通し、その後は食事

女性店長との会話で分かったことは、

売場が多く見られるが、一方で、これで

「日本直輸入、日本商品」と銘打った

確かに市内の集客力ある大型店舗で、

な管理の中でも非正規品（偽物や密輸

向く必要がある。ただ中国では、厳格

るため、購入する際には直接店舗に出

たばこの販売行為は法律で禁じられてい

とっては、人の往来再開が待ち遠しいは

いてくるだろう。たばこ好きの上海人に

ば、たばこの入手も多少なりとも落ち着

ち着き、国を越えての人の往来が増えれ

新型コロナウイルス感染症の影響が落

格は軒並み上昇傾向となる。

上海人は素材・味は当然のこと、店の

大丈夫か？と心配になるくらい人出が少

品）が出回る傾向があり、街中ではそ

ずだ。

ないのが実情だ。E コマースを利用した

雰囲気や従業員と国籍の異なるお客と

ない大型店舗もあるのが不思議だ。上

うした商品も同時に販売されている。
」

たえが大きい」と強調していた。

の間に生じる楽しそうな会話やその時の

海では日本商品に対する人気やブラン

の進み具合を見計らってメインの肉やそ

空気も含め総合的に評価するとのこと。

の他の料理を出すという気遣い。

ントで『日本商品』を打ち出すと手ご

へのニーズは大きく、大型量販店のイベ

術品などは投資価値があるか否かを見

20

2

なく、客が日本人だということを十分に

－

条例により上海では屋内の公共
スペースでの喫煙は不可だが、
屋外での喫煙者は依然多い
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森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 石本 茂彦

タ安全管理制度整備など、データ安全保護のための
様々な義務を課しており、違反（不履行など）があった
場合には、罰金（過料）等の罰則を与えることになって
います。
「サイバーセキュリティ法」でも、ネットワーク安全保
護義務を履行しない企業や個人に対する罰則を定めて
おり、実際に処罰された例も公表されています。また、
EU 等でも、一定の範囲でサイバーセキュリティの体制
構築義務等が法的な義務と位置付けられています。
「データセキュリティ法」はこれらと同一地平にある
とも言えます。しかし、サイバーセキュリティだけでな
く「データのセキュリティ」について、しかも個人情報
等に必ずしも限定せずに広い範囲の「データ」の安全
保護義務を罰則をもって民間にも強制するというのは、
データセキュリティが国家安全の一環であることを強調
する中国の方向性の一つの現われとも言えます。

６．
データローカライゼーション
「重要情報インフラ運営者」が収集等した重要データ
の国内保存義務や国外移転規制については、基本的に
は従来からある「サイバーセキュリティ法」によるとさ
れています（ただ、本稿執筆時点では重要な詳細ルー
ルの多くがパブコメ稿のままでとどまっています）
。他
方、
「データセキュリティ法」では、国外への重要デー
タの提供に関する義務違反に対する過料の最高額が
1,000 万人民元に引き上げられるなど罰則が強化され
ました。また、
「重要データ」以外のデータの国外移転
に関するルールが新たに出される可能性もある書きぶり
となっています。
さらに、国内の企業や個人が、外国の司法や法執行
機関に対して中国国内に保存されたデータを提供する
場合、中国政府の承認が必要とされます。これも、中
国が目指す国家としてのデータ主権の強い現われとも
言えます。

７．
国家安全審査
「データセキュリティ法」では、国家安全に影響（の
おそれ）のあるデータ取扱行為に対して中国政府が国
家安全審査を行うことができるとされます。
「サイバー

セキュリティ法」や
「ネットワーク安全審査弁法」等にも、
国家安全審査の規定が置かれています。
21 年 7 月、ニューヨークに上場した中国のネット配
車アプリ大手「滴滴」等に対して、中国の当局がネット
ワーク安全審査を実施したことが広く報道されました。
滴滴等へのネットワーク安全審査では、本来の審査対
象がネットワーク製品やサービスの調達における安全
性であるはずの「サイバーセキュリティ法」や「ネットワ
ーク安全審査弁法」が主に適用されました。なお、こ
うした一連のケースや今回の「データセキュリティ法」
制定を受けて、
「ネットワーク安全審査弁法」について、
海外上場の場合やデータセキュリティに関する安全審
査も明確にカバーできるよう改正する内容のパブコメ
案が公表されました。

8．
域外適用
「データセキュリティ法」では、かなり抽象的ではあ
りますが、域外適用に関する条項、すなわち、中国国
外で行われるデータ取扱行為に対しても、中国の国家
安全、公共利益、中国の個人・組織の権益に損害を生
じた場合は「法的責任を追及」するとの規定がおかれ
ました。

9．
まとめ
企業の実務の観点からは、
「データセキュリティ法」
が求める「データ安全保護義務」に従ったデータセキュ
リティシステムや、データ取扱に関するコンプライアン
ス体制の構築が重要な課題となります。本稿執筆時点
では具体的な規則の制定はまだであり、また「サイバー
セキュリティ法」に関して公表されたデータセキュリテ
ィにも関連する規則等のパブコメ稿も多くはそのままで
すが、今後、順次制定が進みルールが明確になること
が期待されます。
日系企業が中国でデータセキュリティシステムやコン
プライアンス体制を構築していくにあたっては、
「国家
安全」を重視する中国のデータセキュリティ法の特徴を
よく理解し、特有のリスク要因を把握しておくことが重
要です。
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中国ビジネス Q&A

データセキュリティ法と中国の国家安全

中国で、「データセキュリティ法」が制定されたと聞きました。
この法律にはどんな特徴がありますか。
データセキュリティ法は、あらゆる「データ」の収集、保存、使用等の行為を広く規制する内容の
法律です。この法律の大きな特徴として、国家安全という観点が強調され、国家としてデータセキュ
リティ管理体制を構築することが強く志向されている点が挙げられます。中国ビジネスに従事する日本企
業もこうした特徴をしっかり把握しておくことが重要です。
ことになっています。

１．
データセキュリティ法の制定と国家安全
2021 年 6 月 10 日、
中国で「データセキュリティ法」
（数
据安全法）が公布されました（施行は同年 9 月 1 日）
。
広く「データ」
（電子データが主ですが紙のデータ等も含
まれます）を取り扱う行為（収集、保存、使用、加工、
伝達、提供、公開等）のセキュリティに関する規制を中
心に定めたものです。
2017 年施行の「サイバーセキュリティ法（网络安全
法）
」
、そして遠からず制定される見通しの「個人情報
保護法（現在 2 次パブコメ稿まで公表）
」と合わせて、
中国の情報セキュリティ体系の法的枠組みが完成する
ことになります。
この法律では、データセキュリティ管理体制強化によ
って、国家安全と企業や個人等のデータに関する権利
や利益の保護の両方が目指されています。しかし、よ
り国家安全に重点が置かれ、データセキュリティが国
家の安全保障の一環であることが強く前面に押し出さ
れています。

２.「国家安全」
体系の一環として位置付け
近年の中国の国家安全（安全保障）の方向性は、習
近平国家主席が提唱する「総体的国家安全観」に集約
されています。ここでは、近時米国や日本でも強調さ
れている経済安全保障が広く謳われ、情報セキュリティ
も安全保障の重要な要素に位置付けられています。デ
ータセキュリティ法でも、こうした総体的国家安全観の
「堅持」が明記されています。また、
「国家秘密法」や
「輸
出管理法」など、他の国家安全に関する重要な法律と
の関係にも言及しています。
さらに、データセキュリティに関する重要な意思決定
や指導等は、
「中央国家安全指導機構」
、つまり国家安
全全体を取り仕切る共産党中央国家安全委員会が行う
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３．
国家としてのデータ主権
最近、欧州を中心に「データ主権」が重視されてい
ます。米国の「GAFA」
（場合によっては中国の「BATH」
も）等の巨大 IT 企業が世界中の Web サイトやデジタ
ルコンテンツの情報を収集し利用している状況のなか、
（域内の）市民や企業などのデータ提供者の意図に反し
てデータが利用されることを防ぐためのデータ管理の
ルールや仕組みを作るというものです。
これに対して、中国の「データセキュリティ法」では、
中国国内で収集等されたデータに対し国家として管理
を行うこと、いわば国家としてのデータ主権が強調され
ていると言えます。

４．
データの分類と規制
「データセキュリティ法」は、上でも触れたようにあ
らゆる「データ」を広く規制の対象としています。その
うえで、データを分類してその重要度等に応じた管理・
規制をすることとしています。例えば、国家にとって特
に重要な「国家核心データ」については厳格な管理や
厳しい罰則が定められています。また、
「重要データ」
についても一定のより厳しい管理が求められます。重要
データの範囲・内容はまだ明確ではありませんが、こ
れまで出されたいくつかの関連法令のパブコメ稿等に
照らしますと、中国の発展や経済安全保障等の観点を
踏まえて、広い範囲のデータが該当することになりそう
です。

５．
企業等のデータ安全保護義務と罰則
「データセキュリティ法」では、企業や個人等にデー
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■ 7/7 郭強中国駐大阪総領事館経済商務処主任・領事との WEB 面談

当協会関西本部事務局は、中国駐大阪総領事館の新たな経済商務処主任として着任した郭強領事と
WEB 面談を行った。郭領事は既に 2 度、駐日本国大使館経済商務処での日本勤務経験があり、当協会
の役職員とも長い交友関係を有する。初の大阪勤務に当たり、より多くの関西企業・団体等との交流を目
指していると述べ、今後、大阪・関西万博への出展・参加協力を含め、関西との連携を推進していく考え
を示した。

■ 7/19 日中経済協会
・日中投資促進機構共催セミナー
4/24

「要点解説 中国反外国制裁法とデーターセキュリティ法」をテーマに、森・濱田松本法律事務所・石
本茂彦パートナー弁護士より講演をいただいた。上記２本の法律は、
現在最も注目されている重要な法律で、
制定の背景や趣旨、特徴、位置付け等について詳細な説明があった。当協会および日中投資促進機構の
会員も高い関心を寄せ、オンライン視聴者は 200 人を超えた。

■ 7/1 中国共産党創立 100 周年記念式典開催

中国共産党創立 100 周年を迎え、天安門広場で記念式典が開催された。式典では習近平総書記がス
ピーチを行い、中国は全面的な小康社会を実現したこと、内政干渉につながる外国からの圧力を容認し
ないこと、経済成長等多くの成果を踏まえた上で、これまでの共産党指導の正当性を強調した。2049 年
の中華人民共和国建国 100 周年に向け、社会主義現代化強国建設の目標実現に対する強い信念と自信
を内外に示した。

訃報

2021 年８月号インタビュー「この人に聞く 歌声は海を越えて」に登場いただいたシンガーソングライターの巫慧敏
（amin アミン）さんが、2021 年 7 月 29 日に逝去されました。優しい歌声と笑顔は多くの人に元気や癒しをもたらし、
歌への情熱や努力、まっすぐなその生き方は感銘を与えました。日中でヒット曲を生み出した歌手活動のみならず、子
供たちの交流事業を主宰するなど両国の架け橋としても尽力されました。心よりご冥福をお祈りします。

2021年 10月号は・・・
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編集後記
オリンピックが無事閉会を迎えたが、コロナ感染拡大が止まらない。変異
株を中心に中国でも感染者が再発しているようだ。私自身、幸いにして２
回目のワクチン接種は無事終えたものの、周囲にはまだ自治体からの通知
すら受け取っていない人も少なくない。行動が大きく制限される中、デジタ
ル活用で経済が活性化することは歓迎すべきだが、それは実体経済があっ
てはじめて機能することを忘れてはならない。本格的な実体経済の再開が
待ち遠しい。
（髙見澤）
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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、2021 年第 2 四半期までの主要経済指標
（速報値）をとりまとめたものです。
データが更新された場合は、当会ウェブサイト（http://www.jc-web.or.jp/）に反映します。
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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」。

6.4601

（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。
（注 10）2021 年 1~6 月の固定資産額は、中国国家統計局発表の数値。前年同期比の整合性は取
れていない。
（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
外貨管理局、ジェトロ発表等から日中経済協会が作成。
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