
 

 

 

 

 

Ⅴ．日本商工会議所訪中国経済ミッション 

在中国日系企業組織との懇談会結果概要  

 
日本商工会議所は、平成２２年３月２１日（日）～２６日（金）、岡村正会頭を団長

とした「訪中国経済ミッション」を北京・上海に派遣し、また本ミッションに合わせ、

３月２２日（月）～２５日（木）に「日商中国ビジネス拡大促進ミッション」を北京・

天津・唐山に派遣しました。両ミッションには、中小企業国際ビジネス専門委員会委

員からも多数参加しました。２３日（火）に、北京において、日中両国の交流促進を

テーマに「日中中小企業フォーラム」を開催し、両ミッションメンバーを含め４３０

名が参加者しました。その前日に開催した「在中国日系企業組織との懇談会」では、

中国各地の日系経済団体より中国ビジネス展開に関する課題や最新情報など、有意義

なお話を伺うことが出来ましたので、ご紹介いたします。 



日本商工会議所訪中国経済ミッション 

在中国日系企業組織との懇談会概要 
 

日 時  2010 年 3 月 22 日（月）15：00～18：00  

場 所  長富宮飯店 芙蓉東 

出席者  （中国側）中国日本商会会長・副会長、青島、大連、上海、蘇州、広州、深圳、 

成都の日系企業組織代表者、日本大使館経済部、 

在北京業界団体など 

     （ミッション側）岡村団長、副団長、事務総長、団員、随員、 

中国ビジネス拡大促進ミッション参加者 

 

１．開会挨拶 

岡村正団長 

 グローバル社会が進展する中、日本の中小企業は、海外へのビジネス展開など、国際化が急務の

課題となっている。特に、多くの日本企業にとって、アジアの中でも「世界の市場」となった中国

を抜きにしてビジネスを考えることは難しくなっているのが実情と思われる。 

 他方、中国でも、中小企業の育成・支援を国の重要政策として、取り組みが行われていると伺っ

ている。中国で有力な中小企業が育てば、日本企業にとっても有望な提携先の確保につながること

が期待できる。そして、両国で有力な中小企業を育て、様々な形で連携を図ることによって、双方

の中小企業が、Win-Win の関係を構築していくことも可能になるかと思う。 

 私どもミッションは、こうした両国間の中小企業の一層の交流促進などを図るべく、日本商工会

議所として、今後の中国との継続的な関係を構築することを主たる目的に訪問した。また、もう一

つの目的は、こうした両国間の企業交流を促進するためにも、中国におけるビジネス環境のさらな

る整備に向けた支援を行うことである。 

 本日は文字通り、中国の第一線に立って日々ご努力とご活躍をされている皆様方にお集りいただ

いた。中国あるいはそれぞれの地域における経済・社会情勢や日系企業の動向、そして事業運営上

の課題などにつきお話を承り、意見交換をさせていただければ、誠に幸甚である。 

本日伺ったご意見等の中で、中国政府への改善要望などは、関係機関との懇談等において申しあ

げ、その実現に向け働きかけていきたいと考えている。 

 また、日本商工会議所としても、各地の日系企業組織の皆様との連携を一層緊密なものとし、中

国で活躍されている日系企業の皆様のご支援を図っていきたい。同時に、新たに中国とのビジネス

を検討されている日本企業に対する、情報提供などの支援にも力を入れていきたい。 

 

 

小川真二郎中国日本商会会長／三井物産常務執行役員中国総代表） 

 中国日本商会は１９８０年発足、１９９１年に外国の商工会議所として初めて中国政府に認可を

得た在中国の日系企業による商工会議所である。北京を中心に約７５０社が会員。中国全土に３０

以上の日系企業組織があるが、近年、特に企業経営上の課題を共有し、解決を図ることも重要な活

動になっている。各団体は自らの取り組みと同時にお互いの連携や関係各方面との連携も必要と感

じている。今回のミッションが在中国の日系企業組織への支援強化を目的の一つとして訪中された
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ことは、意義深いことであり、敬意と感謝を表したい。 

 

２．中国経済の現状と日系企業の課題について 

佐々木伸彦中国日本商会副会長／ＪＥＴＲＯ北京所長 

２００９年の経済目標と実績を振り返ると、貿易総額と消費者物価指数で大きく目標と実績が食

い違った（貿易総額８％増に対して１３．９％減、消費者物価指数４％程度に対して０．７％下落）

が、他の指標はほぼ目標を達成し、きわめて順調な成長路線をたどっている。 

GDP 成長率への寄与度では、外需がマイナス５%で低迷したにもかかわらず、最終消費と資本形

成により GDP 成長率は好調な数値となった。 

２０１０年３月の全人代の政府活動報告での２０１０年の主要任務には８つのポイントがある

が、経済については、(1)マクロコントロールのレベルを高め、安定した比較的速い経済成長を保つ。

(2)経済発展パターンの転換を速め、経済構造の調整と最適化をはかる。というのがポイントである。

(1)のマクロコントロールについては、「新しい情勢と状況を踏まえて政策の対応性と弾力性を絶え

ず向上させる」としており、インフレやバブル崩壊を回避するために柔軟な経済運営を行っていく

ということである。 

＜消費＞ 

２００９年の消費動向は、これまでよりもレベルが下がったものの、前年同月比１０％台を維持

し、比較的堅調だった。「家電下郷」政策が消費を押し上げたといわれているが、２００９年の「家

電下郷」製品の売上は、全社会消費品小売総額の０．６％程度に過ぎなかった。消費押し上げに貢

献したのは、むしろ自動車、乗用車とりわけ小型の乗用車である。自動車購入税減税の効果もさる

ことながら、すでに中国ではモータリゼーションに火がついているので、中期的にも自動車販売の

伸びが期待できる。どの国の乗用車が売れているかというと中国自主ブランドのシェアが４４％で

最も多く、日本（２１．３％）、ドイツ（１４．１％）、米国（１０．１％）、韓国（７．６％）、フ

ランス（２．５％）と続いているが、中国自主ブランドが増える傾向にある。 

２０１０年の消費は、生産増→残業・雇用増→所得増→消費増という好循環がすでに始まってお

り、GDP 成長への寄与度は若干強まると考えられる。 

＜資本形成＞ 

４兆元の経済対策の２００９年の支出額は４，８７５億元の計画に対し２，８００億元の実績に

すぎず、思ったよりも支出されていない。同対策は２００９年の全社会固定資産投資総額２２兆元

の一割程度にすぎない。その地域別内訳は都市部１９兆元、農村部３兆元で、さらにその都市部１

９兆元の内訳は中央が２兆元、地方が１７兆元であり、中国での投資は圧倒的に地方で行われてい

る。金融危機以降、銀行融資も大きく跳ね上がっている。不動産バブルを懸念する声があるが不動

産市況を見ると２００９年頃から１０ポイント程度の上昇にとどまっている。昨今、高級住宅の賃

貸料は上昇していないが、売買価格が上がっており、バブルがあるならこの部分かもしれない。今

年は柔軟な経済運営を基本方針に掲げており、資本形成の過熱を避けるために４兆元対策を減速す

る可能性もある。 

＜外需＞ 

 ２００９年の外需は大きく落ち込み、それが経済成長の足を引っ張った。中国では一般貿易収支

と加工貿易収支という内訳で貿易収支を見るが、２００９年は加工貿易の輸出超過でお金を稼いだ

のに対して、一般貿易は輸入超過になり、貿易収支の悪化につながった。先進国がマイナス成長と
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なる一方で中国が高成長を続けた２００９年よりも、２０１０年は先進国がプラス成長に転じ中国

との成長率格差が縮小するので、中国の外需のマイナス幅も縮小すると考えられる。 

＜まとめ＞ 

以上をまとめると２０１０年は、消費は堅調、資本形成も堅調、外需も２００９年のようなマイ

ナスは無くなって、放っておくとどんどん景気がよくなっていくところをどうやってバランスさせ

ていくか、インフレを回避するか、が今年の経済の課題である。 

 なお、対中直接投資の推移について補足したい。改革開放が本格的に始まった１９９０年以降２

０年間の中国への投資を見ると、世界中からの投資、日本からの投資とも契約件数については南巡

講話の直後と２０００年代の前半に大きな山があるのに対して、実行額を見ると、世界中からの投

資は一貫して増加している一方で日本からの投資は９７と２００５年の２つの山があり、２００６

～８年まで減尐傾向にあった。これが２００９年に若干反転している。欧米の消費に依存すること

が今後期待できず、中国への投資でモノを売っていこうという日本企業の動きがどんどん強くなっ

ていくと考えられ、日本の対中投資実行額は再び増えていくと考えられる。 

 中国の生産・投資全体の３割を外資企業が占める。さらに中国の輸出全体に占める外資の割合は

５割であり、中国経済は依然として外資に依存している。ＪＢＩＣの調査によると日系製造企業が

有望と見る投資先として中国が常に上位にある。一時インドに抜かれる可能性があったが、２００

９年に再び中国の評価が高まった。これは中国における労働賃金上昇などを懸念して評価が下がっ

た後、市場としての中国の可能性が着目され再評価されたものである。２０００年代に入り農村の

若年人口が減尐しており、そもそも中国が安価な労働力を工場に供給する根っこの部分がすでに薄

らいでいる。工場としての中国よりも市場としての中国がこれから脚光を浴びて、それに上手く対

応していかないと世界の企業との競争に遅れてしまうのではないか。 

＜建議書＞ 

 「２０１０年日本商会 建議（案）」（添付略）は、１年かけて中国の日本企業をとりまく経営環

境の問題点をまとめたものである。米国、欧州も同様のペーパーを出しているが本資料には日本企

業の苦労がよく出ている。中国では法律はよくできているが地方政府まで徹底されていない、制度

の使い勝手が悪い、実態に合わない制度が多いという声が多い。また、外資に対する警戒心が強い

ので内外無差別で内国民待遇を与えてほしい、知財保護を強化してほしいという意見も多い。 

 詳細は後ほどご覧いただきたい。 

 

３．各業界における中国ビジネスの現状と課題について 

桑山信雄中国日本商会副会長／伊藤忠商事常務執行役員中国総代表 

 中国での企業戦略は、従来の中国で製造して輸出する戦略から、中国で製造して中国で売るとい

う戦略へと転換している。最近成功しているラーメンチェーン店や繊維メーカーはいずれも中国国

内のマーケットに着目している。当社の業績は、昨年の苦しい経済環境下で２００８年と同水準と

なったが、過去６年間、ほぼ右肩上がりで利益が約４倍になった。日本での過去の成功体験は中国

で再現可能であり、しかもその規模はとても大きい。 

 

小澤秀樹中国日本商会副会長／キヤノン取締役中国総裁 

 ２００９年は厳しい環境にあったが、小売総額は毎月１５％増で推移し、コンシューマー製品は

思ったほど悪くなかった。しかしオフィス関係の製品については、それなりに影響を受けた。  
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 今年５月から上海万博が開幕するが、１億人の来場者を見込んでおり、うち８０％は中国人であ

り、この経済効果は大きい。また広州でアジア大会も予定されており、ヒトが動き、カネが動く。

旅行ブームとあいまって２０１０年の見通しはかなり良くなるのではないかと予想している。 

 当社が抱えている問題は、１つは PE 課税問題であり、北京、天津、大連の３地域では手当等の

日本への送金ができない状況にある。２つめは移転価格税制、３つめは事務所移転した場合に転居

先はもちろん、元の居住区からも納税を求められる問題である。 

 中国には宝の山が沢山あり、好調が続くものと思う。これからは中国抜きで会社の業績は語れな

い。中国で成功できなければ世界でも成功できない。 

 

梶原謙治中国日本商会副会長／住友商事 専務執行役員 中国総代表 

鋼材、自動車、建設機械という３つの分野について説明したい。 

鋼材については、世界の４０社のコイルセンターのうち１０社が中国にあり、約７５万トンの鋼

材を販売している。９０年代の設立当初は日系家電メーカーの再輸出向け、いわゆる外需が中心だ

ったが、２００８年以降は外需向けが低迷する一方で、自動車向けを中心とする内需が大幅に増加

してきた。２０１０年、外需向けは２００８年並みに回復するが、内需は大幅に拡大し、今後の中

心になっていくものと予想される。 

 自動車の販売事業については、２００７年の販売額は小さかったが、２０１０年度は３～４倍に

増加した。中国の自動車はこれまで外国ブランドが中心だったが、最近では自主ブランドの開発に

も力を入れている。外国の自動車メーカーにとって、今後、自主ブランドとの競合をいかに勝ち抜

いていくかが課題となってくる。 

 建設機械の販売については、油圧シャベルの市場は外資が独占してきた。リーマンショックで一

時的に鈍化したものの、急激に伸びており、中国は世界の油圧シャベル市場の５割を占めるに至っ

ている。一方で中国の国産メーカーの品質向上も目立ってきており、国内市場の３割を占めるに至

っている。国産メーカーとの競合に勝つため、外資メーカーにとって販売やサービスとのネットワ

ークが今後ますます重要になってくる。当社としても単に日本のモノを中国に持ってくるのではな

く、内需対応型でビジネスモデルを次から次へと変えていく必要があり、トレードと投資のバラン

スをとりながら、内需の大きな成長が期待できる分野に取り組んでいく。 

 

佐藤信之中国日本商会副会長／全日本空輸中国統括室長兼北京支店長 

 ２００８年秋の金融危機に続き、２００９年の旅客輸送実績は２億３，０００万人で、前年比１

９％増であり、国外の低迷を国内で補う形となった。北京の首都空港の年間利用者数は６，３００

万人で、羽田空港の５，０００万人を抜き、アジアで１位、世界で４位となっている。ちなみに中

国では２位が広州で３，７００万人、３位が上海の浦東で３，２００万人である。 

 貨物の年間輸送実績は４４５万トンで、内需によって支えられている。中国発着の貨物輸送は上

海の浦東、北京の首都空港、広州の白雲、この３空港で５２％を占める。 

 ２００９年の日本からの中国訪問者は約３３０万人で、企業の海外出張の自粛や新型インフルエ

ンザの影響等により、前年比で３．７％減となった。一方で中国から日本への訪問者は１００万人

を超えて過去最高になった。世界各国からの訪日が減尐するなかで、前年比でプラスになったのは

中国だけである。今後も訪日中国人拡大のために、ビザ発給要件の緩和、各種手続きの簡素化、旅

行商品の品質向上などが望まれる。 
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田中孝明中国日本商会副会長／東芝執行役常務中国総代表／東芝(中国)董事長 

 当社は１９７２年の国交回復以来、３８年間中国で操業している。国内で６９社、製造部門は３

８社あり、従業員は約３万人を数える。事業規模は香港を含めて約７８０億元（約１兆円弱）。事

業分野はデジタルプロダクト、社会インフラ、家電の３分野である。２００８年上期までは年率１

０％以上の成長を続けてきたが、リーマンショック以来、様々な影響があり、２００９年は２００

７年の水準に戻ったという印象である。 

 デジタルプロダクトは例えばパソコンの売上は順調に伸びているが、消費者は価格にセンシティ

ブになっており、また高シェア企業が低価格路線をとっていることもあり、どのメーカーも台湾で

のＯＥＭメーカーを使っての国内販売を余儀なくされており、売上は伸びても利益は薄い状態であ

る。家電については、「家電下郷」政策により外資が大きな影響を受けた。リーマンショック以降、

大きな地殻変動があり、国内メーカーが余剰資金等を利用して外資メーカーを買収し、例えば液晶

テレビでは、外資と国内メーカーのシェアが逆転し３対７となってしまった。冷蔵庫、洗濯機、エ

アコンなどについては消費者の関心が高まったという良い影響はあった。社会インフラについては、

４兆元の経済対策のうち固定資産について追い風が吹いている。１例として原子力発電である。そ

のほか機関車、変電、送電部門、天然ガスパイプラインのモーター、エレベーター、エスカレータ

ー、地下鉄や都市交通の関係などである。 

 中国は２００９年から２０１１年にかけて外需依存型から内需依存型への構造改革、強いグロー

バル企業の育成という方針を掲げている。各業界とも強い指導により強い国内企業に集約されてい

く。これにともない外資企業も企業の大括り化や商品設計の現地化などに迫られている。 

 

堂ノ上武夫中国日本商会副会長／日中経済協会北京事務所長 

 １９７２年の国交正常化の年に設立以来、日中の貿易投資促進のために活動している。 

日中経済協会では、９月に１４０名規模の訪中代表団を派遣するのが最大の事業であり、代表団は

中国政府に対して政策に関する意見を述べ、さらに地方視察を行う。またこれに加えてこの数年は

経産省とともに「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」を開催しており、日中間の具体的な環

境面での協力を行っている。さらに中国の地方との交流を深める活動を行っており、今年は６月に

瀋陽で日中経済協力会議を開催する。 

中国側には、省エネ、大気汚染、水汚染対策など、日本の環境技術への関心が高く、湖の浄化な

ど具体的な案件に取り組んでいるところである。さらに中国側には日本の街づくり、特に環境や高

齢者に配慮した街づくりに学ぼうという姿勢があり、瀋陽での日中経済協力会議でも、このテーマ

を扱うべく、現在、準備を進めている。 

 

清水教博中国日本商会副会長／丸紅常務執行役員中国総代表 

 不動産投資と環境関連の下水道事業について紹介したい。 

不動産投資については、１９８５年以来、上海、北京、大連で、外国人とりわけ日本人向けの賃

貸住宅を販売し現在に至っている。さらに１９９８年から上海で住宅の開発分譲を手掛け、約１０

年間で４，０００戸の住宅を完売している。２００８年のリーマンショックでは、年間４００戸の

販売が６０戸まで落ち込んだが、２００９年には回復した。上海での平均的な物件は３０坪、２，

５００から３，０００万円であり、ホワイトカラーのアッパークラスの平均年収が２００～２５０

万円。親からの援助やダブルインカムの世帯収入などで購入しているのが実情であり、都市中心部
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での一部の投機的な動きを除けば、大きなバブルの懸念はない。 

環境関連の下水道事業については、地方都市の公共下水道の保有、運営委託を受けている会社に

出資している。ＢＯＴ方式で国内８都市にまたがって２０か所の事業に取り組んでいる。中国政府

が外資や民間の資金を利用して下水道の普及率を高めようとするものである。将来はＡＳＥＡＮ等

もにらんで事業展開を考えている。 

 

入沢稔中国日本商会副会長／みずほコーポレート銀行北京支店長 

 当行は、中国の地場の銀行と同じ業務を行っており、国内に１０拠点、１，２００名のスタッフ

を擁している。 

最近、日本企業とりわけ中堅企業の中国進出の相談が増えている。また、すでに中国に進出して

いる日系企業から、輸出型から中国市場をターゲットとするビジネスモデルへと転換する相談を受

けるようになっている。さらに、中国の企業や機関投資家から日本の企業を紹介してほしいという

相談を受けることも多くなっている。 

日本企業が抱える数多くの経営課題の中で、関心が高まっている話題として２点ある。１つは人

民元の動向。近い将来中国での事業拡大のため日本から送金するにあたり、どのタイミングで人民

元が動くのかという相談。もう１つはこのところ急激に地場銀行の貸出が増えたため、これが急に

ストップし、企業の運転資金等に影響を及ぼすことがないかといった相談である。 

 

木島綱雄中国日本商会副会長／三菱商事常務執行役員中国総代表 

当社が中国に進出して今年で３０年がたち、香港を含め１４の都市に現地事務所や現地法人を構

えている。投資先への出向者は１７０名、現地スタッフは２．５倍、７５０名となっている。内需

関連の仕事が増え、中国向けプラント輸出、環境関連の仕事が順調に伸びている。 

中国の消費市場についてだが、中国は発展モデルを輸出、投資依存から国内需要拡大へ転換しよ

うとしており、消費は順調に拡大している。現在、中間層が台頭するとともに、「８０後」（パーリ

ンホウ）と呼ばれる今までの中国人とは全く違った消費性向をもつ８０年代または９０年代生まれ

の層が４億５，０００万人、人口全体の３割を占める大きな塊になっている。  

 今後の中国の消費を担うのは中間層（年収５６万円から７５０万円ぐらい）であり、大都市だけ

でなく中西部も含めて１．８億人いる。中間層の娯楽やファッションの出費はカラオケ、スポーツ

衣料やシューズ、化粧品、男性用スキンケア商品等に多くの人が出費している。また、「８０後」（パ

ーリンホウ）は、毎月の給料を殆ど使い果たすので「月光族」とも呼ばれ、その冷蔵庫の中身を覗

いてみると、ヨーグルトや食パン、健康志向を反映して野菜ジュースもあり、さらにはペットフー

ドも入っており、ペットを飼う余裕がでていることがわかる。  

以上、中国における最近の消費動向について説明した。 

 

末木孝幸中国日本商会副会長／三菱電機（中国）董事長兼総経理 

 インフラや発電関係について説明したい。 

当社が中国でビジネスを始めたのは宝山製鉄所に発電機を納めたのがきっかけであり、８０～９

０年代は日本で作ったものを中国に輸出する時代だった。その後２０００年代に入り市場環境が大

きく変わり、中国メーカーといかにタイアップするかというのが大きなポイントとなり、中国へ日

本製品を売りにくくなった。それを決定づけたのが９８年から９９年に入札のあった三峡電力だっ
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た。日本勢として入札を目指したが指定されたメーカーと組むことが条件となった。これが輸出か

ら中国国内でいかに商売をしていくかという変換を決定づけた。２０００年代に入り合弁メーカー

同士の争いになったが、この１～２年は国産メーカーとの戦いになり、さらにここにきて国産メー

カーにできることは国産メーカーにまかせる傾向が強くなっており、われわれは残りの部分をやる

ことになっている。 

 新幹線商談も同じような流れがあり、入札資格の一部として国内の車体メーカーと組むことが条

件となった。現在、中国は中高速の鉄道開発を目指しているがこれを独自技術でやろうとしており、

さらに、ブラジルやインドなどに中国メーカーがそれを売り込もうとしている。このような状況で

中国メーカーとどのようにつきあっていくかが課題となっている。 

 

内藤規夫中国日本商会副会長（代理）／アサヒビール中国副総代表／北京ビール朝日董事総経理 

中国のビール消費量は２００３年に米国を抜き世界一になった。量にして４，３００万ｋｌで、

これは日本の６倍に相当する。メーカー数は急速に収束し、国営企業３社に絞られている。１位か

ら順に、華潤雪華、青島、バドワイザーインベグ、燕京。この４社でシェア１０％以上、雪華はバ

ドワイザーを抜き世界一のブランドになっている。日本企業はサントリーが９位、アサヒは１０位。 

 北京ビール朝日は、アサヒビール伊藤忠グループで中型株を全て買い取り、純粋な日系の外資企

業になっている。日本の技術と資本を使って中国人の労働力で中国の名前を冠したビールを全国展

開する。これができれば究極の日中友好になると考えている。 

 

４．各地域における中国ビジネスの現状と課題について 

飛坂有三青島日本人会会長／三菱商事（青島）有限公司総経理 

山東省は鉱産物のサンプルルームともいわれ、採掘量は多くないが、多様な鉱産物に恵まれてい

る。面積は１５．７万キロ平方メートルで全国の１．６％、人口は広東省についで第二位で９，４

１７万人で全国の７．１％。ＧＤＰは前年比１１．９％で好調な伸びを示している。 

貿易総額は前年比１２．４％増。農産品水産品のシェアが高く、日本にとって食品の重要な供給

源。国別の貿易額をみると一位は韓国、二位アメリカ、そして三位日本となっている。韓国の対中

投資は山東省に集中している。 

在留邦人は３，４６９名、日系企業数は１，９２９社で、食品加工、繊維、電気電子、自動車部

品が中心。山東省は山口県と和歌山県と友好関係があり、青島市は下関市と姉妹関係を結んでいる。

そのほか２６の自治体が日本と友好関係を結んでいる。 

どの産業も２００８年後半から２００９年前半まで厳しい経済状況が続いたが、２００９年後半

にはかなり回復した。先ほどの話にあったが、これまで輸出中心だったが内需に重点が移っている。

特に中国では食にかける消費が多い傾向があり、所得の伸びに比例して特に食品業界の回復が顕著

である。 

 

三枝富博成都日本商工クラブ会長／成都伊藤洋華堂有限公司総経理 

 進出企業数は１９９８年当時２０社２６名だったが、昨年度８０社１３９名の登録になった。成

都は消費が活発で外に開かれた地域性をもっている。日系企業のなかでプレゼンスが大きいのはト

ヨタ自動車、コベルコを中心とした建設機械業、伊勢丹やイトーヨーカ堂といった小売業であり、

それ以外は農産物の集積地で、個人ビジネスも集積している。しかし IT 産業も外資系を中心とし
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て活発であり、有人宇宙衛星の発射基地もある土地柄である。四川省では建設土木分野にかつてな

いほどの投資が流入している。西部大開発といった大型プロジェクトがあり、日系企業は殆ど進出

して来ない状況で、日本では認知度が低く、情報が伝わっていないと感じる。 

 四川省は全国の成長率が１８％のなか昨年１５％の伸びを示し、今年度も１５％、成都市は１５

～２０％を目指している。成都市の開発や内需拡大にかける熱意は並々ならぬものがあり、内陸部

の状況を是非視察していただきたい。 

 伊藤洋華堂は９７年に創立し、最初の３年間は非常に苦戦した。日本のノウハウは通用せず、デ

ータ、ノウハウもない状況だった。小売業は地域に根ざした地場産業に近く、各家庭を個別に訪問

し徹底的に生活ぶりを調べあげた。その結果、今では年間２，７００万人の顧客に来店してもらっ

ており、これは１日換算で８万人に相当する。年間売上は３５億元。企業活動に理解があるのは共

産党であり、納税、地域の価値向上、社会貢献の３つができて初めて一人前と認められる。小売業

は一つ一つの積み重ねで大きな数字を積みあげるものと感じている。 

 １号店出店から２号店出店まで６年もかかった。人材の育成ができなかったためである。社内教

育をしても辞める社員がおり、引き止めることもできない。「利益」を共通言語としている。ヒト

の問題の次に物流の問題がある。都市の市民の生活水準がどうなっているかを考える必要がある。

よりきめ細かな、こだわりのあるビジネスを追求していく。 

 

黒田篤大連日本商会理事長／日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ大連支店支店長 

大連は日本との関係が深く、邦人数５，５００名、日系企業数３，３２６社。当商工会は会員数

８００社という規模であり、会員企業に独資が多いのが特徴である。景気は２００９年１月に底を

打ち、以後回復基調にある。 

中国を「工場」ではなく「市場」とする見方があるが、しかし、企業にとってその転換は決して

楽なことではない。最近では外資優遇策が縮小しており、日系企業にとって投資環境は決してベス

トな状況ではない。特に税制分野で徴税強化の傾向が見られ、PE 課税や身体障害者就業保障金等

が問題になっている。進出企業をいかに支援していくかが、ポイントと考えている。様々な問題を

政府と情報共有して、中国国内で生ずる様々な問題を最も早く解決する都市を目指している。 

全産業の平均給与は２，８６０元だが、製造業はそれを下回る一方で IT やソフト分野では 1 万

元を超えている。このような格差への対応が課題であり、中小民間だけでは解決できない問題を、

行政や政府も取り込んで三位一体で解決することが商工会の役割と考えている。 

 

梅田道夫上海日本商工クラブ理事長／東京海上日動火災保険（中国）有限公司董事長・総経理 

 上海日本商工クラブは１９８２年に発足し、３０年近い歴史をもつ。会員は２，２００社。在外

の邦人組織としては最大規模であり、在留邦人数は５万人を数える。GDP 成長率は８．２％で、

全国の３１の直轄都市の中で３番目に悪い。しかし外資企業全体では撤退やリストラは殆ど見られ

ない。輸出入の伸びは対前年比１３０～１４０％で回復傾向にある。 

 上海政府は、２０２０年までに上海に国際金融センターと国際シッピングセンターを建設するこ

とを目指しており、金融分野と流通分野を優遇し始めている。上海は世界第３位の貨物取扱高であ

る。 

 外資に対する参入障壁により、ビジネス展開ができない企業があり、当クラブでは改善を求めて

折衝している。例えば、地域主義の緩和を求めている。地域間にまたがって移転した企業に二重課
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税される問題で、江蘇省や浙江省を一体として取り扱うべきと主張している。また、税制の近代化

も求めている。外資に２０％の源泉徴収税が課されており、金融センターとしては世界に類を見な

い。金融センターとしての魅力を高めるためにも廃止を求めている。 

 市内では上海万博開幕に向けての熱気を感じる一方で、準備が思うように進んでいないという話

も聞く。完成したのは中国館と日本館ぐらいであり、韓国館は４０％、米国館は床が抜けたと聞く。

当クラブでは日本からの出展を現地で盛り上げる活動を行っている。 

 

長谷川民清広州日本商工会会長／三井物産(広東)貿易有限公司董事長・総経理 

 インフラ投資が地域経済を牽引しており、自動車、IT、電子産業が好調な中国経済の一翼を担っ

ている。広州は中国のデトロイトとも呼ばれ、日系３社だけで１３６万台でフル生産の状況。フィ

アット、ルノー、フォルクスワーゲンも広州進出を決定したところである。広州の一人当たり GDP

は１１，０００ドルにのぼり、消費性向が８２％で、北京６６％、上海７２％よりも高く、とりわ

け都市部の消費が伸びている。 

 地域の話題として、労働力不足がある。広東省では２００万人の労働力が不足しており、最低賃

金は８６０元から１，０３０元に引き上げられた。また２００～３００元のベースアップがあった。

徴税強化も問題である。例えば工場を恒久的施設(PE)と看做されると出張者は全世界所得として課

税を受ける。自動車業界では、新車を出す時に多数の出張者を出すので、影響が大きい。総領事館、

JETRO、日本商工会の３者が一体となって現地政府と交渉している。広東省政府は幸い聞く耳を

もってくれている。 

 

山脇良庸深圳日本商工会会長 

 珠光デルタ地帯では労働力が２００万人不足していると言われている。自動車産業の回復により

賃金の急上昇が見られ、政府としては最低賃金を引き上げた。また労働者の権利意識も高まってお

り、売り手意識が強い。出稼ぎ層の価値観の変化も見られる。労働災害が発生した時の賠償請求や

医療費請求も盛んである。 

 商工会は会員数が４００社を超え、ボランティア活動だけでは運営が難しくなっており、専従職

員を置きたいと考えている。その際、法人格の問題があり、その取得のため側面支援をお願いした

い。 

 

５．質疑応答 

今野由梨団員 

私は１９６９年、世界で最初の電話を使った双方向の情報サービスや電話相談の会社を創業した

日本の女性ベンチャー第一号である。当時の国の法規制との戦いに明け暮れた創業期が、昨年夏Ｎ

ＨＫの一時間ドラマとして日本や諸外国にも放映され中国からも反響があった。 

 その女性起業家としての経験から、後に続くベンチャーを守ろうと、ボランティアで支援を行っ

て、今では日本以外にも中国や韓国、ネパールまでたくさんの息子や娘ができ、ベンチャーの母と

呼ばれている。 

 その結果、優れた技術やサービスが育っている。中でも、環境、農業、食、健康、エネルギー等

に関しては、中国からも今熱い期待を寄せられており、おかげでこの一ヶ月余りの間に、私も四回

も訪中するというあわただしい動きが始まっている。 
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 ２０世紀の日本とちがい、今や大企業中心から中小企業、ニュービジネス、ベンチャーへと主役

が代わろうとしているのではないだろうか。 

 先月北京で開かれた中国の一大プロジェクトのキックオフのセレモニーに招かれた折、そうした

日本の優れたサスティナブルなエコ技術を中国の問題解決に役立てたいと話したところ、大きな反

響があった。 

 近年、志をもって中国に進出した企業が、さまざまなトラブルで断念された話をよく耳にする。

そうしたことのないビジネス環境を作る必要があると思う。 

 また、某通信社によれば、昨年末の中国のネット人口は３億人に達し、これまでの米国を抜いて

世界第一位となり、電子商取引の規模は２兆４，０００億元にのぼると報じられている。 

 中国人消費者の日本ブランドに寄せられる熱い期待にどう応えてゆくか、そこにこれからの日本

経済再生の一つの確かな鍵があるように考える。 

 日中相互支援 Win-Win の新しいビジネス・カルチャーを進めることで、又新しい歴史観創造に

つなげていきたいと心から願っている。皆様の地域においては、こうした視点からの取組みは何か

出てきているか。 

 

渡辺順彦団員 

東京商工会議所社会保障委員長をしている。 

中国でビジネスを行われている皆様にお伺いしたい。 

 中国は、一昨年に一人当たりＧＤＰ３，０００ドルを超え、国民の所得水準の向上を個人消費の

拡大に繋げたい意向であるが、いまだ将来不安から貯蓄率が高い傾向も見てとれる。 

 今回の全人代では、民生の改善と社会の調和と安定の促進に向けて、医療等の社会保障制度の整

備が謳われているが、これらが整備され、将来不安が払拭されれば、貯蓄から内需にいいサイクル

が生まれてくると思う。 

 しかし、今後、企業においては、賃金の上昇とともに社会保障負担等の雇用コスト増が大きな問

題になってくることと思う。こうした雇用コストへの考え方、労働コストを必要最低限に抑えるた

めにどのような対応を考えているかなどについて、教えていただきたい。 

 私はアテナというダイレクトメールの発送、販売促進用品の企画販売、印刷業等に取り組んでお

り、介護ビジネスも行っている。１人っ子政策も影響し、今後、日本に匹敵する高齢化と尐子化が

進むことが予想されるが、医療や介護ビジネスやサービス分野は、日本企業が進出する有望分野だ

と思う。こうした分野のニーズについて、沿岸部の上海市と内陸部の成都市の代表の方からご意見

いただければ幸いある。 

 

黒田篤大連日本商会理事長／日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ大連支店支店長 

 社会保障制度の企業負担割合など、都市によって制度が異なる。中国には戸籍が３種類あり、地

域間で移動すると社会保障制度が打ち切りになったり、会社補助や身体障害者補助が異なってくる。

中国国内の情報は豊富だが、外国とのコミュニケーションが限られているという問題もある。 
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６．中国政府への日商の提言について 

 ＊中国政府への日商提言「裾野の広い日中経済交流の深化に向けて」について中村利雄事務総長

が説明し、一同の了承を得た。 

 

７．閉会挨拶 

丸森仲吾副団長 

日本商工会議所は、国内で中小企業を経営や金融などの様々な面で長年支援してきたが、グロー

バル化の進展に伴い、昨今は中小企業の国際化の促進に力を入れている。 

中国では、急速な経済成長の歪み、大型の景気刺激策による景気過熱、外需依存型の経済構造と

貿易摩擦、地域格差などが問題視されていた中で、先の全人代における温家宝首相の政府活動報告

では、投資や輸出が主導してきた経済発展モデルを転換し、農村部の発展支援など消費主導の内需

拡大を目指す方針を表明されてはいるが、日本企業にとっては、生産拠点、大きな市場という２つ

の側面を持つ魅力ある投資先である。 

本日お集まりいただいた皆様の地域には、極めて多くの日本企業が進出し、ご活躍されている。

日本商工会議所としては、両国企業間連携の促進に向けて取り組んでまいりたいと考えている。今

後、業種や目的を絞った実務型ミッションの派遣等を行っていきたいと考えているので、今後皆様

の地域にご訪問させていただくこともあろうかと思う。その際はよろしくお願いしたい。 

                                   以 上  
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２０１０年３月 
裾野の広い日中経済交流の深化に向けて 

日本商工会議所 
 昨今、厳しい経営状況に直面する中で、大企業のみならず中小企業も、改めて国際ビジネスの展開が課
題となっている。 
 こうした状況の中で、日本の中小企業においては、今まで以上に中国ビジネスへの関心が高まってきて
いる。 
 他方、中国においても、中小企業の経済的、社会的な重要性が増しており、中国政府は中小企業の育成・
支援を強化している。 
 こうした中、日本の高度な技術やノウハウをもった中小企業が、中国企業と提携することによって、中
国企業も技術等の向上を図ることができるなど、ニーズのマッチングにより、両国の中小企業間でＷＩＮ
－ＷＩＮの関係を構築していくことも可能である。 
 この度の訪中国経済ミッションは、こうした両国の中小企業をはじめとする企業間の連携をさらに促進
するため、日本商工会議所として、中国との継続的な関係を改めて構築することを主目的として派遣する
ものである。 
 なお、企業連携の促進のためにも、法規制と運用の透明性の確保、知的財産権の保護の強化など、中国
におけるビジネス環境の改善が図られることが必要である。また、両国の地域間の交流も、企業間交流に
資するものであり、日本商工会議所として、その促進に取組んでいく所存である。 
 以上のような観点に基づき、以下の提言をとりまとめるものである。 
 
〔中国における更なるビジネス環境の整備〕 
 すでに、多くの日本企業が中国でビジネスを展開しているが、既進出の日系企業からヒアリングを行っ
たところ、以下のような問題が指摘されている。こうした問題点の解決につき、中国政府の特段の配慮を
お願いしたい。 
１．諸法規制と運用の透明性および公平性の向上 

・中央政府が定めた法律、規定、方針、通知などが、地方政府レベルまで徹底されておらず、異なった
運用がなされるケースが見受けられる。法規制等の周知徹底や統一的な運用を行っていただきたい。 

・法規制の制定に際しては、パブリックコメント制度の充実を望む。また、制定・改正にあたっては、
施行までに十分な周知期間と、必要な場合には激変緩和措置を設けていただきたい。 

２．外資参入規制の撤廃 
 ・大型プロジェクトについては、資本比率などにより、外国企業の参入が困難なケースがあるが、こう

した規制を撤廃もしくは緩和していただきたい。 
３．知的財産権の保護強化 
 ・中国政府による知的財産権保護に関する取組みは強化されてきているものの、依然として知的財産権

の侵害が横行しているため、特許等の審査体制を整備するとともに、特に地方における取締りを強化
していただきたい。 

 ・商標、意匠、特許、著作権など知的財産権によって、所管部局が異なっているが、知的財産権保護の
実効性を高めるためにも、関係部局の連携・協力体制を強化していただきたい。 

４．ＩＴセキュリティ製品への強制認証制度の見直し 
・本年５月から政府調達製品に適用される予定の、ＩＴセキュリティ製品に対する強制認証制度につい
ては、企業活動に悪影響を与えないものとしていただきたい。 

５．撤退に関する手続の簡素化 
・合弁企業の合弁期間中の解散については、役員会の全会一致決議や許認可機関の許可が必要とされ、
また、そのための手続きに相当の時間と費用がかかる。このために、実質的に撤退が困難なものとな
っていることが、結果的に企業の進出を消極的にしている。企業連携促進のためにも、撤退に関する
手続きを簡素化していただきたい。 
（なお、上記内容は、現在、中国日本商会が作成している在中国日系企業のビジネス環境の改善要望

における主要論点を抽出したものである。詳細については、後日、中国日本商会より説明を申しあ
げる。） 

〔日中間の経済交流の拡大に向けた日本商工会議所の取り組み〕 
 日本商工会議所は、日中間の経済交流のさらなる拡大に向けて、以下の取り組みを行うこととしており、
中国の関係機関の協力・支援をお願いしたい。 
１．特に、中国側の関心の高い地域や業種を中心として、①実務型ミッションの派遣・受入を行うととも

に、②セミナー、説明会、企業交流会などを開催する。 
２．インセンティブを有するなど、日本企業にとって魅力的な「中小企業向け専用工業団地」が設置され

た際には、周知・広報につき協力する。 
３．すでに交流実績のある地域もあるが、中国の各地の国際貿易促進委員会や工商業連合会と、日本の各

地商工会議所との地域ベースの交流の促進を図る。 
４．中国の地域経済情勢や観光を含めた産業・ビジネス情報の把握に努めるとともに、それらを日本国内

で広く情報提供することにより、日本企業の対中ビジネスの促進・拡大を図る。 

       以上 
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