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• 群盲 象をなでる。 

なかなか先を読めない我が国含む海外の
「中国ウォッチャー」たち 

 

• 現場感覚でお伝えしたい。 

北京の乗り合いバスでの経験 

皆見ているスマホ画面が「トランプ憎し」 

経済鈍化への政府の三味線か？ 

文革でも消えなかった儒教道教仏教信仰 



北京在住ｵｲﾙｴｺﾉﾐｽﾄ  布施 玄祥 

• 1949 奈良県生まれ、小中高と大阪  1971学生時代訪中 

• 1973 出光興産入社 （神戸大経済卒・中国経済ｾﾞﾐ）  

主に海外（原油輸入・事業計画）と販売業務 担当 

• 1983-87  出光・北京事務所勤務 

• 1993-96  出光・香港勤務 

• 1996-98  メキシコ石油輸入協議会出向 

• 2000-2007 大連出光中聯石油 勤務 (社長） 

• 2007-2009 経産省ｴﾈ庁ｼﾝｸﾀﾝｸPEC出向 

• 2009末 退職 北京に在住石油ｴｺﾉﾐｽﾄとして研究調査、経営ｺﾝ
ｻﾙ、業界団体愛知大東京大講師など、2016拓殖大学客員教授拝
命 

 

• 危険物取扱主任、高圧ｶﾞｽ販売・製造、ＬＰＧ配管設備、自動車
整備士、小型船舶、日・中・香港の運転免許 

＊趣味：中華ｸﾞﾙﾒ（ﾗﾃﾝ&ｼｰﾌｰﾄﾞも）、車評論 



明日からの大阪G20 で、中米会談！ 

中米貿易戦も180度転換もしくは決定的対立
になるかのターニングポイントに 

 

本日のテーマ「一帯一路」文脈は、 

 論語「近き者悦び、遠き者来る」 

  ＝理想的な善政 

 

 2016年にも紹介させていただいた中華文
明論を枕詞において、ご紹介します。 



中米貿易戦 
• 大阪G20でのトランプ習トップ会談の行方 

 

• WTOでの一人勝ち 

 

• 国営企業先導（国進民退）と民間活用の 

微妙なさじ加減     補助金批判 

中国製造25への恐れ（ﾌｧｰｳｪｲZTE) 

 

• 西洋文明と東洋文明の衝突とも評される。 
ひいては狩猟民族と農耕民族の衝突か？ 

 



目次 
• まず環境と石油 

• 米中貿易戦 

東洋思想と西洋思想 

の衝突との評価も 

• 三国一の桃太郎！！ 変な世界地図 

「近き者悦び、遠き者来る」一帯一路 
 

権力の一極集中 環境問題（楊偉民氏） 

• 「強烈なﾘｱﾘｽﾞﾑと自己保存本能」 

積み重ねる演繹論の中華思想 巨大な愚民層 

• 北朝鮮問題 

• 一帯一路  沿線国戦略の多様性、AIIA  「是々非々では対応できない」戦略 

• 所詮は信じられないマスコミ報道：「本丸から逃げるな」「なぜ全力疾走しない」 

    中国  日本    中国/日本 

面積 9,596,96㎢ 377,92㎢    25.4 倍 

人口  1,383 百万人  127 百万人 10.9 倍 

名目GDP 11.2 兆US$ 4.9 兆US$ 2.3 倍 

 /capta     8100US$    38600US$ 4.7倍 

石油精製能力 1680万BD 360万BD 4.8 倍 

原油輸入   760万BD 320万BD 2.3 倍 



本日のキーワード 

• 中華文明と四書五経 

• 「中国の夢」 GDPシェアー（宋代への復帰） 

• 「一帯一路」 BRICS、上海協力機構、 

         中国アフリカ会議、AIIB 

• 「海洋大国」 牛の舌、真珠の首飾り 

• 「中国製造25」 インダストリアル4.0 

• 「中国独特の社会主義」 

• 「徳」を説く習近平主席 



世界計   1970年10.8兆$ 

 GDP   1990年20.0兆$ 

 推移   2017年79.9兆$ 

      2022年108.5兆 

*2022は予測数字2017年比36％増 

http://feel-japan.net/wp-content/uploads/2018/07/GDP1990.jpg
http://feel-japan.net/wp-content/uploads/2018/07/d979512f8c13e17bc0a2bd50b6881015.jpg
http://feel-japan.net/wp-content/uploads/2018/07/1b2abe37da2f6943633184cc18ee06e5.jpg


牛の舌=九断線  と 真珠の首飾り 

    下図 ともにウィキペディアより引用！ 



変な地図だがアジアは重い 

合計70億余 

39億/72億 

 (アジア / 世界188ヶ国)  

(54.3%)   2015年 



人口論 

世界人口推移 
BC 0年   3億人 

AD19世紀 10億人 

 〃  末 16億人 

AD21世紀   60億人 

2015   72億人 

2050 98億人,2100 112億人 

• (参考：日本） 

鎌倉幕府(12C) 757万人 

室町幕府(14C) 818万人 

江戸時代(17C)1,223万人 

明治維新(19C)3,330万人 

終戦 (20C) 7,190万人 

2000年Peak 12,693万人 

2050：9,500、2100：4,460    

中国 
前漢後漢時代  600万人 

三国時代   2,000万人 

 五胡の侵入/北朝均田制で生産力UP 

隋・唐時代  5,000万人 

唐末宋時代   〃  弱 

元・明時代  6-7,000万人 

清・康熙  1.7億人(1711) 

 乾隆 3億人(1792) 

アヘン戦争  4億人(1851) 

トウモロコシ甘藷馬鈴薯導入 

農地不足が白蓮教徒の乱へ 

• 現在14億人 



• 「そういう叫び」 

電車やエレベータ内で大声で話す人たち
並んでいる列を乱す人たち 痰を吐くし 

 

尖閣列島に群がる漁船群や時折沖縄海域
に現れる軍用船舶 

秋葉原の爆買い、北海道の土地買い 

人ゲノムの実験先行？ 

 

「本当は愛すべき隣人を理解しよう！！」 



世界の非常識の中国常識 
• 賄賂 
安易で合理的な受益者負担？ 

 

• パクリ 
漢方薬や百家争鳴での相互の切磋琢磨 
現在の深圳のｿﾌﾄﾌｪｱｰﾊｳｽ同士の公開しあ
っての開発促進 

 
• 「学び(マナビ）は、「真似び(まねび）」   「苛政

は虎よりも猛なるなり」税を嫌い政府を信用しないこと
の裏返し 



三十六計と孫子の兵法 
中国人はコミュニケーション・スキルだけではない。ネゴシエーション・スキルにおいても日本人をはる
かに凌駕している。兵法三十六計の第一計 瞞天過海は「中国人は本音を決して言わない」というこ
とを意味する。中国人の家族はこの三十六計を子供に徹底して教え込む。生きて行くための術だか
らだ。また「孫子の兵法」をビジネスに活用するビジネスマンが多い。 



「ｼﾞｵﾎﾟﾘﾃｨｯｸｽ」の10箇条 

• 第1条、国際政治は自国の生存と繁栄のみを目的とする。 
第2条、国際関係は手段を選ばず、損得だけで考える。 
第3条、善悪、道義は擬装の道具である。 
第4条、隣接する国は敵国である。 
第5条、敵の敵は戦術的な味方である。 
第6条、敵対していても、平和な関係を作ることはできる。 
第7条、国際関係は利用できるか、利用されていないかで考える。 
第8条、国際関係を２国間だけでなく、多国間的に考える。 
第9条、決して他国を信用してはならない。 
第10条、科学技術の発達を考慮する 
 
補項、 優れた陸軍大国が同時に海軍大国を兼ねることはできない。 
    外国を利用出来るか考える。 
    自国が利用されているのではないかと疑う． 
    油断しない。      「友好」を真に受けない． 
    徹底的に人が悪いという考えに立つ 

  (引用：海野恵一氏ﾌﾞﾛｸﾞより） 



中国との軋轢 

独断と偏見での解決私案 
「ライバル（敵）を知り己を知る」 

毛嫌いせず中国の真意を見つめ理解し経済
先進国としてまた少なからずの優位点を持
つ日本が、中国とともに世界を相互にパー
トナーとしてリードする。 

• 例えば、南&東シナ海を地中海入会地とし
て周辺国の共同利用(南沙軍事基地を日米
も寄港)。香港は広東省に、台湾は福建省
にと橋渡しをして共同発展を目指させる。 

石油で言えば中東からの原油共同運航等！ 



人類の知恵は中華の知恵 

• 中国では唐や宋さらに異民族ながら清という長
期政権を支えた思想 

• 徳川家康が始めた徳川時代も一つの優等生。 
行政者たる武士階級のノブレスオブリージゆえ 
の「武士は食わねど高楊枝」 

• 林羅山・湯島聖堂昌平坂学問所の儒教教育 



ﾎﾓｻﾋﾟｴﾝｽのGreat Journey 
• ｱﾌﾘｶから欧州（ﾈｱﾝﾃﾞﾙﾀｰﾙとの格闘）を経て、ﾕｰﾗ
ｼｱ⇒日本/ｱｼﾞｱ 
     ⇒ｱﾒﾘｶ大陸⇒南米南端/ﾎﾟﾘﾈｼｱ 

• 「人類は旅することで賢くなる」 
 

「旅した先に良地」があった。  ４大文明 
生産性の高い土地と作物（大河と米・穀物） 
「3人寄れば文殊の知恵」 
⇒文明の芽生え 

• 戦いをする・更に旅をする。 

• 発明と発見と文字での経験集積（紀元前５世紀：哲
学思想科学のピークに到達？） 



世界四大文明    

黄河 

インダス 

チグリスユーフラテス 

ナイル 

インカ 

マヤ 

文字が現在も使用されているのは？ 
黄河の漢字だけ！ 
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２０１３年７月９日、五千年前の文字の原型が発見された。 
浙江省平湖市庄橋墳遺跡。 
良渚文化期  甲骨文字より１０００年古い。 



４大文明のうちの黄河文明 

• 人口密度を高められる穀物の存在、そして
「三人寄れば文殊の知恵」 

• 唯一の亜熱帯ではない文明で、同じ民族が
同じ文字を使い続けている黄河文明 

積み重ねの漢方医学方式の東洋の知恵 

 

莫大な積み重ねの大数原則 



理解の補助として！ 

• 大数原則：注射や超音波健診もそうだが 
石油製油所、新幹線、地下鉄、人工衛星、原発、 
ｽﾏｰﾄｼﾃｨ、ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ4.0、 
※経験を山ほど積んで上達。ﾐｼｪﾗﾝ寿司店よりｸﾞﾙｸﾞﾙ寿司で修業した方
が早い論理。 入札で日本も勝てないﾚﾍﾞﾙに到達している。 
分母の大きさ。ｺﾞﾙﾌ用品店でﾚﾃﾞｨｰｽのﾚﾌﾃｨが並んでいる！！！  

• 国防意識：APECｻﾐｯﾄのｲｰｼﾞｽ警護の他 
製油所立地、深い地下鉄、 
 でも日本の潜水艦技術はスゴいのだが 
  ｵｰｽﾄﾗﾘｱでの入札でﾌﾗﾝｽに負けた。 

• 法律（遵法）意識   ﾘｱﾘｽﾞﾑ「革命的合法性」 
薬価のﾊｰﾎﾞﾆｰやｵﾌﾟｼｰﾎﾞの超高額薬は？ 



漢字    
漢字は、古代中国に発祥を持つ文字。中国に朝貢をしていた朝鮮、琉球王国、ﾍﾞﾄﾅﾑ、日本では、
古代中国から漢字を輸入して使用した。また、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱのように、中国から移住した人た
ちが多く住み、漢字を使用している地域がある。これらの漢字を使用する周辺諸国を包括して漢字
文化圏と呼ぶ。 

 ⇐中国語辞典に記された漢字の数 

年 辞書名 字数 

100 説文解字 9,353 

543? 玉篇 12,158 

601 切韻 16,917 

997 龍龕手鑑 26,430 

1011 広韻 26,194 

1039 集韻 53,525 

1615 字彙 33,179 

1675 正字通 33,440 

1716 康熙字典 47,035 

1916 中華大字典 48,000 

1989 漢語大字典 54,678 

1994 中華字海 85,568 

2004 異体字辞典 106,230 

繁体字 ＆ 簡体字 

戦後、中国でも日本でも漢字改
革が行われ、異体字間でも簡
単な字体を正字としたり、新しく
簡略化した字体を造ったりした。 
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「財経」という雑誌の1ページを日
本語にすると５ページになる。 
なぜかと言うと、中国語は故事
熟語と省略文字が多いからで、
日本人が読むよりも５倍速い。 



漢学という伝統の知恵 

日本人は漢学の素養がない｡ 
 
戦後教育の失敗…論語の勉強をしていない｡ 
渋沢 栄一の「論語と算盤」 
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田中角栄と周恩来 

1972年日中国交回復を宣言した日中共同声明が発表され

た後、周恩来総理は「言必信、行必 果」という題辞を田中角

栄首相に贈り、これを受けた田中角栄首相は「信為万事之

本」（ 信は万事のもと）と返した。 



四書五経 Nine Chinese Clasics 

• 五経：詩経、易経、礼記、書経、春秋 
それぞれ詩や文章を作る基本や礼儀、世の
中の移り変わりを読む易の解釈と春秋移る
中での教訓ある歴史 

• 四書：論語、孟子、大学、中庸 
孔子の説く「仁」、孟子の説く性善、身を修め
ることから天下を治世するを目指すこと、過不
足なく偏りのない徳を説く 

• 韓非子 孔子子弟の荀子の弟子ながら 

大説cf.小説 



儒教‐仁義礼智信の国 
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儒教 

仁 

義 

礼 智 

信 
 

地縁 

 

血縁 

人情義理の社会、人脈社会 

地方政府 

信頼 

『三国志演義』
の 
「桃園の誓い」 
 

 仁：人を思い遣る事。 

 義：利欲に囚われず、すべきことをすること。 

 礼：仁を具体的な行動として、表したもの。 

 智：学問に励む 

 信：言明を違えないこと、真実を告げること、

約束を守ること、誠実であること。 

出所：ウィキペディア 

孔子 



歴史上の科挙試験 

26 

中国で598年～1905年、即ち隋から清の時代まで行われた官僚登用試験である。科挙の
試験に合格して役人となって俸禄をはむというのは功名利禄(gong ming li lv)と呼ぶ。そ
れは古くから「金＝権力＝地位」という構図が成り立っていたことと関係が深い。 

庶民 

3年に1度 
郷試は科挙の本試
験で、その第一の
関門となる試験。
各地の貢院で行わ
れた。 

郷試の翌年の3月に、北
京の貢院にて3回実施さ
れそれぞれ2泊3日の期
間で行われる。清代末
期における受験倍率は、
100倍近くになる事も
あった。 

進士に登第（合格）
した者が、皇帝臨席
の下に受ける試験
をいう。これにより順
位を決め、後々の
待遇が決まってくる。
首席は「状元」 

功 

名 

利 

禄 



中華思想  

「中華思想は中国を世界の中心にすえ、中国より遠方（夷狄の地）に住む民族を野蛮人
とみなす。 

北狄、南蛮、西夷、東洋 
台湾も華外の地ではある。沖縄も朝鮮半島も、新疆・チベットも 
 
普遍性をもつ中央の文明を夷狄の地で教化していくことをミッションとしているので、外
交も積極的である。中華思想は民族的な問題は特に気にしない。中国のナショナリズム
は、徹底した愛国教育や情報統制によって築きあげられてきた。しかし、それがニューメ
ディアの登場によって変化を余儀なくされているのは間違いない。 
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中国人に対する日本人の対応 

戦前の中国人の内地雑居論で、「労力および商売の競争については、中国人のために、敗
を取らざるべからず｡」とみなしていた｡その理由として、中国人が鋭敏で、勤倹、忍耐力にお
いて日本人より優れている｡この背景には中国人に対して、「脅威と恐怖の念」と「蔑視と差別
と言う屈折した感情」が混在していた｡ （1889年雑誌「日本人」） 
（思想課題としてのアジア 山室 信一 岩波書店） 



中国と中国人 

• 強烈なリアリズム 

 

• 強烈な自己防衛本能 

 
• 4大文明 や 絶対的な「大数原則」 

       漢方医学という自分の経験しか信じない積み重ね 

• リアリズムと自己防衛本能ともに希薄な日本人 

＊「囚人のジレンマ」の囚人にならなかった日本の維新後や戦後高
度の成長 

強烈なリアリズムの対語は「安っぽいヒューマニズム」 
 



リアリズム！！ 

北朝鲜羅津港 

石炭荷役 



• 桜の花のようには散らない。 

• そんな人たちを御する術とは？ 

強権を時には用いないことには御せない！ 

しかし「徳」は無いと立ち行かない！！ 

 

• 理解できない「ジハードチックな日本人」
の性向。 

  死ぬまで戦う民族へのトラウマ 
• 民族が生き残るためには、「非武装中立」「ハンセン氏病」優生保護法

LGBT などはアンチテーゼに！ 

 



究極の（人民）「民主主義」 
• 人民を強く抑え込み 

• 人民に適度のガス抜きをさせ 

• 人民の地雷を踏まず 

• 人民の一致団結はさせない。 

「水能戴舟、亦能覆舟」 

 

 

21世紀において中国に侵略意図を持つ国
が無くなった「平穏な世紀」 

  ポスト江沢民 



日本と中国のGDPの正規分布概念図 
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多様な地域差経済社会 

出所：http://www.economist.com/content/chinese_equivalents 

中国国内では先進国、発展途上国、後進国が国内で混在。 
 逆にいえば「中所得国の罠」は出現しない！ 



子供の教育に熱心 

中国の父母は自分の子供を自分以上に育てたい気持ちは強くて、「望子成龍」を願って
いる。中国の親は自分は節約しても子供のためにはいくらでも出費を惜しまない習慣があ
る。都市部における家庭の消費支出の中で、成長率が一番高いのは教育支出である。 

宋時代の眞宗皇帝
勸學の一節 

書
中
自
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か
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孟母三遷 
孟子の母が、孟子のために、教育
にふさわしい、よい環境を求めて、
三度住居を移した。 

「仕官して仕事に余裕ができたら学
問するもよし、学問して自信がついた
ら仕官するもよし、先ずは与えられた
環境でベストを尽くすことだ」 論語 



「科学的発展観」から「中国の夢」へ   
指導理念 
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高度成長から２００２年の16回党大会における江沢民報告の中国
政府による「小康社会」（いくらかゆとりのある社会）。 

２００７年の１７回党大会では「和諧社会（調和の取れた社会）」を掲
げ、経済成長とともに大気汚染などを抑制し、社会的な平等を目
指す「科学的発展観」という胡錦濤総書記の指導理念が党規約に
盛り込まれた。 

１９９２年の鄧小平の「先富論」。「先富起来」 「チャンスを掴み続け、
思い切った改革を成し遂げよ」から１７年。 

わが人民は生活を心から愛し、より良い教育、より安定した仕事、よ
り満足のいく収入、より頼れる社会保障、より高水準の医療衛生
サービス、より快適な居住環境、より美しい環境を待ち望み、子ども
たちがより良く成長し、より良い仕事とより良い生活を得られることを
待ち望んでいる。 

経済発展を重視 

全面発展 



経済政策では！ 
• 正しいマクロ選択 

改革開放⇒WTO加盟⇒小康和諧⇒中国の夢 

⇒都市化（城鎮化）  今の１３・5（五か年計画） 

  わかりやすい標語で表現 

 

• 文化大革命は寄り道マルクス理論の一時の迷い「下部構造が
上部構造を規定する」 

• 中所得国の罠、亜文革化‘無い` 

• 環境はうまく行く、 

• 市場と統制で6.5%成長   でも汚職は無くならない 



環境方面ご報告 
• 「一極集中」（習近平氏・中国共産党）への 

国務院スピーチライター楊偉民氏面談：新幹線含むパクリを脱した 

中国オリジナルへの発展。経済成長を犠牲にしても善政を！ 

謙虚な姿勢と自分たちの欠点の認識を持つ 

• 党内抵抗勢力のために今まで出来なかった
「善いこと」をする。 

環境汚染改善 

• 環境査察チームによる地方巡回・ドローンま
で利用した環境観察、汚染工場の強制移転&

閉鎖、地方幹部の評価基準 

• 環境生態部、農村農業部 名称変更 

• 温暖化防止の旗手、自由貿易の旗手 



中国の古代・現在の４大発明 



「権力一極集中」は腐敗を招くか？ 

• 日本のｽﾎﾟｰﾂ団体等のｽｷｬﾝﾀﾞﾙ続きは？ 

日大ｱﾒﾌﾄ・ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ・体操・ﾊﾞｽｹ・剣道・JOCとIOC・
相撲・さらに町内会・政党やNGO・NPO・宗教法人・
－－－ 

客観性ある監査や民主制ある運営が行われない団
体には不透明な人間行動（ﾐｶｼﾞﾒ料に代表される利
権）が蔓延。 

• 最大のものは「中国共産党とそれが牛耳る国家財
政」！！  数百兆円を意のままに！ 

• 水泳連盟を立て直した鈴木大地氏 

のように健全な精神をもった強権 

なら、理想的な運営ができる。 



習近平=中国共産党への一極集中 

• 一極集中は腐敗を招く？ 

• 出来ない「正しいこと」ことをやることができる 

環境改善、汚職追放、 



今まで出来なかった「善いこと」 

• 環境汚染・汚職・やくざ社会・地方政府債務
圧縮・軍部の横暴を退治 

貧困層支援・国営企業改革・ 

一帯一路,中国製造25,中国の夢,海洋大国などの
推進 

• 経済成長持続のために必須の構造改革推進 

・新首都=雄安新区建設と大興空港 

 



環境についてのKey Word！! 

• 権力一極集中 と 大転換の環境保護対策 

習近平時代（2012-2027）の特に第二期目 

 
昨年７月、楊偉民氏という国務院のｽﾋﾟｰﾁﾗｲﾀｰと面談、中国の新４大発
明は皆ﾊﾟｸﾘと言う謙虚な話を枕に、経済成長よりも環境を優先させる政
治姿勢を明言。 

 

• 石油会社の環境対応 

• 一帯一路 

温暖化防止と自由貿易を掲げた旗手ベビーフェイス習近平！ 

酷い環境に正面から 

立ち向かう習近平政権 



一極集中 

• 楊偉民氏との対談・7/25 
環境を経済に優先する！「中国文明の 
新4大発明」（新幹線・電子決済・ 
ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ・ｼｪｱｰｴｺﾉﾐｰ）はﾊﾟｸﾘばかり 
ｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨを！！ 

• しかし習近平一極集中で：環境保護、汚職撲滅、 
地方貧困対策、黒社会（ﾔｸｻﾞ）一掃、 
知財権・雄安新区 など但し（人権） は無し。 
中国の夢、一帯一路  
 

• 汚職と環境保全の関係 



李克強総理がダボス会議で演説、
「知的財産権侵害行為を厳罰」 

• ★★★ 
 9月19日、国務院の李克強総理が天津市で開催中の
「夏季ダボス会議」で演説を行い、知的財産権保護を徹
底し、権利侵害行為を厳罰すると表明した。 
 李克強総理は、中国が近年外国に支払った知的財産権
使用料は世界でも最高の水準にあると話し、中国政府は
断固として法に則って知的財産権を保護する方針で、こ
れは国際ルールに従うものだけではなく、中国のイノベ
ーション、発展の需要に応じるものであるとの認識を示
した。さらに、李総理は、「中国はより厳格な知的財産
権保護制度を実施し、国内外の知的財産権を侵害する行
為を断固として取り締まり、厳罰する」、「権利侵害者
に耐え難い代価を払わせて、革新者が自信を持って創造
に励むよう支援する」などと表明した。 
(出典：中国政府網 2018年9月19日)  



対 環境 

「本気の環境対策」 

• 名称変更：環境保護部→環境生態部へ 
   農業部→農業農村部へ 

• 昨年初より政府中央から「強力な地方巡回視察団
が各地を審査訪問」 

• 矢継ぎ早の環境関連施策立案立法 

• 地方幹部の評点は、従来の成長優先から一歩引い
て、環境ﾎﾟｲﾝﾄが大幅ｱｯﾌﾟ！ 

• トランプ大統領が放り出した「自由貿易」と「温暖化」
（ＣＯＰパリ協定）を新旗手として引き受ける世界の
勧善懲悪側へ 



青空保護戦勝利3年行動計画 

（2018〜2020）2018.2 

• 2020年までに地級以上都市の「優良」日を80％以上に 

• 2020年までに基準を満たしていない全国の都市のM2.5
平均濃度を2015年比で18％以上削減し、地級以上都市
の「優良」日の比率を80％以上にし、全国の地表水I-III
類水系の比率を70％以上にし、生態ｼｽﾃﾑの安定を強化
する  

• 2018年は青空保衛戦計画を全面的に始動する。青空保衛
戦3年計画を制定し、重点区域の大気汚染改善実施方案
を打ち出し、北部地区のｸﾘｰﾝ暖房器具の普及、石炭ﾎﾞｲ
ﾗｰの淘汰の加速化、鉄道貨物輸送の比率の向上、ﾃﾞｨｰｾﾞ
ﾙ燃料ﾄﾗｯｸの基準を上回る排出の改善、石炭火力発電所
の排出削減改造を引き続き推進  



中国車載電池ﾒ-ｶ‐：寧徳時代新能源科

技（CATL)日本法人 多田直純社長発言  
• 日本の会社はＥＶでは遅れている。中国の自動車メーカ

ー向けの電池はほぼ完成に近いところまで持っていけま
す。ＶＷは中国から2年遅れくらいでついて来ている状
況。日本の自動車メーカーは、それよりまだ遅れている。 

• 現時点でＥＶ担当の自動車メーカー幹部でも、ＥＶ市場
が急成長する将来シナリオに懐疑的な方がいらっしゃる。 

• 中国の自動車メーカーがどんどん成長して、ヨーロッパ
系が追いついて、彼らが市場を席巻しかねない。日本の
自動車メーカーさんは今、頑張らないと将来が危なくな
る状態です。 

• 2020年に50GWhを生産するという目標ですね。 
上振れすると思います。2027年のタイミングで、自動車
メーカーのお客様1社だけで40～50GWhの生産規模にな
る予定 



中国エコ・シティーの13モデル都市 
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中国には600の大都市があり，そのうち100都市をエコ・シティー化していく計画である。現在
新都市型で4つ（中新天津、唐山曹妃甸、北川、トルファン）、再開発型で９つ（蜜雲、延慶、
徳州、保定、淮南、安吉、長沙、深セン、東莞）の１３のエコシティプロジェクトが進んでいる。 

 電機 

 自動車 

 機械 

 IT（情報技術） 

 建設 

 素材 

 金融 

 電力網 

 交通 

中国では、2020年にス
マートシティ構想を全国
展開しようとしている。 

日本企業は事業参
入の可能性が高い！ 



スマートシティについて 

49 出所： 日立製作所 



環境行政の強力化 ﾎﾟｲﾝﾄ 

• 第1章 習近平政権発足後の環境政策の流れ 
 ・第13次五ヵ年計画（2016〜2020）における環境保護   そして「生態環境保護計画」2016.11公表  
・環境保護は政権の看板政策  習近平2期政権（2018-2023） 
中国が対外的に懸念されている二酸化炭素排出量の削減率や大気の質、水質について数値目標を定めてい
る点、そして持続可能な発展に絡む都市化問題についても扱っている点  
・生態文明建設 2018.5環境保護部を改名 
    農業部は農業農村部に改名：「農業生態環境保護」を用語として採用 
・大気・水・土壌の汚染防止行動計画 
・青空保護戦勝利3年行動計画（2018〜2020） 
・2018年以降の環境取締りの方向性 
 
第2章 環境行政権限の構造 
・中国の権力構造における環境管理制度の全体像・党中央、国務院、全人代、司法部門 
・環境規制当局の中核——生態環境省・発展改革委、工業・情報化省、水利省、緊急対応省 
 
第3章 環境法令体系の全体像と仕組み 
・中国の製造業拠点向け環境法令の仕組み・法律・条例・弁法・規定と計画・事業方案・意見 
・法令順守の実情・中央と地方との法令制度の関係・標準政策と各種環境標準 
・環境法令の読み方・制度別の環境規制概要解説 
    環境アセス／濃度規制／総量規制／モニタリング／ 環境税／排出許可証 
・分野別の環境規制概要解説    大気汚染／水／産廃／騒音／省エネ／CO2／化学物質 
 
第4章 急増する環境罰則と環境訴訟 
・別次元に昇華した中国の環境取締り・環境罰則の種類と動向 
・中央環境査察と地方環境査察の影響・環境取締りの重点とその方法 
 

春の全人代と秋の党中央委員会 

夏の北戴河、2016年5カ年計画 



既得権益層の痛みを伴う改革-石油閥の
汚職腐敗  2014年 
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蒋潔敏 
国有資産監督管理委員会主任  

李華林 
中国石油天然ガス副総経理 

中国石油天然ガス集団（ＣＮＰＣ）
の前会長 
勝利油田で22年働いた。 

王永春 
中国石油元副総経理 
大慶油田の総経理 
党中央委員候補 

冉新権(ranxinquan) 
中国石油天然ガス副
総裁・長慶油田の総
経理 

王道富 
総地質師 
地質開発研究
院院長 

部下 

郭永祥 
前四川省副省長 
2012年６月規律違
反で調査を受けた。 

同僚 

陶玉春 
中国石油深セン実
業の総経理 
勝利油田で働いた。 

同
郷 

部下 

同僚 

校
友 

校
友 

崑崙エネルギー行政総
裁 
勝利油田、中油香港で
働いたことがある。 

周永康 
元政治局常務委員 
司法部門のトップ 

「石油閥」汚職事件の関係
図 

同盟関係 



素材  環境優先で脚光 

• 鉄鋼生産を 高炉から電炉へ 

  ｺｰｸｽ電極 

 

• 半導体製造に使うガスの原料 

フッ酸（蛍石:中国産が世界シェア―7割） 

 

• ともに価格の高騰に！ 



第一世代と第二世代 

                                       CNOOC恵州 

                         ⇦第二世代 

 

 

 
中国石油・撫順製油所 

大慶原油処理からの 

出発 低硫黄高流動点 ⇒ 

（第一世代） 

エネルギー・
素材同等重

視！！ 

そして石油
・石油化学
一体化の第
三世代製油
所の時代
に！！ 

ＰＤＨ 化石燃料の非燃料使用などへ  

トッパー常圧蒸留装置がすべてではないリファイナリー 



紹興ＰＤＨ装置 



From：BP Statistics 2019 

          

         

25.9    中国  12 

2,085 ドイツ 2,321 ドイツ 2,683 ブラジル 

         

48.4  リビア 10 

2,225 イラン 2,447 カナダ 3,049 クウェート 

         

61.2 USA 9 

2,285 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 2,793 韓国 

3,942 

         

97.8   UAE 8 

2,835 ｻｳｼﾞ 3,081 

         

101.5 クウェート 7 

3,343 日本 3,228 

ｻｳｼﾞ 
4,715 イラン 

         

106.2 ロシア 6 

3,346 韓国 3,724 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ  

 中国  

         

147.2  イラク  5 

4,972 インド 3,854 日本 

4,614 イラク 

       

155.6  イラン  4 

6,596 ロシア 5,156 インド 11,438 ロシア        167.8 カナダ  3 

15,655  中国  13,525   中国   12,287 サウジ 
       

297.7 サウジ 2 

18,762  USA  20,456  USA  15,311 USA        303.3 ベネズウェラ 1 

100,049   99,834   94,718 1,725.7   
Total 

M b/d 2018年 M b/d 2018年 M b/d 2018年 1bil bbl 2018年 Ranking 

精製能力 石油消費量 原油生産量 原油確認埋蔵量   

カナダ  

ロシア 

中国の石油･ﾗﾝｷﾝｸﾞ（2019年)  

UAE 

11,12 ﾒｷｼｺ,ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 11,12 ｶﾅﾀﾞ,ｲﾀﾘｱ 11,12 ｲﾗﾝ,ﾒｷｼｺ 

5,208 

3,798 

天然ｶﾞｽ:埋蔵量 ﾛｼｱ､ｲﾗﾝ,ｶﾀｰﾙ,ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ,米国 

   生産量 米国,ﾛｼｱ,ｲﾗﾝ,ｶﾀｰﾙ,ｶﾅﾀﾞ 

   消費量 米国,ﾛｼｱ,中国,ｲﾗﾝ,ｶﾅﾀﾞ 



世界シェールガス分布 

※参考 

従来型天然ｶﾞｽの埋蔵量ランキング 

＜2017年＞順位国名単位：㎥ 

1ロシア       34.97兆 

2イラン       33.22兆 

3カタール      24.92兆 

4トルクメニスタン19.49兆 

https://www.globalnote.jp/p-cotime/?dno=1970&c_code=643&post_no=3210
https://www.globalnote.jp/p-cotime/?dno=1970&c_code=364&post_no=3210
https://www.globalnote.jp/p-cotime/?dno=1970&c_code=634&post_no=3210
https://www.globalnote.jp/p-cotime/?dno=1970&c_code=795&post_no=3210


中国のシェールガス 
中国のシェールガスの推定埋蔵量がアメリカを超えて世界最大で、中国政府は、２０１５年
までに６５億立方メートルという生産目標を掲げていた。政府は投資を呼び込みエネルギー
革命を目指していたが、多くの課題に直面し、さほど進展がみられない。石炭や輸入の石
油・天然ガスのへの依存を引き下げ、は悲願である。 

シェールガスの国別可採埋蔵量ランキング
TOP10     （2013年） 

単位：兆立方
フィート 

中国のシェールガス開発の問題点 

シェールガスの抽出には専門技術と経験が
必要。特に北米より深い地層に存在しコスト
が大きい。また僻地であり周辺にパイプライ
ンなどインフラが無く物流コストも嵩む。 

抽出には大量の水が必要である。シェール
の多くが存在していると見られる中国北西
部は雨量が少なく、限られた地下水に頼ら
なければならない。 

水圧破砕に使われる水は化学物質、メタン、

放射性物質を含んでおり、厳しい規制が行

われないと耐水層や地下水が汚染される恐

れがある。 

技術 

水 

環境 

出所： http://wedge.ismedia.jp/articles/-/2729?page=1 
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中国の炭鉱の近影 
入鉱者の瞳孔・光彩認証とｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、周辺環境のｸﾞﾘｰﾝ化（甘粛白金・大水頭） 



2019上海モーターショウ情報 

• EVへの注力を一部解除し、「ガソリン回帰」へのスタンスがEV及びバッテリー生
産関連で大きなブースを出展中のパナソニックの責任者より語られた。 

• ガソリン余剰現象 輸出ポジションを一昨年から継続！ 

日本向けにはMTBE混入などで輸出不可ながらもシンガポール市場へ輸出。 

• 中間留分は、時に輸出するも、将来的には輸送用や石化原料というメインの用途へ
の供給は経済のかなめであるのに加え、 

「軍事用燃料」戦闘機戦車駆逐艦など実際に戦闘に必要な燃料はディーゼル油であ
りこの確保は、軍事面の安全保障に緊密につながる。 

• 同様、IMO2020における中間留分の船舶燃料へのLS化用基材としての混入でのｼｮｰ
ﾄ化傾向 

• さらにエタンクラッキングでのケミカル品製造が主流化することでのナフサのﾛﾝｸﾞ
傾向 

 



一帯一路 
近き者悦び、遠きもの来る 

良政のあるべき姿（儒教上で） 
 

「全ての道は長安に通ず」 

2012提唱 

習近平政権以降 

そして権力集中で 

良いことをする！ 

『近者説、遠者来』 

楚の国・葉公政を問う（論語）  



一帯一路 

• 広域経済圏構想「一帯一路」 

首脳会議が4月27日、閉幕。 

日本を含む150カ国以上が参加し、37カ国が首脳級を
派遣。会議期間中に中国企業が主体になって640億ド
ル（約7兆円）余りの事業協力に合意 

• 「債務のワナ」問題 途上国の債務不履行⇒重要イ
ンフラが中国に差し押さえ、覇権主義への警戒感と
相まって国際的に批判が高まる。例えばスリランカ
は中国からの借り入れで港湾を整備後返済不能⇒中
国国有企業に99年間の運営権を譲渡 



中国 一帯一路  



一帯一路裁判所日経ビジネス
6/13 

• 中国の西安で5月29日、新設された「国際商事裁判所」が初の公開
審理を行った。使命としての宣言：「フェアネス、プロフェッショ
ナリズム、コンビニエンス」という3つの言葉。 

•  青銅と大理石で飾られたエントランスホールに設置された巨大な
デジタルスクリーンに、この3つの言葉が英語と中国語で表示され
ていた。 

•  この新しい裁判所は、建物自体が強い印象を与えるように作られ
ている。遠大な野心が込められているからだ。習近平国家主席は
2013年に「一帯一路」という世界をまたにかける構想に着手した。
この構想の下で建設される鉄道や道路や光ファイバー網を陰から支
えるのがこの裁判所なのだ。その支柱となるのは、国際的な商取引
を法によっていかに統制すべきかについての中国特有の考え方だ。 



加藤嘉一氏・中ｱﾌ総括 
• 当会議の内容や“成果”であるが、中国国内では、劇的といえるほどに中国とｱﾌﾘｶの協力や結束がいかに

前向きであるかが徹底的にﾌﾟﾛﾊﾟｶﾞﾝﾀﾞされていた。 

• 会議を通じて「より緊密な中国アフリカ運命共同体を構築するための北京宣言」や「中国ｱﾌﾘｶﾌｫｰﾗﾑ：北
京行動計画（2019～2021）」が採択・発表 

• 今後3年間を含めた近い将来に重点的に実施する目標＝「八大行動計画」 
産業、ｲﾝﾌﾗ、貿易、緑化発展、ｷｬﾊﾟｼﾃｨｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ、健康衛生、人文交流、平和安全の8分野から成るが、
具体性のあるものとしては、ｱﾌﾘｶが2030年までに食料安全保障を基本的に実現できるよう中国が支援する
こと、ｱﾌﾘｶの被災国に10億元の緊急人道主義食料援助を行うこと、中国が500人の高級農業専門家をｱﾌﾘｶ
へ派遣すること、ｱﾌﾘｶで1000人のｴﾘｰﾄを育成し、5万人に中国政府奨学金を提供すること、2000人の若者
をｱﾌﾘｶから中国へ招待し交流させることなどが記されている。 

• 「八大行動計画」を円滑に推し進めるため、中国はｱﾌﾘｶ諸国に対して600億㌦援助をしていくという。中に
は150億㌦の無償援助、無利子借款、好待遇借款、200億㌦の信用貸付などが含まれる。また中国政府は中
国企業が向こう3年でｱﾌﾘｶに少なくとも100億㌦以上投資することを促していくという。と同時に、これま
での借款を2018年末までに償還できない一部の国に対し、債務を免除する方針も示した。  

• 2012年秋から2013年春にかけて習近平政権が成立して以来、中国共産党の経済外交、金融外交は赤裸々に
活発化 

• “一帯一路”、ｱｼﾞｱｲﾝﾌﾗ投資銀行(AIIA)、BRICS銀行といったﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑやｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞをはじめ、今回の中国
・ｱﾌﾘｶ協力ﾌｫｰﾗﾑのような国際会議を使いつつ能力と自信を培ってきた経済力を他の分野や境地に転換さ
せる。 

• その転換の構造とは： 
（1）経済力の放出→（2）政治力の浸透→（3）朋友圏（中国語で“ﾈｯﾄﾜｰｸ”を指す）の拡大→（4）核心
的利益の死守→（5）政権正統性の確立 
今回中国がより一層ｱﾌﾘｶに対して（1）経済・金融外交を積極展開する最大の動機と需要は、究極的には
（5）政権正統性の確立にある。そしてそのためには（2）～（4）のﾌﾟﾛｾｽが避けては通れないﾌﾟﾛｾｽであり
ｽﾃｰｼﾞ 
 

• 5つのﾉｰ（1）アフリカ国家が自らの国情に符合する発展の進路を 
模索する過程に干渉しない 
 （2）アフリカの内政に干渉しない（3）自らの意志を他者に押し付けない 
 （4）対アフリカ援助においていかなる政治的条件も付与しない 
 （5）対アフリカ投資・融資からいかなる政治的私利を目論まない  



一帯一路、中国に秩序維持促せ  

ﾃｨﾃｨﾅﾝ・ﾎﾟﾝｽﾃﾞｨﾗｯｸ准教授  

ﾀｲ・ﾁｪﾗﾛｺﾝ大（政治学）2018/11/2 
日本経済新聞 電子版 

• 中国にとっても、勝つか負けるかの「ｾﾞﾛｻﾑ」でなく、
双方の利益になる「ｳｨﾝｳｨﾝ」の考え方で一帯一路に取り
組むのが信頼を得る道といえる。関係国は、遠慮なく公
正な取引の必要性を中国に主張し、チャンスも与えるべ
きだろう。国際秩序を害さない限りは、中国は過去の栄
光を取り戻そうとする努力を許されるはずだ。 

 

ウィンウィン：双赢 





2002年のこと（早期からの布石？） 

• 大連出光・副総経理（中国石油からの出向者） 
のｱﾙﾏﾄｲ（ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ）への転勤 
石油ﾀﾞｳﾝｽﾄﾘｰﾑへの人材投入 

• 米国の反逆（ﾄﾗﾝﾌﾟに限らず）ﾏﾊﾃｨｰﾙさんの抵抗など織り込み
済み？ 

• BRICS会議や上海機構との符合する。 
 

• 途上国債務の返済急務と言う利上げ局面。 

• 藤井７段の`AIｱﾗｰﾑ`の一手 

（余談）社会主義計画経済の名残を利用した会社収益力の確保
「出荷指図書」買い取り 
後任追い返し 
 



朝日新聞2018.9.7 

• 支援の「質」である。 

•  インフラ建設では、受注した中国企業の技術や管理のずさんさが
指摘される。2017年はケニアで完成直前の橋が崩落した。 

•  援助される国が多額の債務を背負って償還不能になってしまうケ
ースも少なくない。債務漬けになった国は中国の言うことを聞かざ
るをえなくなるため、欧米からは「新植民地主義だ」との批判 

• 独裁政権も多い。政権の正統性や人権などで問題があっても、ため
らわない。「国際刑事裁判所から戦争犯罪や人道の罪で逮捕状が出
ているスーダンのバシル大統領らと中国の関係」。 

•  ホルムズ海峡に近いジブチに駐留拠点を設けるなど、中国は安全
保障でもアフリカとの関係強化を進めている。中国から増えている
武器輸出が、治安悪化の一因とも指摘される。 

•  国際社会が手を差し伸べる対象は何よりも、アフリカの人びとの
暮らしである。貧困からの脱却と教育の拡充など長期的な発展に向
け、本当に必要なものは何かを考えねばならない。 





地球の中心＝中華の地 

• 強烈なリアリズムと自己保存本能 

• 5千年の民族的な誇り 
北京五輪での開会式では、本来の漢族王朝である
「宋」時代の民族繁栄をベースとした。（世界GDPの
60%を誇った） 
（ﾓﾝｺﾞﾙ族の元でも満州族の清でもない） 
それこそ「中華の夢」   恩恵を世界の人に！！ 

• 積み重ねの中華文明の知恵である 
堯と舜時代に学ぶ孔子が説いた「善政」を核とする。 

• 一方生来的にグローバル。 
メッカ帰りの至上の幸福顔の新疆の人たち 



2018.9.3-4 

於北京、中国ｱﾌﾘｶ協力会議ｻﾐｯﾄ 
• 今、北京は中国ｱﾌﾘｶ協力会議で何と30人以上の国家元首が集合す

るという国連でさえあり得ない光景が見られました。（54か国） 

• まさに一帯一路に絡む中国にとって重要な置き石となるでしょう。 

• 向こう50年のｱﾌﾘｶのＧＤＰ伸びは数十倍となるでしょうし、今に
も人民元がｱﾌﾘｶ共通通貨にでもなりそう。 

• 日本は一帯一路には「是々非々で対応」などと中心となる戦略無し
で儲け話だけにくっついていきましょうと言うのは、中国の手先と
なってしまうだけです。 

• ｱﾌﾘｶが、中国製原発で潤いｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのようにｸｰﾗｰ天国（原発だと
温暖化には心配なし）を作ってしまえば、耕作地や資源もあるし、
欧州などひとたまりの無いのでは？ 

• 中米貿易戦争もそれくらいのﾀｰﾑで見ている習近平氏。 

 

ＷＴＯ自由貿易を享受 

‘ﾊﾟｸﾘ??` 

中米貿易摩擦の行方? 



2018.9.3-4 

於北京、中国ｱﾌﾘｶ協力会議ｻﾐｯﾄ 
• 昨年8月、北京は中国ｱﾌﾘｶ協力会議で何と30人以上の国家元首が集

合するという国連でさえあり得ない光景が見られました。（54か国） 

• まさに一帯一路に絡む中国にとって重要な置き石となるでしょう。 

• 向こう50年のｱﾌﾘｶのＧＤＰ伸びは数十倍となるでしょうし、今に
も人民元がｱﾌﾘｶ共通通貨にでもなりそう。 

• 日本は一帯一路には「是々非々で対応」などと中心となる戦略無し
で儲け話だけにくっついていきましょうと言うのは、中国の手先と
なってしまうだけです。 

• ｱﾌﾘｶが、中国製原発で潤いｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのようにｸｰﾗｰ天国（原発だと
温暖化には心配なし）を作ってしまえば、耕作地や資源もあるし、
欧州などひとたまりの無いのでは？ 

• 中米貿易戦争もそれくらいのﾀｰﾑで見ている習近平氏。 

「对美方“套路”洞若观火泰然处之 」 
• 上海機構、ＡＩＩＡ、ＢＲＩＣＳ 

一帯一路 



BRICSと上海機構 

• BRICS： 

ブラジル、ロシア、インド、中国、南ア 

の経済協力   「金のブロック」金砖 
                  世界人口の約4割強 

• 上海機構：陸の一帯一路シルクロードに沿
う8か国の多国間協力組織。  中国・ロシ
ア・カザフスタン・キルギス・タジキスタ
ン・ウズベキスタン・インド・パキスタン 

2001年6月15日、上海にて設立 

本部（事務局）は北京 



大きな意図 

• 人民元の国際化 

必ずしも米ドル代替ではない。 

かつての欧州を彷徨った産油国のオイルダ
ラーのような形。 

増発したいときにできる人民元 

価値基準（上海元建て原油先物ﾏｰｹｯﾄ） 

• 民粋主義（ポピュリズム）への嘲笑とあてつけ 

「平和への願い」 



中国の覇権主義？ 
• 南海（牛の舌）インド洋（真珠の首飾り）西太平洋（ハ
ワイ以西）東海（尖閣） 
 

• イスラエルと同じようなトラウマ 
放っておいては侵略される。 

• 怖い「死ぬまで戦う日本民族」 
 

• しかし「華外の地」は要らない！！ 
北狄、南蛮、東洋、西夷 
*中国の知恵ありきの一帯一路 

• 見返りの無い支出？   世界の盟主の度量を見せ
る：かつての米国のﾌﾙﾌﾞﾗｲﾄ制度やＡＦＳ制度？ 



中国海軍今世紀のシフト 

• 「近海防御」戦略（南シナ海など近海の海
上優勢を確保する） 

 「遠海護衛」戦略（太平洋やインド洋など
にも作戦能力を展開）。 

 

• 空母と並んで潜水艦を重視 

2013年ごろから、ソマリア沖の海賊対策
などの名目でインド洋に派遣  

http://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%BB%8D.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2.html


海の「一帯一路」潜水艦ドミノ 
• 購入国において 

中国製潜水艦が停泊できる港湾を建設。 
専用の補修や補給の設備を整備。 
いずれも中国の規格に合わせるため、中国海軍の潜水艦が
修理や兵器調達のために寄港できる拠点が増加。 

• 潜水艦の運航には海底図や敵艦が発する音の情報、その音
が伝わる海水の状態に関する膨大なデータが必要。購入国
は潜水艦の運用のために中国軍の教官や技術者の協力が必
要になるが、中国が彼らを通じて購入国とともにデータ収
集に乗り出す。 

• 「米国と同盟関係にある日本が周辺海域で持つデータのレ
ベルまで、中国がインド洋で情報を蓄えるには半世紀を要
する。気の遠くなるような地道な活動の積み重ねが必要だ。
本気で一からやろうとしているとすれば、野心的すぎる」。 
山内敏秀氏談（元海上自衛隊の潜水艦艦長） 

http://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%BB%8D.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%BB%8D.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A.html


ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ・潜水艦母港建設 

朝日新聞より 

パイラ港に通じる道路の建設現場 

＝全て武石英史郎撮影  

パイラ港で浚渫作業をする中国船 

母港の候補地パイラ港建設現場  

「格安」売り、人も技術も港湾工事も? 



中国Sinopec、南ア共和国のChevron資産買収と引

き換えで国内投資  
• 南アフリカ共和国Patel経済発展相1月11日、 
 Sinopecの投資提案：Chevronの現地子会社と
関連資産の買収を条件に投資。 
スイスのトレーダーGlencoreなどと競合
Sinopecの買収に対しては、Chevron South 
Africaの株式25%を保有する現地投資家が優先
権を主張して係争中。 



CNPC、中国-ミャンマー天然ガスパイプライン向けの新規

天然ガス田を探査  

• CNPC Southeast Asia PipelineCo Ltdが、
中国-ミャンマー天然ガスパイプライン
(CMP)向けの新たな天然ガス田を探鉱
（CHINA DAILY1月12日） 
*CMP：2013年7月から30年契約で、ミャン
マー沖合鉱区(A-1、A-3)で韓国Daewoo 

• International Groupが生産した天然ガス
を輸送中。 





義烏から目指す「アフリカの工業化」 

• 「確かに義烏はもはや中
国製品を売るだけの場所
ではありません」 

• こう話すのは、義烏ｱﾌﾘｶ
人商会のｽﾗｶﾃｨ・ﾃｨﾚｲﾗ会
長（41）だ。義烏では蘇
拉（ｽﾗ）という中国名で
知られる、ｱﾌﾘｶ人ﾊﾞｲﾔｰの
顔役的存在だ。ｽﾗさんに
よると、世界中のﾊﾞｲﾔｰが
集まる義烏はｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ、
情報のﾊﾌﾞとしての役割を
高めているという。 

 

 



中国と中東欧が税関協力強化、
「一帯一路」構想を推進  

• 本年7月5～8日、李克強総理がブルガリアを訪問 
第7回中国・中東欧諸国（16＋1）首脳会合 
「中国・中東欧諸国協力ソフィア綱要」発表：通関手続き簡素化や
税関協力フォーラムの共催などの税関協力強化を行う。 

• 中国税関とポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ルーマ
ニアなどの中東欧にあるEU加盟国の税関が合意 
「中国-EUの安全でスマートな貿易航路（安智貿）」試行事業「認
定通関業者」（AEO）相互承認、 
知的財産権保護など      で協力を推進。 

• 「ソフィア綱要」内容： 
より多くの中東欧国家による「安智貿」事業への参与を促進に合意。 
（中国と中東欧諸国間の税関協力）「一帯一路」構想に対する共同
支援と促進のため、中国税関は、「監視管理の相互承認、法執行支
援、情報交換」、「安智貿」試行事業拡大などで、中東欧諸国との
協力を引き続き推進する。 
(出典：税関総署公式サイト 2018年7月9日)  



飢餓の国を服飾工場に変えた 

エチオピアに中国式援助（１） 

• 首都ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞの中心部から車で約40分、山羊・羊
が草をはむ、のどかな風景を抜け真新しい工場群  
2014年開業/工業団地「ﾎﾞﾚﾚﾐ-1」約160ha 
    敷地に中国や韓国など11社の縫製工場  

• 隣で中国の建設企業「中地海外集団」などが「ﾎﾞﾚﾚﾐ
-2」（約180ha） 開発中 

• 2015年進出・中国の革製品工場では、中国人が監督
する中、地元の女性ら約500人が羊皮の手袋を縫う。
責任者の李志文（50）談「製造業は中国や東南ｱｼﾞｱ
から、さらに人件費の安いｱﾌﾘｶへというのが自然の
流れだ」  



ｴﾁｵﾋﾟｱ ＡＩＩＡ金融の効果 

• 国内では近年ｱﾊﾟﾚﾙ向け工業団地が計画中も含め約１０カ所立ち上がった。
ｽｳｪｰﾃﾞﾝの衣料品ﾁｪｰﾝ「Ｈ＆Ｍ」も進出。 
米ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ報道：「中国がｴﾁｵﾋﾟｱを巨大なﾌｧｽﾄﾌｧｯｼｮﾝ工場に変えつつあ
る」  

• 中国の縫製企業に勤めるﾄｩﾙｾｰﾄ・ｱﾀﾞﾅ（23）大卒の給料は月1500ﾌﾞﾙ（約6
千円）程度。それでも、「仕事をくれた中国には感謝している」  

• 政府は国内総生産（ＧＤＰ）に占める製造業の割合を2014年度の4.8％
→2025年18％まで引き上げる目標。後押しするのは中国だ。工業団地周辺
の道路や鉄道、送電網などに融資し、建設する。 
1992-2015年の投資額も中国がﾄｯﾌﾟ。中国ﾏﾈｰとともに移住した中国人は6万
人。 

• 1980年代半ばに大干ばつが起き、約１００万人が飢餓で死亡。この国には、
先進国から医療や食料などの援助が寄せられた。だが急成長を始めたのは
今世紀に入ってから  
 

http://www.asahi.com/topics/word/%EF%BC%A8%EF%BC%86%EF%BC%AD.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%B9%B2%E3%81%B0%E3%81%A4.html


ザンビア 

• 【AFP＝時事】アフリカ南部ザンビアの首都ルサ
カで、同国の経済への影響力を強めている中国
に抗議するデモが行われた。「中国はヒトラー
（Hitler）と同じ」と書かれたプラカードを掲
げていたのは、小政党の党首ジェームズ・ルク
ク（James Lukuku）氏だ 。 

• エドガー・ルング（Edgar Lungu）大統領率いる
ザンビアで、中国の影響力の増大、とりわけザ
ンビア政府への巨額の融資計画に反対している
のはルクク氏だけではない。  

• 労働者虐待、植民地化の非難と借金まみれ 



ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

• 人民解放軍出身の会長が率い、 
豪州元閣僚が顧問に就いた中国のｴﾈﾙｷﾞｰｲ
ﾝﾌﾗ企業＝嵐橋集団は2015年、ﾀﾞｰｳｨﾝ港
（一部）の99年ﾘｰｽ権を410億円で落札。
傘下のﾀﾞｰｳｨﾝ港管理会社はﾀｰﾐﾅﾙ拡張＋ﾎﾃ
ﾙや工業団地の建設を含む開発計画を進め
る。 
他の豪州内の港と同様、中国資本が支え
る開発計画＝「中国ﾓﾃﾞﾙ」で貿易量を増
やす意向だ。  



 
6月15日開催（日比谷プレスセンター） 

• AIIB（アジアインフラ投資銀行）の運営は非常に
リーゾナブルになされている。 

• 中国側発言 債務漬けでの権益奪取批判に「誰が採
算性のない海外投資を好き好んでするのか？双方
ウィンウィン原則だ」 

• 北京友人「あれは国内人民をないがしろにした乞食
への恵みではないか！不支持だ！」 

• 日本側事務局「スリランカの港湾設備接収は、稀な
例であり、全般はAIIB同様良質運営が見られる」 



我が国のスタンス 
• 第三国支援の中国との協働を是々非々で行う！ 

• 中国が有力者と目す自民党二階氏の北京会議（隔年
毎）に連続参加しているのは高い評価となっている。 

• 前ページ事務局や立憲民主党の言う、AIIB即時加盟
は？？？ AIIB顧問は鳩山元首相 

• 世界GDP向上のため、日中が南アジアやアフリカの潜
在力を共同で掘り起こすことは、欧米にはできない
東洋の復権に繋がるであろう！ 



ご清聴、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

布施 連絡先：dicobx@yahoo.co.jp 

 北京住居・朝陽公園東のﾏﾝｼｮﾝ 
          「野生ﾊﾘﾈｽﾞﾐも棲息」↑ 
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