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タイ・バンコクの高架軌道を走る「パープルライン」。ＪＲ東日本、東芝、丸紅の合弁会社がメンテナンスを請け負っている
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の前身の運営会社が新規に導入した車

ジャカルタと姉妹都市の東京都の交通
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――ＪＲ東日本の挑戦

ジャカルタ市民の足 元首都圏の２０５系
車両を近代化
通勤鉄道会社」（ＰＴ ＫＣＩ）。同

両は、冷房が効かずドアーも閉めずに

きたためだ。これによって線路は近代

社は東京首都圏に匹敵する人口を擁す

運行し、多数の乗客が車両の屋根によ

ジャカルタ中心部から郊外へ延びる

るジャカルタ首都圏をカバーし、１日

じ登って乗車するという、「近代的で

的に生まれ変わったが、ＰＴ ＫＣＩ

に１００万人を超える利用者がある。

安全な都市圏鉄道」とはほど遠い存在

通勤電車網を運営する「インドネシア

車両は現在、首都圏の通勤線区で走っ

だった。

東京圏の鉄道事業者で使われた中古

ていたＪＲ東日本の「２０５系」を中
心に、ほぼ全車両が日本から輸出され
都心部を高架で走るＰＴ ＫＣＩの

局から、都営地下鉄三田線で使われて

車両が導入されたのは２０００年、
路線は、高架橋や駅、架線を支える支

いた「６０００形」車両が譲渡された

た中古車両で占められている。

柱などの雰囲気が、日本の鉄道施設と

年

のがきっかけ。ＪＲ東日本からは

年に「２０３

両譲渡された。東京

に「１０３系」車両、

よく似通っている。１９８０年代以
降、日本の政府開発援助（ＯＤＡ）に

04

中古車を輸出

ジャカルタを走る元ＪＲ東日本の２０５
系車両＝ＪＲ東日本提供

系」車両が合計

11

2

海外めざす鉄道ビジネス
都市部では大量の通勤、
通学客をさばき、全国に高
速輸送ネットワークを築く
日本の鉄道網。世界に冠た
る日本の鉄道システムの海
外輸出は、我が国が蓄積
した技術やノウハウを最大
限に活かして新興国を中心
したインフラ需要の取り込
みを図る「インフラシステ
ム輸出」の主要な柱の一つ
だ。東日本旅客鉄道株式会
社（ＪＲ東日本）の取り組
みを中心に、日本の鉄道ビ
ジネスの海外展開を紹介す
る。【毎日アジアビジネス
研究所・西尾英之】

よる円借款で建設、整備が進められて

66

メトロや東急電鉄で使われていた車両
ＫＣＩに社員を派遣。安全対策や車両

これに合わせてＪＲ東日本はＰＴ

導を開始した。ＪＲ東日本国際事業本

も導入されて、車両面でも近代化が進
２０１３年にはＪＲ東日本から、車
部の長谷川晋一海外鉄道事業部門課

メンテナンス、サービスなどの技術指

両の置き換え時期を迎えた埼京線の２
長・アジア地域鉄道グループリーダー

んだ。

０５系の「中古車輸出」がスタートし
によると、運行の安全面でまず徹底さ
せたのは「運転士による指差喚呼」。

年、

年には横浜線、南武線の２９６両が、
ＰＴ ＫＣＩの路線には日本では当た

た。同年に１８０両、さらに
年から来年にかけては武蔵野線、京

葉線などで置き換え時期を迎えた３３

されておらず、事故防止は運転士の信

り前の信号冒進を防ぐ保安装置が設置
年に

年度

６両が譲渡される予定であり、
号確認にかかっている。実際に

はジャカルタ中心部の高架駅で先行列

末には合計８１２両にもなる。日本の
国鉄末期から導入が始まったＪＲ東日

指差喚呼による信号確認の大切さを

タッフへ指導したり、スタッフをＪＲ

デポ（車両基地）でＰＴ ＫＣＩのス

技術の教育も実施しており、現地の

と長谷川課長。また車両メンテナンス

に出して確認するようになっている」

行くと運転士は信号機を指で指して声

繰り返し説き、「現在は、現場を見に

スの改善も進んでいる。

ロープの導入など、乗客向けのサービ

や、車いす利用者が乗り降りに使うス

り、東京で実施されている女性専用車

の在り方についても考えてもらってお

察も含め、お客さまに対するサービス

では、ＪＲ東日本の駅や乗務員区の視

守管理にも力を入れている。また最近

だが長谷川課長は「車両売却価格は

ではない。中古車両売却ビジネスで儲
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15
車への追突事故が起きた。

電車となった。

東日本の車両メンテナンス工場に招い
て指導するなど、、安全面や車両の保

２０００年代の「無償譲渡」とは違

公表していないが、それほど大きな額

海外人材育成や経験蓄積を狙う
年以降の２０５系はＪＲ東日本
からの「有償譲渡」だ。同社にとって

けようというよりも、別の狙いがあ

い、

は、自社路線で不要になった車両の有

ＪＲ東日本は昨年７月に公表したグ

る」と話す。
る。

4

14
20

本の２０５系が、ＰＴ ＫＣＩの主力

15

２０１１年当時のＰＴ．ＫＣＩの電車。乗客は屋
根に上ったり、車外にしがみついて〝乗車〟して
いる
＝佐藤賢二郎撮影

長谷川晋一・ＪＲ東日本国際事業本部海外
鉄道事業部門課長・アジア地域鉄道グルー
プリーダー
＝西尾撮影

効利用を図る「ビジネス」ともいえ

13

18

で、「世界を舞台に」と題して、アジ

ループ経営ビジョン「変革２０２７」

業に携わる人材の育成や、海外事業に

という内容。必要となるのは、海外事

を希望する社員を公募する人事制度も

も充実させ、社内で海外部門への異動

員に対する海外留学など人材育成制度

開始した。

関するノウハウの蓄積だ。
年、本社に「国際事

「社員がＰＴ ＫＣＩと交渉して車

ＪＲ東日本は

業本部」を立ち上げ、海外ビジネス経

年までに国際事業のビジ

ネスモデルを確立し、より豊かなライ

両譲渡や技術支援に関する契約を結

ち出した。

アを中心とした海外事業への挑戦を打

指差喚呼してホームの安全を確認するＰＴ．ＫＣＩのインドネシア人車掌
＝ジャカルタのジュアンダ駅で２０１８年、成田有佳撮影

験者の中途採用を開始した。一方で社

17

フスタイルを提供することを目指す、

27

ぶ、売った車両がきちんと走れるよう

に、グループ会社と一体となってメン

テナンスの技術支援を行い、部品を販

売していく。こうしたことが、海外で

事業を展開するための人材育成につな

がる。中古車両の売却をＪＲ東日本が

これまで培ってきたノウハウを活かし
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て海外事業展開するための足がかりに

したい」。自身も日本国内の車両開発

業務から海外事業に転身した長谷川課

長は、そう話す

5

積み上げた安全輸送のノウハウ生かす

ンスを請け負ったのが他業種の会社

設からメンテナンスまでの経験を積ん

でいる鉄道会社だからこそ。メンテナ

クしたのは、我々が日本でレールの敷

メンテナンス事業受注のバンコク「パープルライン」

だったら、そこまですることはなかっ

「パープルライン」。車両はＪＲ東日

イの首都バンコク郊外を走る高架鉄道
ン・トランスポーテーション・テクノ

ンコクでメンテナンス会社「ジャパ

ＪＲ東日本は丸紅、東芝とともにバ

数カ月後に控える軌道の状態（レール

外メーカーの実力を測るため、開業を

が初めてのケース。ＪＲ東日本は、海

メンテナンス事業を受注したのは今回

鉄道会社のノウハウは、海外の鉄道を

維持管理に関する部署を抱える日本の

社内に車両、軌道、電気など鉄道の

ただろう」と話す。

本のグループ会社「総合車両製作所」
ロジー（タイランド）」（ＪＴＴ）を

の幅や高さ寸法など）をチェックし

サポートする事業で「武器」になり得

日本の鉄道会社として、海外で鉄道

（Ｊ―ＴＲＥＣ）が受注し、山手線の

設立。車両と軌道、電力設備などのメ

た。その結果、日本の基準には当ては

る。

ａ」が走る。

最新型電車「Ｅ２３５系」などと共通

ンテナンス事業を開業時から請け負っ

まらない箇所があることが分かった。

海外で新規に開業する鉄道は、「フ
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２０１６年８月に新規開業した、タ

の車両プラットフォームを取り入れた
ている。

そこで開業後の列車の安全・安定輸送

で発注されることが多い。語源は、

ルターンキー契約」と呼ばれる方式
摘したところ、すぐに改修作業が実施

「キーをまわせば稼働する」状態で納

を考慮し、念のため発注元に数値を指
され、予定通り開業の日を迎えること

品を受けるという意味だ。運行事業者

は仕様や費用を示してコーディネー

ができた。
国際事業本部海外鉄道事業部門パー

ターとなる企業に一括発注し、車両や

「フルターンキー契約」で契約すれ

プルライングループリーダーの山口慎

転で、システム全体を調整し、仕様通

ば運行事業者は、自社内で技術的な経

信号システムなど、それぞれの発注は

りの性能が発揮されることを厳しく確

験、知識を蓄えなくても鉄道事業を始

一郎課長は「日本ならば開業までに、

認するため、開業後の不具合は稀であ

めることができる。しかし、問題が起

コーディネーター役の企業が担う。

る。海外では、開業後もシステム全体

きてもどう対処すべきかの技術的な判

鉄道事業者がメーカーと共に行う試運

の調整を継続し、不具合を改善してい

断能力を持たず、車両や信号システム

などのメーカーとの直接的な関係もな

くというイメージだ」と振り返る。
「線路の出来映えまで敢えてチェッ

6

社内に蓄えられた専門知識

最先端のステンレス車「ｓｕｓｔｉｎ

高架軌道を走るバンコクの「パープルライン」。車両は山手線最
新車両と同じ車両プラットフォームを取り入れた最先端のステン
レス車だ
＝ＪＲ東日本提供

く、製品の出来栄えは、複数メーカー
を取りまとめるコーディネーターの調
これに対し日本の鉄道会社は社内に
してきた多くの事故の反省を教訓と

「鉄道の安全は長い歴史の中で経験
している。

地元スタッフで完結させることを目指

者を数名程度に減らし、現場の作業は

経験が支える安全運行

膨大な技術的知識を蓄積している。故
し、築きあげられてきた」と同グルー

整能力に左右される。

障に対する未然防止や問題が起きた場
プの加藤直之主席。ＪＴＴを通してメ

山口課長は「我々は国内で、鉄道シ

合は主体的に車両や軌道、信号システ
ンテナンス業務に参画しているＪＲ東

ステムの品質を向上させると共に、い

かに効率的にメンテナンスを行うかに

取り組んできた。そのノウハウも活か

し、海外でのメンテナンス業務を、利

益を大きく生む事業として伸ばしてい

きたい」と話す。
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ムなどの関係会社と協力し、調整して

7

日本は、自社が経験してきたヒューマ
ンエラー等の失敗事例集をＪＴＴに提
供、ＪＲ東日本からの出向者が月に一
度は講習会を開き、雇用したタイ人ス
タッフに教訓として学んでもらい、安
全に関する意識向上に努めている。
一方で効率化も必要だ。日本では
「先輩の背中を見て学ぶ」という面も
あったというが、タイでは従業員の入
れ替わりが激しいこともあり、必ずす
べての作業をマニュアル化して、誰で
もすぐに作業を修得できるようにし
た。その意味では「タイにはタイの文
化があり、現地で学ぶこともたくさん
あった」という。
開業時にはＪＲ東日本からＪＴＴに
人ほどの社員が出向していたが、現
在出向者は５～６人。これまで出向者
が担ってきた現場のマネジャーはすで
にタイ人スタッフに委ね、出向者はサ
ポートに徹している。最終的には出向

パープルラインの事業を支えてきた山口慎一郎・ＪＲ東日本国
際事業本部海外鉄道事業部門課長パープルライングループリー
ダー（左）と、同グループの加藤直之さん
＝西尾撮影

解決を図る能力を備えている。

ＪＲ東日本で行われている車両の整備作
業。日本の鉄道会社は長い歴史の中で、鉄
道維持管理のすべての分野のノウハウを蓄
積し続けてきている
＝ＪＲ東日本提供

１５

８月

日、高層ビルが建ち並ぶシン

ガポール中心部のビジネス街に、少人
数で利用できるプライベートオフィス
やミーティングルーム、手軽に利用で
きるコワーキングデスクを設置した
オープンオフィススペースなどを備え
る、企業向け交流プラットフォーム
「ＯＮＥ＆Ｃｏ」がオープンした。
コンセプトは「プラットフォーム・
フォー・イノベーティブ・ビジネ
ス」。シンガポールなどアジア進出を
図る企業がレンタルオフィスとして利
用するほか、地元企業や人材との交流
の場、あるいはスタートアップ企業と
大手企業のマッチングの場として活用
することを想定している。利用は会員
制で日本企業には限らない。日本企業
向けに、語学や不動産などに関するセ
ミナーも開催する。
運営するのはＪＲ東日本。日本の鉄
道会社が海外で、イノベーション支援
に取り組む意外性が話題を呼んでい

プライベートオフィスや交流スペースな
どを備えたＯＮＥ＆Ｃｏの配置図
＝ＯＮＥ＆Ｃｏホームページより
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２４

る。「日本企業のシンガポール進出に

8

生活サービス 鉄道会社の強み
シンガポールでイノベーション支援も

８月２４日、シンガポールにオープンしたＯＮＥ＆Ｃｏ
＝ＪＲ東日本提供

ＯＮＥ＆Ｃｏの発想は、例えば自社

有名国内ブランドとのテナントネット

援する」。「当社は地域コンテンツや

しょに海外へ進出してもらうことを支

山髙リーダーは、話す。

をいっしょに海外へ持ち出したい」。

ンツ』を持っている。このコンテンツ

す。

所』を提供することが狙い」。仕掛け
の関連企業や駅ナカなど商業施設のテ

ワークなど、豊富な『ジャパンコンテ

際して、『最初に仕事をしてもらう場
人の同社事業創造本部海外事業グルー
ナントに、「（ＪＲ東日本と）いっ

経営ビジョン「変革２０２７」は、

からの訪日客はリピーター化してい

している料理に近いものだ。「アジア

より豊かなライフスタイル提供
輸送サービスだけではなく生活サービ

る。ステレオタイプの日本ではなく、

より日常に近い日本を感じてもらう狙

ス関連事業を新たな収益の柱とし、

年には生活サービスなど輸送以外の収

い」と山髙リーダー。

月にはＪＲ東日本系の駅ビル

入を全体の４割にまで増やすことを目

年

商業施設「ルミネ」が初めて、シンガ

標に掲げる。海外事業の分野でも「よ
り豊かなライフスタイルの提供」を掲

年にはジャカルタル

「アトレ南山ブリーズ」が開店。４月

年１月には台湾に
海外での生活サービス事業の第１号

にはシンガポールのチャンギ空港隣接

年に開業予
るイベントやセミナーを開催。日本の

フェ」。飲食店のほか、日本に関連す

トコート線」の、駅構内商業区画開

定の地下鉄新路線「トムソン・イース

飲食店で提供する料理は、寿司や天

ハウを活かして店舗の運営に取り組

業権獲得で、日本でのエキナカのノウ

して初めての海外での１路線全体の商
ぷらなど一般的な日本食とは違い、ハ

む。
など、日本のエキナカのカフェで提供

ンバーガーやカレー、海鮮アボガド丼

供したりもしている。

発・運営権を獲得。日本の鉄道会社と

さらにシンガポールで

Ｗ３６０°」を開店した。

が、シンガポールでの「ジャパン・
月）だ。日本を訪れるアジアの旅

商業施設に飲食・物販複合型店舗「Ｊ

にも進出した。

ポールに開業。

12
げて生活サービス分野の事業に積極的

17
レール・カフェ」開店（２０１６年

に乗り出している。

19 18
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27
行者をターゲットにした「テーマカ

12

自治体のイベント開催にスペースを提

２０

9

プの山髙真琴グループリーダーは話

海外での生活サービス事業第１号としてシンガポールに２０１６年にオープン
した「ジャパン・レール・カフェ」＝ＪＲ東日本提供

「ハードのデザイン力」▽グループ企

ナカで人気のカフェのメニューもそ

の伝統的な産品もあるが、東京のエキ

「ジャパンコンテンツ」とは、東北

市部で、駅の利用者の消費行動は日本

た。生活の近代化が進んだアジアの都

プ全体で膨大なノウハウを蓄えてき

や商業施設として自ら運営し、グルー

を外部に貸し出すのではなく、飲食店

管内の自治体や地場企業を含めた
業を含めた「商業施設の運営ノウハ

う。人々の心をつかむ日本発のコンテ

ス分野での強みだ。

「ジャパンコンテンツ」の集積▽鉄道
ウ」――。山髙リーダーが挙げる、鉄

駅での消費行動握る強み

との動線を効率的に設計して、いか

鉄道会社としての海外での生活サー

と重なる部分が大きいはずだ。
３点目については、ＪＲ東日本がグ

ビス事業はまだ緒に就いたばかりだ

ンツ、といった意味だろう。２点目と
ループ全体で積み上げてきた、駅とい

が、山髙リーダーは「日本で蓄積した
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道会社であるＪＲ東日本の生活サービ

う都市空間を代表する場所での人々の

生活サービスの事業領域はぐんと広

このノウハウが海外で活用できれば、
山髙リーダーは「ＪＲ東日本グルー

がっていくはず」と意欲を燃やす。

消費行動に関する分析だ。
プは、駅という特殊な場所での消費者
の消費行動を知り尽くしている」とい
う。例えば、こんな例を山髙リーダー
は挙げる。「毎日同じ駅を利用する客
は飽きやすく、エキナカの飲食店は飽
きられないメニュー開発が重要。グ
ループ会社で飲食事業を行うジェイ
アール東日本フードビジネス社は、狭
い厨房でいかに種類の多い料理を提供
するかというノウハウを蓄えている」
「駅利用者を商業施設に誘導するため
には店内の見通しがよくなければなら
ない。陳列棚の高さを制限するなど、
ルミネやアトレは空間デザインの独自
のノウハウを持つ」
ＪＲ東日本は発足後、駅のスペース

10

に顧客に店舗に立ち寄らせるかなど

大勢の客でにぎわう日本国内の「エキナカ」店舗
＝ＪＲ千葉駅構内で金森崇之撮影

近代化したインドネシア通勤会社とは

人がほとんど。組織のグランドデザイ

社は、これまで鉄道事業の経験のない

験もある宇都宮副部長は「日本コンサ

ＪＲ東日本出身で、乗務員などの経

ティングサービスを行ってきた「日本

みの一つに１９６０年代から東京圏の

ンサルティング企業。日本の鉄道の強

どいない状態。日本コンサルタンツ

営会社には鉄道事業の経験者はほとん

余裕がなく、開業を数年後に控えた運

中、インドネシアの鉄道業界は人材の

て、電車が遅れても他の電車にその後

ピークタイムの高密度運転時におい

ハウを提供したのは東京メトロ。特に

関して、「遅れに強いダイヤ」のノウ

例えばＭＲＴの列車ダイヤの作成に

ら乗務員を採用。一部はインドネシア

めに、列車の遅れを最小限にする工夫

圏の需要を満たす輸送力を確保するた

毎日アジアビジネスレポート 2019年11月号

Asia Inside

今年３月に、インドネシア初の地下
違い、日本の円借款（ＯＤＡ）でゼロ

ルタンツは、ＪＲ東日本のほかＪＲ西

コンサルタンツ」（ＪＩＣ）の宇都宮

大量輸送を実施してきたことがある」

は、鉄道の運営にどういう組織が必要

れを連鎖的に波及させないダイヤ作り

と話す。

で、どのくらいの要員が求められるか

のノウハウがあるという。莫大な首都
在来線のＯＢを採用し、彼らにトレー

官役を務めさせた。

で、運転士経験のない新規採用者の教

は東京メトロならではのものだ。

という提案からスタートした。

年か

在来線の空港延伸に伴う拡充が進む

真理子技術本部副部長はそう話す。

１０
ナーとして必要な教育を施したうえ

１７

11

〝オールジャパン〟の鉄道コンサルタント
各社のノウハウ結集しジャカルタ新規開業を支援
鉄として開業した「ジャカルタ高速鉄

ンづくりから乗務員の採用、訓練まで

日本、東京メトロなど国内の主要鉄道

から建設された都市鉄道だ。「運営会

取り組んできました」。２０１６年か

会社

社が出資する鉄道専門の海外コ

ら、運営維持管理に関するコンサル

道（ＭＲＴ）南北線」。既存の路線を

運行を本格開始したＭＲＴの真新しい車両
＝ジャカルタで２０１９年３月２５日、武内彩撮影

ジャカルタ初の地下鉄となったＭＲＴのホームで、記念撮影する乗客ら
＝２０１９年３月２５日、武内彩撮影

鉄道ビジネスの海外輸出支援・促進

形で、鉄道各社の出資で設立された。

た海外コンサルタント事業を引き継ぐ

協力協会（ＪＡＲＴＳ）」が行ってき

それまで一般社団法人「海外鉄道技術

日本コンサルタンツは２０１１年、

く」役割への期待がある。２０１５年

つのパッケージとして売り込んでい

は、「海外に日本の鉄道システムを一

構成する日本コンサルタンツの発足に

営まで事業を熟知している鉄道会社で

車両導入、開業後の運営維持管理、経

鉄道の事業性調査から設計、建設、

州には、「ビッグスリー」と呼ばれる

とアーメダバード間の高速鉄道に日本

ディ首相の会談で、インド・ムンバイ

合的な鉄道コンサルタント企業が、プ

さらにシストラ（フランス）など総

を受注。 年にはインドに現地子会社

Ａ）からプロジェクトの詳細設計調査

企業体を組み、国際協力機構（ＪＩＣ

１８

12
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鉄道システム、パッケージで売り込みに期待

に取り組む国土交通省などによると、

月、日本の安倍首相とインドのモ
ボンバルディア、アルストム、シーメ

の新幹線方式が採用されることが決

鉄道システム輸出でライバルとなる欧

ンスなどの総合鉄道メーカーが存在

年、主幹事

まった。

日本コンサルタンツは

ロジェクトの計画、立案段階から工

を設立して、インドに日本の新幹線の

会社として日本工営、オリエンタルコ

事、運行まで一括してコンサルタント

システムを導入するプロジェクトの中

ンスまで総合的なビジネスを展開して

業務を実施している。日本にはこれま

心的存在として活動している。

する。

許してきたと、国土交通省などは指摘

利なＥＵ規格でのプロジェクト形成を

ト企業が存在せず、欧州勢にとって有

で同様の鉄道専門の総合コンサルタン

ンサルタンツグローバルの２社と共同

１６
いる。

製造から車両納入、開業後のメンテナ

し、土木施設や電力、信号などの設計

１２

Asia Inside

「日本は少子高齢化で市場は伸びな

りに

年代以降、米国市場への本格的

の事業規模をめざしたい」。日本の鉄

アに力を入れ、３地域で３分の１ずつ

とは間違いない。その上で北米とアジ

削減の狙いからも

部品の使用を義務付けられる。輸送費

ン条項」の制約を受け、多数の米国製

米国への車両納入は「バイアメリカ

な参入を図った。

道車両メーカー大手、川崎重工業車両

郊外に車両製造工場を新設。２００１

いと言われるが、重要な市場であるこ

カンパニーの村生弘・営業統括担当執

年にはネブラスカ州にも工場を設け、

年にニューヨーク
行役員はそう話す。

分される。川崎重工の鉄道車両部門

車両（近鉄、ＪＲ西日本系）などに二

合車両製作所（ＪＲ東日本系）、近畿

系の日本車両製造（ＪＲ東海系）、総

系の川崎重工と日立製作所、鉄道会社

日本の鉄道車両メーカーは、重工業

ア、シーメンス、アルストムの３社と

ばれる欧州系メーカー、ボンバルディ

界で鉄道車両の「ビッグスリー」と呼

社調べで ・２％のシェアを占め、世

納入。米国市場では

の車両を中心にこれまで６０００両を

ニューヨークの地下鉄や郊外鉄道など

年で自

は、１９１１年に日本第１号の国産化

トップを競っている。

輸出していた」（村生執行役員）程度

賠償として東南アジアに細々と車両を

い歴史を持つ。第二次大戦後は「戦後

鉄道車両を中国向けに輸出してきた長

シェアを持つ。生産は、日本国内向け

どの地下鉄車両を中心に受注し、高い

から主にシンガポールや台湾、香港な

一方、アジア向けでは１９９０年代

１７

車両を製造している神戸市の兵庫工場

年から

蒸気機関車を製造し、戦前には多くの

８６

０８
だったが、１９７９年にフィラデル

１８

だ。
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８０
フィアの路面電車を受注したのを皮切

13

日本、北米、アジアにリソース集中
インフラ輸出追い風に ——
川崎重工車両カンパニー
川崎重工製のシンガポール地下鉄向けＴ２５１車両。現在、試運転中だ
＝川崎重工提供

おり、鉄道事業者側に選択の余地は少

メーカー自身がスタンダードを決めて

能力」だという。欧州の各メーカーは

れテーラーメードの車両を造り上げる

カーの強みは、発注者の要求を受け入

村生執行役員は、「日本の車両メー

は「海外では『納期を守るカワサキ』

守られないことも多く、村生執行役員

いう、議論から始まるという。納期が

メーカーは、故障は誰の責任なのかと

理する』というのが当たり前」。欧州

は何かあれば、『まず現場へ行って修

アフターサービスについても「我々

川崎重工が受注したダッカＭＲＴ向け車両の完成予想図＝同社提供

14
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日本の鉄道会社に鍛えられた強み

ない。車両にこだわりを持つ日本の鉄

新興のライバルが中国メーカーだ。

と認識してもらっている」と話す。

カーは、要求に応じることが当たり

２０１５年、当時世界１位と２位の車

道会社に「鍛えられた」日本のメー
前。それが発注者の信頼につながると

両生産規模を誇った「中国北車」と

中国と競争はしない」と話す。

価格ですべてが決まる南米などでは、

ては強い地域にリソースを集中する。

いる」と村生執行役員。「我が社とし

技術的にもあなどれないところにきて

「中国メーカーは価格が安い上に、

えている。

日本のメーカーと競合するケースが増

に海外進出を加速させており、各地で

発足した。圧倒的な価格競争力を武器

の車両メーカーである「中国中車」が

「中国南車」が合併し、世界最大規模

いう。
１９８６年から米国向け地下鉄などの車両を生産してきた
Kawasaki Rail Car, Inc（川崎重工の米国法人）＝同社提供

鉄道車両メーカーにとっても追い風に

略として掲げる鉄道インフラ輸出は、

一方、日本政府が国を挙げた成長戦

リピンのマニラ首都圏地下鉄、スリラ

車両納入を受注している。今後もフィ

ダッカＭＲＴは川崎重工が、それぞれ

ＲＴは日本車両、バングラデシュ・

アジアに新たなマーケット
なっている。台湾やシンガポールなど
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ンカのコロンボ公共交通システムな

15

のアジアの先進地域では、 年代から

「我が社は日本と北米のほか、アジ

ど、円借款による都市交通整備計画は

た。一方、自己資金による都市鉄道整

アでだんだん西の国へ進んでいる状

自己資金で都市鉄道の整備が進み、

備が難しい国々でも、資材の調達先を

態。人口が多いアジアは新たな市場が

各地で目白押しだ。

日本企業に限る「タイド」条件の円借

創出され可能性が広がっている。取捨

メーカーは独自に受注を獲得してき

款による都市鉄道整備計画が次々に持

選択しながら取り組んでいく」と村生

ひでゆき
お

ち上がってきた。

執行役員は話す。

村生弘・川崎重工車両カンパニー
営業統括担当執行役員＝同社提供

ベトナム・ホーチミン市の都市鉄道
１号線は日立製作所、ジャカルタのＭ

■西尾英之（毎日アジアビジネス研究所主任研究員）
にし

８０

１９８７年毎日新聞社入社、福島支局、社会部などを経て２００３年よりイス
ラマバード支局、ニューデリー支局、アジア総局（バンコク）を歴任。17年10月
より現職。

シリーズ「アジアの新興企業・財閥・官僚組織」⑦

インドネシア 配車サービスＧＯＪＥＫ（ゴジェック）

若き創業者が教育・文化相に

ール出身のエリートで米国式のビジネ

スモデルを学んでいる。（両氏の）配

車サービスのモデルはＵｂｅｒ（米ウ

ーバーテクノロジーズ）です」と話

す。

う話を聞いたことだ。運転手の待ち時

アジアのスタートアップ事情に詳し

は違い、不十分な決済システムなどに

しかし、ゴジェックは米ウーバーと
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ナディム氏は米大手広告会社のジャ

カルタ支社に勤務した後、２０１０年

た話であるが、ナディム氏が起業した

米国でＭＢＡ取得
インドネシアのジョコウィ大統領は

きっかけは、インドネシアに根づいて

にゴジェックを創業した。よく知られ
日、ゴジェック創業者のナディ

るＯＪＥＫ（オジェック）と呼ばれる

月

）＝写真上、ＫＯ

ム・マカリム氏（

バイク・タクシーの運転手から「勤務
報技術）教育の充実などに意欲を見せ

間の有効利用するため、２０１１年に

い日本総合研究所調査部の岩崎薫里・

対応するため徹底した現地化戦略を展

現地化戦略で成功

上席主任研究員は「ナディム氏もアン

開した。米ウーバーは利用車両が乗用

16

デジタル化が進展する東南アジアでスタートアップのブームが起きている。
シンガポールに次いで盛んなのがインドネシアだ。代表格は配車サービスのＧ
ＯＪＥＫ（ゴジェック、本社・ジャカルタ）である。先進国で成功したビジネ
スモデルを取り入れ、現地に合わせて独自に進化し生活全般のプラットフォー
【毎日アジアビジネス研究所長・清宮克良】

ＭＰＡＳ撮影＝を教育・文化相に大抜

割は客待ちの時間だ」とい
ている。ナディム氏は１９８４年生ま

配車サービス事業を

のうち、

れ、米ブラウン大学を卒業し米ハーバ

イダーで立ち上げ、先進国で成功した

擢した。ナディム氏は早くもＩＴ（情

ード大学経営大学院で経営学修士号

米ウーバーのビジネスモデルを取り入

人の専業登録ラ
（ＭＢＡ）を取得。東南アジアにおい

れた。
ガポールのＧＲＡＢ グ
( ラブ の
) 創業
者、アンソニー・タン氏とは同経営大

ソニー氏もハーバード・ビジネススク

学院の同級生である。

20

ムを担う。シリーズ７回目は今やインドネシアを代表する企業となったゴジェ
ックを取り上げる。

23

て同じ配車サービスで覇権を争うシン

7

35

10

クは大きく成長した」と指摘する。

いない分、社会課題解決型のゴジェッ

（社会インフラが）あまり整備されて

同業のライバルであるグラブと激しい

シンガポールに進出し、東南アジアで

ネシアを皮切りに、ベトナム、タイ、

くされた。そのゴジェックは、インド

る。

ではないかか」との見方を示してい

を確信したからこそ、政権入りしたの

いなくてもゴジェックが立ち行くこと

の見方をすれば、ナディム氏は自分が

ゴジェックの提供サービスは、Ｇ

競争を繰り広げている。

車）、ＧＯＣＡＲ（自動車の配車）、

し、今後はアンドレ・ソエリスティオ

閣僚に就任するナディム氏は退任

憶ドル以上の未上場企業）が存在す

アには８社のユニコーン（推定評価額

日本総研調査部によると、東南アジ

ＯＲＩＤＥ（バイク・タクシーの配
ＧＯＦＯＯＤ（フードデリバリー）、

社長と共同創業者ケビン・アルウィ氏

Ｍ（出張美容サービス）、ＧＯＰＡＹ

Ｎ（出張掃除サービス）、ＧＯＧＬＡ

は、さほど心配していない。すでにイ

氏が去った後のゴジェックについて

が運営にあたる。岩崎氏は「ナディム

Ｅコマ
ジェックをはじめ、 Tokopedia(
（オンライン旅行
Traveloka

企業価値が１００億ドルといわれるゴ

る。このうちインドネシアの企業は、

にする。個人や地域、政府と築いてき

るアセアンを今後のさらなる成長が期
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ＧＯＢＯＸ（宅配便）、ＧＯＣＬＥＡ

（決済サービス）など生活全般のサー

ンドネシアを代表する企業にまで成長

ース）、

ビスに広がっている＝写真左下はスマ

しているうえ、世界中から優秀な人材

予 約 ） 、 Bukalapak
（ コ
E マース）、
（電子決済）の５社を占める。こ
OVO

のほかはシンガポールのグラブと Trax
（リテールテック）、それにフィリピ

車、運転手が個人、支払い手段がクレ

て人間関係を生かし、インドネシアの

を経営陣に招へいしているからだ。逆

ホのアプリ、ＫＯＭＰＡＳ撮影。
ナディム氏はインドネシアのＫＯＭ
ＰＡＳ紙などのインタビューに対し、
東南アジア最大の市場であるインドネ

ジットカードであったのに対し、ゴジ

ビジネス環境や生活を良くすることを

シアのコミュニティへのこだわりを口

ェックはバイクを利用し、専業の運転

ミッションにしている＝写真次ページ

これらのユニコーンへの外資の出資

ンの Revolution Precrafted
（プレハ
ブのデザイナーズ住宅販売）だ。

手による現金決済だった＝写真右は専

はジョコウィ大統領（中央）にアプリ

も目立つ。ゴジェックには日本の三菱

三菱商事が出資

用運転手、ＫＯＭＰＡＳ撮影。

を見せるナディム氏（左）、ＫＯＭＰ

岩崎氏は「ゴジェックの場合、バイ

商事、米国のグーグル、中国のテンセ

ントやＪＤ・ドット・コムなどが出資

している。
結局、グローバル展開する米ウーバ

待される重要市場としており、今年に

グラブと覇権争い

ＡＳ撮影。

ク・タクシーの配車サービスとしてス
タートし、交通渋滞の激しいジャカル
タで瞬く間に普及、多くの社会課題を
て、配車サービスを超えて発展し、生

ーはインドネシアからの撤退を余儀な

三菱商事はインドネシアはじめとす

活全般のスーパーアプリとなった。

解決するイノベーションの担い手とし

17

10

今回、配車サービスをはじめ生活全

強固なバリューチェーンを構築してい

配車サービスのゴジェックに出資し

般を網羅するデジタル・プラットフォ

入り、同地域でのモビリティサービス

た。三菱商事はインドネシアにおける

ームを持つゴジェックと提携すること

た。

三菱自動車や三菱ふそうトラック・

により、利用者により近い川下のサー

を深掘りするため三菱自動車とともに

バス製品の輸入・販売総代理店とし

リューが高まっている。総合的なサー
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て、１９７０年に

を設立して以
BERLIAN MOTORS (KTB)
来、約半世紀にわたって自動車事業を

提携は親和性がある」（同社自動車事

18

KRAMA YUDHA TIGA ビスを強化することが可能となった。
三菱商事は「自動車事業では川下のバ
展開してきた。２０１７年には KTB
社
を取り扱いブランド別に事業再編する

業本部）としている。

年に米ジョンズ

ビスを提供するため、ゴジェックとの
などして、部品製造・組立から車両生
産、卸売販売、小売販売、販売金融・
周辺事業、アフターセールス・中古車
販売まで、いわゆる川上から川下への

せいみやかつよし

■清宮克良（毎日アジアビジネス研究所長）

１９８３年毎日新聞社に入社。水戸支局、社会部、政治部。

際事業室長。中国、インドネシア、ベトナム、ミャンマ

員、政治部副部長、さいたま支局長などを経て執行役員国

ポプキンス大国際関係大学院（ＳＡＩＳ）客員研究員、その後、ワシントン特派

98

ー、タイ、ロシアでフォーラムやイベントを手掛ける。２

０１８年 月から現職。
10

シリーズ

米国のアジア人脈 ⑭

ＮＳＣの中核担うポッティンジャー氏

員を削減し、機能もホワイトハウス主

導の外交・安保政策ではなく、より国

務省や国防総省との調整役を重視する

という。そうした中で最初に側近に起

用されたのは、それだけ期待も高いこ

らトランプ氏が解任したボルトン大統

国まで、米国の次の安全保障チームの

「ボルトン更迭」で、同盟国から敵対

トリート・ジャーナルに転じた後も中

リアをスタートさせ、米紙ウォールス

イターに就職。中国特派員としてキャ

国務省の人質交渉担当として評価が

狂でもない。海外での生活は、自分の

当たりにした。同時に、私はアメリカ
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とを示しているといえよう。

■記者から海兵隊へ転身

ポッティンジャー氏の経歴は変化に

富んでいる。司法省高官からウォール

領補佐官に代わって任命されたばかり

体制がどうなるかは、衆目の関心事だ

高いオブライエン氏は現在、ＮＳＣの

国の問題についての考えを研ぎ澄ます

19

安保担当の大統領副補佐官に昇格
及川正也・毎日新聞論説委員

）だ。トランプ外交の最優先課題である中国と北朝鮮問題

トランプ米政権の安全保障チーム「国家安全保障会議（ＮＳＣ）」の刷新が進む中、アジア政策を含む外交の要とし
て注目されているのが、マシュー・ポッティンジャー氏（

ストリートのバンカーに転身した父に

持ち、マサチューセッツ大学で中国語

だった。そのオブライエン氏が真っ先

を学んだ後、１９９８年に英通信社ロ

ポッティンジャー氏の起用をオブラ

国取材を続け、中国政治の腐敗などを

報じた。米ジャーナリズム最高の栄誉

った。外務省の幹部は「トランプ外交
の裏方を仕切ったのはＮＳＣのアジア

ピューリツァ賞にノミネートされた。

に「片腕」として選んだのがポッティ

上級部長のポッティンジャー氏だっ

当時の経験を２００５年のジャーナ

ンジャー氏だ。
国連総会では、ホストする側の米国

た。その人物を安保チームの中枢に据

日、トランプ大統領が国連総会

出席のためニューヨークに向かう大統

は、各国の首脳・高官らとの協議が目

９月

領専用機の機中だった。オブライエン

改革に取り組んでいる。大幅なリスト

こともできた。自分たちを自分たちの

国家が自国国民に成しうることを目の

ラで現在の３分の２の１１７人まで人

た」と話す。

ル紙上で「中国で暮らし、非民主的な

20

えたことは、同盟国に安心感を与え

16

白押しだ。政権内の混乱を露呈させた

92

氏はその前週、政権内の意見の相違か

イエン大統領補佐官が発表したのは、

■安保政策ナンバー２

オブライエン氏から副補佐官に抜擢された。ポッティンジャー氏とは。

で辣腕を振るい、大統領の信頼も厚い。強硬派のボルトン氏に代わって国家安全保障問題担当大統領補佐官に就任した

46

おいかわ・まさや
１９８８年毎日新聞社に入社。水戸
支局を経て、 年政治部。激動の日本政界を 年余り追い続
けた。２００５年からワシントン特派員として米政界や外交
を取材。 年北米総局長。 年４月から論説委員
13

22

ミャンマー訪問時に米大使館で話すポッティンジャー氏（正面左）
＝２０１８年６月、在ミャンマー米大使館ウェブサイトから

だ」と書いている。北京での特派員生

手が改革する必要があるのは明らか

ジャー氏は中国を国際経済に迎え入れ

治紙ポリティコによると、ポッティン

考えを「間違いだ」と厳しい態度を取

て友好と戦略的パートナシップを結ぶ

大きな転機は、２００４年だったと

った。「ポッティンジャー氏はトラン

活は５年を超えていた。
歳だったポッティンジ

の米同時多発テロを実行した国際テロ

ャー氏は北京にいながら、２００１年

Ｃのプロセスを経て立案されたとい

案者だった」という。この政策はＮＳ

プ大統領が支持した対中政策政策の立

いう。まだ、

組織アルカイダによる人質の斬首映像

また、トランプ政権の国家安全保障

う。
意し、訓練を経て海兵隊に入隊した。

戦略で中国を「歴史修正主義」と批判
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に衝撃を受けて、軍隊に入ることを決
記者という一匹狼的な存在からヒエラ

し、「アジアの秩序をいいように再構

築しようとしている」という定義づけ

ルキーと集団を重視する軍人への転身
だった。

も、ポッティンジャー氏が重要な役割

いる。トランプ政権の初期に戦略全般

その後、イラクとアフガニスタンに
２００９年からのアフガン派遣で知り

を担ったスティーブン・バノン氏は

を果たした、とポリティコは指摘して
合ったのが陸軍中将のマイケル・フリ

「ポッティンジャー氏はタカ派だが、

計３回、情報将校として派遣された。

ン氏である。２人は共著で情報戦に関

誠実な交渉人の立場から物事を見てい

トランプ政権中枢には安全保障を担

する論文を公表しているが、米メディ
ャー氏が執筆したという。フリン氏は

う軍人出身者が大勢登用された。しか

る」と評価している。
後にトランプ陣営に加わり、２０１７

し、フリン氏をはじめ、マクマスター

アによると、ほとんどをポッティンジ

年１月に大統領補佐官に就任するが、

大統領補佐官、ケリー首席補佐官、マ

ても過言ではないだろう。

のは、ポッティンジャー氏だけといっ

り、さらに出世を果たそうとしている

で、現在に至るまで政権内で生き残

ティス国防長官らが続々と辞任する中

フリン氏に誘われる形で政権入りし
た。

■対中国強硬派で存在感
ポッティンジャー氏の評価を定めた
のが、強硬な対中国政策だった、米政

20

32

「米国では兵役体験のない指導者ほ

」のインタビューに答
「 Daily Beast
えた次のことばだ。

役後の２０１１年にネットメディア

メディアでよく引用されるのが、退

ポッティンジャー氏の発言で、米

った。限定的な空爆を「鼻血作戦」と

一人がやはりポッティングジャー氏だ

限の圧力」作戦を立案した中心人物の

制裁と軍事的けん制を柱とする「最大

を実施した際、対北朝鮮で強力な経済

サイル（ＩＣＢＭ）を発射し、核実験

２０１７年に北朝鮮が大陸間弾道ミ

る。

てどう前進させるか。手腕が問われ

原則を維持しつつ、課題の解決に向け

求めている。核・ミサイル廃棄という

に譲歩する政策に転換するよう米国に

とが予想される。北朝鮮は今年末まで

響が色濃く反映している

ているのも、ポッティンジャー氏の影

らみのバランス政策を米政府が維持し

で政府や議会には退役軍人がほとんど
血作戦」ですら、報復攻撃があれば大

呼んで検討されたときだが、その「鼻

当としてミャンマーにも関心を示して

ポッティンジャー氏はアジア政策担

■ミャンマーにも強い関心

年

いなくなった。その結果、様々な理由
勢の死傷者を出す「恐怖のシナリオ」

これが、クリントン大統領やブッシ

統領報道官（当時）は「２つの戦争に

果に含みを持たせつつ、ハッカビー大

も述べている。軍事行動の「脅し」効

は「より高いリスク許容度がある」と

もしれない」と述べる一方、軍事行使

を含むこの地域には「自由で開かれた

むしろ、強調したのは、ミャンマー

ことさら圧力をかけるのを避けた。

が米国にとっての利益だ」と指摘し、

栄を望んでいることを強調し、「それ

ミャンマーの平和、民主化、経済的繁
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どタカ派になる傾向がある。この

から海外での武力行使に前のめりにな

を訪問し、政府高官らと会談した。少

きた。２０１８年６月にはミャンマー

当時、ポッティンジャー氏は公開フ

数派のイスラム教徒ロヒンギャへの迫

でもあった。

マリア、ボスニア、コソボ、ハイチ、

ォーラムで「北朝鮮は核兵器を目的達

害問題が人道的危機を引き起こしてい

っている。兵役体験のある指導者はソ
イラク、リビアへの軍事介入に消極的

成のための脅しとしてだけでなく、南

ることへの懸念を示した。それでも、

だった」。

北統一の際にも脅迫材料として使うか

ュ（子）大統領、オバマ大統領を指す

従軍したポッティンジャー氏は軍事行

■初の米朝首脳会談を演出

ことは明らかだった。やはり従軍経験

してきたことだ。台頭する中国への対

インド太平洋」が不可欠であり、米国
軍事行動を最後の手段とするポッテ

抗策は米国の最大の課題だ。中国から

動を軽く考えていない」と語ってい

ー氏の影響力は北朝鮮問題でも示され

ィンジャー氏の存在は、気まぐれなト

の圧力を受けやすい国々との連携を目

のないトランプ氏が大統領に就いてい

た。初の米朝首脳会談に奔走し、外交

ランプ大統領の抑止的な存在ともなろ

指しており、ミャンマーはその代表国

が約１億２０００万ドルの支援を実施

路線を定着させた。ただし、ポッティ

う。さらに、ＮＳＣの役割が独断専行

だ。国際社会や米議会が人権問題に強

る。

ンジャー氏が軍事作戦をどう見ていた

型から総合調整型に移行していく中

い懸念を示す中、これに抗して対中に

る。そんな見解を持つポッティンジャ

かはなお検証の余地がある、という見

で、より外交的な側面が重視されるこ

方が強い。

21
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人民日報の視点

経営しているレストランは大いに繁盛

「金山銀山とともに山河も求める」
毎日アジアビジネス研究所は中国を代表する人民日報と提携し、新たなシリー
ズ「中国商務熱点」をスタートします。人民日報のホットなビジネス情報を選

結果によると、世界で２０００年から

が中国にあり、中国の寄与

年に新たに増えた緑化面積のうち、

約４分の

率はトップだった。現在、中国全土で

各種自然保護区が２７５０カ所設立さ

れている。

一方では生態環境保護に取り組み、

もう一方ではグリーン産業に取り組ん

しており、「今のセールスポイントは
湿地公園の景色だよ！」とうれしそう

でおり、グリーン発展はその将来性が

は雄安新区の開発予定地、人民日報社

なく生産されていく。雄安新区＝写真

場で、「水性ペンキ」が途切れること

広々としてきちんと整頓された作業

雄安新区と「水性ペンキ」

期待できる。

に語った。
中国の大地で、生態文明建設が「高
速走行車線」に入るにつれて、空がよ
り青く、山がより緑で、水がより透き
通った光景が見られるようになってき
ている。
中国生態環境部（省）が発表した
年の国内総生産

「中国空気質改善報告（２０１３―
年）」によると、

＝に隣接する河北省保定市徐水区に、
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び、日本の事情にも精通した劉軍国・東京支局長がミニ解説を加える連載です。
中国の核心的メディアが何をどういう視点で伝えているのか。それを知ることは
中国のビジネスにも役立つと考えています。シリーズ１回目は経済成長と豊かな
自然の共存がテーマです。【毎日アジアビジネス研究所】

ＰＭ２・５の濃度変化
【人民日報記者・劉毅、孫秀艶】
アシがまっすぐに生い茂り、鳥が翼
を広げて羽ばたく。河北省張家口市懐
来県と北京市延慶区の境にある官庁ダ

が、大気汚染物質の濃度は大幅に下が

晨陽水漆は生産能力が１２５万トンに

のニュースサイト人民網日本語版から
り、大気汚染対策重点区域である京津

達する世界最大の水性ペンキ製造拠点

年から大幅に成長した
京の飲用水水源地から外された。北京

冀（北京市・天津市・河北省）や長江

を作った。水を希釈剤とする水性ペン

（ＧＤＰ）は

の都市全体計画によると、２０３５年

デルタ、珠江デルタの微小粒子状物質

用することで、揮発性有機物質の排出

には官庁ダムの飲用水源機能が回復す

％下がった。

キを従来の溶剤型ペンキの代わりに使
％、

を大幅に減らすことができる。「同等

％、

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）などの機

れ
全県の「最優先プロジェクト」として

22

1

17

（ＰＭ２・５）の年平均濃度はそれぞ

ム国家湿地公園は緑にあふれている。

18

規模のペンキ工場と比べ、このグリー

地公園プロジェクトを実施しており、

る見通しだ。懐来県は

年前、官庁ダムは水質汚染により北

18
年から国家湿

13

32

関が衛星データに基づいて行った研究

39
力を注いできた。村民・戴富強さんが

48

17

22

記の周密氏は、「旌徳は美しい自然環

りで進められていた。太鋼は「汚染が

超低排出改造プロジェクトが鳴り物入

（以下「太鋼」）の工場敷地内では、

炎暑の夏、山西省の太原鋼鉄公司

国グリーン経済生産額は約６兆元。

は、「試算によると、２０１８年の中

科学研究会の執行会長である鄭新立氏

際協力委員会の年次総会で、中国政策

先ごろ行われた中国環境・発展国

兆元に達してＧＤＰの約８％

年にはＧＤＰの ％以上に

続々と基準を引き上げて改造に取り組

る意見」を発表し、各地の鉄鋼企業が

「鉄鋼業界の超低排出実施推進に関す

環境部と国家発展改革委員会が共同で

せず、ゴミ分別制度の推進を加速し、

し、国外からのゴミを国内に持ち込ま

戦い抜き、積極的に気候変動に対応

断固として汚染対策の難関攻略戦を

の確立を加速する。中国は経済発展と

国家公園を主体とした自然保護地体系

る勝利を目指そうとしている。

生態文明建設が歩調を同じくして新た

近年、中国はエコ文明建設を非常に重視している。2013年9月、習近平中国国家主席はカ
ザフスタンを訪問した際、「我々には豊かな自然も、金銀も必要だ。豊かな自然のためなら
ば、金銀はいらない。しかも豊かな自然は金銀同様の価値がある」と指摘した。17年10月、
習近平主席は中国共産党第19回全国代表大会報告のなかで、「人と自然との調和のとれた共
生を堅持する。『豊かな自然は金銀同様の価値がある』という理念を確立して実行し、資源
の節約と環境保護の基本国策を堅持しなければならない」と指摘。イメージしやすく活き活
きとした形で、エコ文明建設を大いに推進するという中国の党と政府の鮮明な態度と断固た
る決意を伝えた。
各級地方政府と企業は積極的に「豊かな自然は金銀同様の価値がある」という理念を実践
し、経済発展と生態保護の両立を実現しなければならない。日本も経済発展と生態保護の協
調的発展を非常に重視しており、中国が学ぶべき多くの先進的ノウハウを持っている。この
分野は中日両国が協力しウィンウィンの関係を築ける新たな重要分野になるに違いない。

1986年山東省青州市生まれ。北京外国語大の北京日本学研究センター日本
社会経済コースで修士課程を修了、在学中に横浜国立大で客員研究員として
研究した。
2011年12月から16年1月、17年11月から現在まで人民日報記者として日本駐
在。著書の「温故創新」（日本僑報）では安倍晋三首相、福田康夫元首相、
二階俊博自民党幹事長ら日本の政界・財界・学術界など各界の人々を取材
し、新中国70年の発展成果などについての生の声をまとめた。

年
境で新たな経済成長源を育成し、良好
な発展傾向を示している。今年１～５

なく、騒音が聞こえず、異臭もせず、
年には

25

み、「青空を守る戦い」における次な

10

安徽省旌徳県は、空気がすがすがし

る。

劉軍国のミニ解説

ン工場は揮発性有機物質の排出を
年以降、

水性ペンキの生産販売量は何年も連続
月、県全体の戦略的新興産業の生産額

で１００万トン減らせる。
して倍増している」と晨陽水漆チーフ
・３％増加した」と説明する。

排出濃度・総量ともに規制基準に合格
を占め、

は

する」グリーン鉄鋼企業へと全力で転

達する見通しだ」と述べた。

エンジニアの胡中源氏は説明する。

換しようとしている。今年４月、生態

12
35

な段階へと進むよう努力を続けてい

・２％に達し、ＰＭ２・５
立方メートルあたり
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12

く、山々は緑で覆われている。森林カ
バー率は
の年平均濃度は

態環境に恵まれているのは、継続的な
生態環境対策のおかげであり、近年の
保健産業を主導産業とするという発展
方針のおかげでもある。安徽省宣城市

23

1

15

マイクログラムだ。ここが良好な生

1

69

党委員会常務委員で旌徳県党委員会書

人民日報東京支局長

劉軍国

27

に基づく経済、社会であったことは否

さらに「これまでミャンマーはコネ

も期待感を示した。

部品などの裾野産業が集積することに

の進出を紹介し、これに伴って自動車

タ、健康飲料のヤクルトなどの同国へ

シリ
ーズ ス
米ー
国チ
のー
ア氏
ジ参
ア人
加し
脈東
⑥京でミャンマー投資カンファレンス
Myanmar

「質の高い、責任ある、持続可能な投資を」
ミャンマーの投資環境整備などをアピールする「第２回ミャンマー投資カン

めないが、透明性の高い競争力の高い

毎日アジアビジネスレポート 2019年11月号

スーチー氏改革に決意

社会に変えていきたい。楽にできるも

ていく」と改革に決意を示し、集まっ

のではないが、努力し課題を乗り越え
カンファレンスは日本貿易振興機構

た日本企業関係者に「我々の明るい未

「我々の明るい未来に参加して」

（ジェトロ）の主催で、スーチー氏の

来に参加してほしい」と、さらなる投

24

ファレンス――日緬のより一層の経済緊密化に向けて」が、「即位礼正殿の
儀」参列のため来日したアウンサンスーチー国家顧問兼外相も出席して 月
日、東京都内で開かれた。スーチー氏は講演で経済改革への決意を示し、持続
【毎日アジアビジネス研究所】

ほかセッアウン計画・財務副大臣ら政

資促進を強く訴えた。

府相▽スーチー氏▽信谷和重ジェトロ副理事長＝西尾撮影

２１

可能な経済成長に向けて「日本から質の高い、責任ある、持続可能な投資をお
願いしたい」と訴えた。

権の投資に関するキーパーソンも出
席。多数の日本企業関係者が参加し
た。
演壇に立ったスーチー氏は「ミャン
マーは『持続可能な開発計画』を策定
し、これに沿って野心的な経済政策を
進めている」とアピール。投資・対外
関係省の新設や保険分野の外資への開
放、外資銀行へのさらなる規制緩和な
ど、最近の投資環境整備策を紹介し
た。ティラワ経済特区に導入され成果
を挙げている、進出企業に対する「ワ
ンストップサービス」を全国に拡大し
ていく考えも示した。
また、自動車大手のスズキやトヨ

（左から）セッアウン計画財務副大臣▽チョーティンスエ国家顧問

１０

カンファレンスでスピーチするアウンサンスーチー国家顧問兼
外相＝２０１９年１０月２１日東京都内で、西尾英之撮影

パネルディスカッションに参加した（左から）真野英俊・三菱商事ミャンマー総代表▽殿塚禎久トヨタミャンマー社社長▽セッアウン計画財

務副大臣▽ゾーミンウィン・ミャンマー商工会議所連合会会頭▽升田幸雄ミャンマーポスタリオン社（マツオカ・コーポレーション）社長▽
清水禎彦ミャンマージャパンティラワデベロップメント社社長＝西尾撮影

トヨタが進出「海外工場新設は

年ぶり」

金調達に関する心配も解消している」

く整備された。ドル資金の調達など資

来年ぶり、アセアンでは１９９６年

とミャンマー進出の背景を説明した。

年のロシア以

画・財務副大臣▽ゾーミンウィン・

のベトナム以来年ぶり」と強調。

よる新規の工場建設は

ミャンマー商工会議所連合会会頭▽真

「この数年でティラワ工業団地の整備

カンファレンスでは、セッアウン計

野英俊・三菱商事ミャンマー総代表▽

が進み、ミャンマーの投資環境は大き

への規制緩和、新会社法施行など、政

のビジネスを説明。「卸売り、小売業

民主化以降、急拡大したミャンマーで

たが、現在は人にまで増えた」と、

年当時、三菱商事の駐在員は１人だっ

三菱商事の真野総代表は「２０１２

の助けを借りながら取り組んできた。

えなかったが、ミャンマー人幹部たち

人。工場運営はすべて順風満帆とはい

対し日本からの駐在員は私を含め３

ある升田氏は「２２００人の従業員に

カコーポレーションの現地法人社長で

スのアパレルＯＥＭメーカー、マツオ

トップサービスが実施されているこ

の許認可手続きを一元的に行うワンス

ポートする日本政府の支援で、すべて

ミャンマー政府の強い意志とこれをサ

ていること、もう１点はソフト面で、

ミャンマー政府が日本の円借款で行っ

道路、港の整備といったハード面を

る。ティラワ特区の魅力は電力供給、

開発分に当たる）ゾーンＡは完売し、

府は矢継ぎ早に外資企業に対する規制

日本の製造業が長期的な視野で腰を据

と」とアピールした。

２００４年からヤンゴンで縫製工場

長期的視野で操業し国の成長助ける

殿塚禎久・トヨタミャンマー社社長▽
升田幸雄・ミャンマー・ポスタリオン
社（マツオカ・コーポレーション現地
法人）社長▽清水禎彦・ミャンマー・
ジャパン・ティラワ・デベロップメン
ト（ＭＪＴＤ）社社長によるパネル

緩和を打ち出しており、日系企業の進

えて事業を行っていけば、ミャンマー

その南側にゾーンＢを現在開発してい

出も目に見える形で実現していく」

人の雇用や技能の習得を助け、国の成

を運営している、世界でもトップクラ

と、日本からの投資がさらに拡大して

長を促していくことになる」と話し

ディスカッションが行われた。

いくとの見通しを示した。

た。
ティラワ経済特区を運営するＭＪＴ

今年５月、ティラワ経済特区工業団
地に製造工場の建設を発表したトヨタ

Ｄ社の清水社長は「（工業団地の１期

毎日アジアビジネスレポート 2019年11月号
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ミャンマー社の殿塚社長が「トヨタに

25

07

シリ
ーズ 米海
国外
の居
ア住
ジ者
ア福
人祉
脈厚
⑥生・海外雇用省、
アフマド大臣インタビュー
Bangladesh

シュは、アジアでも最も若い国の一

人口１億６０００万人のバングラデ

労働マーケットに参入してくる。すで

は毎年、学校を卒業した２００万人が

関。アフマド海外雇用相は「我が国で

労働者の福利厚生を図る同国の政府機

待を示した。

バングラデシュ人ＩＴ人材の活用に期

人材を生み出している」と、日本での

には多くの教育機関があり多数のＩＴ

また、ＩＴ人材については「我が国

を送りたい」と語った。

国。豊富な労働人口を背景に、中東の

に中国へは多くを送っているが、日本

前の職業訓練、また、海外に居住する

湾岸諸国を中心とした各国への出稼ぎ

へも１００人を送り出して欲しいと言

人材大国バングラデシュ

スキルある人材送り出したい
昨年１月に日本政府との間で「技能

が盛んで、１０００万人近い海外出稼

われれば１００人、１０００人をと言

富な労働力を背景にした日本への人材

人材を送り出すことができる」と、豊

Ｔ人材を宮崎大学、宮崎市、地元ＩＴ

国内でＪＩＣＡによる訓練を受けたＩ

ングラデシュ大使は、バングラデシュ

同席したラバブ・ファティマ駐日バ

送り出しに強い意欲を示した。

力を送り出す」と強調。高齢化に伴い

なく、訓練を受けたスキルのある労働

アフマド氏は、「未熟練労働者では

の間でも導入され、多くのバングラデ

また、同様のスキームが富士通総研と

ル』を他の県にも拡大していきたい。

な成果を挙げており、今後『宮崎モデ

毎日アジアビジネスレポート 2019年11月号

実習生」に関する協力覚書、今年８月

ぎ労働者からの送金が国内総生産（Ｇ

われれば１０００人と、必要とされる

ＩＴ「宮崎モデル」拡大も

ＤＰ）の１割を占める「人材派遣大
国」でもある。
「海外居住者福祉厚生・海外雇用
省」は、海外への人材送り出しや出国

企業の産官学が協調して受け入れる

日本国内で需要の強い介護人材につい

シュＩＴ人材が日本で活躍することが

「宮崎モデル」を紹介。大使は「大き

て「介護分野での需要は日本だけでは

期待されている」と語った。

介護人材、最優先で日本へ

なく他の国からもあるが、日本への送
り出しは最優先で対応する。我が国に
とっても介護人材は新たな分野で、国
内で養成に取り組みスキルのある人材

26

には新たな在留資格「特定技能」に関
する協力覚書を結び、日本への人材
送り出しに期待が高まるバングラデ
シュ。このほど来日し、公益財団法人
国際人材育成機構（アイム・ジャパ
ン）のセミナーに出席したバングラデ
シュ海外居住者福祉厚生・海外雇用省
のイムラン・アフマド大臣が、インタ
ビューに応じた。
【毎日アジアビジネス研究所】

インタビューに答えるアフマド・バングラ
デシュ海外居住者福祉厚生・海外雇用相
＝西尾英之撮影

荒木英仁のインクレディブル・インディア ②

荒木英仁（あらき・ひでひと）

長年、大手広告代理店「アサツー・ディ・ケイ」（ＡＤＫ）
の海外事業に従事し、２００５年から９年間、同社インド法
人社長。１４年、ニューデリー郊外の新興都市グルガオンに
て「Ｃａｓａ Ｂｌａｎｋａ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ」社を
設立し、日本企業のインド展開や、日本企業との提携を求め
るインド企業を支援。インド最大手私銀「ＩＣＩＣＩ Ｂａ
ｎｋ」のアドバイザーや、ＪＥＴＲＯの「中小企業海外展開
現地支援プラットフォーム」コーディネーターも務める。

Ｅコマース急成長で日本企業にチャンス

自動車業界の低迷
長らくインドの景気を牽引してきたインドの
自動車業界が、今年に入って相当低迷してい

年３月日までに製造を開始する事

プションを提示した。但しこの税率適用になる

ためには

が条件となる。

上記の通り、インド経済を取り巻く環境は決

オンラインビジネスは活況

た２０１９年９月末の乗用車全体の販売台数は

して明るくはないが、月末に迎えるインド最

・７％減である。この年初から続

万３３１７台と

前年同月比

戦期であるディワリを前に、オンラインビジネ

祭事商戦期の中、Ｅコマース（ＥＣ）の２大

く販売不振は、金融機関の流動性不足（今まで
バンク系が相次ぎ倒産し、都市銀行系において

スは活況を呈している。

も貸し渋りが起きている）②自賠責保険の負担
年春に導入されるＢＳ６（欧州レベルの

売上を達成（前年比％増）した事は記憶に新

社が祭事商戦第１キャンペーンを実施した９月
但し７月、８月に比べ販売台数が若干上向き

排ガス規制）――等が理由で、買い控え現象が

になっている点、また景気テコ入れのため財務
月の法人税％～％を一

ジネスをもう少し掘り下げてみたいと思う。

年４月に日本の経済産業省から発表された

兆円である。また、全小売市場に対してのＥＣ

律％へ）、そして月末のインド最大のお祭

これからインド進出を目論む日系企業にとっ

比率は５・％に留まる。インドはどうだろ

「平成年度電子商取引における市場調査」に

ては追い風となる施策も同時に発表された。政

円、ＥＣ比率は２・５％程度ではあるが、年

う。年度のインドのＥＣ市場規模は約４兆

府が推進する「 Make in India
」のもと新たな
製造業を誘致すべく、年月１日以降に新規

りであるディワリ（ＤＩＷＡＬＩ）が、景気を

月～年

11

よると、年度の日本のＥＣ市場規模は・５

（年

大臣が９月日に発表した法人税の引き下げ

しい（ Economic Times月 日付）。
今回も先号に引き続きインドのオンラインビ

日から月４日の６日間の間に、億ドルの

増③

巨頭、フリップカート（ Flipkart
、ウォールマ
ート傘下）とアマゾンは好調が続いている。両

自動車、自動二輪車産業を支えてきた大手ノン

大のお祭りで小売業界にとって年に一度の大商

カ月連続の減少となった。

る。インド自動車工業会（ＳＩＡＭ）が発表し

23

盛り返してくれる事が期待される。

3

度予想は約６・５兆円、ＥＣ比率は５％に達す
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11

おきているためだと言われている。

２０

4

設立する製造業に対して法人税を％とするオ

27

23

22

荒木英仁のインクレディブル・インディア②

ると言われている。３年間で市場規模が１６

ング戦略を決行。それまで日本同様にデータ

その後、同社は次々にデータ通信のダンピ
通信料が高止まりであった料金体系を破壊し

２％伸長する、恐るべき市場である＝グラフ
参照。

このＥコマースの快進撃を担っているのが

がった。結果として低所得層でも手軽に高速

と Vodafone
の大手通信事業主は値下げせざる
を得なかった）、高速通信４Ｇの普及につな

Airtel

携帯電話（スマートフォン）だ。今やインド

通信が可能となり、デジタル化を加速した。

（それまでインド市場を席捲していた

も階級、職業に関係なく、一家に１台ではな

さらに中国製の安価なスマートフォーンの普

台

く、１人が１台携帯電話を保有する時代に入

及＝表１＝により、所得に関係なく誰もがス

人に

っている。年度の携帯電話契約数は億件を

マートフォーンを手にして（年のスマート

イアンス」が画期的な４Ｇサービス〝ＪＩ

た年度時点で国民の約半数にあたる５億６

ンアプリを使いこなすようになっている。ま
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スマートフォンは

超え、インド全人口の％を占める＝グラフ

フォンユーザーは４億人を突破）、オンライ

Ｏ〟を半年間タダで提供するキャンペーンを

２。また、年

月に財閥系通信会社「リラ

グラフ１

５００万人がブロードバンド契約しているの

28

1

実施。発表後６カ月あまりで契約者１億人を

グラフ２

表１

1

である＝グラフ３。

9

突破した事は、当時大きなニュースとして報
じられた。

グラフ３

1

荒木英仁のインクレディブル・インディア②

スマートフォンを手にするリキシャワラ（リキシャのドライバー）。インドでは所得に
関わらず誰もがスマホを手にして、オンラインアプリを使いこなすようになっている
＝筆者撮影

配送サービスも急速に改善
これにより、近所のパパママストアにある
限定的な商品しか手に入らなかった地方の消
費者が、フリップカート（インド発の企業で

ただし、日本のように制服を着た小ぎれい

な宅配便のお兄さんが配達するのではなく、

ボロボロのティーシャツにサンダル履きの若

い青年が届けて来るのがインドである。ここ

インドでは、日本のような宅配便のインフラ

はまだ整備されていない。

ていないインドで、当初は届いた品物が壊れ

ん日本のような近代的な物流インフラが整っ

に入れる事が可能になったのである。もちろ

なバーチャルモール経由で、あらゆる物を手

によって、手に取り気に入らない場合、支払

トが導入した返品保証サービスである。これ

的な消費者を引き付けたのは、フリップカー

Ｅコマースに積極的でなかったインドの保守

保守的でバーチャルな商取引を信用せず、

代引き導入も後押し

ていたり、予定通りのスケジュールで品物が

ったお金が直ぐに返金されるという安心感か

さらにＥコマースを後押ししたのがＣＯＤ
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日本の楽天のような存在）やアマゾンのよう

届かなかったりという問題が多発した。
購入し、２週間後に届いた商品を開けた時に

ら、徐々に浸透していったのである。
は画面が粉々になっていて落胆したものだっ

キ(ャッシュ・オン・デリバリー 、)すなわち
商品代引きの導入である。カードでの決済を

黎明期の頃、ＬＥＤ式の時計をオンライン

た。当時は新品交換までに何度もセラーとの

等のブランドショッ
Louis Vuitton, Channel

嫌う金持ちインド人は、現金取引している
しかしその後サービスは急速に改善され、

やり取りが必要になり、結局、新品を受け取

今では注文日の翌日には何の問題もなく届

プ、また Zara
や最近インドに上陸したユニク
ロ等のアパレルショップで大人買いしている

限り証拠が残らないという安心感を好む。

く。包装も当初は簡易プラスチックバッグに

インドの富裕層は、例外なく全て現金で支払

ったのは２カ月も後になった。

入って配達されていたが、アマゾンの進出に

いを済ませる。

ー別売り上げ上位は家電 
( ％）、衣類 
(

年度のインドのＥコマースのカテゴリ

より、パッキング品質も格段に向上し、日本
同様に壊れ物はバブルラップ等で厳重に梱包
されて届くようになった。

29

荒木英仁のインクレディブル・インディア②

％ 、)家庭雑貨 ９(％）――の順となっている
＝グラフ４。日本の上位とは少し様子が違っ
ている。経産省が発表した一昨年度の電子商
取引調査によると、事務用品 (・４％ ▽)家

プカートとアマゾンの一騎打ちとなってお

Ｅコマースに多くのメリット

のＥコマースは、巨大インド市場にエントリーを

り、前回紹介したインド発フィンテックの
が巨大なカスタマーベースを武器にシ
Paytm
ェアを増やしつつある＝グラフ５。３～４年

期待するＢｔｏＣの日系ビジネスオーナーにとっ

このように、まだまだ右肩上がりが続くインド

前まではシェア％ほどをキープしていた

ては、チャンスと考える。

広大な国土（日本の約９倍）に、多種多様な人

ソフトバンク出資 は)、残念ながら
Snapdeal(
脱落してしまっている。

の公用語）が入り
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種、慣習、言語（英語を含む

混じる特殊なインド市場に、オフラインでエント

リーする事は容易ではない。実際、今までも数多

くの日系消費財トップブランドがインド参入を試

みてきたが、いまだ成功事例が限りなく少ないの

が現実である。そんな難攻不落のインド市場にお

いてＥコマースの台頭は日系ブランドにとっては

救いと成り得ると考える。

Ｅコマースはオフライン市場と比べ、①実店舗

展開に比べ初期投資が圧倒的に少なくて済む②商

圏に限りがなく販売網エリアは一気に全国をカバ

ーでき、時間年中無休③取扱商品に制限が無い

④顧客情報（購買パターン、住所、電話番号）が

再利用価値の高いデータベースとなり得る⑤実販

売しながら、将来的にオフライン参入する為のテ

ストマーケティングが出来る等、メリットが多

い。日系ブランド価値が辛うじてまだ若干残るイ

ンドで、このチャンスをものにして欲しいと願う

ばかりである。当分インドのＥコマース市場から

目が離せない。

30

23

電 (・２％ ▽)書籍 (・４％ ―)―の順。こ
れは市場の成熟度と生活様式の違いから来る
現在インドのＥコマース小売市場はフリッ

グラフ５

ものと考える。

グラフ４

陳言の中国「創新経済」

日本企業（中国）研究院執行院長、経済ジャーナリスト

陳言
1960年、北京生まれ。82年、南京大学
卒。82-89年『経済日報』に勤務。89-99
年、東京大学(ジャーナリズム)、慶応大
学(経済学)に留学。99-2003年萩国際大
学教授。03-10年経済日報月刊『経済』
主筆。10年から日本企業(中国)研究院執
行院長。現在は「人民中国」副総編集長
も務める。

ドローンのＤＪＩはどこが強いか

「人民日報」海外版の元編集長、詹国枢氏
は最近、「世界の民間ドローン市場で、大疆

目もくれず、絶えず新しさを追求したことで
ある。

香港科技大時代に汪氏がロボットコンテス

トに２度参加した。香港で優勝し、アジア太

％のシェアを占めてい

る。米軍が封鎖策を講じているにもかかわら

平洋地区で第３位の銅を獲得した。汪氏は大

（ＤＪＩ）はすでに

％を占めている」と論評し

た。筆者がさらに重視しているのは、中国で

カ月間奮闘し、ヘリコプターを空中停止させ

学に１万８０００香港㌦の経費を申請し、５

ず、米国市場の

は急成長している企業は瞬く間に数えきれな

るフライトコントロールシステムを開発し

生と深圳に向かい、 平方㍍足らずの古ぼけ

２００６年、汪氏は卒業前だったが、同級

た。

いライバルが現れるということである。
さて、ＤＪＩの強みはどこにあるのか。

創業者は５年で修士号
百度（バイドゥ）会長兼最高経営責任者

た倉庫の一室を借りた。ここでＤＪＩが誕生

ューヨーク大学で研さんを深め、米国での仕

ら使える低価格の小型無人機（ドローン）だ

ＤＪＩが作ろうとしたのは誰でも遊びなが

した。
事によって、国際ビジネスのルールを習得し

年、同社は「ＤＪＩファントム１」をデ

った。
武漢大学卒業後、米国マサチューセッツ工科

た。捜狐（ＳＯＨＵ ）ＣＥＯの張朝陽氏は

（ＣＥＯ）の李彦宏氏は北京大学卒業後、ニ

20

ろうじて彼にＣをひとつ与えただけだった。

ん返しは起きず、卒業したデザイン学科はか

に入学し、本科は卒業したが、成績でどんで

学を３年で中退し、香港科技大学電子工学系

しかし、ＤＪＩ代表の汪滔氏は華東師範大

生に好評だった。

ーンはすぐに市場に出回り、理工系大学卒業

ＪＩ製品はわずか６７９㌦だった。このドロ

万５０００㌦前後だったが、操作が簡単なＤ

なかった」と感心した。当時、他社製品は

「ドローンでこれほど簡単に遊べるとは思わ

ビューさせた。初めて試してみたユーザーは

２年制の大学院修士課程で彼は５年をかけて

年、ＤＪＩはファントム２を発売した。
は技術的に独自の道を歩み、他人の成果には

汪氏が李、張両氏と最も違うところは、彼

っていた。これは同年の米誌「タイム」が選

ファントム１に比べて優れた撮影機能が備わ

やっと修士号を取得した。

1

毎日アジアビジネスレポート 2019年11月号

85

大学でさらに学んだ。

12

14

31

74

陳言の中国「創新経済」

ぶ世界科学技術製品の年間ベストテンの中に
中国製品として唯一入ったのだ。

た技術をさらにレベルアップした。

界を見せてくれたが、カメラを搭載したドロ

フォン、ハイテクカメラはさまざまな撮影世

が現れた。それでは、これらのライバルはＤ

外から「ＤＪＩ封じ」を掲げる大量の同業者

ＤＪＩがドローンの覇者になった後、国内

技術開発力でライバル圧倒

ーンが撮影空間を拡大した功績には及ばな

ＪＩで死んだのか、退場させられたのか、ど

しかも次のように賞賛だった。「スマート

い。しかもドローンの中で、ファントム２ビ

を発売した。これは正真正銘の一体式の４ロ

の推定価格は３億６０００万㌦に達し、米国

年、同社は３０００万㌦の投資を受け、企業

ＤＪＩは１年足らずでファントム４を売り

投入してドローンＳＯＬＯを小売価格１７０

２年後、３ＤＲＯＢＯＴＩＣＳは全資金を
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うにか生き延びたのか。

米国１位の３ＤＲＯＢＯＴＩＣＳはかつて

ータードローンである。前の２世代の製品に

１位、世界２位となった。元ＤＪＩの米国子

出した。これまた人々を大いに驚かせた。こ

０㌦で世に出した。しかし、４カ月後にＤＪ

大量のＳＯＬＯが売れずに倉庫に眠ったまま

32

ジョン・プラスほど画期的な製品は見当たら
ない」

は自社のカメラは搭載せず、映像伝送も他社

会社社長の吉恩氏はＤＪＩと考えの違いから

「ＤＪＩの強力なライバル」と称された。

製品を使っていた。しかし、ファントム３で

口論となり、３ＤＲＯＢＯＴＩＣＳに鞍替え

年３月、ＤＪＩはファントム３

はＧＯＰＲＯと決裂後、独自のカメラを研究

して雪辱戦の構えだった。元３ＤＲＯＢＯＴ

１年後の

開発し、映像伝送も自社でデジタル伝送を開
発、加えて

載し、ＤＪＩドローンを最高級製品に仕立て

れの最大の目玉は自動障害物回避、ピンポイ

Ｉが発表したファントム３はＳＯＬＯに比べ

だ。

ント飛行と視角追跡で、この３大イノベーシ

て格安の７００㌦ちょうどで、しかも価格も
それからわずか半年後、同社はＭＡＶＩＣ

だった。３ＤＲＯＢＯＴＩＣＳの資金チェー

技術もＳＯＬＯを圧倒しているではないか。
シリーズを発表し、ファントム４が持ってい

かった。

ョンは他社のライバル商品を全く寄せつけな

上げた。

も「ＤＪＩを殺してやる」と言っていたそう

ＩＣＳの職員によると、吉恩氏は会議でいつ

13
軸ジンバルスタビライザーを搭

15

3

陳言の中国「創新経済」

ンは瞬く間に崩壊し、消費者向けドローン業
務の終結を宣言せざるを得ず、米国市場がＤ
ＪＩに席巻されるのを指をくわえて見なけれ
ばならなかった。
この時、ＤＪＩは新手のライバル、零度智

制裁にめげずシェアを拡大

年、早くも米陸軍省司令部はＤＪＩがデ

ータを窃取したと公表したが、後に、科学研

究機関の報告によってデータ窃取の事実は存

封じは堅持された。しかし、米国の制裁が

在しないことが証明されたが、米軍のＤＪＩ

月、ＤＪＩのファントム４が売り出されたば

年続いた後、人々はＤＪＩの市場シェアが意

年

かりだったが、零度が設計したのは「ポケッ

外なことに、２㌽上昇し、全米市場の

った。１カ月後、ＤＪＩの画期的なＭＡＶＩ

ローンを調達するよう希望する」。切羽詰ま

代替品が欠乏しているので、

らず、価格は５０００元。しかも、飛行時

米空軍が一石を投じたことで、同盟国もこ

年、パリのノートルダム大聖堂の火災の

「爆買い」に乗り出した。

製品の抑制してきたインドもこれに続いて

よると１万機購入したという。一貫して中国

エル軍も大量のＤＪＩ製品を購入し、一説に

隊が喜んでＤＪＩ製品を使い始めた。イスラ

れに続き、米軍が訓練していたイラク特殊部

35

際、ＤＪＩのドローンが上空から火勢抑制に

必用なデータを入手し、パリの消防本部から
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控（ＺＥＲＯＴＥＣＫ）に遭遇した。

トドローン」のＤＯＢＢＹだった。この機種

達していることに気がついた。

％に

は確実に勢いがあり、総重量わずか２００㌘

月、米空軍特殊部隊は調達の際に、

小さな字体でこっそり次のように書いた。

年

ムを搭載するゴンドラは不要だった。価格は

Ｃシリーズが市場に参入した。ＤＪＩの新製

って、米軍はＤＪＩドローンを使わざるを得

２０００元前後で全体の好感度は

品は総重量を７４３㌘に落とし、折りたたむ

なかった。

機のＤＪＩド

「作戦任務が緊急を要しており、米国本土の

で、ポケットに入り、カメラプラットフォー

74
％を上回

5

間、映像伝送、着陸精度等々の性能では少し
も妥協せず、全てＤＯＢＢＹを圧倒した。
年末日、零度は１００人余の人員削減を宣言
した。

％を

年のシェア

過去５年の間に、ＤＪＩは圧倒的な技術力
によって、市場独占を実現し、

を見ると、世界の民用ドローン市場の
項目にひとまとめにされている。

19

16
占め、その他ブランドの製品は「その他」の
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1
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と５５０㍉のミネラルウォーターの瓶と変わ

99
18

陳言の中国「創新経済」

好評を得た。
億

年には１７５億７

億８０００万元、

年の同社の年間営業収入はおおむね
年は

億８０００万元、

２０００万元、
年は

０００万元に達し、毎年ほぼ倍増している。

コア技術保持が強み
李、張両氏らは米国の技術を中国に持ち込
み、大量のトラフィックを獲得し、ビジネス
的に成功した時、壁にぶつかっていた技術の
改善は骨折り損のくたびれ儲けだった。
一方、汪氏のＤＪＩは絶えず技術進歩を通
じて、ドローン産業のハードルを引き上げ、
短時間の間に十数代も更新した。中国国内の
ドローン産業は膨張し１００社以上が参入し
ているが、技術的にＤＪＩに追随できる企業
はほんの数社である。
年から、ＤＪＩはドローン製造のソフ
ト、ハードの施設を整備し、ソフト開発から
プロペラ、フレーム、ジンバル、プロポ－シ
ョナル・システムなどの部品は全て自社の知
的財産権を持ち、全て中国製にしている。
こうしたコア技術の特許権を握ることによ
って、国際市場における余裕も生まれてく
る。コア技術で米国に対するいかなる依存も
ない。

達しない製品を作る習慣は全くない」と言っ

ている。「世界で二流、三流の製品を作って

安売りで勝とうとは思わない。安さは本来の

目的ではなく、それでは良い物はつくれな
い」

米国との貿易戦争中、華為技術（ファーウ

ェイ）は頑強に戦っているが、同時にＤＪＩ

もますます勇敢になり、不撓不屈の企業に成

長している。
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汪氏はいつも「われわれは全世界で最高に
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姫軍

1991年 北京大学法学院を卒業、法学学士の学位を取得
92年～97年 日本に留学し東京大学法学院を修了し法学修士の学位を取得
95年～97年 日本の森・濱田松本法律事務所にて勤務
97年～98年 米国ハーバード大学法学院（Harvard Law School）に就学、
法学修士の学位を取得
98年～2000年 米Kirkland&Ellis弁護士事務所ロサンゼルス支所にて執務
01年～03年 中諮弁護士事務所にて執務
04年～ 創始者パートナーの一人として世澤律師事務所を創立
主に訴訟・仲裁及び渉外紛争解決、知的財産権、外商直接投資及びM&A等
の業務に従事。

袁星

2008年 北京大学法学院及び北京大学中国経済研究センターを卒業
法学学士号と経済学学士号を取得
08年 世澤律師事務所に弁護士として入所
17年 米ノースウェスタン大学法学院を卒業、法学修士号を取得
17年 世澤律師事務所にてパートナーとして勤務
18年 CMS律師事務所ロンドンオフィスに派遣
主に知的財産権、訴訟・仲裁、紛争解決、会社法等に関する業務を担当。

今号及び次号は、虎門中央法律事務所と共同事業を行う中国の世澤律師事

務所に所属する弁護士が、中国における法律問題につき検討を行う。

日本と同様に、中国の知的財産権は、主に特許、商標、著作権を含む。中

することが重要である。知的財産権侵

た場合、まず、適切な救済方式を選択

中国における知的財産権が侵害され

的に効力を生じるものではない点に

範囲においてのみ効力を生じ、全国

は行政機関の決定はその行政区域の

制止できることにあり、デメリット
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国にて企業を経営または中国企業と取引するとき、知的財産権訴訟を提起す

ることで競争優位性を得ること、あるいは知的財産権訴訟が生じたとき、す

機関に知的財産権に起因するクレー

ム」（行政投訴）で、権利者は行政

みやかかつ有効に対応し、最大限度まで損失を低下させることが可能であ
る。

権利者／原告として

ムを発することができる。行政クレ

害訴訟の第一類の救済方式は「民事訴

ある。また、行政クレームによって

ームのメリットは、権利侵害行為を

訟」で、すなわち中国裁判所に民事訴

権利侵害の損害賠償を得ることはで

一、適切な救済方法の選択

訟を提起し、禁止令及び損害賠償を求

きない。

の侵害を調査することができる。税

入及び輸出商品に対し、知的財産権

このほか、中国税関を通じて、輸

めることである。裁判所の判決結果は
全国で効力を有し、かつ強制執行でき
る。
第二類の救済方式は「行政クレー
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権利者から税関への申請による調査であり、

関の調査処分は税関の主体的な調査、または

えば、原告が一方的に購入した商品、撮影し

して取得する証拠の証明力は比較的弱い。例

通常の場合、原告が自らまたは弁護士に依頼

が設置され、また各地に

京、上海、広州に３カ所の知的財産権裁判所

管轄することとなった。目下中国には、北

ヶ所の知的財産権

税関が主体的に調査をする前提条件として、
ていることが必要となる。

権利者が予めその知的財産権を税関に届け出

構に商品購入、写真撮影を依頼し、公証書を

証拠の効力を強化するため、原告は公証機

被告によりその真実性と中立性が問われる。

た写真、技術対比の実施などは、往々にして

判所内部の部門で、両者は行政規画上違いが

裁判所で、知的財産権法廷または審判廷は裁

ている。（なお、知的財産権裁判所は単独の

法廷（または知的財産権審判廷）が設置され

二、権利者または利害関係者として

あるのみで、機能は近似する）

は、単独で原告として民事訴訟を提起するこ

性がある。通常の場合、独占許諾の被許諾者

者も、原告として民事訴訟を提起できる可能

ち、独占的、排他的、一般許諾を含む被許諾

訟を提起できるほか、利害関係者、すなわ

知的財産権の所有権者と共有権者が民事訴

式は、いずれも原告が、事前に、被告に権利

するといった方法もある。これら三種類の方

裁判所に調査令の発令を申請し証拠調査収集

の提供を要求することができる。このほか、

請、または被告には裁判所を通じて特定証拠

る。また、原告は、裁判所に証拠保全を申

行い、司法鑑定意見書を作成することができ

所を通じて鑑定機構に依頼して、技術対比を

切な裁判所を選択して提訴することができ

原告は、利便性と裁判所の専門性に応じて適

ある裁判所を任意に選択することができる。

地、販売地、出展の所在地、輸入地の一つに

が提訴するとき、被告住所地、商品の生産

きる。例えば、特許権利侵害訴訟では、原告

裁判所を管轄として任意に選択することがで

の場合、被告住所地または権利侵害行為地の

裁判所の地域を選択する上で、原告は通常

裁判所及び知的財産権専門の法廷を設置し、

２０１４年より、中国は知的財産権専門の

の中級人民法院または知的財産権裁判所、或

民事訴訟事件は、区級の基層人民法院、市級

及び事件の係争金額により、知的財産権一審

知的財産権訴訟では、ひとたび権利侵害行
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作成することができる。原告はさらに、裁判

とができ、排他的許諾と一般許諾の被許諾者

侵害行為が存在しうることを疎明する初歩的

る。

民事訴訟を提起

は、権利者の同意を得た上で、権利者ととも

な証拠を裁判所に提出しなければならない。

裁判所の等級上、原告、被告が裁判所の管

に共同原告として民事訴訟を提起することが
でき、排他的被許諾者は権利者が起訴しない

知的財産権裁判所と知的財産権法廷が設置さ

いは省級の高級人民法院が管轄しうる。

轄区域にあるか、または外国法人であるか、

中国民事訴訟には、英米法における証拠開

れた地区では、特許、技術秘密、コンピュー

四、管轄裁判所の選択

示制度がなく、原告は被告から証拠を得るこ

タソフトウェア、不正競争などの類型の民事

とき、単独で起訴することもできる。

とが比較的難しいため、原告自身の証拠収集

訴訟事件は、通常の場合、いずれも知的財産

三、証拠収集の方式

または裁判所を通じて取得する証拠の量と質

権裁判所と知的財産権法廷／審判廷が専門に

五、禁止令と損害賠償の獲得

が、訴訟の勝敗に対し重要な作用を果たす。
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係争の知的財産権を使用することを許容する

被告が許諾料を支払う方式により、引き続き

の利益に重大な影響を及ぼす場合、裁判所は

は被告が権利侵害行為を停止すると社会公共

ば、係争の特許が標準必須特許である、また

決する。ごく一部の状況においてのみ、例え

判所は被告に権利侵害行為を停止するよう判

為が成立すると、大多数の状況において、裁

は日本円２００万円相当額以内）

な場合の賠償金額は非常に低くなる。（通常

のみに基づき判断することになり、このよう

拠を提出できない場合、裁判官は自身の経験

証拠の提出に尽力する必要があり、原告が証

許諾料などを含む。原告は、損失を証明する

害行為により得た収入、原告から第三者への

原告に及ぼした販売量の減少、被告が権利侵

用いる証拠には、被告の権利侵害行為により

議を提出することができる。当該裁判所が異

題があるとき、被告は当該裁判所に管轄権異

原告が訴訟を提起する裁判所に管轄上の問

まれる。

差許諾）をもって紛争解決できる可能性が生

に、多様化された方式（例えば片面許諾、交

ともできる。このようにすることで、将来的

訴訟前または訴訟中に、原告は判決を得て

当該裁定に対し上訴を提起することができ

議に対し裁定を下した後、いずれの一方も、

行が困難となることを証明しなければならな

対応戦略を選択することが非常に重要であ

知的財産権訴訟を提起された場合、適切な

及び上訴の段階では、裁判所は事件に対し実

助けることができることとなる。管轄権異議

件準備のための貴重な時間を確保することを
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二、すみやかに管轄権異議を提出

こともある。
いない状況において、仮禁止令を直接獲得す

能性があるのみならず、より重要な意義とし

判所にて審理が行われることを回避できる可

管轄権異議を提出することで、望まない裁

る。

被告として

ることができ、この手続は「行為保全」とも
呼ばれる。行為保全を獲得するため、原告
は、権利侵害行為が成立する可能性が高いこ
と、すみやかに制止しないと、原告に対し損

い。また、行為保全しないと原告に及ぶ損害

る。例えば、被告となった場合、現実的な問

質的な審理をしないからである。

て、管轄権異議及び上訴を通じて、被告が事

が行為保全により被告に及ぶ損害より大き

題として、往々にして準備をする十分な時間

管轄権異議は、答弁期間内に提起しなけれ

一、戦略の選択と主体的地位の獲得

く、行為保全が社会公共の利益を損なわない

がないため、合理的な手続を利用して時間を

害の補償が困難となる、または将来判決の執

ことを証明しなければならない。このほか、

ばならず、被告が中国実体または中国国内に

間は日で、被告が中国国内に住所を持たな

確保することを検討する必要がある（詳細は
訴訟において主体的な地位を占めることは

い外国法人である場合は、答弁期間は日で

原告は保全対象及び保全時期に基づき高額の
原告は、被告の権利侵害行為により原告に

非常に重要で、提訴された事件に積極的に対

ある。

て住所を有する外国法人である場合、答弁期

及ぼした損失、及び原告が権利侵害行為を制

応するほか、相手側に知的財産権訴訟または

下記を参照）。

止するために生じた合理的費用を支払うよう

不正競争訴訟を提起できないかを検討するこ

保証金を支払わなければならない。

被告に要求することができる。損失の証明に
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三、権利の有効性を問い

ができる。非侵害確認の訴えを提起する前提
は、書面受領側が知的財産権侵害の明確な警
告を受領し、書面受領側が権利者に提訴を要

財産権の有効性を問うことである。中国で

知的財産権侵害訴訟の一つの戦略は、知的

が事件管轄地を選択することができ、事件に

認の訴えを提起するメリットは、書面受領側

訴訟も提起していないことである。非侵害確

求し、かつ権利者が警告を撤回しておらず、

は、いかなる者も（提訴されたかにかかわら

おいて主体的な地位を占めることができる点

権利者が発した告知状、警告状または弁護

は行政機関から権利侵害行為の成立の認定を

誉の毀損を構成し、その後、Ａ社が法院また
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事件の中止を試みる

ず）、国家知的財産権局に商標無効宣告また
にある。

権利者が第三者（例えば取次店）に告知

は特許無効宣告を提起することができる。競
争相手の商標または特許無効化することで、

状、警告状または弁護士レター等の書面を発
し、第三者に権利侵害行為があると告知した

根本から脅威を除去することができる。
権利侵害訴訟において、係争の商標または

を提起することができる。注意すべきは、権

場合、商品の生産メーカーは、権利者を被告

標の安定性に懐疑的になり、現在進行中の知

利侵害行為が最終的に成立するかは、商業名

特許の無効宣告を申し立てるもう一つのメリ

的財産権侵害訴訟手続を中止する可能性があ

誉毀損行為の成立可否に影響を及ぼさない。

として、商業名誉毀損による不正競争の訴え

る点にある。これも、被告が権利侵害事件の

例えば、特許権者Ａ社が販売業者Ｃ社に警告

ットは、裁判所がこれにより、特許または商

準備に用いる貴重な時間を稼ぐことを助ける

状を発し、Ｃ社がＢ社の生産するＸ商品を販
知し、このときＡ社がなおも法院または行政

売することは、Ａ社の特許権を侵害すると告

一種の方法である。

四、非侵害確認訴訟の提起と

機関の権利侵害成立の認定を得ていない場

士レター等の書面を受け取り、権利者がなお

得たとしても、Ａ社が商業名誉を毀損する行

合、Ａ社の行為はすでにＢ社に対する商業名

も提訴していないとき、書面を受領した側

為はなおも成立する。

不正競争の訴え

は、主体的に非侵害確認の訴えを起こすこと
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