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毎日アジアビジネスレポート 2018年12月号
病院の医療現場で入院患者の世話をするバングラデシュからの技能実習生、オロリカ・トリプラさん
＝東京都町田市の町田病院で西尾英之撮影

Asia Inside

「介護人材」の明日――アジアからの実習生
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急速に進む高齢化。厚生労働省が「２０２５年には３４万人が不足する」と
訴える介護サービスの担い手を、海外に求める動きが広がっている。今年、
技能実習制度を利用してバングラデシュから実習生を受け入れた東京都の
病院や、地元社会福祉法人が協力して実習生を受け入れている神奈川県の
協同組合をたずねた。
米国のアジア人脈１５
ヒンドゥー系大統領選候補、ギャバード氏 外交を争点に掲げる女性現役州兵

14

米大統領選の民主化指名争いが本番を迎えるまであと２カ月。並みいる有力
候補を横目に孤軍奮戦するハワイ州選出のアジア系女性下院議員、トゥルシ
・ギャバード氏は、最大争点に外国を掲げ、戦地派遣された米軍の完全撤収
と和平構築を訴える異色候補だ。

シリーズ「中国商務熱点」２

人民日報の視点

第２回中国国際輸入博覧会 チャンスを共有、共同発展
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コラム・小川忠のインドネシア目線

デジタル化社会への期待と不安

コラム・陳言の中国「創新経済」
今年も活況呈した「双11（ダブルイレブン）」環境破壊の要因にも

リーガルコーナー１９
中国「外商投資法」による合弁企業の組織構造に対する影響と実務対応の要点

26

30

来年１月１日に施行される中国の「外商投資法」。中国と外国の合弁企業の
経営に及ぼす影響は大きい。虎門中央法律事務所の中国弁護士が、外商投資
法の中外合弁企業の組織構造に対する影響と、同法施行後の実務対応の要点
について整理して解説する。
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医療現場で入院患者をケア

Asia Inside「介護人材」の明日――アジアからの実習生

来日４カ月

急速に進む高齢化。厚生労働省が「２０２５年には万人が不足する」と訴

える介護サービスの担い手を、海外に求める動きが広がっている。今年、技能

実習制度を利用してバングラデシュから６人の実習生を受け入れた東京都町田

には、『バングラデシュってどんな

や食事の介助、清拭（患者の体を拭く

り。患者の容体にもよるが、作業に
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市の病院を訪ね、「介護人材の明日」の姿を探った。

「さっぱりしましたか？」。入浴を

国？』『日本で寂しくないですか』

【毎日アジアビジネス研究所・西尾英之】

終えた高齢の入院患者におむつを着

現在、実習生６人の仕事は朝８時半

ます」とうれしそうに話す。

と、私たちに話しかけてくれる人もい
）。日本

け、院内用の浴衣を着せていくメイ・
タン・ヌエ・マルマさん（

語でそう声をかけると、男性患者はか
マルマさんは今年、他の５人ととも

こと）、シーツやおむつの交換など看

から午後５時半まで。入院患者の入浴
にバングラデシュから技能実習生とし

護助手の業務を、日本人看護助手と２

すかに目を開き、うなずいた。

て来日。８月から町田市の医療法人社

人１組のチームでこなしていく。
「仕事にはかなり慣れてきましたが、

は、日本人同士のチームでは付かない

とはいえ、まだ来日して４カ月あま

団創生会町田病院で働いている。同僚
）は
体がうまく動かない患者さんの着替え

指導役の看護師が付き添うことも多

のオロリカ・トリプラさん（

作業は今も大変。でも患者さんの中

２０

3

バングラデシュから実習生受け入れ―東京・町田病院

看護師の指導を受けながら、高齢の入院患者の着替えに取り組む技能実習生の
メイ・タン・ヌエ・マルマさん＝東京都町田市の町田病院で西尾英之撮影

２０

これに対し若い実習生たちは、体力

組んで高齢の入院患者のケアに当たる

最終的には、実習生だけでチームを

うに上達してきている」という。

的にも余裕がある。「みんな優しい人

ことが目標だ。だが実習生たちに、ま

う。

柄がにじみ出て、ニコニコ笑いながら

リ・ハット』があった時でも自分たち

だ物足りない面もある。ベテラン看護

一方で、やはり「日本語」が壁にな

から報告せず、その重要性の認識がま

進んで力仕事を引き受けてくれる」。

ることもある。実習生たちは全員が日

だ低い。あるいは、歩いてはいけない

師の一人は「例えば、病室で『ヒヤ

本語能力試験Ｎ４をパスし、一段階上

患者さんだとわかっているのに、患者

4

指導する看護師は話す。

のＮ３に合格している実習生もいる。

人の命を預かる医療や介護の現場な

さんが『歩く』と言うと、それを強引
アンスがうまく伝わらないことがあ

らではの厳しい要求だ。だが、「外国

「挨拶や定型的な会話は完全にでき

ん。患者さんの容体にもよりますが、

る」と岩淵部長。「そういったニュア

に止めることができない」と話す。

い。「彼女たちは〝やる気〟はあるの

絶対に事故を起こすことのないよう、

人スタッフと働くのは初めて」という

ますが、仕事の指示などの細かいニュ
ですが、医療の現場は経験がモノをい

ンスは、日本で生活し、仕事をしなが

病院がある町田市では、高齢者介護

看護師は、「これまでバングラデシュ

慎重に指導しながらやっています」。

医療現場で働く看護助手は、看護師

施設の開業が相次いでいる。若い働き

ら覚えていくしかない。理解度や会話

う。未経験で入ってくる日本人でも、

のような国家資格は不要。看護師の指

手は、介護福祉士などの資格取得につ

に何のイメージもなかったけれど、彼

岩淵美和子看護部長は話す。

示を受けながらの患者の身の回りの世

ながりやすい介護施設に流れる傾向が

は、病院に来た頃に比べれば別人のよ

数カ月ではなかなか使い物になりませ

話などが業務の中心で、仕事の内容は

強い。病院には若い人が集まりにく

高齢化する現場 「若い力」で支える

高齢者介護施設の介護スタッフとほぼ

く、看護助手の高齢化が進んでいる。
歳前後の実習生たちの『おば

実習生たちとチームを組む看護助手
は、「

あちゃん』の世代の方が多い」とい

「１２月には日本語の試験があり、勉強が大変
です」。作業の手を休めないまま、笑顔で話す
実習生のハルダイ・ジュイさん＝西尾撮影
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入院患者を入浴させ、体を洗うク
ジュブ・アクタルさん＝西尾撮影

月から始まった

重なる。２０１７年

「介護」分野の技能実習制度では、病
院や診療所で実習生を受け入れること
が認められている。

２０

１１

女たちの学ぼうとする意識はとても高

や介護の現場での仕事を）やっていけ

性化させることができると感じた」と

属された。

「外国人材を受け入れているところ

は、それを『恥ずかしい』と考えて、

いう。
現地で実習生として日本で働くこと

何人受け入れているのかすら言わない

ると思います」

人を面接し、そのうち当

ところもある。しかし、実習生がいな

受け、今年７月に来日。日本側の実習

が運営する職業訓練施設で事前講習を

「海外居住者福利厚生・海外雇用省」

めた。６人は、バングラデシュ政府の

そう話す。

てもらう必要がある」。五十子院長は

る。それを地域の人々にも広く理解し

ければ人手が不足し回らない現実があ

歳から

救急医療機関の指定を受けた、病床１

６人を受け入れた後、病院のロビー

時

を希望した

歳の６人の受け入れを決

い」と、実習生たちのやる気を評価す
る。「彼女たちならば、（日本の医療

分ほ

生受け入れ機関（監理団体）で入国後

バングラデシュの「人間力」
小田急線町田駅からバスで
２０床の地域密着型の医療機関だ。

日本のよいところを教えてあげること

この国に驚いた。この人々であれば、

ちあふれ、一方で、何も育っていない

シュだった。「訪問して、人間力に満

そんな中で出会ったのがバングラデ

くなる状況だった」

べるほど、『これは苦労するぞ』と怖

防ぐにはどうしたらよいのかなど、調

踪）してしまう外国人も多く、それを

が、「ドロップアウト（実習先から失

国からの人材受け入れを勉強してきた

け入れたいと考え、１年ほどかけて外

織の活性化のためにも外国人人材を受

たらよいかを考えてきた」という。組

感じていた。３年ほど前から、どうし

弊して、院内がギスギスしてくるのを

不足の中、病院のスタッフや組織が疲

五十子（いらこ）桂祐院長は「人手

には、６人が実習していることを来院

２２ １０

講習を受けた後、８月に町田病院に配

１８

指導役の看護師と、笑顔で写真に納まる実習生。「身近に接すると、人柄がよく頑張り
屋で、かわいい。私たちとして、この子たちのお手伝いができることがあれば、してあ
げたい」と岩淵看護部長（写真上左から２人目）は話す＝西尾撮影
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ど。郊外の住宅街にある町田病院は、
２００１年に新規開業。東京都の２次

町田病院の五十子桂祐院長＝西尾撮影

ができ、一方でその人間力で病院を活

5

１５

かを紹介する掲示を掲げた。ロビーや

者に伝え、バングラデシュがどんな国
内でバングラデシュの勉強会を開い

子院長は受け入れが決まると毎週、院

に来日した６人と会って「すべて解消

て、スタッフに理解を求める努力を続

五十子院長は宿舎に借り上げた寮ま
した」と五十子院長。「今では、言葉

病棟に、バングラデシュの民芸品も展

での道沿いにある店舗に「彼女たちが
が違う娘が６人いて、病院みんなで育

けてきた。スタッフの気持ちは、実際

寄るかもしれないから」と挨拶して
てているという雰囲気です」

示した。

回った。８月に開かれた地域の盆踊り

ングラデシュからの実習生受け入れに

い。院内のスタッフの間でも当初、バ

理解が必要なのは地域だけではな

くいかないのではないか」。五十子院

だ人手不足を補うという目的ではうま

持ちが必要。時間も手間もかかり、た

るのであれば『人を育てる』という気

送っている。仕事が終わって帰宅した

キロほど離れた一軒家で共同生活を

６人は病院が寮として用意した、数

いたという子もいるが、周囲はいい顔

行きたいと隠れて自転車の練習をして

ことはほとんどない。「将来は日本へ

グラデシュでは、女性が自転車に乗る

2019年12月号
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「彼女たちも人間であり、受け入れ

「院長がわけのわからないことをして
長は話す。

後、交代でスーパーなどで食材を買い

をしなかったそうです。自転車の問題

寮でも実習生は日本語や介護技能の

6

にも、浴衣を着て参加させた。

いる」との空気もあったという。五十

込み、カレー風の故郷の料理を作って

が、彼女たちが来日して唯一の困った

一軒家の寮で共同生活

いる。
を考えていたが、実習生の来日後に

試験対策の勉強が欠かせないが、休み

こと」。五十子院長は笑う。

なって、彼女たちが自転車に乗れない

の日には百貨店などが集中する町田駅

病院は当初、通勤の足として自転車

ことがわかった。イスラム教国のバン

地域で開かれた盆踊りに参加するため、病院が用意した浴衣に着替え大喜びの実習生たち
＝町田病院提供

て、帰国後は看護師になりたい」と話

という。「５年間、日本でがんばっ

周辺まで買い物に出かけることもある
ても買えない。でも、寒くなってきた

くした。「４万円のスカートなんてと

思ったスカートの値段を見て、目を丸

ました」

母国に老人ホームを建てたい

い」。ムロさんは、時折詰まりながら

ちが住める『老人ホーム』をつくりた
世界でも最も早く高齢化が進む日本

も日本語で、自分の夢をそう話した。

町田病院＝西尾撮影

歳代

で、実習生たちが驚いたのが、

の人が病院や町で働いていることだと
歳代
歳代の人が、ちょ
）さん。「バングラデ

歳代半ば

％を超えるなど、少しずつ高
「バングラデシュのお年寄りは家族
が世話をしているけれど、家族に世話
をしてもらえない人や、家族がいない
お年寄りもいる。そんな人は『道路』
に出て暮らすしかない（路上生活者に
なるしかない、との意味）。日本で仕

2019年12月号

いう。「バングラデシュでは、
歳代と日本の

で亡くなる人が多い。バングラデシュ
の

ン・ムロ（

ん」とムロさんは言う。
同国は国民の平均年齢が

歳以上の人口比率は、２０５０
年には

度の

ペースダウンしており、現在は５％程

が経済の急成長に伴い人口増加率は

で、アジアでも最も若い国の一つ。だ

２０

事を覚えてお金も貯めて、そんな人た

7

７０

６０

うど同じくらいに見える」とソンド

８０

シュには『老人ホーム』はありませ

２０

齢化が進展すると予測されている。

１５
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６０

６５

ので温かい冬用の服を何枚か買ってき

）は、欲しいと

病院が用意した寮で、自炊した母国の料理を見せるザキア・スルタナ・ニサンさん（左）とソン
ドン・ムロさん。この日は仕事が休みで、夕食を用意して同僚の帰りを待っていた＝西尾撮影

す６人の中で最年長のザキア・スルタ
ナ・ニサンさん（
２３

Asia Inside「介護人材」の明日――アジアからの実習生

いる。

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・アフマド大臣と会談す
る栁澤共榮・国際人材育成機構会長（右）
＝アイム・ジャパン提供

新たな挑戦
「対人サービス分野」への技能実習生
を占め、インドネシア、中国、フィリ

町田病院での技能実習の監理団体

人、バングラデ
来日して実習を行っている。
これまでに６万人近い技能実習生を
受け入れ、監理団体としては日本最大

アイム・ジャパンは、契約する相手

分野となる」
ても、介護は未経験の新しい分野だ。

国の「送り出し機関」を、相手国政府

の組織であるアイム・ジャパンにとっ
「より高い日本語コミュニケーショ

機関に限っているのが最大の特徴。

サービス分野で最初の実習生受け入れ

入れは難しい面があった。（介護は）

まで対人サービス分野での実習生受け

会省、バングラデシュ海外居住者福利

イ労働省、ベトナム労働・傷病兵・社

年の設立後、インドネシア労働省、タ
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ピン、ミャンマーからがこれに続いて

公益財団法人国際人材育成機構
（略称 ア
/ イム・ジャパン）

（受入機関）である公益財団法人「国

なったばかり。

年度中に入国した介

「介護」職種の技能実習生受け入れ

際人材育成機構」（略称アイムジャパ
ン、栁澤共榮会長）によると、現在、

護実習生は１８２３人で、技能実習生
全体の０・５％に過ぎない。国別では

月の「外国人の技能

実習の適正な実施及び技能実習生の保

同機構を通してインドネシアから
人、スリランカから

ベトナムからが６５３人と３分の１強

は、２０１７年

１８

護に関する法律」施行で初めて可能に

介護の技能実習生として来日し、訓練施設で入国
後講習を受けるスリランカ人女性＝アイム・ジャ
パン提供

４７
シュから町田病院の６人を含む８人が

５９

ン能力が求められることもあり、これ

8

９１

11

用省と、各国政府の海外での労働を担

厚生・海外雇用省、スリランカ海外雇
国の政府機関と直接提携している」信

パンを選んだ理由として、「送り出し

院長は、監理団体としてアイム・ジャ

は母国の国づくりを担う人材育成を通

解消の手段としてではなく、将来的に

こうした中、「単に日本の人手不足

力に止まらず、言葉以外のコミュニ

介護人材においても、単に日本語能

支援活動に注力している。

当する省庁と直接協定を結び、相手国

ケーション能力が高く、帰国後は国づ

に翻訳して提供。日本語教師派遣に加

ベンガル語やスリランカのシンハラ語

テキストを作成し、バングラデシュの

ム・ジャパンは介護専用のオリジナル

ドネシアとタイでは、自ら起業した実

だ。多数の実習生が帰国しているイン

際などに活用してもらおうとの趣旨

日本で学んだ技術を生かして起業する

プログラムを実施している。帰国後、

くりに貢献したいという熱意のある若

してＷｉｎ・Ｗｉｎの関係を構築す

え、日本の介護用品やおむつなどを現

習生ＯＢによる「社長の会」を開催。

介護人材は、経済成長が進む中国や

者獲得に取り組んでいる。

頼感を挙げる。

地に持ち込むなど、両国政府の職業訓

すでにインドネシアでは会員が７００

ターを設置して、集中的なトレーニン

台湾、韓国、シンガポール、中東の各

る」 栁(澤会長 こ)とを目的として、ア
イム・ジャパンは長期的な人材育成の

の当局が直接募集、選考、選抜し入国
前講習を実施した人材を、実習生とし

アイム・ジャパンは、実習生が３年

練施設が実施する入国前講習に設備や

０人に達しており、業務提携や実習生

グを行っている。「介護の現場を紹介

国などと国際的な獲得競争になってい

9

て受け入れてきた。町田病院の五十子

高齢化が未進展の南アジアでは、

ないし５年の実習を終えて帰国する

教育の両面で全面的に協力している。

の就職支援など企業家ネットワークを

するビデオを見てもらうと、実習生は

る。加えて送り出し国の経済成長もあ

インドネシアで開かれたアイム・ジャパンの「帰国実習生社長の会」
＝アイム・ジャパン提供

国際的な獲得競争の中
Ｗｉｎ・Ｗｉｎの関係構築目指す
サービス産業としての「介護」という
際、

～１００万円を提供する奨励金

概念が浸透していない面もある。アイ

日本への入国後の講習でも、アイ

『自宅でやっている高齢者の世話の、

り、働き先として日本が有利とは決し

生かした活動が活発になっている。

規模の大きいものだ』と理解する」と

ていえない状況となっている。

ム・ジャパンは介護専用の研修セン

いう。
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６０

Asia Inside「介護人材」の明日――アジアからの実習生

介護の現場

クリエーションを実施する余裕もなく

いた施設でのお祭りや誕生会などのレ

が」と、茅ケ崎市の特別養護老人ホー

革で環境はよくなってきているのだ

賃金を上げようと取り組み、働き方改

山本理事長が経営する特別養護老人ホーム「湘南くすの木」（写真上）と
古知屋理事が経営する同「ハピネス茅ケ崎」＝両施設のホームページから

なってきている。国は介護スタッフの

地元社会福祉法人が組合つくり実習生受け入れ

東京駅からＪＲ東海道線で１時間
弱。電車が接近するとサザンオールス
ターズの曲が流れる茅ケ崎駅に着く
と、都内に比べれば空が広く、秋の日
差しも心なしか強くなったように感じ
る。
気候がよく「湘南」のイメージもよ
い神奈川県の相模湾沿岸地域は、多数
の高齢者介護施設が立地する「激戦
地」。地元以外からの入所希望や、首
都圏で働く子供が地方の親を呼び寄せ
て入所させるケースもあるという。そ
れだけに施設で働く介護スタッフの人
手不足は深刻だ。
「以前はスタッフが辞めても１～２
カ月で後任が来たが、今は補充ができ
ない状態。夜勤は増え、以前はやって

2019年1２月号
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湘南社会福祉事業協同組合
深刻な人手不足が続く高齢者
介護業界。介護施設運営者が自
ら事業協同組合を設立して技能
実習生を受け入れる「監理団
体」の認可を取り、実習生の受
け入れに乗り出すケースも出て
きている。神奈川県湘南地域の
社会福祉法人が集まって結成
し、ベトナムからの実習生受け
入れを始めた「湘南社会福祉事
業協同組合」（神奈川県茅ケ崎
市、山本隆史理事長）をたずね
た。
【毎日アジアビジネス研究所
西尾英之】

10

を務める古知屋（こちや）光洋・組合

人ホーム「ハピネス茅ケ崎」の施設長

山本組合理事長。同市内の特別養護老

ム「湘南くすの木」施設長を務める、

る」と訴える。

護分野の専門学校の閉鎖が相次いでい

どいなくなっている。神奈川県では介

て、新卒で介護を目指す若者はほとん

企業団体中央会が好意的にとらえ、

中小企業団体を支援する神奈川県中小

と、初代理事長を務めた古知屋理事。

う。

様々なアドバイスをしてくれたとい

理事は「介護は３Ｋとさんざん言われ

協同組合設立のアイデアは、地元で

団体」となることが認められている

実習制度で実習生を受け入れる「監理

11

前例ない「自身の手で監理団体」
高齢者介護施設を運営する社会福祉法
「事業協同組合」を設立した。
事業協同組合は、中小企業等事業協

社会福祉法人だけで組合を作り監理
んど前例がなく、国にとっても想定外
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人の関係者が集まり、人手不足への対
応についての情報交換を行う勉強会の

う中小企業団体の一種。当初の組合員

同組合法に基づき、中小企業が共同で

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づくイン

は地元でユニット型（個室型）特別養

中から生まれた。「外国から人材を受

ドネシア、フィリピン、ベトナムから

護老人ホームを運営する４つの社会福

受注や生産、購買、人材育成などを行

の受け入れ▽留学制度▽能実習制度

祉法人で、組合はおむつなどの共同購

け入れるほかにない」との考えから、

と、この時点で可能だった国の介護人

入などに取り組んだ。
年

一方で、監理団体への申請が認めら

材受け入れに関する各制度の、プラス
面とマイナス面を比較した。

れる組合設立から１年が経過した

１月、外国人技能実習機構に監理団体

「ＥＰＡによる受け入れは、需要は
あるのに十分な人数を受け入れられて

認定を申請し、同年５月、認可がおり

いない。留学制度は就労が週

ベター」との結論に達した。実習制度
の制度改革を見越して、古知屋理事ら

１１

だったようで手続きには苦労した」

が介護にも拡大される２０１７年

団体となるケースは、「全国でもほと

た。

時間以

１８
月

内という制限がある。技能実習制度が

２８

年１月、まずは技能

が中心となって

１７

ベトナム・ハノイで昨年11月に実施した技能実習生の採用面接。協同組合の組合員である３法人が参加し、
計１５人の採用を決めた＝湘南社会福祉事業協同組合提供

今年５月、中部セントレア空港に初めて来日したベトナムからの技能実習生たち＝協同組合提供

ノイやホーチミン市の高齢者介護施設

いう。理事らは何度も現地を訪れ、ハ

たベトナムに一切、コネはなかったと

得たものの、送り出し国として想定し

しかし組合は監理団体として許可を

面接作業に入った。

合員である施設による実習生候補者の

入に関する契約を交わし、現地で、組

しっかりと対応した３機関と送出、受

な回答しかしない機関もあり、結局、

「わからない」「検討中」などと曖昧

人が来日する。

ミン市から来日した。その後も次々に

今年５月、初めての実習生がホーチ

を見学しながら、そこにいる人に関係
者を紹介してもらうという方法で情報
を集めていった。

来日し、今年中には

それぞれ１カ月の入国後講習を終えた

「人を探し、細い糸をたばねていく
ような作業だった」。当時、ベトナム

日、初めて実習生が配属さ

後、順次、組合員である介護施設に配

月

に約２００あった技能実習生送出機関

も

属。山本理事長と古知屋理事の施設に
機関。その中にも「介護人

現地企業とともに「

ら組合理事が個人の立場で出資し、
えており、年明けから順次来日する見

人の面接を終
込みだ。一方で組合には「いずれベト

」社を設立。現在、同
Service Shonan
社は送り出し機関としてミャンマー政

来年分としてすでに

ナムの人材は枯渇する」との危機感も

府の認定を受けるのを待っている段階

Golden Support

あり、次のターゲットとして、ミャン

で、来年２月にも認定が出る見込み。

護に向いており、親日感情も強い」。

をよしとする敬虔な仏教国。国柄が介

「ミャンマーは人に施しを行うこと

野の技能実習生送り出しも行う方針だ

経営を安定させるため、介護以外の分

接も実施する。送り出し機関としての

始し、日本側の実習実施企業による面

その後は現地で早々に日本語教育を開

古知屋理事はそう話す。ミャンマーに

という。

いる。

関しては、古知屋理事や山本理事長

12

３９
のうち、「介護」のライセンスを持っ
た機関は

れ、働き始めた。

２８

ミャンマーからも受け入れ目指す

材を送り出せるか」と問い合わせても

１１
マーからの実習生受け入れを目指して

３７
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１３

な影を落としている。
単独の事業者での対応には限界があ

現場の声を国に届け、よりスムーズな

外国からの介護人材受け入れにつなげ

海外からの介護人材は、今年４月か
受け入れることが目標だ。だが「（日

て今後、毎年１００人の介護実習生を

は、各地の協同組合が手を結び、介護

る動きが相次いでいる。全国連合会

者同士が手を結び、協同組合を結成す

各地でライバルである地元の介護事業

る。

う思い」。山本理事長はそう力を込め

で手を結んで介護業界を守りたいとい

「我々を動かしているのは、みんな

日本を選んでもらう努力必要

ら導入された「特定技能」制度に基づ
本の介護施設で働いても）給料の面で

ようとの試みだ。

いての受け入れも可能になった。組合
は、欧州の施設に勝てない。外国人に

り、湘南社会福祉事業協同組合同様、

も今後、特定技能での人材受け入れも
とって、給与面での日本で働くメリッ

の「転職」が可能になる特定技能制度

う」努力が必要だ。「日本に来て悲し

海外の若者に「日本を選んでもら

したベトナムからの実習生も）面接の

山本理事長も「（組合を通して来日

需要はない。「母国に帰れば、日系企

ムやミャンマーに介護事業の大規模な

度だが、実際には現時点では、ベトナ

13

検討している。

について「神奈川など首都圏は最低賃

い思いをさせることのないよう、気を

トは薄れている」。

金が高いから有利だが、地方は低く、

使いながら手探りで取り組んでいる」

際、日本でずっと働きたいというより

業もたくさんある。帰国後はそこへ就

でいる。高齢者介護のニーズが高まる
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しかし、古知屋理事は、同業種内で

国内で賃金水準に格差が出る。来日し
と山本理事長。

技能実習制度は、日本で技術を身に

て地方の施設に就職しても定着せず、
働き手が賃金の高い都市部に集中する

は、何年か働いて帰りたいという思い

職するなどして、日本で働いたメリッ

つけて母国に役立ててもらうための制

のほうが強かった」と話し、特定技能

トを感じてもらえれば」と山本理事長

問題が起きる」と指摘する。

制度の〝効果〟に疑問を示す。２人は

は話す。
組合は今、「全国介護施設事業協同

「政府が言う『特定技能で介護現場に
６万人の外国人』という見通しは、現
「これだけ少子高齢化が進むと、ど

一方で介護報酬の伸びは低迷し、介護

組合連合会」の設立に向けて取り組ん

の施設でもいずれは外国人の働き手が

スタッフの人手不足は事業経営に大き

状では無理」と口をそろえる。

必要になる」と古知屋理事。組合とし

湘南社会福祉事業協同組合の山本隆史理事長（右）と古知屋光洋理事＝西尾撮影

シリーズ

米国のアジア人脈
⑮

ヒンドゥー系候補、ギャバード氏

領と会談した。アサド大統領は自国民

に化学兵器を使用した疑いがある。ギ

ャバード氏は「対話を通じた平和的解

決のため」と説明したが、足元の民主

党内からも批判の声が上がった。今年

２月にはＭＳＮＢＣでアサド大統領に

ついて「敵」との表現を避け、再び問

題視されている。

米国に対する直接的な脅威ではない

年大統領

――。米国内の孤立主義者たちが口に

することばだ。共和党でも

「私はこの狂気を終わらせる。体制

人としての経験に基づいているから

にもクウェートに志願して出兵した軍

にイラクの戦闘地域に派兵され、 年

は、地元ハワイ州兵として２００４年

は外国に任せる。すべての国が民主主

ニスタンからも撤退する。外国のこと

う。「海外戦争から手を引く。アフガ

げ、「失敗に続く失敗だった」と言

ャバード氏はこうした国々の名前を挙

接的な脅威がある場合に限るという

だった。米国が軍事介入するのは、直

の軍事介入に反対した有力議員の一人

14

外交を争点に掲げる女性現役州兵
及川正也・毎日新聞論説委員
２０２０年米大統領選の民主党指名争いが本番を迎えるまであと２カ月。バイデン前副大統領やウォーレン上院議員
）だ。医療保険や格差、環境問題をめぐって白熱した議論が続く中、最大争点に外交を掲げ、戦地派遣された米軍

転換を目論む無駄な戦争を終わらせ

だ。現在もハワイ州陸軍州兵で少佐の

年１月のシリア訪問
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ら並みいる有力候補を横目に孤軍奮闘しているのが、ハワイ州選出のアジア系女性下院議員、トゥルシ・ギャバード氏
（

る」。海外での戦争からの全面撤退を

義を求めているわけではない」。米国

もしたのが、

ギャバード氏の言動が最も物議をか

発言だ。

意のままにはならない現実を直視した

の介入主義の失敗から、圧倒的な軍事

08

アフガニスタン、リビア、シリア、

20

の中でもひときわ孤立主義的な色合い

16

力があったからといって世界が米国の

92

キューバ、ベトナム、イラク――。ギ

13

が濃い。彼女の訴えが耳目を引くの

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

17

だ。友好的なムードの中でアサド大統

トゥルシ・ギャバード下院議員

地位にある。

ランド・ポール上院議員も、シリアへ

選で共和党指名争いに名乗りをあげた

16

訴えるギャバード氏の主張は、民主党

■「敵との対話」重視

の完全撤収と平和構築を訴える。異色の候補、ギャバード氏とは。

38

を振りかざすのではなく、協力に基づ

的な国民感情を反映している。

フガニスタン・イラク戦争からの厭戦

者の権利と自由」の保護を求める決議

まえ、米下院がインドに「宗教的少数

はイスラム教徒への暴力事件などを踏

の支援を打ち出しており、 年 月に

ドゥー団体は以前からギャバード氏へ

ィ政権との親交は厚い。米国内のヒン

とりわけ、ヒンドゥー至上主義のモデ

トンで開催された歓迎大集会にトラン

の訪米時には南部テキサス州ヒュース

しようとしている。９月のモディ首相

ＥＰ）」からの離脱で、それぞれ対応

「東アジア地域包括的経済連携（ＲＣ

争、インドは交渉が大詰めを迎える

字を抱えており、米国は米中貿易戦

戒している。両国とも対中国の貿易赤

が、効果的な外交ができるだけの太い

ら外交への流れが進むのはいいことだ

との首脳会談は評価している。軍事か

方、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長

イラク核合意からの離脱を非難する一

ギャバード氏は、トランプ大統領の

めている。

し、アフガンからの米軍撤退などを求

年近くになるア

く信頼関係を構築すべきだ」と言う。
年のヒンドゥー系団体の

「非介入主義」は、

こうした姿勢はロシアのプーチン大統
案に反対。

「外国の指導者に会うときは、警棒

領についても同じだ。共和党のトラン

パイプを持つ米国人脈が細るのも心配

波紋を広げるギャバード氏の言動だ

においてますます重要な国になってい

あり、インド太平洋という重要な地域

ドは米国の最も緊密な友好国の一つで

て小さいという。米紙ワシントン・ポ

よれば、指名を獲得できる公算は極め

円）と上から９番目だ。米メディアに

もあり、アジアやインドへの愛着が深

る。米連邦議会初のヒンドゥー教徒で

の初当選以来、４期連続で当選してい

年

ア生まれで、米連邦議会では初めての

しており、インドからの移民を受け入

た、移民の制限を緩和する法案を提案

で行い、決議案も提案している。ま

ガの日」を指定する取り組みを米下院

健康法であるヨガを記念する「国際ヨ

ギャバード氏は、インドの伝統的な

ャバード氏をはじめ、急進左派のウォ

海外派兵には慎重な意見が目立つ。ギ

多くの候補の主張を聞いても、米軍の

トランプ大統領に限らず、民主党の

い考えだ。

ド氏は来年の下院議員選には出馬しな

来的な有望株としているが、ギャバー

ら有力候補は、米国はもはや「世界の

んかすむアジアでの懸念は大きい。

プ大統領も出席し、親密さをアピール
ギャバード氏は、そのパイプ役の一

集会に参加した際は、モディ政権幹部
ギャバード氏は、今年９月の国連総

人でもあるが、民主党指名争いでは、

プ大統領は政権発足前にギャバード氏
民主党のヒラリー・クリントン元国務

会出席のために訪米したモディ首相と

多くのライバルたちに後れを取ってい

だ。とりわけ、米国の存在感がどんど

長官からはロシアが自国の利益になる

ニューヨークで会談した。会談後、ギ

るのが現状だ。平均の支持率は２％

した。

よう「ギャバード氏を育てている」と

ャバード氏は「米議会初のヒンドゥー

が支援を表明した。

批判する事態に発展した。

で、獲得資金も６５０万ドル（約７億

が、根っこにあるのは平和主義と外交

る」と述べた。

い。以前は下院外交委員会アジア・太

れやすい環境を整える狙いもあるよう

サモア系女性下院議員となった。

平洋小委員会で活動し、米日議員連

米国とインドは、軍事的な行動範囲

警察官ではない」という認識を共有

ーレン上院議員やサンダース上院議員
だ。

ストなどは、２０２０年は無理でも将

重視の姿勢だろう。太平洋の島国サモ

■太いインド人脈

系議員であることを誇りに思う。イン

と会談し、入閣のウワサが出る一方、

12

をインド洋にも広げる中国の動きを警

2019年12月号
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13

盟、インド系議員連盟にも属してい
る。
インド政界とは太いパイプを持つ。

12

15

14

20

第２回中国国際輸入博覧会

シリーズ「中国商務熱点」②
人民日報の視点

ず優れたものに変えられ、中国のチャ

ンスを分かち合うルートはさらに素早

兆ドルを超え

年で中国の輸入する物品は

く手軽なものになっている。

「今後

兆ドル、サービスは

覧会開幕式で示した中国の大市場につ

共同発展
きなパイオニア的事業であり、習近平

いての予測は世界的に熱い議論を呼ん

チャンスを共有
美しい絵巻がゆっくりと広げられる。

国家主席が自ら計画し、方針を立て、

だ。中国消費市場の台頭を、世界は一

る見込みだ」。習主席が第１回輸入博
１５０余りの国と地域の企業３００

推し進めたものだ。
非常に高い人気は、第１回輸入博覧

要な支えと見ており、これは各国企業

致して中国経済の長期安定的発展の重

０社余りが出展する。参加する国、地
域、国際組織、出展企業（フォーチュ

会が素晴らしいものであり、出展企業

が引き続き中国に投資するうえでの焦

１５０カ国・地域が参加

ン・グローバル５００入りした企業や

らに満ち溢れるほどの獲得感をもたら

点でもある。

月５

日、盛大に開幕する。中国と世界が深

各業種のリーディングカンパニーを含

したことにもよる。わずか６日間の会

第２回中国国際輸入博覧会が
く融合し、ウィンウィンの発展を図る

む）の数は、いずれも第１回を上回

ジェトロも積極的にＰＲ

期で、

万人以上が訪れて商談をし、

る。展示エリアの面積を数度拡張した

発足から間もない博覧会が、全世界

オ）」（人民日報撮影）。

迎えるマスコットの「進宝（ジンバ

ションセンター南門の近くで来場者を

さらに少なくなり、市場参入はさらに

はさらに下がり、ネガティブリストは

の信頼を示すものでもある。関税水準

開放のたゆまぬ深化への世界中の企業

非常に高い人気は、中国の包括的な

重要なプラットフォームを提供する」

うした産品の中国における販路拡大に

的にＰＲしている。「輸入博覧会はこ

つ」食品、農産品、医薬品などを重点

中国市場で「大きな潜在的発展性を持

本企業の出展を積極的に取りまとめ、

見学や体験をし、成約高は５７８億ド

的範囲でこのように非常に高い人気を

円滑になり、市場ルールはさらに透明

からだ。シンガポールからは企業

が、それでもブースを確保するのは難

博しているのはなぜか？

なものになった。さらに高水準の対外

がチームを組んで参加する。シンガポ

日本貿易振興機構（ジェトロ）は日

非常に高い人気はまず、輸入博覧会

開放を推し進める一連の重大な措置が

ール工商業連合会の張松声会長は「第

ルに達した。

の「非凡な出自」によるものだ。輸入

相次いで実施され、各国の企業が中国

社
をテーマとする世界初の国レベルの博

2019年12月号

10

15

１回輸入博覧会で得た成果から、中国

16

30
市場に参入するための制度環境は絶え

しい＝写真は会場の上海国家エキシビ

80

覧会、国際貿易発展の歴史における大

84
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11

に行ってイノベーティブな製品やサー
合致し、広範囲をカバーする知的財産

に比較的高い水準に達した。知的財産

権法制度を構築した。権利侵害への懲

中国消費市場の魅力は規模だけでな
権保護の大きな進歩によって、中国の

ビスを展示することを望むシンガポー

く、それ以上に最適化し続ける構造に
イノベーション環境は著しく改善さ

罰的賠償制度を導入し、懲罰は国際的

よる。「衣・食・使用」から「住まい
れ、多国籍企業は中国での経営拡大に

ル企業が増えている」と語る。

・出かけ・旅行」へと、中国消費市場
安心感を抱くようになった。

「自由貿易体制」強調

はサービス消費の割合が著しく高ま
り、流通方式のイノベーションが加速

2019年1２月号
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し、ネット小売の規模は世界首位に躍

経済グローバル化は現在逆風に遭っ

に参加したベルギー・中国経済貿易委

り出た。様々な変革の趨勢を前に、中

搭乗者の生理的状態を自動的に感知

ている。中国による輸入博覧会の開催

して車内環境を調節するコンセプトカ

員会の Bernard Dewit
会長は「中国に
よる輸入博覧会の開催によって、世界

国市場を世界のイノベーションを育む

ー、毎時１５０～２００トンのスピー

各国が国際貿易を行い、協力によるビ

は経済グローバル化の継続的発展を支

ドで建築廃材を「宝に変える」粉砕設

ジネスチャンスを分かち合うためのプ

沃土と見なし、イノベーションの投入

備、スタインウェイの最新の演奏・録

ラットフォームが設けられた。これは

から望んでいることをはっきりと示す

持する力強い措置だと、各国のウォッ

音ピアノなど、今回の輸入博覧会では

自由貿易体制を実際の行動で守るもの
多くの国々が参加する。こうした重量

ものでもある＝写真は設備展示エリア

を増やし続ける多国籍企業が増えてい

さらに多くの新たな製品、技術、サー

だ。中国の開放拡大は世界各国の企業

級の協力パートナーと広範な参加は、

チャーは見ている。第１回輸入博覧会

ビス、製造方法、応用が「世界初披

に多大なビジネスチャンスをもたら

中国が自ら進んで輸入を拡大し市場を

る。

露、中国初展示」を実現する。

す」と感想を語る。

輸入博覧会での世界初披露の盛り上

開放する重要なプラットフォームであ

密度スポット溶接・組立生産ライン

の NACHI
ブースに展示された超高速ス
ポット溶接ロボットと自動車ボディ高
輸入博覧会は中国が主催し、世界

る輸入博覧会の国際性と開放性の現れ

がりは、中国が知的財産権保護の取り

貿易機関（ＷＴＯ）、国連貿易開発

組みを強化し続けていることと密接に

今日の中国は開放による発展の促進

（人民日報撮影）。
改善、協力・ウィンウィンの実現を心

であり、国際社会が世界の貿易環境の

関係する。知的財産権の法体系を急速

（

会 議 （ UNCTAD
）、国連工業開発機関
）などの国際機関が協力し、
UNIDO

に整備し、国際的に通用するルールと

17

劉軍国

人民日報東京支局長
１９８６年山東省青州市生まれ。北京外国語大の日本学研究セン
ターの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。
２０１１年１２月から１６年１月、１７年１１月から現在まで日
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。

18
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2019年１２月号

という、より高い出発点に立ってい

第２回中国輸入博覧会は２０１９年１１月５日～１０日に上海で開催された。その実績は第１回
を大きく上回り、７０００人以上の海外バイヤーを含めた専門者の登録が５０万人を超え、バイヤ
ーの国際化と専門性がさら向上した。取引の成果は実り多く、１年単位で計算すると、成約総額は
７１１億３０００万米ドルで、第１回より２３％増加した。
輸入博覧会は中国各メディアで大いに報道されて、弊社は毎日特別報道２面を含めた数多くの紙
面で報道された。テレビも、輸入博覧会の番組が朝から夜まで、各国の様々な商品を紹介される。
中国人はみんな輸入博覧会を知っている。輸入博覧会は日本企業にとって、新しいビジネスヒント
と１４億人のビジネスチャンスの絶好の舞台ではないでしょうか。

る。一つには、より高い水準の対外開

放の実現は中国経済のモデル転換と高

度化における必然的要請となってい

る。もう一つには、世界の貿易環境が

もたらす圧力が客観的に眼前に存在す

る。「一帯一路」共同建設のたゆまぬ

深化と着実化から、輸入博覧会という

全く新たな協力プラットフォームを設

けることまで、自由貿易圏構築のたゆ

まぬブレイクスルーから、「外商投資

法」の実施、サービス業の開放加速ま

で。中国の開放は自らの発展を新たな

段階に進めただけでなく、世界に幸福

をもたらしてきた。

未来に向けて、中国には世界の共同

開放の重要な促進者、世界経済成長の

安定的動力源、各国がビジネスチャン

スを開拓する活力ある大市場、グロー

バル・ガバナンスの積極的な貢献者と

なり、各国と共にチャンスを分かち合

い、共同発展し、手を携えて人類運命

共同体の構築を後押しし、平和と発展

の陽光が世界中をあまねく照らすよう

にする自信と底力が完全にある。【人

民日報論説欄「国紀平」に掲載】

劉軍国のミニ解説

小川忠のインドネシア目線
小川忠 跡
( 見学園女子大学教授、元国
際交流基金ジャカルタ日本文化センタ
ー所長 )

デジタル化社会への期待と懸念

再選されたジョコウィへの落胆
ジョコ・ウィドド（通称ジョコウィ）が５年
前大統領に就任した時、彼は１９９８年スハル

目として、①人材開発②インフラ開発の継続③

規制緩和④官僚主義の簡素化⑤天然資源依存経

済からの脱却・製造業競争力強化と現代的サー

ビスへの転換――を挙げた。

日にジョコウィは第２期政権の閣僚

政治風土になかった斬新な手法は、若い世代の

を支持獲得の原動力とした。それまでこの国の

ディアを駆使して有権者との対話を重ね、それ

年米国大統領選時のオバマ同様にソーシャルメ

「インドネシアのオバマ」と呼ばれ、２００８

べき存在だった。米国大統領と似た風貌から

る、インドネシア民主主義の期待の星ともいう

して非合法工作を指揮したとして軍籍をはく奪

は、スハルト政権末期、陸軍特殊部隊司令官と

大臣とは」と驚きの声があがった。プラボウォ

ことには、「よりにもよってプラボウォを国防

防大臣に任命し、政敵を政権内部に取り込んだ

権力の座を争ったプラボウォ・スビヤントを国

者の処遇だ。なによりも２回の大統領選で最高

人事を発表したが、注目点は軍・警察出身関係

続いて

政治感覚、メディア感覚ともマッチし、まぎれ

された経歴をもつ人物なのである。プラボウォ

％となって、一見彼の政権基盤は強化

させるという長期目標を示した。その時には国

ドルまで成長させ世界五大経済大国に仲間入り

の一員になるとともに、国の名目ＧＤＰを７兆

万ルピア（約３２０万円）まで引き上げ先進国

は、２０４５年の一人当たりＧＤＰを３億２千

政権仕上げ時となる。就任演説において大統領

は禁止されており、彼にとって今後の５年間が

ル関係にあったウィラント陸軍大将に近く、プ

ァルル・ラジは、国軍内でプラボウォとライバ

観点から置かれた布石という印象を受ける。フ

ラジ元国軍副司令官をあてたのも、治安対策の

界の重鎮がつとめてきた宗教大臣にファルル・

ィアンを内務大臣に配置し、これまでイスラム

の取り締まりで実績をあげたティト・カルナヴ

また国家警察庁長官としてイスラム過激勢力

2019年12月号
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ト政権崩壊から始まった新しい時代を体現す

年のジョコウィは若者のヒーローだっ

もなく

有率は

入閣の結果、彼が率いるグリンドラ党も与党と
日、大統領２期目の就任式が行わ

た。しかし２期目がスタートする今、その輝き
月

なり、ジョコウィ政権の連立与党の国会議席占
さる

民の貧困率ゼロにするというのである。この長

されたかに見える。

７４

ラボウォを軍から放逐した軍幹部の一人だ。

れた。インドネシア大統領は憲法によって３選

２０

期目標を達成するために、今後５年間の優先項

19

２３

はずいぶんと色褪せてみえる。

１４

１０

小川忠のインドネシア目線

（左から）プラボウォ・スビヤント国防相▽ティト・カルナヴィアン内務相▽
ルフット・パンジャイタン海事・投資調整相

さらに陸軍出身ルフット・パンジャイタン

を海事・投資調整大臣に任命したのは、大統

領首席補佐官、政治・法務・治安調整大臣な

ど第一期政権の要役を務めた切れ者を、引き

続き閣内において重要閣僚として政権内で目

を光らせよう、ということなのだろう。

しかし、政敵を取りこむとともに、軍・警

20

察など治安関係者を要職につける人事は、ジ

ョコウィをこれまで支持してきたリベラルな

市民層の離反を招くジレンマを伴うものだ。

５年前、初の庶民出身大統領としてインドネ

2019年12月号
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シアの民主主義を発展させてくれる指導者と

して市民から期待されたジョコウィだが、軍

や警察への傾斜を強める姿勢に、民主主義後

退を懸念する声があがっている。第１期任期

終盤の汚職撲滅法改正によって汚職撲滅委員

会（ＫＰＫ）を弱体化させたのは、大規模な

学生抗議デモを全国的に発生させる結果を招

いた。果たしてジョコウィ第２期政権は盤石

なのか。先行きは不透明である。

膨らむデジタル経済への期待

もう一つ、今回の閣僚人事の目玉は、オン

ライン配車・配送サービスの大手企業「ゴジ

）を、教育文化大臣に任命したこと

ェック」創業者・ＣＥＯのナディム・マカリ
ム（

だ。ハーバード大学経営大学院で修士号を取

３５

小川忠のインドネシア目線
夜、路上にたむろし、携帯電話を使う若者たち。イ
ンドネシアでの携帯電話普及率は１００％を超えて
いる＝ジャカルタで和田大典撮影

業家である。インドネシアを２０４５年まで

た。ミレニアム世代を代表する新進気鋭の実

創業したゴジェックを一大企業に育てあげ

米国のウーバー社をモデルに、２０１１年に

得後、インドネシアに帰国したナディムは、

を見ると、同社調べでインドネシアの 歳か

報告「デジタル２０１９」に記載された統計

広告代理店「 We are social
」社が毎年発表
している世界のソーシャルメディア普及状況

情報ソースから見てみたい。シンガポールの

歳までのインターネット利用者の

％

が、オンライン取引で商品・サービスを購入

ら

産業を興す、という大統領の強い意志を感じ

している。この利用率は世界で最も高い数字

に先進国入りさせるため、人材を育て新しい
させる人事といえよう。

で、他にもオンライン購入のための商品情報

サイトをサーチした人

新しい産業として、ジョコウィが期待する
のは、デジタル経済である。グーグル他が行

費意欲を有していることがわかる。

％など、インターネ

ＳＥＡ２０１９」
っ た 調 査 報 告 「 e-Conomy
は、２０１９年インドネシア・デジタル経済
％強の４００億米

年度インドネシア購買者の平均

ットを使いこなすインドネシア市民は高い消

とはいえ

年間購買額は

の規模に関し、前年度比

ドル近くなると予測している。その市場はア

ルの７分の１にも満たず、実際の消費額は利

米ドルで、世界平均６３４ド
セアン主要国のなかでも最も大きな規模に成
年には１３３０億ドルまで拡大

長しつつある。これは
り、さらに

年に１億人以上がオンライン取引で商

しかし、「 We are social
」は「インドネシ
アのｅコマース市場を侮るなかれ」と主張す
る。

％拡大しており、その伸びはめざましく、

近い将来この国は世界有数のオンライン食品

We

世紀に入って、ソーシ

取引市場になるというのだ。

そもそもこの国は

ャルメディア大国の名乗りをあげた。「

」によれば、人口２・６億人のイ
are social
ンドネシアの携帯電話契約数３・５億件、イ

2019年12月号

１６

９０

用率と比べてかなり見劣りするのも事実だ。

１８

８９

品を購入し、特に食品購入額は近年では毎年

１８

する、というのである。
同国のデジタル経済においてもっと大きな
年には８２０

規模を占めているのがｅコマース市場で、今
年は２１０億ドルであるが、

年に

億ドルに達すると予測される。旅行予約サイ
トも有望で、現在の１００億ドルから

億ドルから１８０億ド
インドネシアのデジタル経済について、別の

ルへと３倍成長する、と同報告はみている。

けた配車サービスが

は２５０億ドルへと、さらにナディムが手が

２５

毎日アジアビジネスレポート

９６

２１

２５
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６４

年と比べて５倍であ

３０

１５

６０

３０

２５
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インドネシア全土の陸上と海底に光ファイバーケーブルを張り巡らす「パラパ・リング」
＝インドネシア通信情報省作成

ンターネット利用者１・５億人（人口比

％）、携帯電話によるソーシャル

％）、ソーシャルメディア利用者１・５億人
（人口比

メディア利用者は１・３億人である（同国の

億数千万人まで諸説ある）。

インターネット利用人口については、６５０
０万人から

つまりインドネシア国民の半数以上がイン

ターネットを利用し、利用者のほとんどが携

帯電話を使ってソーシャルメディアのネット

ワークに加わっている、ということだ。ソー

シャルメディアのなかでインドネシアにおい

で、インタ
て最もアクティブなのは YouTube
％が視聴している。

ーネット利用者の

ブラジルに次いで世界４位、インスタグラム

も同様に世界４位、ツィッター世界９位、リ

位以内に入っている。

ンクトイン世界８位と、各プラットフォーム

において世界

中間層を中心にインターネット、ソーシャル

メディアの利用は急速に広がり、日本の総人

口を超える世界有数規模の情報コミュニティ

が形成されており、そこに新たな産業が興り

つつある、と考えられる。

おりしも高速通信網「パラパ・リング」が

本格的に稼働を始めた。ジョコウィ政権は、

2019年12月号
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５６

フェイスブック利用者数はインド、米国、

８８

こうした統計から、この国において都市部

１０

第１期から全国的な情報インフラの整備と情

22

５６

1
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ネシア全土の陸上と海底に光ファイバーケー

導入の達成だった。パラパ・リングはインド

目玉が「パラパ・リング」高速通信網の全国

た。第１期政権にとって情報インフラ整備の

報インフラの活用促進を重点政策に掲げてき

した政策の核心を「 e-governance
」（電子ガ
バナンス）と明示し、政権内部の議論を紹介

デジタル政策をめぐるジョコウィ政権が目指

ール東南アジア研究所、２０１７）の中で、

が、『デジタル・インドネシア』（シンガポ

ヤヌアル・ヌグロホとアグン・ヒクマット

・地域社会内部及び地域社会間の連結性（社

・ＮＧＯ内部及びＮＧＯ間の連結性（ＮＧＯ

ービスの向上）

・行政とビジネス・市民間の連結性（行政サ

明責任力の向上）

デジタル化社会の負の側面

同士の情報交換と連携支援）

ブルを張り巡らし、世界最大の列島国家イン

会経済開発の強化）

彼らによれば、ジョコウィは激動の国際社

ジョコウィ政権５年の時を経て、確かに高

の隔たりがある（出典：インドネシア・イン

レーンは政策目標を定めた。そのカギを握る

える時、気になる分析がある。デジタル・メ

2019年12月号

している。

ある。ユドヨノ政権時代にプロジェクトはス

会の中でインドネシア国家の競争力を高める
ことが自分の政権の最優先事項と考えてお

速通信網でインドネシア全土はつながり、情

である。その先にあるのは、単に行政サービ

ターネット・サービス・プロバイダー協会、

％、

年２月発表資料）。地域別インターネット

ス向上であるのみならず、政府に対する国民
の信頼を獲得・強化することである。これこ

普及率でも、都市部

ふりかえってみると、ソーシャルメディア

のは、以下のようなデジタル技術を利用した

ディアの広告内容を分析した、オーストラリ

23

ドネシアの連結性を強化しようというもので
年８月末に最後まで未

り、その手段として全ての行政サービスをオ

報インフラの整備は進んだが、地域格差は解

タートしていたが、

ンライン化し、容易にアクセスできるように

消されたとは言い難い。国際情報化協力セン

開通地域として残っていた東部が開通し、
が光通信ネットワークで結ばれたことにな

することと認識していた。「電子政府」の水

ター「インドネシア最新ＩＴ事情」によれ

ば、島別インターネット普及率に関し、カリ

州

る。記念式典でジョコウィ大統領は、デジタ

平展開は、それまでインドネシアにまん延し
てきた公職の汚職を減らし、行政の透明化と

マンタン島とマルク・パプア諸島とでは

月に本格的稼働を開始した。これで全国

ル経済、特にｅコマースの発展、各地の連結
性強化、地域格差是正とともに、政府の説明

説明責任遂行力の向上をもたらすと考えたの

％

責任の強化、行政サービスの効率化への期待
を語った。

電子ガバナンスによる

そがインドネシア国民統合の礎であり、国際

と大都市集中傾向が見える。

を味方につけて大統領に当選した第１期ジョ

「連結性」の強化である。

アの研究者エンマ・ボルーチによれば、都市

％、地方都市部
競争力強化の源であると、新大統領と彼のブ

コウィ政権がデジタル化政策によって意図し

・タコつぼ行政を打破し、官僚組織間を横断

部中間層、富裕層はスマホからインターネッ

他にもインドネシアの民主主義の行方を考

ていたのは、経済振興と並んで、いや経済振

する連結性（連携思考の強化）
ジョコウィのデジタル政策ブレーンである

興以上に政治行政の民主化であった。

トにアクセスしフェイスブック、インスタグ

民主主義強化の試み

３０

４８

１８
・政府とＮＧＯ・市民間の連結性（行政の説

７２

毎日アジアビジネスレポート

３４

１０

１９
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毎日新聞のインタビューに応じるインドネシアのジョコ・ウィドド大統領
＝ジャカルタで２０１９年６月２５日、武内彩撮影

ラム、ツィッターなどを利用している一方、

経済的な余裕がない貧困層及び下流中間層や

村落部住民はプリペイド式携帯電話のＳＭＳ

を使う傾向があるという。メディアの利用形

態に階級差が認められるというのだ。そこで

流される広告が含むメッセージやイメージ

も、ターゲットにする消費者によって異な

24

り、例えばフェイスブック上の広告では自立

したキャリア・ウーマンの躍動する姿が強調

されるのに対して、ＳＭＳではよりシンプル

で、直接的な売り込みメッセージが流れてい

2019年12月号

毎日アジアビジネスレポート

るという。こうしたメディア文化の違いは、

国民の格差意識を高め、社会包摂の障害とな

る可能性もありうる。デジタル経済の発展は

必ずしも社会の民主化を約束するものではな
い。

そしてジョコウィ政権が目論んだ電子ガバ

ナンスを梃子にした民主主義の強化が、必ず

年からの５年間、ソ

しも思惑通りに進んでいないのは明らかだ。

彼が大統領に就任した

事件である。

後宗教冒とく罪で有罪判決を受け収監された

で当初有利と言われた選挙戦に敗れ、その直

が選挙中、ソーシャルメディアを用いた中傷

友、ジャカルタ特別州バスキ・プルナマ知事

目立ち始めた。転機となったのは、彼の盟

ーシャルメディアが有する負の側面が次第に

１４

小川忠のインドネシア目線

た。

では、ソーシャルメディアが主戦場になっ

そして昨年から今年にかけての大統領選挙

れたソーシャルメディア言説によって揺さぶ

制度そのものの信頼性が、政治的に作りださ

ィブ・ツィートがあったという。大統領選挙

ーシャルメディアの負の側面を考えると、デ

う地域格差、新たな階層格差意識の出現やソ

化のツールと期待されたが、デジタル化に伴

をめぐって様々な意見交換が行われた。これ

タル化である。

る社会変化の２大潮流は、イスラム化とデジ

して欧米諸国にもち上げられるインドネシア

ら「選挙管理委員会が買収されている」とい

会にも向かい、情勢不利と伝えられた陣営か

戦の終盤、非難・中傷の矛先は選挙管理委員

繰り広げられたことは想像に難くない。選挙

うした点を考慮に入れても相当の中傷合戦が

何か、さらに詳しい説明が必要であるが、そ

う。当局が判断する「ネガティブ」の基準は

件のネガティブな書き込みがなされたとい

て８９０３件、ツィッターにおいて４９８５

家に造り変えようという過激思想が青年層や

しインドネシアをイスラム法原理に基づく国

のは、建国以来の世俗主義的国家原理を否定

・警察出身者を重要閣僚に任じた背景にある

封じたことだった。さらに今回の組閣で、軍

の「ジョコウィは反イスラム」という批判を

守派指導者を副大統領候補に選び、対立陣営

ウィ再選の決め手になったのは、イスラム保

の波が強まっている。そのような中でジョコ

政策を注意深く見ていく必要がある。

ジタル化＝民主化という図式を抱くのは楽観

年

◇

られた。ソーシャルメディアは、インドネシ

「ストラテジック・レビュー」誌（

◇

的すぎる。第２次ジョコウィ政権のデジタル

◇

ア民主主義にとって諸刃の剣なのである。

月号）掲載イダ・アユ・プラサスティディ論
万、インス

文によれば、７カ月の選挙期間中に、ツィッ
ター２００万、フェイスブック
タグラム３・７万の意見表示があり、ソーシ
世紀のインドネシアにおいて進行してい

自体は、民主主義の前提となる有権者の自由

この二つの潮流は選挙結果に少なからぬ影響

ャルメディア上で大統領候補者や彼らの政策

で活発な議論という政治参加を示すものであ

を及ぼした。

年大統領選挙においても、

って、選挙のデジタル化は民主主義の足腰を
しかしインドネシア政府当局の統計では、

であるが、イスラム内部においては非寛容化

「民主主義とイスラムは両立する」見本と

年フェイスブックとインスタグラムにおい

強化することに貢献しているといえよう。

１９

デジタル化についても、インドネシア民主

2019年12月号

１０

万のネガテ
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１９

公務員に静かに浸透している現状だ。

に、選挙管理委員会に対して約

５２

毎日アジアビジネスレポート

２１

３０

った情報が流された。選挙最終日、投票当日

１８

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。

今年も活況呈した「双11（ダブルイレブン）」環境破壊の要因にも
ここ数十年の中国を回顧すると、子供が大

月

見てみよう。

日午前零時、今年の「双

きくなると、クリスマスにクリスマスツリー

」イベン

分

トは投了となった。

月 日午前零時

を買って帰り、いろいろなプレゼントをぶら

（ダブルイレブ

日――独身を象徴す

秒、天猫（Ｔモール）の「双 」取引高が１

月

下げる必要はなくなったものだ。

11

表してから

日

時までの取引高は２６８４

００億元（約１５５０億円）を突破したと発

1

と思うと、順豊が届けられ、それが帰ったと

京東商城（ＪＤ・ＣＯＭ）の配達員が来たか

が前日の午後９時には既に届けられ、しかも

兆１７００億円）を上回った。

商城（ＪＤ・ＣＯＭ）も２０４４億元（約３

記録を更新したのは天猫のみならず、京東

億９２００万

１日当たりの宅配便件数は

北京の一老人を自任している筆者だが、ネ

個の新しいピークを記録した。
その時点では、筆者の妻と娘はまだベッド

ットのことはおおよそ分かっているつもり

だった。
から起きて来ないが、午前零時から夜通し忙

だ。ネット上に並んでいる商品価格を見て、

腹積もりがあったので、妻や娘のようにあれ

月

買い、来年夏用の衣服も買う。都会に住むわ

れた農村の親戚もわれわれとはほとんど同じ

命が起きていることを実感できるが、遠く離

と思っていたものを購入した。

パソコンの前で争って買い、筆者は買いたい

何とか睡魔を克服し、

れわれの家庭でも「双

ように消費時代をおう歌し、思う存分消費し
玄関口には段ボール箱が山と積まれる。筆

物をすれば、もっと刺激的で購買意欲をそそ

ようにライブ配信のプラットフォームで買い

しかし、後で分かったことだが、妻や娘の
者は色とりどりの紙で包んで、ツリーの下に

であれ商社であれ、それぞれチャンスはある

によって主流が変化し――プラットフォーム

現在、中国のＥコマース業界はライブ配信

られたかもしれない。

た。

日午前零時を迎え、

これ選ぶ手間は省けるはずだと思っていた。

しい。来年

日の春節（旧正月）用品を

12

置くクリスマスプレゼントを懐かしく思う。

」のすさまじい成果を

ライブ配信がＥコマースを変えた
先ず、今年の「双

36

12

億元（４兆１６００億円）に達した。

24

しかし、今年の
る「１」が四つ並ぶ「双

11

11

思ったら、徳邦がやって来るというあんばい

ン）」―午前零時にオンライン販売する商品

11

11

11

2019年12月号

毎日アジアビジネスレポート

11

11
11
11

26

11

11
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」には巨大な消費革

1

陳言の中国「創新経済」

は危機に直面することを意味している。

が、もしこの機会をつかまえなければ、彼ら

な「幸せな生活」を望んでいるからだ。わが

させたいのは、見ず知らずの国民と同じよう

ためだけでなく、もっと商品知識を「増量」

段ボール箱が山積みになった。

用の商品を買いあさり、玄関先は宅配された

ッピング戦線に躍り込み、今後数カ月（年）

家は食べるもの着るものに困っているわけで

日午前零時

が来ると、消費者のお祭り騒ぎの幕が上がっ

はないが、みんなと全く同じ暮らしをするた

妻と娘が徹夜の奮戦で買いあさっても配達

月

た。午前２時になった時点には、天猫の「双

めには、ライブ配信ルームの薇婭の飽きさせ

されるまでに２、３日はかかるだろうと思っ

「中新経緯」によれば、

」取引高は既に１２８１億５０００万元

ない紹介を見なければ実現できないのであ

動画に巨費を投入した。今年の天猫の「双

プラットフォームはライブ配信とショート

によると、現在、中国の宅配従業員は農民工

人民網が発表した中国版ツイッター、微博

工会によると、「双 」期間中に配達員は毎

％以上を占めているという。中華全国総

（出稼ぎ農民）が主体であり、一線の配達員
バ）の新たなライバルとなった。予約販売の
万７０００品目のブランドがライ
ブ配信で取り上げられ、多くのブランドのラ

本の読者には想像もつかないだろうが、中国

日一人当たり２４８個の商品を配達した。日

段階で、

の

」、淘宝のライブ配信は阿里巴巴（アリバ

のには、筆者もびっくりした。

宅配に支えられたＥコマース

（約１兆９９００億円）に達していた。しか

ていたが、夜が明けると玄関先に届いていた

日両日、彼女は合わ

淘宝、快手、抖音（ＴＩＫＴＯＫ）などの

る。

、
品目の商

億を突破し、中には６分間

ウンドロットが

日から

日の間に宅配

万人近くを臨時に補充した。同時に、ネット

2019年12月号

も、思いも寄らないことに、この時、ライブ
配信を４２００万人のファンが見ていたの
だ。
この一幕は「淘宝（ダオバオ）第一ライバ
月

ー」の薇婭（ウェイヤー）のライブ配信ルー
ムで起きた。
せて三つのライブ配信を行ない、

」で彼女は３

品をセールスした。彼女のセールス能力は疑
いの余地がない。昨年の「双

の家庭がこの期間に購入する商品はこれほど

」前に、「人民日報」は次のような

うに予測している。

ニュースを報じた。「国家郵政局は以下のよ

「双

多いのである。

台の自動車をセ

で１億を突破し、１秒間に

ールスした戦績も残した。淘宝のライブ配信

億円）をセールスし、

億元（約４１９億円）に達した。

を除いて、速売通、飛猪、考拉海購、天猫国

億３０００万元（約
通年では

」前の「おやつフェスティバ

今年は「双

際などの事業体もライブ配信を始めた。
」に合わせて、抖音はこの期

業界が処理する郵便物・宅配便の数量は

天猫の「双

間中に「お好きなもの発見フェスティバル」

件に達する。ピーク時の末端配達能力の不足

億

り、ラウンドロットは１８３万７０００元

を始め、ＳＮＳやライブ配信の形で天猫など

こうしたライブ配信の「革新」によって、

ワーク配達員に対する奨励と配達を激励し

達員、保管場所、車両確保を強化し、既に

28

40
都市、農村を問わず数え切れない人々がショ

だ。

（約２８５０万円）を超え、ライブ配信ルー

ら商品を買っていた。購買意欲を満足させる

妻と娘も薇婭のようなライブ配信を見なが

た。

を補うために、宅配各社のほとんどが末端配

18

ル」のライブ配信で、彼女のセールス総額は

80
のＥコマースと提携してセールスに取り組ん

億４０００万円）を上回

11

11

11

ムの見物者は１１１６万３０００人を上回っ

８６５８万元（約

11

55
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陳言の中国「創新経済」

た」

中国宅配協会の責任者は「われわれは業界

万セットのスマート

各社にコミュニティーの８万カ所余の末端総

合サービスセンターと

宅配便ボックスの効用を発揮させ、末端の配

達能力不足を補う」と語っていた。

」はこれほど人気を集めることはなか

こうした迅速な宅配がなければ、中国の
「双

っただろう。

段ボール箱が環境破壊の要因に

数日後、宅配便の配達員の数は平常に戻

り、玄関先に積み重なっていた段ボール箱の

山も平らになった。妻が小銭を手に戻ってき

た。われわれのマンションの周辺には多数の

段ボール箱が積み上げられ、つぶした段ボー

ル箱を持って行くと、ごみ回収作業員が小銭

と交換していたそうだ。しかし、さらに多く

の段ボール箱が一般のごみとして焼却ステー

ションに送り込まれている。

財新網は次のように報じた。中国で昨年、

消費された宅配便の包装材料は９４１万トン

に上り、再利用率は５％に達していない。重

量でいうと、約８割が回収され、１割以上が

生活ごみに混入し、９割を上回る包装廃プラ

2019年12月号
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が生活ごみと一緒に最終的には焼却され、埋

設処理されている。

28

11

陳言の中国「創新経済」

財新網のデータは

月

日に環境組織のグ

筆者はわが家の妻と娘が来年、時流の尻馬
」

が新市場を開拓することを願うが環境問題を

に乗らないことを願い、また来年の「双

護連合会の３者が共同で発表した「中国宅配

うまく処理してほしいものである。

リーンピース、脱プラスチック、中華環境保
便包装廃棄物の特徴と管理の現状に関する研
究リポート」である。このリポートは昨年に
国内で消費された宅配便包装材料は合わせて
９４１万トンに及び、２０００年当時のこの

年の

％から昨年は

件
％に増加し

日の中国ではほとんど重視されず、対策もな
い。

2019年12月号

数字は２万トンだったことを明らかにしてい
る。
大量の宅配便包装の回収が十分でないこと
による資源浪費、環境影響は軽視できない。
昨年、全中国で消耗した宅配便包装材料は、
その生産、使用、処理の過程で１３０３万ト
ンの二酸化炭素を排出し、これを中和するに
年近く、Ｅコマースがますます盛んにな

は７億１０００万本の植樹が必要である。過
去

は世界一になった。上述のリポートの統計結
件から昨年は

果を見ると、中国の年平均一人当たりの宅配
利用は２０００年の０・

36

に増加している。Ｅコマースが宅配便に占め
る割合は
た。

78
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０１

」は中国に消費革命をもたらした

28

が、同時に新たな環境問題も引き起こし、今

「双

07
11

29

11

11

り、宅配業界はすさまじく発展し、その規模

20
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リーガルコーナー第19回 虎門中央法律事務所中国弁護士・陳軼凡

世澤律師事務所上海支所中国弁護士・徐開元

陳軼凡
虎門中央法律事務所・世澤外国法事務弁護士事務所（外国法共同事
業）所属の中国弁護士、外国法事務弁護士（中国法）。
１９９０年蘇州大学卒業、２００１年中央大学大学院卒業（法学修
士）。主に外商投資やＭ＆Ａ、債権回収、労働法、渉外紛争解決に関す
る業務を幅広く担当。労働法分野においては、これまでに何十社にも及
ぶ企業再編、閉鎖において、補償金案やリスク予測を含む具体的な運用
・法的アドバイスを提供し、多くの日系企業の労働争議や労務リスクに
関する案件を迅速に処理した実績を有する。

徐開元
2003年 上海財経大学法学院を卒業、法学学士の学位を取得
03年～07年 日本に留学し慶應義塾大学法学研究科を修了し法学修士の
学位を取得
07年～08年 黒田法律事務所上海代表処にて勤務
09年～11年 上海大邦律師事務所にて執務
11年～ 世澤律師事務所上海支所にて執務
主に労働法、外商直接投資、M&A及び会社法等の業務に従事。

「外商投資法」による
中外合弁企業の組織構造に対する影響と実務対応の要点

月

15

日に通過した『外商投資法』

日より施行される。『外商投

1

２０１９年３月

が、２０２０年

資法』の規定のもと、外国投資者の直接投資である

毎日アジアビジネスレポート 2019年12月号

か、買収合併であるかを問わず、ネガティブリスト

等の管理制度及びその他の特別な法律、法規による

拘束を除き、基本的に内資企業と同一となり、『会

社法』、『パートナー企業法』等関連する法律、法

規の規定が適用され、現有の『中外合弁経営企業

法』、『外資企業法』、『中外合作経営企業法』

（以下「三資企業法」という）における外商投資企

業に対する各種の特殊な要求に従う必要はなくな

り、形式的には外国投資者により多くの利便をもた

らす。実務的にみると、『外商投資法』が中外合弁

企業の経営に及ぼす影響が最も大きい。よって、本

文は、中外合弁企業の組織構造に対する影響と『外

商投資法』施行後の実務対応の要点について整理す

る。（注・『外商投資法実施条例』が本稿執筆時点

において、まだ意見徴収段階であり、その内容の紹

介は、割愛する）
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『外商投資法』は、施行前に「三資企業

主会―董事会―総経理」という統治構造を

③中外合弁企業は内資会社と同じく、「株

要求を行うべきである。

『外商投資法』によれば、中外合弁企業

法」に準じて設立された外商投資企業に対

形成し、これまで董事会レベルで決定でき

二、実務対応の要点

の定款の中の会社組織構造に関連する条項

し、『外商投資法』施行後も、 年以内は

一、中外合弁企業の組織構造に対する影響

は『会社法』の規定を適用しなければなら

の選出▼表６・董事会会議開催の最少人数

定する（次ページ表４・董事長、副董事長

法』の規定に基づき合弁双方が定款にて規

べて廃止され、この類の内容は、『会社

①中国側合弁当事者に対する保護規定はす

要点にまとめることができる。

つの変更

項目に表れ

商投資法』による変更にすみやかに対応す

①すでに設立済みの中外合弁企業は、『外

い。

の会社統治モデルを形成することが望まし

い、協議を基礎として新たな中外合弁企業

早急に確認を行い対策を講じ、交渉を行

的には、外国投資者は以下の問題について

るよう、過渡期規定を設けた。しかし実務

継続して従来の企業組織形式等を留保でき

なければならないと定めていた。しかし

大事項は、必ず董事会の一致した同意を得

は、企業定款の修正、増資または減資等重

④意思決定システム上、「三資企業法」

弁双方にて改めて約定する必要がある。

会及び総経理の権限分配について、中外合

て、当該統治構造における、株主会、董事

て審議、承認しなければならない。よっ

議、制定した上で、さらに株主会レベルに

た事項が、今後は董事会レベルで方案を協

ず、主に以下の表に定める

▼表７・董事会会議の招集回数▽表８・董

る必要があり、上記の定款内容について修

事により董事会を代替することができる▼

基づき全面的に調整された（表２・執行董

③董事会の運営方式も、『会社法』規定に

ければならない）。

・監事または監事会を設置しな

く、総経理でも法定代表者になることがで

▼表９・法定代表者は董事長でなくてもよ

主会が董事会に代わり最高権力機構になる

②権力機構の構造が変更された（表１・株

ャー＝の選出）。

規定は、『会社法』と全て同一ではないも

例の、持分譲渡、利益分配、税引後基金の

②『中外合弁経営企業法』及びその実施条

判断することができる。

を合弁契約にて事前に約定するかを、自ら

応じて、従来の法規を援用して上記の事項

律上強制要求されなくなる。企業は必要に

『中外合弁経営企業法』の廃止により、法

来は合弁契約に包括必須事項であったが、

製品販売、技術導入、場所使用などは、従

正するほか、中外合弁企業の原材料購買、

整する必要がある。

る責任と権限を明確にするよう、早急に調

分比率に基づき自己の合弁企業経営におけ

受できなくなる。よって、外国投資者は持

事項の審議、承認における一票否決権を享

弁企業の董事会で有していた、前述の重大

下回る場合、外国投資者はこれまで中外合

企業において有する持分比率が３分の１を

されればよいため、外国投資者が中外合弁

以上の表決権を有する株主の同意にて可決

『会社法』は、上記の重大事項は３分の２

きる▼表

表３・董事は合弁各当事者が任命派遣し、

事会の決議方式▼表

る。これらの変更事項は、以下

・総経理＝マネージ

5

のの、外国投資者は『会社法』の関連規定
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株主会の選挙にて選出する▼表５・董事の

31

3

に基づき、自身の利益にとって有利な交渉

10

年を超えてはならない）。

任期は

11

3
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世澤律師事務所上海支所中国弁護士・徐開元
番号

変更事項及び変更の要点

①

権力機関
董事会は合弁企業の最高権力機関であ 株主会は会社の権力機構で
株主会を最高権力機関と り、合弁企業の全ての重大問題を決定 あ る 。 （ 『 会 社 法 』 第 3 6
する
する。（『実施条例』第30条）
条）

②

董事会の構成人数
３名を下回ってはならない。董事会の 有限責任公司は董事会を設
執行董事により董事会を 定員枠の配分は、合弁の各当事者が出 置し、その構成員は３名か
代替できる
資比率を参考にしながら協議して決定 ら 1 3 名 と す る 。 （ 『 会 社
する。（『実施条例』第31条）
法』第44条）
株主の人数が比較的少ない
又は規模が比較的小さい有
限責任会社は、執行董事を
１名置き、董事会を設置し
ないことができる。 （『会
社法』第50条）

③

董事の選出
合 弁 の 各 当 事 者 が 任 命 派 遣 す る 。 従業員代表を務めていない
董事は株主会の選挙によ （『合弁企業法』第6条）
董事は株主会により選出す
り選出
る（『会社法』第37条）

④

董事長、副董事長の選出 董事長と副董事長は、合弁の各当事者 董事会には董事長1名を置く
会社定款の規定による の協議を経て確定する、または董事会 ものとし、副董事長を置く
により選出する。
ことができる。董事長、副
中外合弁当事者の一方が董事長を担う 董事長の選出方法は会社定
場合、他方が副董事長を担う。（『合 款により定める。（『会社
弁企業法』第6条）
法』第44条）

⑤

董事の任期
任期を４年とし、合弁各当事者が継続 董事の任期は会社定款の定
任期は3年を超えないこ して任命派遣することにより再任する めによるが、任期は１期３
と
ことができる。
年を超えることはできな
（『実施条例』第31条）
い。
連続して選出された場合は
再任することができる。
（『会社法』第45条）

⑥

董事会会議の開催最少人数 董事会会議は３分の２以上の董事が出 有限責任公司：明確な規定

会社定款により規定

『中外合弁経営企業法』及び
『中外合弁経営企業法実施条例』

『会社法』

席しなければ開催できない。董事が出 はなく、会社定款により自
席できない場合、委任状を発行して他 ら規定する。
人に委任して出席と表決を代表させる 股分有限公司：過半数の董
ことができる。（『実施条例』第32 事の出席を得て開催しなけ
条）
ればならない。（『会社
法』第111条）

32
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番号

⑦
⑧

変更事項及び変更の要点

⑩

⑪

『会社法』

董事会会議の開催回数 董事会会議は毎年少なくとも１回開催 董事会会議の毎年の開催回
会社定款により規定 する（『実施条例』第32条）
数について明確な規定はな
い。
董事会決議方式
会社定款により規定

⑨

『中外合弁経営企業法』及び
『中外合弁経営企業法実施条例』

法定代表者

重大事項は董事会会議に出席した董事 董事会の議事方式と議決手
の全員一致で可決しなければならない 続は、本法に定めのある場
ほか、その他の事項は、合弁企業の定 合を除き、会社定款の定め
款に明記された議事規則に基づいて決 による。
議することができる。（『実施条例』 董事会決議の議決は、1人1
第33条）
票により行う。
（『会社法』第48条）

董 事 長 は 合 弁 企 業 の 法 定 代 表 者 で あ 会社定款の規定に従い、董
事長、執行董事又はマネ
ージャー（原文は「総経
理」）が就任する。 （『会
社法』第13条）

総経理も法定代表者となる る。（『実施条例』第34条）
ことができる

総経理の選出
会社定款により規定

総経理1名、副総経理を若干名とする。 有限責任公司には、総経理
董 事 会 に よ り 招 聘 す る 。 （ 『 実 施 条 を置くことができ、董事会
例』第35条、第37条）董事会の招聘を が 任 命 又 は 解 任 を 決 定 す
経て、董事長、副董事長、董事は合弁 る。（『会社法』第49条）
企業の総経理、副総経理その他の高級
管理職を兼任することができる（『実
施条例』第37条）
正副総経理は合弁の各当事者がそれぞ
れ担う。（『中外合弁経営企業法』）
第6条）

監事及び監事会の発生 監事及び監事会の規定はない
会社法及び会社定款の規
定による
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有限責任会社は、監事会を
設置するものとし、その構
成員は3名を下回ってはなら
ない。株主の人数が比較的
少ない又は規模が比較的小
さい有限責任会社は、1名
乃至2名の監事を置き、監事
会を設置しないことができ
る。（『会社法』第51条）

