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介護、
医療現場の明日
新興国デジタル産業との共創

外国人材、広がる送り出し国
――アジア・デジタルトランスフォーメーション
日本に「一帯一路」への積極参加を呼びかける蒋建国・新聞弁公室主任＝北京2017年12月16日、赤間清広撮影
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新興国デジタル産業との共創 アジアイノベーション還流

経済産業省は昨年９月、大臣官房の下に「アジア新産業共創政策室」を新設
した。新組織が推進する「アジア・トランスフォーメーション」という構想
は何か。アジアのデジタル化パワーを取り込み日本の産業構造改革につな
げる－－などという構想を、同室の宮本香織氏に解説してもらった。
シリーズ：アジアの新興企業・財閥⑧
日中合弁「恒大礼愛」中国の高齢者地域共同体を運営
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急速な高齢化で高齢者地域共同体（CCRC）が注目を浴びる中国。雲南省の州
都昆明でCCRC「恒大養生谷」の開発を手がけるのが、恒大健康集団（本社・
広州市）だ。
シリーズ：米国のアジア人脈⑰ 東南アジアと中国分析で頭角表す
ジョナサン・ストロムセス米ブルッキングス研究所上級研究員
シリーズ「中国商務熱点」④ 人民日報の視点
中米が第１段階合意に署名－－共通の利益にかなう一歩
ビジネス情報 パキスタン大使招き懇談会
「経済状況は改善 将来は世界経済引っ張る存在に」
コラム・小川忠のインドネシア目線
模索するデジタル民主主義
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陳言の中国「創新経済」 日本企業は上海に集中しているが・・・
北京は近い将来ＧＤＰで上海を追い越す

25

筆者の陳言氏は原稿の冒頭で、武漢を震源地とする新型コロナウイルス肺炎
にも触れ、地元政府による隠蔽や報道規制が全中国、世界に影響を及ぼし、
経済損失で今年の中国のＧＤＰ１００兆元超えに暗雲が立ちこめていると
指摘する。
リーガルコーナー㉑

台湾への投資――資金投入及び会社設立の形態とポイント
2
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Asia Inside

新興国デジタル産業との共創

ていくことが様々なところで議論

市場はインド、東南アジアに移っ

クアウトが顕著になり、次の成長

政策局、通商政策局、貿易経済協

臣官房の下に設置した。経済産業

織、アジア新産業共創政策室を大

業省では、昨年９月に新たな組

企業に「同僚・同士効果（

な行動を試みることで、周囲の

勇気ある企業数社がパイオニア的

いる。その一つの切り口として、

しい産業政策の検討を旗印にして

％

議会成長戦略部会や未来投資会議

果（ Snow Ball Effect
）」がある
ことが近年知られており、アジ

ション構想は、その一例として、
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経済産業省アジア新産業共創政策室 宮本香織

インド、東南アジアに焦点

されている。米中摩擦をきっかけ

力局の三局に横串を通す新組織

が得られなかった反省に触れ、新

に日本の４倍にもなる成長マネー

で、「アジア・デジタルトランス

）」を及ぼし、それが雪だ
Effect
るま式に大きくなる「雪だるま効

こうした状況を踏まえ、経済産

が東南アジアに流れ込み、東南ア

フォーメーション（ＡＤＸ））」

中国の成長センターからのピー

ジアのデジタルエコノミーは、２

という構想を推進し、産業構造審
％～

未来投資会議では、税や予算と

パイオニア的な企業数社を育てる

ア・デジタルトランスフォーメー

いった既存のインセンティブ措置

プロジェクトにリソースを集中投

でも議論いただいている。
れば、日本のデジタルエコノミー

では、企業の製品開発投資やＭ＆

資する。

年と伸び
を追い越す日も近いと見るべきで

Ａの経営決定に対して十分な効果
ある。

このまま２０３０年、

Peer

年に
兆円へと、年率

２５

30

０１４年の数兆円程度から
は約

20

40

の成長率で急速に成長している。

32

3

アジア・デジタルトランスフォーメーション

※東南アジアのスタートアップ企業の資金調達額は1～6月期で151.8億ドル
（約1兆6700億円）で、18年年間の118億ドルは大きく上回る。ジャパンベン
チャー・リサーチの調査によると、基準は異なるが1～6月の日本における未
上場スタートアップの調達額は約1700億円でほぼ18年並みの水準。

※Google, TEMASEK, ”e-Conomy SEA 2019”より

メーションの基本的な視座は、大きく

アジア・デジタルトランスフォー

能力、人材、その他無形資産を育む苗

ジアに出し、新しい事業を育てる組織

企業の人材やノウハウを出島としてア

新興国デジタル化パワーを取り込み

４つある。

す起爆力が弱い。一方、新興国では、

会になり、デジタルで構造改革を起こ

ンの加速化だ。日本は、相当便利な社

は、デジタルトランスフォーメーショ

下しているということがある。日本企

業しか顔が見えず、日本の存在感が低

ババやテンセントなどの中国の巨大企

ミーにおけるパートナーとして、アリ

三つ目に、アジアのデジタルエコノ

二つ目は、日本の企業経営における

などは、むしろ中国類似のデータロー

は、ベトナム、インドネシア、インド
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床とすべきではないか。

社会構造の変革がなければ生死に関わ

業がこれまで製造拠点として進出し、

問題だ。日本企業は、既存ビジネスの

カライゼーション規制を設ける動きが

ジタルルールに服するのかが非常に重

4

まず、本政策に取り組む最大の目的

る切迫感があり、むしろ新興国の方が

ションが弱体化しかねない状況であ

築いてきた東南アジアでの良好なポジ
起こしやすい環境が整っている。日本

り、デジタルエコノミーへの参画を一

デジタルトランスフォーメーションを
の中で構造変革を起こそうとするより

気呵成に進める必要がある。

サミットで安

四つ目は、デジタルのルール整備に

も、アジアの新興国に舞台を移すこと
により、デジタルトランスフォーメー

ついてだ。昨年、Ｇ

倍総理がＤＦＦＴ（

ションを加速化でき、それを日本の産
業構造改革につなげる方が、むしろ近

効率化には長けているが、次なる新た

顕著になってきており、東南アジア６

Data Free Flow
道ではないかということが一つ目の問

なビジネスを育てていく経営ができて

億の人口がどのようなデ

億、インド

題意識である。

）という概念を世界中に広
with Trust
めていく意向を表明したが、実際に

20
いないとの指摘がある。そこで、上述
のような新興国の環境を利用すべく、

13

(インド・ASEAN出所）The Global Unicorn Club（CBインサイト）
(日本出所) Japan Startup Finance Report2019年上半期版

企業のデジタル活動を作る投資とルー

れていなければ説得力を持たず、日本

て、日本企業の活動がその地域で行わ

働きかけるためには、その前提とし

る。それぞれの評価額は１兆円を超え

も提供してくれる企業へと進化してい

は、アプリ一つで生活サービスを何で

るライドシェア企業だったが、昨今

的な企業の例として、 Grab
や Go-jek
な
どがある。これらは、もともといわゆ

要な論点になっている。こうした点に

ル整備を一体的に推進していかなけれ

ており、こうした企業が東南アジアか

らは出現するが、日本からは現れない

ばならない。
アジアのデジタルエコノミーでは、

ジタルトランスフォーメーションで

こうした状況を踏まえ、アジア・デ

泰企業連携プロジェクトの署名式を開

ト副首相と牧原副大臣の参加の下、日

月に、タイのバンコクにて、ソムキッ

毎日アジアビジネスレポート 2020年２月号

という対比が明らかになっている。

は、東南アジアやインドに存在する、

催した。安倍総理とプラユット首相と

5

いわゆるユニコーン企業の数が、日本
の５社を上回り、圧倒的に多い。典型

ペインポイントといわれる深い社会課

のバイ会談においても本プロジェクト

ＡＤＸ第一弾をタイで

題、それをデジタルで解決したいとい

連携プロジェクトは、合計６つあ

については言及がなされ、プラユット
え直し、日本列島の中ではなく、アジ

り、日本の大企業と現地のスタート

う強い欲求、それを許す規制の緩さ、

ア新興国に日本の資金・人材・技術・

アップとの連携事例として、一つ目

首相からは高い関心が示された。

ノウハウを移しかえ、新しいビジネス

これらを日本にとってのチャンスと捉

モデルを一緒に作ることで、日本の産

は、低所得者向けに車両の広告用カー

に、豊田通商と Flare
というタイのス
タートアップ企業の連携がある。これ
業構造転換につなげたい。
その具体化の第一弾として、昨年

11

ライドシェアから生活サービス全般のマーケットプレイスに進化したインドネシア・Go-jek社の流れ

企業向けの車両管理システムの共同開

業との連携では、凸版印刷の ID
認証技
術を活用し、メコン域内の物流・宅配

と
である。二つ目に、凸版印刷と DRVR
いうタイの車両管理スタートアップ企

得者でも車両の購入を可能にするもの

サービスを提供することにより、低所

走行実態に応じた広告収入を還元する

ラッピングサービスを提供し、車両の

み合わせたアジア型の物流モデルを構

運営する財閥が連携し、人と機械を組

とＷＨＡというタイ最大の物流倉庫を

る。五つ目に、グラウンドという物流

熟練工でなくてもリアルタイムで発電

リング企業が連携し、ＡＩを活用して

企業とＴＴＣというタイのエンジニア

Ｉ導入を進める日本のスタートアップ
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の効率化を図る日本のスタートアップ

最後に、日泰両国のスタートアップ

社によるイン

の連携
キュベーターである Innospace
では、日泰両国のスタートアップ育

て、「政府では、新興国企業との連携

による新事業創出を『アジアＤＸプロ

6

効率を向上させるシステムを実現す

発を実施する。
現地の財閥や大手企業との連携事例も

エコシステム自体を連携させるプロ

築する。
ある。三つ目に、ウミトロンという日

ジェクトとして、日本のディープテッ

また、日本のスタートアップ企業と

本のスタートアップ企業とタイ最大財

と泰の財閥や政府等

ク・インキュベーターであるリバネス

閥傘下の食品子会社である CPFOOD
との
連携では、ＣＰが行うエビの大規模養
技術を活用し、適切なタイミング・量

成・展開の相互支援を通じて日泰企業

殖において、ＡＩを活用した画像認識
の自動エサやりを実現する。四つ目に

のさらなるマッチングを図っていく。

月には、新しい成長戦

は、スカイディスクという工場へのＡ

16

略実行計画策定に関する中間報告とし

ている。昨年

支援策充実で加速化図る
こうしたイノベーティブな連携をタ
イだけでなくアジア新興国ワイドで広
めることについて、総理を議長とする
未来投資会議において議論が進められ

12

ジェクト』として推進しており、（中
略）ＪＥＴＲＯと在外公館とが協働
し、経営層レベルのマッチングなどを
行うほか、国内の大企業・既存企業
が、アジア企業とともに新たなサービ
スや商品を志向的に開発する取組や、
優秀な人材を外部に送り出す取組を支
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援する。こうした取組を通じ、最初の

7

パイオニア企業数社を育てるプロジェ
クトを集中的に立ち上げ、『同僚・
）』を起こす
同士効果（ Peer Effect
リーディングモデルを創出する」こと
としている。
こうした議論を踏まえ、「アジアＤ
Ｘ等新規事業創造支援事業」を補正予
算事業として計上したほか、日本企業
が国内外問わずベンチャー企業に出資
する際に所得控除を認める「オープン
イノベーション促進税制」も今国会に
提出するなど、支援策の充実を通じ、
アジアＤＸプロジェクトを加速化して
いく。

昨年１１月、タイのバンコクで日タイ企業連携プロジェクト署名式に臨んだ両国政府関係者。両国の大企業や
スタートアップが連携してオープンイノベーションを進める６つのプロジェクトの協力覚書が結ばれた。前列
右から竹内厚ＪＥＴＲＯバンコク事務所長▽佐渡島志郎前在タイ日本大使▽牧原秀樹経済産業副大臣▽ソムキ
ット・タイ副首相▽ナタポール・タイ工業省工業振興局長▽和田有平ＡＯＴＳバンコク事務所長▽チナウット
・タイデジタル経済振興庁副所長＝経済産業省提供

シリーズ「アジアの新興企業・財閥・官僚組織」⑧

日中合弁「恒大礼愛」

中国の高齢者地域共同体を運営
日、標高約１８００メー
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雲南省昆明で事業
月

8

急速に高齢化が進む中国ではＣＣＲＣ（高齢者地域共同体）が注目を浴びて

昨年

に、本日、（雲南省昆明市）嘉麗澤で

での養老プロジェクトの提携をベース

いる。（同グループとは）陝西省西安

日本の優れた介護サービスを提供して

（介護）企業である。多くの高齢者に

内で成功した経験がある日系の養老

企業で一番早く中国に進出し、中国国

総裁は「（リエイ・グループは）日本

９社・団体である。同集団の丁家件副

集団、日本のリエイ・グループなど計

プ代表。出席したのは中国の恒大健康

社長、左隣りが椛澤一リエイ・グルー

念式典で右端が椛澤優奈アジアリエイ

上は完成予想のジオラマ、写真下は記

提携を記念する式典が開かれた＝写真

ターでグローバル健康ブランド企業の

トルにある恒大養生谷の国際会議セン

25

いる。雲南省の省都、昆明市嘉麗澤でＣＣＲＣ「恒大養生谷」の開発を手がけ
ているのが恒大健康集団（本社・広州市）である。同集団は介護や老人ケアの
ノウハウを持つ日本のリエイ・グループ（本社・千葉県浦安市）と合弁でＣＣ
ＲＣの運営会社、恒大礼愛（中国企業名「恒澤礼愛」）を設立した。シリーズ
８回目は恒大礼愛を取り上げる。【毎日アジアビジネス研究所長・清宮克良】

10

問題対応の一助となれるように努めて

し、中国の喫緊の国家課題である養老

で培った介護事業の経験、知見を生か

イ・グループ代表は「日本の高齢社会

で介護事業などを展開する椛澤一リエ

で語った。中国において礼愛ブランド

も提携できたことは喜ばしい」と笑顔

る。椛澤優奈社長は挨拶で「２０１１

て恒大養生谷の運営に本格的に参入す

て、リエイ・グループは恒大礼愛とし

集団と調印をした。この調印によっ

椛澤優奈アジアリエイ社長が恒大健康

写真上＝を行い、実際に業務にあたる

愛国際頤養センター」設立の除幕式＝

年までに上海、（四

年の北京での日本介護のショールーム
設置を皮切りに
川省）成都、（江蘇省）南通の３都市
にモデル施設を開設しています。現
在、中国各地において、多くの中国の
トップクラス企業のコンサルティング
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いきたい」と挨拶した。

礼愛ブランドで展開
式典では丁氏と椛澤代表が「恒澤礼

を進めることと並行して、このたび恒
大健康集団との合弁会社設立となりま
した」と述べた＝写真下は恒大養生谷
の完成部分。

恒大健康集団と提携
恒大健康集団はサッカーチーム「恒
大広州」を持つ中国最大手の不動産会
社、「恒大集団」の傘下にある。恒大
健康集団は医療、健康管理、養生、養
老、医薬・医療機器と生命科学の６つ
の業務を一体化し、恒大養生谷をベー
スに、会員制でサービスを展開する総
合的な大型健康産業グループである。
２０１５年に設立された当初から、積

9

17

て設計され、子供から老人までが住め

養生谷はヨーロッパのリゾートを模し

づけ「介護から快護へ」のコンセプト

で介護事業に参入した。「食と癒やし

るＣＣＲＣとして５年から 年後の完
成時には人口

万人に達するという。

欧州風 乗馬施設も
そのシンボルとなる乗馬施設のクラ
ブハウス＝写真下＝にはヨーロッパ調
の絵画が飾られ、約３００頭の馬が飼
育・調教されている。雲南省がもとも
と馬の生産地だったことが乗馬施設建
設の理由であるが、高級なブランドイ
メージをＰＲする戦略であることは間

実践し、国民の健康レベルを全面的に

極的に「健康中国」という国家戦略を

た。国内外に約６００カ所（２０１９

２年にグループ代表の椛澤氏が創業し

一方、リエイ・グループは、１９７

違いない。

向上させるため、中国国内で最大規
年

月現在）のサービス拠点を持ち、

模、最高レベルの健康サービスのサプ
ライヤーであるとともに、健康システ

設の給食を主とする生活サービスでは

その中で企業や各種団体の福利厚生施

全体での年間食数は１３００万食を超

ムを構築する事業者を目指している＝
恒大養生谷は総面積約５３３万平方

え、その数は国内の介護を手がける会

国内トップクラスに位置し、グループ

メートルの巨大な敷地に建設が進めら

２０００年の日本の介護保険制度施

社としては最大級になっている。

期目で、ホテル、国際会議場、城型マ

行を機に、介護を特殊なものと捉えず

期計画の現在は２

ンション、乗馬施設などが完成してい

高齢者への快適な生活サービスと位置

れている。全行程

る。今後、介護施設やシニア向けマン
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7

づけ「介護から快護へ」のコンセプト

10

7

写真右は昆明国際空港の電飾看板。

10

ションなどが次々に建設される。恒大

12

年にタイ

で介護事業に参入した。「食と癒やし
の快護」を掲げて、海外は
のバンコクに進出、介護士養成スクー
ル運営や訪問介護事業・有料老人ホ
ーム運営に乗り出し、教育・ＯＪＴ

毎日アジアビジネスレポート 2020年2月号

）・就労など
（ On-the-Job Training
アセアン地域の教育拠点にしている。

カ年計画」には高齢

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）

月から現職。

10

11

ＩＴで未来型サービス
リエイ・グループが北京に進出した
次

中国の養老対策は喫緊の国家課題とな
り、そのニーズに応える形で、その
後、上海、成都、南通と展開し、現地
高齢者を対象に介護施設を運営し日本
的介護サービスを提供している。中国
年からはコンサルティ

が期待する日本の介護の代表的中国進
出企業として

ング事業を開始し、さらに昆明、西安

年に米ジョンズ

ポプキンス大国際関係大学院（ＳＡＩＳ）客員研究員、そ

１９８３年毎日新聞社に入社。水戸支局、社会部、政治部。

ほか、今後、中国大手企業とのＩＴを

の後、ワシントン特派員、政治部副部長、さいたま支局長

における恒大健康集団との共同事業の
活用した未来型の老人ケアサービス、

ントを手掛ける。２０１８年

ベトナム、ミャンマー、タイ、ロシアでフォーラムやイベ

などを経て執行役員国際事業室長。中国、インドネシア、

出す予定である。

そして介護教育事業にも本格的に乗り

98

03

２０１１年に発表された中国政府の基
本政策「第
5

化社会に対応する意向が明記された。

12
14

シリーズ

米国のアジア人脈 ⑰

％超の賛成が必要で、内

■ウ・タント氏の孫との会話

月に

アピールする狙いがあるとみられる。

（ＮＬＤ）の勝利に向け、公約実行を

予定する総選挙で与党・国民民主連盟

が大きい。改憲案提出は、今年

容に不満を持つ国軍が拒否する可能性

法改正には

政治関与を低下させる内容が柱だ。憲

議員を段階的に削減するなど、国軍の

ジョナサン・ストロムセス米ブルッキングス研究所上級研究員

東南アジアと中国の分析で頭角現す

で、両国が抱える人権問題は互いの解

習近平氏のミャンマー訪問は、巨大

その少数派イスラム教徒ロヒンギャ

て、ストロムセス氏のインタビューに

マーをめぐる３大焦点だ。これについ
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及川正也・毎日新聞論説委員
ビルマ（当時）の外交官から国連事務総長に上り詰めたウ・タント氏の孫でミャンマー大統領の顧問も務めたタント・
ミントウー氏が昨年暮れ、米ブルッキングス研究所のポッドキャストシリーズに出演し、ミャンマーの現状と将来を語っ
た。そのタント氏を招いたのが、ブルッキングス研究所上級研究員で東南アジア研究所リー・クアンユー・チェアのジョ

には連邦議会の憲法改正委員会が憲法

決努力を支持するとの表明にとどまっ

ナサン・ストロムセス氏だ。長く勤務した東南アジアからの視点で中国の動向をとらえる論客として注目されている。

改正案を提出した。

年明けからミャンマーをめぐる情勢

経済圏構想「一帯一路」の一環である

の迫害問題に対するＩＣＪの決定で

■ミャンマーめぐる動き加速

が大きく動いた。中国の習近平国家主

中国・ミャンマー経済回廊の主要事業

中国、ロヒンギャ、改憲は、ミャン

日、今年最初の外遊先

は、ジェノサイドの認定を留保したも

～

で覚書を交わした。今年はミャンマー

席は１月
としてミャンマーを訪問し、アウンサ

のの、ジェノサイドにつながる行為を

ジョナサン・ストロムセス氏
＝米ブルッキングス研究所の
ホームページから

周年にあたる。新

た。

11

と中国の国交樹立

防ぐ「あらゆる対策」を求め、４カ月

13

12

75

ンスーチー国家顧問兼外相と会談。１

華社によると、両氏は苦楽をともに

以内の報告をするよう命じた。スー

日にはオランダ・ハーグの国際司

し、発展を目指す「運命共同体」の構

月

法裁判所（ＩＣＪ）がジェノサイド

チー氏はＩＣＪの命令について、組織

％を占める軍人

一方、改憲案は、国軍最高司令官が

摘して反論している。

団報告などを「根拠のない物語」と指

能性を指摘した国連人権理事会の調査

築を目指すことで認識が一致したとい

20

（大量虐殺）防止の対策を求める仮保
全措置命令を出した。さらに１月

16

的な殺害や性暴力、ジェノサイドの可

18

う。経済的な協力の強化が会談の目的

17

日

70

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

指名し、上下両院の

25

27
92

23

く、観光や中小の投資などの事業で交

ていない。むしろ、一帯一路ではな

が、中国・ミャンマー経済回廊は動い

らビッグプロジェクトまである。だ

トナーだ。日用品やスマートフォンか

は現在、ミャンマーの最大の貿易パー

中国との経済協力については「中国

いものだった。

答えたタント氏の見解は非常に興味深

状を調査研究してきた経験に基づくも

ミャンマーだけでなくアジア各国の現

ではない」とタント氏が言うのは、

―。「これはミャンマーに限ったこと

展望を描くかの議論がまったくない―

経済成長や収入格差についてどういう

ンやアジェンダの共有がないことだ」

済をどう発展させるかについてビジョ

はそれほど問題ではなく、むしろ、経

る政策立案と助言に関わった。ストロ

アジア、東アジア、太平洋問題に関す

室でアジア政策に従事し、中国、東南

年から２０１７年まで国務省政策立案

ンコク、ハノイ、北京に赴任した。同

年から２０１４年までアジア財団のバ

心に政治学の博士号を取得。１９９８

コロンビア大学で東南アジア政治を中

ンやタケオ州に派遣された。その後、

プロセスを間違いなく結合させること

ための議論や努力に新しい民主主義の

般の国民の生活や暮らしを向上させる

テムを渇望している。重要なのは、一

はより自由で競争力のある政府のシス

まだ７年か８年だ。ミャンマーの国民

れば遠い将来だ。軍事独裁が終わって

響は）いまのところないし、あるとす

氏はこう答えた。「（中国の政治的影

では、ミャンマーはどうか。タント

ニューヨークで生まれたタント氏は

くにベトナム問題に詳しい。今後は、

ムセス氏はＮＬＤが勝利した２０１５

ロヒンギャ問題に対するスーチー氏

米ハーバード大学とジョンズ・ホプキ

ストロムセス氏はタント氏とのイン

中国とミャンマーの問題が間違いなく

のだろう。

の態度については「人権や自由民主の

ンス大学で学んだ後、１９９６年に英

タビューで「ビルマ（ミャンマー）に

中心的なテーマになるだろう。人権問

流が深まっている」と話す。

アイコンとしての彼女が常に欧米の尺

ケンブリッジ大学で歴史学の博士号を

ついての私たちの理解を深めてくれ

何であれ、彼女はまさにナショナリス

くの国民のムスリムへの恐怖感であれ

ナショナリストである必要はない。多

り、ナショナリストは常にリベラルな

１９９２年からの国連カンボジア暫定

の政治顧問を務めたが、それに先立つ

ア・ヘルツェゴビナの国連特別代表部

ユーゴスラビア国連保護部隊、ボスニ

維持活動（ＰＫＯ）に従事した。旧

がある。従来からのリベラルな秩序や

「世界では対立する開発のシステム

下のように語っている。

の接近だ。タント氏とのやりとりで以

が注視するのは、中国のミャンマーへ

た」と称賛している。ストロムセス氏

疆ウイグルについて「（中国の）問題

し、ミャンマーは台湾、チベット、新

ンマーの自力解決を支持したのに対

問では、ロヒンギャ問題についてミャ

なる。さきの習近平氏のミャンマー訪

係者、研究者にとっては大きな問題に

題は、とりわけ米国の政治家、政府関

ストロムセス氏は東南アジアでもと

トリーダーとしての役割を果たしてき

統治機構（ＵＮＴＡＣ）でアジアを学

民主主義などを米国は代表している

解決への努力を支持する」と表明し

と会ったという。

だ」

度によって判断されてきた。それが問

取得した。タント氏は３つの国連平和

年のミャンマー総選挙の際もタント氏

題だ。彼女は常に国家的な指導者であ

た」との見方を示した。

んだ。

が、中国は違う形を促進している。い

た。

ている。「確かに国軍は

％の議席を

また、憲法改正についてはこう語っ

わば、民主的な統治と権威的な国家主

国民が必要な憲法改正を支持している

や予算を完全に掌握している。多くの

超える議席を持っており、日々の法律

いるが、ＮＬＤは議会で過半数を優に

Ｃの選挙監視団の一員としてプノンペ

２年から１年間、国務省からＵＮＴＡ

ビア大学で国際政治学を学び、１９９

たのが、ストロムセス氏だ。米コロン

そのカンボジアでの勤務中に出会っ

だ」。

間接に影響を与えているということ

などさまざまな国々の内政に直接、

ルがとりわけ東南アジア、カンボジア

導の開発モデルだ。問題は、中国モデ

後も欧米の注目の的となるだろう。

ンマーの人権問題をめぐる対応は、今

裁判所（ＩＣＣ）の捜査も進む。ミャ

ロヒンギャ問題については国際刑事

■中国の影響に注目

が、それでも憲法における国軍の存在

持ち、防衛、国境警備、治安を担って

25

13
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中米経済貿易協議

シリーズ「中国商務熱点」④
人民日報の視点

中米が第１段階合意に署名

も、中国側は常に理性と冷静さを保

ち、両国の共通利益と世界貿易秩序の

大局を守る観点から、対話と協議によ

る問題解決を堅持し、最大の辛抱強さ

と誠意をもって米側の示した懸念に対

「貿易摩擦の終結へ向かう」という好

名式で鳴りやまぬ拍手の音からは、

た。通常と異なる非常に高い格式の署

に受け止め、相互参考と共同進歩の意

いの間の各面に存在する差異を客観的

線、発展段階の異なる中米両国が、互

歴史・文化・伝統、社会制度、発展路

と決意、実力とエネルギーを互いに認

それ以上に、これが中米にとって意志

頓挫し、成果を得るのは困難だった。

し、実務的な解決案を示した。幾度か

溝を適切に処理し、様々な困難を克服

という事実は、互恵・ウィンウィンが

物語っている。相手国の尊厳・主権・

14

応し、小異を残して大同につく姿勢で

材料のメッセージを強めることへの願

義を弁証法的に考え、「協力こそが唯

米双方の関心を体現しており、平等と

括経済対話の中国側トップは米国の通

中米経済貿易協力の本流であることを
た。並大抵でなく困難な長い過程にお

核心的利益を常に尊重すれば、双方は

2020年２月号
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共通の利益にかなう一歩
中米経済貿易協議の第１段階合意が

いが透けて見えた。この成果が問題解

目を向ける必要がある。正しい知識を

日にホワイトハウスで２００

米時間

く理解し、小異を残して大同につく協

悟り、正しい思想によって実践を指導

識する困難な道のりでもあったことに

の共通利益にかない、世界の平和と繁

力・ウィンウィンの道を手を携えて切

して初めて、これまでの全ての努力が

一の正しい選択である」との道理を深

栄に資する一歩であることは誰もが認

り開くには、非凡な戦略的視点と卓越

決へと前進する一歩であり、中米両国

人余りが立ち会う中、正式に署名され

めている＝写真はドローンで撮影した

互恵・ウィンウィンの合意

無駄ではなくなる。
話会談を７回行い、経済貿易問題の解

段階合意は中
明確にし、方向性を導いた。両国首脳

相互尊重に基づき形成された互恵・

客観的に言って、第
な気持ちを物語るに十分な積極的な反

の共通認識に導かれて、中米ハイレベ

ウィンウィンの合意だ。合意に達した

決について共通認識を形成し、原則を
応を国際市場が続けざまに示した。そ

回行われ、中米包
回あまり通話し
向き合って進み、溝を管理・コント

いて、たとえ疾風と暴雨に見舞われて

商代表や財務長官と
ロールする行動を取らねばならない。

貿易摩擦を止めるには、双方が共に

13

20

要な日だろう」と直ちに評した。

ル経済貿易協議は

中米双方の企業と市場の奮い立つよう

年以降、両国の首脳は会談を２回、電

した政治的知恵が不可欠だ。２０１８
月 日に中米双方が第

上海洋山深水港。人民日報提供。
２０１９年

13

段階の合意に達したと発表した際、

12

して米側がこれを、「貿易史上最も重

1

1

15

前進の中で出現する困難を克服でき
る。合意での約束を遵守することは、
両国の貿易協力の拡大、特に両国の資
源の最適な配置と経済構造の調整に寄
与し、両国の企業と世界中の投資家に
さらに安定した見通しをもたらす。こ
れは世界中の生産者、消費者、投資者
の共通利益でもある＝写真はドローン

15

で撮影した上海自由貿易試験区臨港新
片区。人民日報提供。
「太平洋をまたぐ握手」から「太平洋
をまたぐ協力」へ。新時代の中米経済

2020年２月号
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貿易関係は良好な発展を維持する良い
基調であるべきだ。中国にとって第

勢に順応し、人々の日増しに高まる素

す。これは国内消費の高度化という趨

ある製品及びサービスの輸入を増や

い、米国を含む各国から良質で競争力

ル及び市場化・商業化という原則に従

企業は世界貿易機関（ＷＴＯ）のルー

い。中国国内市場の拡大に伴い、中国

という経済の基本的趨勢に変わりはな

「安定の中で好転」「長期的に好転」

革を深め、開放を拡大し続ける。

をしっかりと行い、自らのペースで改

在的需要と合致する。中国は自国の事

し、質の高い経済発展の推進という内

開放の拡大という大きな方向性と合致

段階合意は全体として改革の深化及び

1

中国は一貫して、溝や摩擦は最終的に対話と協議によって解決するべきだという方針を堅持して
いる。中国の多くの権威ある専門家は、中米経済貿易協議の第1段階合意は平等かつ互恵的で、ウィ
ンウィンな合意であると考えている。中国社会科学院世界経済・政治研究所研究員の高凌雲氏は、
「長期にわたって、中国政府は知的財産権保護を非常に重視してきた。今回の合意で得られた共通
認識は、知的財産権保護の強化という中国の改革の方向性に合致し、イノベーションを保護するう
えで役立ち、国外の知的財産権がさらに中国へと導入され、イノベーション型国家を築き、イノベ
ーション型企業を育成するうえでプラスになる」と指摘した。また、中国社会科学院世界経済・政
治研究所国際貿易研究室主任の東艶氏は、「為替レートに関する内容には、通貨の競争的な切り下
げを控え、為替レートを競争目的で用いないといった、平等互恵と相手国の通貨政策の自主性尊重
という原則が体現されている。これによって中国の為替政策の自主性が根本から保障され、『プラ
ザ合意』のような不利な結果を招くことはないだろう」との見方を示した。今後、中国は改革開放
の既定の方向性とテンポを堅持し、自国の事をしっかりとやることを堅持し、中国経済の長期的な
安定運営を実現するよう努力していくと思う。

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。
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晴らしい生活へのニーズを満たす助け

劉軍国のミニ解説

となる。

協力は摩擦より良く、対話は対立よ

り強い。中米間の経済貿易問題の解決

は長期的で複雑かつ困難だ。中米間の

経済貿易協力を維持するには、たゆま

年余りの実践は、「和す

ぬ努力を堅持する必要がある。中米国

交樹立以来

れば共に利し、争えば共に傷つく」と

いう基本的事実が常に変わらぬことを

繰り返し証明している。互いの核心的

利益と重大な懸念を尊重し、平等と相

互尊重の原則に従い、いかなる困難に

も決してくじかれぬ意志と行動を示し

さえすれば、やれることは困難の数よ

り多いはずだ。現在、中米双方は評価

と紛争解決の取り決めをすることで合

意した。これは今後中米が問題解決の

建設的な案を共に協議し、摩擦のエス

カレートの回避に努め、経済貿易関係

の安定的発展を維持するうえで、重要

な意義を持つ。【人民日報「鐘声」国

際論評】

40

歳と若い２億２

昇するなど、経済改革の成果が出てい
ることを強調した。
大使は、平均年齢

０００万人の人口を背景に、将来的に
は世界経済を引っ張る存在となること
を期待されているなどの同国に対する
見方を紹介。また、外資１００％での
企業設立が可能なことなど外国投資に
対するインセンティブを説明し、積極
的な進出、投資を呼びかけた。
大使は、経済成長に伴い国民の可処
分所得は２０１０年から倍増している
などと述べ、急速に拡大する小売市場
への参入も促した。さらに日本の労働
市場向けに、ＩＴ技術者などスキルが

参加した日本企業関係者と懇談するイム
ティアズ大使（中央）ら
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シリ
ーズ パ米
キ国
スの
タア
ンジ
大ア
使人
招脈
き⑥
懇談会
Pakistan

が出席した。

高い労働力の送り出しに務める考えを
示した。
その後、大使らパキスタン側出席者
とりながら懇談した。【毎日アジアビ

17

経常赤字大きく削減 治安は大幅に回復
将来は世界経済引っ張る存在に

毎日アジアビジネス研究所は１月

イムティアズ大使は冒頭、出席した
会計

日、東京都内でパキスタンのイムティ

状と将来像を説明。２０１９―

備高は１８１億ドルまで増加。また治

ジネス研究所】

は、参加した日本企業関係者と夕食を

アンサー・ザイディ次席▽タヒール・

安は大幅に回復し、ムーディズの格付

％削減し、外貨準

ハビブ・チーマ商務参事官▽アシュ

年度で経常赤字を

２４

けが「ネガティブ」から「安定」に上

会には大使のほか、大使館のアリ・

懇談会を開催した。

日本企業関係者にパキスタン経済の現

パキスタン経済の現状と将来像を語る
イムティアズ・アハマド駐日大使

ファク・アハマド・カリル報道参事官

７３

２０

アズ・アハマド大使を招いて企業との

２３

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 )

模索するデジタル民主主義

てしまうかもしれない。今回は、前回取り上

後にせっかく手に入れた民主主義も立ち枯れ

公益活動がなければ、長く続いた強権体制の

意工夫あふれる市民のイニシャティブによる

への不寛容など不吉な兆候が表れている。創

なか、インドネシアでも宗教、民族的少数派

ず世界的に民主主義の退行現象が近年目立つ

させる市民組織もある。東南アジアのみなら

いっていい。なかには民主主義の成熟を感じ

インドネシアは市民運動が盛んな国の一つと

名誉毀損、第条２項に宗教冒とく、第条

を禁じているが、これに加えて第条３項に

像、詐欺、マネーロンダリング、ギャンブル

定された同法は、オンライン上のポルノ画

ている。サイバー犯罪を取り締まる目的で制

メディア上の言説を取り締まる権限を付与し

子情報・商取引法である。政府にソーシャル

なっているのが、２００８年に施行された電

せる出来事が相次いでいる。その中で争点と

化」という見方は楽観的に過ぎる、と感じさ

しかし、「ＩＣＴの社会への浸透→民主

る学生や市民にとって、当局の規制をかいく

おいて、インターネットは、民主化を要求す

は、「１９９８年のスハルト強権体制崩壊に

研究者ディビッド・ヒルとクリスナ・セン

（ＩＣＴ）が果たす役割にいち早く注目した

ンドネシア政治における新しい情報通信技術

このデータが他の同僚たちにも転送され、校

心で、ヌリルの同僚に音声データを送った。

預けたところ、兄は校長から妹を守りたい一

分の携帯に録音しておいた。その携帯を兄に

残し自らを守るために、校長からの電話を自

セクハラを受けた。彼女はセクハラの証拠を

年に校長から電話でホテルに誘われるなどの
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させる有力な武器となった」と評価した。

げたインドネシア社会のデジタル化にともな

に脅迫を禁じる条項がある。これらに違反す

ぐり情報を発信し、デモ参加者の動員を成功

１４

18

日本ではあまり知られていないが、現在の

い、新たに台頭している市民活動の多様な姿

ると最大６年の懲役、億ルピアの罰金が科

この法律が社会的論議を呼んでいるのは、

せられる。

を紹介したい。

電子情報・商取引法の呪縛

加害者として訴えられる事件が発生している

同法によって、本来被害者の立場にある人が
年代のソーシャルメディア登場は、インドネ

からである。たとえば、公立高校の非常勤教

年代のインターネット普及と２０００
シア社会の民主化にとって福音となるであろ

師であったバイク・ヌリル・マクナンは、

「

う」との楽観的な見方が、語られてきた。イ

90
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バイク・ヌリル・マクナンさんの恩赦を求める嘆願書と署名を大統領府の担
当者に提出する支援団体「刑事司法改革研究所」のアンガラ・スワジュ所長
（左）＝ジャカルタで２０１８年１１月１９日、刑事司法改革研究所提供

長の知るところとなった。ちなみにヌリル自

身は、兄から同僚へのデータ転送を知らされ

ておらず、データ拡散に関与していない。

校長はセクハラで処罰されることなく、逆

にわいせつな音声の録音と配布が電子情報・

年９月最高裁がヌリ

商取引法違反にあたる、とヌリルを同法違反

で告訴したのである。
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ルに実刑６カ月と５億ルピアの罰金の有罪判

年８

決を下したところ抗議が殺到し、検察は収監

２日前に刑の執行留保を決めた。結局

年に入会し、同グ

で、「フェイスブック友人」５００人、「い

批判を展開するようになった。年１月時点

ループ内で活発に無神論の立場からイスラム

いうフェイスグループに

勤務していた彼は、「ミナンの無神論者」と

ム色が強い同州ダルマスラヤ県開発計画局に

サンダー・アーンのケースだ。厳格なイスラ

た事例もある。西スマトラ州の公務員アレク

ために、電子情報・商取引法違反で罰せられ

ソーシャルメディアで自分の信条を述べた

の検討を言明せざるをえなかった。

権大臣はその場で、電子情報・商取引法改正

あたえ、彼女を大統領宮殿に招いた。法務人

月ジョコ・ウィドド大統領がヌリルに恩赦を

１９

いね」評価が１２００人に達し、少なからぬ

影響を持つようになっていた。

19

１８

０９

同月 日、彼のフェイスブックでの言動を

１８
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金支払いを命じた。さらに検察は刑事訴訟で

この裁判は、電子情報・商取引法違反の初

表現の自由拡張と民主主義の活性化をめざ
インドネシアのデジタル市民運動の嚆矢と

摘発ということで全国的に注目を集め、乳児

知った暴徒が職場を襲撃し、彼に暴行を加

いうべきは、２００９年の「プリタに自由を

から引き離されたプリタへの同情の声が高ま

６カ月の禁固を求刑した。

てアーンを検挙するよう要求した。２日後、

！」キャンペーンであろう。銀行員で主婦の

った。社会的に影響力のあるブロガーたちが

す。

暴力の被害者であるはずのアーンは、電子情

年ジャカルタの病

え、さらに保守的イスラム団体は警察に対し

報・商取引法条２項宗教冒とく罪等に問わ
プリタ・ムルヤサリは、

の口をふさぐ都合のいい法律となった。政治

電子情報・商取引法は、権力者にとって弱者

ヌリルやアーンのケースにみられる通り、

有罪判決をアーンに言い渡した。

と主張し、その後地方裁判所は２年６カ月の

ット上で無神論を公言することは許されない

子情報・商取引法の名誉棄損罪で民事訴訟を

子メールの存在を知った。病院はプリタを電

ころでメールが拡散し、病院側はプリタの電

メールで送ったところ、彼女の関知しないと

院の対応への不満をプリタが友人たちに電子

く風邪であることが判明した。この誤診と病

院でデング熱の治療を受けたが、後におたふ

た。またたくまに募金目標額が集まった時、

義のための募金」キャンペーンが本格化し

サイトが開設され、「プリタに自由を！

援しよう、と呼びかけるフェイスブック支援

支払いのために各々が５００ルピア硬貨を支

論調が拡がった。プリタに課せられた賠償金

ーシャルメディアで「プリタを救え」という

異議申し立てを始め、フェイスブック等のソ

インドネシア社会は改めてソーシャルメディ

アの社会的影響力が確実に増大していること

を知ったのである。プリタへの支援が、デジ
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れて逮捕されてしまった。検察はインターネ

家や支配層、宗教保守派は、わいせつ、名誉

起こし、プリタは警察に身柄を拘束された。

「プリタに自由を」と呼びかけるキャンペーン
のポスター

正

毀損、宗教冒とく等、同法を盾に彼らへの批

地方裁判所は彼女に病院へ

億ルピアの賠償

判、告発を封じ込めようとする。民主化時代
に入って制定され、表現の自由をさらに拡大
させると考えられてきたＩＣＴに関する法律

年に逆転無罪判決を出し

タル市民運動によって燎原の火のごとく拡が

るなか、最高裁は
た。

デジタル市民運動のネットワーク

ものだった。

公正に厳しい目を向けていることを意味する

当たりにしてきた都市部中間層が、社会的不

がりは、スハルト長期政権の権力乱用を目の

当事者たちが予期しなかった運動の盛り上

１２

が、市民の表現の自由を脅かす皮肉な状況が
現出しているのである。

デジタル市民運動の盛り上がり
このような状況に対して、国際的な「デジ
タル市民運動（ Digital Activism
）」に連動
し、インドネシアにおいても権力による電子
情報・商取引法の恣意的運用をチェックして
いこうという動きが出てきている。彼らは、
ＩＣＴを駆使して体制側の情報規制に対抗し

20

０８

2
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れ、懲役は最高６年から４年へ緩和され、罰
金額も引き下げられた。同法違反について無

２０１３年６月、デジタル市民運動リー
ダー、ブロガー、法律家が集まり、ジャカ

宗教冒とく罪で禁固刑を 年５月に言い渡さ

れている。

イスラム強硬派はアホック失脚に味をしめ

て改正電子情報・商取引法

罪となった場合、過去の報道の削除を求める
権利、すなわち「忘れられる権利」も保証さ

し、「ソーシャルメディアでイスラムを侮辱

条２項を悪用

れた。

ルタを拠点とする「東南アジア表現の自由
ネットワーク
Southeast Asia Freedom of

る表現の自由をモニターし、相互連帯してい

性は残されたままである。また新たに盛り込

われず、権力による同法の恣意的運用の可能

る。（公平を期するため付言すると、知事選

とデジタル市民運動側は現状を憂慮してい

て、デジタル人権活動家狩りを行っている、

する者たちがいる」と言い立てることによっ

くことを目的とするものである。これに加え

まれた「忘れられる権利」についても、汚職

しかしプリタが求めた 条３項の撤廃は行

てインドネシア国内のデジタル市民運動の連

５％が宗教冒とく罪の告訴であったという。

トを遮断することも改正電子情報・商取引法

ーとされる。 SARA
を乱す情報がウェブサイト
等で拡散された場合、政府はそのウェブサイ

２０１９年の大統領選挙では、大統領支持

選挙モニター

デジタル・リテラシーと

のも事実）

拠となったのが、電子情報・商取引法だった

させるため、イスラム強硬派を取り締まる根

するソーシャルメディア上の書き込みをやめ

中、アホック知事が華人系であることを中傷

これゆえにデジタル民主主義フォーラムが

に規定されている。これについても、表現の

るインドネシアにおいて、「 SARA
（民族、宗
教、人種、階層）」に踏み込んだ発言はタブ

取り組む主要テーマは、電子情報・商取引法

自由の観点から問題を孕んでいる。

シャルメディアを通じてニセ情報、デマ、中

派、プラボウォ候補支持派の両陣営からソー
ルタ州知事の知事選での発言をめぐる混乱の

年から年にかけてのアホック・ジャカ

となったプリタ・ムルヤサリも「セーフネッ

傷が流され問題となった。この大統領選挙を

条

中クルアーンを侮辱する発言をしたと主張し

後、同法を政治的に利用しようと目をつけた

ト」に加入し、同法
した。

て、イスラム強硬派が大規模抗議デモを組織

近年のデジタル市民運動のなかで、注目を

月には、電子情報・商取引法は改正

し、アホック知事を追い落とすことに成功し

年

され、「乳児から母を引き離した」とプリタ

集めているのが、デジタル情報の真偽を正し

となってしまったほどだ。

項の撤廃を訴える

ペーンによって、デジタル市民運動の語り部

件で、そのうちの ％が名誉毀損罪の告訴、

ところで「多様性の中の統一」を国是とす

政治家の経歴抹消への乱用を危惧する声もあ

年時点で電

月に結成されている。

携の場として、「セーフネット」等主要団体
年

る。

ム」も、

が中心となって「デジタル民主主義フォーラ

セーフネッ
Expression Network(SAFENET
ト）」が結成された。東南アジア全域におけ

２８

たのである。知事選敗北後、アホック知事は
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17

勢力が現れた。華人系のアホック知事が選挙

3

とともに、同法被害者を救援する活動を開始

27

21

27

の改正である。「プリタに自由を！」キャン

子情報・商取引法が原因の人権侵害件数は

「セーフネット」によれば、

１２

通 じ て hoax(
中傷、でっち上げ と
) いう英語
は、もはやインドネシア語の語彙「 hoaks
」

16

９２

７８

１４

１４

１１

の事件で物議をかもした容疑者拘留は廃止さ

１６
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子供たちのデジタル・リテラシー向上を呼びかけるＩＣＴウォッチ

く判断できる能力、デジタル・リテラシー向

上への取り組みである。その代表格が「健康

的なインターネット利用」を訴える市民組織

「ＩＣＴウオッチ」で、 年に設立された。

ＩＣＴウオッチは、インドネシア社会のデジ

タル・リテラシーを高めるためには、デジタ

ル情報アクセスの不平等（デジタル・ディバ

イド）を解決することが不可欠と考えてい
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る。そのカギを握るのは学校教育である。

若い世代のデジタル・リテラシーを高める

ためには、ＩＣＴの何たるかを知る教師によ

って支えられたカリキュラムが重要となって

年に導入した新カリキュラムでは、

くる。しかし、この流れに逆行するように教
育省が

た。結果として多くの学校においてＩＣＴ

教育は教育現場から消えてしまった。これゆ

えにデジタル・ディバイドが悪化することを

懸念する市民組織が、デジタル・リテラシー

向上取り組みの主役となったのだった。

ＩＣＴウオッチは、子どもたちのデジタル

・リテラシーを向上させるため、親や教師の

トレーニング・プログラムや教材開発を行っ

ている。

民主主義の根幹をなすのは、公正な選挙プ

ロセスと言ってもよいだろう。ＩＣＴによる

選挙モニターも、デジタル市民活動の重要な

22

０２

ＩＣＴ教育は必須科目から除外されてしまっ

13
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活動領域である。

年、

年のいずれの大統

領選挙においてもプロボウォ陣営は選挙に不
正があったとして敗北を認めなかった。イン
ドネシアのメディアやシンクタンクは党派性
があり、どの陣営側に立つかによって開票速
報の数字も大きく異なり、プラボウォ候補の
勝利を伝えるメディアもあった。プラボウォ
支持者は容易に引き下がらず、インドネシア
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社会は分裂の危機に立たされた。
ここで重要な役割を果たしたのが、選挙を
モニターするデジタル市民運動である。例え
ば「選挙守護団（カワル・プミル）」は、

されて軍の検閲は廃止されたが、組織改革に

像を流すことは極めて困難であった。民主化

ディアは軍によって統制され、権力批判の映

スハルト強権体制の時代、国内のテレビメ

少数派の声を伝える

を収束させることに一役買ったのだ。

の信頼性をめぐる出口の見えない深刻な対立

を得た。ＩＣＴによる選挙モニターが、選挙

確認するなどの作業を行って、有権者の信用

監視し、厳正中立な立場に立って投票用紙を

民ボランティアを組織し、各投票所の投票を

年選挙においてネットを通じて７００人の市

14

よって世代交代した軍や警察であっても、新

23

１９

しく登場したＩＣＴに関し、治安対策という

「パプアの声」による現地での映画上映会

１４

小川忠のインドネシア目線

織的遺伝子を受け継いでいる、

名目のもとに情報統制を拡大しようという組

か所で上映されてお

ドネシア国内やマレーシア、オーストラリ

れた。これらの作品はパプアのみならずイン

完し、時に官と対抗して、社会的公益を増進

ば、その陽の部分を最大限に生かし、官を補

ることが明らかになってきた。であるなら

し、民主主義と社会正義を守るために、既存

インドネシアの「南々映画祭」において最

り、その中の一作「兵士へのラブレター」は

境を越えた連携によって支えられる、この新

ル市民運動である。都市部中間層、若者、国

させようというのが、インドネシアのデジタ

ア、米国等世界各地

メディアでは報道されない映像情報をインタ

優秀ドキュメンタリー作品賞を受賞してい

しい運動が、いかに内発的に市民意識を成熟

警察や軍など治安当局の情報規制に対抗

ーネット上に流す国際市民組織「エンゲージ

る。（「パプアの声」は、インターネット検

Love Letter to the

ているのかを、外部の人間が知る機会は限ら

れている現状にあって、この地域で何が起き

制が存在する。報道機関の取材活動が制限さ

プアは、民主化後も厳しい治安当局の言論統

録者の育成だ。分離独立運動が続いているパ

リズム」でも、「パプアの声」は自制的であ

事実である。パプアをめぐる「市民ジャーナ

リズムと言えるのか疑問視する声があるのも

を標ぼうする運動の一部に対して、ジャーナ

をインターネットに流す市民ジャーナリズム

ところで既存メディアで報道されない情報

させ、各層に浸透させうるのか、その模索が

この国の民主主義の未来を担っている。

メディア EngageMedia
」が、２００５年にイ
ンドネシアとオーストラリアにて設立され

索サイトに「 Papuan Voices EngageMedia
」
と入力すれば、さらに詳細情報の入手が可

EngageMedia

能だ。作品「兵士へのラブレター」も同様
に、「

れている。そこでパプアの人びと自身が「自

るが、なかには治安当局を現場で意図的に挑
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た。
年から開始された「パプアの声

「エンゲージメディア」の看板プロジェ
クトが、

らの物語」を語り外部世界に発信していくた

発し「暴行」場面のみを切り取って流すこと

」と入力すれば、英語字幕付きの動
Soldier
画を日本でも視聴することができる）

めに、短編映像ドキュメンタリーを製作する

に禁じ手であり、信頼性、透明性を命とする

図が透けてみえる団体もある。これは明らか

によって、自分たちの運動に利そうという意

ある。
人

市民ジャーナリズムの自傷行為といえよう。

同サイトによれば、これまでパプア人

以上の映像作家がトレーニングを受け、１０

ＩＣＴは、民主主義にとって諸刃の剣であ

24

５０

０本以上の短編映画、２巻のＤＶＤが製作さ

80

パプア映像作家の創作力を磨こうというので

ろは、プロフェッショナルなパプア人映像記

」である。米国フォード財団
(Papuan Voice)
の支援を受ける同プロジェクトの目指すとこ

１１

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。

日本企業は上海に集中しているが・・・

北京は近い将来ＧＤＰで上海を追い越す

湖北省で数兆円の経済損失？
情報は統制できてもウイルスは統制できず

性を思い浮かべた。しかし、ＣＣＴＶが武漢

市政府サイドに立ち、「デマ」の拡散を封じ

日、中国湖北省武漢の

新型コロナウイルスによる肺炎が白日の下に

込めた。人々はメディアを通じて、１月 日

本稿執筆中の１月

さらされた。この日になって中国の地方指導

に、武漢で４万世帯 万人が参加する春節イ

できるとしても、ウィルスの拡散はごまかし

園券をばらまいたことを知っている。

ベントが開催され、武漢市政府が

万枚の遊

ではコントロールできないことを思い知らさ

者は、情報の伝播は行政権力、警察力で阻止

１８

漢市政府、湖北省政府のみならず、全中国

れたに違いない。感染隠ぺい、報道規制は武

くなり、

武漢市政府も新型肺炎情報を流さざるを得な

しかし、残念なことに１月 日になると、

万

た。もし、ＳＮＳ情報を受け入れ

日に

産党武漢市委員会書記、市長の想像を遥かに

人が参加したイベントを中止していれば、状

筆者の仲間たちの中国ＳＮＳ、 微信（ウ

況は違っていたかもしれない。
に１日のみの祝日に過ぎない。それに比べ１

ィーチャット）上のメッセージの多くは、今

を受けた８人の「デマ拡散」に関するニュ

ビ局（ＣＣＴＶ）は武漢市で任意の事情聴取

人にとって新年だ。１月１日、中国中央テレ

んどいなかったことを伝えていた。北京で春

は少なく、レストランで会食をした人はほと

年の春節休暇は家に閉じこもり、出掛けた人

にぎやかだが行きかう人は少なく、ＳＡＲＳ
伝えたのが事情聴取の理由だった。２００３

るか否か、このテーマは昨年末に大きな議論

今年の中国経済が６％の成長率を保証でき

危機の再来のような街の姿だった。
年のＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）を知

ャル・ネットワーキング・サービス を
) 通じ
て、「武漢で原因不明の肺炎が発生した」と

節を過ごした筆者が見たのは、街の明かりは

月

日の春節（旧暦の正月元日）こそ、中国

１月１日は中国でも新年だが、この日は単

超える大過を醸成した。

１３

日には武漢市封鎖に追い込まれ

２１

を呼んだ。そのさなかにいくつかの微信サイ
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１３

に、さらには世界中に影響を拡散し、中国共

３０

１８

２２
っている人は、直ぐに、新型肺炎発生の可能

25

２８

ースを特報した。この８人はＳＮＳ ソ
( ーシ

２５

陳言の中国「創新経済」

に、湖北省の経済損失は地域国内総生産（Ｇ

トから、武漢での新型肺炎発生から数日の間

方が経済力では北京を上回っていると考えて

である。ほとんどの日本企業関係者が上海の

いて詳しく知っている人が圧倒的に多いこと

確かに、長い間、上海の経済力は北京を大

いるようだ。

兆６０００

ＤＰ）で４兆６０００億元（約
億円）が見込まれる（泰和財経『数兆元が雲
散霧消：肺炎事件から地方高官の基本的な素
が広がった。昨年の中国のＧＤＰはおおむね

頃、当時の北京のＧＤＰはわずかに１０９億

１９７８年、改革開放が始まったばかりの

幅に上回っていたかもしれない。

１００兆元（約１６００兆円）である。湖北

元で、上海はその２・５倍の２７３億元だっ

日）という推計

省の４兆６０００億元は少ない額ではない。

た。中国で最も日本の技術を吸収した企業は

養がうかがわれる』、１月

湖北の損失は今年の中国のＧＤＰ１００兆元

上海にあった。宝山製鉄所である。ドイツが
年代、筆者は上海で、建設中のシャープの

自動車工場の立地に選んだのも上海だった。

超えに大きな困難が待ち受けていることを意
味している。
さて、ここで本題に入り、北京がＧＤＰ
などで上海を上回り始めていることを紹介
し、その理由を探ってみよう。

北京は上海を急速に上回る
日本企業の中国における経済活動を観察す

テレビ工場を見たが、想像を絶する規模だっ
た。鉄鋼、自動車、家電では上海はもともと
北京よりも強かった。首都鉄鋼所、中米合資
の北京ジープ、北京牡丹テレビ工場も上海と
は比べられなかった。

かなり多くの経営主体を上海に集中し、北京

表のような北京、上海の実力差を知ることが

２０１９年版「中国統計年鑑」のデータから

しかし、今では大きな変化が起きている。

は首都というだけで、日本企業が特に重視す

できる。
万人、上海は１４６２万人で北京は 万人少

人口から見ると北京の戸籍人口は１３７６

およそ７００社で、上海は２５００社前後で

ない。

例えば、北京の中国日本商会の会員企業は

る都市にはなっていないことである

ると次のような特徴に気が付く。日本企業は

90

ある。駐在員数、出張者数、観光客数でも上
海が北京を上回っている。日本企業関係者と

（約２２４万円）、上海は

一人当たりＧＤＰで見ると、北京は 万元

86

万５０００元

14
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７４

話していて感じるのは、北京よりも上海につ

13

26

２７
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万人が生み出しているＧＤＰは１２０

（約２１６万円）である。北京では上海を下
回る
０億元（約１兆９２００億円）である。ＧＤ
Ｐ総量で見ると、北京は３兆３２０億元（約

００人、上海
い。

万８０００人未満）でも多

上海を大幅に上回るイノベーション能力

た。

今日の上海は依然として強力な製造能力を

持っているが、総合的に見て、研究開発に対

する姿勢は北京に比べてかなり差がついてい

北京のイノベーション能力は中関村を中心

りのＧＤＰで次第に上海を上回り、今後、Ｇ

年の間に、一人当た

兆４８００億円）、上海は３兆２６７９億

に次第に優勢になり、規模が優勢になり、資

ＤＰ総量で上海を上回る見通しなのは、北京

には研究開発能力があり、経済力を持続的に

る。しかも北京が過去

兆２９００億円）であり、その差は

金収集が優勢になり、情報でも優勢になっ

元（約
２３６０億元（約３兆８０００億円）に達す
た。

の後、中関村に帰って来る。ここで起業し、

国、欧州、日本に行き、研修し、就職し、そ

益を上げられるか否か、上海の地理的な条件

が、これらの企業が中国でより良い効果と利

上海には多くの日本企業が集中している

向上できるからである。

あるいは関連企業に就職する。中関村には米

から見て、今こそ真剣に検討すべき時期では

北京大学、清華大学の卒業生の多くが、米

る。一人当たりのＧＤＰを考えると、北京の
方が高く、今年の北京のＧＤＰ総量が上海を

国のグーグル、マイクロソフト等の企業、日

ないだろうか。

技術革新の密度と速度である。

北京が上海を上回っている最大の理由は、
例えば、２０１８年の国内３種の特許申請

本の日立、ＮＴＴドコモ、ソニー等の研究所

上回るのは間違いないだろう。

40

万件、

件数、授権件数を比べると、北京は

があり、さらに阿里巴巴（アリババ）、騰訊
（テンセント）、百度（バイドゥ）の北京支

万件だった。技術研究開発およびイ

ノベーションの面でも北京は上海を上回って

上海でも復旦大学、上海交通大学の卒業生
が欧米や日本に留学し、就職していることは

かである。同年、北京が５０００億元（約

兆円）近くだったのに対して、上海は１２０

知っているが、彼らは数年後に帰国すると、

０億元（

国営企業や外資企業に就職するケースが多

特許、技術の主要な原動力は北京には多く

ソフトが上海に研究所を設立した話は聞いた

いえない。また筆者は、グーグル、マイクロ

く、イノベーションに携わる人数は多いとは

の研究所、大学があることである。大学数

ことがない。かつてアリババが上海に会社を
設立したことがあったが、ここでは根本的に

校、上海

万３０００人、上海７万５０００人）で
59

京

北京は上海を上回り、学生数（北京

続けられないと気付き、浙江省杭州に移転し

64

万５０

（北京

校）、大学教職員数（北

ＧＤＰ増加要因になるだろう。

上海の４倍強だった。これらが北京の今後の

1
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51

兆９０００億円）程度で、北京は

8

社がある。

上海は

21

いる。それは技術市場の成約額を見ても明ら

15
9２

27

86
52

48
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」

荘凱閔 ジュニア・パートナー

荘凱閔弁護士は、外国企業による台湾投資に関する各種の法律問題に精通
している。投資、会社設立、不動産開発、消費者保護、契約の審査等の分
野において、長年にわたり日本企業を含む数多くの外国企業に法律相談を
提供しているほか、紛争解決手続きで外国企業及び台湾の大企業の代理人
を務めた経験も豊富である。

林廷翰 シニア・アソシエイト

林廷翰弁護士は、日本企業による台湾投資に関する法律事務の経験が豊富
である。特に資金投入や会社設立の段階では、経済部投資審議委員会への
投資許可や資金審査の申請等について、これまでに多数の日本企業を支援
してきた。日本の大手商社が実施した、台湾のエマージング登録企業の株
式公開買付のサポートも担当。

今号から３号に渡り、虎門中央法律事務所と業務提携を行う台湾の有澤法

と、社会、文化の面で全体的に親日的

互いの産業が密接に連携しているこ

済の状況も比較的安定していること、

に日本に隣接していること、政治や経

に進出し始めている。台湾は、地理的

しており、多くの企業が積極的に海外

う問題を抱え、内需市場の失速に直面

め、投資を行う前に、関連法制度に

定の規制が設けられている。そのた

国人による台湾域内での投資にも一

湾の法制度は日本と異なるほか、外

の一つ」となっている。しかし、台

ナー」、「外資と技術の主な提供元

「台湾にとって３番目の貿易パート

は香港と英国を抜いて、現在すでに
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律事務所に所属する弁護士が、台湾における法律問題につき検討を行う。

であること等の要因から、多くの日本

ついて基礎的な認識を有しておく必

億米ドルであり、日本

企業が、海外の投資先としてまず台湾

要がある。そこで本稿では、台湾へ

・

を選び、中国大陸や他のアジア市場へ

の投資にあたって、資金投入及び会

総額は

の足掛かりとしている。台湾の経済部

社設立の段階で注意が必要な問題に

近年、日本は深刻な少子高齢化とい

投資審議委員会（以下、「投審会」と

２５

ついて簡単にご紹介する。

１５
いう）の統計では、２０１８年の日本
による台湾への投資件数は５２５件、

28

台湾への投資――資金投入及び会社設立の形態とポイント

リーガルコーナー第21回 台湾・有澤法律事務所弁護士 荘凱閔 、
林廷翰

リーガルコーナー第21回 台湾・有澤法律事務所弁護士 荘凱閔 、
林廷翰

結の当事者となった場合、その権利義務は企

は独立した法人格が無く、支店と企業は同一

企業が台湾域内で営業行為を行わない場

業に帰属する。即ち、企業は、支店に生じた

る。これらについて、以下でご紹介する：

合、主務官庁に駐在員事務所の登記を申請

債務を弁済する完全な責任を負わなければな

の法人格に属する。そのため、支店が契約締

し、代表者をして、台湾域内で同外国会社の

らない。

・駐在員事務所

外国人が台湾域内で投資をする場合、例え

ために調達契約の締結、入札への参加、見積

・子会社

台湾における

ば、台湾企業の株式又は出資額の保有、台湾

りの提供、価格交渉の実施又は市場情報の収

に投資許可を申請する必要がある。

場合、外国人投資条例の規定により、投審会

する１年以上の貸付けの提供を行おうとする

できない。また、これに違反した場合、企業

上述の行為に限られ、営業行為を行うことは

ないほか、台湾域内で行うことができるのは

しかし、駐在員事務所は法人格を有してい

る企業には及ばない。そのため、企業は原則

利義務は、同子会社にのみ及び、親会社であ

め、子会社がした法律行為によって生じた権

る。子会社は独立した法人格を有しているた

た支店のほかに、子会社を設立する方法があ

外国人による投資への規制

域内における支店、独資若しくはパートナー

外国人による投資が可能な業種は、原則と

の台湾における代表者は、刑事責任を追及さ

として、子会社に生じた債務を弁済する責任

企業が台湾で営業行為を行う場合、前述し

集等の行為をさせることができる。

して限定されていない。しかし、「華僑及び

れることになる。

されていないかを確認する必要がある。

計画している業種がネガティブリストに記載

される。そのため、投資をする前に、投資を

て、会社の中国語の名称と経営する事業につ

立する場合、まず経済部中部事務所に対し

法が考えられる。企業が台湾域内で支店を設

湾域内に支店又は子会社を設立するという方

企業が台湾域内で営業行為を行う場合、台

することができる。なお、企業は投資許可を

入代金又は出資金を送金し、会社設立登記を

請する。そして、投資許可の取得後、株式購

審査を申請した後で、投審会に投資許可を申

中国語の名称と経営する事業についての事前

企業が子会社を設立する場合、まず会社の
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シップ事業の設立、又は上記の投資事業に対

外国人による投資のネガティブリスト」に列

このほか、台湾は、中国人による台湾への

いての事前審査を申請し、会社の名称を暫定

取得した後、定められた期間（通常は１年

を負わない。

投資に対して比較的厳格な態度をとってお

的に確保（保留）した後で、登記の主務官庁

間）内に株式購入代金又は出資金の送金を行

・支店

り、外国人による投資とは異なる規定を設け

に支店の登記を申請する。事前審査が通る

わなければならないほか、株式購入代金又は

記されている業種には、投資が禁止又は制限

ている。この点にも注意する必要がある。

と、企業による支店の登記を行うことがで

出資金の送金後２カ月以内に、投審会に資金

外国人による台湾での投資の形態

き、運営資金の送金と、営業登記をすること
外国企業が台湾で投資をする場合の形態と

が必要である。

審査を申請しなければならないことに、注意
なお、特に注意が必要な点として、支店に

ができる。
しては、駐在員事務所、支店、子会社の設
置、又は有価証券への投資等が一般的であ
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・証券投資
前述した駐在員事務所、支店、子会社の設
置以外に、企業は、台湾の既存の企業の株式

設した後で、有価証券を売買することができ
る。

企業間の合弁（ Joint Venture
）により会社
を設立し、共同で業務を経営することから、

これは台湾の公正取引法にいう「結合」にあ

債、金融債、普通社債、転換社債及び新株予

の預託証書、上場投資信託（ＥＴＦ）、国

私募を行う株式、転換社債権利証書及び台湾

び興櫃（エマージング）登録企業が発行又は

もできる。これには、上場、店頭登録企業及

限公司と株式会社の出資者又は株主は、会社

司（株式会社に相当）という形態がある。有

限公司、兩合公司、有限公司及び股份有限公

必要がある。台湾における会社組織には、無

場合には、適切な会社組織の形態を選択する

企業が子会社を設立して業務の経営を行う

に対応を委任することをおすすめする。

雑であるため、経験豊富な弁護士又は会計士

占有率及び売上高の計算に関わり、比較的複

結合申告の基準に達するかどうかは、市場

告しなければならない。

結合を行う前に、事前に公正取引委員会に申

定める結合申告の基準に達する場合、企業は

たる。公正取引法の規定では、公正取引法に

約権付社債、受託機関が公募又は私募を行う

の債務に対して有限責任のみを負うため、投
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会社組織の形態の選択

受益証券、特定目的会社が公募又は私募を行

資者は子会社の組織形態として、有限公司又

また、株式会社のうち、「閉鎖性株式会

合弁会社は、結合申告の要否に注意が必要

30

又はその他の有価証券の取得に投資すること

う資産担保証券、コール型（プット型）ワラ

は株式会社を選択することが一般的である。
このうち、最もよく見られる形態は、「株式

ント債等がある。
このうち、台湾の上場、店頭登録、興櫃登
る株式が％以上に達する場合、又は台湾の

社」という特殊な組織形態がある。その最大

会社」である。

非上場、非店頭登録、非興櫃登録企業の株式

の特徴は、定款の定めにより株式の譲渡を制

録企業の株式に投資し、１回の投資で取得す

に投資する場合、投資許可の事前申請が必要

会社の柔軟性を有していると同時に、会社の

限できることである。この組織形態は、株式

一方、１回の投資で取得する上場、店頭登

株主構成の安定性を確保する機能も兼ね備え

となる。
％に満たない場

録、興櫃登録企業の株式が

管理規則」の規定に基づき、台湾における代

外国企業が単独で子会社を設立する例のほ

ているため、ベンチャー企業及び合弁企業の

理人（通常は、保管銀行又は証券業者）又は

か、実務上、外国企業とその他の企業との合

合、投審会への申請は不要となる。この場

代表者を指定した上、台湾証券取引所への身

弁により会社を設立する例もよく見られる。

ニーズにより適している。

分登記を行い、証券業者で証券取引口座を開

合、企業は「華僑及び外国人による証券投資

１０

