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◆在日外国人企業に聞く－新潟編②◆
「加茂から全国へ－中国原産のシルクと桐でさらに飛躍を」
日中ビジネス株式会社

代表取締役

王裕晋氏

シリーズ第２回目は、地方産業に立脚しつつ、いっそうの成長を図
る外国人企業を取り上げます。日中ビジネス㈱の王社長は、交流派遣
教員から博士課程の留学生に転じ、終了後は国際ビジネスコンサルタ
ントを目指し、さらに自ら貿易業に転じられました。その間、新潟県
加茂市に住み、桐タンスの生産で日本一という加茂市ならではの桐材
ビジネスをスタートさせ、いまは加茂市から全国規模へビジネスを拡
大しています。

－王社長は ERINA の OB でもあ

私がいた中国・山東工程学院と加茂市にある新潟中央短期大学が友

ります。起業されたころの経緯

好協定を結び、第１号の教員交換派遣で 1993 年、加茂市にやってき

からお聞かせください。

ました。翌年、新潟中央短大の商学科が新設の新潟経営大学に移設さ
れ、私は新潟大学大学院現代社会文化研究科の博士課程に進みました。
1997 年に博士号を取得し、ERINA で研究補助員も務めるようにな
りましたが、在留資格の関係から給与を１カ所に絞るように指導され、
かねてから考えていた国際ビジネスのコンサルティングを始めること
にしました。支援してくれた加茂市商工会議所の会頭さんが社長にな
り、私は取締役所長として、通信販売する製品を中国から仕入れるコ
ンサルからスタートしました。それが現在の会社の前身となる有限会
社日中ビジネス研究所です。1998 年のことです。

－当時の営業品目はどんなもの
でしたか。

最初は、タオル、ふとん、シルク製品などを扱いました。当時、現
地でシルク製品の商品探しをしてくれたのは、妻の張文です。1999
年になると、加茂で桐タンスを作っている社長さんが「桐を中国から
仕入れることができないか」と声をかけてくださり、一緒に現地調査
に出かけました。これが、当社が桐材を扱うようになったきっかけと
なりました。

－コンサルティングは、日本人で

そうですね。大学院や ERINA などで学んだことを実現するため、日

も商売になりにくい仕 事だと思

中経済交流の架け橋となろうと国際ビジネスのコンサルを目指したの

うのですが…。

ですが、コンサルは成功報酬型で、そこにいくまでの苦労がなかなか
報われません。取引がうまくいくと、今度はコンサルのマージンが企
業には邪魔になってきます。そんな試行錯誤が続く中で、加茂の桐タ
ンス屋さんたちは貿易経験などまるでない方ばかりですから、
「王さん、
仕入れも代わりにやって」ということになり、自ら桐材を輸入代行す
るようになりました。

－直接、輸入を始めるようにな

さきほどお話したように、当時の社長は私を応援してくれましたが、

ると、リスクもあるし資金も必

さすがにリスクまでお願いするわけにはいきません。2003 年になって

要になりますね。

私は日本の永住者資格を取ることができ、それをきっかけに代表取締
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役に就任し、銀行との交渉も直接、行うようになりました。この年か
ら桐の建材についても輸入販売を始め、2004 年には貿易部を設置して
シルク製品や桐材・桐建材の貿易業務を強化するとともに、受身的な
業務代行ばかりでなく、自ら企画デザインを行う開発提案型の業務展
開を推進するようになりました。
－ホームページで会社の沿革を

東京ビッグサイトの建材展、住宅メーカーのリフォーム展、新潟の

拝見すると、その頃から積極的

住宅展やリフォーム展などに参加しました。しかし、建材はあまり売

に建材の展示会にも参加されて

れませんでした。桐は住宅メーカーでは一般的に使われず、あくまで

いますね。

もオプション扱いです。現場では、桐を勧めてくれるほど積極的な営
業マンはいないのです。また、桐タンスも業界自体、厳しい状況に陥
っています。そうした状況の中で 2006 年に会社を株式化して現在の
社名に改め、2007 年にはコンテナの荷卸しや倉庫・物流機能も担う桐
世界事業部を立ち上げました。そこではベッドのパーツなどの企画提
案を行っており、電子媒体も利用しながら全国規模で営業をかけ、い
まの当社の主力となるまで成長しました。

－加茂でなければ桐を扱うこと

加茂の人たちにはずいぶんお世話になりました。会社の立ち上げか

はなかったかもしれないけれど、

ら商工会議所に支援をしてもらいました。日本のビジネスのやり方が

いまは加茂を超えて事業を拡大

何も分からない中国人にとって、何をどう考え、どう行動したらいい

しよう、というところですね。

か、燕三条青年会議所にも入って学ばせてもらいました。
それでも、お金にならなければビジネスはやっていけません。日中
経済交流をつなぐコンサルタントを目指していた私ですが、いまは市
場を開拓して成長していくことがいちばんの目標です。

－ありがとうございました。こ
れからもがんばってください。

シルクも桐も中国が原産地です。中国ではいま、ポプラの植林の方
が盛んですが、桐も計画的に植林され、20 年で桐材に使えるほど大き
く育ちます。オーストラリアでは、国連のプロジェクトとして植林さ
れているほど、地球環境にもやさしい樹木です。私にとって桐が立派
なビジネスになり、中国と日本をつなぐ架け橋になれば、うれしいで
すね。
取材日

2011 年８月５日

聞き手 企画・広報部長 中村俊彦、経済交流部研究員

穆尭芋

【日中ビジネス株式会社】
本社・シルク事業部 新潟県加茂市五番町 16 番 10 号
Tel: 0256-52-1683

Fax: 0256-52-2358

URL: http://www.oneasia.co.jp
E-mail: japan@oneasia.co.jp
新潟県加茂市後須田 2267 番地１

桐世界事業部

Tel: 0256-53-9000
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◆ロシア極東・日本センター通信（第３回）◆
ウラジオストク日本センターの活動と当地トピックス
ウラジオストク日本センター所長
ウラジオストク日本センターの
活動概況

大石莊平

ウラジオストク日本センターは 1996 年４月６日に開所して以来、
今年で 15 周年を迎えました。
当センターはロシア極東連邦管区内の沿海地方、マガダン州、カム
チャツカ地方が担当地域です。
ロシア全土に６カ所ある日本センター（モスクワ、ハバロフスク、
ウラジオストク、ユジノ・サハリンスク、サンクト・ペテルブルグ、
ニジニー・ノヴゴロド）の主要業務として、ロシア連邦「企業経営者
養成計画」
（故エリツィン大統領が立ち上げたプログラム）に対する協
力業務があります。これはロシア人のための経営関連講座の開催と訪
日研修で、1994 年モスクワで最初に開所されて以来、各日本センター
で実施され、全体では 2011 年半ばまでに約 49,000 人が参加し、約
3,900 人が訪日研修に参加しました。その内、当センターでは約 3,700
名が経営関連講座に参加し、約 600 名が訪日研修に参加しました。
また、当センターでは他の日本センターと同様、独自の各種日露経
済交流に資する様々なテーマ－「生産性向上と品質管理」、「寒冷地木
材住宅建設技術」、「省エネルギー技術」
、
「バイオ・ナノテクノロジー
技術」、「寒冷地での社会資本整備」等々－でビジネス講座、日本語講
座、文化行事等を実施しています。日本語講座には毎年、常時 100 名
弱の方が参加されています。

沿海地方の概況

現在、ウラジオストク市内・郊外では 2012 年開催の APEC 首脳会
議に向けて至る所で建設工事が行われており、中国を始めとしてウズ
ベキスタン、タジキスタン、北朝鮮、モルダヴィア、ウクライナ等か
ら大勢の外国人労働者が入り、非常な活況を呈しています。
2007 年１月、当時のプーチン大統領がウラジオストク市での APEC
首脳会議開催を発表して以来、APEC 首脳会議開催場所となるルース
キー島での建物建設、ウラジオストク空港からルースキー島までの海
上架橋を含む道路建設計画等が発表され、当時は多くの人々が期限ま
での完成を疑っていたものですが、今では大方の物件が期限内完成を
予定しており、市内にいてこれらの建設が着々と進むのを目の当たり
にすると、改めてロシアの底力を感じさせられます。
これらの建設が進む中、APEC 後のこれら公共事業投資の有効活用
について懐疑的な見方をする方もおられますが、ルースキー島の
APEC 首脳会議会場には、2011 年１月 27 日大統領令により極東国立
大学、極東国立工科大学、太平洋国立経済大学、ウスリースク国立教
育大学を統合する形で設立が決まった「極東連邦大学」が移転して来
ます。
公共事業投資では、金角湾に架かる橋やルースキー島に架かる橋が
目立っていますが、このほかに、ウラジオストクの歴史上これまで一
切処理されないままウスリースク湾、アムール湾、金角湾に垂れ流し
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になっていた生活排水の処理施設や、上水道施設、固形ごみ処理施設、
熱併給発電所の建設等、生活に欠かせない基礎的施設が多く含まれて
います。
この様な状況を見ていますと、ウラジオストク市、沿海地方が、公
共事業投資によって経済活動の基盤を築き、極東連邦大学という学
術・研究の拠点を有して、まさにロシア極東の中心地として生まれ変
わろうとしている意気込みを感じます。
さらに、Gazprom によるサハリン～ハバロフスク～ウラジオスト
ク天然ガスパイプライン建設、これに伴うウラジオストク市ほかのパ
イプライン沿線の都市ガス化、東シベリア～太平洋パイプラインのナ
ホトカまでの延伸工事等が着々と進んでいる状況があり、これらのエ
ネルギー資源を活用した将来の LNG 生産、石油精製、石油化学工場
の立上げ計画等を見るにつけ、ロシア極東が確かに変わりつつあるこ
とを感じています。
ロシア連邦が採択した「2013 年までの極東ザバイカル地域経済社会
発展」連邦特定目的プログラムが真に実を結ぶ事を祈りたいと思いま
す。
日露地域間交流

日本センターあるいは当センターにとって大切な活動として、日露
地域間交流の促進がありますが、折しも今年、来年は、1991 年のソ連
邦崩壊後、外国に解放されたウラジオストク市や沿海地方と日本の多
くの自治体が次のように姉妹協定を結んでから 20 周年を迎えます。
極東自治体

日本

交流開始時期

沿海地方

島根県

1991 年 10 月

沿海地方

鳥取県

1991 年 10 月

沿海地方

富山県

1992 年８月

沿海地方

大阪府

1992 年 12 月

沿海地方

秋田県

2010 年３月

ウラジオストク市

新潟市

1991 年２月

ウラジオストク市

秋田市

1992 年６月

ウラジオストク市

函館市

1992 年７月

ナホトカ市

舞鶴市

1961 年６月

ナホトカ市

敦賀市

1982 年 10 月

ナホトカ市

小樽市

1996 年９月

ペトロパブロフスク・カムチャツキー市

釧路市

1998 年８月

数々の自治体が交流行事を計画され、多くのビジネス、観光関係者
等も来られます。これを機に、日本とロシア極東との交流がいっそう
盛んになる事を期待するものです。
沿海地方との協力の可能性

極東連邦大学の設立については上述の通りですが、同連邦大学は以
下の優先取組課題を発表しています。
①世界の大洋資源に関する分野
大洋の鉱物・生物資源の研究・獲得・利用・調査、そのための技術
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的手段・新素材・技術の確立。なお、この優先課題の発展のためには
1998 年８月 10 日付、連邦通達 919 号で承認された連邦目的プログラ
ム「世界の大洋」に関連してルースキー島に建設される「水族館」が
重要な施設となる。
②エネルギー分野と省エネルギー技術分野
天然ガス・石油・その他の有用鉱物資源の採掘・輸送・加工、省資
源・エネルギー高効率利用技術の開発・普及。代替エネルギー源・新
素材・技術の獲得。
③ナノシステム工業とナノ物質分野
ナノ物理、ナノ化学、ナノバイオテクノロジー、ナノ医療の発展に
寄与するナノシステム工業とナノ物質に関する分野。先端建築資材工
業。
④運輸・ロジスティックス複合体分野
ロシア極東が世界とロシアを統合するための先端輸送技術と先端運
輸・ロジスティックスシステムの発展。
⑤ロシアとアジア・太平洋地域の経済・技術・文化面での提携分野
ロシアとアジア・太平洋地域の経済・技術・文化面での統合。これ
らの分野には高度なエコノミスト、経営者、法律家、教師を育成する
ためのプログラムを含み、ロシア語や東洋言語、相互文化交流を学ぶ
ことの出来る場所とする。
⑥バイオ医療分野
ロシア極東における医療の近代化とロシアとアジア・太平洋地域と
の先進医療技術の相互伝達。
加えて、極東連邦大学は英語の出来る学術・研究者を集め、環太平
洋地域の学術・研究の中心としての地位を確立しようとする意気込み
です。これは国際的な産学共同研究の場を極東連邦大学に誘致しよう
とする試みでもあり、日本にとっても可能性を秘めた日露共同研究の
場になるものと思われます。
他にも日露協業の可能性を持つ分野があります。それは農業と水産
業で、これらは決して新しいテーマではないのですが、従来はロシア
国内に然るべきパートナーがいなかったり、ロシア国内法体系が未整
備で外国人が参入する余地がなかったりしたものと思われます。
日露関係のみにとらわれず、隣国の中国を市場として見た場合、日
本のロシアでの生産活動が有効なものになる可能性は十分にあると思
います。これも古くから研究されているテーマですが、ハサン地区を
経由して中国と世界を結ぶ物流を作り上げることは今日も極めて新鮮
な話です。日本が活躍出来る余地は依然あるように思えます。
最後に、ロシア極東連邦管区ならびに管区内自治体における日本、
韓国、中国との輸出入額の比較をまとめました。
日本はサハリン州からのエネルギー資源輸入が圧倒的比率を占めて
いますが、極東の貿易構造や今後の極東の産業構造の変化とともに、
日本とロシア極東との地理的関係や歴史的関係を見た場合、可能性あ
る分野は多々あるように思います。
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極東連邦管区
アムール州
ユダヤ自治共和国
カムチャツカ州
マガダン州
沿海地方
サハ共和国
サハリン州
ハバロフスク地方
チュコト自治管区

2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月
2010年1月-6月
2011年1月-6月

日本
3,257,182
3,819,590
1,027
25,660
176
6,508
25,397
30,599
12,958
23,423
280,592
332,850
5,798
14,602
2,816,694
3,275,865
110,892
108,039
3,647
2,045

24.8%
25.5%
0.5%
8.2%
0.9%
17.6%
5.8%
7.1%
11.2%
15.3%
9.4%
9.2%
0.3%
1.0%
43.0%
42.2%
11.8%
9.1%
4.8%
4.1%

韓国
2,997,958
4,620,555
2,577
3,870
25
50
180,100
216,514
30,321
48,151
499,390
755,608
2,397
5,594
2,129,241
3,417,358
141,942
160,866
11,966
12,544

22.8%
30.9%
1.4%
1.2%
0.1%
0.1%
41.4%
50.5%
26.2%
31.5%
16.7%
21.0%
0.1%
0.4%
32.5%
44.0%
15.1%
13.5%
15.7%
25.1%

中国
3,554,368
3,599,043
172,598
238,453
19,176
29,048
220,893
149,426
23,277
21,015
1,816,426
1,917,679
12,939
36,930
815,781
615,794
464,041
584,205
9,237
6,498

27.1%
24.1%
90.6%
76.3%
98.2%
78.8%
50.8%
34.8%
20.1%
13.7%
60.6%
53.2%
0.7%
2.6%
12.5%
7.9%
49.5%
49.1%
12.1%
13.0%

その他
3,327,778
2,919,848
14,286
44,693
141
1,272
8,681
32,256
49,055
60,436
402,140
596,512
1,791,801
1,363,808
789,871
454,132
220,399
337,883
51,405
28,849

25.3%
19.5%
7.5%
14.3%
0.7%
3.4%
2.0%
7.5%
42.4%
39.5%
13.4%
16.6%
98.8%
96.0%
12.1%
5.8%
23.5%
28.4%
67.4%
57.8%

世界
13,137,286
14,959,036
190,488
312,676
19,518
36,878
435,071
428,795
115,611
153,025
2,998,548
3,602,649
1,812,935
1,420,934
6,551,587
7,763,149
937,274
1,190,993
76,255
49,936

◆海外ビジネス情報◆
ロシア極東
マツダが沿海地方で

経済発展省のドミトリー・レブチェンコ局長は 23 日、同省が６月

自動車を生産する

21 日に日本のマツダと工場組立協定を締結したことを発表した。イン

（ベドモスチ６月 24 日）

ターファックスが伝えた同局長の発言によると、この協定は、年間生
産台数２万 5,000 台規模の工場の設立と数年内に輸入部品の３割削減
を定める旧規定にそって、調印された。レブチェンコ局長の談話によ
れば、マツダ側は沿海地方での自社工場設置に約 8,000 万ドルを投入
する。工場の操業開始時期は 2012 年半ば。年間生産台数は２万 5,000
～５万台になるという。工場はセダン「マツダ６」と他の新モデルを
生産する。マツダ側はコメントしなかった。
マツダの昨年のロシアでの販売台数は 19％ダウンして２万 4,926 台
だった（市場は３割増しの 191 万台規模に拡大）
。実は、マツダは 2009
年に入って最初に値上げした企業の一つだった。
「マツダ３」の中には
100 万ルーブル値上がりしたものもあり、一部の消費者を躊躇させた。
しかし今年１～５月の販売台数は 99％アップして１万 4,249 台になっ
た（同時に市場は６割拡大）。

JBIC とズベルバンクが

㈱Zberbank of Russia
（ズベルバンク）と日本の国際協力銀行（JBIC）

日ロ貿易に融資

が最大で 80 億円の輸出クレジットライン設定のための契約に調印し

（ハバロフスク版

たことを、ズベルバンク広報室が発表した。このクレジットラインは

コメルサント・デイリー

㈱三井住友銀行、 ㈱ みずほコーポレート銀行、㈱三菱東京 UFJ銀行と

７月６日）

の協調融資となる。
このクレジットラインによって、ロシア企業による日本からの重機、
その他機械、設備およびサービスの輸入に、円またはドルでの中・長
期資金が供与されると、ズベルバンク側は伝えている。
ハバロフスク空港の権利 10％を仁川国際空港公社が獲得
（ハバロフスク版コメルサント・デイリー７月５日）
サハリン州知事は現職が続投（ノーボスチ・ロシア通信社７月７日）
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極東・バイカル地域発展基金、設立へ
（ノーボスチ・ロシア通信社７月 14 日）
2013 年までの

ビクトル・イシャエフ極東連邦管区大統領全権代表は 15 日の記者

極東ザバイカル発展プログラム

会見で、「2013 年までの極東ザバイカル地域の経済・社会発展」連邦

支出金が 8 割カットか

特別プログラムの事業への支出金額が 2011 から 2013 年までに 8 割削

（ノーボスチ・ロシア通信社
８月 15 日）

減されることを発表した。
「2,360 億ルーブルから 430 億ルーブルが残った。つまり、毎年 130
～140 億ルーブルの支出となる。これは明らかに少ないので、我々は
プログラム承認当時の金額に戻すことを希望する」とイシャエフ全権
代表は述べた。
イシャエフ全権代表によれば、連邦特別プログラムへの支出金の削
減は、法律「2011 年および 2012～2013 年予算法」にしたがって、決
まった。
イシャエフ全権代表によれば、
「2018 年までの極東ザバイカル地域
の経済・社会発展」連邦特別プログラムにも年内に修正を施す必要が
あり、さもないと 2014 年からこの関連プロジェクトに予算がつかな
くなる。
「今後は予算が３カ年単位で承認されるため、年内にプログラ
ムを修正しなければならない。さもないと、プログラムの規模が 2014
年連邦予算で考慮されなくなるし、現行のプロジェクトの枠内で始ま
って 2013 年が履行期限となっているプログラムの実行に支障が生じ
るだろう」と、イシャエフ全権代表は語った。
ルースキー島へのガスパイプラインの工事が終了
（ノーボスチ・ロシア通信社８月 18 日）
日ロ沿岸市長会議がヤクーツク市で開催
（ノーボスチ・ロシア通信社８月 20 日）

中国東北
大連市 人民元建て国際決済額が 100 億元を超す
（大連日報７月６日）
黒龍江省 鉄道貨物輸送効率がアップ（黒龍江日報７月７日）
黒龍江省が最大級の

黒龍江省林業庁と深圳巨融投資有限会社は７月 18 日、同省に中国

森林食品取引センターの

（黒龍江）森林食品現代取引センターを建設し、世界級の森林食品・

建設に着手
（黒龍江日報７月 19 日）

製品クラスターを育成する戦略的協力枠組み協議に合意し、調印した。
双方は５年の歳月をかけて、同センターを通じて、黒龍江省の寒帯
黒土森林食品・製品産業を 400 億元以上の世界級ブランド産業へと育
てる予定。
「戦略的協力枠組み協議」によると、同取引センターは、ハ
ルビン市において加工、取引、倉庫、サービスを集中した四位一体の
森林食品・製品専門卸売市場を建設し、交通、物流、人材、資金等の
面における省都の優位性を発揮して、全国最大の森林食品・製品取引
センターを設立する。これより、大興安嶺、伊春、黒河など主な産地
との輸送距離を短縮し、「市場＋企業＋基地（農家）
」が一体化した発
展モデルを構築する。また、全国的な森林関連産品卸売市場ネットを
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実現し、市場での発言力を増し、黒龍江省の森林食品の市場競争力を
高める。
中国・琿春～北朝鮮・穏城

20 年ぶりに、中国・琿春～北朝鮮・穏城の一日観光コースが再開し

一日観光コース

た。同コースは、琿春市の沙坨子口岸を出発し、北朝鮮の慶源口岸を

20 年ぶりに再開
（吉林日報７月 21 日）

経由して慶源郡に入り、穏城郡を終点とする。
穏城郡は、北朝鮮咸境北道の最北部にあり、琿春からおよそ 50 キ
ロ。1991 年に琿春～賽別爾（慶源）～穏城の一日観光コースが開通し
たが、1992 年に休止された。2011 年に入って、琿春市観光局は観光
コースの開発と観光商品のグレードアップを目指し、同コースの再開
に尽力してきた。

長吉図開発開放対外ルート

中国・琿春～ロシア・カムショーバヤ鉄道の 1,000 万トン級国際積

いっそう便利に

み替え駅の起工式が８月３日、琿春市で行われた。また同日、ザルビ

（吉林日報８月４日）

ノ港国際合弁有限責任公司の開業式が、ロシア沿海地方のザルビノ市
で行われた。
琿春～カムショーバヤ鉄道は、中国琿春の長嶺子鉄道口岸（通関ポ
イント）とロシアのカムショーバヤ駅を結ぶ。1,000 万トン級の国際
積み替え駅建設プロジェクトは、琿春市の貨物積み替え駅の改造を東
北亜鉄道集団が行うもので、投資総額は 2.7 億ドルに達する。プロジ
ェクトは主に、標準軌・広軌併用発着線、木材積み替え線、台車交換
線、原油積み替え線、石炭ステーション、木材ステーション、コンテ
ナヤード、その他付属関連施設を建設する。
ザルビノ国際合弁有限責任公司は、吉林省長吉図国際物流グループ
とトロイツァ港有限公司により共同設立された。主に港湾物流輸送、
荷役作業、トランジット輸送などの業務を行い、ザルビノ港のインフ
ラ整備の改善とグレードアップを狙う。
中国人観光客向けの北朝鮮自家用車旅行コースが正式運営
（吉林日報８月４日）

上海緑地雲峰グループ
フフホト市土左旗に

フフホト市土左旗と上海緑地雲峰グループが８月 26 日、晋豊元石
炭物流園区プロジェクト投資協議に調印した。

大型石炭物流園区を建設

晋豊元石炭物流園区は、土左旗沙哈爾営石炭物流取引センターの中

（内モンゴル日報８月 28 日）

に位置する。園区には、１万トン級の石炭鉄道集散駅を建設する計画
で、６本の鉄道線路、12 のホームを設置し、年間輸送能力を 3,000 万
トンに設計する。プロジェクトが運営されれば、年間石炭洗浄規模 860
万トンの大型石炭洗浄企業が稼働し、年平均成長率（CAGR）は 40％
に達する見込み。このプロジェクトの協議締結は、土左旗石炭物流産
業の集積、産業チェーンの拡大とグレードアップにつながると期待さ
れる。
内モンゴル自治区は石炭経営企業の配置を積極的に計画している。
石炭の生産区・集散地に基づいて石炭経営計画区域を区分し、石炭経
営企業を園区・段階に分けて、2012 年までにそのすべてが石炭物流園
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区に入るよう取り組んでいる。
瀋陽・撫順・鉄嶺３市、市外局番「024」に統一（大連晩報８月 29 日）
モンゴル
国の中小企業支援事業が

政府の中小企業プログラムがホブド県で成果を挙げている。総額２

順調に進む

億 1,600 万トゥグルグが過去２年間に個人および企業・団体に貸し付

（www.news.mn７月 18 日）

けられ、新しい製造企業がいくつか生まれている。150 を超える製造
企業が生産量を増やしており、279 人分の雇用が創出された。
郡製造業発展基金も、すべての郡で５万～２億トゥグルグの融資を
提供している。金利は３％、返済期限は３年となっている。

モンゴルがロスネフチと
燃料供給の長期契約に調印
（ビジネス・モンゴリア
７月 19 日）

アマルサイハン鉱物資源・石油管理庁長官は、モンゴル作業部会の
訪ロ後、毎月ディーゼル燃料４万トンと石油１万トンを輸入する件で、
ロスネフチと長期締約を締結した。
ロスネフチとの合意が成立した直後、モンゴルは、ナーダム期間中
の供給を確保するため、ロシアから石油 5,000 トンを輸入した。鉱物
資源・石油管理庁はまた、中国および韓国からの輸入も検討している。
最近の燃料不足の際には、非常措置としてディーゼル燃料がロシアの
TNK-BP と中国連合石油有限責任公司（チャイナオイル）から輸入され
ていた。

Chalco がタバントルゴイと

国営のエルデネス・タバントルゴイ（エルデネス TT）は、東ツァン

2.5 億ドルの契約を締結

キ鉱区で産出する石炭を中国アルミニウム（Chalco）に供給する 2.5

（ビジネス･モンゴリア

億ドル相当の契約を結んだ。エルデネス TT は、伊藤忠商事、三井物産、

７月 27 日）

コリアリソーシーズとも、購買契約を結んだ。契約にしたがい Chalco
が石炭の 30％をコリアリソーシーズ、伊藤忠商事、三井物産に転売す
ることを、エルデネス TT は 27 日に発表した。
モンゴルは現行の原子力政策を続行する方針
（ビジネス・モンゴリア８月 11 日）
現代自動車がモンゴルで売上げを伸ばす
（ビジネス・モンゴリア８月 18 日）
燃料不足を解消するために自国の製油所を建設
（ビジネス・モンゴリア８月 19 日）

タバントルゴイ炭鉱へ続く

プロジェクトの枠内で、タバントルゴイ～サインシャンド間（468

鉄道の建設が始まる

キロ）とサインシャンド～フート間（450 キロ）
、フート～チョイバル

（ビジネス・モンゴリア

サン間（155 キロ）
、フート～ヌムルグ間（380 キロ）、タバントルゴ

８月 29 日）

イ～ガシューンスハイト間（267 キロ）
、ナリーンスハイト～シベーフ
レン間（46 キロ）の新規の鉄道が敷設される。新規鉄道プロジェクト
の事業化調査はマッキンゼー・アンド・カンパニーが行った。
マッキンゼーのアナリストによれば、プロジェクトには初期投資と
して 5,500 万ドルが必要だ。政府はモンゴル開発銀行が必要な投資を
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行うことを許可した。マッキンゼーは線路１キロの基礎工事費用を
250～280 万ドルと試算している。このプロジェクトによって、モン
ゴルは 2020 年までに年間 6,600 万トンの石炭を輸送できるようにな
る。
タバントルゴイ鉄道プロジェクトは、バットゥルガ道路・交通・建 設・
都市計画大臣が担当している。
韓国産業銀行が

ウランバートル市内の政府庁舎で８月 30 日に調印された契約に従

モンゴル開発銀行経営へ

い、韓国産業銀行がモンゴル開発銀行をマネジメントする。この契約

（ビジネス・モンゴリア

によると、モンゴル国有財産管理委員会は、モンゴル産業銀行を運営

８月 31 日）

する国際的なマネジメントチームを探しており、最終的に韓国産業銀
行を選んだ。契約はモンゴル開発銀行のハシチュルーン会長、韓国産
業銀行の姜万洙 CEO、同行のキム・ジャンジン氏が調印した。
モンゴルのバトボルド首相は、
「開発銀行は、鉄道敷設や住宅建設な
ど、大規模な公共事業を実施する責務を負う。開発銀行はモンゴルの
輸出を増やすための活動も行う。韓国側には 60 年間蓄えた経験があ
り、モンゴルの持続的発展に貢献するだろう」とコメントした。

◆列島ビジネス前線◆
北海道
韓国ツアー商戦熱く 新千歳－仁川増便で予約好調
（北海道新聞７月８日）
韓国で北大の魅力 PR

北大は２日、留学生募集など海外事務所業務を行うソウルオフィス

（北海道新聞８月３日）

の開所式を、ソウル市内で開いた。ノーベル化学賞を受賞した北大名
誉教授の鈴木章さんが記念講演をし、北大の魅力を韓国の大学関係者
にアピールした。
開所式には交流協定を結んでいるソウル大学など韓国内の大学の教
官など約 250 人が参加した。
北大の海外事務所は、2006 年に開設した北京オフィスについて２カ
所目。ソウル市南部の江南区に４月から設置され、留学生募集のほか、
道内企業と韓国の大学の産学連携の支援、帰国した元留学生の同窓会
活動の支援などを行う。
北海道ラーメン

アジア進出加速（北海道新聞８月 11 日）

医療滞在ビザ 来道第１号 中国人男性がん検診
（北海道新聞８月 13 日）
サハリン開発の船舶修理初受注

ロシア・サハリン州の石油天然ガス開発事業「サハリンプロジェク

（北海道新聞８月 23 日）

ト」で使われているタグボート２隻の点検修理を稚内市や地元経済界
が出資する第三セクター、稚内港湾施設が受注し、１隻目の船が 22
日、稚内港に入港した。稚内の乾ドックを用いて同プロジェクト関連
の船の本格的な修理を手掛けるのは初めて。
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ガスプロム銀と道銀が業務提携
（北海道新聞８月 24 日）

北海道銀行は 23 日、ロシアのガスプロム銀行と業務提携し、モス
クワ本店に決済用口座を開設したと発表した。決済用口座を通じ、日
ロ間の送金を速やかに行えるようにして、日系企業の極東進出を後押
しする。
道銀がロシアの銀行と提携するのは、2009 年の VTB 銀行（モスク
ワ）に続いて２例目。

青森県
桃川、韓国資本傘下に

清酒製造販売の桃川（おいらせ町）が、韓国の食品大手企業グルー

アジア市場本格参入

プと資本提携し、新たに合弁企業を設立して傘下に入ったことが 20

（東奥日報７月 21 日）

日、分かった。グループ中核企業の焼酎メーカー「ジンロ」日本法人
の管理本部長のチョン・ファンソ氏を新社長に迎え、韓国をはじめ中
国、台湾などアジア市場へ本格的に参入する。旧桃川の村井京太社長
は営業担当副社長に就いた。
合弁会社は、韓国の酒造業界とパイプをつくった上で醸造酒マッコ
リを製造販売することも検討しており、アジア市場での販路拡大を目
指す。韓国側は、日本国内で種類を含めた食品事業展開の足掛かりに
したい考え。
大韓航空・青森－ソウル線 10 月 30 日運航再開（東奥日報 8 月 6 日）

秋田県
教養大の北東アジア

北東アジア地域の学生同士が交流し、意見交換する国際会議を主催

学生ラウンドテーブル

している国際教養大学（秋田市）の学生団体「北東アジア学生ラウン

８月、モンゴルで会議

ドテーブル（SRT）」が、活動の輪を広げている。８月には、モンゴル

（秋田魁新報７月 27 日）

で会議を初開催。５つの国と地域の学生が集まり、エネルギー安全保
障などをテーマに議論する予定だ。
SRT は、学生間の相互理解や交流ネットワークの拡大を目指し、2007
年 12 月に発足し、これまでに４回の国際会議を開催した。モンゴル
国立大（ウランバートル）で８月 17～23 日に開く国際会議には、教
養大、京大、モンゴル国立大、韓国・ソウル大、台湾国立大の学生に、
モンゴル国立大の中国人留学生を加え、５つの国と地域から約 40 人
が参加する予定。

食品の安全性、ロシアに PR

県は 22 日からの３日間、ロシア・ウラジオストクで県産食品の安

原発事故受け県対応

全性を PR する。福島第１原発事故以降、海外で日本の食品への不安

（秋田魁新報８月 20 日）

が広がっていることへの対応。ロシア極東で県産品の販路拡大を目指
す中、現地で食の安全性を説明する必要があると判断した。
PR 活動はウラジオストク日本センターと市内スーパーで行う。セン
ターでは、市内の食品卸業者らを対象に観光物産セミナーを開き、県
の担当者が本県の観光地や特産品を紹介する。スーパーでは買い物客
に県産あきたこまちを試食してもらい、安全性に関するチラシ約 500
枚を配布する。
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ワイン製造で技術指導

県は包括的友好協定を結んでいるロシア沿海地方のワイン製造業者

沿海地方との友好協定具体化へ

に、来月から醸造指導を始める。年度内には県立脳血管研究センター

（秋田魁新報８月 22 日）

（脳研）での医師受け入れなども計画。沿海地方の産業育成、医療向
上への貢献で自治体間の信頼を築き、県としては対岸貿易の拡大やロ
シア極東との定期コンテナ航路開設につなげたい考えだ。
県によると、沿海地方は地場産ブドウを使ったワイン製造の産業化
を模索している。県は来月中旬から約１週間、沿海地方からワイン製
造業者の代表を招き、県内ワインメーカーで製造工程を視察してもら
う。さらに同月下旬には県醸造試験場の技術者を１～２週間、沿海地
方に派遣し、品質の安定したワイン造りの技術を指導する予定。

山形県
県企業振興公社

専門家派遣で海外展開後押し（山形新聞７月 23 日）

酒田港、混載・小口貨物を拡充

県は、酒田港を活用した混載・小口貨物（LCL）サービスを拡充す

物流集約目指す

る。貨物取扱量の増加と利用企業の利便性向上が狙いで、韓国・釜山

（山形新聞８月１日）

港に拠点を持つ企業の協力を得て県内から世界各国へ小口荷物を発送
できる体制を構築。多品種・少量生産の企業需要にも応えることで酒
田港への物流集約を目指す。
酒田港では釜山港との定期航路で LCL を取り扱っているが、釜山よ
り先の輸送手段が確立されていなかった。今回はハブ港になる釜山港
に拠点を持つセイノーロジックス（横浜市）が県の混載コンテナ貨物
輸送サービス運用事業の補助を受けて実施する。

中国で売れる鍵は？

県産食品の中国輸出に向けた商談会が４日、山形市の県高度技術研

県産食品の輸出商談会

究開発センターで始まった。日本食品の対中貿易で実績のあるモリタ

（山形新聞８月５日）

フーズ（東京）の君島英樹社長が中国進出に向けたアドバイスととも
に、各企業から提案された商品が“売れる”ためのポイントを指摘した。
同社の協力を得て、中国・天津市にある天津伊勢丹の食品売り場に
は本県産の加工食品を展示販売する専用コーナーが設けられている。
県産食品の定番化が狙いで、君島社長によると、専用コーナーの開設
は他に例のない取り組みという。

東根工高生がモンゴル訪問

東根市の東根工業高（板垣巌校長）の生徒会役員でつくる「光プロ

地元高に太陽光発電設置

ジェクト」のメンバーが 15～19 日の日程でモンゴル・ウランバート

（山形新聞８月 24 日）

ル市の新モンゴル高を訪れ、手作り太陽光発電システムの設置を通し
て国際交流を深めてきた。
2009 年度から３年計画で進めてきたプロジェクトの最終年度とし
て。２、３年生計６人と板垣校長ら引率教員５人が渡航。太陽電池パ
ネル３枚を持参し、同校前に設置された移動式住居「ゲル」の照明、
テレビ、ラジオの電源に太陽発電システムを使う実演を行った。

新潟県
ウラジオ姉妹都市 20 周年 15 日から訪問団（新潟日報７月 13 日）
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直江津－青島航路 待望の開設

上越市の直江津港と中国・青島を結ぶ初の定期コンテナ航路が開設

（新潟日報７月 21 日）

され、新規参入した韓国・興亜海運の第１便が 20 日、直江津港に入
港した。直江津が国内最終寄港地で、経由地のハブ港・釜山への所要
日数が従来に比べ１日減るため、関係者は国内企業の利用増を期待し
ている。
直江津港の国際定期コンテナ４航路のうち、一つが青島まで延伸し
た。青島、大連から釜山を経由し新潟東など国内を回り、直江津から
蔚山、釜山を経て青島へ向かう。２週で一回りし、興亜を含む韓国２
社が交互運航して週１便となる。直江津から釜山までの所要日数は２
日。
中国の常州日精
ルクス・エナジー

日本精機の子会社に（新潟日報７月 27 日）
中国・深圳に LED 工場（新潟日報８月 10 日）

日本海横断航路第１便入港

本県と中国東北部の間の新たな物流ルートを担う日本海横断航路の

新たな友好の橋に

第１便が 18 日午前、新潟東港に入港した。横断航路は、中国吉林省

（新潟日報８月 18 日夕刊）

琿春から約 70 キロにあるロシア・ザルビノ港と新潟東港との間で運
航。これまで朝鮮半島の西側の大連港経由で９日間かかっていた吉林
省長春までを４日間で結ぶ。
航路を担うのはテディベア号（1,500 トン）
。これまでも運航してい
たロシア・ナホトカ－新潟航路の途中にザルビノに寄港する。航路は
当面、10 月まで毎月３往復する。その後は、本県側と中国側で利用状
況を検証した上で運航を継続する。
極東空路が当面運休 新潟－ウラジオ線きょうまで
（新潟日報８月 26 日）

富山県
三晶 MEC、中国に工場初進出

三晶技研グループの三晶 MEC（滑川市、今家英明社長）は、中国・

省力化機械を製造販売

江蘇省常州市に省力化機械の生産拠点を新設する。同社の中国進出は

（北日本新聞７月６日）

初めて。このほど同市の工業団地と工場進出に関する契約を交わし、
今月中に現地法人を設立する。
中国メーカーや日系メーカー向けに自動車部品の自動組み立て機な
どを製造販売し、労働賃金高騰が続く中国での人件費削減のニーズに
応える。現地法人は「常州武進三晶自動化設備有限公司」で、工業団
地の常州市武進高新技術開発区に設立する。

夢工房ひえつプロジェクト

ガラスメーカーの新光硝子工業（砺波市、稲船幸夫社長）など県内

上海に事務所開設

と岐阜県の４社が連携する「夢工房ひえつプロジェクト」の事務所が

（北日本新聞７月８日）

近く、中国上海市に開設される。４社共同でユニークなテーブルを製
作し、14～16 日に同市で開かれる大規模な物産展に出展することにな
っており、現地の貿易会社とコンサルタント契約を結んで事務所を常
設にし、販路拡大を目指す。
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プロジェクトは、ビジネスサポートのジェック経営コンサルタント
（富山市）を中心に企画。テーブルには新光硝子工業、メタルウェア
（富山市）のアルミ、ナウエ（岐阜県飛騨市）の木工技術を活用。ガ
ラスの間に板を挟んだ天板をアルミで縁取り、脚は木製にした。
コーセル、初の海外生産

コーセル（富山市）は 25 日、中国江蘇省無錫市に子会社を設け、

中国に新会社

スイッチング電源の現地生産を始めると発表した。新会社が現地の電

自社工場も検討

源メーカーに技術指導し、12 月にも同メーカーでの委託生産をスター

（北日本新聞７月 26 日）

ト。将来は自社工場開設を目指す。コーセルの海外生産は初めて。中
国では世界的に需要が伸びるミドルレンジ製品を手掛け、グローバル
市場でのシェア拡大を図る。
町野利道社長は「１ドル＝120 円の時代には国内で作っても戦えた
が、もはや難しい」と言う。グルーバル競争を勝ち抜くには、巨大市
場でもある中国での生産が不可欠だと判断した。

北銀、紹興市と交流覚書

北陸銀行は 12 日、中国浙江省紹興市商務局と経済交流促進の覚書

日中企業を相互支援

を結んだ。現地で投資活動を行う北銀の取引先や、日本で事業展開す

（北日本新聞８月 13 日）

る同市企業を相互支援する。紹興市と経済交流の覚書を結ぶのは、邦
銀として初めて。
紹興市は日中国交正常化に尽力した中国初代首相、周恩来ゆかりの
地で、周氏と親交が深かった政治家、松村謙三氏の出身地である南砺
市の友好都市。進出している北銀の取引先は現在４社。
中古車のロシア輸出回復 根強い日本車人気
（北陸中日新聞８月 17 日）
県・岐阜連携商談会 ロシア・中国物流開拓（北日本新聞８月 25 日）

石川県
コマツ建機向け大型貨物船

大型貨物船の RORO 船の国際航路が金沢港と韓国・釜山港などで結

金沢－釜山、９月就航

ばれることになり、運航会社サンスターライン（大阪市）の舎野祝光

（北陸中日新聞７月 15 日）

社長らが 14 日、石川県庁を訪れ、谷本正憲知事に計画を伝えた。８
月の試験運航を経て、９月から毎週１往復の定期運航をスタートさせ
る予定。
RORO 船は大型建設機械などをそのまま積み降ろしでき、同社は中
部地方の貨物を集めやすい敦賀港（福井県）－韓国・釜山、馬山で運
航し約 10 カ月が経過。建設機械大手のコマツによる金沢港利用の需
要も見込めるため航路に加える。

金沢～高山～名古屋

外国人向けの新たな観光ルートとして中部圏を縦断する金沢、岐阜

中国で PR 観光新定番めざす

県高山、名古屋の３市が初めて連携し、22 日から中国の主要都市を訪

（北陸中日新聞８月 21 日）

問して観光プロモーションを展開する。中国人の観光ビザの発給要件
が緩和される９月を前に、全国の観光地が中国人客を呼ぼうとしのぎ
を削っているとことで、３市は変化に富んだ魅力をアピールする。
観光業界の関係者によると、外国人客に従来人気なのは東京－富士
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山－京都・大阪を巡るコースで「ゴールデンルート」と呼ばれる。金
沢など３市にとってのライバルは、ほかにも雪が魅力の北海道、温泉
が人気の九州などがある。
コマニー、中国事業拡大

間仕切り製造の国内最大手、コマニー（小松市）は 22 日、約６億

南京市にドア工場・販売会社

５千万円を投資して中国事業を拡大すると発表した。南京市でドアの

（北陸中日新聞８月 23 日）

生産工場を新設し、間仕切りの営業を担う現地企業の買収も行う。
同社は 1997 年、中国に進出。南京市の第１工場で病院向け防火ド
アや軽量ドア、高層ビル向け間仕切りを製造。コンピューター用間仕
切りは中国でトップシェアの 50％だという。新設する第２工場は、主
にドアを製造する。第１工場は間仕切り専用に切り替え、コスト削減
につなげて利益増も図る。

福井県
輸出、初の 500 億円超え

敦賀税関支署が 17 日発表した 2011 年上半期の県貿易概況によると、

RORO 船就航けん引

輸出額は半期ベースで初めて 500 億円を突破し、データのある 1979

（福井新聞８月 18 日）

年以降最高となった。昨年７月に国際的貨物 RORO 船（敦賀港－韓
国・釜山）が就航したのが大きな要因。輸入は 325 億円で、前年同期
比 16.7％の伸びとなった。

鳥取県
パプリカ輸入スタート

日韓ロ定期貨客船を使う韓国・江原道産パプリカの近畿の定期輸入

貨客船使い韓国から

が８日、スタートした。江原道の農家で組織する五大営農組合法人が

（山陰中央新報７月９日）

生産し、昨年に続く２年目の定期輸入で、今年は山陰地方をはじめ首
都圏でも販売される予定だ。
昨年は米子青果（米子市）と大阪の商社が、７～11 月上旬に 20 フ
ィートコンテナ 32 本分を輸入し、山陰両県をはじめ山陽や関西に出
荷された。米子青果の上田博久社長は「今年は東京のスーパーに販路
を広げる。パプリカ以外にも江原道の農産物を扱い、定期貨客船の実
績に貢献していきたい」としている。

国際ビジネスセンター開設

鳥取県産業振興機構（鳥取市）が、民間企業の輸出入を後押しする

境港に

「とっとり国際ビジネスセンター」を、境港市竹内団地の夢みなとタ

（山陰中央新報７月 12 日）

ワー内に開設した。鳥取市内に置いていた貿易支援部門を移転拡充さ
せた組織。海外と直接航路で結ばれた境港を新たな拠点とし、県内企
業からの貿易相談や情報提供に応じる。
センターの業務は、輸出入の相談、貿易に関する各種制度の情報提
供、海外商談会の出展支援など。ロシア語、中国語、英語が話せる日
本人職員が常駐し、海外同行による支援も可能という。

鳥取県と韓国・江原道

環日本海定期貨客船が就航する鳥取県と韓国・江原道の共催で５日、

米子で企業商談会

米子市内で輸出企業商談会が開かれた。両県道間の貿易や人的交流を

（山陰中央新報８月６日）

後押しし、貨客船の促進をするのが目的。両国の農水産加工会社や流
通バイヤーなど 70 社が参加し、活発な商談を展開した。
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県内 18 社、道内 19 社が会場にブースを構え、日本酒や菓子、水産
加工品、建築資材を展示。日本国内 20 社と韓国 13 社のバイヤーが商
品を試食したりして、交渉を進めた。商談会は昨年６月、江原道で第
１回を開いたのに続いて企画。パプリカの輸入といった具体的な成約
にも結びついており、両地域で交互に開催する。
島根県
ロシアへボタン 1,080 株

ボタンの産地、松江市八束町の JA くにびき八束支店で 18 日、ロシ

八束で輸出準備始まる

アへ輸出する２、３年生のボタン苗の出荷準備が始まった。境港から

（山陰中央新報８月 19 日）

の日韓ロ定期貨客船を利用し 27 日、ロシア沿海地方のウラジオスト
ク市へ 1,080 株を送り出す。
同 JA によると、八束町産ボタン輸出は 1960 年代前半から始まり、
昨年はオランダやアメリカなどに 33 万本を輸出。ロシアには昨年（実
績 700 株）から本格的に輸出している。1,080 株のうち 1,030 株はウ
ラジオストクの業者が購入し、50 株はサンクトペテルブルク市に商品
見本として出荷する。

九州
福岡農産物通商

福岡県産農産物を輸出している福岡農産物通商（福岡市）は、北九

香港へコンテナ輸出

州市の門司港から香港向けに、コンテナ輸送による果物や野菜の輸出

コスト減 販売拡大に期待

を始めた。同社の香港向け輸出はイチゴの空輸が中心で、コンテナ船

（西日本新聞７月 12 日）

利用は初の試み。空輸よりもコストの安いコンテナ船による定期輸送
が実現すれば、輸送経費を大幅に削減できる上、大量輸送や販売品目
の幅も広がると期待している。

九大と香港大 医療提携

医療機器や新薬の開発・実用化を推進するために九州大学が新設し

（西日本新聞７月 28 日）

た「先端医療イノベーションセンター」
（橋爪誠センター長）は 27 日、
中国の革命家・孫文が学んだ香港大学医学部外科（廬龍茂外科長）と、
学術交流と相互協力に関する覚書を締結した。先端医療分野における
研究開発や臨床試験、人材育成などについて連携を強化する。
27 日、九大のイノベーションセンターであった開所記念式典に出席
するため来日した香港大医学部外科の羅偉倫教授が橋爪センター長と
覚書に調印した。

HBT、上海に法人 来月にも
（西日本新聞８月１日）

長崎県佐世保市のハウステンボス（HTB）が来週の就航を予定する
上海－長崎定期航路について、子会社で運航会社の HBT クルーズ（佐
世保市）が９月にも上海市に現地法人を設立することが、31 日、分か
った。同社は現地に事務所を確保、近く法人設立を上海市側に申請す
る方針。
現地法人は
「上海 HTB クルーズコンサルティング有限公司
（仮称）
」。
HTB クルーズの 100％出資で資本金は１千万円程度を予定している。
代表には同社の山本宰司社長が就く。
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◆セミナー報告◆
平成 23 年度第３回賛助会セミナー

日

時：平成 23 年６月 30 日

場

所：朱鷺メッセ３階・中会議室 301

テーマ：新潟の交通アクセス改善と都市交通の未来像
第１部：新潟空港のアクセス改善に関する話題
講

師：新潟空港アクセス改善検討委員会委員長
長岡技術科学大学環境・建設系教授

中出文平氏

新潟空港のアクセス改善について、平成 18 年度から検討を続けて
まいりました。平成 22 年度で一応の検討を終わることになっていた
のですが、３月の最終委員会の前に 3.11 の地震が起きてしまいました。
まだ、最後を締め切れていない宙ぶらりんな状況ですが、今までの状
況について、お話させていただきます。
実は、平成 18 年には、新潟市の都市計画マスタープランそのもの
がまだ完全にでき上がっていないなかで、議論を同時並行でやってい
ました。今や、新潟市の都市計画マスタープランはでき、追い越され
たなかで、いろいろな議論をしています。
委員会は平成 18 年 10 月から始まり、18 年度末に報告書を作りま
した。この段階で、超短期的取り組みを提案し、短期的取り組みにつ
いて検討し、中・長期的取り組みのシナリオを提示しております。平
成 19 年度からは本格的にアクセス改善の検討を始め、短期的取り組
みについて具体化していきました。19 年度１年間で短期的取り組みの
内容を固めたことから、20 年度に南口空港バスを新設するという実際
の事業が行われました。
19 年度には中・長期的取り組みのシナリオについて、18 年度に提
出したものの改善も行いました。委員会では基本的に、技術面・安全
面から明らかに実現不可能なものをまず潰していき、それが終わった
段階で、財政面・経済的問題などのフィージビリティーに入って議論
をしました。短期的取り組みについては、バス事業が 21 年度４月か
ら実現しています。中・長期的取り組みについては、LRT の実現可能
性、あるいは在来線を活用する際の各ルートの優位性の比較をやって
きました。
平成 22 年は、中・長期的な取り組みの中で、在来線活用案の検討
を継続し、仙台空港アクセス鉄道の状況との比較を行いました。それ
から新幹線延伸案について、
「民間の資金を使えないか」という知事の
アイディアを受けて、それについて頭だしの議論を始めました。
委員会は 18 年度９人、19 年度以降 10 人のメンバーで活動してき
ました。私はもともと土地利用に関する都市計画が専門で、空港のア
クセスに関してはプロではありません。あとは、新潟大学経済学部の
先生と、工学部のデュアル・モード・ビークル（DMV）専門の先生、
この３人がいわゆる学識というかたちで参加させていただきました。
それ以外にユーザー企業２人、JAL、JTB の方、経済最先端の方など
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10 名の構成で委員会を開くとともに、県と新潟市が事務局として入り
ました。さらに JR 東日本、新潟交通などから、技術的な面などに関
して素材を出していただき、我々が議論するという枠組みで進めてき
ました。
平成 18 年度

実際に何を議論したかといいますと、平成 18 年度はまず、問題点
を洗い出しました。当時、万代口から空港行きのバスが出ていました
が、バスのダイヤの設定があまり具合よくない。新潟市近郊からの利
用が不便で、バスとバスの乗り継ぎが不便であるというような、運行
面の問題がありました。次に速達性、定時性、円滑性という点で、例
えば、長岡などの新潟県内、あるいは新潟県外の方が空港バスを使う
とすると、新幹線から新潟駅での乗継を考えたときのトータルのアク
セス時間が自動車より長くかかります。また、路線バスを使っていま
すので、定時性があまり高くありませんでした。それから、当時は新
潟駅の降車場が駅のロータリーの中に入ってなく、重い荷物を持って
かなり歩かされていました。３番目は車両の問題で、いわゆる普通の
路線バスを使っていたので、ラゲージを抱え、それを階段で持ち上げ
るのが大変でした。リムジン型も時々来ますが、それもあまり使い勝
手がよくありませんでした。これについては、空港アクセスとは直接
関係ないので、詳細は割愛しています。
今まで、空港アクセスの考え方として、新潟ではずっと新幹線延伸
が言われ、鉄軌道が直接空港に乗り入れるというアクセスの整備の検
討がほとんどでした。そして、事業採算性の問題から、どの案をどう
取り組もうとしても早期実現は困難であり、結局のところすぐ手をつ
けずにきました。しかし、それではまずいだろうと、シナリオを短期・
中期・長期に分け、できるところから着手して段階的に取り組んでい
く考え方を示そうということになり、そのための「ものさし」を委員
会で整理しました。
一つ目は、需要増加の度合いとそれに応じた輸送力です。空港の利
用者が増えないのにアクセス機能だけにお金を投資しても採算性が合
わない。あるいは、需要が増加したときに需要量に見合わないアクセ
スプランしかないのも問題だという、アクセス手段のキャパシティの
問題です。
二つ目は、短期・中期・長期という一連の流れを考えたとき、ハー
ド整備は少なくとも連続していなければならない。
三番目は、平成 20 年度まで動かしていた従来の路線バスの所要時
間よりも、結局長くかかったのではあまり意味がない。トータルアク
セス時間を短縮する効果がどのくらいあるか、ということです。
四番目は、現在と将来の土地利用との整合性が必要であろうという
ことです。短期・中期・長期のアクセスを確保したとして、そのアク
セスルートの沿線の土地利用と連動していくことで、相乗効果が現れ
るはずです。新潟市が中・長期的に考えている都市計画マスタープラ
ンで示すような、土地利用の構想との整合性がとられる必要がありま
す。
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五番目は環境への配慮です。多くの空港の利用者が自家用車を使っ
ているなかで、少しでも公共交通へ転換してもらう必要があります。
六番目は経済的な持続可能性（事業採算性）です。何百億円という
イニシャルコストがかかり、そのあとランニングコストがかかるなか
で、実際に何年ぐらいで事業が回収できるのかも考えていく必要があ
ります。
これらの六つの枠組みを基に、とりあえず 18 年度報告書の中でシ
ナリオを三つ提示し、そのあと 19 年度で少し修正しました。
空港利用者そのものを増やすためには、長岡以遠とか近隣県からの
利便性を向上させることが必要です。そのための空港アクセスをよく
することが委員会のタスクだったわけですが、もう一つ、空港利用者
そのものを増やしていく必要があります。そのためには、新潟空港へ
の定期便を確保していくこと、あるいは、近隣県からの誘客をより進
めていくことといった、もう一本の柱が必要だろうと思います。
それから、経済的な持続可能性の視点から見た場合、新潟市内の利
用者や近郊ビジネス客の自家用車等からの転換増加によって、公共交
通量の割合を増大することも大事だという意見がありました。実際、
ユーザーである事業者の委員の方々からは、自分の会社では頻繁に出
張に行くけれど、今のところ公共交通はなかなか使えないという意見
をいただき、
「じゃあ、どうすればいいのか」ということが出発点でし
た。これは、比率（レイシオ）の拡大を図る必要があるということで
す。
それから、短期的取り組みについては、平成 21 年の新潟国体の開
催に伴う空港利用者の増加をとらえた改善事業を展開し、持続的な利
用者の増加に弾みをつけたいということがあり、21 年の新潟国体まで
に実現したいということがありました。
そこで、18 年度のときは、JR 東日本、新潟市、新潟交通などがそ
れ以前に出していたいろいろな案のなかで現実的でないものを潰して
いこうと考えました。大雑把にいうと、バス、LRT、在来線を使って空
港へ行く案、新幹線の車両基地を使う案、新幹線を延伸して行く案な
どの鉄道系の案など、いろんな案がありました。在来線について、貨
物の引込線を活用する案もありました。これらの案について、まず技
術面、安全面をルート図の中でチェックしていくのが最初の取り組み
でした。
平成 19 年度

平成 19 年度には、空港バスの万代口広場への乗り入れが実現しま
した。そのうえで、19 年度にどんな議論をしたかというと、新潟駅南
口のバスの新設が短期的取り組み案として具体化されました。具体化
された南口バスの新設のシナリオは、まず、新潟駅で着々と進む連続
立体交差事業の整備スケジュールと相まみえる形でやっていくことに
なりました。南口の空港バスの新設は、21 年の新潟国体の開催までに
新潟の玄関口にふさわしい整備を図るというイメージアップと、レー
ル＆バスの乗り換えの利便性が向上し、新潟空港の拠点機能の向上が
図れるということが期待されました。
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また、連続立体交差が完了すると、万代口と南口が通り抜けできる
ようになり、地上部分はバス専用に近い形になりますが、21 年度のう
ちから空港バスを使いやすいようにできるのではないかと考えていた
わけです。少なくとも、新潟国体の開催が需要喚起のトリガーになる
のではと期待して、始めました。
具体的なサービス内容については、まず、南口にできる空港バスの
乗降場は、JR 東日本と新潟市がそれぞれ知恵を出し、待ち合い環境、
乗り換え環境、乗り継ぎ経路などを工夫することになりました。ルー
ト選定の考え方としては、速達性・定時性の観点、さらに快適性の観
点からも検討されました。
運行頻度やダイヤ設定については、基本は朝から夜まで 20 分間隔
の運行、つまり正時、20 分、40 分、また正時というかたちで運行す
れば、時刻表を見なくてもユーザーにわかるということで、これを基
本にすることになりました。運行車両については、観光バスタイプに
しました。それ以外の提供サービスとして、新潟駅構内あるいは新潟
空港内での案内表示、発着情報の提供などの改善を考えました。
さらに運賃の支払い方法を検討し、翌年度、バス事業者の選定に入
りました。これに関しては、新潟県と新潟市が、相当額の補助金を出
すという前提で、バス事業者を選定しました。バス事業者選定にあた
っては三つの補助メニューがあり、一つはバスの運行経費そのものに
対する補助、それから新しいバスを調達してリースするのにかかる補
助、もう一つが空港と新潟駅での乗車券の自動販売機設置の補助メニ
ューです。ここに至るまでには、県・市が利用者に詳細なアンケート
をかけて集めたバックデータがありました。
バスルートに関して、今の南口からのルートは以前の路線バスから
比べると、同じか少し早いぐらいで到着するようになっています。
運行経費に関する支援は 21 年度と 22 年度で終わり、23 年度以降
は補助がなくなるはずでした。しかし、20 分に１本という間隔と定時
性などの評価がかなり高く、それまでの空港バスの分担率が 17～18％
だったのが、少なくとも 20％以上になりました。同じ頻度でやっても
らうということで、県と市からの補助を継続し、今もほぼ同じスペッ
クで動いてもらっています。
19 年度の報告書では、中・長期的取り組みとして、技術・安全面の
課題の検討をすることになりました。そこでの共通する主要課題とし
て、新潟駅への乗り入れ方法がありました。連続立体交差事業をする
と、今まで在来線のホームが４つ、線路が７線あったのが、線路の数
が３分の２ぐらいに減ってしまいます。空港に乗り入れる新しい線路
を入れることは難しく、かなり輻輳した乗り入れをせざるを得なくな
ります。また、線路を専用で１本増やそうとすると、民地と重なって
くることもあって問題になるという話になりました。さらに、これは
我々のタスクではありませんが、空港側にもっと需要を創出してもら
わないとどう計算をしたところで成り立たない、ということもありま
した。実際、委員会が活動した４、５年の間で複数の国際路線の縮小
を経験するという状況の良くないなかで、検討を加えてきました。
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在来線や新幹線を延伸する一つのお手本として、仙台空港アクセス
鉄道がありました。
仙台駅から名取駅までは JR 東日本の線路を使い、
そのあと専用軌道を使って空港まで行くのですが、その間に駅を複数
設けています。１カ所には巨大なショッピングセンターが駅前にあり、
それ以外の駅には宅地分譲をするなどの需要喚起を図っていました。
しかし、19 年度の時点ではまだ結果が出ていませんでしたが、実際に
はこの空港アクセス鉄道は財政破綻に近い状況になりました。仙台空
港自体は新潟空港の倍以上の乗客があったわけですが、やはり上手く
いかないということがあり、これはマイナス要因でした。
19 年度の技術・安全面の課題の検討のなかで、「これ以上検討して
も仕方がない」ということが二つ出てきました。臨港貨物線から JR
在来線に入るようにすれば、今ある鉄道をかなり使えるという案は、
短絡線で接続するか、スイッチバックをして駅に入らなければならな
いのですが、短絡線に関しては支障物件がたくさんあり、スイッチバ
ックについては羽越本線などの運行との兼合いでかなり危ないという
ことがありました。また、18 年度の段階では、DMV の検討も視野に
入れていましたが、乗れる人数がかなり少なく現実性がないという経
緯がありました。
中・長期的シナリオ

そういう中で、三つのシナリオを設定しました。シナリオ１は鉄道
ネットワークを活用して近県からの利用拡大を図るということで、在
来線を活用しようというものです。短期的には今までのように、中期
的には鉄道のネットワークを利用し、長期については、連続立体交差
事業が終わった後で航空事業の拡大に対応してくことになりました。
これは需要拡大を想定して考えていこうという案です。
シナリオ２は、都市内交通事業に取り組むことでサービスのレベル
向上を図ろうというものです。短期的には同じですが、空港のアクセ
ス改善の効果が少し上がると、需要が緩やかに増加するだろうから、
周辺の土地利用、沿線の需要を喚起して都市内交通型のアクセスで改
善を図っていこうというのが中期的シナリオです。長期的には、連続
立体交差事業が進んでいくとするとどうなるか、という対応でいこう
というものです。
シナリオ３は、かなり需要が増加した段階になります。短期的には
同じです。中期的には、新幹線車両基地までのアクセスルートを整備
し、そこからシャトルバスを走らせるというものです。長期的には新
幹線の空港乗入を考えてもいいということですが、それは広域からの
需要増加に応じた取り組みみであり、なかなか実現しそうにない案で
す。
この三つのシナリオを実現するためのそれぞれのコマを考えていき
ました。DMV、軽量軌道交通（Light Rail Transit: LRT）、それから在来
鉄道を使う臨港貨物線活用案です。さらに、短期でやったバスを続け
ながら DMV や在来線を使うとか、バスに加えて新幹線を延伸してい
くという新幹線活用案も、平成 19 年度の段階で出しました。上手く
いけばこういうシナリオもありうるね、という想定ですが、やはり赤
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字でちょっと無理だねというような意見も出ています。
そのうえに、社会環境の変化と各案の関係があります。都市内需要
にしろ、空港需要にしろ、需要が喚起されないと先には行きにくい。
LRT をやるといっても、都市内交通としてやっていくには新潟市の意
向が反映される必要があります。この段階で、18 年度に出した案のい
くつかに「×」が付いて消えていくわけです。
LRT はまだ残っています。
ただ、
そのルートについては 20 年度以降、
いろいろな議論をしています。特に、LRT の代替案比較をしました。
直行案、拠点駅を設置する案、中間駅を設置する案があります。直行
案でいくと 23 分。駅を始点と終点を含め最大 14 駅設けると 34 分か
かります。なおかつ、新しく道路上に新線を這わすとか、貨物線を使
うとか、今のバスルートを使うとか、いろいろなことを考えていただ
いています。
実際にルートの支障がどうなのかを考えていくと、片側１車線しか
ない、橋が架かっているなど、LRT にするにしてもいろいろなことを
検討する必要があることが分かってきました。直行にしろ、中間駅に
しろ、もっとこまめに停車するにしろ、総合時間を短縮するには車両
性能を向上させる必要があります。それから軌道の専用化、立体化な
どの必要性、優先信号導入の必要性、停留所の乗降時間の短縮、運賃
の授受の簡素化など、表定速度の向上に、いくつかの課題は挙がって
きました。
直行案の 23 分は、今の直行バスと同じですが、止めれば止めるほ
ど時間がかかってきます。しかし都市内交通として機能を果たすため
には、停留場を数多く設けて利便性を図る必要があります。事業実施
に向けては他にも沿線の特性、街路の交通情勢、幹線道路との交差点、
運転間隔、ダイヤ接続など、考えるべきことがたくさんあります。こ
のようなところまで議論して、22 年度は、中期・長期の一通りの案を
出すところで終わるつもりだったのですが、冒頭申し上げたように、
議論が中途のままになっているところです。

第２部：
「新潟市新たな交通システム導入検討委員会」における
検討内容と導入への課題
講 師：新たな交通システム導入検討委員会委員
長岡技術科学大学環境建設系准教授

佐野可寸志氏

「新潟市－新たな交通システム導入検討委員会」で提言が出ました
ので、本日はそのご紹介と、私もその委員会におりましたが、それに
対する私見を述べさせていただきたいと思います。
新潟市が目指すまちづくり

新潟市は九州を除けば日本海側唯一の政令都市です。高齢者の増加
に対応可能な「安心政令市」、環境などを考慮した「田園文化都市」、
拠点化とまちなか活性化を目指した「日本海拠点都市」等のまちづく
りの中で、過度に自動車に依存しなくても誰もが快適に移動しやすい
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交通環境の実現を目指しています。
2010 年３月末の住民基本台帳人口をベースに、新潟市の 65 歳以上
の高齢者数の増加を予測したところ、2010 年の 18 万 5,000 人、高齢
化率 23.1％が、2020 年までの 10 年間で高齢者数が５万人増え、高齢
化率が 30％を超えると見込まれています。
一方、新潟市は非常に自動車に依存した交通体系になっており、昭
和 53 年には 41％だった自動車分担率が、平成 14 年には約 70％まで
増加しました。さらに、運輸旅客部門における一人当たりの CO2 排出
量が県庁所在地の中でワースト３位と、あまりよくない状況です。
新潟市は合併で大きくなりましたので、こうした課題を克服するた
めに、それぞれの区を核としたコンパクトなまちづくりを目指してい
ます。区の中心同士を比較的高速の交通機関で対応し、区内の生活交
通はバスで対応します。今回の委員会では、その基幹公共交通軸をど
ういう軸にするか、導入する交通機関はどういうものが良いかという
ことを検討しました。
これは、新潟市が提案している公共交通体系で、新潟駅を中心に古
町、市役所、市民病院、鳥屋野潟と、
「日の字型」の基幹公共交通軸を
強化する案です。

新潟市の目指す公共交通体系
全体の交通ネットワークの構築

ＢＲＴ

１）地域内の生活交通確保（区バス・住民バス）
２）都心アクセス強化（鉄道・路線バス）
３）基幹公共交通軸の強化（新たな交通システムの導入）

基幹公共交通軸
の強化

出典：新潟市

白山駅
周辺整備事業

ＬＲＴ

古町地区道路空間再構築

都心軸：バスレーン
の検討

小型モノレール

新潟駅
周辺整備事業

出典：新潟市
基幹バス“りゅーとリンク”

オムニバス
タウン
事業

バス停上屋

ＩＣカード

9

新潟市の特徴として車が多いと言われつつも、現状では新潟交通の
バスが非常に活躍しており、都心軸（萬代橋上）では１日約 2,700 台
もの多くのバスが走行しています。新潟駅の高架事業に併せて、新潟
駅直下を通行できる公共交通専用空間を設置することが決まっていま
す。交通軸の周りには公共施設や学校、病院等があり、商業施設もか
なり立地しています。来訪者にも分かりやすい公共交通軸をつくるこ
とによって、交流人口も増加することが望まれます。そして、定時性・
速達性、乗りやすさ・快適さ、わかりやすさ、魅力的な存在性、環境
にやさしい、他の交通機関（自動車・バス・自転車）と連携しやすい、
といった六つの項目を満たすような交通機関が「まちなか公共交通」
には求められています。
新潟市新たな交通システム導入
検討委員会

この会議では BRT（Bus Rapid Transit）
・LRT（Light Rail Transit）
・
小型モノレールの３種類のシステムに絞って、どのシステムが適切か
を検討しました。
新たな交通システムのターゲットとして、対象者は「基幹軸内、郊
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外、来訪者」
、対象年齢は「すべて（今後の高齢者増加に対応）
」
、移動
目的は「通勤、通学、私用（買物、飲食、通院、文化・スポーツ活動
など）」、今使っている交通手段は「自動車、バス、外出しない」とな
っています。
これまでの経緯としては、まず平成 14 年度に実施された「第３回
新潟都市圏パーソントリップ調査」を踏まえて、
「オムニバスタウン計
画」や「にいがた交通戦略プラン」が策定されました。この後、地球
温暖化など環境意識の向上、高齢者の増加、中心市街地活性化の必要
性などがクローズアップされ、新潟市も、政令指定都市に移行し、新
しい公共交通システムを導入しよう等する市民の機運も高まってきま
した。公共交通に対して国の支援制度が拡充され、今までは道路にし
か使えなかった財源も、公共交通に投入することができるようになり
ました。
平成 21 年度に「新たな交通システム導入検討調査」が行われ、BRT、
LRT、小型モノレールの三つの交通機関に対象を絞ってメリット・デメ
リットを整理し、市民への広報活動も行われました。
そして 22 年度、
「新たな交通システム導入検討委員会」は４回開か
れました。１回目に三つのシステムを評価する視点・指標を選定しま
した。次に各指標を評価する方法を検討し、３回目からどのシステム
が良いか、どこの区間を優先的に整備するかといったことを行いまし
た。最後にシステムなどの総合評価を行い、市長に提言をし、委員会
の結果を報告しました。
ルートの評価

ルートの評価は、
「日の字型」のどの部分を優先して建設するかを中
心に議論が行われました。その結果、需要量が見込まれる都市施設の
配置、交通拠点との連携、交通結節点の設定などを考慮し、区間Ａを
優先整備区間とすることが決定されました。区間Ａ以外については、
新たな交通システムを整備した場合に新潟市全体への効果が期待でき
るようにすること、将来的に新たな交通システムの拡充を想定しなが
ら当面は需要に応じたサービスの検討を図ること、区間Ｂ～Ｄと基幹
公共交通軸との連携した公共交通ネットワークの形成と交通結節点に
おける区間Ａとの連携を図ることを提言しました。
古町
白山・
市役所
県庁

万代

新潟駅

鳥屋野潟南部

24

ERINA BUSINESS NEWS

2011 年 9 月 No.87
Economic Research Institute for Northeast Asia

システムの評価

BRT、LRT、小型モノレールの中から、どのシステムが新潟市に最も
適切であるかを検討しました。この図は横軸が輸送規模、縦軸が費用
になっており、BRT、LRT、小型モノレールの順に輸送量が増加します
が、費用も増加します。

BRT（バス・ラピッド・トランジット：高速バス輸送）は、米国運
輸局の定義によれば鉄道の質とバスの柔軟性を提供しうる高速輸送シ
ステムであり、駅・車両・サービス・走行空間・新技術を統合した、
柔軟なゴムタイヤ形式の高速輸送システムです。車両はバスに近いの
ですが、システムとしては鉄道に近いものと定義しています。BRT の
定義はこのようにわりと長い距離を移動するもので、市内に持ってく
るにしても、郊外（例えば白根）から新潟市内に乗ってくるようもの
が本来の BRT です。
BRT のいいところは、将来の鉄道への投資を排除せずに、速やかに
段階的に整備可能であることです。最初はバス、BRT で対応し、10 年、
20 年かけて需要が増加してきたときスムーズに鉄軌道に移行できる
のが BRT の第一の長所だと捉えられています。性質を表すいちばん重
要なものとして BRT 専用空間があり、それによって速達性・定時性を
高めます。また、連接車両を使って大型化しています。鉄道は線路の
上を走るので柔軟な取り回しができませんが、バスは道路があればど
こでも取り回しができるので、乗客にとって乗り継ぎが容易なシステ
ムをつくることが可能となります。さらに、BRT にすることによって、
バスよりも所要時間が 23～47％短縮します。人件費がその分安くなり、
それによって最初の固定費用の投資がかなり早く回収可能となります。
BRT の表定速度は、高速道路にバス専用レーンがある場合で、時速
60～80 キロです。各停の BRT で 50 キロ前後、幹線街路を通るもので
20～30 キロ前後と、市内バスの表定速度が 15～20 キロと比べかなり
鉄道に近いものです。鉄道の表定速度は、特急列車で 100 キロぐらい、
普通は 40～70 キロキロぐらいです。しかし、新潟に導入しようとし
ている BRT は都市内を動き、駅の間隔も短いので、通常の BRT よりは
比較的バスに近いものだと私は認識しています。
評価の視点としては、四つの項目を挙げました。一つは「街づくり
に関する視点」で、①まちのイメージへの寄与、②自動車利用者等へ
の影響、③環境負荷の低減、④需要変化への対応、⑤ユニバーサルデ
ザインへの配慮－というものです。２番目は「システムの性能に関す
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る視点」で、⑥定時性、⑦停留所へのアクセス、⑧速達性、⑨乗換の
しやすさ、⑩新潟市の 気候 への配慮、⑪わかりやすさ－です。３番
目は「事業規模などに関する視点」で、⑫事業採算性、⑬公的負担額。
４番目は「事業環境に関する視点」で、⑭導入空間の確保は可能か、
⑮運航開始までの期間が長いか短いか－を評価しました。
速達性、停留所のアクセスなどは定量的に評価が比較的易しいもの
ですが、イメージへの寄与など定量的な評価が難しいものも含まれて
います。それぞれの項目は私たちがしっかり評価して、総合的な評価
は市民なり市長なりがすべきものだと、個人的には思っています。
需要予測の結果は、BRT が比較的少なく、小型モノレール、LRT の
順に増加します。コストの方はどうなるかというと、全区間で考えた
場合、BRT で 110 億、LRT だと 520 億、小型モノレールだと 1,230 億
円でした。約半分の距離の区間Ａに限っても、６割ぐらいの事業費に
なります。
需要予測結果 （運賃：現状レベルの場合）

概算事業費

出典：新潟市

出典：新潟市

■全区間（約20km）
■全区間整備の場合

＜

ＢＲＴ

＜

初期
投資額

＜

ＬＲＴ

約１１０
億円

小型
モノレール

約５２０
億円

約１２３０
億円

■区間A（約10km）【白山駅~市役所~新潟駅~市民病院】
■区間Ａ整備の場合

＜

ＢＲＴ

＜

初期
投資額

＜

ＬＲＴ

約７０
億円

小型
モノレール

約２８０
億円

約７１０
億円

* 概算事業費：他事例をもとに新潟市の特徴を考慮した上で試算している。なお、新潟駅部や河川横断，地下埋設物移
設についてはルート・導入空間によって大きく変わるため、増額分を事業化の段階で詳細に把握する必要がある。なお、
初期投資額には概略の用地・補償費を含む。

事業採算性では、初期投資を横において年間のオペレーションの費
用だけ見ると、BRT も LRT も運賃収入が維持管理費・コストを上回り、
運行は可能だとみています。ただし、小型モノレールは運賃収入が維
持管理費を下回り毎年赤字を出し続け、事業採算性の評価は×になっ
ています。

事業採算性 （運賃：現状レベルの場合）
＜区間Ａ整備＞
事業者
国
市
計
年間維持管理費
年間運賃収入
初期投資費

事業採算性
＜全区間整備＞
事業者
国
初期投資費
市
計
年間維持管理費
年間運賃収入

事業採算性

出典：新潟市
（億円）

ＢＲＴ

ＬＲＴ

小型モノレール

従来型 公設民営
31.7
0.0
20.9
38.7
17.7
31.6
70.3
70.3
3.3
3.3
8.2
8.2

従来型 公設民営
59.6
0.0
116.4
154.9
105.6
126.7
281.7
281.7
8.2
8.2
14.4
14.4

従来型 公設民営
236.1
0.0
258.7
388.5
211.6
317.9
706.4
706.4
12.6
12.6
10.5
10.5

○

○

×

○

×

×

ＢＲＴ

ＬＲＴ

小型モノレール

従来型 公設民営
55.6
0.0
30.1
61.3
25.8
50.2
111.5
111.5
6.4
6.4
15.6
15.6

従来型 公設民営
113.2
0.0
213.4
286.4
194.2
234.3
520.8
520.8
15.8
15.8
21.6
21.6

従来型 公設民営
415.3
0.0
446.7
675.1
365.5
552.4
1,227.5 1,227.5
22.9
22.9
16.6
16.6

○

○

×

○

×

×

各システムの特徴を比較すると、BRT のメリットは、郊外から専用
走行車両の乗り入れが可能、専用公道がなくても一般車両を走行でき
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る、事業費が低廉、柔軟性がある、拡張性がある、建設期間が短い－
など。デメリットは、レールがなく路線がやや分かりにくい、車両か
ら CO2 を排出する（将来的には燃料電池、電気自動車などの導入によ
り解消可能性あり）などです。
LRT のメリットは、シンボル性が高い、路線が分かりやすい、CO2
排出がない、乗り心地が BRT に比べよい－などです。デメリットとし
ては、事業費が高い、路線の自由度が比較的小さい、郊外バス路線と
の乗り換えが必要、建設期間が比較的長い、一部区間で導入空間の確
保が難しい－などです。
小型モノレールのメリットは、シンボル性が高い、路線が分かりや
すい、CO2 排出がない、一般交通の影響を受けにくく一般交通への影
響も少ない－などです。デメリットとしては、事業費が最も高価、路
線の自由度が小さい、郊外バス路線との乗り換えが必要、駅間が長く
上下移動がある、建設期間が長い、導入空間の確保が難しい区間が多
い－などです。
以上を考慮して、委員会では BRT と LRT が望ましいと結論付けまし
た。ただし、小型モノレールは区間Ｄを含めた広域的な拠点を結ぶル
ートに適する可能性はあると考えられます。区間Ｄを朱鷺メッセから
空港の方に伸ばしてもいいのではないか、という意見もあるようです。
導入のパターン

導入パターンについて考慮すべきことは、第一に、新潟駅連続立体
交差事業との整合性です。さらに、できるだけ早期に導入したい、郊
外からの利用者の利便性を確保したい、費用に対する導入効果を十分
高くしたい、この四つの視点で、導入パターンを検討しました。
導入パターンとして、①できるだけ現在のバスで頑張って、新潟駅
の高架下が使えるようになってから導入する、②もう少し早く導入す
る、③最初から導入する、という三つのパターンを検討しました。区
間Ａは、LRT の変電所や車両基地というスペースを見つけるのが非常
に難しいことがあり、結局、当面 BRT の早期導入を目指しつつ、駅の
高架下が使える時期を目途に次のステップ（LRT への移行）を検討す
ることを委員会として決定しました。ただし、そのとき私は、既存の
バスでやれることと BRT、LRT でやれることを比較して、どれぐらい
便益の差が出るのか、この期間にどれぐらい費用がかかり、BRT、LRT
を運行する便益がその費用に見合ったものかどうかを精査してくださ
い、とお願いしておきました。

新たな交通システム導入への
課題

先の「事業採算性」の表では、採算性は LRT も BRT もプラスですが、
これらの利用者が全員バスから移動したものだとすると、バス会社も
含めればマイナスになります。単に事業の採算性だけ見て良し悪しを
言っても意味がなく、JR、新潟交通を含めた公共交通全体としてプラ
ス、マイナスをチェックしなければなりません。
まちづくりとは関係なく、ただモノレールや LRT をつくるというと、
なかなか採算性が合いにくいので、公共交通の採算が合うような公共
交通指向型開発（Transit Oriented Development: TOD）ということ
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が最近、よく言われています。こういったものができると採算性もよ
くなります。中出先生のお話にもありましたが、空港アクセスに特化
するだけでなく、同時に周囲の沿線の開発も実施して、トータルとし
てある程度採算性を保とうというのが TOD の考え方です。
TOD の例として、ヒューストンでは、LRT の駅の近くに人々がよく
利用する病院などをつくっています。ロサンゼルスでは、LRT の駅の
上にも住居を建てて LRT の利用数を増やしています。TOD は、実は以
前から日本でもありました。西武線では、西武が鉄道を作る前に土地
を買い、そこに住宅を作り、百貨店を作り、西武球場を作りしました。
鉄道では儲からなくても、トータルで儲かる。こうした日本の開発も
TOD の一環です。
LRT の導入が非常に上手くいった例として、フランスのストラスブ
ールがあります。ストラスブールは人口 27 万人、LRT 総延長 25 キロ、
旅客数 20 万トリップです。中心街に専用の LRT の軌道をつくった結
果、公共交通利用者が 43％増え、中心市街地の買い物客数が 36％増
えました。まちづくりと連動することによって、経済的な恩恵も得ら
れました。
BRT と LRT のどちらがいいかは、なかなか難しい問題です。委員会
のシナリオでは、BRT を先に導入しますが、モノレールもできる可能
性があるという、どうにでも取れる解釈になっています。システム上
の便益はそれほど違いがなく、費用が５倍ぐらい違います。当然、そ
の５倍が効いてきますので、狭い意味で費用便益分析をすれば、LRT
が導入されることはありえません。
そもそも BRT と LRT の何が違うかというと、アイスクリームに例え
れば LRT のほうが例えばちょっといいアイスクリーム（H 社）で、BRT
が 120 円の普通のアイスだということです。暑いときに食べるという
機能（便益）は同じ、味は若干違いますが値段（費用）ほどには変わ
らない。これをどうするかは個人の、この場合は市民の嗜好の問題だ
と、私は思うわけです。当然、費用のことは考慮しながら市民の中で
議論していただきたいと思います。
区間Ａの概算事業費では、70 億と 280 億で、210 億円の差がありま
す。計画では、自動車に過度に依存しない公共交通システムを謳って
いるわけですから、例えば道路への投資はしばらく我慢して、その分
LRT にお金を投じることも可能かと思います。ちょっと計算したとこ
ろ、新潟県・市で徴収されている消費税が 650 億。この消費税を 5％
から 5.5％にすると 65 億ということで、まったくできない数字ではな
い。いろいろな予算の組換えをすることによってできるのではないか
と思います。フランスではかなり多くの市で LRT ができています。人
口規模は、多くて 20 万、30 万人です。ルーアンのように人口 10 万
ぐらいでも LRT があります。フランスでは公共交通のために 10 人以
上の事業所から税金を取るということもしています。そのようなこと
をやれば、人口 10 万の都市でも LRT を持つことができるので、政令
都市・新潟市が持てないことはないと、個人的には思います。
新しい交通システムの成功の条件として、BRT というよりも、新潟
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市に合ったシステム「NRT＝ニイガタ・ラピッド・トランジット」を
作るべきだと思います。特に重要なのがバスとの共存。お互いに活用
しあうことが重要です。また、交通システムだけではなく、まちづく
りも合わせることも重要です。まちづくりと公共交通への市民のコン
センサスをこの機会に得ることができるといい、と思っています。

平成 23 年度第４回賛助会セミナー

日

時：平成 23 年７月 28 日

場

所：朱鷺メッセ３階・中会議室 301

テーマ：拡大する中国の東北市場と日本企業の販路開拓
師：ACROSS JAPAN 株式会社代表取締役 及川英明氏

講

中国東北地域の概況

中国東北地方の状況について説明します。ここで東北地方とは、遼
寧省、吉林省、黒龍江省を指します。面積は 78.9 万平方キロメートル
（日本の 2 倍、新潟県の 63 倍、群馬県の 120 倍）という、とてつも
なく広い地域です。そこに、日本とほぼ同じ１億 1,000 万人が住んで
いて、2010 年の地域総生産は日本円換算で約 50 兆円、愛知県や大阪
府ぐらい、新潟と比べても５、６倍の規模を持っています。非常に大
きな経済力を持った地域が 800 キロ先にあるということは、非常に魅
力的なことだと思います。
ただ、なぜか魅力的に感じません。いくつかの理由があると思うの
ですが、一つは、土地が広すぎることです。例えば、延辺朝鮮族自治
州だけでも日本の九州と同じぐらいの面積があります。人口 22 万の
琿春も、愛知県と同じぐらいの面積を持っています。そうすると、な
んだかものすごく閑散としているイメージなのです。
この地域は、地域内格差が非常に大きいと思います。そこで、大衆
消費財とか日用品等を考えた場合、やはり人口が集約している地域が
ターゲットになります。例えば遼寧省ですと、瀋陽と大連の２都市で
経済力的には遼寧省の半分を占めています。吉林省ですと長春、吉林、
延吉ですね。長春と吉林市で人口の半分を占めますし、経済規模でも
40％ぐらいになります。黒龍江省ですとハルビン、綏化、チチハルあ
たりです。ハルビンが約 1,000 万人弱の人口で、綏化が 500 万人、チ
チハルが 570 万人です。
この地域を中国の経済成長率（10.3％）と比べると、遼寧省は 14％、
吉林省は 13％、黒龍江省でも 12％以上の成長をしていて、隣の内モ
ンゴルを含め、このあたりが今、平均経済成長率以上に中国の経済成
長を引っ張っている地域です。
それに比べて平均給与は、2009 年の数字ですが、遼寧省が月給 2,600
元ぐらい。およそ３万円強のレベルです。例えば上海の場合は 5,300
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元ぐらいですから、上海の半分ぐらいの収入になります。ただ、遼寧
省全体で見ないで、瀋陽市や大連市で見ると、3,000 元を超える（４
万円ぐらい）月収があるので、上海の 2006 年ぐらいのレベルに近づ
いていると思います。東北地方では遼寧省が経済をいちばん引っ張っ
ていて、遼寧省の賃金水準も中国 31 省のなかで 10 番目ぐらいに位置
します。１位が上海、２位が北京です。それに比べ、吉林省は 29 位、
黒龍江省は 28 位。下から数えて３番目、４番目という非常に低い月
収です。経済は急激に発展しているけれども、賃金レベルはまだそれ
ほど高くなっていないのがこの地域の特徴です。
一人当たりの年間可処分所得は、遼寧省で 17,713 元、前年に比べ
て 12.4％上がっています。地域総生産の 14.1％増、社会小売品販売総
額の 18％増と比べ、可処分所得の成長はまだそれほど高くないと言え
ると思います。
中国は今、労働分配率を高めようと、賃金を上げていく政策を取っ
ていますので、この地域は政策的にも所得や可処分所得が上がってい
くと予想され、非常に高い購買力が出てくると言えるでしょう。
なぜいま中国東北市場か？

次に、なぜ今、中国東北市場なのかということについて話したいと
思います。
「中国は世界の工場から世界の市場へ変わってきた」と言わ
れるなかで、胡錦涛政権になってから、2003 年の東北振興策をはじめ
として、東北地方は非常に重点が置かれています。さらに今、李克強
副総理など遼寧省出身者が要職に就いていて、東北地方が政治的にも
非常に重視されていることをひしひしと感じます。
東北地方は、非常に多角的な対日感情を持っている地域だと思いま
す。中国ではいま愛国教育というのが重視されていますが、東北地方
には自分の家族が日本の占領下にいた方たちもいますし、日本に対し
て一面的ではない見方をしている地域です。また、当時、日本軍が指
示して中国の労働人民がつくった建物は非常に強固にできていて、そ
ういうものも日本に対する一つの信頼の証になるのでないでしょうか。
このように、日本に対する歴史的認識も多角的ですし、日本の品質に
対しても身近で感じるものを持っている地域だと思います。
衣食住の「衣」については、年間の温度差が非常に大きく（冬はマ
イナス 35 度以下、夏はプラス 35 度以上）、さまざまな服を必要とし
ています。
「食」では、主食がコメ、饅頭、小麦で、特に黒龍江省や吉
林省ではジャポニカ米を栽培しています。夏場、朝と夜の寒暖差が大
いため、非常に美味しいコメができると思います。また、水も黒龍江
省や吉林省では短い河川が多く、軟水です。軟水には油を使わずあっ
さりした料理が合い、日本人にも食べやすく親しみやすい地域だと思
います。
人柄は、非常に義理深いところがあります。東北人気質というので
しょうか、上海や広東、北京とは違って、人との信頼関係を大事にし
ます。ただ、逆に言うと「世間知らず」です。
「自分のところが一番だ」
という気持ちが強くて。冒頭、
「東北地方が魅力的に感じない」と言っ
たのも、何か垢抜けないところがあるのですね。
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商業的な習慣に疎いのも、この地域の特徴だと思います。
「北京の人
にものを頼むとき、お金はいらないけど、人間関係が必要だ」という
言い方をし、広東省の人は「お金をくれたらやります」ということを
言います。上海は「友達でなくてはやらない。でもお金はくれよ」と
いうやり方です。そういう感覚で東北地方に行くと、皆が「だまして
くれ」と言わんばかりの純朴な感じに見えるのです。北京のようにお
金より義理人情を重視し、意気に感じれば、お金にかかわらずやると
いうところがあります。同時に商売には疎く、すぐに騙されてしまう
ことが多い。もともと東北地方は国有企業が多く、資源がありました
から、あまり商業が発展していなかった地域です。中国の中でも珍し
く商業の基盤が整備されなかった地域だと思います。
市場開拓の手法

東北地方に限らず、中国に進出するときは一般的に、代理店を探し
て進出するやり方、自分たちで現地法人をつくって販売する方法、現
地の企業を買収する方法などがあります。最初の方法が投資コストも
少なく、リスクも少ないのですが、融通が利きにくい。合弁会社や現
地法人をつくる、もしくは買収するというのは、非常にコストがかか
りますし、リスクもありますけれど、自分たちのものになります。
それから、
「プラス・インターネット販売、直販」というのが特に中
小企業の場合、非常に大事なことだと思います。販売力のある大手な
ら、自分で販売網を作ってスーパーや百貨店に流せば、そこそこ利益
が取れますが、中小企業の限られたアイテム、数量で利益を出すのは
大変です。
百貨店などに販売を依頼する場合は、商品が来たときに百貨店が買
い取る方法、商品を売ったときに売上に応じて買い取る方法、という
本仕入れと売上仕入れの２種類があります。どちらでも 15～40％ぐら
いのコミッションを取っています。ウォルマートなど大手はもう少し
高く言ってくることもあり、お客は集まってもコミッションが高いの
がネックです。しかし、このチャネルが良くないかというと、そうで
はなく、やはり百貨店自身が非常に多くの人たちを顧客としてつかん
でいます。例えば、卓展という百貨店は長春に２店舗、ハルビンと瀋
陽にもあり、瀋陽ではいちばん高級な百貨店だと思いますが、高額所
得者を会員として取り込んでいて、店に行くと非常に高所得の人たち
が集まってきます。ただ、それだけで利益を出すのは難しいので、イ
ンターネット販売や直販を併用してみることが大事だと思います。
商品はだいたいが「売れるかどうか分からない」ものです。つまり、
どういう条件で売っていけば売れるか、ということを考えるのが大切
です。売り方として、現場の消費者の声を聞いて対応していくことが
一つだと思います。そのなかでも比較的売りやすいものは、健康関連
用品です。最近は、健康を気にする方、太りすぎを気にする方が多く
いらっしゃいます。医薬品は、中国にも漢方薬がありますが、日本の
医薬品も評価してくれています。ただし、医薬品を中国に入れる際に
は、衛生検査に時間とお金がかかります。１年以上、２年、３年ぐら
いかかるときもあります。成分によって期間、費用が違ってくるので、
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なかなか参入しにくい分野です。しかし健康食品の場合は、衛生検査
はありますが、比較的簡単です。普通、半年から１年ぐらいで許可が
取れます。
あとは美容関係、そして高齢者福祉があります。中国も高齢化社会
に入ってきますし、両親、高齢者、年配者を大事にする土地柄です。
それから、自動車・モータライゼイションに関連する商品が売れると
思います。
キーワードは「小皇帝」「小公主（お姫様の意）」といわれる子供た
ちです。一人っ子政策の中で、甘やかされ、大事に育てられた子ども
たちの製品が注目です。1980 年代、90 年代以降に生まれた人たちは
当然、一人っ子であり、豊かな環境の中で育ち、
「欲しいものは欲しい」
という人たちです。「月光族」というのは、「月光仮面」ではなく、毎
月使い切って宵越しのお金を持たない人たちのことですが、そういう
人たちがこれからも消費のターゲットになってくると思います。
東北地方に特化したこととしては、贈答文化が非常に大きい。例え
ば、同じ商品をそのまま売るより箱に詰めて売ったほうが高く売れる
傾向があります。できればおまけをつける。例えば、会社で贈答品を
買いに行く人がまとめて 10 個、50 個買うだけでなく、おまけが自分
のものになると、非常にインセンティブが働きます。
それから寒冷地向けの用品、建材等があります。今年の瀋陽の博覧
会に出展を申し込んだ企業のなかには、建材メーカーが非常に多くな
っています。瀋陽には鹿島建設が進出し、去年、正式に事務所を設け
ました。瀋陽の中心部を移転させようという計画があり、そのプロジ
ェクトプランを鹿島建設が請け負いました。日本の基準に沿った日本
の備品をできるだけ使った最高級の建築を－と、瀋陽市も「瀋陽から
中国の建築革命を」という勢いで動いています。その関係で、いろい
ろな日本のメーカーが入ってきています。また、大連はもちろん、長
春、ハルビン、さらに綏化、チチハル、吉林、延吉等で急激に建築が
進むと思います。さらにその先の琿春も、新潟から航路ができれば、
急速に発展していく街だと思います。瀋陽展示会の出展者の中でおも
しろいのは、日本の消費者金融が認められ、
「プロミス」も顧客を確保
するために参加することです。
いま売れそうなものは何か、ということを大雑把に話しましたが、
一言でいえば、売れそうだと思うものを売ってみながら考えていく、
ということです。例えば、パッケージを変える。日本酒ですと、若い
日本の女性が好むようなおしゃれなラベルより、骨太な墨で書いた字
の方が売れるなど、顕著に違ってきます。
それから、賞味（消費）期限。中国では、ある程度の賞味期限がな
いとバイヤーが引き取ってくれないケースがほとんどです。一般的に
食料品だと９カ月、できれば１年欲しい、というのが百貨店やスーパ
ーの意見です。最低でも６カ月はないと難しい。賞味期限、消費期限
を伸ばすような改良ができないか、考えていく必要もあるでしょう。
例えば、冷凍ならば３カ月もつが、解凍したら２週間しかもたない
という場合には、カタログ注文を受けて翌週の金曜日にお届けする方
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法や、注文を受けてから日本から発送する方法をとるなど、いくつか
考えて対応していく必要があります。賞味期限は何らかの形でクリア
していかなくてはならない問題だと思います。
東北地方で他に売れるものとして、レジャー用品があります。自然
が豊かな地域ですから、皆さん、休みの日にはピクニックに行ったり、
バーベキューに行ったりします。南の人たちとはちょっと違い、休み
の日には思いっきり遊ぶ人たちが多いのです。
それから、農業関連ですね。農業は日本の非常に優れた技術、財産
だと思います。そうしたものを日本のなかに閉じ込めておくのは、も
ったいない。技術移転すると盗まれるということも言われますが、で
きる限り現地での生産を考えてみてもいい、と思います。
環境関連商品については、東北地方では実際どうだろう、というの
が正直な感覚です。第 12 次五カ年計画で環境が非常に重要視され、
中国全体で環境改善、CO2 削減を謳い、クリーンな経済成長を目指し
ています。上海や広東省仏山はアルミや陶器の生産で非常に汚染され
た工場が多く、小さいものも含めて 200 社ぐらいあったのですが、今
は３社しかない。全部、整理・撤退させました。それと同じようなこ
とを東北地方でやるかというと、まだ早いような気がします。
福島原発事故による
日本製品輸入規制

新潟を含む首都圏など 10 都県の食品について、中国は今、輸入を
禁止している状況です。それ以外の地域の食品は、放射性物質の検査
証明などを提示しなければいけないことになっています。提出すれば、
10 都県以外のものですと入るのですが、バイヤーたちも食料品につい
てはちょっとまだ早いかな、という感じは持っています。
ただ、そのまま待っているのではなく、今の段階から売り込みをか
けていくことは有効だと思います。例えば瀋陽の展示会ですと、理由
は詳しくは分かりませんが、ハンドキャリーで持ってきたら、空港に
話してサンプルが入るように手配できる、と言っています。そういう
ことも含め、いろいろアタックしていくには良い時期かと思います。

いま私たちが取り組むべきこと

日本のものは安全・安心、ヘルシーだとか、健康的だとか、言えな
くなってきました。もともと日本のものが安全・安心というのは何か
根拠があるわけではなく、日本の基準がきちんとしているから安全・
安心だと言われてきたところに乗っかって売ってきたわけです。今は、
日本の物は非常に危ないと言われていますが、どれだけ危ないかは、
一般の人たちにはよく分からりません。
私が５月の初めにロシアから琿春を経由してハルビンに入ったとき、
「震災後はじめてきた日本人だ」と、ガイガーカウンターで放射能チ
ェックを受けました。「任意で同意するならばチェックさせてくださ
い」と丁寧に言ってくれましたが、非常にデリケートになっていると
思います。中国が恐れているのは、放射能の汚染なのですね。中国も
輸入製品に対してきちんとした基準を設けていますので、それをクリ
アすればいいわけです。風評被害ということで引いてしまうよりは、
その基準を積極的にクリアする体制を考えてもいいと私は思います。
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一つの企業として取り組むには大きな問題でも、企業が複数で、ま
たは行政と一緒になって取り組むことができるかもしれません。例え
ば自主的に検査をし、検査シール等の目に見えて分かるようなものを
付け、売込み交渉していく。中国各地に検査機関がありますから、そ
ういうところと組んで、認証をもらいながら売り込んでいくこともで
きると思います。手をこまねいてじっとしているよりは、前向きに問
題に取り組んでいくことが必要ではないでしょうか。
震災復興といいますが、元とまったく同じにはできません。何らか
の新しいかたちになるわけですが、意図的に新しい形にするチャンス
でもあります。ただ、そこに飛び込んだ人すべてに利益が出るとは限
りません。新たに栄える者もあれば、淘汰されていく者もあり、痛み
が伴うことかもしれませんが、新しい形をイメージして取り組んでい
くことが大切だと思います。
今、中国で恐れられている食品を、私たちは日本で口にしているわ
けで、中国の人たちには非常に不思議なことだと思います。私たちが
食べていることが危険な行為ではないとしたら、それを認識してもら
うことも必要でしょう。そのために中国のバイヤーたちを呼び、売り
込みや説明をすることも有効です。今、日本から中国に行って売り込
むのはなかなか難しいのですが、最近は、富山県と岐阜県が一緒にな
って中国のバイヤーを呼ぼうとか、大阪でも９月の貿易商談会でバイ
ヤーを呼ぼうという動きがあります。
新潟は中国東北地方に対して非常に有利な位置にあり、このチャン
スを積極的に生かせる利点があると思います。そうした面で、中国市
場に特化した政策も考えられるのではないでしょうか。例えば中小メ
ーカーにとって、自分だけで物を運ぶのは非常に割高ですが、それを
一括して運ぶことができると一つのサービスになります。また、中国
で販売するときに、日本から完成品を運ぶと非常に割高になってしま
います。そこで、バルクで中国にもって行き、中国でパッケージでき
るように、パッケージ工場と行政が提携する。こうなると行政の域を
超えるのかもしれませんが、パッキング、印刷、簡単な加工等を現地
の協力工場と提携することも非常に価値のあることかと思います。
さらに、新潟東港での荷捌きの迅速化や、新潟から日本の生産地・
消費地までの輸送は、日本海横断航路が開通したらぜひ検討していた
だきたいと思います。吉林省や黒龍江省からザルビノを経由して新潟
に荷物を出す場合、現状では新潟が最終仕向地にはなっていないもの
がほとんどです。東京等までトータルで考えた運賃や時間で、この航
路が大連経由と比べて魅力的かどうかを考えます。大連経由で１週間
から 10 日、２週間ぐらいかかっているものが何日で運べるか。また、
運賃がどれだけ違うか。できれば同じぐらい、高くならないで欲しい
し、将来的には安くなって欲しいと思っています。そのため、海上運
賃だけではなく、日本の国内輸送運賃が非常に重要になります。
今、中国では、ザルビノから釜山を経由して日本の主要港へのルー
トを開こうという動きもあります。彼らも、大連経由で運ぶより高く
ならないように意識しながら動いているようです。いずれ日本海は交
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流の海になり、いろいろなルートができるとき、釜山トランジットに
負けないような新潟航路を築いて欲しいと思います。例えば、名古屋
から向こうにインランドデポを県として作り、そこで集めたものを新
潟から運ぶというようなことも、採算面を考えないで話していますが、
あるかもしれません。

質疑応答
Ｑ：瀋陽などの展示会がビジネ

及川：二つとも非常に難しい問題だと思います。展示会や展覧会は一

スのマッチングとして効果的だ

つのきっかけになると思います。最近では主催者側も、
「B2B」を重視

というお話でしたが、信頼の置

して、バイヤーを連れてこようとしています。そうしたなかで、お互

ける相手か、実際にビジネスに

いにマッチングする機会が生まれているのは良いことだと思うのです

なるのかどうかを、どのように

が、それが信用できるかどうかは、分からないですね。３年分の財務

見極めたらいいのでしょうか。

諸表を取り寄せるなど、簡単な企業信用調査というのはすぐにできま

また、こうした新興国では現地

す。それから、小売店で売っている商品の裏側を見ると、輸入貿易会

のパートナーと組むことが非常

社の名前が必ず印刷されているので、それを実績のある会社として考

に重要だと思われますが、良い

えてもいいと思います。

パートナーを東北三省で見つけ

政府が集めたバイヤーでも、政府が直接知っている企業とは限りま

るためには、どうすればよいの

せん。また、私たちは、現地のリテーラー（例えば百貨店）との信頼

でしょうか。

関係がどうなっているかを探ります。やる気のあるところというのが、
私はいちばん大事だと思っています。ただし、それで信用できるかど
うかは分からないので、リスクをヘッジしながら、お互いに時間をか
けて信頼関係を築いていくことだと思います。

Ｑ．貴殿がかかわっている小島

及川：小島衣料をはじめ、琿春や東寧の地域にある企業のほとんどが、

衣料さんとして、新潟とザルビ

実際に航路ができて、定期的に定時で運行されたら、琿春から東京の

ノの航路をどのぐらいご利用い

仕向け地までのトータルコストがどうかは考えますが、使いたいと思

ただけるでしょうか。

っています。最初はたいへんだとは思いますが、定期的に１カ月、２
カ月と動かしていただくなかで、荷物が増えてくる航路だと思います。

◆ERINA 日誌◆（７月１日～８月 31 日）
7月1日

中国・吉林省吉林市商務局国際貿易地区発展処と協力に関する覚書締結

7 月 4～11 日

新潟県モンゴル国中小企業技術協力可能性調査訪問団
（ウランバートル、エンクバヤル主任研究員）

7 月 11 日

北東アジア研究交流ネットワーク・京都大学経済学研究科東アジア経済研究センター「第
６回フォーラム」（京都市、三村調査研究部長）

7 月 15 日

黒龍江省商務庁国際経済貿易関係処長・姜鵬氏来所（伊藤業務執行理事ほか）

7 月 15 日

中国・黒龍江省商務庁国際経貿関係処と協力に関する覚書締結

7 月 15 日

中国・吉林省延辺朝鮮族自治州商務局と協力に関する覚書締結

7 月 15 日～

新潟大学産学地域連携推進機構インターシップ受入
（2012 年１月６日まで、新潟大学大学院

7 月 24 日

劉姣）

新潟華僑華人総会「新潟県における華僑華人と地域社会との共生・交流促進事業」・講演
（クロスパルにいがた、鈴木特別研究員）
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7 月 25 日

ERINA BUSINESS NEWS No.86 発行

7 月 28 日

平成 23 年度第４回賛助会セミナー「拡大する中国の東北市場と日本企業の販路開拓」
（朱
鷺メッセ中会議室、ACROSS JAPAN 株式会社代表取締役

7 月 29 日

及川英明氏）

群馬県生活文化部「平成 23 年度第２回グローバル展開勉強会」講師
（前橋市、佐藤経済交流部長）

8月1日

日米学生会議「グローバル化と世界システム」分科会メンバー訪問
（ERINA 会議室、中村企画・広報部長）

8月2日
8月9日
8 月 15 日

第１回群馬県国際戦略に係る有識者懇談会（前橋市、佐藤経済交流部長）
ERINA 調査研究部・特別セミナー「日本のアジア太平洋経済戦略：TPP への対応」
（万代
島ビル６階会議室、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 浦田秀次郎氏）
ERINA REPORTNo.101 発行

8 月 15 日

ERINA Annual Report 発行

8 月 17～19 日

新潟大学副専攻「北東アジア社会経済演習」（ERINA 会議室、中村企画・広報部長ほか）

8 月 18 日

日本海横断航路開設記念講演参加（ホテルオークラ新潟、中村企画・広報部長）

8 月 21～22 日

第４回図們江会議（延吉、三村調査研究部長）

8 月 22～23 日

日ロ沿岸市長会議（ヤクーツク、杉本副所長）

8 月 24 日

ERINA・仁荷大学校静石物流通商研究院（JRI）
・富山大学極東地域研究センターワークシ
ョップ（ERINA 会議室、西村代表理事ほか）

8 月 24 日

韓国・仁荷大学校静石物流通商研究院（JRI）と研究協力に関する合意書締結

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ERINA BUSINESS NEWS No.87

編集後記
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９月になると、海外では夏休みが終わり、滞りかけ

発 行 人 西村可明

た仕事が動きだします。▼北東アジアでも事情は同

編集責任 中村俊彦

じ。中国で、ロシアで、モンゴルで、さまざまなプ

編 集 者 丸山美法

ロジェクトが一斉に動き出し、ERINA では会議に、

発

見本市に、視察に、研究員の出張が相次ぎます。▼

〒950-0078 新潟市中央区万代島５番１号

すっかり静かになった ERINA のオフィスには留守

万代島ビル 13 階

行 公益財団法人環日本海経済研究所

番部隊。そこへ休み明けの中国やロシアから原語の

TEL

025-290-5545

電話連絡が。さあ困った、大変だぁ。▼ERINA 日誌

FAX

025-249-7550

にもある通り、この２カ月で、海外機関といくつか

URL

http://www.erina.or.jp

の協力提携が結ばれました。共同研究、共同事業、

E-mail

erdkor@erina.or.jp

国際会議の準備…、年度後半戦の始まりです。
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