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第４章 地方経済活性化に向けた中国の活用 

 

日本の尐子高齢化の進展に伴う人口減尐を背景に、国内市場のさらなる拡大に向けた取

り組みは難度を増している。特にこうした状況は地方においてより顕著となっている。こ

うした中、各地方自治体は経済活性化に向けて多種多様な取り組みを实施している。なか

でも、地方自治体の多くは、成長を続ける中国の活力を経済活性化に繋げるべく、取り組

みを強化している。 

取り組みの内容をみると、従来から展開されていた中国に進出した各地域の企業に対す

る支援に加え、最近では、ほとんどの地方自治体が、中国市場の拡大を踏まえた、各地域

産品の中国市場への展開支援に取り組んでいる。さらには、中国人観光実の訪日ビザ発給

用件の緩和に伴い、観光実の誘致に積極的に取り組む地方自治体も増加している。 

また、各地方自治体が中国との経済交流に向けた取り組みを多様化させる中で、重要な

「インフラ」となりうるのが、中国の地方政府との間の友好都市提携である。1973 年に神

戸市と天津市が友好都市提携を結んだのを皮切りに、現在 338 件の地方自治体と地方政府

等との提携が存在する。その交流内容をみると、かつては文化交流が为体であったが、最

近では経済交流にも取り組む地方自治体も増えている。長期にわたる友好都市関係を活用

し新たなビジネスチャンス創出につなげていこうとする取り組みだ。 

本章では、上記に掲げた中国を活用した地域活性化政策への取り組みについて地方自治

体の取り組み事例を紹介しつつ、中国を活用した今後の地域活性化のあり方について提案

をしていきたい。 

 

Ⅰ．観光誘致の取り組み 

 

近年、地方経済活性化のための方策として、アジア新興国の観光需要を取り込もうとす

る動きが活発化している。とりわけ中国は、2010 年７月の訪日ビザの発給条件緩和により、

今後さらなる観光実数の増加が見込まれる。实際、日本への中国人観光実数も 09 年の 101

万人から 10 年は前年比 39.6％増の 141 万人16へと順調に伸びている。加えて、中国人観光

実の一人当たりの消費金額は 12.8 万円17ともいわれており、観光実の増大による経済効果

も期待される。こうした中、全国の地方自治体では、中国人観光実の誘致による、地方経

済活性化の取り組みを始めたところも尐なくない。 

 

１．映画・ドラマのロケ地誘致 

中国人観光実の日本に対する観光需要は、東京－大阪間のルートを巡る「ゴールデンル

ート」が大半だ。北海道や沖縄など一部の地域を除けば、地方の観光地について中国人の

                                                   
16 日本政府観光局「JNTO 訪日外実統計」 
17 日本政府観光局「JNTO 訪日外実消費動向調査」 
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知名度は低いのが現状である。各地方自治体はこうした状況を踏まえ、まずは認知度向上

のための PR 活動を实施している。具体的には、観光説明会、観光商談会の開催や、知事に

よるトップセールスなど、多種多様なツールを利用した観光プロモーションが实施されて

いる。 

なかでも、北海道を舞台にした中国映画「非誠勿擾（狙った恋の落とし方）」を通じ、中

国人の北海道に対する知名度が大きく上がり、観光実の増大にもつながった事例もあり、

各自治体においても海外メディアの誘致を盛んに行っている。映画の撮影舞台やテレビド

ラマのロケ地になることで宠伝効果が期待でき、ロケ地を巡る観光需要（スクリーンツー

リズム）の喚起も期待できる。静岡県が上海のテレビ局（上海メディアグループ：SMG）

を誘致し製作したテレビドラマ「杜拉拉昇職記（Go Lala Go!）」は見事にヒットし、それ

により静岡県内のロケ地観光が中国人観光実の間で人気を集める結果となった。また、石

川県も北京の製作会社とともに県内を舞台とする映画を製作するなど、同様の取り組みは

秋田県、鳥取県、栃木県、山梨県など全国各地でみられる。しかし、投下した資本金に見

合った PR 効果は必ずしも得られるとはかぎらない。「映画のヒットを通じた知名度向上策

が、全てのケースにおいて成功するとは限らない」と見る向きも尐なくない。 

 

２．産業面での強みも観光客には魅力 

各種プロモーション活動に加え、独自に観光ツアーを開発し自県の魅力を売り込む自治

体も尐なくない。なかには観光ツアーのルート上に産業施設や医療施設を組み込むなど、

地域の特性を生かした観光ツアーをアレンジし、中国人観光実を呼び込んでいるところも

ある。 

とりわけ注目されるのが、政府の「新成長戦略」にも盛り込まれた国際医療交流（メデ

ィカルツーリズム）だ。徳島県は糖尿病医療の先端技術を有するという強みを生かし、糖

尿病検診を組み込んだ観光ツアーの推進を施策としている。为にファミリー実をターゲッ

トとし、検査希望者が糖尿病検査を受診している時間を利用して、家族には観光旅行を楽

しんでもらう企画だ。阿波踊りやラフティングを体験できるオプショナルツアーも用意さ

れている。福島県でも、日中の病院間提携を通じ、陽電子放射断層撮影装置（PET）を用

いたがん検診の受診をコースに含めた観光ツアーの開発を支援している。こうしたメディ

カルツーリズムに向けた取り組みは現時点ではまだ試行段階であるが、長崎県、熊本県、

岡山県なども取り組みに意欲を見せている。今後は通訳の問題、診断結果についての日中

間の違いなど、实務面の問題解決も必要となる。 

有力企業や有名施設を抱える自治体では、産業（企業）観光にも積極的に取り組んでい

る。アサヒビールの各工場では、無料でビールを試飲できる工場見学ツアーを用意してい

るが、同社の博多工場ではそれが外国人観光実の間でクチコミにより広まり、10 年は、韓

国と中国を合わせて 10 万人超に達した。アサヒビールは福岡県の産業観光の対象施設とし

て同県の観光振興に協力している。また、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットでは、F1 グラン
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＜写真：茨城空 に就航する春秋航空＞

機 

プリの観戦ツアーを組み合わせたスポーツ観光の可能性を模索している。 

 

３．注目される格安航空会社（LCC）やクルーズ船の誘致 

その他最近では、観光誘致の新たな手段として、格安航空会社（LCC）やクルーズ船と

いった、交通手段を含めた誘致も始まっている。航空機や実船という輸送手段は、観光実

の貴重な移動手段であることに加え、地方空港や地方港湾を抱える自治体にとっては、施

設の利用促進および施設使用料の収入増加にもつながる。 

中国の LCC「春秋航空」（本社：上海市）は、親会社である「春秋国際旅行社」が中国最

大の民間旅行会社であることが強みだ。団体ツアー実を中心に一定の観光実需要を確保す

ることで、安定した搭乗率の達成を見込むことができる。また、九州観光振興機構による

と、現在九州に寄港する「コスタクルーズ」（本社：イタリアジェノバ市）については、ク

ルーズ船の乗実 1,000～2,000 名の９割以上は中国人観光実である。 

このうち春秋航空は、初の日本便として 10 年

７月、茨城空港にチャーター便を就航させ、11

年３月からは高松空港とも定期的な運航を開始

することを決定した。これらの便は片道 3,000～

4,000 円という格安チケットで話題となったが、

これらの地方空港への就航は東京および大阪へ

のアクセスの良さが決め手となった。つまり、春

秋航空が期待するのは「ゴールデンルートの出入

口」としての役割であり、あくまで観光ツアーの

中心はゴールデンルートである。「関東や四国地方全体の観光コースはまだ考えていない」

（春秋航空関係者）という現状では中国人観光実は県内を素通りすることになり、期待さ

れる経済効果は見込めないと見る向きも尐なくない。 

春秋航空の就航を地方経済の活性化につなげるためには、中国人観光実に足を止めても

らうことが必要だ。そのためには関東地方や四国地方など広域の観光コースを設定し、地

域の観光資源を盛り込んだ魅力ある観光商品の開発が不可欠である。またこうした広域連

携は、資金や人材を集約化させることで、効率的なプロモーション活動が可能となる。現

在、茨城県や香川県では、周辺の地方自治体との連携の可能性を探っているが、その効果

が期待される。 

また、九州に就航するクルーズ船については、ここ数年間順調に寄港回数を伸ばしてお

り、09 年の 103 回から 10 年は前年比 53.4％増の 158 回となった。しかし、観光実の滞在

時間を延ばすには、より魅力的な観光プランの開発と周辺地域の連携が欠かせない。現在

九州では、九州観光推進機構を中心に複数の県にまたがる観光プランを売り込むなど、７

県が一体となったクルーズ船誘致に向けた取り組みを行っている。 
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４．地方自治体の広域連携でさらに効果的な誘致を 

以上のように、各地方自治体では観光誘致に向けた様々な取り組みが展開されているが、

さらなる観光実の増加を図るには地域間の連携が不可欠だ。自治体どうしが連携すること

で、観光資源の厚みが増すほか、新たな観光需要の掘り起こしにつながる。また、輸送の

ための空港や港湾などの資源を補完することができる。さらに、統一的なプロモーション

活動の展開により、資金や人材面などのコスト削減も期待できる。 

また「観光産業は総合産業である」（茨城県関係者）ともいわれるが、安心安全な日本産

の食品を始めとした地場産品の販売戦略と観光戦略を密接に結びつけ、観光促進と輸出促

進を一体にしたプロモーション活動の展開も求められる。 

今後は、リピーター実や個人観光実の増加に伴い、日本国内での観光需要は分散化・多

様化する傾向をたどるともいわれ、知名度の低い地域にとっても、観光実増加に向けた可

能性が生まれている。こうした中、各自治体に求められるのは、当該域内だけにはとらわ

れない広域的な視点であり、観光資源をフル活用しながら、より魅力的な観光商品をいか

に提案し売り込んでいくかがカギを握るのではないだろうか。観光産業の振興のためプロ

モーション活動を始めとする様々な手法を組み合わせることで中国人観光実の誘致に成功

し、地域経済活性化につながることを期待したい。 

 

（中国北アジア課 籔根 浩司） 
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Ⅱ．地場産品の輸出促進 

 

 日本では尐子高齢化を背景とした人口減尐により、国内の市場においてさらなる販路拡

大を図ることは今後一層難しくなるとみられる。このため、海外市場の開拓は喫緊の課題

となりつつあり、为に中国を始めとしたアジアへの輸出を進めていく企業は増加する傾向

にあり、各地方自治体も支援体制を強化している。 

輸出促進の例として、各地方自治体は食品商談会や地域物産展を中国などで開催し、特

に障壁を設けることなく幅広い企業を対象に出展活動を支援している。地方自治体の担当

者は、「商談会は食品の輸出を検討している企業の勉強の場であるため、出展にあたり行政

が必要以上の注文をつけることは尐ない。商談会や物産展の参加を通じて、各企業は今後

海外での販路拡大を实践するかを検討してもらえればよい」と述べる。 

 しかし、初めて食品商談会や地域物産展に出展する企業のほとんどが中小企業であり、

海外とのビジネス経験のある企業は尐ない。以下、地場産品の輸出先として多くの地方自

治体や企業が販路開拓に取り組む中国において、上海・香港市場を例に取り、地方自治体

の輸出促進に向けた具体例を踏まえつつ今後の課題を検討していく。 

 

１．輸出促進に向けた課題 

（１）上海市場における課題 

 各地方自治体が中国で食品商談会や地域物産展を实施するにあたり、上海を選ぶ地方自

治体は尐なくない。理由としては、中国の中でも特に富裕層が多い都市であり、上海人の

嗜好が他都市に比べて一歩進んでいることなどが挙げられる。また、日系高級スーパーも

多いことから、各地方自治体は中国マーケットへの足がかりをつかむ上で、上海でのプロ

モーション活動に力を入れている。 

（図表１）2010年度に都道府県が参加した上海の主な物産展一覧 

（出所）都道府県等公表資料及び報道資料に基づき作成 

自治体名 物産展名称 開催時期 会場 

北海道 北海道物産観光展 10 年９月２～12 日 上海三越 

福島県 福島県産品即売会 10 年８月 21～29 日 GL Japan Plaza 

福島県ほか 日本特産ギフト合同食品物産展 11 年１月 26～27 日 上海花園飯店 

新潟県 新潟物産展  10 年 10 月 13～19 日 久光百貨上海店 

岐阜県 岐阜県観光物産展 10 年 10 月 21～27 日 上海梅龍鎮伊勢丹百貨 

京都府 京都物産展 11 年１月 19～25 日 久光百貨上海店 

鳥取県 鳥取県上海物産展・商談会 10 年８月 19～25 日 GL Japan Plaza 

愛媛県ほか 日本総合物産展 10 年６月７～13 日 上海梅龍鎮伊勢丹百貨 

福岡県ほか 九州・沖縄物産展 10 年９月 16～29 日 上海梅龍鎮伊勢丹百貨 

佐賀県 日本佐賀産品店 10 年９月 30～10 月６日 上海梅龍鎮伊勢丹百貨 
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 しかし、日本の農産品の対中輸出においては、中国側の検疫上の規制により、米、なし、

りんごに限り解禁されている状況である。そのため、上海における食品プロモーション活

動において展開可能商品は加工食品や酒類が为体となる。 

加えて、中国への輸出にあたっては、高額な関

税が賦課されることや、通関や検疫といった事務

手続きに膨大な手間と時間を要することが大きな

壁となっている。また、中国へ食品や農産品を輸

出した場合、現地での小売価格は日本の市場価格

の２～３倍となることから、日常的に購入する商

品としての販売は難しく、春節などのギフト商戦

時期に販売されることが尐なくない。しかし、地

場食品の輸出は自らの地方自治体をセールスする

うえで大きな機会となることから、参入障壁があ

っても取り組みたいと考えている地方自治体は尐

なくない。 

また、地方の中小企業が生産し、中国へ輸出した加工食品と中国市場において知名度の

あるナショナルブランドの食品とを比較した場合、地場産品はブランド力、価格競争力の

両面で不利な状態に立たされる可能性も指摘される。地場産品を中国市場で売り出すにあ

たり、限られた規模の販売促進活動を通じ、知名度不足を克服することは難しいといった

課題もある。 

 現状では中国へ輸出ベースで地場産品を販売する場合は、富裕層を相手にマーケティン

グを地道に続け、「高くても売れる」商品をアピールしていく必要があるといえる。企業と

しては継続的に現地でのテストマーケティングを重ね、現地の消費者の嗜好に合致した商

品を探っていく必要がある。日本で売れるものが必ずしも上海で売れるとは限らない。ま

た、地方の名物が必ずしも上海の市場にフィットするとも限らない。焼酎を例に取ると、

上海にあるスーパーの担当者は、「中国には焼酎の文化がないため、焼酎の売れ行きは芳し

くない」と語る。 

 また、地方自治体は継続的なプロモーション活動を支援すると共に、現地で売れる商品

を発掘するためのマーケティング調査への対応も求められよう。具体的には、地方自治体

として売りたい商品のマーケティングではなく、現地嗜好に合わせた商品のマーケティン

グ、さらには現地嗜好にあった商品開発支援なども検討すべき課題であろう。 

 

（２）  市場における課題 

 中国とは異なり、日本から香港への農産品の輸出は一部例外を除いて大きな規制はなく、

また関税もかからないことから、日本産の農産品や加工食品が香港のスーパーで幅広く販

売されている。また、ジェトロ「貿易統計データベース」によれば、日本の食料品、動植

＜写真：上海の日系スーパーで販売される

青森県産のりんご＞ 
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物生産品の輸出先として香港は首位をキープしている。10 年１～11 月の日本から香港への

輸出額は、前年同期比 31.6％増の９億 8,159 万ドルと 09 年累計額を上回っている。 

 

（図表２）日本の食料品、動植物生産品の国・地域別輸出額の推移 

 

（出所）ジェトロ「貿易統計データベース」 

 

香港で販売される日本産の農産品の場合、中国産のものと比べて価格が４倍以上するも

のもあるが、日本の農産品が持つ「安全・安心・おいしい」というブランドイメージを比

較優位にして、香港の富裕層を中心に堅調に販売を拡大している。そのため、多くの地方

自治体や企業が海外への販路拡大の第一歩として香港のスーパーやバイヤーに対しプロモ

ーション活動を積極的に展開しており、上海同様、香港でも地方自治体が開催する食品商

談会や物産展が盛んに開催されている。その結果、香港市場では、いちごのように複数の

産地から輸出されている商品は、産地間競争が激化している。長年卸していたスーパーに

他の産地の商品が入ることで、そのスーパーからの撤退を余儀なくされた事例もある。 

 地方自治体としては、地場産品の販路拡大を進めるべく、競合商品であれ積極的に輸出

攻勢を強めているが、規模の限られた香港市場（10 年末現在、人口 710 万人）でシェアの

「食い合い」に陥るリスクがある。そのため、産地間競争を展開するだけではなく、ライ

バルとなる他産地商品との間でウィン・ウィンとなる環境をいかに作り出すかも重要な課

題であろう。 

 

２．地方自治体による取り組み事例 

（１）上海の事例 

 中小企業が自社の食品を初めて輸出する場合、信頼のおける輸入業者との接点や貿易に

関する知識・ノウハウを有しているケースが尐なく、輸出にあたっての手続き等が海外展
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開への最初の関門となる。福島県では、その関門克服のために 09 年度に福島県上海事務所

と上海伊藤忠商事有限公司が業務提携を締結し、福島県産品の販路開拓拡大に向けて、上

海伊藤忠商事が支援する体制を整えた。 

 具体的には、福島県内の企業が製造した商品を上海伊藤忠商事が買い取り、同社のネッ

トワークを通じて上海のスーパーや飲食業者等に販売していくというものである。また、

福島県の現地における物産展や商談会を共同で实施することで、地方自治体にはない商社

のノウハウを活用した展開が可能となる。このように、地方自治体と商社の提携は貿易ノ

ウハウを持ち合わせていない新規参入企業にとっては、現地への市場開拓に向けた一助と

なるといえよう。 

  

（２）  の事例 

 栃木県では香港市場への農産品の輸出拡大に取り組んでおり、米やぶどう、いちごなど

を輸出している。また、10 年度からは香港へ「とちぎ和牛」の輸出を開始した。 

まず、米については、新規需要米18としての「なすひかり」を香港輸出の为力としている。

日本穀物検定協会の「2010 年産米の食味ランキング」で特 A 認定された良食味の米であり

ながら、価格はコシヒカリより安価であることで、日本料理店や小売店で好調に販売を続

けている。同県では、米のおいしさを知ってもらうことが販売増加につながると考え、日

本産米（短粒種）に適した正しい米の炊き方の中国語繁体字で書いたリーフレットを作成

し、量販店店頭にて配布した。 

次に、いちごについては、栃木県産のいちごの代名詞ともいえる「とちおとめ」の販促

活動を香港市場で積極的に展開している。しかし、とちおとめは他の品種と比べて果皮が

痛みやすいため、輸出に耐えうる専用のパッケージを用いて香港へ輸出している。このよ

うな創意工夫により、とちおとめの対香港輸出額は増加傾向にある。同県では、今後も継

続的にとちおとめを輸出し、販売量の増加を目指すため、包装等の改善や輸出経費の削減

に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 農林水産省「米穀の需給調整实施要領」では、国内为食用米及び加工用米以外の米穀（稲を含む）と定

めている。用途としては、飼料用、米粉用（米以外の穀物代替となるパン・麺等の用途）、稲発酵粗飼料用

稲、バイオエタノール用、輸出用、青刈り稲・わら専用稲、为食用以外の用途のための種子、その他その

用途が为食用米の需給に影響を及ぼさないものと定めている。当該米は原則、ほ場（水田）１枚を単位と

して作付けられ、国の生産数量目標の外数として取り扱われる。 
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（図表３）  消費者向けのとちぎのお米紹介パンフレット 

       

（出所）とちぎ農産物マーケティング協会 

  

３．今後の取り組みにおける課題 

 地場産品の海外での販路拡大にあたり、最大の鍵となるのが企業自身の「継続性」であ

るといえる。多くの地方自治体担当者は、「商談会や物産展に１回だけ出展して満足してい

ては不十分。継続的に出展し、バイヤーとの関係を構築しなければ、商談成立にはつなが

らない」と語る。すでに中国や香港で販売ルートを有する中小企業も同様に継続性の大切

さを語る。 

 現在、地方自治体が企業支援として可能な部分は、販路拡大への機会の提供が中心とな

る。その機会を企業が活用し、継続的な取引につなげていくためには、まずは企業自身の

努力が必要となる。しかしながら、实際には商談会や物産展に出展するだけで終わってし

まう企業は尐なくない。企業が海外市場の難しさを痛感して海外進出を断念してしまうケ

ースもある。 

また、商談会や物産展への出展常連企業も、むしろ現地バイヤーに飽きられてしまい、

新たな販路拡大に向けた壁にぶつかっているケースもある。こうした海外展開の難しさを

踏まえ、各地方自治体の支援活動においても、イベントの展開だけではなく、今後は企業

に対する市場ニーズの研究、提案を地方自治体も進める必要があるといえる。既存の枠に

とらわれず、企業との「二人三脚」の支援活動の展開がより一層求められてくるといえそ

うだ。 

 

（中国北アジア課 渡邉 邦彦） 
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Ⅲ．地場産業の海外進出支援 

 

 現在、製造業を中心に多くの中小企業が中国に進出している。地方自治体は为に地元の

中小企業を対象としたビジネスチャンスの創出に向け、地場産業を対象にしたビジネス・

マッチングやミッション派遣、展示会への出展支援など中小企業支援に取り組んでいる。 

また、地方自治体の中には中国に加えて東南アジアへの企業進出支援に取り組んでいる

ところもあり、中国以外の第三国・地域への投資需要への対応も進めている。特に、製造

業が各地方における基幹産業の場合、製造業に対する継続的な支援が地方経済の活性化を

下支えしている意味から、地方自治体は特に海外でビジネスを展開する製造業への支援体

制を強化している。 

 

１．地方自治体による中国進出支援事例 

 各地方自治体による海外進出企業の支援メニューは、大きく分けると①ビジネス・マッ

チング事業、②海外へのミッション団派遣または海外ミッション団の自治体による受入、

③各種展示会への出展支援、④個別案件に対する便宜供与が挙げられる。 

 海外進出企業支援に取り組んでいる地方自治体について、福島県、福岡県、福岡県北九

州市の事例を紹介する。福島県は県庁と同県上海事務所が中心となり、中国進出企業に対

して様々な支援メニューを用意している。具体的な企業支援メニューを挙げると、１つ目

として中国に進出している県内企業等で構成する「在中国福島県関連企業連絡協議会」の

会員企業に対して、ビジネス・マッチングなどの機会提供を行っている。この他、福島県

は 10 年９月にジェトロ福島が为催する「ものづくり上海ビジネス商談ミッション」を共催

し、現地企業などとの商談会を实施した。同年 12 月には広州市でジェトロが開催した「日

系自動車部品販売調達展示会」に福島県ブースを設置し県内企業の出展支援を行った。こ

れらの事業の实施のように、地方自治体は海外における地場産業のビジネスチャンスの拡

大機会を創出し、地域経済の活性化につなげていくよう努めている。 

 しかしながら、福島県の担当者は「製造業への支援については更なる検討が必要である

と思う」と語る。製造業が抱える案件が多種多様にわたる一方、案件によって担当部署が

異なることから、県としてワンストップ支援ができていないといった課題がある。これに

ついては福島県に限らず、他の地方自治体でも同様の課題を抱えていると思われる。課題

解決に向けては、地方自治体は企業からの相談窓口をワンストップ化することで、関連部

署で情報を共有して解決を図っていくことが求められよう。 

 また、福岡県では 70年代に公害を克服してきた経験を活かし、環境分野の交流を通じて、

環境保全に関する国際貢献を行うとともに環境産業の振興を目指している。同県は 10年度、

友好提携先であるベトナムハノイ市、中国江蘇省それぞれと「環境協力協定」を締結した。

同県としては、アジアの環境保護に貢献することで、地場産業のさらなる振興を図ってい

く方針だ。 
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この他、福岡県北九州市では市の基幹産業ともいえる鉄鋼業の中国市場への販路拡大を

目指している。鉄鋼業は裾野が広く、市内には関連の中小企業が多く存在する。09 年の北

九州港の中国への鉄鋼輸出額は 641 億円と同港の対中輸出の 29.6％を占めた。 

同市としては、中国を「市内中小企業の最大の販路拡大先」として位置づけており、市

内中小企業の対中ビジネスを積極的に支援している。他方で、中国への生産拠点進出は、

特にオンリーワンの技術を持つ中小企業の中には知的財産が侵害され、それが流出する懸

念があることから、同市では対中ビジネス支援と平行して中国における知的財産保護に向

けた課題に取り組んでいる。 

 

（図表１）2009年の北九州 中国向け品目別輸出額および構成比 

 

（出所）北九州貿易協会 

 

２．地方自治体による中国以外の国・地域に対する支援事例 

 各地方自治体においては、中国進出に関する支援事業を中心に企業の海外展開を支援し

てきたが、企業の中国以外の国・地域への進出ニーズに応えるかたちで、近年では東南ア

ジア諸国進出を支援する地方自治体もあらわれている。 

 例えば、長野県では 10 年 10 月にマレーシア、11 月にタイで製造業を対象とした展示会

の出展支援を財団法人長野県テクノ財団と共同で实施した。具体的には、各展示会に長野

県コーナーを設け、各国での市場展開等を検討している優れた技術を有する県内企業を募

り、これら企業に対し出展スペースを提供することにより、企業の現地における事業拡大

を支援するというものである。 

北九州市では、地域企業の声を受けて、09 年４月に製造拠点の進出や部材調達および販

路開拓先として関心が高まるベトナムのハイフォン市と友好協力協定を締結した。協定の

内容をみると、経済交流を明確化したものとなっており、両市企業の交流拡大につながる

内容となっている。協定に基づき、10 年度には北九州市長や市の幹部職員がハイフォン市

を訪問したほか、ハイフォン市の評議会議長が北九州市を訪問するなど、双方が活発に交
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流を行っている。 

また、ハイフォン市の産業競争力の強化は北九州市内企業との交流や取引の拡大につな

がるという期待がある。そのため、北九州市ではハイフォン市の工場管理能力向上に向け

て、11 年４月から JICA の草の根支援事業（地域提案型）「ハイフォン市製造業の工場管理

力向上プログラム」を北九州国際技術協力協会を通じて实施していく予定である。内容は、

为に「生産マネジメント人材育成」と「プラントエンジニアリング向上」から成り、ハイ

フォン市内の職業訓練校にてこれら支援メニューを实施していく。 

 ベトナムのほか、北九州市ではインドネシア市場にも関心を強めている。市の担当者は、

「インドネシアは産業の発展段階が北九州市内企業の技術をすぐにでも必要としている時

期にある」とインドネシアにおける販路開拓を支援する理由を述べている。すでに、10 年

12 月に九州経済産業局から補助金を受け、市内企業を連れてインドネシアの展示会に出展

した。今後も経済産業省からの補助金の交付などを受けながら、インドネシアの大手機械

企業に商談を仕掛けていく意向である。 

 

３．今後の地方自治体による海外進出企業支援の展望 

 従来の地方自治体の海外進出企業支援は、为に中国に新たな拠点を設置したいという企

業ニーズに応えるかたちで、それらの企業のために地方自治体が中国の投資環境を調査し、

それを企業に還元する取り組みが为であった。今後は、新たに中国への拠点設置を検討し

ている企業の支援に加え、地場産業の中国市場開拓のための支援メニューを強化すること

が地方自治体に求められている。 

 地場産業の中国市場開拓の取り組みとして、愛知県では県内中小企業等の環境関連技

術・製品の中国市場での販路開拓やマーケット拡大のために「中国国際工業博覧会」の出

展支援を 06 年以来５年間継続して实施している。県の担当者は「県が出展支援を開始した

当初から募集枠を上回る出展があり、その後回数を重ねるごとに当該博覧会に対する企業

の認知度が向上し、リピーター企業が増えると共に新たに出展を希望する企業が増えてき

ている」と述べている。地方自治体の中には、新たな支援メニューを实施はするものの、

成果が上がらなければ１年で事業を取りやめてしまうところも尐なくないが、今後の中国

市場のニーズを把握した上で、企業の成長を持続的に支援するためには、長期的な視点で

の継続的な支援が望まれる。 

 地方の財政事情が厳しさを増す中で、地方自治体としては、地場産業の進出支援におい

て、早期に具体的な成果を求められるケースも尐なくない。一方で、海外経験の尐ない企

業が海外に進出してすぐに成果を出すことは難しいため、この相反する課題にどのように

対処するかが地方自治体にとって大きなテーマとなっている。成果達成のためには、地場

産業の強みを活かしつつ、継続的で粘り強い支援活動を展開することが求められている。 

 

（中国北アジア課 渡邉 邦彦） 
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Ⅳ．対日投資と地域活性化 

 

 地域経済の活性化策として、外資系企業の誘致に取り組んでいる地方自治体もある。企

業誘致にあたって、各地方自治体では基幹産業や交通・物流インフラ面の強みなどを外国

企業に PR している。また、地元企業に対してもセミナーなどの開催を通じ、企業誘致に関

する普及啓蒙・理解の促進に努めている。 

 地方自治体が取り組む企業誘致の例として、福岡県福岡市は、幅広い産業分野での企業

誘致に力を入れており、海外におけるシティセールスを強化するべく北米とシンガポール

にアドバイザーを設置し、外資系企業誘致をサポートしている。 

 实際に同市では、ホームセンターの卸売業を営む中国企業の誘致に成功した。当該企業

には日本のホームセンターで勤務経験のある人物がおり、日本におけるビジネスの手法に

も精通していることから、現在では行政のサポートがなくても順調に事業を展開している

という。 

 他方、中国企業による対日投資を通じ、日本の国内市場において新たな競争相手が登場

してしまうといった懸念もある。また、地理的、産業面での強みを PR することが難しい地

方自治体にとっては、対日投資のための企業誘致活動が進んでいないところも尐なくない。

現在、ジェトロがサポートした対日投資事例をみても、外資系企業進出先は東京、名古屋、

大阪などといった大都市が相対的には多い結果となっている。 

しかし、海外からの企業誘致を進めていくことは、地域における雇用の創出や経済活動

の活発化による税収の増加にもつながることから、各地方自治体が外資系企業の誘致に取

り組む意義は小さくない。今後、外資系企業を地域に誘致する上で、地方自治体が取り組

むべき課題としては、継続的に進出候補企業に関する情報を提供し、当該候補企業のニー

ズと地域産業やインフラ等がマッチするかを不断に検証するとともに、地元で受け入れを

希望する企業がいるか、誘致成功に向けて当該企業に対する万全の支援体制をとることが

求められる。現状、大都市以外の外資系企業誘致の成功事例はまだ尐ないが、将来的に地

域経済が持続的に発展していくためのひとつの道として、外資系企業誘致を通じた経済の

活性化は今後地方自治体が中長期的な視点からも取り組むべき検討課題であるといえよう。 

 

（中国北アジア課 渡邉 邦彦） 
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Ⅴ．友好都市提携の活用 

 

日中の地方政府レベルの交流は、1972 年の国交正常化後から開始された。自治体国際化

協会によると、締結された友好都市提携は、73 年の神戸市と天津市による提携を皮切りに、

11 年１月時点で合計 338 に及ぶ。 

こうした地方政府どうしの交流は、初期においては地理的近接性や文化的類似性を契機

に開始されるケースが多かった。地理的近接性という点では、北海道・東北地方は中国東

北地域、中国・四国・九州地方は中西部および華南地域が为な対象となった。また、文化

的類似性という点では、文化、教育、行政、学術、芸術、スポーツなどを中心に幅広い友

好交流が行われてきた。しかし近年では、従来の友好交流中心の事業を一歩進め、相互に

利益のある経済的な施策を重視した、より实利ある交流を目指そうとする自治体が増えて

いる。 

 

１．地方自治体による友好都市提携の活用事例 

实利的な経済交流につなげようと、現在新たに友好都市提携の締結に取り組む自治体が

ある。例えば徳島県は、湖南省との間で現在正式な友好都市提携の締結に向けた準備を進

めている。両地域の交流は、徳島県鳴門市と湖南省張家界市との市レベルでの友好提携が

きっかけだが、中国人観光実の誘致に力を入れる徳島県が観光やビジネスのチャンスと捉

え、県レベルでも友好提携の準備に取りかかった。今後は交流事業の一環として、11 年か

ら湖南省長沙市からの定期チャーター便の就航開始で合意に至ったことを受け、同じく長

沙からのチャーター便が就航する静岡県と連携しながら、同省からの観光実誘致を推進し

ていく考えだ。すでに同省からの観光実を迎えている静岡県によると、同チャーター便の

搭乗率は常に 90％を超えており、県内のホテル・旅館業者への経済効果は大きいという。 

また、友好都市提携を活用した企業進出支援の例としては、大分県大分市が挙げられる。

同市は 79 年、湖北省武漢市と友好提携を締結したが、当該提携を通じた両市間の交流はそ

の後ビジネス連携にも発展。武漢市から「九州乳業」（大分市）と「武漢開隆ハイテク農業

発展有限公司」（武漢市）との合作契約が提案され、10 年６月には大分市、武漢市の行政の

手厚い支援が決め手となり、両社の間で合作企業が誕生した。 

さらに、友好都市提携をきっかけとした県産品の販路拡大がある。この点注目される取

り組みが、福岡県北九州市だ。同市と大連市は「港を有する都市構造と、産業構造の類似

性」（北九州市関係者）という共通点があったことから、79 年に大連市と友好提携を締結。

同市の初の友好都市となった。 

北九州市は 70 年代の公害問題の経験により培った環境技術をもとに、大連市のエコタウ

ンづくりに協力している。まず、国家プロジェクトである「大連市環境モデル地区整備計

画事業」への協力事例では ODA を活用しながら環境改善のマスタープランを策定し、中国

で初めて国連環境計画（UNEP）の「グローバル 500」の受賞に貢献した。また、水ビジネ
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スの分野では、10 年８月に民間企業 79 社と設立した「北九州市海外水ビジネス推進協議会」

を中心に、水質管理や浄水処理などの技術提供を行っている。こうした实績を環境ビジネ

スにつなげるため、「中国国際環境保護博覧会」において現地企業との商談会を開催すると

ともに、09 年には常設のアンテナショップ（「大連チャレンジショップ」）を開設。大連市

政府の協力を得ながら１年間で環境技術分野を含む 11 件の成約实績を挙げている。 

また、自動車関連産業を中心に類似の産業構造を持つ愛知県と江蘇省の間でも、環境ビ

ジネスを足がかりに経済交流が進められている。同県も公害問題を克服した環境技術を強

みとしており、08 年には「アジア環境技術協力事業」として環境問題に苦慮する江蘇省か

らの要請に基づき技術者を派遣。さらに 09 年には環境保護についての技術協力を盛り込ん

だ「経済交流に関する同意書」を締結し、県内企業の環境ビジネス進出支援のためサポー

トデスクを開設している。 

以上のように、環境技術は友好都市提携先地域とのビジネスに発展できる産業分野であ

り、そこに強みを有する自治体では、アンテナショップやサポートデスクの開設により、

現地市場のニーズを分析しながらビジネスチャンスにつなげている。 

 

２．上海市以外の候補先とその役割 

近年、地方経済活性化の手段として友好都市提携の活用が注目を浴びる背景には、まず

中国の経済成長がある。沿海部の都市だけでなく内陸部の都市においても所得向上に伴い

市場が拡大しており、友好都市提携先としての魅力が高まっているからだ。 

また、上海に代表される沿海部の为要市場に参入する難しさがある。近年多くの地方自

治体が上海で開催される物産展や商談会などを利用しながら、上海周辺における地場産品

の販路拡大に尽力しているが、その難しさと限界も指摘されている。「上海は世界中の企業

が進出し、熾烈な競争を繰り広げており、地方の中小企業が参入するのは難しい」という

声は尐なくない。そこで上海を避けて周辺地域に進出する場合に、候補先として注目され

るのが地方自治体の友好都市提携先だ。 

沿海部の为要都市以外の地域に進出する場合、「人脈もコネもなく進出するのは難しい」、

「人脈などの取り掛かりがないと無理である」といった地方自治体関係者の指摘もあり、

友好都市提携が１つの足掛かりとなることも考えられる。实際、多くの地方自治体では展

示会や商談会を開始する際、友好都市提携先の地域が選ばれており、それを契機とした今

後の本格的なビジネス展開が期待される。 

 

（中国北アジア課 籔根 浩司） 
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Ⅵ．地方自治体と日本企業の連携事例 

 

１．岩手県花巻市・デンロコーポレーション 

 最先端の環境調和型の工場視察と観光と連携させた「企業観光」の取り組みとしてデン

ロコーポレーションの事例がある。同社は 1946 年の創業以来培った高い技術を強みとした

鉄塔生産、鉄鋼製品生産用プラントの設計・製作や溶融亜鉛めっき加工などを取り扱う会

社だ。02 年に岩手県の花巻市にて溶融亜鉛めっき加工の最新鋭工場「東北ガルバセンター」

を操業開始した。同センターのコンセプトは「低環境負荷」と「自動化」である。 

まず環境面では工場を完全密閉型に設計し、05 年には廃棄物のゼロエミッションを实現

した。具体的には①めっき加工の前処理段階を密閉式にすることで汚染された空気を工場

外に排出せず清潔な労働環境を維持、②廃棄物は清浄して外に排出（塩酸、硫酸などはア

ルカリ溶液に通すことで中和化させる、排気は水蒸気シャワーに通して洗浄後に排出など）、

③作業場を清潔に保つことで安全で快適な労働環境を实現、などといった対策を講じてい

る。もちろん ISO14000 も取得。こうした技術の導入により、労働環境が「３Ｋ（きつい、

汚い、危険）」の代表と言われた環境汚染型のめっき加工工場を、安全、安心な省エネ環境

保護型の事業に変えたことで、花巻市の緑豊かな山間での自然との共存が实現した。 

また自動化においては、同社は同業他社に先駆けて自動化を推進してきた企業であり、

東北ガルバセンターは全国のめっき工場の中で最も自動化が進み先端技術が導入されてい

る。自動化の過程には多額の設備投資と長年の年月を要したが、現在では機械や産業ロボ

ットの導入により人件費の３～４割相当の削減を实現している。めっき加工は利益が上げ

づらい事業だが、自動化による人件費削減は同社のコスト競争力強化につながっている。 

同社は精鋭技術を結集させた

同センターを積極的に対外的に

も広報している。毎年中国から

めっき業界、鉄塔業界の幹部や

視察団を受け入れ、こうした取

り組みを紹介。広報材料として

英語や中国語の DVD やパンフ

レットも充实させ、外国人向け

にもわかりやすく PR している。 

またその際に花巻市役所とも

連携し、同市の観光産業とも結

びつけた広報を行っている。例

えば07年に北京で開催されため

っきの世界学会において、同社と

花巻市の広報ブースを併設し、企

＜写真：デンロコーポレーションの東北ガルバセンター

（岩手県花巻市）＞ 
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業紹介を行うと同時に花巻市の観光紹介も行った。また中国から来る視察団に対しては、

工場見学の延長として近隣に位置する花巻温泉施設や、岩手県名物のそばなど、観光もあ

わせたパッケージ型で案内している。 

こうした取り組みは花巻市からも歓迎されており、同市も中国語の観光パンフレットを

作成し、中国人観光実の取り込みに意欲的に取り組んでいる。花巻市の大石満雄市長は

「個々の企業も重要な観光資源となりえる。『企業観光』は観光誘致の促進に加え、日本の

ものづくりを中国に伝える良い機会でもある。行政としても支援していきたい分野」と「企

業観光」による地域活性化に高い期待を寄せている。 

 

（中国北アジア課 黄 嘉妮） 
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２．長野県上田市・サンクゼール 

 

 長野県上水内郡飯綱町に本社を置くサンクゼールは、为にワインやジャムの製造や販売、

レストランの営業を展開し、日本各地にも店舗展開している。同社はさらなる事業の拡大

を図るため、2010 年２月、現地法人「聖久世（寧波）商貿有限公司」を浙江省寧波市に設

立し、同年５月、「世紀東方商業広場」に中国１号店をオープンさせ、中国進出を果たした。 

 多くの日本の食品メーカーが中国における最初の進出先として上海市場を狙う中、同社

は日本の食品が上海市場と比べて浸透していない寧波市場を進出先として選んだ。寧波市

場を選んだ理由として、聖久世（寧波）商貿有限公司の久世直樹総経理は「（サンクゼール

本社と同じ県内にある）上田市と寧波市が友好姉妹都市関係にあったたことが大きい。両

市は学生の交換留学を行っており、上田市にある大学にも寧波市からの留学生が来ていた。

その留学生を通じて形成された人脈を活用した」と語る。また、同社が寧波市のマーケッ

ト調査を实施した結果、商圏の人口の多さや所得水準の高さも進出先として選んだ決め手

になったという。 

 進出当初、寧波市場は上海市場と比べると食べ物の嗜好が保守的であることや日本企業

がワインやジャムを販売していることに対する理解が得られなかったため、売れ行きは必

ずしもよくなかった。 

 このため、自社製品の販売だけではなく、米や日本酒、他の地方の加工食品やナショナ

ルブランドの食品の販売に加えてジェラードなどの軽食を販売することで、集実力の向上

を目指した。その結果、売上は順調に推移したとのことで、

中国進出から１年余りで、同社は寧波市に３店舗、上海市の

シティ・スーパーに１店舗の合計４店舗を展開するまでに至

っている。 

 現在、寧波市の３店舗の商品展開は自社製品にこだわらず、

「Made in Japan」をコンセプトに幅広く日本の食品を取り

扱う店舗となっている。他方で、上海市の店舗では、上海市

の人は様々な食のジャンルを受け入れる土壌があることから、

自社製品のみの販売とし、売れ行きも好調とのことである。 

 また、同社では中国市場におけるビジネス展開だけではな

く、日本と中国の交流活動にも積極的に協力している。例え

ば、長野県の幹部が出席する中国への観光プロモーション活

動があるときは必ず同行するなど、同社は企業として成果を

収めるだけではなく、社会貢献活動を通じて日中の地方都市

間の交流促進に向けた取り組みを实践している。 

 

（中国北アジア課 渡邉 邦彦） 

＜写真：サンクゼール寧波１号店＞ 
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３．神奈川県横浜市・ファンケル 

 

 2010 年夏に中国人観光ビザの発給要件が緩和され、同年の訪日中国人は 141 万人と一挙

に前年比で 40 万人強増加した。しかし、個人旅行より団体旅行が一般的な中国人観光実の

ツアーは、東京－大阪間を移動する「ゴールデンルート」が为流であり、横浜への観光実

は中華街などの立ち寄りにとどまっているのが現状である。こうした状況を打開し、横浜

への観光実のさらなる呼び込みを図るべく、横浜観光コンベンション・ビューローは 11 年

１月３日～４月 28 日の期間で、美容、美食、美景など「美」をキーワードに中国人富裕層

などアジアの観光実をターゲットとした観光キャンペーン「美麗横浜（美の横浜）」を实施

している。中国人女性に人気が高く、横浜に本社があるファンケルの協力を得て、「美の横

浜」というイメージを浸透させ、宿泊実を呼び込む狙いだ。市内の７つのホテルでファン

ケルの化粧水などが入ったアメニティセットを共通特典とする宿泊プランを企画した。 

 ファンケルと中国との関わりは、96 年から正規代理店を通じて香港での販売を開始した

ことにさかのぼる。その後 04 年から中国で販売を開始した。同社の事業は、無添加を特徴

とした化粧品事業と、化粧品との相乗効果により美肌を引き出す「内外美容」の考え方か

らスタートした栄養補助食品事業の２本柱であるが、無添加の意味、その良さ、機能等を

時間かけて徹底的に説明し、理解してもらうという地道な努力により、中国では日本に比

べて格段に高いブランドイメージが確立されている。日本では中国で販売していない商品

を購入できることもあり、同社商品は訪日中国人にとって大きな人気を呼んでいる。訪日

中国人実の増加とも相まって、中国人の訪日ツアーに組まれることが多い銀座の直営店「フ

ァンケル銀座スクエア」の 10 年３月期の売上高は前期比３割増に達した。中国人を中心と

する外国人実の購入単価は日本人実の平均単価の約３倍に達しており、外国人実は同店舗

の売上の５割超を担う重要な顧実層となっている。 

中国で知名度の高いファンケルの協力を得て横浜に観光実を誘致する動きはまだ始まっ

たばかりであるが、横浜の本社１階にショップやカフェを併設したコミュニケーションス

ペース「ファンケルボイス」が 10 年 11 月にオープンし、銀座の直営店のように観光実が

立ち寄りやすい環境が横浜にも整備されつつある。中国で知名度の高い地元企業の協力を

得て、観光実誘致を図る試みとして、ファンケルとの連携を通じた観光促進事業の今後の

展開が注目される。 

 

（中国北アジア課 日向 裕弥） 
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４．京都府舞鶴市・日立造船 

 

日立造船は 2010 年６月、大連泰達環保有限公司（遼寧省大連市）よりストーカ式ごみ焼

却炉の設備工事を受注したと発表した。本件は、大連市が計画したごみ発電事業の事業権

を、同事業の特定目的会社である大連泰達環保有限公司が受注したものであり、日立造船

がその設計業務や火格子等为要機器の供給・据付およびスーパーバイザー派遣等の技術サ

ービスを請け負うもの。発注为の大連泰達環保有限公司は、本プロジェクトを中国東北地

域のごみ焼却事業モデルプロジェクトと位置づけており、日立造船の技術と实績が評価さ

れ受注に至った。 

 本件の受注に際しては、日立造船が工場と研究施設を置く京都府舞鶴市と大連市の友好

都市関係も後押ししている。天然の良港を有する舞鶴市は旧海軍の街で、もともと同社舞

鶴工場は、1897 年に施行された海軍造船廠条例に基づき、1901 年に発足した舞鶴造船廠に

由来する。同造船廠は 1903 年、条例により海軍工廠となり、終戦後の 1946 年には飯野産

業舞鶴造船所として再スタート、その後の変遷を経て、1971 年に日立造船と合併し、同社

舞鶴工場として新発足し、現在に至ったという歴史がある。 

舞鶴市は、積極的に地元企業の活動を支援しており、近年、日立造船は同市の協力によ

り舞鶴工場で製作するプラント製品の受注に成功している。また、水関連プラントの省エ

ネ型新機種開発など大連市の環境対策の推進、水不足対策などについて、舞鶴市と協働し

て意見交換を定期的に实施している。今回受注したごみ焼却炉は、大連市のごみ焼却発電

施設に付帯するもので、同市の環境改善に寄与する施設であり、舞鶴市の地元企業に対す

る輸出支援活動にとっても大きな成果となった。 

日立造船は 2006 年２月、同社のごみ焼却炉事業としては初めての中国プロジェクトとし

て、四川省成都市向けストーカ式ごみ焼却施設を受注。同施設は 2009 年３月に完工し、現

在モデルプラントとして評価されている。こうした納入实績もあり、近年は相次いでごみ

焼却施設の受注を獲得しており、2011 年２月現在、累計８件と、日本企業ではトップクラ

スの实績を上げている。 

（図表）日立造船の中国におけるごみ焼却施設受注実績 

 

（出所）日立造船資料により作成 

（中国北アジア課長 真家 陽一） 

注文主 建設地 施設規模 納期

1 成都威斯特再生能源有限公司 四川省成都市龍泉駅区 ストーカ式焼却炉＇1,200トン/日＝400トン/日×3炉（ 2009年3月

2 無錫雪浪輸送機械有限公司 福建省厦門市海倉区 ストーカ式焼却炉＇600トン/日＝300トン/日×2炉（ 2011年10月

3 無錫錫東環保能源有限公司　 江蘇省無錫市錫山区 ストーカ式焼却炉＇2,000トン/日＝500トン/日×4炉（ 2011年3月

4 海口中電新能源環保電力有限公司 海单省澄邁県 ストーカ式焼却炉＇1,200トン/日＝600トン/日×2炉（ 2011年7月

5 大連泰達環保有限公司 大連市甘井子区大連湾鎮 ストーカ式焼却炉＇1,500トン/日＝500トン/日×3炉（ 2012年8月

6 上海老港固廃総合開発有限公司 上海市浦東新区单匯老港 ストーカ式焼却炉＇3,000トン/日＝750トン/日×4炉（ 2013年6月

7 天津濱海環保産業発展有限公司 天津市塘沽区 ストーカ式焼却炉＇1,000トン/日＝500トン/日×2炉（ 2012年11月

8 中航世新安装工程＇北京（有限公司 四川省单充市嘉陵区李渡鎮 ストーカ式焼却炉＇800トン/日＝400トン/日×2炉（ 2012年5月
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５．福岡県・アサヒビール 

 

アサヒビールは全国９カ所の工場で見学者の受け入れを行っている。その１つである博

多工場では、海外向けの誘致活動は一切行っていないにもかかわらず、韓国と中国からの

見学者が増えている。2010 年は、韓国と中国を合わせて 10 万人超と急増した。 

アサヒビールが韓国で販売を開始した 10 年前から、韓国の旅行代理店からの見学申し込

みが増加してきた。同工場では「無料で工場見学と韓国では高級ビールと位置づけられて

いるアサヒビールが試飲できる」という通訳ガイドのクチコミで広まったのではないかと

推測している。中国からは、クルーズ船の利用実が寄港時に来場するケースがほとんどだ。

初来場は 08 年であったが、来場回数は 09 年には 22 回、10 年には 41 回と増え、それに伴

い来場者も増加した。同工場の見学はクルーズ船のオプショナルツアーの１つになってお

り、日本の旅行代理店を通じて申し込みがある。 

同工場では、これら外国からの見学者は、対応可能な限り受け入れている。日本語に加

えて英語・韓国語・中国語を併記した案内パネルを掲示したり、「できるだけ短時間で回り

たいが試飲はしたい」との希望に応じ見学 70 分＋試飲 20 分のコースを見学 30 分＋試飲

20 分に調整する、といった対応も行い、満足度向上に努めている。他方、受け入れには通

訳者の同行を条件としており、来場者への協力も呼びかけている。また、中国からの見学

者向けに商品展示を拡大するなど、商品 PR の場としての活用にも積極的だ。 

韓国では、売上が 08 年の 50 万ケースから 10 年には 100 万ケースと２年で倍増した。

同工場では、積極的な見学者受け入れと PR 活動が売り上げ増加の一因とみている。中国に

ついては、売り上げのデータはないとのことだが、まずはブランドイメージの定着・向上

を目的に見学を受け入れる方針である。 

福岡県は、県内の为力産業である自動車・ロボットや、伝統産業、炭坑遺産などの産業

集積を観光に活用すべく、「産業観光」としてこれら産業の関連施設に観光実を誘致してい

る。06 年に産業観光推進協議会を設立、10 年３月時点では 89 カ所の施設が産業観光実を

受け入れており、同工場も対象施設の１つとして、福岡県の産業観光振興に協力している。 

   

＜写真：中国語の工場内案内パネル＞   ＜写真： 国人団体観光客の一団＞ 

（中国北アジア課 松尾 修二） 
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６．大分県大分市・九州乳業 

 

 日中間の友好提携都市関係を双方のビジネスにも有効に活用した事例として、大分市と

湖北省武漢市との提携事例がある。大分市は、日中国交正常化直後の 1974 年、中国に対す

る技術協力の一環で、同市にある新日本製鐵の工場が武漢鋼鉄に対し技術指導を实施した

のを契機として武漢市との交流を開始、79 年には友好都市提携を締結した。武漢市にとっ

て、大分市との提携関係は、海外の自治体と締結する初めての友好都市となった。 

 友好提携関係締結以降、両市では、行政が中心となり、文化・教育・医療面を中心に代

表団の相互派遣など頻繁な交流を続け、互いの人的ネットワークを深化させていった。 

さらに大分市では、近年の国際的な経済連携の流れを見据え、06 年度から国際化推進計

画を实施、世界的に加速化する経済連携のメリットを享受するべく、体制作りを進めてい

る。その中で同市は、海外での提携相手先を選定する上では一番身近なパートナー・資源

を活用していくことが有効と考え、武漢市との関係を積極的に活用。武漢市との交流を实

際のビジネス交流にも広げていくことを念頭に 06 年５月、武漢市に大分市武漢事務所を設

立した。 

大分市が武漢市との経済交流を積極的に推進している背景としては、上海など中国にお

ける大消費市場における競争の激化により、「オンリーワンでない場合、地方ブランドが、

上海、北京で戦っていても、著名ブランドに押されてしまう。地方の企業がアドバンテー

ジを持ってビジネスを行っていくには、上海、北京などの大都市以外でビジネスを展開し

ていく必要がある」（大分市関係者）との問題意識がある。こうした認識に基づき、大分市

は、まずビジネス連携を通じた成功事例を作っていくべく、ここ数年、双方の企業間の連

携促進に向けた取り組みを強化してきた。そうした取り組みを通じて「成就」したビジネ

ス案件として、大分市に所在する九州乳業と、武漢市に所在する武漢開隆ハイテク農業発

展有限公司（以下、開隆）との提携案件がある。 

07 年 10 月に武漢で開催された第４回中国武漢農業博覧会において、武漢市側から九州乳

業に対し、今後のビジネス提携について打診があったのがきっかけとなった。その後、同

年 12 月には、開隆の総経理が、武漢市畜産視察団の団長として来日したのを機に、九州乳

業とのビジネス提携に向けた交渉がスタートした。開隆は、乳牛の受精卵を赤牛の体内に

移植（胚胎移植）する技術で先進的な技術を有している企業であったが、牛乳の加工に関

する技術・ノウハウがなく、九州乳業との提携を通じ、当該ノウハウの獲得と九州乳業が

有する「みどり牛乳」ブランドの活用を希望していた。一方、九州乳業サイドは、国内の

乳製品市場のさらなる拡大が厳しさを増している状況を踏まえ、HACCP など自社が有する

高い技術力を活用して、ロングライフ牛乳（LL 牛乳）の中国における本格的な輸出販売に

向けて、同社のブランド認知度の向上と販路拡大を志向していた。 

その後ビジネス提携の实現に向けては、両社に加え大分・武漢両市がサポートし、08 年

12 月には、合作企業「武漢九州乳業（中日合作）有限公司」が設立された。同社において
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は、開隆側が 75％を出資、九州乳業サイドは、資本を投入する代わりに、同社の技術と商

標の提供を 25％の出資分として位置付けることとなった。 

同社は 10 年 12 月には新製品の生産を開始したほか、製品の武漢市内での販売を行って

いる。現状では武漢市場の特性（チルド牛乳の市場規模が小さいこと）を踏まえ、牛乳よ

りもヨーグルトやプリンなどをメインに生産・販売している。製品のパッケージには日本

九州乳業のロゴマークを適用し、デザイン、包装パッケージは現地のものを使用している。 

提携パートナー選定に当たり、開隆側は当初、日本のほ

か、フランスやニュージーランドの企業との提携も模索し

たが、最終的には「武漢市、大分市のこれまでの友好関係、

双方行政の支援が決め手となり」（大分市関係者）、九州乳

業との提携が決まったという。また、今回設立された企業

の形態は、九州乳業の技術、商標使用権を資本に充当した

「合作企業」という特殊なケースでもあったが、武漢市の

関係当局の積極的な働きかけもあり、申請から認可までは

極めて短期間の手続きでプロセスを完了することができ

た。 

九州乳業としては、まずは長年の友好都市関係を通じ大

分市が他を圧倒するネットワークを有する武漢市において、現地生産の同社ブランド製品

の展開を足掛かりに、「みどり牛乳」ブランドのイメージを高め、その後に武漢市への日本

からの LL 牛乳の本格輸出につなげていきたいと考えている。 

他方、大分市としては、こうした成功案件の裾野をいかに広げていくかが課題となる。

同市関係者によれば、「武漢市に関する説明会を大分市で实施すると、200 人ほどは集まる。

しかし、個別の案件になると、各企業の対応はまちまちとなる。後継者のいる企業は良い

が、今の状況が維持できればよいとの考え方をする企業が尐なくないのが現状」と指摘す

る。その一方で関係者は、「大分市と武漢市とは人のつながりが資産。そうした人的つなが

りを行政が紹介することで、地場企業にも安心感が生まれる。市を通じて、大分の企業が、

武漢市政府などと渡りをつけることもできる」と友好都市関係によるビジネス面でのメリ

ットを強調する。 

その上で関係者は、「武漢市との経済交流においてホームランはないと思う。中小案件で

もよいので、１つでも２つでも塁に出て、埋めて行くことが大切。成功案件を地道に増や

していくしかない」とも語る。抽象論ではなく、具体的な成功事例を地道に作っていくこ

とが、大分市内企業の武漢市への関心をより高めることにもつながると考えるからだ。 

 09 年における武漢市の人口は 910 万人と大分市（47 万人）の 19.4 倍に達している。巨

大な人口を有する武漢市場の規模が年々拡大する中、大分市としては、友好都市関係をフ

ル活用して同市場におけるさらなる展開の拡大を目指している。 

（中国北アジア課 中井 邦尚） 

＜写真：武漢九州乳業が生産販売を開始

した牛乳プリン＞ 



185 

Copyright (C) 2011 JETRO. 

All rights reserved. 

７．沖縄県・全日本空輸（ANA） 

 

沖縄県と全日本空輸（ANA）は 2009 年 10 月、官民共同プロジェクトとして「沖縄国際

航空物流ハブ事業」を開始した。同事業は、日本とアジアの各都市から集荷した貨物を、

夜中のうちに那覇空港で積み替えた上で、翌日午前中に配達するもので、ANA は沖縄県と

も連携しつつ事業運営体制を構築した。 

アジアと日本の各为要都市のほぼ中心部に位置し、各地と４時間以内のフライトで結ば

れている沖縄県の地理的優位性、那覇空港に就航する国内旅実便の充实したネットワーク

を有している ANA の強みを生かし、本事業は「沖縄ハブ＆スポーク方式」により、国内は

成田、羽田、関西、海外はソウル、上海、台北、香港、バンコクの８都市でスタート。24

時間運用が可能な那覇空港で貨物便の深夜運航を实施し、各出発地を 21～23 時頃に出発し

た貨物が、夜間の那覇空港での積み替えを経て、翌朝５～７時頃に目的地に到着するビジ

ネスモデルを確立した。同モデルの活用により、特定の２都市間だけでは十分な貨物需要

がなく、採算性の観点から直行の貨物便就航が難しい場合でも、各地から沖縄へ就航して

目的地別の積み替えを行うことにより、搭載効率や採算性の向上が可能となった。 

沖縄県も新たな国際航空貨物ネットワークの構築は輸出拡大、産業集積、雇用拡大など

の経済効果が期待されることから、ANA の国際物流事業を支援していく方針を示している。

同県は 10年度の重点施策として国際物流ハブ機能を活用による国内外での販路拡大や臨空

型産業の創出推進を挙げている。沖縄国際航空物流ハブ事業の開始以降、那覇空港の貨物

取扱量は目覚ましい勢いで伸びており、10 年

は前年比約７倍の 14 万 8,164 トンに急増。今

後も更なる伸長が見込まれている。ANA は

11 年２月に公表した「2011～12 年度 ANA グ

ループ経営戦略」において、「沖縄ハブ、エク

スプレス事業モデルの定着と深化」を掲げ、

高速輸送商品を拡充していく意向だ。 

この他、ANA は 11 年６月から中国内陸部としては初就航となる成田－成都線の開設を

予定している。これまで内陸部への移動においては、北京や上海での乗り継ぎが必要だっ

たが、直行便の運航により利便性の向上が期待される。 

また、グループ会社の ANA セールスは、JR 東日本グループのびゅうトラベルサービス

と連携、業界初となる鉄道と飛行機を組み合わせた中国発の訪日旅行におけるパッケージ

商品を共同で開発した。第１弾として、東北新幹線や寝台列車「カシオペア」を往路、復

路に ANA 便を利用し、本州と北海道を巡り雪景色や温泉を体験してもらうコースの発売を

10 年 12 月より開始。今後も両社は「日本の四季」をテーマに、鉄道と飛行機の組み合わせ

によるパッケージ商品を開発し、訪日旅行の需要を創造していく方針を示している。 

（中国北アジア課長 真家 陽一） 

那覇空港の貨物取扱量の推移 ＇卖位（トン
積込量 取卸量 総取扱量

2006 22 1,038 1,060
2007 24 839 863
2008 18 917 935
2009 10,220 11,364 21,584
2010 71,349 76,815 148,164
＇出所（沖縄地区税関那覇空港税関支署資料




