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1 はじめに 
 

経済のグローバル化が進行する中で、世界経済における中国経済のプレゼンスが急速に

拡大している。しかし、急速な経済成長の趨勢ばかりに目を奪われてしまうと、政治・経

済体制の変化や、都市部と農村部・地域間の格差などの問題が見えなくなる。例えば、2007

年の 1 人当たりGDP（国内総生産）を省・直轄市別に見ると、上位の上海市は 6 万 5,347

元に達しているのに対して、 下位の貴州省は 6,835 元に留まり、約 10 倍の格差が見ら

れる1。そのため、中国経済開発政策の研究においては、「地域」の視点に立って、地域ご

とに経済・社会課題を的確に捉える必要がある。 

本稿で取り上げる東北地区2に関しては、かつての計画経済体制の下、工業化をいち早

く実現したため、国有重工業企業を中心とする「フルセット型」の産業構造が形成されて

いた。しかし、1978 年に中国が改革開放路線に転換して以降、沿海部地域が高度経済成長

を達成したこととは対照的に、東北地区経済は立ち遅れていた。とりわけ、国有企業の経

営不振に伴う失業問題、不良債権などの問題が顕在化してきた3。 

そのため、2000 年の「西部大開発」に続き、中国政府は重要な国策として 2003 年に東

北振興政策の実施を決めた。その後、東北振興政策開始以来の 4 年間、財政・税制支援を

はじめ、東北地区への優遇政策が次々と講じられた。さらに、東北地区各省では、具体的

な地域開発計画が次々と立案されてきた。 

東北地区で人口規模の も大きな遼寧省においても、地域間の協調的発展を図る戦略と

 
1 中国国家統計局『中国統計摘要 2008』中国統計出版社、2008 年、28 ページ。 
2 一般的に、「東北地区」は「東北三省」とも呼ばれており、遼寧省、吉林省、黒龍江省を指す。そして、

広義には、東北三省のほか、内モンゴル自治区東部の 5 盟・市（フルンバイル市、ヒンガン盟、シリン

ゴル盟、通遼市、赤峰市）が含まれる場合もある。 
3 その詳細について、拙稿「中国『東北振興』と民営化をめぐる議論」『商学研究論集』№23、2005 年 9
月、359～377 ページを参照されたい。 
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して、瀋陽市、鞍山市、撫順市、本渓市、営口市、遼陽市、鉄嶺市の 7 都市から成る「遼

寧中部都市群」（瀋陽経済圏）構想4が提唱され、インフラストラクチャー整備や広域経

済圏の形成などの取り組みが進められている。 

本稿の目的は、遼寧省（特に、遼寧中部都市群）に焦点を当てながら、現在進行中の東

北振興政策の背景と進展状況を整理し、その具体的な政策動向、特徴と意義を分析するこ

とにある。遼寧中部都市群構想に基づいて、これまで東北地区で余り見られなかった自治

体間連携が具体的に動き始めている。さらに、北東アジア地域協力5の視点から考えれば、

一大消費地としての条件が揃いつつある遼寧中部都市群の役割は、単なる北東アジア地域

の生産拠点だけではない。その経済的潜在力は、日本、韓国、北朝鮮（朝鮮民主主義人民

共和国）、ロシア極東地域などの経済発展にも重要な意義を有する。 

以下では、まず、東北振興政策の背景を踏まえて、政策開始以来 4 年間の実施状況及び

現段階の評価を検討する。次に、遼寧省の地域開発計画の１つである「遼寧中部都市群」

の現状と課題を掘り下げる。 後に、2007 年 6 月及び同年 9 月に行なった現地調査に基

づき、遼寧中部都市群全体の調和と発展に先導的な役割を担う中核都市・瀋陽市の動向を

考察し、今後の課題を提示して結びとする。 

 

 

2 東北振興政策の進展 

 

2-1 東北振興の背景と課題 

中国の東北地区（東北三省）は、遠寧省、吉林省、黒龍江省からなり、面積は約 78.9

万km2（中国全体の 8.2%）である。東北三省は北東アジアの中心に位置し、日本海を隔て

て日本と韓国を臨み、南東部は北朝鮮、北部と東部はロシアと隣接する（図 1）。 

2006 年末の東北三省の人口は 1 億 713 万人、中国人口 13 億 1,448 万人の 8.15％を占

める。そして、東北三省の国内総生産（GDP）は 2,501 億ドル（1 兆 9,715 億元）に達し、

中国 GDP（2 兆 6,458 億ドル）の 9.45％に相当する（表 1）。 

1949 年に中華人民共和国が誕生して以来、「共和国の長男」と呼ばれた中国東北地区は、

豊富な石油・石炭などの地下資源を背景に、国有企業（とりわけ、大型国有企業）の集積

地として、工作機械、電力設備、鉱山設備、石油化学、自動車、造船などの重厚長大型産

業が集積する経済構造が形成された。また、東北地区は豊かな土地と自然資源に恵まれ、

中国における重要な穀倉地帯としても有名である。

 
4 「遼寧中部都市群構想」について、遼寧社会科学院の馮貴盛研究員が初めて提唱したとされる。 
5 ここでいう「北東アジア地域」とは、ロシア極東地域、中国東北地区、韓国（大韓民国）、北朝鮮（朝

鮮民主主義人民共和国）、モンゴル、日本の 6 カ国・地域を主対象としている。 



 

図 1 中国東北地区と北東アジア地域協力 

 
（注※）大図們江開発のエリアには、中国遼寧省、吉林省、黒龍江省と内モンゴル自治区、北朝鮮羅津・

先鋒経済貿易区、モンゴル東部地方、韓国東部港湾都市及びロシア沿海地方の一部が含まれる。 
（出所）筆者作成。 

 

表 1 東北地区の概要（2006 年） 

人口(千人) GDP(億ドル) GDP成長率(％) 一人当たりGDP(ドル) 都市部失業率(％)

全国 1,314,480 26,458 11.1 2,018 4.1

遼寧省 42,104 1,161 13.8 2,734 5.1

吉林省 26,795 544 15.0 927 4.2

黒龍江省 38,230 796 12.1 962 4.4  
（出所）中国国家統計局『中国統計年鑑』2007 年版より作成。 

 

 

しかし、長年に亘って無制限に地下資源を採取した結果、資源の枯渇が進み、石油、石

炭、鉄鉱石などの埋蔵量は残り少なくなってきた。さらに、改革開放以降、繊維産業など

の労働集約型産業を中心に輸出が拡大し、郷鎮企業や外資系企業によって牽引された沿海

部地域が経済成長を遂げたこととは対照的に、工業基地としての東北地区の優位性は低下

し、ついに広東省、江蘇省、山東省、上海市などの沿海部省・直轄市に追い越されるよう
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になった6。その後、東北地区に対しては、「国有企業の経営不振」「機械設備の老朽化」「大

量の失業者」などの評判が定着して、市場経済化とそれに伴う競争の激化に対応できない

まま、四半世紀が過ぎていった。 

東北地区に転機が訪れたのは、胡錦涛・温家宝の中国新体制が確立された 2002 年前後

である。2001 年 3 月に、第 9 期全国人民代表大会第 4 回会議が北京で開かれ、国民経済

と社会発展の「第 10 次五カ年計画」（2001～05 年）が採択された。その中で、東北地区

経済政策の方針について、「東北地区等の旧工業基地の改造と構造調整を積極的に支援・促

進する。基盤が厚く、人材が集まっている優位性を十分に活かし、国有経済の配置の調整

にあわせて、産業構造、企業の組織構造と地域分布を 適化し、新たな優位産業と企業を

形成し、条件のある地域は新たな装置製造基地とする。資源が枯渇した鉱山を積極的かつ

穏当に閉鎖し、地元の実情にあわせて、資源採掘を主とする都市や大鉱区の後継産業や代

替産業の発展を促進し、鉱山開発の新しい方式を研究・模索する」7と示された。 

そして、2002年11月に開催された中国共産党第16回全国代表大会（以下、第16回党大

会）では、「東北地区等の従来型工業基地の調整と改造、そして資源開発を主とする都市の

産業調整を支持する」という基本方針が示され、「東北振興」という言葉が初めて中国のマ

スメディアに登場した。その後、2003年5月31日～6月3日と同年8月に、温家宝が遼寧省、

黒龍江省と吉林省を視察し、現地政府関係者及び大型国有企業の経営者から、経営状況の

報告を受け、失業者の生活状況についても調査を行なった。温家宝が遼寧省を視察した際、

「東北地区などの旧工業基地の振興と西部大開発は東西の両輪である」と発言し、東北振

興政策は西部大開発と並ぶ重要な国策として位置付けられた。

さらに、東北地区は一躍脚光を浴びることになったのは、2003 年 10 月に開催された第

16 回党大会第 3 回全体会議である。この会議において、『東北地区等旧工業基地振興戦略

実施に関する若干の意見』（中発［2003］11 号）が決定された。その中で、東北振興政策

の基本方針として、「①社会保障システムの整備と改善、②国有企業が担っていた社会的機

能（病院、学校など）の切り離し、③国有企業の法人税の減免措置、④技術革新への資金

援助」などが明記された。 

ここで注目したいのは、東北地区経済が抱える「国有企業改革」「失業・貧困問題8」「不

 
6 例えば、1978 年に遼寧省のGDPが広東省の 129％、工業生産総額が同 193％であったが、四半世紀後

の 2003 年には、それぞれ 44％、39％に下がったのである（中国国家統計局『新中国 50 年統計資料彙編』、

『中国工業経済統計年鑑』、『中国統計年鑑』2004 年版より算出）。 
7 田中修『中国第十次五ヵ年計画―中国経済をどう読むか？』蒼蒼社、2001 年、342 ページ。 
8 1999 年 9 月に中国政府が「都市住民 低生活保障条例」を公布して以降、東北地区の都市部では 低

生活保障金受領者（保障対象者の大半は失業者、一時帰休者や退職者とその家族）が急増した。2003 年

の時点、その数は 500～600 万人に達し、中国の都市部貧困人口の四分の一に相当するという（中国新聞

網、2003 年 11 月 26 日付、URL：http://www.chinanews.com.cn/n/2003-11-26/26/373468.html、2008
年 7 月 20 日アクセス）。 
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良債権」などの難題は、現在の中国経済が抱える課題と重なっている部分が多い。これま

で、固定資産投資と外国資本主導の労働集約型の加工貿易による貿易黒字が大いに中国経

済成長を牽引してきた。しかし、産業構造の転換にさしかかる中国経済にとって、今後、

技術革新による内需拡大は、中国経済における新たな成長起点としての東北地区にかかっ

ていると言える。特に、技術開発や技能における深い蓄積が必要となる制御工作機械など

の設備製造業を発展させるには、その産業基盤を有する東北地区が重要な意義を持つ。 

 

2-2 東北振興政策の実施状況 

2003 年 12 月、東北振興政策を推進するために、政策決定機関である「国務院振興東北

地区等旧工業基地指導グループ」（以下、指導グループ）が設置され、温家宝首相が指導グ

ループの責任者となった。そして、2004 年 5 月には、指導グループの下で、政策立案に

当たる「国務院東北地区等旧工業基地指導グループ弁公室」（以下、東北振興弁公室）が設

立され、張国宝・国家発展と改革委員会副主任（当時）が東北振興弁公室の主任に就任し

た。そして、東北振興弁公室は主な職務に応じて、総合計画、政策体制、工業、関連産業

の 4 部署に分けられ、東北振興に係る政策研究・立案の体制が整えた。 

2003 年以降の東北振興への優遇策に関わる主な法律・規定を表 2 にまとめたが、優遇

政策は主として「国債プロジェクト」「税制優遇」「社会保障制度改革」「金融緩和」な

どに集中している。以下では、補充説明しておきたい。 

2004 年 2 月に「国務院国有資産監督管理委員会」が東北地区の国有企業改革の方向性

を示した。主な政策として「①大型国有企業の国際化に向けた競争力の向上、②国有中小

企業の資産管理および経営の自由化、③積極的な外資導入と民間資本の活用、④コーポレ

ート・ガバナンスの強化、⑤株式制の導入、⑥社会的機能負担の切離、⑦負債企業の破産

推進」9などが挙げられた。 

そして、東北振興への資金優遇について、中国政府は東北地区に対して国債発行などの

優遇策を実施している。先ず、2004 年に入ると、5 年をかけて投資総額 610 億元の「第 1

期東北旧工業基地国債プロジェクト」（100 項目）10の実施が始まり、その投資先は主に設

備製造業、原材料工業、農産品加工業などの従来東北地区が産業基盤を有する産業に集中

していた。また、同年 8 月には、「第 2 期東北旧工業基地国債プロジェクト」の実施も決

まり、特別国債 470 億元が 197 項目のプロジェクト11に投入されることとなった。

 
9  国務院国有資産監督管理委員会のホームページ、2004 年 2 月 4 日付（URL：http://www.sasac.gov.c
n/gzjg/ghfz/200408100140.htm）、2008 年 7 月 1 日現在アクセス。 
10 「第 1 期東北旧工業基地国債プロジェクト」の内訳は、遼寧省 52 項目、吉林省 11 項目、黒龍江省 3
7 項目であった。 
11「第 2 期東北旧工業基地国債プロジェクト」の内訳は、遼寧省 92 項目、吉林省 68 項目、黒龍江省 37
項目であった。 



 

表 2 東北振興政策に関わる主な法律・規定 

公布年月 公布番号 法律・規定の名称 法律・規定を公布した政府機関

2003年10月 中発 ［2003］ 11号 東北地区等旧工業基地振興戦略実施に関す
る若干の意見

中国共産党中央委員会、国務院

2004年2月 国資発規劃 ［2004］
172号

東北地区の中央企業の調整改造を加速する
ことについての指導意見

国務院国有資産監督管理委員会

2004年5月 国函 ［2004］ 35号 吉林省の都市社会保障体系整備の試行計画
を同意する回答

国務院

2004年5月 国函 ［2004］ 36号 黒龍江省の都市社会保障体系整備の試行計
画を同意する回答

国務院

2004年9月 財税 ［2004］ 146号 東北旧工業基地の一部の鉱山と油田企業の
資源税の税額を調整することに関する通知

財政部、国家税務総局

2004年9月 財税 ［2004］ 153号 東北旧工業基地振興に関する企業所得税優
遇政策を実行することについての通知

財政部、国家税務総局

2004年9月 財税 ［2004］ 156号 東北地区の増値税控除範囲の若干の問題の
規定

財政部、国家税務総局

2004年9月 財税 ［2004］ 168号 2004年東北地区の増値税控除範囲拡大の暫
定方法

財政部、国家税務総局

2004年11月 － 銀行の対外開放を更に進めることに関する事
項についての公告

中国銀行業監督管理委員会

2004年12月 財税 ［2004］ 226号 東北地区の増値税控除範囲の拡大政策を確
実に実施することに関する緊急通知

財政部、国家税務総局

2005年2月 財税 ［2005］ 28号 2005年東北地区の増値税控除範囲の関連問
題に関する通知

財政部、国家税務総局

2005年6月 国弁発 ［2005］ 36号 東北旧工業基地の対外開放の一層の拡大を
促進することについての実施意見

国務院弁公庁

2006年12月 財税 [2006] 167号 東北旧工業基地企業の歴史的な滞納税を免
除することに関する通知

財政部、国家税務総局

2007年8月 － 東北地区振興規劃 国家発展改革委員会、国務院東北地
区等旧工業地帯振興指導グループ

 
（出所） 筆者作成。 

 

さらに、中国国家発展と改革委員会の発表では、2005 年度の「東北旧工業基地の調整・

改造に関する 63 項目のプロジェクト」に 68 億 9,700 万元が投入されたが、このうち、国

債資金は 5.8 億元であった。63 項目のプロジェクトのうち、40 項目が東北三省に振り分

けられたが、その内訳は、遼寧省 19 項目、吉林省 8 項目、黒龍江省 9 個項目、大連市 3

項目、ハルビン発電設備グループ 1 項目となった。東北三省への投資金額は 44 億 700 万

元（このうち、国債資金が 4 億 2,900 万元）に達し、全体の 63.9％を占めていた。産業構

造の改善、技術レベルの向上を図るために、「鉱山の改造」「電気機械の改良」「大型機
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械」「農産物加工機械」などのプロジェクトに国債資金が投入された12。 

しかし、中国政府が定めた「只給政策不給銭」（政策的優遇策を与えるが、国家資金の

投入を控える＝筆者注）というキャッチフレーズで分かるように、東北地区への傾斜的資

金投入は「西部大開発」のように大量の財政支援13という優遇策ではない。東北振興の財

源には、主として「銀行借款」「企業による自己調達」と「外資導入」を充てるという。 

中国政府（国務院弁公庁）は 2005 年 6 月、『東北旧工業基地の対外開放の一層の拡大

を促進することについての実施意見』（国弁発［2005］36 号）を公表し、東北振興政策

の対外開放方針を決めた。その実施意見は、「国有企業改革の外資参画」「基幹産業、企

業の技術レベルアップの推進」「サービス業の対外開放とレベル向上」「地域経済発展の

促進」と「対外開放を加速するための制度保障」などの 5 分野から構成された。 

さらに、東北振興弁公室が 2007 年 8 月、2010～20 年までを視野に入れた「東北地区振

興計画」を公表した（表 3）。その中で、2010 年までの経済成長、経済構造、資源・環境、

社会発展など各分野における目標値または必達値が定められた。また、新たに内モンゴル

自治区東部の 5 盟・市が東北振興の範疇に入れた。 

 

表 3 東北地区における第 11 次五カ年規画期の主な振興目標 

分野 指標 2005年 2010年

一人当たりGDP（元） 15,318 21,889 7.4 目標値

殻物生産能力（万トン） 8,614 9,450 1.9 目標値

GDPに占める第三次産業の割合（％） 38 41 (3) 目標値

GDPに占める非公有制経済部門の割合（％） 36 48 (12) 目標値

GDPに占める研究開発費の割合（％） 1.3 2 (0.7) 目標値

都市化率（％） 52 55 (3) 目標値

単位GDP当たりのエネルギー消費の削減率（％） - - (20) 必達値

単位工業生産額当たりの水使用量の消費の削減率（％） - - (30) 必達値

耕地保有量（万ha） 2,548 2,553 (0.2) 必達値

主要汚染物質の排出量の削減率（％） - - (10) 必達値

工業固体廃棄物の利用率（％） 51.9 ＞60 (8.1) 必達値

森林被覆率（％） 34 38 (4) 必達値

都市部の登録失業率（％） 4.2 ＜5 (0.8) 目標値

都市部の養老保険加入数（万人） 2,550 3,270 5.1 必達値

新型農村共同医療の加入率（％） - ＞80 - 必達値

平均教育年数（年） 9 10 (1.0) 目標値

経済構造

資源・環境

社会発展

経済成長

年平均増加率（％）

 
（注①） （ ）内の数字は 5 年間の合計目標。 
（注②） ここでいう東北地区には、東北三省の他、内モンゴル自治区のフルンバイル市、ヒンガン盟、

シリンゴル盟、通遼市、赤峰市が含まれる。 
（出所） 国家発展改革委員会・国務院振興東北地区等旧工業基地指導グループ弁公室『東北地区振興計

画』2007 年 8 月 20 日。 
 

                                                  
12 振興東北網、2005 年 2 月４日付（URL：http://chinaneast.xinhuanet.com/2005-02/04/content_3667
404.htm）、2008 年 7 月 1 日現在アクセス。 
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13 「第９次五カ年計画」（1996～2000 年）期間では、「西部大開発」のために中国政府は約 6,000 億元

を投資し、インフラ整備を行なっていた。 

http://chinaneast.xinhuanet.com/2005-02/04/content_3667404.htm
http://chinaneast.xinhuanet.com/2005-02/04/content_3667404.htm


2-3 東北振興政策の効果 

東北振興政策が実施されてすでに 4 年が経ったが、東北三省の経済は持続的に成長して

いる。以下では、東北振興政策の効果（現段階の評価）を捉えるために、2003 年以降のデ

ータに注目している。 

中国全体の経済成長率に比べ、東北三省における 2007 年の GDP 成長率は遼寧省 14.5％、

吉林省 16.1％、黒龍江省 12.1％と、いずれも同年の全国平均レベル（11.9%）を上回った。

そのうち、黒龍江省と遼寧省は 2002 年以来 6 年連続の二桁成長、吉林省は 2003 年以来 5

年連続の二桁成長となった（図 2）。 

国有企業改革については、東北振興弁公室が発表した『東北振興 3 年評価レポート』に

よれば、2006 年末現在、遼寧省における 85％以上の大型国有企業が株式化を実現し、中

小国有企業の改革も順調に進んでいる。そして、吉林省では、816 社の国有企業改革が行

われた。また、黒龍江省では、国有企業 3,302 社の体制改革が完了しており、国有企業全

体の 96％を占めた14。 

国有企業改革と連動する失業率に関して、2003 年以降の東北三省の失業率は、低下（ま

たは横這い）傾向にある（図 3）。 

 
図 2 中国全国及び東北地区の GDP 成長率 

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

（％）

全国

遼寧省

吉林省

黒龍江省

 
（注） 2006 年と 2007 年の中国 GDP 成長率は、2008 年 4 月 10 日に中国国家統計局が発表した数値。 

（出所）中国国家統計局『中国統計年鑑』2007 年版、各省『統計年鑑』2007 年版、『中国統計摘要』2008
年版より作成。 
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14 東北振興弁公室『東北振興 3 年評価報告』2007 年 5 月（URL：http://chinaneast.xinhuanet.com/20
07-05/23/content_10091405_6.htm、2008 年 7 月 20 日アクセス）。 



図 3 中国全国及び東北地区の都市部失業率 
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（出所）中国国家統計局『中国統計年鑑』2007 年版、各省『統計年鑑』2007 年版、『中国統計摘要』

2008 年版、吉林省統計局『2007 年吉林省国民経済・社会発展統計公報』2008 年 2 月、黒龍

江省統計局『2007 年黒龍江省国民経済・社会発展統計公報』2008 年 3 月より作成。 

 

とりわけ、遼寧省の失業率はピーク時（2002 年）の 6.8％から 5.1％（2006 年）に下が

っている。しかし、東北三省の失業率（2006 年）は、依然として全国平均レベルより高く、

雇用圧力の緩和が東北三省にとって重要な政策課題である。なお、ここでいう失業率は、

都市部の登録ベースのみであり、都市部で登録を行っていない失業者と農村部の失業者、

国有企業レイオフ者の一部が含まれていない。そのため、東北三省の実質失業率は、公表

された指標を大きく上回るものと推測される。 

投資については、東北振興政策が実施されて以来、東北三省の投資環境が改善され、資

本誘致の吸引力が増強され、東北振興政策による国内外投資の吸い寄せ効果が示されつつ

ある。2007 年の投資率（固定資産投資額を GDP で除したもの）を見ると、黒龍江省を除

ければ、遼寧省と吉林省が全国平均水準より高かった（図 4）。 

全国に占める東北三省の固定資産投資の比重は、2003 年の 7.6％から、2004 年の 8.4％、

2005 年の 9.2％、2006 年の 9.6％、2007 年の 10.2％へと高まっている。 

2006 年における固定資産投資の構造をみると、制造業、不動産業、運送業、鉱業、水利・

環境、電力に集中している。特に製造業と不動産業が投資額全体の 32.9%、20.2%を占め

ており、突出している15。 
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15 前掲（注 14）。 



 

図 4 中国全国及び東北地区の投資率 
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（注）投資率は固定資産投資額を GDP で除したもの。 

（出所）中国国家統計局『中国統計年鑑』2007 年版、各省『統計年鑑』2007 年版、『中国統計摘要』

2008 年版より作成。 

 

 

3 遼寧省の中部都市群構想と産業集積 

 

3-1 中部都市群構想の提起 

東北三省の中でも、4,200 万人強の人口を有する遼寧省の経済規模が大きい。2006 年に

おける遼寧省のGDPは 9,251 億元に達し、東北三省全体の 46.9％を占めた。これは、黒龍

江省、吉林省のそれぞれ 1.49 倍、2.16 倍である16。 

近年では、遼寧省の新たな地域開発戦略として「遼寧中部都市群」が注目を集めている。

遼寧中部都市群とは、瀋陽市、鞍山市、撫順市、本溪市、営口市、遼陽市、鉄嶺市の 7 都

市を指し、東北地区で も経済発展が目覚しいところの一つである。北東アジアの中心部

に位置するこの地域は、東北地区と環渤海経済圏をまたがり、地政学的優位性が突出して

いる（図 1、図 5）。 
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16 筑波昌之・朱永浩「第 1 部 中国」（環日本海経済研究所編『北東アジア経済データブック 2007』200
8 年 3 月）、7 ページ。 



図 5 遼寧中部都市群（瀋陽経済圏）の位置図 

 
（出所）筆者作成。 

 

表 4 遼寧中部都市群の概要（2006 年） 

総人口
（万人）

市区人口
（万人）

人口密度
（人/k㎡）

総面積
（k㎡）

市区面積
（k㎡）

GDP
（億元）

1人当たり
GDP
（元）

瀋陽市 703.6 490.5 544.4 12,924 3,270 2,519.6 35,810
自動車及び部品、設備機械、IT、
化学、製薬、農産品加工

鞍山市 349.0 146.9 377.2 9,252 606 1,136.0 32,550
鉱業、製鉄、設備機械、紡績、石
油化学

撫順市 223.9 131.9 198.6 11,272 646 457.8 20,447 冶金、石油化学、鉱業、金属

本渓市 156.2 96.1 185.2 8,434 1,500 400.3 25,627 製鉄、石油化学、製薬

営口市 231.1 87.2 446.1 5,180 656 457.2 19,784
設備機械、冶金、港湾物流、
造船、石油化学

遼陽市 182.5 72.0 383.3 4,761 607 393.0 21,534
石油化学、自動車部品、製鉄、
化学繊維

鉄嶺市 304.5 41.6 235.4 12,935 543 323.9 10,637 農業、機械、軽工業、建材

計 2,150.8 1,066.2 332.1 64,758 7,828 5,687.8 23,770 －

遼寧省に占
める比率（%）

51.1 － － 44.1 － 54.8 － －

主な産業都市名

人口 面積 GDP

 
（出所）遼寧省統計局『遼寧省統計年鑑』2007 年版より作成。 
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遼寧中部都市群の面積は省全体の 44.1％に相当する 6 万 4,758 ㎢であるが、2006 年の

GDP は 5,688 億元で、省全体の 54.8％を占めており、1 人当たり GDP は 2 万 3,770 元に

達している。この地域には重工業企業が集積しており、NC 工作機械、一般機械と自動車

産業が盛んである。大手鉄鋼メーカーの鞍本鉄鋼集団があるほか、石油化学工業、化学繊

維の生産基地にもなっている（表 4）。 

2005 年 4 月に省都瀋陽市で開催された 7 都市連合会議において、「遼寧中部都市群（瀋

陽経済圏）協力合意書」が調印された。その中で、7 都市の交通運輸、商業貿易、情報産

業、科学技術、観光、人材交流、雇用対策、環境保護など 30 以上の分野で協力合意に達

し、地域全体の社会・経済の飛躍的な発展を促す方針が示された。そして、瀋陽市の経済

開発が牽引役となって周辺 6 都市への波及効果を高めることによって、遼寧中部都市群の

都市開発、対外開放の進展、外国企業の資本、技術の導入が期待されている。 

その後、協力推進を協議する枠組みとして、各都市の共産党委員会書記、市長連合会議

が制度化された。その常設機構には、各市の常務副市長、秘書長及びその他の責任者がメ

ンバーとして入っている。そして、中核都市の瀋陽市が都市間協力のイニシアティブを担

うことも決められた。また、遼寧中部都市群の交通、環境保護、人的資源、金融、観光な

どの産業育成政策が、遼寧省政府発展と改革委員会、7 都市の政府によって定められた。 

2008 年 2 月、遼寧省政府発展と改革委員会が『遼寧中部都市群経済区発展の総体企画

要綱』を公表したほか、遼寧省政府建設庁が作成した『遼寧中部都市群の発展プラン』も

批准された。今後の目標として、「2005 年を基準に遼寧中部都市群の 2010 年までに年平

均GDP成長率を 15％、2015 年までに年平均GDP成長率を 14％、2020 年までにGDP成長

率を 13％」と掲げ、そして、都市化レベルを 76％に引き上げる計画がある17。 

また、遼寧中部都市群における都市間協力の新たな展開として、「同城化」（都市機能一

体化＝筆者注）の動きが見られる。具体的に、市外局番を瀋陽市の 024 に統一することや、

環状高速道路建設、共同汚水処理プロジェクトなどのインフラ整備事業が挙げられる。こ

の他、瀋陽市と周辺の撫順市、本渓市、鉄嶺市の 3 都市間における共同地域開発計画も策

定されている。今後、共通市場の構築に向けて、都市間の適切な役割分担と連携協力を進

めるとともに、産業振興政策に反映していくことが重要である。 

 

3-2 産業の視点―自動車産業の事例 

遼寧省政府は 2005 年 1 月に「遼寧旧工業基地振興規劃」を発表し、その中で製造業や

農業、ハイテク産業などを今後の重点発展産業として提起した。製造業の中でも、自動車

産業については 2010 年までに完成車の生産能力を計 127 万台／年（うち、乗用車が計 45

 
17 『遼寧日報』2008 年 2 月 27 日付。 
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万台／年）にまで引き上げ、エンジンの生産能力を計 175 万基／年に拡大することが中長

期目標として掲げられた18。この中長期目標を達成するために、各自動車メーカーは積極

的な生産能力拡大を遂行しつつあり、中国の各地に点在する自動車産業集積の一つとして、

瀋陽市が注目されている。 

本節は、遼寧中部都市群の中核都市である瀋陽市を対象地域とし、自動車産業を対象産

業として取り上げる。周知のように、自動車産業は電機・電子産業などの他の産業に比べ、

部品点数が 2～5 万点もあり、裾野の広い産業である。そのため、完成車メーカーから零

細部品メーカーのつながりなど、重層的な産業構造を持っている。従って、地域開発政策

と周辺地域の集積状況を検討する上で、自動車産業が有意な産業であると言える。 

瀋陽市の自動車産業について、同市政府は主要な育成産業と位置付けている。2006 年、

瀋陽市の自動車工業生産総額（完成車、部品を含む）が 453 億元に達し、同市GDP（2,520

億元）の 18％に相当する。そして、完成車の生産台数（乗用車、商用車等を含む）で見た

場合、2006 年には、瀋陽市が遼寧省全体の 92％を占めている19。 

2006 年末現在、瀋陽市には完成車メーカー7 社、エンジン・メーカー4 社（瀋陽航天三

菱汽車発動機製造有限公司、瀋陽新光華晨汽車発動机有限公司、瀋陽新光汽車発動机製造

工場、瀋陽新光華翔汽車発動机製造有限公司）、その他部品メーカー約 160 社が立地して

いる20。 

このように、瀋陽市に各メーカーの産業立地が進展することで、瀋陽市の自動車生産は

2006 年に対前年比 92.5％増の 26.6 万台にまで成長し、市場での販売台数も同 72.8％増の

26 万台となった。2007 年 1～7 月の生産台数は対前年比 51.8％増の 20.4 万台、販売台数

は同 45.6％増の 19.8 万台となり、安定した成長を見せている21。 

瀋陽市には、自動車産業振興策の企画・立案、進出自動車メーカーの支援などを担当す

る常設部署として、瀋陽市経済委員会自動車産業発展弁公室が設置されている。この他、

同市大東区にある「瀋陽－欧盟経済開発区」、鉄西新区にある「瀋陽経済技術開発区

（SEDA）」、渾南新区にある「瀋陽国家高新技術産業開発区」、蘇家屯区にある「雪松経済

技術開発区」にも、自動車部品産業パークを設けるなど、各行政機関は自動車産業の振興

 
18 2006 年、遼寧省の自動車生産台数（乗用車、商用車等を含む）は 28 万 4,000 台に上り、全国の 3.9％
を占める。なお、自動車生産の上位省・直轄市には、北京市（68 万台）、上海市（68 万台）、吉林省（6
3 万台）、広東省（56 万台）、重慶市（52 万台）、安徽省（49 万台）などが入っている（国家統計局『中

国統計年鑑』2007 年版、555 ページ。遼寧省政府『遼寧年鑑』2007 年版、135 ページ。）。 
19 遼寧省統計局『遼寧統計年鑑』2007 年版、34、309 ページ。遼寧省政府『遼寧年鑑』2007 年版、13
5 ページ。瀋陽年鑑編委会『瀋陽年鑑』2007 年版、133～134 ページ。 
20 瀋陽市経済委員会自動車産業発展弁公室資料による。部品メーカーは、規模以上企業（国有企業と年

商 500 万元以上の非国有企業）のみを指す。なお、その他零細部品メーカーを入れれば、400 社以上に

のぼる（瀋陽市経済委員会自動車産業発展弁公室へのヒアリング調査、2007 年 9 月 10 日実施）。 
21 瀋陽年鑑編委会『瀋陽年鑑』2007 年版、133 ページ。一部データは、瀋陽市経済委員会自動車産業発

展弁公室資料による。 



を図ろうとしている。とりわけ、大東区には、完成車メーカー3 社の他、この完成車メー

カーと取引関係のある部品メーカーの集積も出来つつある（図 6）。 

そして、各完成車メーカーは、現地調達の拡大によってコスト削減と生産効率向上を図

っている。そのため、1 次サプライヤーにとって、完成車メーカーの増産の影響を受けて、

生産体制や開発能力の強化を図る必要がある。その一方で、2・3 次の下請け部品メーカー

の育成を加速させ、安定した品質・価格・スピードで生産できる体制を整える必要がある。

その現状について、華晨金杯汽車有限公司（以下、華晨金杯）、華晨BMW汽車有限公司

（以下、華晨BMW）、中順汽車控股有限公司（以下、中順汽車）の事例を取り上げるこ

ととしたい22。 

華晨中国汽車と瀋陽金杯の合弁メーカーである「華晨金杯」の場合、トヨタの技術をベ

ースとする「金杯」「グランビア」ブランドのバンの生産が好調で、バン市場で中国一のシ 

ェアを誇っている。生産ラインには中国製の機械設備が多く、例えばロボットは中国トッ

プ・メーカーで瀋陽市に本社のある「新松機器人」（SIASUN）を導入している。 

 

図 6 瀋陽市における主な自動車メーカーと自動車部品産業パークの立地状況

 
（出所）八杉理・朱永浩「遼寧中部都市群の自動車産業の現状と展望－中核都市・瀋陽市を中心として

（前編）」『ERINA REPORT』№80、環日本海経済研究所、2008 年 1 月、43 ページ。

                                                  

14 
 

22 3 社の詳細について、八杉理・朱永浩「遼寧中部都市群の自動車産業の現状と展望－中核都市・瀋陽

市を中心として（後編）」『ERINA REPORT』№80、環日本海経済研究所、2008 年 3 月、42～47 ペー

ジを参照されたい。 
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華晨金杯が生産する「金杯」「グランビア」の部品の調達状況は、エンジンは華晨中国汽

車の子会社で瀋陽市に立地する「新光華晨」などから、トランスミッションは上海汽車と

華晨金杯が出資して瀋陽市に設立した「上汽金杯」から、ラジエターは「興遠東」、シート

は「明芳」、ランプは「天成」などから調達している。華晨金杯の調達の特徴は、主要コン

ポーネントは華晨系で瀋陽市周辺に立地するメーカーからの採用比率が高いことである。 

一方、華晨金杯の「中華」ブランドの部品の調達状況は、エンジンは基本的に「金杯」

ブランドと同じで、グレードの高いモデルは瀋陽三菱製のエンジンを調達、搭載するもの

もある。その他、エアコンは「盛士達」、ランプ類は「上海小糸」などから調達している。

主要コンポーネント以外の部品でも、「寧波愛捷」のように、華晨中国汽車が出資する部品

メーカーからの調達も比較的に多い。調達の特徴は、華晨系の部品メーカーからの調達が

多いが、それらは必ずしも瀋陽市周辺に立地しているのではなく、浙江省寧波市、江蘇省

南京市などから運んでくるものも多い。 

中独合弁自動車メーカーである「華晨 BMW 汽車有限公司」の場合、国内調達状況は、

国産化率 40％という低さもあり、KD としてドイツなど海外から部品を輸入している。シ

ートは瀋陽市に生産拠点を持つ Lear 社であるが、タイヤは輸入の Continental 社で、ホ

イールとの組込みは Sraedtler 社である。調達の特徴は、商品特性が高級仕様であるため、

積極的な国産化（＝純粋な地場系部品メーカーからの調達）は図れず、中国にある欧米系

の部品メーカーからが特に多い。そうした部品メーカーの素材・原材料は、品質の安定性

を重視して、本国や第三国からの調達（即ち、海外調達）が主流となっており、中国で素

材・原材料からの一貫した製品化が実現できないのが現状である。 

また、瀋陽市蘇家屯区に位置する新興地場自動車メーカーである「中順汽車」の場合、

研究開発（R&D）に力を入れており、米国のデトロイトとロサンゼルス、上海市、地元の

瀋陽市にR&Dセンターがある。しかし、肝心な部品については、遼寧省内からの調達は僅

か全体の 20～30％に過ぎず、主として省外の江蘇省、浙江省、広東省から調達している。

具体的には、エンジンは瀋陽三菱製で、トランスミッションは河北省から、シャフトは北

京市から調達している。完成車の生産拡大に量・質の面で追い付いておらず、現状として

は物流コストが多少高くても、長江デルタや珠江デルタから調達しているという23。 

言うまでもなく、遼寧中部都市群という広域圏・経済圏の形成には、産業システムの確

立が重要となる。そして、前述の自動車産業で見られたように、遼寧中部都市群の中核都

市・瀋陽市は、完成車組立工場の誘致だけではなく、関連産業（サポーティング・インダ

ストリー）の育成に向け、周辺都市と連携しながら、産業振興政策における都市間協力を

推進する必要がある。 

 
23 中順汽車へのヒアリング調査による（2007 年 9 月 12 日実施）。 



 

3－3 遼寧中部都市群における外資進出の状況と課題 

遼寧省の対外貿易は、輸出入総額が 594.8 億ドル（前年比 22.9％増）、そのうち、輸出

が 353.3 億ドル（同 24.8％増）、輸入が 241.5 億ドル（同 20.3％増）である24。全体とし

て加工貿易が多いのが特徴である。 

輸出において、一般貿易が 172.5 億ドル（同 25.5％増）、輸出全体の 48.8％を占める。

輸入において、一般貿易が 104.4 億ドル（同 32.4％増）、輸入全体の 43.2％に相当する。

輸出相手国・地域は、日本（輸出額が 79.1 億ドル）、韓国（同 46.0 億ドル）、米国（同 41.3

億ドル）、シンガポール（同 27.3 億ドル）、香港（同 12.3 億ドル）の順に続く25。 

遼寧中部都市群における外国直接投資（Foreign Direct Investment：FDI）についてま

とめたのが表 5 である。2006 年、この地域の外資導入額は実行ベースで 34 億 5,663 万ド

ル（前年同期比 44％増）、遼寧省全体に占めるシェアは 57.7％であった。遼寧省の 2006

年外資導入額が 59 億 8,554 万ドルに達したが、特に瀋陽市の伸びが著しく、瀋陽市だけ

で実に全省の半数 50.7％を占めた。 

 

表 5 遼寧中部都市群への外国直接投資の推移（実行ベース、万ドル） 

都市名 2000年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

瀋陽市 71,229 140,880 224,237 242,277 212,312 303,444

鞍山市 8,787 16,422 22,651 19,261 6,936 13,534

撫順市 2,216 5,815 6,776 3,260 4,207 5,279

本渓市 864 2,084 3,205 4,617 3,856 5,035

営口市 13,952 21,530 24,816 16,319 7,840 10,078

遼陽市 2,695 5,233 4,005 4,211 3,299 5,121

鉄嶺市 3,600 6,587 10,196 7,650 1,564 3,172

中部都市群合計 103,343 198,551 295,886 297,595 240,014 345,663

遼寧省に占める中
部都市群の比率（%）

40.5 50.7 53.0 55.0 66.8 57.7
 

（出所）表 4 に同じ。 

 
                                                  
24 中国国家統計局『中国統計摘要』2008 年版、2008 年 5 月、170 ページ。 
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25 遼寧省統計局『2007 年遼寧省国民経済・社会発展統計公報』2008 年 2 月。 
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瀋陽市対外貿易経済合作局によれば、2007 年上半期における瀋陽市の外資導入額は

契約ベースで 47.5 億ドル、実行ベースで 26.8 億ドル（前年同期比 167.4％増）、省全体

に占めるシェアは 57％を占めていた。そして、瀋陽市への外資導入額（実行ベース）の

うち、1,000 万ドル以上の案件は 48 個に達し、利用額は 14.9 億ドル（前年同 387.8％

期比増）となったが、その内、1 億ドルを超えた案件は全て不動産プロジェクトである。

さらに、第 3 次産業への外資導入額（実行ベース、18.6 億ドル）の内、不動産分野にお

いては 16.5 億ドル（同 431.4％増）で、全市外資導入額の 61.4％を占めた。つまり、同

市における外国投資額の 6 割以上が、工作機械などの基幹産業に投資されておらず、不

動産に集中するという状況である26。 

 

4 むすびにかえて 

 

東北振興政策が展開された 4 年間を振り返ると、マクロ経済指標から東北地区の GDP

成長、国有企業改革などには一定の成果があったと言える。しかし、東北地区の経済成長

は、投資に牽引されて高成長を遂げている一方、インフレ圧力の緩和、産業構造の調整、

エネルギー消費構造の転換、消費の拡大など、多くの政策課題が依然として残されている。

今後、持続な経済成長を維持するためには、基幹産業である工作機械や自動車産業などを

支える裾野産業の育成や技術力の向上が必要となる。 

そして、東北地区各地で推進する地域開発計画の具体化に向けた取り組みが相次いで始

まっているが、本稿で取り上げた遼寧中部都市群も同省経済発展の核の一つとして位置付

けられている。この地域開発計画は、設備機械製造業が盛んな遼寧省の経済成長に寄与す

るだけでなく、東北地区全体への波及効果も期待できよう。そして、人口規模と経済規模

から見れば、遼寧中部都市群は、日本、韓国を含む環渤海地域、北東アジア地域の一大消

費地としての可能性が潜んでいる。 

これまでの日本と遼寧省との経済関係で言えば、加工貿易による一大輸出拠点、そして

オフショアソフト開発と情報サービス能力を備えた中国有数の IT アウトソーシング・セ

ンターとして、大連市は注目されてきた。輸出型企業が多い大連市に比べ、遼寧中部都市

群の 7 都市については、一大消費地の形成に向けて域内での産業関連を広げ、所得水準の

上昇に伴う消費市場の拡大を図ることが重要な課題である。特に、瀋陽市で胎動した新し

い経済効果が周辺都市に波及していくことによって、同市が北東アジア地域における重要

な経済中心都市になると期待できる。そのためには、産業政策の調整を含めたさらなる都

市間提携・協力の具体化が求められる。 

 
26 瀋陽市対外貿易経済合作局へのヒアリング調査による（2007 年 9 月 20 日実施）。 



18 
 

 

【参考文献】 

 

加藤弘之『地域の発展』名古屋大学出版会、2003 年。 

唱新『グローバリゼーションと中国経済』新評論、2002 年。 

朱永浩「中国『東北振興』と民営化をめぐる議論」『商学研究論集』№23、2005 年 9 月。 

高木直人『転換期の中国東北経済』九州大学出版会、1997 年。 

筑波昌之編『中国東北振興政策の動向と今後のポテンシャル』ERINA booklet(Vol.6)、環日本

海経済研究所、2007 年。 

筑波昌之「グレーター瀋陽における開発区建設と日系企業の動向」『ERINA REPORT』№80、

環日本海経済研究所、2008 年 1 月、13～31 ページ。 

福田邦夫・小林尚朗編『グローバリゼーションと国際貿易』大月書店、2006 年。 

馮貴盛「遼寧中部都市群(瀋陽経済圏)の経済発展と産業配置について」『ERINA REPORT』

№80、環日本海経済研究所、2008 年 1 月、4～12 ページ。 

丸川知雄・高山勇一編『〔新版〕グローバル競争時代の中国自動車産業』蒼蒼社、2005 年。 

丸川知雄『現代中国の産業』中公新書、2007 年。 

八杉理・朱永浩「遼寧中部都市群の自動車産業の現状と展望－中核都市・瀋陽市を中心として

（前編）」『ERINA REPORT』№80、環日本海経済研究所、2008 年 1 月。 

八杉理・朱永浩「遼寧中部都市群の自動車産業の現状と展望－中核都市・瀋陽市を中心として

（後編）」『ERINA REPORT』№80、環日本海経済研究所、2008 年 3 月。 

山岡茂樹『開放中国のクルマたち：その技術と技術体制』日本経済評論社、1996 年。 

東北振興弁公室『東北振興 3 年評価レポート』2007 年 5 月（URL：http://chinaneast.xi

nhuanet.com/2007-05/23/content_10091405_6.htm、2008年 7月 20日アクセス）。 

陳才ほか『東北老工業基地新型工業化之路』東北師範大学出版社、2004 年。 

唐暁華ほか『産業集群：遼寧経済増長的路径選択』経済管理出版社、2006 年。 


