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₁ ．東北三省の位置と交通

いて協議する動きもありますが、なかなか難しいようで
す。

東北三省の概要と大連の日系企業の活動をご紹介したい

ただ、この航路は、延吉や図們や琿春のあたりから新潟

と思います。まず東北三省の位置ですが、大連は仙台とほ

へ抜けると４日間程度です。いまは、大連経由で日本まで

ぼ同じ北緯38度のあたりで、気温は札幌並みです。さらに

約９日かかっています。ザルビノ経由なら新潟まで半分の

風が強いので、体感温度では札幌よりもさらに北といわれ

日数で済みますが、運ぶ貨物がありません。現地にアパレ

ます。瀋陽は、函館と同じ北緯41度くらいです。東北三省

ル関係の工場がありますが、不定期便では貨物を出しにく

では、やはり瀋陽と大連が２大都市といっていいと思いま

いとのことです。結局、時間がはっきり分かっている大連

す。

経由になってしまうという話もありました。

東北三省は、北から黒竜江省、吉林省、遼寧省という順

また、ナッツ類を加工して日本へ輸出している企業もあ

番で並んでいます。大連は、その中でもっとも南に位置し

りますが、東京へ送るのにいったん新潟に降ろすと、そこ

ます。人口は遼寧省が一番多く、面積では黒竜江省が広い

から東京までの陸路のコストが高いので、結局は大連経由

のですが、人口や GDP といったところを見ると、遼寧省

とあまり変わらないそうです。そういった諸事情のため、

の経済規模がいかに大きいかがわかると思います。

新潟航路がなかなか定期運行できないというのが現状です。

遼寧省の省都は瀋陽市で、人口は800～900万人。戸籍以

一番北の黒竜江省はロシアと接しており、ロシアとの経

外の人たちも入れて、約900万人の都市です。いま、瀋陽

済的な結びつきをかなり強めています。ロシア国境に近い

は周辺の７都市を加えて瀋陽経済圏というものを形成しよ

東のほうに綏芬河市という町があり、ルーブルが公用通貨

うとしています。それができると、約2400万人規模の経済

として使えます。現在、そういった経済関係ができていま

圏が誕生します。

す。

資料には東北三省の主要産業ベルト資源分布とあるとお
り、資源に恵まれているのが東北三省の特徴です。一番有
名なのは黒竜江省の大慶油田です。また、黒竜江省は国内
で穀物の生産量がもっとも多い省で、穀倉地帯といえま

₂ ．中国経済に占める地位
続いて、東北三省の中国経済に占める地位をまとめまし
た。

す。

東北３省の中国経済に占める地位㻌

大慶油田の去年の原油生産高は約4000万トンですが、日

＜東北３省の主要経済指標（㻞㻜㻝㻞年）＞㻌

本の外務省のホームページによると中国の年間消費量は約
５億トンなので、大慶油田だけではとても足りず、かなり
の量の原油を輸入しています。
東北三省の真ん中の吉林省の一部は、北朝鮮と国境を接
しています。それは延辺朝鮮族自治州で、そこからロシア
のザルビノを経て新潟まで行く新潟航路があります。2011
年８月から月に２便程度の不定期便が運行されていました

人口
（万人）

面積
（万㼗㎡）

㻳㻰㻼
（億元）

小売総額
（億元）

遼寧省

㻠㻘㻟㻤㻥
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㻞㻠㻘㻤㻠㻢
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㻣㻘㻜㻜㻜

吉林省

㻞㻘㻣㻡㻜

㻝㻤㻚㻣

㻝㻝㻘㻥㻟㻥

㻠㻘㻣㻣㻞㻚㻥

㻥㻟

㻡㻣㻡

黒龍江省

㻟㻘㻤㻟㻠

㻠㻡㻚㻟

㻝㻟㻘㻢㻥㻞

㻡㻘㻠㻡㻟㻚㻠

㻞㻤

㻞㻢㻞

東北３省合計

㻝㻜㻘㻥㻣㻟

㻣㻤㻚㻤

㻡㻜㻘㻠㻣㻣

㻝㻥㻘㻠㻤㻞㻚㻥

㻝㻘㻡㻠㻢

㻣㻘㻤㻟㻣

㻤㻚㻝

㻤㻚㻞

㻥㻚㻣

㻥㻚㻟

－

‐全国に占めるシェア（％）

（出所）中国統計公報、遼寧省・吉林省・黒龍江省統計公報、在瀋陽日本総領事館㻌

が、貨物が少ないため、2013年から運休中です。中国側の
国境の町である琿春の市長が新潟を訪問し、運行再開につ

日系企業数 在留日本人数
（社）
（人）

㻡㻚㻞
（邦人数）
全体：
北京：
上海：
広州：
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一番下の「全国に占めるシェア」はいずれも10％弱で、

遼寧省大連市㻌

東北三省を合わせると中国国内の約10％の経済規模という
ことがいえると思います。
遼寧省の日系企業数が1425社、そのうち大連だけで約
1200社なので、日系企業はほぼ大連に集中しています。遼
寧省の在留邦人は7000人ですが、領事館の発表では約6000
人が大連となっており、これもほぼ大連に集中しているの
が特徴です。吉林省と黒竜江省は、日系企業数も日本人の
数もだいぶ少なくなっています。

【大連市】㻌
・面積：㻌㻝㻞㻘㻡㻣㻠㎢㻌
・人口：㻌戸籍人口㻌
㻡㻥㻜㻚㻟万人（㻞㻜㻝㻞年末）㻌
常住人口㻌

㻢㻢㻥万人（㻞㻜㻝㻜年㻝㻝月）㻌
・㻳㻰㻼：㻌㻣㻘㻜㻜㻞㻚㻤億元（㻞㻜㻝㻞年）㻌

大連港（㻞㻜㻝㻟年）㻌
貨物取扱量：㻠㻚㻝億トン㻌
ｺﾝﾃﾅ取扱量：㻝㻘㻜㻜㻝万㼀㻱㼁㻌

次に、三省ごとの統計データをまとめてみました。2012
年の数字ですが、例えば大連市の貿易総額は641億ドル、

㻩中心㻠区㻌

（出所）ジェトロ大連事務所㻌
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輸出の約23％は日本向けで、電機・機械関係が中心です。

取扱量は4.1億トン、コンテナが1000万 TEU と、ようやく

輸入の約17％は日本からで、機械設備が多くなっていま

1000万を超えたという報道がありました。

す。

大連市は省都ではないものの、省都に近いクラスの副省

三省ごとの貿易を見ると、大連市の貿易額が圧倒的に大

級市ということで、権限などもけっこう認められていま

きいことが分かります。従って、特に日本との貿易が減る

す。そのため、瀋陽市と大連市はライバル関係にもあるわ

と東北三省の貿易がかなり減少しますが、最近はややその

けです。

傾向が出てきています。

皆さまがいまいらっしゃるのは旅順口区から東、四角い

大連市の１人当たりの GDP は、人民元で約10万2,000元

枠で中心４区とありますが、その中山区になります。その

です。これは US ドルで１万6500ドルくらいで、ロシアを

東側に金州新区、保税区。保税区は海側と内陸に分かれて

上回っています。ただ、台湾は US ドルで約２万ドルなの

います。その北は普蘭店湾新区です。ここも工業開発区

で、それにはちょっと届いていません。

で、金州新区、保税区、普蘭店湾新区に工業が集中してい

インフラの整備状況では、2012年12月に大連からハルビ

ます。

ンまで高速鉄道が開通し、非常に便利になりました。大

さらに北西に長興島があります。中国で５番目に大きい

連・瀋陽間は４時間だったのが、いまは時速300キロ運転

島で、ここがいま、石油化学関係の工業園区として開発が

で最短１時間半です。ハルビンまでなら最短で３時間半

進められています。李克強総理が遼寧省の書記だった時に

と、非常に速い。冬の間は時速200キロ運転に抑えてい

始まったプロジェクトです。石油化学や造船などを集めよ

て、大連・瀋陽間が２時間半くらいかかります。

うとしており、造船関係では韓国企業の STX が進出しま

北京・瀋陽間も、高速鉄道の新しい線路を建設中です。

したが、最近の造船不況で STX の本国のほうが業績悪化

現在も在来線を使った高速鉄道が走っており、それが４～

し、結局ここも閉鎖されました。買い手を探していました

５時間かかっています。2019年完成予定の新しい線路では

が、破産処理の話もあるようです。

半分の２時間半にしようと工事中です。

大連市の在留邦人は、在瀋陽日本総領事館の発表による

地下鉄は、瀋陽は既に２本の路線が開通しています。大

と6039人です。日系企業は2012年10月時点で約1200社。登

連は工事中ですが２年ほど遅れており、今年の末が開通見

記ベースでは、大連市の発表によると4498社。ただ、この

込みです。長春は来年くらい、ハルビンは去年に開通して

登記数は会社数というよりは件数で、例えばローソンさん

います。

が市内に15店舗くらいありますが、それを15件と数えてい

空港は利用客がどんどん増えているので、拡張していま
す。大連は、市内にある現在の空港から、市の北のほうの
海を埋め立てて新空港を工事中です。

ます。約1200社のほうが実態に近いとみています。
大連日本商工会の会員数は、先月の時点で807社で、こ
れは中国では上海に次いで２番目になります。３番目の北
京の中国日本商会は約700です。上海は格段に多くの日系

₃ ．大連市の概要

企業が進出しているので、それと比べるとかなり差が開き

それでは、大連をクローズアップしてお話をいたしま

ますが、北京よりは多いというのが大連の状況です。
日本の地方自治体との関連では、６都市に定期便が就航

す。
大連市の人口は戸籍人数が約600万人、それ以外の常住

しています。そして、日本の７つの自治体の事務所が設置

人口を合わせると約700万人といわれます。大連港の貨物

されています。岩手県から北九州市まで６つの事務所は駐

24
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在員が派遣されており、青森県はビジネスサポートセン
ターのような形で中国の会社に業務委託しています。

どんどん供給できると期待できるのではと思います。
また、従来は加工貿易型製造業が中心でしたが、内販型

大連市以外では、佐賀県が瀋陽市に事務所を設置し、駐

も増加傾向にあります。大連の日系企業の特徴として、日

在員を１人置いています。山形県は、黒竜江省のハルビン

本向けの加工貿易をしている企業が圧倒的に多い。電気電

に事務所があります。

子関係や食品など、日本に出しているところが多いようで

日本の地方銀行は、７行が拠点を設けています。この中

す。

で、山口銀行さんだけが支店になっているため、人民元の

円安で、日本向けは非常に苦しんでいます。日本向けの

取り扱いができます。他の６行は駐在員事務所なので、営

企業は、多くが円建ての契約です。2012年末から円安が進

業ができない形です。

み、人民元に替えると売上が２～３割減になってしまい、

４ ．大連の主要産業と日系企業の動向

為替だけで非常に苦しいという状況が続いています。
さらに、人件費もどんどん上がっているので、大連の日

次は大連市の主要産業、特に日系企業を中心にお話しし

系企業は経営状況が非常に苦しいところが増えています。

ます。大連は、1984年に大連経済技術開発区を作りまし

そこで内販型に切り替えて中国市場に売っていかなければ

た。これは現在、金州新区と呼ばれているあたりで、1980

いけないと考えて、進めているようです。

年代の後半から日系企業が進出しました。電気電子から設

製造業とともに有名な、大連の情報サービス関連をご紹

備関係、銅線など、業種は多様ですが、日系企業は、マブ

介します。大連市内の大連ハイテクゾーンにソフトウェア

チモーターをはじめ電気電子関係が中心です。

パークがあり、300～400社の IT 関係の企業が集積してい

最近の話題としては、東風日産が開発区の隣の保税区

ます。その約４分の１は日系企業ですが、ソフトウェア

で、今秋から生産を開始する準備を進めています。工場の

パーク全体の売り上げの約８割は日本関連というくらい、

母屋は完成し、いまは中の製造ラインを作っているとのこ

日本向けのサービスを提供している企業が集まっていま

とです。

す。

今年の１月に保税区の管理委員会へお話を聞きに行った

ソフトウェアパークで話を聞くと、ソフトウェア開発関

ところ、東風日産から保税区への連絡では、15万台体制で

係が45％、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシン

始める計画のようです。

グ）関係も45％くらいの人員構成とのことです。あとはモ

ただ、東風日産が進出するので自動車部品の企業さんも
どんどん出てくると期待していましたが、15万台という生

ニターセンターや CAD 図面製作、その他の高度なものが
10％くらいとのことでした。

産規模はちょっと中途半端なようです。20万台を超えない

1990年代後半から、ここにソフトウェア関係の企業の進

と、現地に部品工場を作って供給するには少ないというこ

出が始まりました。特に2003年ころから急速に発展した

とでした。

きっかけとして、IBM さんがここでソフトウェア開発を

東風日産からは15万台という数字も正式に発表されてい
ないし、後々は30万台という報道もあるようで、そういっ
た状況を見ながら進出を検討されているようです。

始めたことが大きなインパクトになり、そこからいろいろ
な企業が集まり始めたそうです。
アメリカのシリコンバレーやインドのバンガロールに並

大連では、ほかには地場の奇瑞自動車が2013年から生産

ぶところを目指してはいるのですが、ソフトウェアも下請

を開始しましたが、まだ年間10万台程度です。あとは、

の業務が多く、BPO もほぼ下請のような業種なので、創

フォルクスワーゲンのエンジン工場が開発区にあります。

造的な業務ができるところまではいっていない状況のよう

近隣では、吉林省の長春市でトヨタが第一汽車と提携し

です。

ています。フォルクスワーゲンは長春で生産をしていま

BPO には、コールセンターといったものが含まれます。

す。マツダは第一汽車に委託生産の形で、マツダ車を作っ

日本の企業のアフターサービスや問い合わせの電話番号に

ています。遼寧省の瀋陽では、BMW や GM が生産をして

かけると、実は大連につながっているというケースが多い

います。特に BMW は、いま絶好調のようです。日本車

ようです。問い合わせにちゃんと日本語で答えてくれる、

がなかなか売れなくなったところにドイツ車が伸びて、

それだけ大連は日本語人材が豊富だということです。

BMW は瀋陽に第２工場も作りました。拡大傾向にあっ
て、部品産業もどんどん集まっています。

その証拠として、日本語能力試験１級の受験者数を都市
別にみると、１位は上海で約１万人、次が大連となってい

BMW は日系の部品メーカーからも調達したいとのこと

ます。人口比率で考えると、上海は2400万人の大都市で大

で、今後は大連や瀋陽の周辺で、日産や BMW に部品を

連が700万人ですから、大連は人口の割にどれだけ日本語
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人材が多いかが分かっていただけるのではないでしょう

の企業がほとんどなので、これは大連市の状況と見なすこ

か。６位が長春で、10位以内には入りませんが瀋陽、ハル

とができるでしょう。ほかの地域と比べて、移転や縮小を

ビン、延吉などが続くので、東北三省には日本語能力の非

考えている企業が多いということです。

常に高い人材がそろっており、しかも大連に集まっている

その理由のトップは人件費ですが、為替レートの変動が
４番目にきています。

ということになります。

₅ ．投資環境の変化

投資環境の変化②㻌

次は、投資環境の変化です。

在アジア・オセアニア日系企業実態調査 ―中国編―（2013年度調査）より
経営上の問題点㻔中国㻌 省市別、全分野上位㻝㻜項目、複数回答㻕㻌

遼寧省

投資環境の変化①㻌
在職労働者平均月額給与㻌

年㻌
㻞㻜㻜㻟年㻌
㻞㻜㻜㻠年㻌
㻞㻜㻜㻡年㻌
㻞㻜㻜㻢年㻌
㻞㻜㻜㻣年㻌
㻞㻜㻜㻤年㻌
㻞㻜㻜㻥年㻌
㻞㻜㻝㻜年㻌
㻞㻜㻝㻝年㻌
㻞㻜㻝㻞年㻌

金額㻌
㻝㻘㻠㻢㻟㻌
㻝㻘㻢㻠㻟㻌
㻝㻘㻤㻞㻞㻌
㻞㻘㻜㻝㻣㻌
㻞㻘㻟㻡㻟㻌
㻞㻘㻤㻡㻥㻌
㻟㻘㻞㻟㻝㻌
㻟㻘㻣㻝㻤㻌
㻠㻘㻝㻠㻠㻌
㻠㻘㻡㻢㻤㻌

単位：元、％㻌
伸び率㻌
㻝㻟㻚㻝㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻝㻟㻚㻜㻌
㻝㻡㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻞㻌

出所：大連市統計局、大連市人力資源社会保障局㻌

最低賃金㻌

回答率

1位

従業員の賃金上昇

90.6%

2位

現地人材の能力・意識

60.2%

3位

新規顧客の開拓が進まない

55.2%

4位

現地通貨の対円為替レートの変動

53.8%

5位

品質管理の難しさ（製造業のみ）

53.4%

6位

従業員の質

52.8%

7位

競合相手の台頭(コスト面で競合)

48.6%

8位

限界に近づきつつあるコスト削減（製造業のみ）

48.3%

9位

主要取引先からの値下げ要請

44.8%

10位

通関等諸手続きが煩雑

42.3%
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㻞㻜㻝㻟年㻣月㻝日施行（現行）㻌
分類㻌

中山区、西崗区、沙河口区、甘井子区、旅順口区、長海県㻌
先導区（金州新区、高新園区、保税区等）㻌
瓦房店市、普蘭店市、庄河市㻌

月給㻌

単位：元㻌
時給㻌

㻝㻘㻟㻜㻜㻌

㻝㻟㻌

㻝㻘㻞㻜㻜㻌

㻝㻞㻌

ほかの地域では、こういったことはありませんが、大連
と似ているのは青島です。青島からは食品関係の企業が日
本に輸出しているので、円安でかなり苦しんでいます。
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これまでも少しご紹介しましたが、人件費の上昇につい

2013年のアンケートでは、遼寧省の企業の約４割は円建

て、大連市の平均月給を見ると、毎年10％以上、上がって

てで契約をしており、そういうところは経営状況が非常に

います。最低賃金は1300元ですが、それではとても雇用で

厳しくなっています。製造業だけではなく、ソフトウェア

きません。2012年の段階で平均が4568元です。

関係、BPO 関係も円建てのところが多く、非常に厳しい。

これだけ人件費が上がっても、従来は円高だったので、
日系企業が日本へ輸出しても何とか保っていましたが、円
安でそれができなくなったという状況です。
昨年の10～11月に、JETRO が中国の日系企業にアン

従って、日本向けの業務は縮小傾向にあります。
特にソフトウェア関係、BPO 関係では、抱えている資
産がパソコンと人材くらいなので、方針転換が非常に速
く、あっという間に縮小や撤退という話も多いようです。
数としては、製造業よりも IT 関係の撤退が多い状況に

ケートを行いました。

投資環境の変化③㻌
在アジア・オセアニア日系企業実態調査―中国編―（2013年度調査）より

なっています。
そういった IT 関係の企業では、大連は人件費も上がっ
ているので、吉林省の長春市、もしくは遼寧省の中でも北
朝鮮との国境沿いの丹東市などに分社化しています。単純
作業は長春や丹東など、大連よりも人件費が安いところで
対応して、大連にはより高度な作業だけを残すという対応
をしているところもあります。
製造業のほうは内販向けに切り替えようとしています
が、これは簡単な話ではありません。これまでの日系企業
は日本向けに作っていて、工場管理などの担当者を日本か
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ら派遣していました。しかし、これからは中国企業向けに

その結果を見ると、下から３番目のところに遼寧省の欄

営業できる人材が必要だし、作る製品も日本向けとは違

があり、その13年度のところの右のほうに7.5とか1.9とあ

い、国内市場向けのものに変えていかなければいけませ

ります。これは、縮小または撤退を考えている企業の割合

ん。これは一朝一夕にはできないので、非常に苦労してい

です。

るというのが現状だと思います。

ほかの地域と比べると、2013年度では遼寧省の数字が一

日系の物流会社で聞くと、最近は工場の設備を大連に搬

番大きいことが分かります。遼寧省とはいえ、実際は大連

入するよりも、大連から搬出するほうが増えているという
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ことでした。

遼寧省各都市の小売総額㻌

日系企業が苦しんでいる状況を大連市のほうも分かって

（㻞㻜㻝㻞年）㻌

いるので、最近の政策としては、従業員に対する社会保険

遼陽市㻘㻌㻞㻤㻠㻌

料などの企業負担割合を20％から18％に下げました。わず

瀋陽市㻘㻌
㻌㻞㻘㻤㻜㻞㻌

朝陽市㻘㻌㻞㻥㻠㻌㻌
鉄嶺市㻘㻌㻟㻜㻤㻌

か２％ですが、開発区で4000～6000人の従業員を抱えてい

葫蘆島市㻘㻌㻟㻝㻤㻌

る日系メーカーにとっては、年間400万～500万元の節減に

営口市㻘㻌㻟㻠㻝㻌

つながり、けっこう大きいとのことです。

計 9,257

丹東市㻘㻌㻟㻣㻢㻌

錦州市㻘㻌㻠㻟㻡㻌

さらに、法定外の費用負担として河道管理費があり、河

撫順市㻘㻌㻠㻡㻡㻌

川や道路の整備費用として年間売上高の１％程度が徴収さ

大連市㻘㻌
㻌㻞㻘㻞㻞㻠㻌

鞍山市㻘㻌㻣㻜㻠㻌

れます。それを今年１年間は徴収しないとして、日系企業
の負担を少しでも軽減するよう大連市も努力しています。

（単位：億元）

盤錦市㻘㻌㻞㻡㻞㻌㻌 阜新市㻘㻌㻞㻜㻟
本渓市㻘㻌㻞㻢㻝㻌㻌

（出所）遼寧統計年鑑㻞㻜㻝㻟㻌
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１人当たりの可処分所得では、大連が瀋陽よりやや高い

₆ ．東北三省の消費状況

レベルですが、瀋陽のほうが市場規模が大きいことが分か

中国国内向けの販売を考えるために、東北三省の消費状

ります。

況を簡単にご紹介します。大連市内は、皆さんが実際に見

瀋陽は、まず人口が多い。さらに、都市名に下線がある

ていただければと思いますが、瀋陽の繁華街も人が非常に

のは瀋陽の経済圏を構成している都市です。これらを合わ

多く、いろいろなデパートもあります。瀋陽は、冬はマイ

せて、瀋陽市は約2400万人の経済圏を作ろうとしており、

ナス15度くらいまで下がります。もう少し北の長春やハル

やはり非常に大きな存在ということがいえると思います。

ビンまで行くと、マイナス30度くらいまで下がるというの

この経済圏で具体的に進めているのは、まだ初歩的な段
階ですが、例えば銀行の域外手数料の免除です。瀋陽市の

が東北三省の気候です。
可処分所得の発展段階を示しておきました。

銀行に口座があり、その隣の市の同じ銀行の支店で預金を

線グラフは上海の可処分所得の推移です。合わせて、

引き出す場合、中国では手数料がかかります。瀋陽経済圏

2012年の大連市、瀋陽市など東北三省の都市の可処分所得

では、そういう域外でも手数料を無料にして統一感を出そ

がどの位置に当たるかを丸で示しています。大連市は上海

うとしています。さらに、電話番号の市外局番を統一する

の2008年相当の水準で、それに瀋陽が続いています。

といったようなところから始まっている状況です。

大連は上海の後を４年くらい遅れて追っているという経
済・消費状況です。黒竜江省や吉林省がさらに低いところ

₇ ．外資系企業の状況

にあります。統計上は低くなっていますが、黒竜江省や吉

次に、外資系企業の進出状況で、まず流通小売関係で

林省の大規模農場の経営者や資源のある土地を持っている

す。タイのパークソンから始まって、アメリカのウォルマー

人たちはけっこうな富裕層です。平均値は低いのですが、

トやフランスのカルフールといったデパート、スーパー、

統計には出てこない、そういった人たちは非常にお金持ち

さらに H&M や ZARA やユニクロの店舗があります。

で、大連や瀋陽にマンションや高級ブランド品を買いに来
ます。

が、大連よりも瀋陽のほうが多くなっています。街自体が大

次は、遼寧省の各都市の小売総額をまとめてみました。

グッチなどの高級ブランドの店舗は、明らかに瀋陽のほう

＜上海の可処分所得の推移と東北３省の所得水準＞㻌

（元）㻌

上海

2012年の一人当たり可処分所得
   （文字は地名を示す）

が多くなっています。ルイヴィトンは瀋陽に４店舗、大連
には１店舗しかありません。グッチも瀋陽に３店舗、大連

35,000
30,000
瀋

には１店舗です。

大

25,000

こういったお店は、特に瀋陽は上海や北京と遜色ないく

遼
ハ 長

20,000

吉
黒

らいの店舗数で、広州よりも多い。特に黒竜江省や吉林省

15,000

の富裕層は、高級ブランドを他人に見せたい願望が強く、

10,000
5,000
0

きいということもありますが、市場規模が大きいためです。
次に外食産業とラグジュアリーですが、ルイヴィトンや

東北３省の可処分所得の発展段階㻌
40,000

瀋陽や大連、長春、ハルビンに店舗数が集まっています

瀋陽まで買いに来る人が多いと聞きます。
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

（注）【大＝大連】【瀋＝瀋陽】【長＝長春】【ハ＝ハルビン】【遼＝遼寧省】【吉＝吉林省】【黒＝黒龍江省】㻌
（出所）「上海市統計年鑑」（各年版）および各省・市の統計公報㻌
Copyright © 2014 JETRO. All rights reserved.㻌 禁無断掲載

2010

2011

瀋陽には伊勢丹がありましたが、昨年５月に撤退しまし
た。伊勢丹の隣に瀋陽の地場の老舗百貨店があり、そこに

東北三省の概要ならびに大連の日系企業について
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海外の超有名ブランドが全部テナントとして囲い込まれて

こういう状況なので、こちらで飲食店関係を考えている

しまいました。そのため、伊勢丹は新しいブランドを多く

日本の企業さんは、まずは大連、それから瀋陽と考えてい

入れたようですが、東北の人たちは超有名ブランドでない

ただければいいのではないかと思います。

と周りに分かってもらえませんから、新しいブランド品は
あまり購入されず、そういったところから伊勢丹がだいぶ

８ ．まとめ

苦労されたと聞いています。2012年の反日暴動うんぬんと

最後にまとめます。大連の日系企業はいま、ビジネスモ

いうのももちろんあったとは思いますが、それ以上に、有

デルの転換期に入っていると思います。非常に厳しい状況

名ブランドがないといった面からも経営が厳しくなったよ

ですが、大連にも長所があると思います。それは、日本通

うです。

の人々が多いということで、東北の中でも非常に特別な都

最後は東北三省における日本料理店の数で、これも大連

市です。瀋陽やハルビン、長春に比べても、大連は日本を

の特徴が出ています。東北三省は朝鮮族の人が多いので、

本当に理解している企業や人々が非常に多い。従って、そ

韓国や朝鮮料理の店が非常に多い。その中で、大連の日本

ういったところとパートナーを組んで、そこから中国向け

料理店は400店舗と、韓国朝鮮料理の470にほぼ匹敵するほ

に展開していくのも一つのやり方ではないかと思います。

どの数です。

最近注目されているのは、自動車関連です。さらに、大

しかも、日本食レストランがここで成功するためには、

連は非常に生活しやすく、高齢者が集まりやすい都市であ

まず日本人客を増やして、日本人ではやっている店という

ることから、高齢者サービスも、これからのビジネスとし

のがキーポイントだそうです。大連の人も、日本人の客が

ては有望ではないかと思います。

多いということはそれだけ日本食としておいしいのだろう

また東北地区は穀倉地帯でもあるので、食品加工機械関

ということで、そういう店に行くということのようです。

係も大きな将来性があるのではないでしょうか。人々の所

大連の日本食レストランは増えており、競争も厳しくなっ

得が向上していろいろな加工食品の消費が増えているの

ています。

で、今後の有望な分野ではないかと思います。ご静聴、ど

ハルビンは、韓国朝鮮料理に加えて西洋料理、特にロシ
ア料理店が多くなっています。
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うもありがとうございました。

