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■ 研究会開催報告 ■ 

 「一帯一路と日中共創～地方創生からの取り組み～」 
 

日 時：2019 年 2 月 22 日（金）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
【講演概要】 

 地方が過疎化し人口も富も東京に集中する中、安倍政権が地方創生を打ち出し４年が経過した。しかし一向にそ

の傾向は変わらない。そんな中で４年前から、全国で唯一「中国からの投資促進による地域の活性化」を掲げ挑

戦している牧之原市がある。初代牧之原市長西原茂樹が提唱し中国側からも評価される MIJBC(Made in Japan 

by China)の理念と現状を通して、雪解けムードを迎える日中経済交流と日中協力のあり方を、「地方」と「対話」

をキーワードに解説する。 

 

【講師紹介】    西原 茂樹（にしはら しげき）氏 
MIJBCセンター理事長/静岡県日中友好協会常務理事/ 
さくらみらいアシスト株式会社会長 

 

略歴 

金沢大学工学部卒業後 ドリコ株式会社（環境関連企業）に勤務 

1989 年 静岡県相良町議会議員 

1991 年 静岡県議会議員 4 期 

2005 年 牧之原市長（初代）就任 3 期 

2017 年 市長退任 

中国との交流 

1992 年 浙江省へ！(以後 70回以上訪中) 

2015 年 MIJBC (Made in Japan by China)提唱 

2017 年 牧之原市オリンピック中国ホストタウン(サーフィン事前合宿地) 

2018 年 中国サーフィンナショナルチーム合宿 

その他 

2016 年「対話による協働のまちづくり」でマニフェスト大賞首長部門グランプリ受賞 
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講演録 
 【開会】 
これより第 125 回研究会を開催する。本日は西原茂樹

先生をお招きし、一帯一路と日中共創と題し、地方政府

と中小企業の良いところを結集した日中共同のパート

ナーシップ事業についてお話いただく。西原先生は静

岡県議会議員を経て、2005 年に静岡県に誕生した牧之

原市の初代市長であり、3 期 12 年、市長として牧之原

市の成長に大きな貢献をされ、現在は静岡県日中友好

協会常務理事、MIJBC(Made in Japan by China, 以下

「MIJBC」)センター理事長として日中ビジネスの最前

線でご活躍されている。それでは先生、よろしくお願い

いたします。 
 
【講演】 
 皆さんこんにちは。これまでの研究会での講演を見

てみると、東京や世界で活躍されている方がお話をさ

れているようだが、１地方政府の経験者、それも辞めた

人間を講師として招いていただいたことに深く感謝す

る。今から話すことは、政策や理論に終始しているわけ

ではなく、私が実践した内容を皆さんにお伝えし、現状

をご理解いただければと思う。 
  
 日本と中国が共にモノを作っていくという機運は大

変高まってきているが、地方政府と中小企業には何が

できるだろうか。基本は国家間、または大企業が取り組

んできた中で、私たちのような地方政府、中小企業はど

こまでできるだろうかと挑戦してきた。4 年前に、後ほ

ど説明する MIJBC を牧之原市長として提案した。昨

年、安倍首相が中国を訪問して習近平国家主席に会わ

れ、天安門広場に日章旗と中国の国旗がなびいた。日中

の関係が経済面においては非常に良くなってきたとい

うムードが高まってきた。我々は地方政府の立場で、あ

るいは中小企業の立場でそういうものを目指して 4 年

前に MIJBC を提案したのだ。 
 

ついこの間だが、今年 2019 年の春節の前夜祭に東京

タワーが中国の色に染められた。そして安倍首相がお

そらく日本の首相としては初めて、中国のテレビで中

国国民に対して新年を祝う挨拶を中国語で行った。か

つてないほどの友好ムードが創出されてきている。も

ちろんこれが、本当の意味での日中の気持ちの良いム

ードかというと非常に複雑ではあるが、形の上では良

い関係が戻ってきているという印象を持っている方が

多いだろう。 
  
 さて、私の自己紹介をさせていただく。私は現在 64
歳で、まもなく 65 歳になる。先日前期高齢者の保険証

が届いたところだ。私は 35 歳の時に相良町の町会議員

になった。当時、近所の町会議員が選挙違反で捕まって

補欠選挙が行われることとなった。選挙違反があった

後となると、立候補したがる人があまりいない。当時私

は環境関連企業に勤務しており、行政からも民間から

も仕事をもらって、いろんな人たちと交流があった。そ

んな中、町会議員をやらないかと声をかけていただい

た。町会議員の仕事は簡単だし、今の会社にも勤めなが

ら掛け持ちでやればいい、などと言いくるめられて、出

ることにした。結局選挙はあったがトップ当選となり、

図に乗って 1 年後には県会議員に挑戦した。この経験

が、市長になってからもずっと続いていく。3 人当選す

るところ、4 人の立候補者が出た。私は 3 番目に当選し

たが、4 番目の方と 11 票多いだけだった。選挙のお礼

参りへ行くと、私に票を入れるよう、友達や家族を説得

したという方が何人もみえた。 
 

普通、主役は当選した県会議員になるはずだ。ところ

が違った。主役はみんな有権者だったのだ。投票した人

が主役だった。そこで私ははたと気が付いた。人は誰で

も主役になれる。やる気になってその人を巻き込めば

自分を応援してくれる、自分のために動いてくれると

わかった。そして 2 期目、3 期目、4 期目はずっとトッ

プ当選だった。そして市長になった時もそれを実践し

ようと思ったが、そうはいかなかった。例えば社長だっ

たり、いろんな機関のトップだったりすると、社員も職

員も一応言うことを聞く。給料をもらっているから。し

かし市長の場合、市長の言うことを聞かない職員がい

っぱいいる。なぜかというと、少し失礼な言い方になる

が、公務員はトップが誰だろうと、定年まで給料をもら

える権利を持っているからだ。つまりサボタージュが

ある。私が市長になった時、給料を払っているから職員

をやる気にさせることはある程度できた。ところが、市

民はそうはいかない。やる気を持たせるために、この 11
票の経験を生かそうとした。私は市民には給料を払っ

ていないどころか、税金を払ってもらっている。金を取

り上げているのに、自分の言う通りに動いてもらうに

はどうすればよいのかというと、やはり市民を主役に

するようにしないといけないと考えてやってきた。そ

して県会議員を 4 期、市長を 3 期やって退任した。 
 
 中国との関わりは県会議員の時、1992 年から行って

いる。静岡県と浙江省は 1982 年に交流を始めた。当時、

静岡県は人口 370 万人、浙江省は 4,600 万人だった。

私が県会議員になった次の年がちょうど10周年という

ことで、浙江省へみんなで行くことになった。その時、

静岡県として西湖の湖畔にホテルを一つプレゼントし

た。当時のお金で 2 億円くらいしただろう。その帰り、

静岡県内創業のヤオハン会長の和田一夫さんという方

が香港のビクトリーピークの上に作った世界センター

に立ち寄った。ちょうどその頃、和田さんは北京や上海

にデパートを作るという計画を発表してやり始めた時
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期であった。その時私は和田さんに、雑な言い方になる

が、中国は共産党国家で、しかも天安門事件の後だった

のでいつ何が起きるかわからない、全部取られてしま

ったらどうするのか、と言った。すると和田さんは長い

話を始めた。日本は中国に戦争で侵略をして中国の人

たちに大変迷惑をかけた。戦争で負けたのは日本で勝

ったのは中国だが、日本は豊かになって中国の人たち

は豊かでない。だから中国の人たちにも買ったり遊ん

だりしてもらいたい。その結果として、私のすべてを欲

しいと言われたら私は差し上げる、と。そして 3 年後

に上海にデパートがオープンした。 
 もう一人、静岡県と浙江省の交流を一番はじめの

1982 年にスタートした方が、静岡県の中小企業団体中

央会の会長であった井上光一さんで、井上さんとも、私

は懇意にしていただいた。中国へも何度も一緒に行っ

た。彼と中国へ行った最後の飛行機の中で、彼は中国と

の交流を進めている人がどんどん高齢化している、と

言った。日本人はどんどん高齢化して、90 近い自分ま

で行って挨拶しているなんておかしい、と。もっともっ

と若い人がいかなければならない。当時私は 47、8 歳

だったが、これからの浙江省と静岡県、あるいは日中の

橋渡しをしてほしい、特に教育と経済に注力してほし

い、と言われた。それがちょうど 2002 年のことだった。 
 
 こうしたご縁があって県会議員の時からずっと浙江

省を中心に交流してきた。私はもともとエンジニア、技

術者であるので、頼まれたらすぐ出ていった。例えば、

烏鎮(ウーチン)の水をきれいにしてくれと言われれば

実験したりするなど、いろいろな対話と交流をしてき

た。 
  
 中国と交流している中で、2020 年の東京オリンピッ

ク開催が決定した。牧之原市は目の前が駿河湾で遠浅

のため、サーフィンのメッカと言われている。サーフィ

ンがオリンピック種目に追加されたので、牧之原市に

来てもらおうという運動をした。最終的には千葉県の

一宮町に決定したのだが、その過程でホストタウンに

なることになった。つまり、海外から来た人たちのお世

話をする、事前の合宿を行う、あるいは常日頃から文化

や教育、経済を含めてオリンピックに出場する国を応

援する市を国が募集した。 
 

我々は当初、アメリカのホストタウンになろうとし

て現地のサーフィン協会の会長に会いに行ったりした

のだが、駐日中国大使館の大使夫人でもある汪婉参事

官から、中国のホストタウンを牧之原市でやってほし

いと強い要請を受けた。ちなみに、汪婉参事官が牧之原

市を訪れた時の副市長が私の後継者として現在の市長

となっている。世界はいま米中経済戦争のような様相

を呈しているが、牧之原市はアメリカと中国の両方の

ホストタウンになった。だから両国の事前合宿を受け

入れている。ただし中国はサーフィンが弱く、アジア大

会でも上位に入ってこないのだが、中国は決めたらや

る国だ。いまは海南島をベースに頑張ろうという機運

になっているので、これからもオリンピックに関係な

く、中国とのスポーツ交流を続けていきたいと考えて

いる。 
 

次に牧之原市の紹介をしたい。牧之原市は静岡市と

掛川市の間にあり、御前崎市の横に位置している。私が

中国の方々にお話しする際は、中国の方にとって非常

に身近な徳川家康に触れる。家康公がお墓を造ったの

が久能山東照宮なのだが、本当の徳川家の廟は日光に

造れと命令した。ちょうど鬼門の方向にすべて流れて

いる。日光東照宮で江戸を守り、久能山東照宮で豊臣に

にらみをきかせたということだ。その後、田沼意次公と

いう、江戸時代に最も繁栄を極めた政治家が城づくり

を命じられ、牧之原市の相良に城をつくった。ここは風

水上、とても良い場所だ。だから中国の方々がいらした

際にその話をすると喜んでもらえる。 
  
 私たちのところには、相良・牧之原インターチェンジ、

御前崎港がある。スズキ自動車の工場が近くにあるの

で、御前崎港は積出港にもなっている。そして最後の地

方空港と呼ばれる富士山静岡空港がある。国内の就航

先は北海道、福岡、鹿児島、那覇などだが、海外は上海

へ毎日、杭州、寧波にも週２、３便就航している。この

空港を造ろうと手を挙げたのは、私が32歳の時だった。

完成したのは市長の 1 期目の時だったので、ほぼ 30 年

かけてできた。つまり前半は国から静岡に空港なんか

いらない、羽田にも 1 時間で行けると言われた。そし

て造り始めた頃に景気が悪くなって、税金の無駄遣い

はやめろと、東京からどれほどたくさんの国会議員の

方に言われたかわからないくらいだ。しかししぶとく

一生懸命頑張り、空港を完成させた。今後は就航先も増

やす予定だ。 
 
 また、新たに三菱地所と東急電鉄がコンソーシアム

に加わった。この 2 社にとっても、今後国内、アジア圏

での展開につなげられる面白い空港であると認識して

いただいている。空港があり、東京と名古屋・大阪の中

間地点であるので、利便性には恵まれた地域でもある

が、これからの就航先としては香港やグアム、バンコク

を射程に入れている。更に、東海道新幹線が空港の真下、

ターミナルの直下に通っている。誰もがここに新幹線

の駅はあるだろうと期待するのだが、駅はない。リニア

新幹線ができたらこの駅の話が進むかもしれないとい

うくらいの状況だ。ただ、私たちが便利かどうかという

話ではなく、いま、羽田空港に新しい地下鉄駅を造ると

いう話が出ているので、ちょうど 1 時間で東京まで行
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けることを考えれば、富士山静岡空港の下に駅を造っ

て東京の人たちの代理の空港にするという案は、国策

上は非常に良いと考えている。それから先ほど説明し

た、コンテナ輸送のできる港も近くにある。 
  

静岡県は日本の一つのサンプルだと思うが、日本は、

古くは鉄鋼、船、それから自動車、電機製品といった製

造品のものづくりを一生懸命やってきた。今日いらし

てる皆さんも、製造業の経験をされている方が多いだ

ろう。静岡県の例だが、浜松市はリーマンショックの前、

3 兆 2,000 億円の製造品出荷額があった。それがリーマ

ンショックの後に落ち込んで、その後伸びていない。一

方、静岡市は当時 1 兆 7,000 億円、今は 1 兆 8,000 億

円でほぼ変化なし。皆さんは、浜松市は製造業の町、静

岡は商業の町とお考えかもしれないが、実はそれが逆

転してしまった。浜松市の製造品出荷額が落ちたのは、

ホンダの自動車が浜松から移転して出てしまったこと

が要因だ。牧之原市にはスズキの自動車工場があって、

それだけで 7,000 億円の製造品出荷額がある。それが

浜松市のように突然落ちる可能性もある。だから果た

して、今までのように製造業に頼っていてよいのだろ

うか。 
  
 全国の都道府県別工業出荷額を見ると、トヨタ自動

車やデンソーのある愛知県だけがバブル崩壊もリーマ

ンショックも乗り越えて景気が良い。他の都道府県は

バブル崩壊以降、景気が下がり続けているという状況

だ。 
  
 GDP（国内総生産）を世界で比較してみると、アメ

リカの GDP は果てしなく伸びている。中国は今から約

10 年前の 2008 年に急成長し、その後も伸び続けてい

る。日本は 30 年間ほぼ横ばいである。これを見て、製

造業そして技術立国の日本と言っていたものが、その

ままでいてよいのかといつも不安に感じていた。こう

いう状況の中で、牧之原市は IR（統合型リゾート）を

検討し始めた。 
  
 2018 年７月 21 日、静岡新聞の１面でカジノ法案が

成立したことが報じられた。その隣には、トヨタ自動車

が裾野の工場を止めるという記事が出た。これを見て、

私たちの牧之原市からも自動車産業がなくなった時に

経済や雇用をどうするかと考えた。IT（情報技術）やロ

ボット、新しい農業や介護、医療はどうなのか。税収が

無ければ自治体も家庭も支えきれない。私たちは半年

かけて議論し、賛否両論はあるが、IR の誘致を正式決

定した。なぜこれができたかというと、中国をはじめと

したアジア諸国とのネットワークがあり、新しい観光

や IR に興味を持ち、投資をしたいという人たちの存在

を知っていたからだ。そして牧之原市には富士山静岡

空港があって直接プライベートジェットでも乗り付け

ることができる、大阪や名古屋にも近い、港も清水港や

御前崎港がある、国内の事業者も関心を持っていただ

いた。こういった条件が、新しい時代に挑戦していくヒ

ントになったと思う。 

 

 牧之原市は４年前に MIJBC(Made in Japan by 
China)を発表して活動を進めてきた。国家発展改革委

員会の曹主任がお忍びで牧之原市にやってきたことが

ある。すぐ帰らなければならなかったのだが、素晴らし

い富士山と駿河湾とお茶畑を見ていただいた。仲間と

一緒にもう一度来たいとおっしゃったので、お待ちし

ておりますとお話したら、本当に翌年、国家発展改革委

員会のメンバー二十数名を引き連れていらした。北京

大使館の担当者の方などが腐心してくださって、費用

は全て日本の外務省が持ち、外務省、財務省の晩餐会を

やった後に牧之原市での晩餐会となったので、牧之原

市の担当者はひっくり返ってしまった。いったいどう

やってやったらよいのかと大慌てだったが、旅行会社

が間に入って全部アレンジをしてくれた。 
 こうして牧之原市へ来ていただいたわけだが、その

時いらしたメンバーのお一人が、牧之原市の IR 推進を

かなり積極的に支援してくださっている。 
  
 2018 年 6 月に、上海交通大学日本研究センターの開

所式典に出席した。こうしたこともすべて MIJBC を持

って中国国内をまわっていろんなご支援をいただいた

中で関係ができているからと思っている。 
  

なぜこうした取り組みを始めたのか。経済産業省が、

まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、各地方政府、

自治体にやってほしいこととして、地方に仕事をつく

り、安心して働けるようにすること、地域産業の競争力

強化と業種横断的取り組みとして外国企業の地方への

対内直接投資の促進ということを挙げた。私は MIJBC
という対中投資の案を挙げたのだが、１年してから経

済産業省の方がいらした。地方創生の取り組みとして
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対中産業投資を掲げたのに対し、全国で挑戦したのは

牧之原市だけだとおっしゃった。2012 年当時、17.8 兆

円の投資を 2020 年までに 35 兆円にするという閣議決

定がされていた。現在、この目標はほぼ達成できるだろ

うというところまできている。ただし、経済産業省とし

ては国だけではなく、あるいは経済界だけではなく、地

方政府も金融機関や中小企業と共に努力をしなさいと

いうメッセージを挙げたわけだが、やったのは牧之原

市だけだった。 
  
 私たち静岡県や牧之原市が目標としたのは、東京や

大企業は既に当たり前にやっていることを地方、静岡

でやるということだ。それを実現するのは、MIJBC を

用いることではないか。MIJBC の考え方を中国側、日

本側から見て説明する。MIJBC は中国と日本の共同も

のづくり・共同研究開発、地方創生プロジェクトとブラ

ンドである。この考えを打ち出したのはちょうど 4 年

前で、国の地方創生の交付金をいただいた。1 年目は約

700 万円、2 年目、3 年目は約 2,000 万円、それ以降は

静岡市など 5 市 2 町と一緒に続けている。 
  
 中国の方はメイドインジャパンに対する信頼が非常

に高い。ところが日本の企業が中国へ行って中国で生

産するものはメイドインジャパンではなくなってしま

う。だから資金と販路は中国の方に応援してもらい、生

産あるいは研究開発の拠点は日本に置くという発想を

した。つまり日本に今ある中小企業に対して中国の方

から投資をしてもらって工場を大きくし、出来上がっ

た製品をまた中国で売ってもらうということだ。 
  本当にこれが実現できるのか、中国の国内を回っ

てアンケ―トを取った。中国企業が課題として持って

いることは 4 つある。（資料 21 ページ） 
 

現在、中国には日本より進んだ先進技術もある一方

で、まだまだ日本の先進技術でしか産業技術が高度化

できないという実態がある。また、製品やサービスの品

質向上についても、まだ日本から学ぶものがある。省エ

ネなどの環境問題への対応も中国でかなり進んできた

が、これにもまだ日本の技術が必要だ。そして企業経営

の長寿化。中国の中小企業の平均寿命は 2年 7カ月だ。

2 年 7 カ月で倒産したり買収されたりする。ある意味

でこれはイノベーションが起きる原動力にもなるが、

逆に言えば技術者がしっかりした研究を安心してでき

ないとか、技術が拡散されてしまうとか、人材が奪われ

るなどといった問題もある。日本では 30 年、50 年続

く企業というのは当たり前で、100 年でも 500 年でも

続くかもしれない。だから企業の長寿化についても日

本に学びたいという声がある。中国が抱える構造的な

課題、あるいは将来の課題の解決の鍵を握っているの

は、日本の技術やノウハウであるかもしれない。 

  
 ここ（資料 22 ページ）にあるように、先進技術、品

質技術、環境技術、経営技術について、中国と日本の共

同ものづくりを進めることで、中小企業が抱える課題

を解決し、世界市場を共にターゲットにしたビジネス

を展開していくことが MIJBC(Made in Japan by 
China)の目的である。実はこれは、先日、安倍首相と習

近平国家主席が約束した4本の柱と同じなのだが、我々

は 4 年前から中国国内を行脚して言い続けてきたこと

だ。 
  
 次のステップとしては中国国内で製品を作るという

段階に入っていくわけで、中国国内で生産される製品

が信頼されるようになればメイドインチャイナで問題

なくなる。だから MIJBC はその経過として、まずは日

本に来て、投資をして、モノを作ろうということだ。 
  
 具体的には、研究開発型企業と共に、先進技術を利用

した製品を共同開発する。植物工場やレーザー技術な

どだ。それから付加価値の高い製品と信頼を産み出す

品質技術ということだが、日本製というブランド力は

やはり重要であるので、それを活かした製品やサービ

スを共同開発していこうとしている。ロボットや医療

介護の分野が挙げられる。そして先ほども出た地球環

境、エネルギーに関する環境技術がある。これから中国

はモーター分野が発展していくと思われるが、モータ

ーの中のいくつかの分野において、やはり日本でしか

できないことがある。そういった面で一緒にやってい

くことも考えられる。今は電池を使っているが、次は必

ず水素も出てくるということで、新エネルギーの分野

でも応えられるものがたくさんあるだろう。それから

日本的経営、人材教育。静岡県出身で有名な経営学者の

坂本光司先生がおっしゃっている、人にやさしい経営

というのが中国でもかなり人気があるので、中国から

来て日本で学んでもらう。あるいは坂本先生に中国で

講演をしていただくというようなこともやっている。 
  
 日本に生産・開発拠点を置くメリットとしてはやは

りブランドが挙げられる。そしてネットワーク、ノウハ

ウ、人的資源というものがあるが、こういったものを最

大限活用したものづくりが可能になってくる。 
  

中国の投資家や企業と日本の企業、自治体が直接会

っても、まずうまくいかない。要望や考え方が全く違う。

これを結びつけるのに、私たちは MIJBC センターとい

う形で仲立ちをするという役割を担っている。神田神

保町で、静岡県内の産物を中国の企業、投資家の方々に

見に来ていただくイベントを開催している。中国の人

に自分たちの製品を見てもらって直接話をすることも

なかった日本の企業とのマッチングにもなる。こうし
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た前段階の話を進めることは今までほとんどなかった

が、こういった取り組みを積極的にやっていこうとい

うことで掲げている。現在、我々の事務所は牧之原市に

あるが、4 月からは静岡市に移転する。東京でもネット

ワークを持ちながら進めていきたいと考えている。 
  
 次に、日本の中小企業が抱える課題を見ていきたい

と思う。一つは人口減少。東京以外は人口がどんどん減

っていて、モノをつくっても売れない時代に入ってき

ている。それから経済のグローバル化への対応。海外進

出をしていかないといけないが、ノウハウがない。為替

や政治などの海外リスクに対応できない。それから成

長産業分野、これまで自分がやってきた分野とは違う

分野に進んでいかなければいけないが、事業転換する

ための経営資源も不足している。あるいは東京への一

極集中で、地域の経済力や産業力は低下している。こう

いった問題・課題を何とかしないといけないのだが、な

かなか手を打つことができないでいる。その時、問題解

決としての新たな手段として、MIJBC を使えないだろ

うか。好き嫌いを言うのではなく、中国の方々のやる気、

パワー、お金を日本に入れて、一緒にできないだろうか。 
 

先ほども言ったように、日本の人口はどんどん減っ

ている。2010 年からのデータだが、日本の可処分所得

は増えていない。一方中国は、倍以上可処分所得が増え

ている。そしてインドや ASEAN（東南アジア諸国連合）

諸国も同じくらいのスピードで増えてきている。だか

らこういった国々をターゲットにして日中が共同して

ビジネスをできないだろうかと考えている。一方で、中

国から撤退する企業も増えている。原因は環境変化、人

材不足、商習慣の違い、人件費高騰などがある。しかし

MIJBC の発想であれば、生産・開発・サービスの拠点

を日本国内に置くため、中国に進出するリスクなしで、

中国市場のノウハウを習得できる。つまり、何が売れて

売れないのか、どれが欲しいのか要らないのか、中国の

方々に判断してもらって、販売してもらうのだ。 
 

こうした話をしても、日本の中小企業の方々は、なか

なか首を縦に振ってはくれない。新エネルギー、次世代

自動車、ICT（情報通信技術）農業、医療・福祉機器、

ロボットなど様々な分野があるのだが、中国の投資家

の方々から、新ビジネス創出のための経営資源も獲得

できるという話をしても、静岡県内の企業の方々は動

かないという状況がずっと続いている。 
 中国の方々には、先ほどもお話した通り、静岡の立地

環境の良さや富士山静岡空港がある牧之原市に

MIJBC センターを設置するということをアピールし

ている。3 年ほど前、浙江省、上海を中心とした中国企

業 257 社に対してアンケートを取った。日本の技術へ

の興味・関心があると答えた人が非常に多かった。それ

から、中国の投資と日本技術の共創に興味があるかと

聞いた。つまり、日本の技術に投資するつもりがあるか

ということにも、興味があるという人が 55％いた。 
 

日本から中国へはあまり行かない。仕事と観光で行

く人が 250万人くらいだ。中国から日本に来るのは 900
万人くらい。このように、日本人は中国へあまり行かな

いという現状なので、中国から来てもらうしかない。だ

から MIJBC の構想を持って中国の各地方都市を回っ

て説明した。それにより、中国の企業の方々が日本、特

に静岡に来てくださって、投資案件があるかとか、面白

い産品があるのかということを一生懸命勉強してくれ

た。昔だったら、こちらがお金を出して招待して見ても

らうということだったが、今の中国の方々は裕福なの

で自費で来る。夜の飲み会代くらいはこちらで出すの

だが、安い居酒屋でも懇親会をやって交流することが、

とても有効なことでもある。地元の中小企業や、静岡と

いう立地環境を見てもらったが、それだけではなく、着

物や華道など、観光面でも楽しんでもらうことをした。 
 

先ほども少し話したが、日本的な経営を学びたいと

いう声もあった。静岡大学工学部の舘岡康雄先生が支

援学というのをやっておられる。ゴーン元日産自動車

社長が来て日産を V 字回復したが、トップが命令した

からではなくて社員全員がやる気を持ったからという

のが実態だ。こうしたことを修了書付きで企業の幹部

の方々に 2、3 時間の研修をした。そういうことをパッ

ケージとしてやることがビジネスとして成り立つよう

な社団法人をつくった。やはり、中国の方々に来てもら

って、実際に工場の現場を見てもらうことは非常に効

果的だったと感じている。 
 

受け入れ団体としては牧之原市と静岡県日中友好協

会、それから静岡県議会日中友好議員連盟にも入って

いただいた。現在は静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、

吉田町、川根本町といった 5 市 2 町に加わっていただ

いたし、静岡県も入っていただいた。協力団体としては

日中交流センターなどが、ビジネス公務で来日する

方々の受け入れ対応をしてくださっている。MIJBC を

やっていく中で M&A（企業の合併、買収）の話も出て

くるのだが、基本的には日本側と中国側両方の企業同

士、経営者同士、投資家同士がいかに信頼できるか、信

頼できるような対話の場を MIJBC がつくっていくと

いうことを心掛けている。 
 
 次に投資のスタイルだが、共同で事業をやる場合は、

日本企業が提案をしたものに中国の投資家が投資して

いくというスタイルが多い。また、新産業分野では日本

の技術やノウハウにも投資をしていく。クラウドファ

ンディングもある。 
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 我々は情報発信にも気を使っている。WeChat（SNS）
を使って常に情報を更新している。中国でのプロモー

ション活動としては、アリババ本社で MIJBC の宣伝を

したりパナソニックに協力していただいたりした。 
 

なぜこの一地方政府、私と数名の人間が言い始めた

ことがこれだけの流れになってきたのか。日本国内で

も静岡市長など様々な方に応援していただいたと同時

に、現在 MIJBC のアドバイザーとして中日友好協会の

理事の方々などにも応援いただいている。これは日本

の鉄鋼、機械、電機、自動車といった企業が 30 年から

40 年前に中国へ出ていく時にプラットフォームになっ

ていたような方々だ。中国では非常に成功していた

方々だったが、2010 年頃、尖閣諸島の問題で日中関係

が急激に悪くなったことで、日本語ができて日本の経

済界と強いパイプを持っていた人たちの立場と地位と

収入が減ってしまった。この時期に我々は MIJBC の構

想を持って中国を回ったので、そうした人たちが賛同

してくれるケースが非常に多かった。 

 

このように、MIJBC に強く賛同してくれたのは中国

の方々だった。牧之原市や静岡市で MIJBC の説明会を

やっても 10 人から 30 人くらいしか集まらない。とこ

ろが昨年、東京で開催したところ、あっという間に 200
人、300 人が集まった。集まってくる人の 7、8 割は東

京在住の中国人だ。彼らは新しいビジネス、新しい流れ

を予感している。しかし残念ながら、日本の中小企業に

はまだ浸透していない。だから中国から来てもらって

中国人のバイヤーと直接やり取りをし、日本側にも中

国のことを知ってもらうという機会をつくることもし

ている。 
 

最近、MIJBC は深圳の自動車メーカーBYD（比亜迪）

へ視察に行った。牧之原市に小型車の工場があるスズ

キの技術分野のトップの方が次世代自動車センターと

いうのを静岡県につくった。その方はこのセンターの

トップでもあるのだが、この方に一緒に行っていただ

いた。日本の自動車産業はこれから大きく変わってく

る。今まで必要だった部品が要らなくなる可能性もあ

り、その部品を作っていた人々はどうするのか、他の仕

事をやれるかと考える力をつけなければならない。今

までのヒエラルキー型の分業体制が大きく変わってく

るとすると、中国のやり方を見ておいた方が良い。そこ

で BYD を視察した。 
 

そのスズキのトップの方は、よそのメーカーに工場

を見せることなど絶対ないと言っていたが、BYD は見

せてくれた。しかも最後には試乗もさせてくれた。そし

てオープンイノベーションとはどういうことなのかと

いうことも実地で見ることができた。これを浜松でも

やりたいのだが、その精神構造にみんながなるという

のはとても大変だろう。しかし少なくとも、次世代自動

車センターのトップの方に見ていただいたというのは

大きな意義があると感じている。日本のものづくりを

している人が、中国は今なにをしているのかをつぶさ

に見てくるというのは意義がある。私たちが次の時代

に何を作り、何をやめたらいいのかという判断ができ

る。 
 

シートリップというツアー会社へも視察に行った。3
万人近い従業員の平均年齢を聞いたところ、27 歳との

ことだった。我々の側から行った人の平均年齢は 60 歳

近かった。私は日本の若い人たちもどんどん行かせて

あげないといけないと思った。 
 

昨年の暮れには広東省中山市の方々が来日し、中山

市と MIJBC センターで企業連携の推進に関する覚書

に調印した。つまり、中山市は投資とか M＆A などに

よる日本への進出、日本の方々にも中山市に来てもら

うという相互交流を MIJBC センターが間に入ってや

りましょうということだ。これは簡単な調印だが、こう

いったことも今後は増えていくだろうと考えている。 
 本日、東京バザールということで、静岡市、焼津市、

藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町という静

岡県内の 5 市 2 町が主に食品関係を中国のバイヤーの

方に見てもらっている。今回は特に寧波保税区の方々

が大変関心を持って来てくれている。大変反響があっ

て大勢の方が来ていた。こうしたこともこれからやっ

ていきたいと思う。 
 

さて、MIJBC は国が発案した地方創生に基づいてや

ろうと考えたことだ。ところがやり始めてみると、中国

と日本が一緒になってものづくりをすることなのであ

る。それはやはり地方創生ということで、経済と雇用創

出の基礎エネルギーになるかもしれない。牧之原市内

の多くの企業が、中国の方が安く作れるということで、



 

8 

一度中国へ出て行った。しかしやがて中国でも人件費

が高くなった。そして中国から撤退するときに、資産を

差し押さえられたりしたので、牧之原市で一度中国へ

出て行った人たちの中には、中国を嫌う人も多くいる。

しかしそういう人にも中国進出のリスクがなく、中国

市場ノウハウを習得しながら販路を拡大するという説

明をしている。このように、地方経済交流から小さな関

係改善の努力をしようと我々は4年前から言っている。 
 

機は熟している。中国企業は非常に意欲的だし、中国

地方政府も MIJBC に関心がある。国家発展和改革委員

会も 2 度牧之原市へ来てくれた。日中共同ものづくり・

共同研究開発プロジェクト、MIJBC は中国企業の課題

解決と中国経済の構造改革に貢献する。中国国家発展

改革委員会がいらした時、MIJBC は一帯一路と同じ意

味だから一緒に頑張ろうと説明したら、非常に喜んで

いた。日本側に対しては、日中共同ものづくり・共同研

究開発、地方創生プロジェクトとブランド MIJBC は、

地方経済活性化の切り札になるというアピールをして

いる。 
 

昨年の暮れごろから、日中関係が前に進む機運が高

まってきている。第三国協力、イノベーション(技術協

力)、金融、高齢化の 4 本柱を両国で協力し合おうとい

う話になっているが、うまくいくだろうか。私の考えを

述べたい。 
 
 第三の市場における日中協力、日中共同はできるか。

政府は日中の企業は協力するように言っているが、当

の本人同士はつい最近までけんかしていたのだから、

いきなり一緒にやるのは難しいのではないかと思う。

信頼関係に基づいたパートナーシップが必要だ。相手

を認め合い、評価し合い、そして対話することで新たな

案も生まれ、解決策になっていくのだ。相手の困ってい

ること、悩み苦しみをきちんと聞いてあげることをお

互いにやってあげる。これは実は当事者同士ではなか

なかできない。誰かが間に入ってやってあげないとい

けない。話しやすい場をつくるというファシリテーシ

ョン能力が日中間問わず求められていると感じている。

そして私はこのファシリテーター役として MIJBC セ

ンターは存在していると考えている。 
 
結びとして、地方から進める「一帯一路」と日中協力

のあり方を考えてみる。私の年代に近い方で今日いら

してる方は、中国びいきの方が多いかと思う。ところが、

一般の多くの方は中国に対して良い感情を持っていな

い。現代の中国は 10 年前と比べてすら全く違う。その

現在の中国と、20 代、30 代の人たちが積極的に交流を

やっていくべきだ。それが日本政府、大企業、そして地

方政府の役割である。良い材料を見せさえすれば、中国

の方々はいくらでも日本にやって来てくれる。お金も

やる気もある。この人たちの力を借りない手はない。こ

れは、本当は国をあげてやるべきではないかと考えて

いる。とにかく中国へ行って人と会い、交流することが

大事だろう。 
 

それから地方でできる 4 本の柱を推進すること。イ

ノベーション技術の推進はスズキ、トヨタ、ホンダ、日

産、マツダ、スバルがそれぞれ地元でやっている。とこ

ろがヒエラルキーは変わっていない。中小企業も含め、

みんなが一緒になってやらないと生き残っていけない

だろう。中国の深圳では、コピー機を作っていた人がド

ローンに移り、ドローンをやりながらでも自動車の部

品が 100 万個欲しいと言われれば、WeChat で友達に

声をかけるなどして 100 万個受注できる体制にするよ

うなスピードとネットワークを持っている。 

 

日本は技術を一生懸命研究しているが、誰にもわか

らないようにやっている。A 社と B 社と C 社がそれぞ

れ何年もかけて作り上げたのに、いざ世に出してみた

ら既に負けていたということもある。そうではなくて、

もっと早くにオープンイノベーションをやって、負け

たらその技術はやめて他のところの良い技術を借りる

ということもやればいい。先ほども少し話したが、

MIJBC はファシリテーターとしてやる気のある人た

ちを結び合わせていく。ファシリテーションというの

は対話の場だ。相手の話を聞いてあげることによって、

悩んでいる本人から解決策が出てくる。1 時間 20 分話

してきたが、いったんここでマイクを置かせていただ

きたい。ありがとうございました。 
 
 
【質疑・応答】 
(司会) 
 先生ありがとうございました。会場から質問を受け

付ける。 
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(フロア 1) 
 今現在、MIJBC で具体的にどのようなことが進めら

れているか教えて欲しい。 
 
(西原先生) 
 具体的に進められているビジネスの内容はお話でき

ないが、IR（統合型リゾート）の検討をはじめ、ある商

品を中国で販売する、日本の企業が工場を大きくする

際に中国が投資をするというような案件が実際にある。

少し変わったところでは、静岡県のあるメーカーが中

国からの注文を取ったのだが、日本で工場を大きくし

たり人材を確保するのは大変だということで、中国国

内に工場を建ててもらい、日本からは技術出資をして

株式会社をつくった。もちろんこのメーカーも高い技

術を持っているが、中国に技術を取られてしまうとい

うイメージは持っておらず、中国で販売する分につい

てはその会社がやってくれればいいとしている。我々

はその両者の話の間に入って、最終的には会計士など

の専門家に形にしていただく。 
 
(フロア 2） 
 静岡県として、どういった中国企業に来てほしいか、

あるいはどういった業種の企業と一緒に事業を展開し

ていきたいか教えてほしい。 
 
(西原先生) 
 私の現在の立場では静岡県として答える立場ではな

いが、特に業種を選定しているわけではない。先ほど示

したとおり、静岡県は比較的、あらゆる分野の産業があ

る。自動車産業で言えばスズキやホンダも出たところ

なので、自動車産業の裾野が非常に広い。それから健康

医療分野、医薬品・化粧品の製造も非常に多い。食料品

も手広くやっている。だから業種に関して言えば、非常

に幅広い分野で投資やマッチングが考えられるし、ポ

テンシャルも高いと言える。 
 
(フロア 3） 
 中国側は牧之原市のどのような中小企業とやりたい

という、特定の分野はあるか。 
 
(西原先生) 
 医療・介護の引き合いは多くある。食品分野でも、缶

詰やお茶の工場を見てもらうと、関心があると言う人

がいる。特殊な分野では、車のモーターが挙げられる。

モーターを作る技術ではまだまだ日本の方が優れてい

る部分が多い。こうした分野には、大変興味があると言

っていいだろう。 
 
(フロア 4) 
 MIJBC が受け入れられ、いざやろうとなった時、自

治体の規制がまとわりついてくるのではないかと思う

のだが、そういった部分にはどういった感触をお持ち

か。 
 
(西原先生) 
 おっしゃるとおりだ。日本国内で何かをやりたいと

いうときに一番障壁になるのは土地規制だ。外国企業

だけでなく、日本企業が土地開発をしたり商業地をつ

くる場合でも、法律が足かせとなる。ただし市の場合は、

市長や職員、議員が工夫すればできることも多いので、

まずはとにかくトップがやる気を起こすということが

大事だろう。 
 
(フロア 5) 
 そうは言いながら、実際に動こうとするとやはり動

けないケースが見られるので、「土地の場合だったらこ

うやっていく見通しがある」といった、具体的な例を挙

げていただきたい。 
 
(西原先生) 
 スズキの鈴木修会長と長年の付き合いをしている。

彼は 89 歳だが非常に元気で、ゴルフをしたりインドへ

行ったりしている。すごいのは、この会長が直々に話を

詰めることだ。トップとトップが話をするから決定が

速い。中国の方は最初何も持たずにやって来てお酒を

飲みながら話し、よしやろうと決まったら WeChat で

連絡を取り合って話を進めたりするから速い。日本は

事務レベルでずっとやり取りし、徹夜して書類作って

提出した挙げ句、そうじゃないと上に言われたら全て

が無駄になる。本当はトップ同士が自ら話をして進め

た方がいい。国に頼っているだけではだめだ。国からの

補助金が無ければできないと言うのではなくて、自ら

お金を稼ぐためには相手のトップと交渉するというこ

とも必要だろう。 
 
(フロア 6) 
 中国からは若い人がたくさん来て、日本からはなか

なか行かないという話があったが、やはり若い人に行

ってもらった方がいい。私は地方へ時々行くが、次の補

助金はいくらもらえるかという話をよく聞く。補助金

を目当てにしていたら地方創生は実現できないだろう。

権限と責任を持って、補助金が無くても自分たちでで

きるようにしていくべきだと話すと、法律があって難

しいと言う。これが今の日本で、それで活性化されてい

ないのではないかと思うのだが、これについて先生の

お考えを聞きたい。 
 
(西原先生) 
 中国では、「上に法律があり下に対策がある」と言う。

私が最初13年勤めた民間企業の社長は「ルールは破れ、
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ただししっかり説明して理解してもらってから破れ」

と言っていた。理解してもらうというのは難しいのだ

が、ルールを破る力が新しいものを創るのだというこ

とで、私はこの言葉がずっと印象に残っている。ルール

がある、法律がある、条例があると言っていたら何もで

きない。目的を達成するためにはありとあらゆる方法

を考えて、その中で一番迷惑がかからない、リスクが少

ない方法で、とにかく前へ進めて行かなければならな

い。更に若い人たちも頑張れるように、我々が応援、サ

ポートしていくことが必要だろう。 
 
(司会) 
 先生、最後に一言お願いします。 
 
(西原先生) 
 私は近々マカオ、貴州省へ行くが、行くテーマが全く

違う。一つは IR の関係でもう一つは医療支援関係だ。

何が楽しいかというと、お会いする人みんながいろい

ろな考え方を持っていることだ。話をたくさん聞かせ

てもらって、その悩みや課題に対して自分がどのよう

に協力できるか、そのことだけだ。これがなぜ良いかと

いうと、相手がどんどんしゃべっていくうちに、相手自

身も思っていなかったような考えを話し始めてくる。

こちらは聞き出し役に徹することで、相手は自分で答

えを出してくる。これが実は今の日本に足りないイノ

ベーションの手法でもある。相手の話を聞いて寄り添

い、しかし解決するのは相手自身ということだ。 
 
 私が見ていて今一番病んでいると思うのは職場だ。

私はいろいろな市役所へ行くことがある。市役所の職

員はみんな疲れてしまっている。人事部長のところに

相談がいっぱいくるのだが、その人事部長自身が、誰に

悩みを相談したらいいかと悩んでいる。悩みがあるの

は現場なのだから、本来は悩みを解決するのも現場で

あるべきだ。その部の中で寄り添い、悩みを出し合って、

信頼関係がある安心した中で話を聞いてあげれば解決

するのだが、それが実践されていない。だからファシリ

テーターの存在が重要になってくる。対話を繰り返す

うちに相手が「まあいいでしょう」と諦めてくれるよう

になると、後で全体でやった時にうまくいく。組織や人

間関係、どこでも対話をすることが大事だ。日中関係だ

けでなく、私は町内会でも自治会でも対話の場をつく

ろうとやっている。日中韓は必ずや世界をリードでき

る地域だ。特に日中は見るだけで意味がわかる漢字を

使う文化圏で、表現力がとてもあると言える。次の時代

は西洋的な文化ではなく、東アジア圏にある考え方が

台頭してくるかもしれない。 
 
（司会） 
 先生、本日はどうもありがとうございました。 
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