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2012 年、日中両国は国交正常化 40周年を迎えました。日中両国政府はこれを記念して今年を「日中国民
交流友好年」と位置づけ、「新たな出会い、心の絆」というキャッチフレーズの下、日中両国民の友好の絆を
一層深める年といたしました。これまで日中両国民の交流拡大、相互理解の増進を目的に、幅広い分野でさ
まざまな記念事業が実施されております。

我々中国日本商会は国交正常化 40周年を迎える今年、記念事業として今年で 3冊目の発刊となる「中国経
済と日本企業 2012 年白書」を登録いたしました。

白書は、中国日本商会および中国各地の日系商工会議所組織が全力を挙げ取り組んでいる事業であり、日
本企業が中国の中央並びに地方政府とのさらなる対話促進による相互理解を深めるために重要な役割を担っ
ております。今年新たな節目を迎える両国にあって、中国日本商会もより積極的に今後の両国経済・社会の
発展に努力をしていきたいと考えております。

この白書で描かれているのは、日本企業の目から見た中国経済の現在の姿にほかならず、中国全土で長き
にわたり事業に携わってきた日系企業が、中国での発展を追い求める過程で遭遇した様々な問題点が浮き彫
りになっています。今回この白書の作成に当たっては、中国日本商会及び中国各地の商工会組織の企業（法
人会員）8,094 社から、中国の投資環境に関する改善要望が寄せられています。

2011 年の日本の対中投資は、前年比 49.6％増と大きく伸びました。中国全体では 9.7％増ですから、日本
の増加は一際目立っております。日本企業が市場の成長性などから、一段と中国でのビジネス展開を加速し
ている様子が見て取れます。

その一方で、中国市場での競争は厳しさを増しており、さらに近年は労務・税務をはじめとするコストも
大きく上昇するなど、中国の投資環境は大きく変化してきています。在中国日系企業が直面する問題はその
内容が変化し、より複雑化する傾向にあります。

中国経済の改革開放において、外資の重要性は計り知れず、中でも日本企業の果たしてきた役割は非常に
大きいものがあります。中国日本商会は先人の業績を引き継ぎ、中国の投資環境をさらに良いものとするた
めに、今後も中国の中央並びに地方政府に積極的に提言して参ります。日中両国お互いが開かれたマーケッ
トとなり、両国が相乗的に発展することがアジア、そして世界経済にも貢献することに繋がると信じている
からです。

本書の取りまとめにあたり、調査委員会事務局（日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所）が中心的な
役割を担いました。また、中国各地の商工会組織との連携では、中国日本商会事務局及び上海、広州、大連、
青島、武漢の各ジェトロ事務所がその役割を担いました。本書の執筆はすべて、中国日本商会の会員である
企業、団体の方々が仕事の傍ら寄せてくれた玉稿から成っています。この場をお借りし、これらの方々に心
からお礼を申し上げたいと思います。

また、本白書を通じて日中両国の対話が促進され、両国の絆がより強化され、共に更なる発展を遂げてい
くことに繋がることを切に願っています。

小関　秀一
中国日本商会会長

ご 挨 拶
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　「中国経済と日本企業 2012 年白書」の建議には、各分
野に共通して見られる内容も多い。昨年に引き続き、代
表的なものは以下の４つ。

1.	 制度の実施段階での解釈が地域や現場担当者で異な
ることがある。実施細則の策定が、法制度の実施に
間に合わない場合も多い。統一的運用を強く要望し
たい。

2.	 法制度が急に変更され、十分な準備期間がない事態
が多々発生する。十分な準備期間を確保していただ
きたい。

3.	 各種申請の手順や必要書類が煩雑かつ複雑で、手続
きに多大な時間を要する。手続きの簡素化、効率化
を徹底していただきたい。

4.	 企業からの申請および問い合わせに対し、口頭によ
る回答が多い。地域や現場担当者が異なる解釈をし
た際に示すこともできない。企業から文書にて回答
を求めたものには、文書で回答していただきたい。

2012年建議の共通ポイント
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エグゼクティブ・サマリー

はじめに
2010年4月、中国日本商会は中国の中央・地方政府との対
話促進を目的として初めて、在中国日系企業が直面している
課題を取りまとめた「中国経済と日本企業2010年白書」を
作成した。今回、第3版となる「中国経済と日本企業2012年
白書」を発刊する。

この１年の中国の投資環境を振り返ると、中国政府は
2011年12月24日付で「外商投資産業指導目録（2011年改
訂）」を公布、今年１月30日から施行した。2011年版目録
は奨励類354種、制限類80種、禁止類39種を規定。07年改
訂版より奨励類が３種増加、制限類、禁止類はそれぞれ７
種、１種減少した。同時に一部分野の外資出資比率制限を廃
止し、出資比率の要求のある項目が改訂前より11種減少す
るなど、一段と外資に対する規制緩和が進んだ。

また今年4月30日には、国務院が「輸入促進および対外貿
易のバランスの取れた発展強化に関する指導意見」を発表
した。同意見では、輸入拡大や産業高度化の促進の方針と
して、関税引き下げや融資拡大といった財税制面からのサ
ポートのほか、貿易手続きの簡素化・効率化、中でも海関、
CIQ、外貨管理局のサービス改善といった行政管理面の効率
向上が明記された。中国日本商会は同意見を高く評価すると
ともに、貿易はもとより他の許認可手続きにおいても、さら
に行政サービスが改善され、手続きの簡素化・効率化が確実
に実行されることを期待している。

その一方、在中国日系企業からは依然として法制度と実際
の運用の乖離や突然の制度変更などに苦慮する声も多く、か
つ直面する問題はその内容がより細かく複雑化している。

中国日本商会は引き続き、この「白書」を通じて中国の中
央・地方政府と対話をし、中国の投資環境の更なる改善に向
けて、共に努力したいと考えている。

白書は「共通課題・建議」、「各産業の現状・建議」およ
び「各地域の現状・建議」の3部に分かれ、全27章、50の建
議項目から成る。

在中国日系企業のビジネス環境
2011年の日本の対中投資は、前年比49.6％増と大きく伸
びた（図１）。全体では9.7％増と前年の17.4％増から一ケ

タに鈍化する中、日本の増加は一際目立っている。その特徴
として、①製造業の大型投資が多い、②業種としては輸送機
械サプライヤーの案件が目立つ、③業種横断的に大手企業に
よる中国統括会社の設立が多い、といった点が挙げられる。

日本からの投資増については東日本大震災の影響との見
方もあるが、投資額が上半期、中でも3月に多かったこと、
直接投資の実行が、フィージビリティースタディー、用地
確保、合弁相手との交渉など一定の時間を要することを踏
まえれば、震災以前に検討を終えていた案件が多いと考え
られる。

日本企業の投資はここ数年低調で、見方を変えれば企業の
手元流動性は増えていたものと思われる。日本・欧米市場の
先行きが依然不透明であり、また円の高止まりが続く中、中
国での競争力強化と内販拡大に向け、統括会社設立や能力増
強投資が大手企業を中心に本格化したものと見られる。

2011年の日本企業の投資額を業種別にみると、製造業の
力強さが目を引く。2009、2010年と減少した後、2011年は
78.3％増と大きく増えた。他方、非製造業も29.7％増と3割
近い伸びを示した。中でも卸・小売業は63.0％増と、業種別
では前年に続き最大となった。ドラッグストアチェーンが上
海進出を果たす一方、従来からある家電量販店、百貨店、コ
ンビニエンスストアなどは、競合の少ない地域に店舗網を展
開するなど、各地で進出や店舗展開が活発化している。日本
企業は市場の成長性などから、一段と中国でのビジネス展開
を加速しており、中国を今後の事業展開先として最も有望視
する国として位置付けている。

一方で、在中国日系企業の収益状況を黒字企業の比率でみ
ると、2010年から2011年にかけ低下した（図２）。中国市
場では、労務・税務、原材料をはじめとする調達コストなど
の事業コストが大きく上昇している。特に近年は最低賃金が
相次いで引き上げられ、それに伴い在中国日系企業の労務コ
ストは急激に上昇している。ジェトロが2011年8～9月に実
施したアンケート調査（注1）でも、営業利益が悪化する理
由として人件費の上昇を挙げた企業が7割を超えた。
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図1：日本の対中投資
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図2：在中国日系企業の黒字企業数の比率 
        （2005～11年）
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注1：非製造業は2007年から調査を開始した。
出所：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（各年版）

主な建議内容
在中国日系企業の改善要望の内容は、各業種様々だが、共
通する部分もある。以下は貿易・通関、税務・会計、労務な
ど共通課題10分野における主な要望である。過去の白書か
ら引き続き要望している「継続建議」と本白書で新たに要望
する「新規建議」から代表的な内容を示す。

貿易・通関

・-同一製品のHS-番号や原産地証明など、輸出入申告に関す
る税関審査および保税区、物流園区または保税港区の運
用や規則、規定に対する解釈が、地域や担当者により異
なる。統一的運用の指示を要望したい。【継続建議】

・-情報技術協定(ITA)は、IT製品の関税を撤廃することによ
り世界経済の成長に大きな役割を果たしてきたが、協定
発効以来15年が経過しさまざまな面で見直す必要性が高
まっている。このため、技術進歩を踏まえたITA製品の対
象の拡大や定期的なメンテナンスのメカニズムの構築、

加盟国の拡大に関し、早急に交渉を開始すべきと考えて
いる。中国政府が世界経済における主要国として、ITA拡
大の趣旨に賛同し積極的に交渉に参加していくことを強
く要望する。【新規建議】

税務・会計

・-税収徴収管理において、納税者の適切な納税活動を支援
する体制を確保し、地域差をなくし、窓口裁量権限を可
能な限り少なくする税務対応を要望する。【継続建議】

・-日系企業出向者の日本における社会保険の会社負担分に
対して、個人所得税を課税する動きがある。もし当該課
税が実行されることになれば、納税者に対して手続き面
およびコスト面で過大な負担となるため、これまで通り
非課税となることを明確にすることを要望する。【新規
建議】

労務

・-最低賃金について、物価上昇と比較しても最低賃金が大
幅に上がりすぎている。段階を追った引き上げとなる
よう引き上げ幅を縮小してほしい。また、最低賃金上昇
率等のガイドラインがあるのであれば、早めに公表して
いただきたい。最低賃金など地域差があるべきもの以外
は、中央政府が定める法規に基づく全国統一の労務関連
規定の制定を検討いただきたい。【継続建議】

・-外国人駐在員の社会保険加入の自由選択を要望したい。
外国人就労者に対しても社会保険加入を義務付ける法律
が施行されたが、保険料の二重払いや掛け捨て等の問題
が発生しないよう、解決に向けた日中両国政府の協定の
締結を早急にお願いしたい。【新規建議】

知的財産権保護

・-再犯行為を抑止するためには、当該行為が再犯であるこ
とを確認できなければならない。そのためには「再犯」
に該当する行為の統一化を図り、中央及び地方を含む工
商行政管理局、質量技術監督局、海関、公安間における
処罰情報の共有化が必要である。また抑止効果を高める
ためにも、行政機関及び公安との間で刑事移送の一層の
円滑化をお願いしたい。【継続建議】

・-特許審査の迅速化・的確化：中国特許出願の審査期間
は、近年急速に短縮されているが、権利の適正な保護の
ためには、期間の更なる短縮、審査の質の維持が課題と
なるところ、日中特許審査ハイウェイ（日中PPH）の速
やかな正式合意や、日中PPHに限らず、早期審査の対象
の拡大をしていただきたい。【新規建議】

省エネ・環境産業・市場

・-省エネ・環境関連ラベル制度における認証、試験、ラベ
ル貼付等に時間やコストが掛かる関連法規・標準の効率
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化を要望する。例えば、「環境配慮製品」として、一つ
の省エネラベルに統合すること及び多地域間の相互認証
を認めることで認証業務、工場監査、製品検査などの対
応を合理化することを要望する。【継続建議】

・-廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版WEEE）は
2011年1月に条例が施行されたが、リサイクル基金の管
理に関する弁法の公布・施行が遅れている。基金管理制
度の運用に当たっては、生産者又は管理者からの基金の
徴収については公平性を確保するよう、また基金の管理
については透明性・合理性を確保することを要望する。
中国政府は本制度の検討に際して、中国版RoHSなどの関
連制度との整合性や連携を図り総合的に円滑な制度の執
行に努めることを要望する。【継続建議】

技術標準・認証

・-一部の標準において、現実には実現し得ない試験条件の
設定や、目標値や理想値のような高い数値設定が見受け
られるため、標準の策定においては、実際の技術の発展
状況を踏まえ、企業や消費者との冷静な対話の下、進め
ていただきたい。【継続建議】

・-認証等の実施に当たって、企業に影響を及ぼす規定や内
部書簡は、会議の開催を通じて内容を伝えるだけではな
く、正式にホームページ上で即時に公布していただきた
い。【新規建議】

技術・イノベーション

・-国家ハイテク企業の認可基準の一つである「開発費の売
上高に占める研究開発費の割合」について、研究開発業
務自体に変更がなくとも、売上高が膨らむことで基準に
合致しなくなるため、計算に当たっては、完成品輸入販
売に係る売上高を除外できるようにしてほしい。【継続
建議】

・-国家自主創新製品認定制度について、政府調達とのリン
ケージを外したことは高く評価できるが、実際の運用に
おいて恣意的な運用が行われないようにしていただきた
い。また、地方政府において外国製品を排除する認定制
度が一部存続しているため、中央政府の制度と整合性を
とっていただきたい。【新規建議】

国内物流

・-税関が税収年間目標を達成すると、関税、増値税収入を
翌年扱いとするため、正式に通関させず保証金差し入れ
で通関し、翌年関税、増値税を納付するよう強いる場合
があり、物流企業や荷主企業に業務の煩雑化や資金繰り
面で負担となっている。逆に税収目標未達の場合は不合
理な要求をするなど、税関の都合を押し付けることは慎
むよう要望する。【継続建議】

・-2012年より上海市において物流業にも増値税が導入・
試行されたが、発表から施行まで２カ月もなく、個々の
ケースを想定した細則がない。中国では増値税を「外
税」で表示する習慣がないと思われ、各段階の取引にお
いて「コスト」として認識する傾向がある。物流業務に
おける増値税（仕入部分＋収益部分）の転嫁は一部を除
いてほとんど実現できていない。増値税を「コスト」と
みなさない啓蒙活動の強化、拙速な施行ではなく多様な
ケースを想定した細則の整備など、十分な準備を行うよ
う要望する。【新規建議】

政府調達

・-政府調達関連法規の国際基準への統一：中国は国際経済
におけるその立場に相応しい内外無差別的で透明な貿
易・投資制度を構築・運用することが世界から強く求め
られており、政府調達分野においても、GPA-に早期に
加盟するためのプロセスを加速させるとともに、『政府
調達法』などの関連法制度について、外資企業に対する
差別状況を解消し、GPA-などグローバルスタンダードに
沿った内容で改正・制定することを要望したい。【継続
建議】

・-2011年12月20日、『入札募集・入札法実施条例』が公
布され、2012年2月から施行している。『入札募集・入
札法実施条例』では、『入札募集・入札法』の規定に
基づき、国務院発展改革部門の入札募集・入札段階にお
ける「指導」と「調整」機能を認めた。一方、『政府調
達法』では、財政部門に政府調達活動における「管理監
督」機能を付与している。入札活動が政府調達活動にお
ける重要な一環として、政府部署間の職責分担を明確に
しない限りでは、入札活動に参与する主体にとって、不
利な影響が与えられるリスクが高い。よって、『政府調
達法』と『入札募集・入札法』の間及びその実施条例の
間の内容の明確化と統一化を要望したい。【新規建議】

中国での商工会組織

・-支部組織を認める、各地域の商工会および日本人会に対
し法人格を与える等、融通性のある活動が出来る外国商
会管理規定への改正を要望する

日本企業は製造業はもとよりサービス業においても、世
界有数の先進技術とノウハウを有する。中国が目指すイノ
ベーション能力の向上や現代サービス業の発展、消費の拡大
など、多くの分野で貢献できるものと考えられる。日本企業
は、中国の経済発展の重要なパートナーとなることを強く望
み、この白書が中国との対話の深化につながることを願って
やまない。
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2011 年、中国の GDP 成長率は 9.2％と目標の 8％
は上回ったものの、年間を通じ緩やかな鈍化が続き
前年実績（10.4％）を下回った。経済運営上で最も
重視されていたインフレは、目標（前年比４％前後）
を上回る 5.4％の上昇となった。2012 年は、最大の
貿易相手である欧州への輸出の鈍化が予想されるほ
か、政府も構造調整堅持の姿勢を打ち出し、成長目
標を従来の 8％から 7.5％に引き下げており、成長率
については鈍化が見込まれる。

2011 年中国経済の回顧
マクロ経済：GDP 成長率は 1 ケタ台に

国家統計局の発表によれば、2011年の名目GDP
（国内総生産）は47兆1,564億元、実質GDP成長率
は9.2％増であった。政府目標の8％成長はクリア
したものの前年の10.4％成長を下回り、リーマン
ショック直後の09年以来の1ケタ成長に留まった。
また四半期の成長率は緩やかな鈍化が続いた。

国家統計局によれば、需要項目別寄与率は資本形
成が54.2％、最終消費が51.6％、財サービスの純輸
出が△5.8％であった。成長率9.2％に対する寄与度
は資本形成5.0％、最終消費4.7％、純輸出△0.5％
となる。「中国統計摘要2011」によれば2010年
の寄与度は資本形成5.6％、最終消費3.8％、純輸出
0.9％なので、2011年の成長鈍化の一番の原因は純
輸出がマイナスに転じたこと、次に資本形成が鈍化
したこととなる。

経済目標の多くを達成

2011年について掲げた経済目標は概ね達成され
た。特に貿易総額の22.5％増は目標（10％増）を
大幅に上回るものだった（表１）。

達成できなかった項目としては、消費者物価指数
（CPI）がある。通年で上昇率4％以下が目標だった
が、実際は5.4％であった。

表１：主要経済指標と目標
2011年 2012年

実績 目標 目標
GDP成長率（実質） 9.2% 8.0%前後 7.5%
消費者物価指数（CPI） 5.4% 4.0%前後 4.0%前後

全社会固定資産投資（名目） 23.6% 18% 16%
社会消費品小売総額（名目） 17.1% 16% 14%

輸出入総額 22.5% 10% 10%前後
財政赤字規模（億元） 8,500 9,000 8,000
マネーサプライ（M2) 13.6% 16.0%前後 14%前後

都市部新規就業者数（万人） 1,221 900以上 900以上
都市部登録失業率 4.1% 4.6%以下 4.6%以下

-注：財政赤字規模、都市新規数業者数、都市登録失業率以外
は前年比伸び率

出所：国家発展改革委員会「2011年度国民経済・社会発展計
画の執行状況と2012年度国民経済・社会発展計画案に
ついての報告」、「2010年度国民経済・社会発展計画
の執行状況と2011年度国民経済・社会発展計画案につ
いての報告」

- -
消費者物価上昇率は、年初来高まり続け、ピーク

の 7月には前年同月比 6.5％となったが、その後は
急速に鈍化し、12月には 4.1％にまで低下した（図
１）。物価上昇の主因は食品で、豚肉類の上昇が目
立ったが、年末にかけ落ち着きを取り戻した。

図１：消費者物価上昇率（前年同期比）の推移
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資料：国家統計局

消費

マクロの消費を示す社会消費品小売総額は18兆
1,226億元、前年比17.1％増（実質では11.6％増）と
なり、伸びは10年の18.3％を1ポイント強下回った。

第１章
中国経済および日系企業の現状
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個別の品目をみると自動車販売の伸びが大きく
鈍化した。2011年は台数としては1,851万台で3
年連続世界一となったが、伸びは2.5％増と前年
（32.4％増）を大きく下回った。2009年以降、1.6
リッター以下の自動車購入税減税を追い風に販売台
数が急増したが、2010年末の減税終了とともに拡
大も止まり、11年は需要先食いの影響が出た形と
なった。

投資

マクロの投資を示す固定資産投資（農家を含ま
ず）は前年比23.8％増（物価要因を除いた実質ベー
スでは同16.1％増）の31兆1,022億元で、伸び率は
前年（23.8％増）並みであった。製造業を中心とす
る第2次産業の伸びが高まる一方、第3次産業が鉄道
関連投資の減少などにより鈍化した。

貿易

貿易総額は22.5％増の3兆6,421億ドルであっ
た。うち輸出が20.3％増の1兆8,986億ドル、輸入
が24.9％増の1兆7,435億ドルと、いずれも高い伸
びを示した。月次の推移をみると、金額としては7
月に史上最高、12月も史上第二位を記録するなど
高水準ではあったが、伸びでみれば鈍化傾向が続い
た。貿易黒字は1,551億ドルで前年より264億ドル
減少した。

図２：輸出入の推移
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2012年の中国経済の展望
全人代で示された課題と政策の方向性

2012年3月に開催された第11期全国人民代表大
会（全人代）において、温家宝首相が「政府活動報
告」を行った。2011年12月の中央経済工作会議で示
された「穏中求進」（安定成長の維持と経済構造調
整の加速）を政策運営の重点と位置付け、経済発展

モデルの転換の加速と経済成長の質と効率性向上に
一層注力するよう、政府各部門に求めた。

温首相は報告の中で、中国の経済社会が直面して
いる課題を列挙した。国内的な課題としては次の8
点である。

（1）経済成長の下振れ圧力が存在している。

（2）物価水準が高止まりしている。

（3）不動産市場に対する規制が重要な局面に入り
つつある。

（4）農業の安定した発展や農民の持続的な収入増
が難しくなっている。

（5）雇用圧力と雇用の構造的矛盾が併存している。

（6）経営難に陥った企業、特に小・零細企業が増
加している。

（7）一部の業種で生産過剰の問題が顕在化している。

（8）エネルギー消費量が増えすぎている。

国際的な課題として次の3点である。

（1）世界経済の景気回復が遅れており、金融危機
が深刻化している。

（2）欧州などの債務危機が短期には改善されない。

（3）主要先進国で失業率が高止まりし、経済成長
の原動力が不足する一方、新興国はインフレ
と成長減速の圧力を受けている。

温首相は、これらの諸問題によりマクロコント
ロールは複雑さを増すとしている。

全人代で注目を集めた点として、GDP成長率の目
標がある。2012年は7.5％となり、2005年以来の
8％から引き下げとなった。消費者物価上昇率の抑
制目標は前年同様4％前後となった。

温家宝首相は成長目標の下方修正について、
「第12次五カ年計画（2011-15年）の目標（年平
均7％前後）に徐々に近づけるとともに、各政府部
門が経済発展モデルの転換を加速し、経済成長の
質と効率性の確実な向上に注力できるように修正
した」と述べた。国家発展改革委員会が同日に発
表した「国民経済・社会発展計画」では、「国内
外の情勢変化、特に最近は国際金融危機の影響が
顕在化しつつあり、中国では成長の安定、物価抑
制、経済発展モデルの転換などの目標を達成する
ための負担が重くなっている。成長目標を適度に
下方修正することで、経済情勢をより良く反映で
きる」と説明している。

温首相は「国内外の情勢を総合的に勘案した結
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果、『積極的な財政政策と穏健的な金融政策』を継
続して実施する」とした。その一方で、内外の諸問
題の状況変化に応じて適時・適切に調整を行うと
し、政策の的確性や柔軟性、先見性を高めなければ
ならないことも強調した。

なお「積極的な財政政策」については、国民生活
関連分野に財政支出の傾斜を強める方針で、具体的に
は教育、文化、医療・衛生、雇用、社会保障、保障性
住宅、三農、省エネ・環境保護、水利建設などを挙げ
た。また中小零細企業と自営業者を支援する優遇税制
や、1月から上海市の一部サービス業に試験導入され
た増値税改革を徐々に拡大するなど、構造的減税を方
針として打ち出した。

経済成長の見通し

2012年の中国経済を需要項目別にみると次のと
おりである。

消費については、自動車や一部の家電にみられた
需要先食いへの反省もあり、成長が鈍化する中でも
財政を用いた消費刺激については、2008、09年の
ような積極姿勢は見られず、伸びの大幅な加速は想
定し難い。第12次五カ年計画で企図されている所得
の増加に応じた消費の拡大を基本に、流通コストの
削減が消費活性化の中心に位置付けられている。

投資についても、鉄道関連の落ち込みを主因に昨
年来伸びが鈍化する傾向にあるものの、2009、10年
の様にインフラ投資を通じて成長を高めようとする
強い姿勢は、今の政府にみられない。

外需は、米国向け輸出については持ち直しの兆し
が感じられる一方、最大の貿易相手である欧州向け
輸出については依然として不透明感が強く、総じて
言えば伸びの鈍化は避けられないと考えられる。

これらの需要の動きを踏まえると、2012年につ
いても成長の緩やかな鈍化が見込まれる。市場の予
想も8％台半ばとの見方が多い。

なお政府は、減速の程度に応じ政策の調整を柔軟
に実施するものと考えられ、海外経済情勢の激変を
除けば、成長の急減速はないと考えられる。

物価動向

2012年のCPI上昇率の目標は、2011年と同じ4％
前後となった。全人代で発展改革委員会が発表した
「国民経済・社会発展計画」は、CPI上昇率が2011
年実績（5.4％）を下回る理由として、①需給バラ
ンスが基本的にとれており、大部分の製品供給が充

足され、特に食糧は8年連続の豊作になったこと、
②価格の急騰を誘発する短期的要素が幾分弱まり、
2012年の価格に影響を与えるキャリーオーバーは
1.1ポイントで前年より低下する、などの点を挙げて
いる。

一方で物価上昇のリスクとして、①生産財の価
格上昇が長期にわたって続くと予想されコストプッ
シュインフレの圧力が依然存在している、②世界的
に過剰流動性が存在し輸入インフレに注意が必要、
などの点を指摘している。

在中国日系企業の経営状況
賃金上昇に高い関心

ジェトロが毎年実施している企業アンケート（注
１）によれば、在中国日系企業における黒字企業の
割合は、2010年に金融危機以前の水準を回復した
が、2011年はやや低下した（図３）。

注１：在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査
（2011年度調査）。中国の調査対象企業数は
1445社、有効回答率63.0％。

図３：在中国日系企業の黒字企業数の比率
（2005～11年）
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出所：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査

（各年版）

国際協力銀行が毎年実施している「わが国製造業
企業の海外事業展開に関する調査報告」によれば、
日本の製造業企業が３年程度を展望した場合に事業
展開先として最も有望とみる国は、2011年も中国
であった（図４）。



22

第
１
部　

共
通
課
題
・
建
議

図４：日本の製造業からみた各国の有望度の推移
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出所：国際協力銀行-
---------「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」

中国を有望視する理由としては、「現地マーケッ

トの今後の成長性」と回答した企業が82.3％と

最も高いが、10年の87.8％を下回った。一方、

「現地マーケットの現状規模」が前年の38.1％

から46.4％にアップし、GDP第二位となった巨大

市場を印象づけた。これに続くのは「安価な労働

力」だが、前年の35.3％から32.8％に低下し、

2003年をピークとする低下傾向に歯止めがか

かっていない。

同調査報告では、中国の課題についても尋ね
ている。日本企業が課題として挙げる比率が最も
高かった項目は前年同様「労働コストの上昇」だ
が、比率は前年の63.7％から74.0％に大きく上
昇しており、賃金上昇に対する関心の高まりが浮
き彫りになった。これに「法制の運用が不透明」
（59.9％）、「他社との厳しい競争」（56.5％）
などが続く。なおジェトロの企業アンケートで
も、在中国の日系企業が経営上で最も強い関心を
寄せているのは賃金動向であった（表２）。

表２：在中国日系企業の経営上の問題点  
回答率(％)----

増減
(ポイント)2011

年度
2010
年度

1 従業員の賃金上昇 84.9- 79.6- 5.3-
2 調達コストの上昇 64.1- 55.9- 8.2-
3 現地人材の能力・意識 53.5- 39.6- 13.9-

4 競合相手の台頭-
（コスト面で競合） 53.3- 57.5- △4.2-

5 従業員の質 47.6- 48.4- △0.8-

6 限界に近づきつつある
コスト削減 46.4- 42.7- 3.7-

7 人材（一般ワーカー）の
採用難（製造業のみ） 43.7- 42.7- 1.0-

8 品質管理の難しさ 43.4- 43.3- 0.1-
9 幹部候補人材の採用難 41.9- 42.0- △0.1-

10 原材料・部品の
現地調達の難しさ 41.3- 43.1- △1.8-

出所：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業活動実態- -
-----------調査（2011年度調査）」
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2011 年の回顧
中国経済は、リーマンショック後の2009年にV字

型回復を達成した後、2010年も4兆元の大型投資に
代表される政策効果の継続や輸出の回復等に支えら
れ、10％を超える成長となった。このように経済は
安定的でやや高い成長を続けた一方、2010年秋頃
から物価上昇が鮮明になってきたため、2011年の
マクロ政策は、「物価水準の安定を最も重要な位置
付けとする」などインフレ対応を強く意識したもの
となった。各種政策の奏効等から2011年7月にピー
クをつけた物価上昇率は年末にかけて落ち着きを取
り戻したが、マクロコントロール政策や輸出減速
の影響もあって、2011年中の経済成長率は第3四半
期まで9％台で推移した後、第4四半期には8.9％ま
で緩やかに低下した。この間、政策面では、2011
年も「積極的な財政政策」を継続したが、金融政策
については、それまでの「適度に緩和した金融政
策」という方針から「穏健な金融政策」に変更し、
2011年中はインフレ防止のため引き締め気味の政
策を採ってきた。

金融政策

金融政策の動きについて詳しく見ると、2010 年
は、「適度に緩和した金融政策」の方針の下で、経
済危機対応モードの緩和から平常状態に徐々に回帰
させる動きとなったが、2011 年は、「穏健な金融政
策」（注1）に方針を変更したほか、安定的な経済成長、
経済構造調整、インフレ期待管理という 3つの政策
目標を適切にバランスさせるとしつつも、「物価水
準の安定を最も重要な位置付け」とする政策運営を
行った。この過程を 2011 年 1 月から 9月までと、
2011 年 10 月以降の 2つの時期に分けて見ていく。

注 1：「穏健な金融政策」については、「引き締め」、「適
度な引き締め」、「穏健」、「適度な緩和」、「緩和」-
という 5段階の中間的な位置付けであり、デフ
レ防止とインフレ防止の両方の意味を含むものと
されている。

2011年1月から9月までの金融政策運営
2011年前半における中国政府の経済情勢認識

は、「複雑で変化の激しい海外情勢や国内の経済運
営面の新たな課題に直面しつつも、マクロコント
ロール政策の効果もあって、安定的にやや高い成長
を達成しており、景気刺激策に支えられた成長から
自律的な成長へと徐々に変化している」というもの
であった。

こうした中、金融政策については、「穏健な金
融政策」という枠組みの中でインフレ対応のため、
引き締め気味の政策が採られた。具体的には、預金
準備率に関しては、中国人民銀行が2011年1月から
6月まで毎月1回、＋0.25％の引き上げを実施した
（図表1）ほか、預金・貸出基準金利については、
2011年2月、4月、7月と3回、合計＋0.75％の引き
上げを実施した。また、マネー・貸出についても安
定的な増加が求められたほか、「社会融資総量」
（注2）という新しい概念が導入され、その規模を
合理的なレベルに保つことも目標とされた。

注2：「社会的融資総量」とは、一定期間（毎月、毎
四半期、毎年）内で、金融システムから実体経
済に供給される資金の総額を指す。ここで言う
「金融システム」とは金融全体を指し、銀行、
証券、保険等（市場と言う観点で言えば、貸
出市場、債券市場、株式市場、保険市場等）
を含む。

＊社会融資総量＝人民元貸出＋外貨貸出＋委託貸出＋-
-- -信託貸出＋銀行引受為替手形＋債券発行＋株式発行-
-- -＋保険会社による保険支払＋保険会社による不動産-
----投資＋その他

図表1：預金準備率の推移 （注3、注4）
公表日 実施日 預金準備率

2011年1月14日(金) 1月20日(木) 18.5％-→-19.0％-(-+0.5％ )
〃　2月18日(金 ) 2月24日(木) 19.0％-→-19.5％-(-+0.5％ )
〃　3月18日(金 ) 3月25日(金) 19.5％-→-20.0％-(-+0.5％ )
〃　4月17日(日 ) 4月21日(木) 20.0％-→-20.5％-(-+0.5％ )
〃　5月12日(木 ) 5月18日(水) 20.5％-→-21.0％-(-+0.5％ )
〃　6月14日(火 ) 6月20日(月) 21.0％-→-21.5％-(-+0.5％ )
〃　11月30日(水 ) 12月5日(月) 21.5％-→-21.0％-(--0.5％ )
2012年2月18日(土) 2月24日(金) 21.0％-→-20.5％-(--0.5％ )
出所：中国人民銀行、各種報道資料

第２章
金融・財政動向
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注3：大手行に適用される標準的な預金準備率の水--
準。個別行に関する実際の適用水準は不詳。

注4：このほか、2011年9月から数カ月かけて準備預
金算出対象の拡大（保証金等を含める措置）を
実施。実質的に預金準備率引き上げと同様の効
果があったと見られている。

図表2：預金・貸出基準金利（期間1年）の推移

公表日 貸出基準金利-
(期間1年)

預金基準金利-
(期間1年)

2008年-
9月15日(月)

7.47％-→-7.20％
(-0.27%) 4.14％(据置き)

〃-
10月8日(水)

7.20％-→-6.93％
(-0.27%)

4.14％-→-3.87％
(-0.27%)

〃-
10月29日(水)

6.93％-→-6.66％
(-0.27%)

3.87％-→-3.60％
(-0.27%)

〃-
11月26日(水)

6.66％-→-5.58％
(-1.08%)

3.60％-→-2.52％
(-1.08%)

〃-
12月22日(月)

5.58％-→-5.31％
(-0.27%)

2.52％-→-2.25％
(-0.27%)

2010年-
10月19日(火)

5.31％-→-5.56％
(+0.25%)

2.25％-→-2.50％
(+0.25%)

〃-
12月25日(土)

5.56％-→-5.81％
(+0.25%)

2.50％-→-2.75％
(+0.25%)

2011年-
2月8日(火)

5.81％-→-6.06％
(+0.25%)

2.75％-→-3.00％
(+0.25%)

〃-
4月5日(火)

6.06％-→-6.31％
(+0.25%)

3.00％-→-3.25％
(+0.25%)

〃-
7月6日(水)

6.31％-→-6.56％
(+0.25%)

3.25％-→-3.50％
(+0.25%)

出所：中国人民銀行

2011年10月以降の金融政策運営等
2011年10月入り後の欧州債務問題による輸出減

速や中国国内の経済成長ペースの鈍化、物価上昇率
の低下等を受けて-、10月下旬に温家宝総理が「マ
クロ経済政策を適時適切に微調整する」との発言を
行った。それを受けて、金融政策、特に貸出面で
は、①国家が重点項目として扱っている建設中のプ
ロジェクト、あるいは一旦ストップしているプロ
ジェクトの資金需要の保証、②実体経済、特に産業
政策に合致した中小企業の重点的支援、③保障性住
宅建設の支援に向けた関連措置が実施された。

また、中国人民銀行は、2011年11月30日に預金
準備率を△0.5％引き下げることを公表した（実施
日12月5日）ほか、国内金融市場からの流動性吸収
措置の面でも、第4四半期は3年物の中央銀行手形の
発行を暫定的に停止した。

この間、為替については、2011年第4四半期に、
欧州債務危機等の影響を受けてオフショアとオン
ショアにおける対ドル人民元レートの乖離〔図表
3〕や先安感台頭など、人民元レートを巡る状況に
変化が生じた。これに伴って、中国では、クロス
ボーダー資金の流入超幅の減少や企業や個人等にお
いて外貨資産増加・外貨負債削減の動きが拡がった

ほか、金融機関でも企業等の外貨確保ニーズに応え
るために外貨を確保する動きが拡大した。また、貿
易等の裏付けのある取引決済の範囲内で、中国と香
港のレート差異を利用した米ドル・人民元の裁定取
引が発生した。こうした動きを受けて、中国人民銀
行は、2011年第4四半期に、外貨流動性を国内金融
市場に供給した。

図表3：オンショア（CNY）とオフショア 
　　　（CNH）人民元レートの推移
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出所：Bloomberg、データは12月2月末まで

財政政策

2011年の財政を振り返ると、政府の「積極的な
財政政策」という方針を反映し、財政支出は前年比
約＋21％増（10兆8,930億元）となったが、財政収
入が、年前半の堅調な貿易量を反映した輸入貨物増
値税等の増収や、消費関連の税収の高い伸びを受け
て、前年比約＋25％増（10兆3,740億元）と財政支
出を上回る伸びとなった。このように財政収入が好
調に推移した結果、2011年の財政赤字は約5,190億
元と、当初予算段階の見込み（1兆500億元）を下
回り、名目GDPに占める財政赤字の比率も1.1％に止
まった。

図表4：財政赤字と対名目GDP比率の推移
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出所：CEIC
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2012年の展望
2011 年 12 月に開催された中央経済工作会議で

は、2012 年の経済政策運営に関して、前年と同様、
「積極的な財政政策」と「穏健な金融政策」との方
針が継続された。もっとも、それまでの「物価水準
の安定を最も重要な位置付けとする」との文言は削
除されたほか、「経済成長の下振れ圧力と物価上昇
圧力とが併存している」との経済認識を示しつつ金
融政策に関しては、「経済情勢の変化に応じて、適
時適度に微調整を行う」と、それまでの引き締め気
味からむしろ緩和への方向性をより明確とした。こ
うした状況を受けて、中国人民銀行は、2012 年 2
月にも預金準備率を△ 0.5％引き下げることを公表
した。

その一方で、中国人民銀行は、2012年2月に公表
した金融政策執行報告書の中で、物価面で、「労働
力等生産要素の供給がタイトな方向に向かうといっ
た構造的な要因の存在や、抑制された資源価格の統
制を緩める方向にあり、これらはインフレ期待を固
定化する可能性がある。更に、世界的に金融緩和状
態が続き、原油等の国際商品市況にも上昇圧力が存
在するため、物価の反転上昇を防ぐ必要がある」
と、先行きのインフレリスクについても引き続き軽
視できない認識を示した。

このように、インフレ対応が最重要視された前年
から、今年は物価と景気の両睨みが必要とされてい
るほか、経済情勢変化への機動的な対応も求められ
ていることから、政策運営の舵取りに注目が集まっ
ている。
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2011年における中国の対外貿易は、総額は前年
比22.5％増の3兆6,421億ドルと初めて3兆ドルの大
台を超え、過去最高を更新した。輸出は同20.3％増
の1兆8,986億ドル、輸入は同24.9％増の1兆7,435
億ドルと輸出の伸びを上回った。2012年は中国が
米国を抜き、世界一の貿易国となる可能性も出てき
た。なお、貿易黒字は同14.5％減の1,551億ドルと3
年連続の縮小となった。

　日中貿易は、09年こそリーマンショックの影響を
受け減少したものの、それを除けば過去10年以上に
わたって増加を続けている。中国は日本の貿易相手
国として07年に米国を抜いて以降、最大となって
いる。2012年１月に発表された日本財務省貿易統
計（円ベース）をジェトロがドル建て換算したとこ
ろ、2011年の日中貿易は総額3,449億ドル（前年比
14.3％増）と、過去最高を記録した。輸出は1,615
億ドル（8.3％増）、輸入は1,834億ドル（20.0％
増）となり、東日本大震災などの影響で輸出の伸び
が鈍化したことにより、05年以来６年ぶりに輸入の
伸びが輸出を上回った。貿易収支は日本側の219億
ドルの赤字と、赤字額は前年の5.9倍に増加。赤字
幅が拡大したのも05年以来６年ぶりである。

中国の統計（注1）では、2010年末の在中国日系
企業数は2万2,307社と2万社を超えている。対中投
資額も特に2011年は前年比49.6％増の63億ドルと
急増。投資額上位国の中で一際高い伸びを示した。
中国での競争力強化と内需深耕に向け、統括会社設
置や能力増強投資など大手企業を中心に本格的な体
制整備の動きが相次いでいる。日本の対中投資は香
港、台湾といった華僑系を除くと累計、単年度とも
にどの国・地域よりも多く、日本企業が中国に生産
拠点を設置し、輸出および国内販売に経営資源を傾
斜していることが分かる。長年にわたり中国で事業
展開を行っている日系企業にとって、中国との連携
は不可欠となっている。

中国政府はWTO加盟後、貿易について、制度面
の効率化、透明度、サービスの向上など、各種の努
力を行っており、以前に比べると環境は大きく改善

している。しかしながら、日系企業からは2011年
白書に続き「通関等諸手続きが煩雑」、「通関に時
間を要する」、「通達・規則内容の周知徹底が不十
分」などの改善要望が挙げられており、更なる法制
度整備および運用統一化を期待する声が大きい。
ジェトロが在中国日系企業に行った調査（注2）で
も、回答した製造業企業（567社）の43.6％、非製
造業企業(277社)の34.3％が「通関等諸手続きが煩
雑」を経営上の問題点として挙げており、未だ改善
を要すべき点も多い。

注1：「中国貿易外経統計年鑑2011」

注2：「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査------
（2011年度調査）」ジェトロ2011年10月

貿易・通関における具体的問題点
法制度・運用の不透明性

中国には通関拠点数が4,000近くある。これだけ
多くの拠点があるためか、依然として各税関におい
て法制度やHSコードの解釈に違いがみられるなど
の問題が発生している。貿易関連制度の変更が多い
こともあり、税関の窓口が十分な対応ができず、輸
出入手続きにおいて混乱を招くケースが多発してい
る。一部の日系企業には、これまで異なっていたHS
コードの解釈が統―されるなど、具体的な改善が見
られたケースもあり高く評価できる。依然として同
一商品が通関担当者によって異なるHSコード区分と
判定され、輸出還付税率が異なるケースや保税区内
における税還付、外貨支払いも地域間で運用が異な
ることが多いため、引き続き改善に向けた取り組み
の強化を要望したい。2011年白書に続き、通関に
伴う規制・制度の変更を実施する場合は、十分な準
備期間を確保するとともに、文書で事前に税関ホー
ムページに掲載するなど情報開示および具体的な実
施方法の周知徹底を再度お願いしたい。また、税関
による通関許可と質量監督検験検疫局（CIQ）によ
る許可が連動していないケースも多々発生してい
る。このような事態が発生しないよう、制度運用の

第３章
貿易・通関上の問題点
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透明性と省庁間の情報共有の向上を要望したい。

通関手続きの複雑（煩雑）性

中国政府は通関の効率化やサービス向上のため、
各種努力を行っており、以前に比べると状況は大き
く改善している。しかしながら、商品輸入時のHS
コードの取得に多大な時間を要するケースや、税関
での保税原材料の輸出入管理(手冊管理)が煩雑かつ
画一的などの問題が存在する。また保税区内におけ
る取引について、商品の仕入代金(外貨)を海外送金
する際、提出を求められる書類が非常に多い。具体
的には販売先との売買契約、販売先による通関書類
（報関単）、販売先からの入金証明(電子底帳)を求
められている。販売先からの書類遅延により仕入先
への支払い遅延が発生するなどの問題が起きてい
る。これら書類添付の必要性について、引き続き再
考を要望したい。その他、依然として分公司は法人
格が認められておらず、分公司名義で通関ができな
い状況も続いている。そのため本社名義での通関書
類作成、捺印などが必要となっており、手続きが煩
雑で、時間を必要としている。貿易は外資系企業に
とって頻繁に発生する日常業務であり、制度の緩和
を改めて要望したい。

外貨管理における問題

中国では、外貨管理局または金融機関が対外支払
いの確認手続きを行っている。2008年以降、輸出
前受金に対し、輸出契約時と輸出代金の入金時の2
回にわたり外債登記が必要になった上、受領代金を
「輸出代金審査待ち口座」にいったん入金し、銀行
の審査後に人民元へ換金し、口座への入金を行うよ
うになった。また輸入ユーザンス（輸入延払）に対
しては、輸入約定日・通関日より90日を超える場
合、金額に関係なく外債登記が要求される上、輸入
延払可能金額が、前年度の輸入支払金額の30％から
20％に引き下げられている。これら制度の全面的
な改定を要望したい。輸入ユーザンスに関しては制
度を遵守している企業が、輸送の遅延といった不可
抗力により必要書類の提出が遅れるケースにおいて
も、制度に則った一律の対応となっている。企業が
遅延の事前報告を行うなどの対応をした場合には、
提出期限などに柔軟な対応をしていただきたい。こ
の他、ビジネスの現場においては往々にして通関後
の価格変更が起こり得る。通関と外貨管理が連動し
ているのは理解できるが、税関の修正申告が受理さ
れない場合もあり、対応に苦慮するケースも起きて
いる。手続きの簡素化ならびに国際慣習を考慮し、
対応していただきたい。

＜建議＞
①-通関に伴う規制・制度の変更を実施する
場合は、十分な準備期間を確保するととも
に、文書で事前に税関ホームページに掲載
するなど情報開示時期および具体的実施方
法について配慮してもらいたい。

②-同一製品のHS番号や原産地証明など輸出
入申告に関する税関審査および保税区、物
流園区または保税港区の運用や規則、規定
に対する解釈も、地域や担当者により異な
る。統一的運用の指示を要望したい。例え
ば税関審査に関しては、輸出入企業、また
は通関代行企業に対する信用制度を早く構
築し、信用度の高い企業または通関代行会
社に対し、EDI通関の適用を行うなどの改
善を要望したい。

③-危険品に関しては、数多くの法令が公布さ
れており所管機関も多い。かつ実施細則の
制定がないなど、各地のCIQが対応に苦慮
している。運用の明確化を要望したい。

④-暗号管理条例において現在禁止されている
海外製の暗号製品の輸入・販売の許可を要
望したい。

⑤-輸出増値税の還付申請期間延長を要望した
い。業務量が多い企業にとって、現状の
90日間規制は対応が難しい。荷量が多く
かつ遠隔地へ大量に輸出する企業に対して
は、申告期間を120～150日に延長してい
ただきたい。

⑥-生産機械の中古品の輸入手続が煩雑であ
り、関税も高い。改善を要望したい。

⑦-分公司名義（分公司印）での通関を認めて
貰いたい。

⑧-レアアースの輸出規制、中国国内の生産停
止措置などにより、実際に輸出が出来ない
状態が続いている。政策の変更は輸出企業
とも十分な意見交換を経て行っていただき
たい。

⑨-企業が単独で開催する展示会用の一時輸入
品について、ATAカルネの使用を認めてい
ただきたい。

⑩-保税区内における仕入代金（外貨）の海外
送金には、一般的な貿易決済で必要な仕
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入先との売買契約およびインボイスのほか
に、販売先との売買契約、販売先による通
関書類（報関単）、販売先からの入金証明
（電子底帳）が求められている。必要書類
が多大なため、書類添付の必要性について
再考を希望したい。

⑪-中国の子会社が日本の親会社から輸入する部
材価格に、親会社に支払っている製造技術ラ
イセンスのロイヤルティを加算するケースが
ある。製造技術ライセンスは輸入部材ではな
く、完成品製造に関するものであり、国際標
準に従った関税評価ルールの運用徹底を要望
したい。また手続きに多大な時間を要するた
め、簡素化を要望したい。

⑫-外貨支払に関する銀行への通関関連書類提
出の90日規制に関して、デリバリーの遅
延といった不可抗力な理由により、書類提
出が遅れるケースが起こり得る。期限およ
び提出書類の緩和を要望したい。また輸入
延払可能金額が、前年度の輸入支払金額の
30％から20％に引き下げられた。制度の
全面的な改定を要望したい。

⑬-サービス貿易などの対外送金において、税務
証明取得の3万ドル基準がある。送金手続き
が煩雑になっているため、同基準の撤廃、も
しくは基準の引き上げを要望したい。

⑭-税関システム（電子口岸）は、外貨管理局
や税務局とも連動しており便利である一
方、未だに税関に提出する通関書類、CIQに
提出する検査検疫申請書類ともに、企業に
一つしかない社印（公章）押印を要求され
ている。簡素化を要望したい。

⑮-税関のシステムトラブルの影響で、輸出入
通関が停止または大幅に遅延する場合があ
る。物流企業や荷主企業に不必要なコスト
負担や生産活動への影響があるため、トラ
ブルに対するバックアップなど、正常な通
関業務の維持に向けた体制の構築を要望し
たい。

⑯-情報技術協定(ITA)は、IT製品の関税を撤
廃することにより世界経済の成長に大きな
役割を果たしてきたが、協定発効以来15
年が経過しさまざまな面で見直す必要性が
高まっている。このため、技術進歩を踏ま
えたITA製品の対象の拡大や定期的なメン

テナンスのメカニズムの構築、加盟国の拡
大に関し、早急に交渉を開始すべきと考え
ている。中国政府が、世界経済における主
要国として、ITA拡大の趣旨に賛同し、積
極的に交渉に参加していくことを強く要望
する。
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2011年度の中国の税収は経済成長をはるかに上
回る22.6％増を確保した。これは好調な中国経済を
背景に、中国税務当局による徴税管理強化によると
ころが大きい。中国税務当局による徴税管理強化
は、中国進出日系企業にとって非常に大きな影響を
及ぼし、企業経営の継続に影響する重要な問題とも
いえる。また最近の中国の税制改正は、2008年の
新企業所得税法の改正にはじまり、2009年は増値
税、営業税、消費税の流通税が改正施行された。さ
らに2011年度は個人所得税の改正も行われ低所得
者層にも配慮した税制改正が行われている。一方で
ここ数年の各種税制の変更に制度運用上の問題も加
わり、納税者、特に外商投資企業にとって過大な負
担を強いられる場面が少なくない。

また会計分野において中国では、現在、従来の
「企業会計制度」と国際会計基準（IFRS）に近いと
いわれている新「企業会計準則」の二つの制度が存
在している。今後中国政府主導で、グローバルで移
行が検討される国際財務報告基準（IFRS）に近い新
「企業会計準則」への一本化が進むものと思われる
が、強制適用のタイミングによっては企業に多大な
負担がかかることが予想される。

税務上の問題点
制度運用上の問題

現在、中国における税法、税務通達の多くの解釈
および適用に当たっての最終判断は税務当局によっ
てなされる場面が少なくない。しかしながら、中国
各地によってその運用が異なる場面があるとともに
状況によっては窓口担当者によって異なる対応が存
在する。納税者の立場からは、個別税務問題につい
ては税務局内部での共通認識を持って対応いただく
ことを強く希望する。また交付される各種税務通達
も詳細規定が後回しになることもあり、実務遂行上
支障をきたす場面があるため通達交付のタイミング
も実施の施行までに事前準備ができるよう納税者に
時間的余裕を与える対応を希望する。

現在、中国の税収管理の関連法規において税務
当局の課税判定に不服がある場合、現行の税法にお
いては最終的に人民法院への不服申し立てが認めら
れる制度となっている。しかし実務的には不服申し
立ての条件として、課税認定を受けた税額を一旦納
税しなければ不服申立ての権利が得られないととも
に、実際に外資企業が人民法院に不服申し立てをし
て最終的に望ましい判断が得られるかに対して、不
安をぬぐいきれず実務の上では定着していないのが
現状である。また相互協議についての制度は存在す
るが、その実施に相当な時間を要することから納税
者にとって有用な救済措置となっていないのが現状
である。納税者の立場からは税制及び法令の整備に
は一定の成果を認める一方で、実質的な納税者の権
益保護が望まれるところである。また、中国に投資
性会社を設けている多くの大手日系企業からは、中
国においても連結納税制度の導入を期待する声が少
なくない。

流通税（増値税・営業税・消費税）

中国の流通税である増値税、営業税、消費税に対
して2009年に新しい暫定条例が施行された。この
うち新しい増値税法において仕入増値税の不還付に
ついては、これまでの扱いと同様に輸出企業にとっ
て不還付率より生じるコスト負担を強いられること
になる。当該不還付率の設定については、突然変更
されることが少なくないため対象企業にとっては予
算管理、財務管理上の実務において多大な混乱を招
くケースが少なくない。

営業税改正のポイントで大きな点は、納税義務の
判定基準に関して従来の「属地主義」（役務提供地
に基づく判断）から「属人基準」（役務の提供をす
る或いは受ける者の所在地に基づく判断）に変更さ
れた点である。これまで役務の発生が国外であれば
営業税の納税は生じなかったが、当該改正により、
当該契約当事者に中国の会社或いは個人が含まれて
いれば納税義務が発生する。新しい営業税法におい
ては、納税義務の判定基準が変更されているためク
ロスボーダーの契約関係が存在する会社においては

第４章
税務・会計上の問題点
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変更の影響を個別に検討する必要がある。一方、政
策的に営業税を免除する優遇政策を設定している
が、詳細規定が明確でなく税務当局の判断による部
分が少なくないこともあり、今後、対応の改善が望
まれるとことである。さらに現在、上海を試験地域
として開始された流通税改革に対しては、営業税取
引の増値税取引への移管も含めて、明確な規則のも
と全国的に統一的な対応が望まれる。

恒久的施設 
（PE: Permanent Establishment）課税

現行の企業所得税法においては、中国非居住者に
対する徴税管理がより明確に規定されているが、最
近の傾向として各地でPE課税の認定における税務問
題が頻発している。当該PE問題は二つに区分され、
一つは日本をはじめとする海外からの出張者に対し
PEを認定するものであり、もう一つは国外本社から
の派遣駐在員に対しPE認定を行う動きである。前者
については、日本からの技術移転の過程において中
国において国外本社からの長期出張者に対し、PE認
定を行うものである。コンサルタント役務およびプ
ロジェクト管理期間の解釈をめぐってこれまで問題
にされない事例においてもPE認定する事例が発生し
ており、今後中国への技術移転の阻害要因となる可
能性がある。また後者については、国外派遣駐在員
のPE認定が問題されることにより、駐在員関連人件
費の立替外貨送金にあたっての税務証明が発行され
ないことから立替送金ができない事態が生じる。PE
課税の認定にあたっては、これまでと異なる解釈で
突然問題視されるケースも少なくなく、速やかに税
務当局から明確なガイドラインが示されること及び
駐在員関連人件費の立替送金が滞ることのないよう
税務当局の画一的な対応が望まれる。

移転価格税制

中国における移転価格税制の企業に求められる対応
として、関連企業グループ間との取引が一定金額を超
える企業等に対して、移転価格税務対応を文書化する
作成義務が課された。移転価格文書化については国際
税務の潮流でもあり避けて通れない部分ではあるが、
個別企業にとっては負担が増すため、同期資料の標準
化を含めて制度の運用改善が望まれる。

一方、中国における移転価格調査は、その独立企
業間価格での取引に対する挙証責任が個別企業にあ
ることから、中国税務当局により移転価格調査の認
定を受けた会社は対応に多大なコストを強いられる
ことになる。また、移転価格調査は各地で活発に行
われており、交渉の過程において税務当局が求める

利益率が、経済状況、業界動向等の市場を反映しな
い高い利益率が要求されるケースが少なくない。

駐在員事務所課税

駐在員事務所課税強化の動きは北京、上海を中心
に各地で生じているが、細則規定が明確でない部分
もあり、事務所運営上不安定な状態が続いている。
一方で、純粋に本社との連絡業務および補助業務の
みを実施している駐在員事務所に対しても経費課税
を強いる等の運用面での問題もあり、詳細規定の早
期交付とともに駐在員事務所が不当に課税されるこ
とのない制度運用面の改善を期待する。

会計上の問題点
現在中国では、従来の「企業会計制度」と国際

会計基準（IFRS）に近いと言われている新「企業会
計準則」の二つの制度が存在している。現在、法的
には新「企業会計準則」の適用対象は、中国上場企
業および特定業種企業、大型国有企業のみが義務化
されるとともに、各地で2010年或いは2011年から
適用が開始されたが、中国全土で一律の対応となっ
ていない。すなわち、同じ中国であるにもかかわら
ず進出地域によって異なる会計制度の採用を余儀な
くされている状況が存在している。今後中国政府主
導で、IFRSに近い新「企業会計準則」への一本化が
進むものと思われるが、個別企業にとって会計基準
の変更は、システム対応および親会社への報告対応
において企業に多大な負担がかかることが予想され
る。強制適用のタイミングに対しては、可能な限り
事前にしかも全中国で統一した対応が期待される。

また、会計年度に関して先進国の多くでは、企
業独自の判断で設定することができる。しかしなが
ら中国では、暦年すなわち12月末決算が義務化さ
れ、それ以外の決算期を選択することは実質許され
ない。日本の会計制度における連結財務諸表の作成
に際し、子会社の決算差異が現在は3ヶ月許容され
ているが、今後日本もIFRS適用に移行された場合、
当該3ヶ月差異の許容は認められなくなる。海外か
らの投資活動に会計決算の過大な負担を避けるため
に、他の先進国同様に会社の自主的判断で会社決算
期の選択ができる法的対応が望まれる。
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＜建議＞
①-税収徴収管理において、納税者の適切な納
税活動を支援する体制を確保し、地域差を
なくし、窓口裁量権限を可能な限り少なく
する税務対応を要望する。

②-税務調整の場面においては、納税者にとっ
て利用可能な不服申し立て（相互協議を含
む）の機会を創出するとともに、各種税務
通達の交付に対しては税務解釈の余地を少
なくする詳細な規定をタイムリーに交付す
ることを希望する。

③-駐在員事務所の課税に関して、一律経費課
税への変更を強要する動きが見られる。非
課税業務に従事する駐在員事務所に対して
は、これまで通りのゼロ申告課税を認める
ことを強く希望する。

④-日系企業出向者の日本における社会保険の
会社負担分に対して個人所得税を課税する
動きがある。もし当該課税が実行されるこ
とになれば、納税者に対して手続き面およ
びコスト面で過大な負担となるため、これ
まで通り非課税となることを明確にするこ
とを要望する。

⑤-移転価格の文書化対応での地域格差をなくす
とともに、移転価格調査の段階においては利
益率ありきの硬直的対応でなく、個別企業の
機能とリスクおよび業界の個別事情を考慮し
た上での税務当局の対応を希望する。

⑥-日本本社から中国子会社に対する役務提供
のコストシェアリングの概念を中国にお
いても確立して頂きたい。また、本社から
の派遣駐在員および出張者に対し、不当に
PEの嫌疑をかけることなく、企業の申請
に基づき速やかに海外送金を実現する対応
が望まれる。

⑦-昨年、都市維持建設税、教育費付加等が突
然課税されることになり企業の負担が突然
発生する事態が生じた。今後、新しい課税
措置に対しては事前の充分な説明と課税ま
での準備期間を確保していただきたい。

⑧-現在の制度では課税再審査請求が対応する
税務局のひとつ上の税務局にしかできない
とともにその審査体制が不明確であり、現
状の不服申し立て制度を納税者が有効に利

用することはできない。今後、納税者に過
度の負担とならない再審査請求ができるよ
うに改善してほしい。

⑨-中国の外貨管理制度では、非経常取引に属
する対外支払に関して、必要書類となる税
務手続きの煩雑さが生じていると伴に、実
質的に対外送金が認められない事例が存在
している。このような規制は海外からの投
資意欲を減退させるものであり、投資の阻
害要因となるものであり緩和願いたい。

⑩-地方当局により保税区および保税物品に対
する理解と運用が異なっている場合があ
る。今後、全中国における保税区企業およ
び保税物品に対する税務および税関管理を
統一頂きたい。

⑪-営業税の計算において、各地税務局の判断
で他の地域と違った納税計算方法が求めら
れるケースがある。上海地区における営業
税取引の増値税取引への移管も含めて、明
確な規則のもと全国的に統一的な対応が望
まれる。

⑫-制度上は減資ができることになっているが、
実際には許認可がおりない状況が多々発生し
ている。制度に則った対応を要望する。

⑬-現在グローバルでIFRS対応への移行が検
討されているなかで、連結決算対応の観
点より現在の中国における12月決算のみ
ではなく企業の自主的判断で決算期を設
定できる中国企業会計制度の柔軟な対応
が望まれる。

⑭-新しい企業会計準則への移行措置が各地で
異なっている。今後義務化するにあたって
は、事前準備期間を考慮した全国一律対応
が望まれる。
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2011年の労働紛争発生の基本的状況
人力資源・社会保障部が発表した数字によれば、2011

年上半期に各級労働紛争調停仲裁機関が処理した労働紛
争は合計54.72万件に達し、これに関係した労働者は、計
73.58万人に及ぶ。うち計51万件の審理を終え、これに関
係した金額は84.63億元に上り、調停により結審した案件
は52.18%を占めた。仲裁による結審率は81.87%となっ
た。2011年に発生した労働紛争は、主に以下の特徴を示
している。

案件が複雑化
労働仲裁機関による結審率が2年連続で減少してい
る。2011年上半期に25.65万件が結審したが、2009年、
2010年の同期に比べ、それぞれ18.93％、14.05％減少し
ている。結審率が下がった理由として、1案件における当
事者からの請求事項の増加もあれば、短期間に労働紛争
を解決したいのではなく、時間を延ばして企業側の時間
と人員コストを消耗し、企業側に妥協まで追い込もうと
する「嫌がらせ」のケースもあると思われる。例えば、
遼寧省では請求内容が3項目以上の仲裁が申し立てられた
案件は80％以上を占めたが、ある案件ではそれが十数項
目に上っていた。上海市でも2ないし5項目に上る仲裁申
し立てが、案件全体の70％を占めている。

他には、労働者が不合理な申し立てを行い、要求金額
が高まるにつれ、調停の成立率もやや減少してきてい
る。これは調停仲裁機関の業務量を増やしているだけで
なく、仲裁案件を処理する難易度も高めている。案件処
理の結果を見ても、2011年上半期の労働者の完全勝訴率
は32.43%に過ぎず、連続して減少の傾向となっている。

社会保険に関する紛争案件が増加傾向
上半期に発生した労働人事に関する紛争は、社会保険関
連の法律法規が、非常に敏感な問題であることを示してい
る。2011年、新たに改訂された労働災害保険条例及び新
たに公布された社会保険法は、それぞれ1月1日と7月1日
から施行され、社会保険に関する紛争、特に労働災害保険
に関する紛争に一定の影響を及ぼしている。社会における
社会保険法の周知徹底に伴い、労働者の保険加入への意識

が高まり、次から次へと法的手段を利用して自らの社会保
険上の権利と利益を保護する動きがある。上半期に起きた
社会保険に関する案件の比率は25.15%を占め、同期比で2
ポイント上昇している。この数値は、労働報酬に関する案
件に次ぐものである。北京市など一部地域での社会保険に
関する紛争、特に養老保険の賠償に関する紛争が、前年度
同期と比べ大幅な上昇を見せた。

労働契約の解除に起因する紛争が突出
労働契約法及び労働紛争調停仲裁法が施行された後に
締結された労働契約は、圧倒的多数が契約期間を2年又
は3年とするものである。2011年に、これらの契約書が
順次満期を迎えつつある。このため特に中小企業では人
件費のコストが高まり、一部企業で人員削減・倒産とい
う事態を招き、これに伴う労働契約の解除が労働紛争の
増加という事態を招いている。2011年上半期、労働契
約の解除によって引き起こされた紛争は、全紛争案件の
20.11％を占めた。うち民間企業、香港・マカオ・台湾及
び外資系企業に関する案件が最も多く、それぞれ立件数
の53.80％、19.98％を占めている。労働契約の解除に関
する紛争は香港・マカオ・台湾及び外資系企業における
紛争の40％を占めている。国有企業、集団企業では社会
保険関係の紛争が首位を占め、民間企業では労働報酬関
係の紛争が首位を占めており、それぞれ特徴が異なって
いる。

一部の地域で労務派遣に関する紛争が大幅に上昇
2011年上半期だけでも、労務派遣に関する紛争案件が
0.7万件に達し、仲裁機関が立件した案件数の2.64％を占め
ている。派遣元・派遣先から見て、民間企業が関係した紛
争案件が最も多く、64.97％を占めている。次は国有企業
の12.67％、香港・マカオ・台湾及び外資系企業並びに外国
企業の駐在員事務所は9.33％を占めている。一部の地域で
は、労務派遣に関する紛争が大幅に上昇している。北京市
の上半期に受理された労務派遣に関する紛争案件数は1,229
件、同期比で63.6％上昇している。うち23件が10名以上の
集団労働紛争で、関係した労働者は419名に上った。

第５章
労務上の問題点
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2011年の動向、主要政策及び行政措置
『社会保険法』の実施

『中華人民共和国社会保険法』は、『中華人民共和国
労働契約法』、『中華人民共和国就業促進法』、『労働
紛争調停仲裁法』に続く、国民生活を保障し、改善する
分野の柱となる法律の一つである。これは、中華人民共
和国建国以来、最初の社会保険についての総合的な法律
であり、計12章98条、1万字余りからなる。その主な要
点は以下のとおりである。

基本養老保険：納付期間が 15 年に満たない場合、 
継続又は変更が可能 
従前の社会保険政策を踏襲している。保険加入者が定
年退職年齢に達した際の累計納付額が15年を満たしてい
る場合に限り、月毎に基本養老金を受領できる。15年に
満たない場合、個人口座の預金額から個人納付部分を一
括で本人に返金する。『社会保険法』は、納付が15年未
満の者の養老問題を解決するため、二つの「救済」方法
を規定した。一つ目は、納付期間が15年を満たすまで延
長し、月毎に基本養老金を受領できるようにするもの。
うち、『社会保険法』の施行前に保険に加入していて、5
年間納付を延長しても15年に満たない場合は、一括で15
年を満たすように納付することができる。二つ目は戸籍
所在地の新型農村社会養老保険又は都市住民社会養老保
険に変更し、相応する養老保険待遇を受けられるように
するものである。納付の延長を行わない場合、また、都
市住民保険の変更を申請しない場合、従業員の基本養老
保険を解約し、本人の個人口座に個人納付部分を一括で
支給することもできるようにした。

基本医療保険：他地域で診療を受けた場合でも、速や
かに精算
現在、基本医療保険は、主に県レベルで統一管理され
ているため、医療費の精算は保険加入地の政策に基づい
て行わなければならず、保険加入地以外の地域で診療を
受けた場合には他地域での診療として取り扱われていた
ため、費用精算手続きが大変不便であった。このため、
『社会保険法』では、基本医療保険の省レベルでの統一
管理を徐々に進めてゆき、統一管理レベルの向上に伴
い、同一管理地区では統一精算を行い、異なる同一管理
地区での診療精算を減少させる目標を打ち出した。ま
た、『社会保険法』では、他地域での診療費用の精算制
度を確立すると共に、他地域で診療を受けざるを得ない
人々の医療費の精算に便宜を図り、個人が医療費を立て
替えるケースを減少させ、保険加入者が保険加入地以外
の地域で診療を受けた場合も、社会保障カードで精算で
きるよう徐々に実現する。

労働災害保険：労働災害事故が発生した場合、 
基金による先払いが可能に
『社会保険法』は、労働災害を受けた従業員が速やか
に治療を受けられるようにするため、労働災害保険費用
の立て替え、後日精算の制度を規定した。即ち従業員の
所属する使用者が、法に基づいて労働災害保険料を納付
していない状況で、労働災害事故が発生した場合、使用
者が労働災害保険費用を支払うと規定した。使用者が、
これを支払わない場合、労働災害保険基金が先払いし、
社会保険取扱機関が法に基づいて使用者に精算を求める
ものとした。

社会保険料：徴収の強制性を高める
『社会保険法』では、社会保険料徴収機関に強制的に
保険料を徴収する手段を与え、なお且つ関連する法的責
任を明確化した。使用者が期限通りに全額納付していな
い場合、期限を定めて納付又は不足分の追加納付を命令
する。期限を過ぎても納付しないか、不足分の追加納付
をしない場合、社会保険料徴収機関は、銀行又はその他
の金融機関に預金が存在するか否かを調査し、預金口座
から直接社会保険料を控除する。口座残高が納付に不足
している場合、事業者に担保の提供を求め、納付延期協
議を締結する。また法院へ社会保険料に相当する財産の
差し押さえ、封印、競売を申し立て、社会保険料に充て
させることができる。未納の使用者に対しては、滞納金
を科し、罰金処分とする。

『社会保険法』公布後、人力資源・社会保障部は、
2011年6月29日に『「中華人民共和国社会保険法」施行
に関する若干の規定』を公布し、各社会保険についての
具体的な問題について明確化した。

外国人の社会保険加入

『社会保険法』第97条は、外国人が中国国内で就業す
る場合、本法の規定を参照して社会保険に加入すると規
定している。これについて、人力資源・社会保障部は、
2011年9月6日に『中国国内にて就業する外国人の社会保
険加入に関する暫定施行弁法』（以下「暫定弁法」とい
う。）を公布し、2011年10月15日から正式に施行され
た。要点は以下のとおりである。

社会保険に加入する主体
暫定弁法は、「中国国内に就業する外国人とは、法に
基づいて「外国人就業証」、「外国専家証」、「外国常
駐記者証」等の就業証及び外国人居留証並びに「外国人
永久居留証」を取得して、中国国内で合法的に就業する
非中国国籍の者を指す。」と規定している。

社会保険手続きを行う事業者
暫定弁法は、「中国国内にて法により登録又は登記す
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る企業、事業者、社会団体、民営非企業事業者、基金
会、法律事務所、会計事務所等の組織が法により外国人
を採用した後」及び「中国国内にて登録又は登記された
分支機構、代表機構が国外の雇用主に派遣された外国人
を受け入れた後」、就業証手続きを行ってから30日以内
に法により従業員基本養老保険、従業員基本医療保険、
労働災害保険、失業保険及び出産保険に加入する手続き
を行わければならないと規定している。

養老金の受領
暫定弁法は、「社会保険に加入する外国人は、条件に合
致する場合、法により社会保険待遇を享受する。

中国が規定する養老金受給年齢に達する前に中国を離
れた場合、その個人口座を留保し、再度中国にて就業す
る際に、納付年数を累計して計算することができる。本
人の書面申請がある場合、社会保険関係を終了すること
ができ、社会保険個人口座に預金された金額を一括で本
人に支給することもできる。」と明確に規定している。

社会保険料の徴収
暫定弁法は、「社会保険行政部門は、社会保険法の規

定に基づいて、外国人の社会保険加入状況を監督監査し
なければならない。使用者又は中国国内の使用者が法に
基づいて採用した外国人に社会保険登録手続きをしない
か、法に基づいて社会保険料を納付しない場合、社会保
険法、『労働保障監察条例』等法律、行政法規及び関連
規則制度に基づいて処理する。」と規定している。

徴収の開始日
暫定弁法は、2011年10月15日から施行されたため、
外国人の社会保険料の納付日も同日から起算しなければ
ならない。

暫定弁法施行後、各地の外国人保険加入について具体
的な手続きを行う際の規定は統一されていない。現在、
北京、成都、無錫、蘇州、青島等の地域で、外国人の社
会保険加入についての具体的な手続きについての地方規
定が公布されているが、上海、大連等の地区では本稿作
成時にまだ明確な規定は設けられていない。

外国人の保険加入を促進するため、人力資源・社会保
障部は2011年12月2日の『中国国内で就業する外国人の
社会保険加入業務を確実に行うことに関する問題の通知』
（以下「通知」という。）を公布した。通知は各地の労働
部門が2011年12月31日までに条件に適合する外国人を社
会保険納付の範囲に収め、使用者及び外国人が現行の法律
法規に基づいて保険に加入することを促し、なおかつ期限
通りに全額の社会保険料を納付することを強調している。
2011年10月15日以前に既に中国国内で就業し、なおかつ
保険加入条件に合致する外国人については、すべて2011

年10月15日より保険へ加入し、費用を納付する。2011年
10月15日から12月31日の間に保険へ加入し、費用を納付
したものは滞納金を免除される。2012年1月1日以後に保
険の加入、費用納付手続きをしたものについては、2011
年10月15日まで遡及して滞納金を徴収する。2011年10月
15日以降に中国国内で就業した者は、中国国内で就業を開
始した月より保険へ加入し、費用を納付する。

企業労働紛争協議調停規定

人力資源・社会保障部が2011年11月13日に公布した
『企業労働紛争協議調停規定』は、企業内部に労働紛争調
停委員会を設けること、調停業務の遂行等における各種の
問題について規定している。要点は、以下の通りである。

（1）大手企業・中堅企業は、法に基づいて調停委員会
を設立し、なお且つこれに専任又は、兼任する者
を置かなければならない。小規模の零細企業につ
いては調停委員会を設けることも可能であり、ま
た、労働者と企業側が共同で推薦した人物により
調停業務を行わせることも可能としている。

（2）調停員の任期は、少なくとも1年とし、再任が可能で
ある。調停員が調停の職責を履行できない場合、調
停委員会は速やかに調整しなければならない。

（3）調停協議が発効すると双方の当事者に法的拘束力を持
ち、当事者は、これを履行しなければならない。双
方の当事者は、調停協議が発効した日から15日以内
に共同で労働仲裁委員会へ仲裁を申し立てることが
できる。

（4）企業は、調停委員会による活動への支持、必要な業
務場所及び経費を提供しなければならない。

その他の労働分野に関する法規

2010年末に公布された『労働災害認定弁法』は、
2011年1月から施行されている。当該弁法は、労働災
害認定時に必要な書類及び手順を明確化するものであ
る。これに対し、各地域でも地方規定を公布し、周知徹
底を図っている。うち北京市では『北京市労働災害認定
弁法』を公布した。『北京市労働災害認定弁法』の中で
は、労働災害認定を行う際の基準となる「業務のための
外出」「交通事故」「通勤途中」「主に本人の責任によ
らない」等の判断基準を設けている。

最低賃金の引き上げ

人力資源・社会保障部が発表したデータに基づけば、
2011年末時点で全国24省、自治区、直轄市にて、それぞれ
最低賃金基準が調整され、月あたりの最低賃金基準の平均
上昇率は22%であった。
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2012年の展望
『社会保険法』の徹底した実施

2012年3月に公布された『政府業務報告』では、2012
年に中央政府は社会保障制度改革を更に進めるとしてい
る。『社会保険法』の徹底及び実施を社会保障制度改革
の重要な一環と位置付け、2012年には『社会保険法』に
対する取締りをより強化するものと思われる。社会保険
料の未納、納付基数不足の場合の処分も増加するものと
思われる。これと共に、これまで一部地域では社会保険
に関する紛争が労働仲裁として受理されないケースも出
てきており、今後、この面では一定の改善が行われると
予想される。

外国人の社会保険加入への更なる促進

外国人の社会保険加入について、社会保険法に明確に
規定された。社会保険法の実施の徹底に伴い、各地域の
外国人の保険加入への促進業務も強化されると思われ、
一部企業への処罰を通して、外国人の社会保険加入を促
進する可能性も排除できない。日中間では、社会保険の
相互免除に関する社会保障協定が締結されていないた
め、日系企業の外国籍の管理職が保険加入を迫られる可
能性がさらに高まるものと思われる。

最低賃金の更なる引き上げ

2012年2月8日、国務院は『雇用促進計画』を可決、
公布した。『雇用促進計画』では十二五（第12次五カ
年計画）期間に雇用を促進するという目標として、都市
で新た4,500万人が働ける職場を確立し、農業に従事す
る4,000万人を移動させ、都市で登録されている失業率
を5％以内に抑えるとした。またハイテク技術者総数を
6,800万人に増加させ、最低賃金基準の年間平均上昇率を
13％以上とし、企業の労働契約締結率を90％、企業の労
働協約締結率を80％、労働紛争の仲裁結審率を90％に高
める等、主な量的目標を定めた。

2011年末から2012年3月まで、上海、北京、天津等
の地域で、最低賃金基準が相次いで引き上げられた。う
ち、上海及び天津における上昇率は13％近くに達した。
従って2012年の企業の各種人件費コストは、更なる上昇
が予想される。

日系企業が直面する 
典型的な労務管理問題
悪意（いやがらせ）の「労働仲裁提起」問題

『労働契約法』及び『労働紛争調停仲裁法』は労働

者の権利を保護する法律として、重要な役割を担ってい
る。労働案件数が上昇するにつれ、労働者が法に基づい
て自らの権利を守ろうとする意識もより高まってきてい
る。但し、実務上では労働仲裁は無料であり、労働訴訟
費も僅かという政策を悪用し、悪意（いやがらせ）のた
めに「労働仲裁」を提起し、会社の営業を妨害し、企業
の管理職がこのために多くの時間を費やされ、最後には
企業側が妥協を迫られるというケースが頻出している。

労働派遣問題

『労働契約法』では、派遣元と派遣先の職責について区別
しているものの、実務上、人材派遣会社は往々にして人材派
遣業務において各種管理監督、教育義務を履行していない。ま
た、労働紛争が発生した場合、各種の責任を労務派遣協議書を
通じて全て派遣先に転嫁する場合がある。現段階では外国企業
の駐在員事務所は、国が指定する限られた数の人材派遣会社を
通じてしか人員を雇用することができないため、当該分野は現
在のところ閉鎖的且つ寡占的な環境にあるといえる。この現状
で労働紛争が発生した場合、派遣先は大きな負担を負わなけれ
ばならず、公平さを欠いている。

出産及び労働災害待遇の問題

『社会保険法』では、都市戸籍、農村戸籍、本市戸籍、
外地戸籍を区別しておらず、全従業員が社会保険に加入し
なければならないとしているが、実務上一部の農村戸籍の
従業員は、出産保険を納付することができない場合もあ
る。その他、社会保険料は月ごとの納付であるため、実務
において当月に入社した従業員については、往々にして直
ぐに保険に加入させることができない。この現状で、政策
及び手続き上の理由で出産保険及び労働災害保険をいずれ
も雇用主の負担とすることは、公平さを欠いている。

＜建議＞
①-労働紛争
・労働仲裁における企業側の挙証責任範囲が広
く、仲裁でのバランスを欠く。過度な労働者保
護につながるため、改善を要望したい。また仲
裁や訴訟を起こす権利を濫用し、企業の正常な
活動を妨害する嫌がらせのケースもある。政府
には、このような事情に対して法律法規を定め
てもらいたい。

・『企業労働紛争協議調停規定』では、企業によ
る労働紛争調停委員会の設置を要求している。
①労働紛争調停委員会の設置は企業側の法定義務
であるのか、②当該委員会の設置について企業は
どれほど支援しなければならないのか、③労働紛
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争における当該委員会と工会との機能分担などに
ついては記載されているものの、法的責任が不明
確となっている。改善を要望したい。

②-賃金体制
・- 賃金決定システムについて、中国政府が審議し
ている賃金条例（工資条例）において「同工同
酬」、給与の「集団協商」の内容が盛り込まれる
と聞いている。「同工同酬」、「集団協商」、「個人
評価」の関係について検討してもらいたい。

・- 最低賃金について、物価上昇と比較しても最低
賃金が大幅に上がりすぎている。段階を追った
引き上げとなるよう引き上げ幅を縮小してほし
い。また、最低賃金上昇率等のガイドラインが
あるのであれば、早めに公表していただきたい。
最低賃金など地域差あるべきもの以外は、中央
政府が定める法規に基づく全国統一の労務関連
規定の制定を検討いただきたい。

③-社会保障
・-社会保険制度が省を超えた移動が可能になった
ことは評価できるが、納付額、移動可能額は依
然として異なっており、社会保障の享受まで結
び付かないこともある。全国的に統一された施
策の実施をお願いしたい。また農民工の外地人
就労の社会保険政策は各地方で違いがあり、農
民工の納付額、転移可能額も異なっている。統
一的な運用を要望したい。

・-従業員は養老保険による保障を不安視している
ため、今後企業年金の導入を検討せざるを得な
い状況にある。しかし企業年金は制度上確立さ
れておらず、どのような保障を従業員に付与す
るのかが大きな課題となっている。早急な制度
構築を要望したい。

・-外国人駐在員の社会保険加入の自由選択を要望
したい。外国人就労者に対しても社会保険加入
を義務付ける法律が施行されたが、保険料の二
重払いや掛け捨て等の問題が発生しないよう、
解決に向けた日中両国政府の協定の締結を早急
にお願いしたい。

④-工会
・-上位工会費について、上位工会の会費使途の透
明化を要望したい。また工会費は会社の福利厚
生の改善ために使用したく、上位工会への会費
の引き上げがないよう要望したい。

・-税務局による工会準備金の代理徴収について、
現地工会に入会する日本人駐在員はほとんどい
ないため、工会費は企業と労働契約を締結し
ている従業員の給与を基準に定めていただきた
い。また税務局の代理徴収手数料が発生する場
合、企業への還付金額からの控除ではなく、上
位工会徴収部分（40％）から控除することが
合理的と考える。

⑤-法律運用
・-労務関連の法律、規定の施行は準備期間を設定
し、十分な協議の上で実施してほしい。

・-労働契約法の改正以来、運用面において各地域
に理解の相違が見られる。労働および社会保障
主管部門は、企業が関心を寄せている法規類の
解釈に対して統一かつ明確な見解を示し、地方
による運用面の相違に対して指導・是正に努め
るよう要望したい。

・-労働契約法における無期限労働契約に関し、
期限を定めた契約を2回更新した従業員に対し
て、自動的に無期限労働契約となる。事業状
況（拡大・縮小）に応じた従業員との臨機応
変な契約締結が困難であるため、是正を要望
したい。

・-不定時労働制の申請は労働局でなかなか受理さ
れない傾向があるが、仕事の負荷状況に応じた
柔軟な時間調整が可能な勤務制度の構築を要望
したい。また、残業時間36時間上限の規制緩
和や時間外労働に対する労使間特別協定の許容
も望まれる。

⑥-その他
出稼ぎ労働者の定着意識を高めるために、定住
型の就職を促進する必要がある。そのために地
元（都市出身）就労者との社会保障の面におけ
る格差の縮小や、都市近郊・郊外等新興工業地
域の生活環境の改善に注力してほしい。
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中国における特許出願件数は、2010年と比べて大幅に増加
し、世界第二位となった。無審査登録である実用新案・意匠出
願件数も増大し、2010年における特許、実用新案、意匠の出願
件数の比率はほぼ同一となっている。特に国家知識産権局は、
2015年には、専利の国内出願件数は250万件（特許75万件、実
用新案90万件、意匠85万件）、国際特許出願は5万件という予
測を示している。このような専利出願の増加は、各地域の助成
金制度（実費補償及び奨励金）によって支えられていると想定
されるため、今後とも積極的な専利出願がなされていく状況に
変化はないと考えられる。また知的財産権侵害訴訟が増加して
おり、中国政府も司法保護に注力し始めた。今後も侵害訴訟受
理件数と、これに伴う権利無効訴訟が増大すると思われる。

国家知識産権局に登録された専利ライセンス契約は、2008
年から急増し、2011年10月には北京で第二回知財オークショ
ンが開催されるなど、技術・知的財産権の売買市場は引き続き
活発である。中国における知的財産の活用について関心を有す
る日系企業も増えている。上述した第二回知財オークションで
は、日系企業の知的財産権がオークションの対象となり、オー
クションに参加した日系企業も存在する。

中国政府は、2010年６月から2011年6月末にかけて、模倣
品摘発に係わる特別キャンペーンを実施し、大きな成果が得ら
れたことは、高く評価できる。このキャンペーンの根底には、
模倣品の存在が公正な市場秩序を乱し、企業の競争力やイノ
ベーションへの意欲を阻害するとの認識がある。国務院が模倣
品対策に関する長期的なメカニズムを設ける等、中国中央政府
が模倣品対策に取り組む姿勢は今後とも変わりはないと考え
る。しかしその一方で、巧妙化・分業化する模倣品、インター
ネット上で販売される模倣品といった困難な課題が顕在化して
おり、権利者の高負荷（費用、人的）の状況もまた当面変わら
ない。

中国の知的財産制度等は上記のとおりダイナミックに変化
している。そのような中、中国の知的財産制度・運用が諸外国
のそれと更に調和し、企業間で公平・公正に競争できる環境の
構築が、中国企業・日本企業のいずれにとっても好ましいと考
えられる。しかしながら、こうした観点からは、中国の知的財
産制度について下記の課題がある。

公正・公平な知的財産権保護
①-研究開発投資に見合った適切な保護には、特許請求の範
囲・明細書による権利範囲の適切な認定が必要となるとこ
ろ、例えば、技術標準に係る特許では、出願時と技術標準
認定時とで用語が異なることも多く、結果として市場の変
化に応じた適切な補正が必要となっている。日本などの諸
外国では、一定の要件を満たすことを前提に当初の文言ど
おりでない補正も認められているが、中国の実務では、補
正審査が厳格に運用され、出願当初の文言以外は容認され
ない傾向がある。

②-審査段階においては、権利範囲を実施例に限定させる傾向が
強く、上位概念による基本特許の取得が難しいため、後発製
品に対する競争力を維持できない。また特許無効審判におい
ても請求項の削除等、限定的にしか訂正が認められない。

③-技術輸出入管理条例に基づき、ライセンサーに対して技術
の完全性や知的財産権侵害が存在しないことを保証させる
等、過大な義務を負わせている。ライセンサーが技術移転
による利益よりも当該条例によるリスクの方が大きいと判
断した場合、技術移転そのものを躊躇することになり、中
国現地企業もまたビジネスチャンスを失うことになる。

④-中国では、雇用の流動性が高いこと等を理由として、営業
秘密漏えいに関する事件が多数発生しており、営業秘密の
漏えいが生じた蓋然性が高い状況が生じたとしても、その
立証が難しい。

模倣行為の排除
①-日系企業は、行政ルート・司法ルートを活用し、模倣業者
に対する摘発に取り組んでおり、デッドコピー等の単純な
模倣被害は減少しているが、処罰を回避するために模倣行
為が巧妙化・複雑化しているように感じられる。また、行
政ルートによる摘発は積極的に行われているものの、侵害
行為に比して行政による制裁が十分でないため、模倣行為
を意図的に繰り返す者も存在しており、巧妙・悪質な模倣
業者の抑止には、制裁の強化が最も効果的と考えられる。
こうした現状において、刑事移送が難しい、処罰情報の共
有が地域・機関間でなされていない、再犯者及び情状が重

第６章
知的財産権保護の現状と問題点
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い場合の認定に関するガイドラインが完全には整備されて
いない、といった課題がある。

②-インターネットを介した模倣品販売に対処するためには、
インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）全体による
迅速な模倣品販売サイトの削除要請対応、模倣品販売サイ
トの再犯抑止等がなされることが必要である。

③-中国が製造拠点となり、世界各国へと模倣品が流通していく
事例が報告されており、日本国税関の統計によると、日本に
輸入されようとした模倣品のうち、90％は中国を仕出し国と
する（財務省「平成22年の税関における知的財産侵害物品の
差止状況」）。依然として中国から世界へ輸出される模倣品
は多く、水際での更なる取り締まりが必要とされる。

④-他社の商標を勝手に自社の商号として企業名登録申請を行
い、市場で使用することにより市場の誤認や混同を引き起
こす不正行為（いわゆる「傍名牌」）は依然として存在し
ている。また、他人の馳名商標を用いた企業名称を強制的
に抹消・改変する権限も行政機関・司法機関には付与され
ていない。また、模倣業者のネットワークを解明するため
には、摘発時の模倣業者への尋問等により上流・下流業者
を突き止めることが有効と考えられるが、行政機関の権限
ではそうした対応に限界がある。

法執行の透明性・統一性向上、 
手続き円滑化の促進
①-国家知識産権局・商標評審委員会の審決及び人民法院の判
決は、必ずしもすべてが公開されているわけではない。商
標出願書類の閲覧についても、利害関係人のみに限定して
いる等、行政・司法手続きの透明度向上が必要である。

②-行政・司法の判断が、担当者・合議体や地域によって異な
るケースも少なくない。そのため、争ってみなければ如何
なる判断が下されるのか分からず、紛争解決に対する予見
性が低い。

③-行政・司法の双方ともに、短期間での応答を求められる
等、自己の主張を十分に答弁する機会が不足している。特
に外国企業・個人は、現行の応答期間では行政・司法に
対して十分な説明資料を準備できない。特許権侵害訴訟等
では特許技術の正確な理解が不可欠であるが、技術の高度
化・複雑化に伴い、裁判官による技術の理解が難しくなっ
ている。司法鑑定機関も活用されているが、裁判官自身が
技術的事項を十分に理解できるよう、例えば調査員を人民
法院に配置する等の支援が必要である。

④-実用新案・意匠制度は、無審査登録であるにもかかわらず
当該権利が無効となった場合にも損害賠償責任を問われな

い等、権利行使に対するハードルが低い。専利出願の増加
傾向に伴い、公知技術・公知意匠が実用新案・意匠として
出願されるケースも増えると考えられ、権利の濫用に相当
するようなケースの発生が懸念される。実用新案権・意匠
権に対する評価書の請求が利害関係者のみに限定されてい
ることも、権利濫用を促す原因の一つである。また、権利
行使に対するハードルの低さはパテント・トロールの出現
を促すことにもなりかねない。

⑤-技術ライセンス関連制度の運用面では、例えば、締結した技
術ライセンス契約を行政機関に登記する際、本来行政機関に
は契約条件の内容審査をする権限は存在しないが、行政機関
が契約条件（例えばライセンス料率等）に異議を提示し登記
を受け付けない等の関与を行うケースが発生している。

＜建議＞
知的財産制度において、公平・公正に競争できる環
境を構築するためには、上記課題の解決が必要であ
る。なお、これら課題の解決は、中国政府が目指す
イノベーション型国家の建設にも重要である。

（１）研究開発成果・ブランドの適切な保護
①-特許審査の迅速化・的確化
中国特許出願の審査期間は、近年急速に短縮されて
いるが、権利の適正な保護のためには、期間の更な
る短縮、審査の質の維持が課題となるところ、日中
特許審査ハイウェイ（日中PPH）の速やかな正式合
意や、日中PPHに限らず、早期審査の対象の拡大を
していただきたい。

このように、両国審査当局の審査の効率化を図り、迅
速な権利化を実現することは、中国政府の方針に合致
するとともに、出願人側の資料作成負担の軽減にもつ
ながる等、双方に大きなメリットが期待できる。

②-情報提供制度（商標法）
権利の安定性を高めることは、権利者自身にとって
も有益であることから、商標法等において第三者に
よる情報提供制度を導入していただきたい。

③-外国語出願の容認
中国語への誤訳を原因として、権利取得や権利行使
ができない事例も存在するため、英語出願など、外
国語での出願を認めていただきたい。

英語出願は日本を含む諸外国でも認められ、権利の
安定性の面から好ましい制度であり、後の翻訳文提
出により、審査における負担の増加も軽微と考えら
れる。
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④-意匠制度の見直し
消費者が商品を購入する上で、品質に加えてデザイ
ンも重要な要素であり、本来ならば無効となる意匠
に権利を付与することは好ましくないが、中国意匠
制度では、意匠は無審査で登録される。このため、
意匠出願について、新規性及び創作容易性に関する
実体審査の導入や、実体審査の導入を前提とした部
分意匠制度の導入を検討していただきたい。

これらの課題を解決することは、中国の目指すイノ
ベーション型国家の構築に積極的に作用するととも
に、関連手続の透明性を向上させ、結果的に企業の
知財実務円滑化にも資すると考えられる。

⑤-先使用権適用範囲の緩和
第三者に広く公開される特許出願ではなく、営業秘
密としての保護を選択する企業も多い。しかしなが
ら、現在の先使用権は、使用を証明できた時点の製
造能力の範囲内でしか認められず、その後に拡大し
た製造範囲は先使用権が認められない。例えば、日
本では「目的の範囲内」であればよく、その時の実
施形式だけでなく同一性を失わない範囲内において
変更した実施形式でもよい。そこで、先使用権とし
て実施が許容される範囲を拡大していただきたい。

先使用権の範囲拡大は、適正な企業活動の円滑化に
資するとともに、権利濫用の阻止にも効果的と考え
られる。

⑥-適切な商標審査
中国の商標制度では、中国内で影響力のない未登録
商標は、原則として他人による悪意の出願を排除で
きない。一方、情報通信の発展により、外国の著名
商標等に関する情報を即時に入手できるため、他人
の商標が中国で出願されていないことを奇貨とし
て、悪意で出願する者が存在している。そのため、
第三者による悪意の商標から保護するため、中国本
土での影響力に加え、外国での著名性、商標標識の
顕著性、地域ブランドを考慮した審査を行っていた
だきたい。また、商標審査を行う場合には、異なる
商品役務区分の馳名商標を含め、商標の類否判断を
行っていただきたい。

馳名商標の審査に関しては、「馳名商標の認定と
保護に関する規定」（国家工商行政管理総局令第5
号）によれば「商標が馳名であることを証明するそ
の他の証拠資料」を提出することができるところ、
中国人によるホームページの閲覧数やインターネッ
トを介して購入した販売数、中国業界団体との交流
実績等、通常とは異なる資料を提出した場合であっ
ても却下することなく、受理した上で審理の対象に
していただきたい。

こうした国際ブランドの振興は、中国政府の目指す
「国際的に著名なブランドの育成」にも合致するも
のと考えられる。

（２）模倣行為の排除
①-摘発情報の共有
再犯行為を抑止するためには、当該行為が再犯であ
ることを確認できなければならない。そのためには
「再犯」に該当する行為の統一化を図り、中央及び
地方を含む工商行政管理局、質量技術監督局、海
関、公安間における処罰情報の共有化が必要であ
る。また抑止効果を高めるためにも、行政機関及び
公安との間で刑事移送の一層の円滑化をお願いした
い。また、中国海関が所有する情報を権利者に提供
する等、権利者との連携を一層密にしていただきた
い。さらに、インターネットを介した模倣品販売等
に対応するため、中国のISPに対して、国外のISPと
連携し、同様の対策を講じるよう働きかけていただ
きたい。

②-違法経営額の算定
模倣業者の違法経営額を適切に評価するため、模倣
品の価格を認定する手続きを明確にし、統一的な運
用をはかっていただきたい。

③-違法看板への対応
模倣品の販売店舗には、権利者の商標を許可なく掲
示した看板が立てられている。消費者保護の観点か
らも、その速やかな撤去をしていただきたい。

④-形態模倣の禁止
第三者の商品の形態模倣を放置すると、商品開発等
への意欲が阻害されることから、こうしたデッドコ
ピーを迅速に排除するため、意匠登録の有無とは関
係なく、形態模倣を禁止していただきたい。

（３）適切な権利活用
①-評価報告書の提出義務
無審査登録の実用新案権については、評価報告書の
提出を義務付ける等、権利行使に一定の制限を課し
ていただきたい。

②-情報公開の促進
国家知識産権局・商標評審委員会の審決及び人民法
院の判決の公開を促進していただきたい。また、営
業秘密情報を除き、誰でも審査資料、裁判資料の閲
覧を可能とする制度を設けていただきたい。

③-技術ライセンス関連制度・運用の是正
技術輸出入管理条例におけるライセンサーの過大な
義務や、運用面での行政機関の関与を是正していた
だきたい。
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中国では、急速な経済発展に伴い環境問題がます
ます顕在化している。これに対し、中国政府は環境
保全への取り組みを非常に重視しており、経済発展
モデルを転換していくうえでの重要な手段であるば
かりでなく、エコ社会を創出するための基本政策と
して位置付けている。

「第11次五カ年計画」（2006年～2010年）（以
下、「十一五計画」）以来、中国は省エネ・環境保
全関連の事業に積極的に取り組み、大きな成果を上
げてきたが、環境が全体的に悪化傾向にある現状は
依然として改善できておらず、環境保全対策を更に
強化することが急務となっている。

中国政府による省エネ・ 
環境問題に対する取組状況
「十一五計画」目標の達成状況

表1 ：「十一五計画」省エネ・ 
　　　環境保全関連目標値とその達成状況

項目 2005年 目標値 2010年 達成値
目標-
達成の-
可否

拘束性
指標

全国国内-
総生産(GDP)-
1万元(単位
GDP)当たり
のエネルギー-
消費量(トン)

1.22 20%-
削減 0.99 19.10% ほぼ-達成

二酸化硫黄-
(万トン) 2549.4 10%-

削減 2185.1 14.29% 達成

化学的酸素-
要求量(COD)-
(万トン)

1414.2 10%-
削減 1238.1 12.45% 達成

その他
の関連
指標

全国市級-
都市の-
汚水処理率

52% 70%-
以上 72% -- 達成

全国都市-
生活ゴミの-
無害化処理率

-- 60%-
以上 72.91% -- 達成

2011年、中国政府は2010年現在の省エネ・環境
分野「十一五計画」の達成状況を発表した。中国政
府が2006年の｢計画｣初期に提示した省エネ・排出削
減の主な拘束性指標は概ね達成された。対2005年比

で化学的酸素要求量（COD）の総排出量は12.45％
減、二酸化硫黄は14.29％減と、超過達成している。
汚染防除施設も急速に充実し、設市都市（訳注：中
国の行政区画の一つ）の汚水処理率は2005年の52％
から72％に上昇し、脱硫装置のある火力発電所の比
率も12％から82.6％まで上昇した。

その一方で国内には、重点水域における水質改善
の遅れ、湖（ダム）の富栄養化、酸性雨被害、自動
車の排気ガスによる大気汚染、環境汚染事故等多く
の課題が残されている。2011年には北京などの大
都市で、｢霾（もや）｣に覆われる日が頻発したこと
から、有害微小物質「PM2.5」基準値の設定が社会
の注目を集めており、新しく制定される｢環境空気
整備基準｣にPM2.5関連の指標が盛り込まれること
になっている。

省エネ・環境産業の政策・市場の現状
「第12次五カ年計画」関連政策の制定及び公布

2011 年は中国 ｢第 12次五カ年計画（2011 年～
2015 年）( 以下「十二五計画」)｣ の初年度であっ
た。2011 年 3 月、中国政府は ｢中華人民共和国国
民経済社会発展「十二五計画」要綱｣ を公布し、省
エネ・環境分野における「十二五計画」期間の全体
目標を提示した。また、9月と 12月に ｢「十二五計
画」省エネ・排出削減総合事業プラン｣、｢国家環境
保全「十二五計画」｣ などの一連の重要政策及び計
画を相次いで公布し、「十二五計画」期間の省エネ・
環境分野における政策・目標体系が整った。

第７章
省エネ・環境産業・市場の現状と問題点
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表2 ：「第12次五カ年計画」主要指標体系

指標

「第12次五カ年計画」目標

2010
年

2015
年

累計増加
率/減少率
（％）

非化石エネルギーの-
一次エネルギー消費に-
占める比率（％）

8.3 11.4 3.1

単位GDP当たりの-
エネルギー消費量の-

削減率(％)
- - 16

単位GDP当たりの-
二酸化炭素排出量の-

削減率(％)
- - 17

主要汚染物質-
排出量の削減率（％）

二酸化硫黄 - - 8
COD - - 8

アンモニア-
態窒素 - - 10

窒素酸化物 - - 10

森林の増加

森林蓄積量-
（億㎥） 137 143 6

森林カバー-
率（％） 20.36 21.66 1.3

耕地保有量（億ムー） 18.18 18.18 0
単位工業増加値-
当たりの水使用量の-
削減率（％）

- - 30

出所：｢中華人民共和国国民経済社会発展第12次五カ年計画要綱｣

市場の現状

これから発表となる「省エネ環境保全産業
"十二五"発展計画」に関する報道によると、
「十二五計画」期間における省エネ・環境業界全
体の総生産値は4.5兆元、GDPに占める割合は2％前
後、生産値の年間伸び率は15％以上になると見られ
ている。そのうち、環境設備及び環境サービス分野
はそれぞれ5,000億元の市場規模に達する見込みで
ある。

投資額は引き続き増加

近年、中国の環境分野への投資額は継続的に増加
している。2009年は世界金融危機の影響で投資の
伸びが鈍化したが、2010年は各級政府が環境イン
フラ分野への投資を強化したこともあり、投資額は
対2009年比で47％増と急成長を見せている。

図1 ：2006年～2010年の中国環境投資額の推移
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出所：中国環境統計年鑑2011（年）

外資系企業の省エネ・環境分野での発展を奨励

現在、欧米や日本などの外資系企業は中国の省
エネ・環境分野で一定の市場シェアを獲得してい
るが、海外から導入した先端技術装備と管理モデ
ルは、中国の省エネ・環境産業の発展にとってプ
ラスとなる。2011年12月に国家発展改革委員会と
商務部が共同で発表した｢外資系企業産業指導目録
｣（2011年改訂版）には、省エネ・環境、新エネル
ギー、新エネルギー車などの戦略的新興産業が外資
系企業向けの投資奨励分野として盛り込まれた。

具体的問題点・課題
政策・法律解釈等の不透明性

中国政府は基本的に省エネ・環境関連政策・法律
を公表しているものの、関連実施細則の整備や解釈
の明確化は依然として進んでいない。また、これら
に関する政府内の担当窓口が定まっていないことも
問題となっており、特に規制の問い合わせ窓口の明
確化が求められる。

関連業界への情報公開が不十分

政府による計画・立法・政策の策定における外資系
企業を含む関連業界への情報公開が不十分である。例
えば、現在の排気ガス規制は、導入する技術レベルに
市場の燃料レベルが合っていない（燃料が粗悪なケー
スが多い）。そのため、規制に対し真摯に対応する生
産メーカーは排気レベルを保証するためのコストアッ
プを強いられているという問題も発生している。

省エネ・汚染物排出削減目標への 
政府による対応手法

「十一五計画」より、中国政府は省エネ・汚染
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物排出削減目標を揚げている。2010年はこの計画
最後の年となったことから、一律的、かつ強制的な
行政手法行使が取られたことも問題になった。具体
的には、これら目標達成のために工場への電気供給
制限が突然一律、かつ、強制的に課せられ、工場の
稼動の低下や停止を余儀なくさせられる状況が発生
した。目標達成には、日本の震災後対応のような官
民を挙げた省エネ活動が計画的に行われるべきであ
る。夏季に電力供給が突然停止される問題も、生産
活動への影響が甚大であり、同様に計画的行うこと
で安定供給を実現すべきである。

ラベル制度における法規制、 
標準の多様化による弊害

現在の省エネ・環境関連ラベル制度は、複数の法
規制、標準に関係している。これにより、一つの製
品、消耗品の本体・外装に種類の異なるラベルをい
くつも貼付、印刷しなければならず、一つの生産工
場でいくつもの監査対応が必要となり、非効率、か
つコストアップになるため企業競争力の低下をもた
らしている。

中国市場への参入における問題点

中国の省エネ・環境関連プロジェクトには、多様な
形態があることやプロジェクトの入札関連情報の入手
が困難なことが外資系企業の参入を困難している。ま
た日本の先進技術を有する省エネ・環境製品やプラン
ト設備を現地で生産するための法人設立に必要となる
資格取得の審査は厳しく時間がかかる。そして中国企
業と外資系企業との連携では、知的財産権保護に関す
る問題がよく取り上げられており、政府による対応が
急務となっている。

電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版RoHS）

2006年2月28日、情報産業部（現・工業情報化
部）は、関係省庁と共同で制定した「電子情報製品
汚染制御管理弁法」（情報産業部39号部令）を公
布した。同弁法は2007年3月1日から施行され、第
１ステップとして、①電子情報製品の設計及び生産
時に無毒・無害あるいは毒性や害の少ないもの等の
採用、②中国市場に投入される電子情報産品につい
て、製品上あるいは説明書に環境保護使用期限、有
害有毒物質の名称、含有量等を注記させる規制を実
施している。さらに第2ステップとして、電子情報
産品汚染制御重点管理目録に指定された産品は6種
類の有毒産品の使用を禁止あるいは制限され、中国
強制認証制度（3C認証制度）の対象として管理する
ことが規定されている。

2009年10月9日、工業情報化部は携帯電話、電
話機、プリンタの3製品を対象とした「第１期電子
情報製品汚染制御重点管理目録（意見募集稿）」を
公表したが、第1期重点管理目録の公布、3C認証制
度の対象品目とすることは政府部内の調整により延
期されている。

また2010年7月16日、同部は規制製品の適用範
囲を電気製品にまで拡大した「電子・電気製品汚染
制御管理弁法（意見募集稿）」を公表した。こうし
た新しい規制導入に対して、中国日本商会は意見書
を提出したが、現時点においても新たな弁法は制定
されていない。

さらに同部は、2010年5月18日に「国家統一推
進電子情報製品汚染制御自発的認証に関する実施意
見」、2011年8月25日には「国家統一推進電子情
報製品汚染制御自発的認証実施規則、製品目録及び
例外要求」を公布し、コンピュータ、プリンタ、
テレビ、携帯電話の完成品、部品、材料を対象とし
た自主認証制度を制定したが、この認証制度は法律
上、強制なのか任意なのか分かりづらいものとなっ
ている。

廃棄電器電子製品回収処理管理条例 
（中国版WEEE）

2009年2月25日、環境保護部、国家発展改革委
員会、工業情報化部、商務部、財政部など9省庁が
共同で制定した「廃棄電器電子製品回収処理管理条
例」（国務院令第551号）が公布された。

同条例は、2010年9月8日に「廃棄電器電子製品
処理目録(第1次)」がようやく公布され、対象製品が
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコンの5
品目に確定し、2011年1月1日から施行されている
が、政府専用基金や回収事業者の管理など制度の根
幹となる関連法規の整備が遅れるなど、本格的な実
施には至っていない。

＜建議＞
①-省エネ・環境関連政策・法律の関連実施細則
の整備や解釈の明確化、規制に関する問い
合わせ窓口の明確化を要望する。また、併せ
て規制等を遵守しない企業に対する取り締
まりの強化と罰則強化の徹底を要望する。

②-計画・法律・政策の策定における外資企業
を含む関連業界への情報公開の強化を要望
する。
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③-省エネ・汚染物排出削減目標の対応に当
たっては、より広い視野に立った総合的、
合理的な手法による対応をお願いしたい。
例えば、省エネ・環境改善のための改造・
設備更新には費用がかかり回収期間も長
い。このような取り組みを行う企業に対す
る税金優遇政策入などの支援を要望する。

④-省エネ・環境関連ラベル制度における認
証、試験、ラベル貼付等に時間やコストが
掛かる関連法規・標準の効率化を要望す
る。例えば「環境配慮製品」として、一つ
の省エネラベルに統合すること及び多地域
間の相互認証を認めることで認証業務、工
場監査、製品検査などの対応を合理化する
ことを要望する。

⑤-中国企業と外資企業の連携を推進するた
め、知的財産権保護に関する政策の改善を
要望する。

⑥-外資系企業が現地生産や法人設立を行うため
に必要となる資格取得の審査基準を緩和し、
かつ迅速に行うことを要望する。

⑦-電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版
RoHS）

・-新たな管理弁法の検討・制定に際しては、
現在の制度設計全体が分かりづらいものと
なっていることを十分に認識し、今後とも
外資系企業に対する十分な説明、手続きの
透明性、公正性を確保するとともに、引き
続き日本の産業界の意見に耳を傾けること
を要望する。また新たに対象となる製品に
ついては、含有物質の名称、含有量等の標
識を明示するとされているので、表示義務
への対応等を考慮し十分な猶予期間を設定
するよう要望する。

・-国家が推進する電子情報製品汚染制御自発
的認証制度については、この制度が法律
上、強制なのか任意なのかを明確にすると
ともに、認証手続きは費用と時間がかかる
ため、申請する窓口や分析機関などの詳細
な情報を中国国内外の製造業者に対して平
等に提供するよう要望する。また、製造業
者に中国RoHS適合宣言を行わせる欧州CE
マークと同様の自己宣言による認証制度を
導入すれば、認証機関に集中する申請や製
造業者の認証手続きにかかる負担が減るこ

とから、この制度の導入を強く要望する。

⑧-廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国
版WEEE）

・-中国版WEEEは2011年1月に条例が施行さ
れたが、リサイクル基金の管理に関する弁
法の公布・施行が遅れているので、十分な
経過期間を設けた上で早急に公布・施行す
べきである。また基金管理制度の運用に当
たっては、生産者または管理者からの基金
の徴収については公平性を確保するよう、
また基金の管理については透明性・合理性
を確保することを要望する。さらに中国政
府は本制度の検討に際して、中国版RoHS
などの関連制度との整合性や連携を図り総
合的に円滑な制度の執行に努めることを要
望する。

・-中国政府は本制度の適正かつ円滑な執行を
促すために、消費者の製品廃棄に関する義務
や廃製品の回収のインセンティブを高める
制度についても検討することを要望する。
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技術標準・認証の現状
中国の技術標準・認証に係る動向

2011年12月、国家標準化管理委員会から「標準
化事業発展第12次五カ年計画」が発表された。本計
画は、第12次五カ年計画中の標準化事業の重要な根
拠となるものである。

同計画の冒頭で第11次5カ年期間中の標準化活動
について回顧されているように、一一五期間中の中
国の標準化に対する活動は大変活発であり、多くの
成果が出ている。

以下に主な成果を示す。

　・承認・発表された国家標準：15,117件

　・国家標準の平均年数：10.2年から5年に短縮

　・制定・修訂周期：平均4.5年から3年に短縮

　・国家クラス標準化実証プロジェクト：3,519件

　・ＩＳＯ常任理事国入り

　・一一五末の国家標準：26,940件

　・一一五末の登録業界標準：44,143件

　・一一五末の登録地方標準：19,214件

また、現在さまざまな業界において業種別の標準化
一二五発展計画が作成中、或いは公表されている。同
様に、各地方政府においても地方別の標準化一二五計
画が作成中、或いは公表されている。

2011年7月8日、国家標準化管理委員会の主催で
セミナーが開催され、2009年から2011年までの３
年間で実施した標準化体系整備プロジェクの成果に
ついて総括した。総括内容は下記の通り。

・3年間で、基本的第1産業、第2産業、第3産業と
社会事業をカバーする国家標準体系を構築

・戦略的新興産業の重点分野の確定と関連標準の開
発プロジェクトについて提案

・標準化技術委員会体系を最適化

・国際標準化のフォローアップ及び促進メカニズム

の構築と改善

・標準化体系構築のための保障体系の構築と改善

・「国家標準化体系構築プロジェクトＷｅｂサイ
ト」の開通

・「国家標準化体系構築プロジェクトデーター記入
システム」の開発と関連する訓練の組織化

さらに2012年2月、国務院の14の部・委員会が
共同で「品質発展綱要(2011-2020)」を制定した。
本綱要は中国の品質管理向上に係る中期的な方針を
示すものであるが、今回の綱要では企業の品質管理
の能力向上、責任が強調されている点が一つの特徴
となっている。

こうした進展が見られる一方で、2011年に公布
すると見られていた改正標準化法は、2012年3月末
時点で未だ公布されていない。引き続き、標準化を
巡るさまざまな矛盾や問題は残っており、同計画に
おいても、更なる標準化体制整備の必要性が指摘さ
れているところである。

標準化事業発展第12次五カ年計画の概要
指導思想と発展目標
同計画は、「システム的管理」、「重点的突

破」、「全面的な向上」の基本的考え方に基づき、
以下の発展目標を掲げている。なお、④の目標の中
では、掲げられていたＩＥＣ常任理事国入りは、
2011年10月に既に達成されている。

①-標準体系の更なる完備及び重点分野での重要標準
の作成

②-標準品質レベルの著しい向上

③-標準実施効果の著しい増加

④-国際標準化活動への参画の新たな突破

⑤標準化発展の堅実な基礎固め

重点分野の標準化
同計画では、重点的な標準化が推進されることと

第８章
技術標準・認証の現状と問題点
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なっているが、個別12次五カ年計画の根幹となる
「国民経済・社会発展第12次五カ年計画」の重点を
踏まえ、農業、サービス業、エネルギー資源環境分
野、戦略的新興産業、社会管理と公共サービスなど
について、標準の制定・改正数及び標準化実証プロ
ジェクト数や、分野毎の重点項目、体系化など、大変
意欲的な目標が設定されている。

国際標準化活動への積極的な参画
同計画では、第11次五カ年計画に引き続き、国際

標準化活動への積極的参画が求められており、国際
標準化活動参画体制を整備し、国際標準化活動の範
囲を拡大し、国際標準化機関の重要ポストや各技術
委員会の幹事ポストへの就任など、より実質的な国
際標準化への参画を進めることとされている。また
相互承認の推進、中国国家標準の外国語への翻訳な
ど、密接な貿易関係にある国・地域との提携を進め
ることとされている。なお、今次計画は、第11次五
カ年計画のようなポストについての数値目標や国際
標準導入率に関する数値目標は掲げられていない。

標準化体制の改革
標準化体制について、極めて意欲的な取り組み

を進めることとされている。例えば、強制標準評価
委員会の設置、重要強制標準公聴制度の検討など、
強制標準の制定管理制度を整備することとされてい
る。また標準化における企業、企業連盟或いは産学
連携の重要性を強調し、自主革新技術を利用した標
準の作成に取り組むこととされている。さらに複数
の技術委員会間の調整を行うグループの設置や、技
術委員会間の連絡員派遣制度、技術委員会の考察評
価指標体系の整備、標準実施効果評価指標体系と評
価モデルの構築など、標準化に関わるさまざまな矛
盾や困難を解決するための取り組みが進められるこ
ととされている。これら以外にも標準化情報プラッ
トフォームの整備、標準化管理部門公式サイトの活
用のほか、標準化管理部門と産業界、消費者などの
ステークフォルダーとの調整・コミュニケーション
を強化することとされている。

標準化基礎能力と発展環境の建設強化
「国家標準化戦略要綱」の公表、標準化法改正な

ど、標準化政策法規の体系整備が行われる他、標準化
と科学技術との密接化、中央・地方の標準化機構の

サービスレベルの向上、標準化に係る情報サービス体
制の構築、標準化科学研究機構や学会の設置、標準化
人材育成の強化が進められることとされている。

標準化第12次五カ年計画への期待
同計画に盛り込まれている各種取り組みは、日

本よりも進んでいると見受けられる取り組みも含ま
れており、かなり意欲的なものである。このような
取り組みが実際に進めば、本白書での日本産業界の
建議項目のいくつかが改善に向かうことが期待され
る。是非とも、早期かつ着実に取り組みを進めても
らいたいところである。特に法律の曖昧さなどが本
白書での指摘の大きな要因となっていると思われる
ことから、標準化法の改正を含む、法体系の整備及
び運用の適正化は急務であると思われる。

他方、同計画への懸念もある。特に同計画の内
容があまりにも標準を作ることに偏っているのでは
ないかという点である。例えば、標準は技術進歩を
阻害する場合があるので、むやみに作ればよいとい
うものではない。標準を作る場合でも、技術進歩を
促すためには、性能標準を採用することや技術評価
手法の標準化などを進める必要がある。また標準制
定・改訂数の目標が掲げられているが、数の目標を
達成しようとするあまり、標準の制定・改正をする
こと自体が目的となってしまい、必ずしも必要のな
い標準を制定したり、むやみに標準を分割したりす
るなど、却って標準間の重複や矛盾を助長すること
なども懸念される。

特許に係る国家標準の制定及び 
改定についての管理規定
2009年11月2日、中国国家管理標準化委員会は

「特許に係る国家標準の制定及び改定についての管
理規定（暫定施行）（意見募集稿）」を公表した。

この管理規定案は、国家標準の特許に係る問題の
適切な処理、国家標準の制定及び改定過程における
特許に対する措置の規範化、自主創新の奨励等を目
的として起草したと説明されている。同管理規定案
では強制国家標準が確実に特許に係る必要がある場
合、「特許権者から無料使用の許諾を得る」として
いる点や「強制許諾を与える」としている点など、
特許権者が保有する特許権の効力を実質的に著しく
低減する条項が散見され、言葉の定義や手続きが曖
昧な点があるなど多くの問題を内包している。この
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ため中国日本商会をはじめとする多くの日本の関係
団体が、こうした問題の改善を求め意見募集稿に対
し意見書を提出した。

同管理規定案の改定案が提示されない中で、
2010年1月21日、中国標準化研究院が「国家標準
の特許に係る処置規則」（意見募集稿）を公表し
た。この処置規則案は上述の管理規定案の第17条に
規定された下位規定である管理標準に該当する。中
国日本商会及び電子情報技術産業協会(JEITA)等の日
本の関係団体はこの意見募集稿に対しても意見書を
提出している。

中国強制認証（CCC）制度へのＩＴ 
セキュリティ製品の追加(CC-IS認証制度)
2007年8月、中国政府は13品目のITセキュリ

ティ製品を2009年5月より中国強制認証制度(CCC
制度)の対象とするとしてWTO／TBT委員会に通報
した。

ITセキュリティ製品については、国際標準に基づく
任意かつ相互承認という枠組みが確立されており、こ
のような国際動向に反した独自の規格による標準規格
による強制認証制度は貿易の阻害要因となること、ま
た認証の過程でのソースコードの開示等により重要技
術に係る知的財産や営業秘密が流出しかねないことな
どの懸念があることから、日本のみならず米欧など主
要国の政府及び産業界から強い懸念の表明と措置の撤
回が求められてきた。

2009年4月29日、こうした主要国の強い要請を
背景に、中国政府はCCC制度の運用に関し、対象
を政府調達に限定し、当初の予定を1年間延期し、
2010年5月1日から実施することを発表した。さら
に日本からの働きかけに対し、2010年3月、中国政
府は政府調達の範囲に国有企業が含まれないことを
示す文書を日本政府に提示した。これにより日本産
業界のビジネス面での直接的な影響は相当程度緩和
された。

2010年5月1日よりCC-IS認証制度が開始されてい
るが、これまでのところ多数の中国企業がCC-IS認証
を取得しているものの、日本企業をはじめとする先
進各国の企業は認証を取得していない。

中国にはCC-IS制度以外にも、商用暗号管理条例や
情報セキュリティ等級保護管理弁法(MLPS)といった
情報セキュリティ製品に関する規制がある。商用暗
号管理条例は1999年に導入された規制であり、海外
で生産された暗号化製品の中国への持ち込み及び使

用について申請・許可が必要となるものである。現
在の対象製品は暗号化、解読化の操作を中心とする
機能の専用機器及びソフトにのみ限られている。

なお、国家暗号管理局は商用暗号管理条例を
2011年に改正することについて声明を発出した
が、現時点でも条例改正は行われていない。

情報セキュリティ等級保護管理弁法(MLPS)は、
2007年6月に公安部等4部門により公布された規制
であり、情報インフラをその重要度に応じてレベル1
から5に分類し、そのレベルに応じて厳しいセキュリ
ティ上の要件を課す制度である。レベル3以上では、
中国で法人格を有する企業の製品であること、基幹
技術または主要部品に中国の知的財産権を有するこ
とが要件とされており、実質的に外国製品の参入を
禁止するものとなっている。

＜建議＞
①-原則として国際標準に準拠した標準を採
用すべきである。またISO、IECだけでな
く、国連1958協定（自動車基準認証国際
協定）などの国際協定に積極的に加盟して
いくべきである。

②-過度にスペックを詳細化した標準の策定は
避けるべきである。行き過ぎた標準の策定
は、自由な競争や技術の進歩を阻害しかね
ない。これは中国が目指す創新国家の方向
性にも反している。

③-一部の標準において、現実には実現し得な
い試験条件の設定や、目標値や理想値のよ
うな高い数値設定が見受けられるため、標
準の策定においては、実際の技術の発展状
況を踏まえ、企業や消費者との冷静な対話
の下、進めていただきたい。

④-標準の適用範囲の曖昧さ、標準間の重複・矛
盾などを回避すべきである。例えば、同一機
器について異なる業界で検討された複数の
標準が併存するだけでなく、標準間の矛盾が
存在するとの指摘がある。

⑤-標準の公布日から実施日まで、十分な猶予期
間を取るべきである。特に強制標準について
は、実施日までの猶予期間について１年乃至
２年を確保してもらいたい。また、猶予期間
の起算日は、公に誰もが入手可能となった日
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としてもらいたい。

⑥-標準化活動への外国企業の参加のハードルを
低くし、日本企業がより参加しやすい環境整
備に努めていただきたい。新規分野などにつ
いて、標準策定部門の早期明確化、提案窓口
一本化に努めていただきたい。

⑦-国家標準の解釈や運用による混乱を招かぬ
よう、標準と現場の運用の乖離をなくし、
国と地方の連携の強化や役割分担の明確化
を図ってもらいたい。

⑧-認証、試験等に係る費用低減及び手続透明
化を図るため、制度及び手続の簡素化、審
査のスピードアップ、判断基準の明確化、
担当による判断の統一、標準の統廃合など
に努めていただきたい。

⑨-抜き取り検査や認証の現場において、遵守義
務のない推奨基準が強制基準と同等に扱われ
ることがないようにしていただきたい。

⑩-消費者協会などが独自に抜き取り検査を行
い、企業側に何ら弁明の機会を与えられるこ
となく、その結果をメディアで一方的に公表
するような行為はやめてもらいたい。

⑪-認証等の実施に当たって、企業に影響を及ぼ
す規定や内部書簡は、会議の開催を通じて内
容を伝えるだけではなく、正式にホームペー
ジ上に即時に公布していただきたい。

⑫-自動車の認可管理など、CCCと類似する検査
制度、認証制度等との間で、重複の排除或い
は制度の一本化を図るべきである。

⑬-「特許に係る国家標準の制定及び改定につ
いての管理規定（暫定施行）」及び「国家
標準の特許に係る処置規則」に関し、中国
国家標準管理委員会は、日本の産業界の意
見に耳を傾け、国家標準の制改定において
特許権者の権利に十分配慮するとともに、
手続の簡素化、判断基準の明確化を図るべ
きである。

⑭-2010年5月施行のITセキュリティ製品13
品目に対する中国強制認証(CCC)制度に関
し、国有企業が制度の対象外であることが
明確化されたことは一定の評価ができる
が、実際の運用において対象機関が拡大し

ないよう、強く要望する。

同制度施行後、日本企業が申請すら行って
いないことに表れているとおり、外国製品
排除制度であるとの認識は依然継続してい
る。中国政府は、企業がCCRA未加盟国の
試験機関等にソースコードや機密情報を提
出することはあり得ないことを十分に認識
し、早期にCCRAに加盟すべきである。日
本産業界は中国のCCRA加盟のために可能
な支援を行う用意がある。

また、今後新たな製品を制度に対象追加す
る場合は、十分に日本の産業界の意見を聞
き、実施までに産業界の懸念を払拭された
い。さらに制度の運用に当たり、日本の検
査機関が実地検査を代行できるような仕組
みを真剣に検討されたい。

⑮-商用暗号管理条例については、その運用に
際し2000年に発出した通知を尊重すると
ともに、条例改正の検討に際しては手続き
の透明性、公正性を確保し、日本の産業界
の意見に十分に耳を傾けることを強く要望
する。

⑯-MLPSについては、重要なインフラ市場に
おいて外国製品を差別的に取り扱うことの
ないよう制度・運用面での改善を強く要望
する。
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技術・イノベーションの現状
第11次五カ年計画期間中の成果

2011 年 7 月、科学技術部は「第 12 次五カ年科学
技術発展計画」を発表した。同計画は科学技術の進歩、
イノベーションによる経済成長方式の転換の加速化を
行うための重要な根拠となるものである。

同計画の冒頭で第11次五カ年計画中の技術、イ
ノベーションの動向が回顧されており、以下の点な
どを強調している。

・16の科学技術重要大型特定プロジェクトにおける
シンボリックな成果

・一一五期間中の特許ライセンス数、世界第3位

・国家科学論文総数が世界5位から2位に上昇

・論文被引用数が世界13位から8位に上昇

・国家財政の科学技術投入が年20％以上増加

・国家重点実験室が新たに156カ所建設（総数333
カ所）

・国家ハイテクパークが83カ所に（2010年）

・技術市場の取引総額が約3,900億元に（2010年）

第12次五カ年 
科学技術発展計画の概要
全体構想、発展目標

同計画ではイノベーション型国家を目指し、「成
長の駆動力としてのイノベーション」、「科学技術
の成果の生産力への転化」、「科学技術による生活
への恩恵」、「科学技術力の長期的発展」、「改革
の深化と開放拡大」を考え方の基本として、以下の
目標を掲げている。

①-研究開発への投資を大幅に引き上げる

②-オリジナルイノベーション力を明確に引き上げる

③-科学技術と経済の結びつきをより緊密にする

④-科学技術イノベーションがより生活に恩恵が及ぶ

ようにする

⑤-イノベーション基地の建設を新たな段階に引き上
げる

⑥-科学技術人材チームをより一歩充実させる

⑦科学技術イノベーションの体制を絶えず改善する

その上で、以下の具体的な数値目標を掲げている。- -
- - - - - 　　　　
　　　　　　------------------　（2010年→2015年）

　・国内総生産における-
　研究開発費の割合（％）- 1.75→2.2

　・就業者１万人当たりの-
　研究開発人材投入(人/年)- 33→43

　・国際科学論文被引用回数-
　世界ランキング（位）- 8→5

　・１万人当たりの発明特許-
　保有数（件）- - 1.7→3.3

　・研究開発者の発明特許-
　申請数（件/100人年）- 10→12

　・全国技術市場-
　契約取引総額（億元）- 3906→8000

　・ハイテク産業生産額が製造業-
　生産額に占める割合(％)- 13→18

　・国民の基本的な-
　科学リテラシー(％)- - 3.27→5

具体的取り組み

同計画においては、10前後の国家科学技術重大大
型プロジェクトを実施するほか、「国民経済・社会
発展第12次五カ年計画」の要請を踏まえ、７大戦略
的新興産業におけるイノベーションの推進が大きな
目玉となっている。また農業関連技術、キーとなる
共用技術、近代的サービス業関連技術、生活科学技
術、資源環境技術の強化など、重点分野毎に核心技
術のブレークスルーに取り組むこととされている。

第９章
技術・イノベーションの現状と問題点
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さらにイノベーション基地とプラットフォームの建
設の強化、イノベーション型科学技術人材の育成、
科学技術における国際協力の推進などが進められる
こととなっている。

中国の「自主創新」への懸念
中国は中長期計画において、技術の対外依存度を

30％以下とすることを目標とするなど、独自の知的
財産権の獲得によるイノベーション（創新）型国家
を目指している。技術力を高め、イノベーション型
国家に向けて取り組むこと自体は大変素晴らしいも
のである。　

しかし、創新型国家の中核をなす「自主創新」
の概念には新しい技術を生み出す（原始創新）のみ
ならず、技術の単なる組み合わせや、海外の技術を
導入・吸収し改変すること（再創新）も含まれてお
り、他国の研究開発成果に若干の改変を加えるだけ
で商業的な利益を得ようとしているだけではないか
との見方もされている。

2009年11月15日、中国政府（科学技術部、国家
発展改革委員会、財政部）は、「2009年の国家自
主創新製品の認定に関する通知」（文書は2009年
10月30日付）を公布した。この通知は、2006年12
月に公布・試行された「国家自主創新製品認定管理
弁法(試行)」の関連規定を基に3省庁共同で制定した
ものと説明されている。同通知では企業等からの申
請により、電気通信機器など6分野125製品につい
て、中国で自主的知財権を所有することや中国で最
初の商標登録が行われた製品であることなどを条件
に「国家自主創新製品」と認定し、政府調達の際に
優遇を行うとした。これに対し2009年12月10日、
日米欧などの34の団体は外国企業からの製品調達に
差別的な要件を課すものだとして、中国政府に対し
「当該規制を進めないよう強く求める」共同書簡を
発出した。中国日本商会をはじめ日本の5団体もこ
の共同書簡に加わった。

2010年4月10日、中国政府は「2010年国家自主
創新製品認定の展開に関する通知」案を公表し意見
募集を開始した。同通知案では2009年の通知で条
件とされていた中国での知財権所有や商標登録の有
無は除外されている。この意見募集に対し中国日本
商会は、WTO政府調達協定への早急な加盟を求め
るとともに、外国製品の排除への懸念を表明し、制
度の明確化、公平・公正化と透明化を求める意見書
を提出した。

2010年5月10日、中国政府は意見募集終了に関
する通知を公表した。同通知では中国政府は業界か
らの意見及び提案を真剣に検討し、今後新たに正式
通知を出し、その後申請受付を開始するとしてい
た。2010年11月26日、中国日本商会は財政部から
の要請に基づき、改めて国家自主創新製品認定制度
に対する意見書を提出した。

2011年6月23日、中国政府はHP上で「国家自主
創新製品認定管理弁法(試行)」の実施細則に当たる
「自主創新製品の政府購買予算管理弁法など3件の
文書の執行停止に関する通知」を公表した。さらに
2011年7月には、中国政府が「国家自主創新製品認
定管理弁法(試行)」の執行停止を決定したことを地
方政府機関に通知していたことが地方政府のHP上
で確認されている。

中央政府の方針を受けて、先行的に自主創新製品認
定制度を運用していた地方政府では、北京市、上海市
など一部の地方政府では制度や自主創新製品リストの
執行停止の動きはあるものの、その動きは鈍い。

イノベーションが１機関や１カ国では生み出せ
るものではなくなり、オープン・イノベーションの
必要性が高まっている中で、仮に中国が国内に閉じ
た独自路線を突き進もうとしているのではあれば、
却ってイノベーション国家への道から遠ざかるので
はないかと思われる。一二五計画において科学技術
の開放と協力レベルを引き上げるとして、イノベー
ションの国際化が強調されているところであり、今
後、日中は戦略的互恵関係を突き進め、互いに協
力・補完していくことで、新たなイノベーションを
生み出し、世界に向けて発信していくべきである。

＜建議＞
①-「自主創新」の概念の中に「再創新」が含
まれ、他国の技術を若干変更・追加しただ
けで、それを中国独自の「自主創新技術」
であるとして喧伝することには、大きな違
和感を覚えざるを得ない。

②-国家自主創新製品認定制度について、政府
調達とのリンケージを外したことは高く
評価できるが、実際の運用において恣意的
な運用が行われないようにしていただきた
い。また、地方政府において外国製品を排
除する認定制度が一部存続しているため、
中央政府の制度と整合性をとっていただき
たい。
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③-「ハイテク企業認定管理弁法」において、
ハイテク企業として認定されるためには、
主たる製品の知的財産の中国内の現地法人
への帰属が求められているが、グローバ
ルな外資系企業にとって現実的ではないた
め、見直していただきたい。

④-国家ハイテク企業の認可基準の一つである
「開発費の売上高に占める研究開発費の割
合」について、研究開発業務自体に変更が
なくとも、売上高が膨らむことで基準に合
致しなくなるため、計算に当たっては、完
成品輸入販売に係る売上高を除外できるよ
うにしてほしい。

⑤-ハイテク企業への優遇策に関し、製品化プロ
セスとの連携のために工場の一部門として実
施されている研究開発についても支援が受け
られるようにしてもらいたい。

⑥-現在、中国に設立・登録された外資系企業
のR&D部門は、基本的に中国政府の科学技
術プロジェクトへの参画や研究開発ファン
ドへの参加・申請ができないが、外資系企
業の参加が可能となる制度に改めてもらい
たい。

⑦-技術輸出ライセンス手続が、中国国内で自
主開発された技術を念頭において制度設計
されており、国外からの委託研究開発に当
たって煩雑であるため、積極的に中国への
委託研究開発を行えるよう、手続の簡素化
をしてもらいたい。

⑧-知的財産保護のための法制面、実施面での
インフラ整備や企業のモラル向上に努め
るとともに、官公庁への各種許認可申請時
に、明確に必要性を説明できない資料につ
いては現場で要求されることの無いよう指
導していただきたい。

⑨-一定レベルの試験設備を保持し、試験可能
な環境を整えた信頼できる公的試験・検査
機関の充実に努められたい。
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2011年の中国のGDP（国内総生産）は前年比
9.2％増となり、2010年の10.3％増から1.1ポイント
鈍化した。貿易においても表1のとおり輸出入総額そ
のものは増加しているものの、2011年は2010年と比
較して伸び率が鈍化した。GDPや貿易総額同様に貨
物輸送重量や重量に輸送距離を乗じた貨物回転量に
ついても減速感が見られるが、数値的には表2のとお
り旺盛な国内需要などに支えられ、航空輸送で若干
の減はあったものの大幅な伸張が続いている。

表1：中国の輸出入総額の比較（単位：億米ドル）

輸出 輸入 輸出入合計
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

2011-
年 18,986 20.3％

増 17,435 24.9％
増 36,421 22.5％

増
2010-
年 15,779 31.3％

増 13,948 38.7％
増 29,728 34.7％

増
出所：2010/2011年国民経済と社会発展統計公報

表2：2011年中国の輸送モード別貨物輸送量比較
　　　【　】内は2010年

貨物輸送重量
（単位：億トン）

貨物回転量
（単位：億トン・キロ）

輸送
モード 重量 対前同増 回転量 対前同増

鉄道 39.3
【36.4】

8.0％
【9.3％】

29,465.8
【27,644.1】

6.6％
【9.5％】

道路 281.3
【242.5】

14.9％
【14.0％】

51,333.2
【43,005.4】

18.3％
【15.6％】

水運 42.3
【36.4】

11.7％
【14.0％】

75,196.2
【64,305.3】

9.9％
【11.7％】

民間-
航空

0.055
【0.057】

△ 1.8％減
【25.1％】

171.7
【176.6】

△ 4.0％減
【39.9％】

パイプ-
ライン

5.4-
【4.9】 9％【10.3％】 2,847.2

【2,197.6】
29.6％
【8.7％】

合計 368.5
【320.3】

13.7％
【13.4％】

159,014.1
【137,329.0】

12.1％
【12.4％】

出所：中華人民共和国2010年/2011年国民経済と社会発展統計公報

物流が経済成長を支える原動力となっているこ
とはよく知られており、物流業界に対する荷主の要
望が日増しに高度化、細分化されている。豊富なノ
ウハウとネットワークを持つ外資系物流企業は、よ
り良質で効率的なサービスを提供して行くことがで
き、中国において一定のアドバンテージがある。外

資系物流企業の参入障壁は「外商投資国際貨運代理
企業管理規則」（「外商投资国际货运代理企业管理

办法」中華人民共和国商務部令第19号　2005年12
月１日公布）などの施行により概ね排除されたが、
中国系物流企業にはハード面のほか、ソフト面にお
いて多くの問題を抱える旧態依然とした企業が数多
く存在している一方で、多くのノウハウを身につけ
て成長した企業も多数あり、後者は外資系物流企業
と熾烈な競争関係を生ずるまでになっている。

2011年の回顧と2012年の展望
サービス業である物流業は製造業や商品販売と

同様に顧客ニーズに的確に応えることが重要である
が、製造業や商品販売とは異なり目に見えないサー
ビスを顧客である荷主に買ってもらう必要がある。
それは輸送機関や倉庫といったハード面のほか、ノ
ウハウやソフト面の充実が非常に重要であり、荷主
ニーズを先取りしたサービスの提供、さらにそれを
一歩進めた提案をして行くことが求められる。これ
らを実現して行くためには、より荷主が使いやすい
法制面の整備や適正な価格が維持できる仕組み、適
切な資質を持った人材の配置が前提条件となってく
る。また輸送機関の利用という地球温暖化ガスの排
出を伴う業態のため、如何に環境負荷を減らす取組
みを行うかも物流業に課せられた責務である。

2011年の当白書ではこれらの視点を中心にいく
つかの建議をさせていただいたが、残念ながら大い
に改善が見られたとはいえない結果となっている。
2012年の当白書は多くの部分で前年と重複する部
分があるが、この点の解決こそが物流業の健全な発
展、ひいては経済成長への大いなる貢献につながる
と考えられるため敢えて再び指摘していきたい。

業界動向としては外資系企業が得意とする輸出
入業務のほか、近年インターネットを利用した通販
の成長などと歩調を合せ、国内エクスプレス業者
（小口貨物の速達業者）の急成長が顕著である。一
例として1993年に設立され深圳に本拠を置く「順

第10章
国内物流の現状と問題点
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豊快逓（S.F.Express）」は、設立10数年で中国国
内に2,000余カ所の拠点や自社で航空機を保有する
までに成長している。以前のエクスプレス業界は弱
小業者も乱立していたが、「中国郵政法」（「中华

人民共和国邮政法」2009年4月24日改訂、10月1
日施行）、「エクスプレス業務経営許可管理規則」
（「快递业务经营许可管理办法」中華人民共和国交
通運輸部2009年第12号　2009年9月１日公布、10
月1日施行）により、郵政主管部門が許認可・発行
する「エクスプレス業務経営許可証」（「快递业务

经营许可证」）が必要となるなど規制が強化され、
ネットワークや、ソフト面の強化により業界の健全
化が進むことが期待される。

国内物流における問題点
2010年は一時期に輸出入通関、特に輸出通関に

おいて日中貿易での開梱検査率が急増したため通関
が滞り、貨物が予定便に搭載できないという事態が
発生した。2011年は福島第一原子力発電所の事故
による日本食品の輸入規制はあるものの、日中関係
の好転に伴い、政治的な背景による大きな問題は減
少した。

航空貨物輸送に関する問題点
安全輸送に対する意識改革
航空貨物については空港周りのインフラ整備も

進んでいるが、貨物の安全輸送、とりわけ貨物のダ
メージ防止という点では非常に多くの課題が山積さ
れたままとなっている。貨物量の急増に貨物を捌く
ことに重点が置かれ、設備や人材が追いつかないこ
とから貨物のダメージが発生しやすい現状がある。
また高付加価値のデジタル関連製品などを中心に、
抜き荷事例も発生しており荷主や物流業者は梱包の
強化など物流コストの上昇にもつながる防衛策に忙
殺されている。荷主の貨物を大切に取り扱うという
関係者の意識改革と既得権の排除など、事業環境の
整備を進める必要がある。

海上貨物輸送に関する問題点
過当競争防止と安全輸送への実行ある対策の必要性
国際海上輸送において、中国では日中航路などで

海上運賃「ゼロ」などの無秩序状態があり過当競争
の状態があった。船社や物流企業に運賃のファイリ
ングを求める動きがあり、以前に比べ改善はみられ
るが、その監視、秩序維持手法が不明確であるため
未だ改善の余地は大きい。また空コンテナの管理も
十分ではなく、コンテナの穴開き事故が多発してい

る。ソフト、ハード両面からより実効性のある対策
の実施が求められる。

道路貨物輸送に関する問題点
環境対策への有効な取り組みの必要性
自動車は最も身近で小回りがきく便利な輸送手段

であるが、環境負荷が高いという難点があるため、
有効な環境対策を行う必要がある。自動車に対する
EU並みの環境基準の設定などが行われているが、そ
れをどのように維持し、本当に環境対策として機能
しているかを検証する仕組みが不十分といえる。一
部の都市で高度な排ガス基準を設定しても、その性
能を発揮できる燃料が供給できないことから折角の
性能が活かせない、或いは排ガス浄化機能そのもの
が故障してしまうという事例が発生している。従っ
て車検時に排ガス基準をクリアできない車両であっ
ても、車検を通してしまう業者も存在し、環境対策
が十分に機能していない。

過当競争防止の更なる必要性
トラックの過積載禁止が徹底されておらず、国内

トラック輸送の運賃相場が過積載を前提に形成され
ているという実態があり、過当競争状態に歯止めが
かかっていない。また裏を返せばコンプライアンス
経営を行う物流企業は運賃競争力が低くなり、公正
な競争関係にない。確かに高速道路での台秤の整備
など過積載への対策が行われているのは事実である
が、迂回などで規制を逃れるケースも少なくない。
過積載は過当競争問題のほか、交通安全や道路破損
にもつながるため、取り締まりの強化、罰則の強化
などが急務である。

鉄道貨物輸送に関する問題点
透明感を持ったシステムの構築と客貨別線化の加速
環境負荷が低く、地球温暖化防止に有効な鉄道輸

送であるが、中国における鉄道貨物輸送は一般的に
使いにくいといわれてきた。それは石炭、石油、鉄鋼、
穀物などのエネルギー、素材、戦略物資が「計画貨物」
として優先的に輸送され、一般の工業製品や副次的
な農産品などは「計画外貨物」となり輸送の優先順
位が低く、いつ貨物が載って到着するのか確定しに
くいという問題にある。また貨物駅での積み替えや
走行中の振動などによる貨物の破損など多くの問題
も指摘されてきた。

しかし、鉄道部においても定時性と高速性を実現す
るため「五定列車」（発着駅､経由地､列車番号､発着
時刻､運賃など5項目が固定された貨物列車）や、旅客
列車並の高速運転を行う「特快行郵」、「行包快運」
などを設定し利便性が向上してきたのも事実である
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が、物流業者に対する貨物スペース予約や運賃面での
不透明感も存在している。

輸送力面においては鉄道旅客輸送需要が急増し
ていることから、旅客輸送増への対応の陰で貨物輸
送がその影響を受けている。限られた線路容量の中
では輸送力増強にも限界があるため旅客専用別線を
新たに敷設し、在来の線路に余裕が出た分で貨物輸
送を増発、高速化することが最も有効な対応策とな
る。現在多くの旅客別線が敷設、計画され進捗して
いるが、環境保護にも有利な輸送方法として、一層
の取組みを期待したい。

上海で試行された増値税関連
2012年より上海市において物流業にも増値税が

導入・試行されたが、税務当局が想定していること
とは裏腹の問題が発生し、物流業が対応に苦慮して
おり改善を望みたい。

増値税は日本の消費税と同様に「最終消費者が負
担する」ものであり、「生産者－物流業者－（卸業
者）－小売業者」がそれぞれの段階で、各段階分の
増値税を最終消費者に代わり納税し最終消費者に転
嫁すべきものである。中国では増値税を「外税」で
表示する習慣がないと思われ、各段階の取引におい
て「コスト」として認識する傾向があり、物流業務
における増値税（仕入部分＋収益部分）の転嫁は一
部を除いてほとんど実現できておらず、物流業者の
大きな負担となっている。

例：

1.-荷主より増値税導入前の価格での取引継続を強行
に要求され、物流業者が負担せざるをえない。

2.-税務当局は、物流業の経営改善（コスト低減化）
を図るため「営業税」を廃止したものの、荷主か
らは営業税廃止によるコスト減額分及び仮払い増
値税分のコスト減額分を還元するよう強く要望さ
れている。これにより税務当局が営業税を廃止し
ても物流業者にとってはそれが転嫁できないた
め、特にフォワーディング業務では大きな負担と
なっている。（増値税実施前：事業差益×5％、
増値税実施後：売上×6％）

その他の例：

1.-国際物流サービスに伴う海外会社への請求は「免
税」という通知がすでに公布されたが、実施細則が
なく、とりあえず納税するようにとの指導を受け、

多大なコスト増および資金負担増となっている。

2.-支払増値税発票の税務当局との検証及び明細の報
告事務量が非常に多く、支払処理が進まないため
人員の増員を検討せざるを得ない。コスト増が懸
念される。

3.-輸出加工区内顧客など、そもそも増値税を転嫁で
きない取引について具体的な条例がないため、全
額物流企業が負担をしているケースがある。

＜建議＞
＜国際貨物における通関・検疫関連＞

①-生産企業のサプライチェーンが最小限の在
庫が主流となっている時代、拙速な規則、
制度、運用の変更や必要書類の変更が混乱
をもたらすほか、通関時開梱検査率の突然
の運用変更は制度上不当なものではないも
のの、生産活動に大きく影響し、グローバ
ルな需給関係にも影響を及ぼす。特に政治
的背景等により大きく変動することは、企
業の対中投資意欲にも影響するため慎重な
対応を望む。

②-税関が税収年間目標を達成すると関税、増
値税収入を翌年扱いとするため正式に通関
させず保証金差し入れで通関、翌年関税、
増値税を納付するよう強いる場合があり、
物流企業や荷主企業に業務の煩雑化や資金
繰り面で負担となっている。逆に税収目標
未達の場合は不合理な要求をするなど税関
の都合を押し付けることは慎むよう望む。

＜航空貨物輸送関連＞

③-空港での粗雑な貨物取扱いに起因する貨物破
損が多発している。事故が発生する区域が既
得権のある特定業者の「聖域」になっている
場合が多く、一般の物流業者の立ち入りが認
められないことがあり、作業品質の改善・指
導が進まず、貨物の輸送品質の向上が困難で
ある。「聖域」の開放を望む。

④-急速な航空貨物取扱量の増加に空港安全検
査場の設備が追いついていない。施設の見
直しと、貨物は荷主の財産であることを現
場に徹底するよう求める。

例：上海浦東空港では貨物をX線安全検査
機に通す際、フォークリフトで貨物を他の
貨物を介して押し込むなど手荒な作業が常
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態化し破損が多発。梱包の強化が物流業者
の大きな負担となっている。

＜海上貨物輸送関連＞

⑤-港湾でのコンテナの穴開き事故が多発して
いる。空バン（空のコンテナ）の配送に当
たり、事前検査の徹底やCY（コンテナヤー
ド）出口でコンテナ上部を確認する施設を
設けるなど対策が必要。「クリーン」とし
て空バンが配送され、バン詰め（コンテナ
への貨物搬入）時に穴開きを発見するとい
う事態を排除する体制を構築して欲しい。

＜道路貨物輸送関連＞

⑥-排ガス規制を強化するため排ガス基準をク
リアできない車両の淘汰政策は支持するも
のの、政策発表から実施までの期間が短期
間であり、車両の減価償却期間が全く考慮
されておらず企業の経済的負担が大きい。
また、トラックは特定地域のみを走行する
とは限らず、排ガス対策装置を確実に機能
させ、排ガス基準をクリアさせるためには
全国統一的な燃料の品質向上が望まれる。

⑦-トラックの過積載が依然として減っていな
い。国内トラック輸送の運賃相場が過積載を
前提に形成されている面もあり、コンプライ
アンス経営を行う物流企業の競争力が低い。
高速道路での台秤の整備など過積載への対策
が始まってはいるものの、実際には迂回など
で規制を逃れる場合もあり、過積載の取り締
まり強化、罰則の強化を望む。

⑧-道路運送業の認可に関し、地方によって最
低必要保有車両数などが異なり分かりにく
い。また、都市によっては公路発票の発行
額総額に上限を設定する場合があり、荷主
企業は税額控除が可能な公路発票の発行を
求めるというニーズに対応しきれない場合
がある。基準の明確化、上限規制の撤廃を
求める。

⑨-高速道路網が急速に整備される中、天災など
の災害を想定し高速道路に加えて一般道やバ
イパスなどの迂回路線の整備を要望する。

⑩-道路の品質と過積載により、道路状態が短期
間に悪化する。中国が力を入れているハイテ
ク産業は、部品も製品も振動を極端に嫌う。
道路の品質・過積載の管理を要望する。

⑪-道路貨物輸送に関してチルド網を活発化す

るための支援をお願いしたい。

＜鉄道貨物輸送関連＞

⑫-物流業者が貨物輸送業務を直接中鉄（中国
鉄道部）と行おうとしても、指定業者を
通じてでなければ業務ができない。これに
起因して指定業者ではない物流業者は料金
面、貨物スペースの確保面などにおいて競
争力が低下する。また、指定業者の要件も
明確でなく、透明化と機会均等を望む。

＜上海で試行された増値税関連＞

⑬-上海での導入は発表から施行まで２カ月も
なく、前記事例のような個々のケースを想
定した細則がなく、物流企業の負担となっ
ている。今後、増値税施行の業界や地域的
な拡大が予想され、増値税を「コスト」と
みなさない啓蒙活動の強化、拙速な施行で
はなく多様なケースを想定した細則の整備
など、十分な準備を行うよう要望する。

＜その他＞

⑭-イベントの時など危険化学品の通行制限が直
前まで公表されず、納品に支障をきたすケー
スが多発している。制限の詳細を少なくとも
１ケ月以上前に発表していただきたい。

⑮-世界的な大手物流会社では、バーコードシ
ステムで逐一物の所在が把握できるが、中
国の中小物流会社はシステム対応ではなく
伝票作業による手作業が多い。そのため物
の所在を把握するのに時間がかかる上、正
確性に問題がある。サプライチェーンマネ
ジメントの構築に政府の一層の努力を要望
したい。

⑯-物流会社が本社以外の他都市に支店展開し
ている場合、支店の経営範囲や支店の営業
に必要なライセンスは本社の経営範囲やラ
イセンスの範囲内とされていることから、
支店での新規営業案件に必要なライセンス
を取得しようとすると、本社の営業に必要
がなくてもそのライセンス取得に必要な要
件である車両を本社でも所有するよう求め
られる例がある。実態に即した対応をお願
いしたい。

例：特定の支店でコンテナ輸送のトレー
ラーを運行しようとする場合、本社でもト
レーラーを所有するよう交通運輸局から求
められた例あり。
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中国では、2003年に『政府調達法』が施行されて以降、政
府調達の規模が年々大幅に拡大している。政府調達法が施行さ
れる前年の2002年において、政府調達の規模は1,009.6億元に
過ぎなかったが、中国政府の財政規模が大幅に増加している状
況の中、2011年の全国各級政府の調達規模は、合計約9,000億
元に達すると推測されている。中国EU商会が発表した「中国の
公共調達：EU企業が中国で公共調達契約の入札に参加した際
の体験」によれば中国の政府調達の実際の規模は7兆元にも達
し、中国のGDP総額の20%近くを占めるとも指摘されている。
このとおり、政府調達の規模は、中国経済の総体的な拡大、政
府調達活動の規範化、財政資金の投入増大に伴って、急激に拡
大しており、日本を含む外国企業にとっても大きなビジネス
チャンスとなる潜在力を有している。しかしながら、2003年に
施行された政府調達法は、自国の製品、工事及びサービスを優
先的に調達することが明確に規定されており、日本を含む外国
製品の市場参入を阻んでいる。

現在の中国の政府調達手続き上の最大の問題は、法律制度
の欠陥及びそれによって生じる政府調達活動の不透明さであ
る。『入札募集・入札法』及び『政府調達法』の2つの法律
は、同レベルの公共調達に係る法律で、それぞれ12年前と9
年前に施行されている。前者は、2011年末になってようや
く実施細則が公布されたが、後者についての実施条例は現在
に至るまで公布されていない。これは、主管部門（国家発展
改革委員会と財政部）間の調整が難航していること以外に、
『入札募集・入札法』と『政府調達法』との内容の矛盾も、
政府調達法の実施条例がなかなか公布されない一因である。
こうした環境は、多くの外資系企業が政府調達市場へ参入す
る際の一定の障害となっている。

2011年の動向
WTO政府調達協定(GPA)への加盟交渉
2001年、中国は、WTOに加盟する際、GPAへの加盟交渉

の開始を各加盟国に約束し、その後、2007年に加盟交渉が
開始された。2010年10月及び2011年11月に中国は改訂した
約束内容を提案したが、対象とする政府機関と国有企業・団
体が少なく、対象となる物品・サービスの閾値が高すぎるこ
となどから、加盟国の同意は得られていない。2011年12月

15日、中国商務部の陳徳銘部長は、ジュネーブにて、「中国
は早期に「政府調達協定」（GPA）に加盟したいが、加盟交
渉のハードルは、加盟国により絶えず引き上げられており、
その引き上げのペースは、中国の成長スピードを上回る。そ
れでもなお、中国の加盟の意思は変わらず、今後も引き続き
GPAメンバーと建設的な話し合いを進めていくつもりだ。」
と述べている。

政府調達法体系の整備
政府調達法実施条例
2010年1月11日、国務院法制弁公室は、『政府調達法実

施条例』（意見聴取稿）（以下「実施条例意見聴取稿」とい
う。）につき、パブリックコメントを募集した。意見を募集
する過程で、国務院法制弁公室には、合わせて4,000以上の意
見が寄せられた。実施条例意見聴取稿は合わせて9章116条か
ら成る。2010年2月5日、中国日本商会は、実施条例意見聴取
稿は内外差別と見られる規定が多く存在することから、中国
国内企業と国外企業を平等に扱うこと等を要望する意見書を
提出した。なお、その重要部分および存在する問題点につい
ては、『中国経済と日本企業2010年白書』に詳しく紹介して
いるので、ここでは再述しない。なお、中国財政部は「2011
年政府調達の業務プラン」において条例の2011年内の公布を
重点業務と位置づけていたが、現在においても公布に至って
いない。

政府調達本国製品管理弁法
2010年5月26日、財政部、商務部、国家発展改革委員会、

税関総署の4部門は、『政府調達本国製品管理弁法』（意見聴
取稿）（以下「管理弁法意見聴取稿」という。）につき、パ
ブリックコメントを募集した。2010年6月21日、中国日本商
会は、管理弁法意見聴取稿に関する11の事項について国務院
法制弁公室に修正意見を提出した。管理弁法意見聴取稿の中
で注目に値する重要な事項については、『中国経済と日本企
業2011年白書』に詳しく紹介しているので、ここでは再述し
ない。同弁法も現在においても公布に至っていない。

第11章
政府調達の現状と問題点
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政府調達の政策機能の発揮
環境ラベル製品及び省エネ製品の
政府調達リストに対する調整
2011年に財政部は、『環境ラベル製品の政府調達リストに

関する通知』（第7期乃至第9期）及び『省エネ製品の政府調
達リストに関する通知』（第9期乃至第11期）を相次いで公
布し、政府が優先的に調達又は強制的に調達する範囲を拡大
した。

中小企業の区分基準を策定し、政府調達分野に 
おける中小企業育成政策を公布
2011年6月、財政部は、『中小企業分類基準規定』を公布

し、2003年に公布した『中小企業基準暫定施行規定』を廃
止した。同規定に基づけば、製造業においては、従業員数が
1,000名以下又は年間営業収入が40,000万元以下の企業を中
型、小型、微型企業ととしている。うち従業員数300名以上
で、なお且つ営業収入が2,000万元以上を中型企業、従業員数
20名以上で、なお且つ営業収入が300万元以上を小型企業、
従業員数20人以下で、なお且つ営業収入が300万元以下を微
型企業としている。卸売業においては、従業員数200名以下
又は年間営業収入40,000万元以下の企業を中型、小型、微型
企業ととしている。うち従業員数20名以上で、なお且つ営業
収入が5,000万元以上を中型企業、従業員数5名以上で、なお
且つ営業収入1,000万元以上を小型企業、従業員数5名以下又
は営業収入1,000万元以下を微型企業としている。

その後、財政部は、2011年12月に『政府調達促進中小企
業発展暫定施行弁法』（以下「暫定施行弁法」という。）を
公布した。「暫定施行弁法」は、政府調達活動において、如
何なる組織及び個人も中小企業が自由に該当地区及び該当業
界の政府調達市場に参入することを妨たげたり制限してはな
らず、登録資本金、資産総額、営業収入、従業員数、利益、
納税額等サプライヤーの規模・条件等で中小企業に対して区
別したり、差別的な待遇をしてはならないと規定している。
また、入札者が中小企業に限らないプロジェクトについて、
調達人又は調達代理機関は、入札募集、交渉、価格照会に関
する文書の中で、小型企業及び微型企業から提示した製品価
格からその価格の6%乃至10%を控除した価格をみなし入札価
格とし、入札に参加させなければならないとなどと規定され
ている。「暫定施行弁法」は、2012年1月より施行されてお
り、外商投資企業を含む中小企業の政府調達市場への参入に
対し積極的な影響を及ぼすことになるか注目されている。

『中華人民共和国入札募集・入札法実施条例』の公布
国務院は、2011年12月20日に『中華人民共和国入札募

集・入札法実施条例』（以下「入札募集・入札法実施条例」
という。）を公布した。入札募集及び入札業務も政府調達の

重要な一環であるため、入札募集・入札法実施条例の実施も
広く注目を集めている。『中華人民共和国入札募集・入札
法』（以下「入札募集・入札法」という。）第2条には、「中
華人民共和国の国内において入札募集・入札活動をする場合
には、本法を適用する。」と規定されている。一方、「入札
募集・入札法実施条例」第84条には、「政府調達に係る法律
又は行政法規に政府調達の商品及びサービスの入札募集・入
札について別段の規定がある場合には、その規定に従う。」
と規定されている。上記の記述から見て取れるように政府調
達商品及びサービスの入札募集・入札活動において、『政府
調達法』及びその実施条例と「入札募集・入札法」及び実施
条例との間で異なる規定がある場合のみ、『政府調達法』及
びその実施条例の規定を適用できる。さもなければ全て「入
札募集・入札法』及びその実施条例の規定を適用しなければ
ならない。従って、政府調達法実施条例が公布されないとい
う状況においては、「入札募集・入札法実施条例」に規定さ
れている入札募集・入札双方の権利義務及び法的責任が政府
調達手続き上適用されるべきである。

国家自主創新製品認定制度
2009年11月15日、中国政府（科学技術部、国家発展改革

委員会、財政部）は、「2009年の国家自主創新製品の認定に
関する通知」（文書は2009年10月30日付）を公布した。こ
の通知は、2006年12月に公布・試行された「国家自主創新
製品認定管理弁法(試行)」の関連規定を基に3省庁共同で制定
したものと説明されている。同通知では、企業等からの申請
により、電気通信機器など6分野125製品について、中国で自
主的知財権を所有することや中国で最初の商標登録が行われ
た製品であることなどを条件に「国家自主創新製品」と認定
し、政府調達の際に優遇を行うとした。これに対し、2009年
12月10日、日米欧などの34の団体は、外国企業からの製品
調達に差別的な要件を課すものだとして、中国政府に対し、
「当該規制を進めないよう強く求める」共同書簡を発出し
た。中国日本商会をはじめ日本の5団体もこの共同書簡に加
わった。

2010年4月10日、中国政府は「2010年国家自主創新製品認
定の展開に関する通知」案を公表し意見募集を開始した。同通
知案では2009年の通知で条件とされていた中国での知財権所
有や商標登録の有無は除外されている。この意見募集に対し、
中国日本商会は、WTO政府調達協定への早急な加盟を求めると
ともに、外国製品の排除への懸念を表明し、制度の明確化、公
平・公正化と透明化を求める意見書を提出した。

2010年5月10日、中国政府は意見募集終了に関する通知を
公表した。同通知では、中国政府は業界からの意見及び提案
を真剣に検討し、今後新たに正式通知を出し、その後申請受
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付を開始するとしていた。

2010年11月26日、中国日本商会は、財政部からの要請に
基づき、あらためて国家自主創新製品認定制度に対する意見
書を提出した。

2011年6月23日、中国政府はHP上で「国家自主創新製品認
定管理弁法(試行)」の実施細則に当たる「自主創新製品の政府
購買予算管理弁法など3件の文書の執行停止に関する通知」を
公表した。さらに2011年7月には、中国政府が「国家自主創
新製品認定管理弁法(試行)」の執行停止を決定したことを地方
政府機関に通知していたことが地方政府のHP上で確認されて
いる。

中央政府の方針を受けて、先行的に自主創新製品認定制度
を運用していた地方政府では、北京市、上海市など一部の地
方政府では制度や自主創新製品リストの執行停止の動きはあ
るものの、その動きは鈍い。

2012年の展望
財政部は、2012年2月9日に『2012年政府調達の業務プラン』

を公布し、2012年に政府調達業務整備の目標を提示にした。

政府調達の規模を拡大する重点分野
2012年に中央政府は、農村のインフラ整備、農村の社会環

境改善サービス、公益性のある文化サービス、コミュニティ
サービス等の分野の政府調達実施の範囲及び規模拡大に力を
入れ、農村の義務教育、学校給食改善計画及びスクールバス
等社会からの注目度の高い項目の調達を増加する。これ以
外に、財政部は、調達業務の推進及び規範化に対する指導意
見を検討し、制定し、政府調達業務を推進する条件作りを行
い、徐々に公共サービス、商務サービス及び専門サービスへ
の政府調達の実施範囲を拡大する。

法律法規制度の整備
政府調達に係る法整備のため、2012年に中央政府は『中

華人民共和国政府調達法実施条例』の公布を全力で推進し、
『政府調達非入札募集方式管理弁法』を公布し、『政府調達
商品及びサービス入札募集・入札管理弁法』及び『政府調達
サプライヤー苦情処理弁法』を改訂する。財政部は、中央政
府による調達業務の強化を検討して制定し、中央政府の調達
協議による商品供給管理を整備し、政府調達審査業務等の制
度弁法を完備する。

この他、財政部は2012年中に「本国製品政府調達管理弁
法」を早期に制定し、政府調達による省エネ排出削減へのサ
ポート業務、環境保護の政策措置及び執行メカニズムを引き
続き完備し、政府調達における情報セキュリティに関する政

策的措置を完備する。『政府調達促進中小企業発展暫定施行
弁法』の施行を全力で推進し、政府調達信用担保試行業務を
積極的に展開する。

政府調達審査プロセスの監督管理の強化
財政部は、政府調達作業の実施が薄弱な部分に対し、政

府調達計画の管理を強化することを明確にした。政府調達予
算、調達予算基準及び資産配置基準に厳格に従い、調達計画
を作成し、明らかに政府機関の事務の基本的な需要を超える
高級、ハイレベル製品の配備を厳禁とする。調達に関する改
革業務を大規模かつ集中的に推進し、中央レベルで大規模か
つ集中的に調達品目の範囲を徐々に拡大し、適切な時期に一
部の省（区、市）において改革業務を試行し、改革を省級機関
にまで広げていく。

WTO政府調達協定（GPA）への加盟交渉に 
対応する業務を積極的に展開
2012年、財政部は、GPAの新旧文書を早急に研究し、加

盟国の新たな価格設定の変化、GPAに加盟することのメリッ
ト・デメリットについての分析を行い、実現可能な対応改革
策を提議する。より一層拡大した価格設定の可能性を全面的
に評価し、価格設定の改善策を整備する。財政部は、中国の
政府調達に係る法律及びGPAの規則制度の一致性について分
析を行い、法律政策面における調整案を提議する。

＜建議＞
①-政府調達関連法規の国際基準への統一

中国は国際経済におけるその立場に相応しい内外無
差別的で透明な貿易・投資制度を構築・運用するこ
とが世界から強く求められており、政府調達分野に
おいても、GPA-に早期に加盟するためのプロセス
を加速させるとともに、『政府調達法』などの関連
法制度について、外資企業に対する差別状況を解消
し、GPAなどグローバルスタンダードに沿った内容
で改正・制定することを要望したい。

②-『政府調達法』の各種関連法規の早期公布

『政府調達法』の公布からすでに約10年も経過し
ているが、関連法規は相対的に少ないといわざる
を得ない。これでは、政府調達部門の業務の規範
化を効果的に進めることはできず、多くの日系企
業を含むサプライヤーに極めて大きく、制御不可
能な要素をもたらすこととなる。したがって、国
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際的な慣習およびGPAの内容を踏まえ、「政府調
達法」における排他的な条項を修正する同時に、
「政府調達法実施条例」を含む一連の関連法制
度の早期制定・公布を要望したい。また中国政府
は、本法制度の検討に際して、今後とも、外資企
業に対する十分な説明、手続きの透明性、公正性
を確保するとともに、引き続き日本の産業界の意
見に耳を傾けることを要望したい。

③-法律法規の調整

2011年12月20日、『入札募集・入札法実施条
例』が公布され、2012年2月から施行している。
『入札募集・入札法実施条例』では、『入札募
集・入札法』の規定に基づき、国務院発展改革部
門の入札募集・入札段階における「指導」と「調
整」機能を認めた。一方、『政府調達法』では、
財政部門に政府調達活動における「管理監督」機
能を付与している。入札活動が政府調達活動にお
ける重要な一環として、政府部署間の職責分担を
明確にしない限りでは、入札活動に参与する主体
にとって、不利な影響が与えられるリスクが高
い。よって、『政府調達法』と『入札募集・入札
法』の間及びその実施条例の間の内容の明確化と
統一化を要望したい。

④-政府調達に関する規定の緩和および明確化

・『中国政府調法達実施条例案』や『中国自国製品政
府調達管理弁法案』、『省エネ製品の強制調達リ
スト』に見られるように、政府調達における自国
製品優先（輸入品排除）の姿勢があり、輸入品は
一般的に対象外とされている。『中華人民共和国
政府調達法』では、輸入品の調達について条件付
で認められているが、法律の要求する内容と運用
上の取り扱いが違なっている部分はまだ多い。ま
た、調達者が輸入品を調達する際の事前申請の利
便性向上のため、「政府調達リスト」に輸入品で
あることを明記して掲載することを要望したい。

・-全ての輸入製品について、いずれも県級以上の人民
政府に申請を行い、その審査承認を受けなければな
らないのであれば、中国国内にて製造していない製
品又は設備もまた審査の対象となる。したがって、
審査を必要とする輸入製品の対象範囲を特殊な製品
及び設備に絞り込むことを要望したい。

・-入札後に改めて多くの条件交渉が発生する商習慣
を改めていただき、更に、資格やルールを明確化、
オープン化することを要望する。また、落札要件と
して、価格のみならず、性能条件、効率、メンテナ
ンス面などの要素も勘案することを要望したい。

・-企業（外国企業又は外商投資企業）が供給者データ
ベースへの登録をすることができない場合、供給者
として選定されない可能性があるということにな
る。したがって、公平且つ公正に供給者を選定する
ためにも、供給者データベースを公開し、条件を満
たす供給者については、自らが供給者データベー
スへの登録を申請できるシステムを確立すること
を要望したい。

・-政府調達リスト掲載製品の更新に際して、製造者
（日本の親会社）による承諾書の提出が求めら
れ、その際に、製造者の日本における社名とその
社名の中国語表記が同一の会社であることの公正
証書の発行が要求されるが、日本語と中国語は違
う言語であり、また日本企業は中国では法人登記
されていないため、日本名とその中国語表記が同
一会社を表すことを厳密かつ公的に証明すること
は実務上では不可能である。よって、製造者によ
る日本名と中国語表記が同一会社を表している旨
の声明書（誓書など）または製造者から中国で法
人登記されている関係会社（販売会社など）への
政府調達リスト関連手続きを授権する旨の書面提
出により、政府調達リストにかかわる申請を受理
するよう要望する。また、そもそも「承諾書」の
内容は販売保証であるため製造会社が保証するの
ではなく、現地販売会社の法人代表が署名、捺印
しものを販売保証の証明として提出することが受
理されるように要望したい。

⑤-公務用車調達基準の見直しを要望したい。-排気量
に関わらず、良燃費車については調達範囲とする
ようお願いしたい。

⑥-政府調達活動の透明化

政府調達活動において、入札企業のハードルを高
めたり、調達内容を曖昧化することによって、外
部企業による参与を阻止し、政府と深い関係を有
する企業に落札させるケースが見受けられる。ま
た、調達に係る情報やサプライヤーの選定に係る
審査基準などが不明確であり、政府調達活動への
参加が実質困難である地域がある。よって、政府
調達活動のさらなる透明化を希望する。

⑦-国家自主創新製品認定制度

国家自主創新製品認定制度について、政府調達と
のリンケージを外すことは高く評価できるが、実
際の運用において恣意的な運用が行われないよう
にされたい。また、地方政府において外国製品を
排除する認定制度が一部存続しているため、中央
政府の制度と整合性をとられたい。
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商工会組織の問題点
中国における外国の商工会は、外国商会管理臨時

規定によって管理監督されているが、この規定では
一国において一つの商会組織しか認めていない。こ
のことにより、北京の中国日本商会は民政部から認
可された唯一の日本の商工会組織であるが、他地域
の日系商工会組織は未公認組織となっている。

中国に進出する日系企業が増加することで中国各
地の商工会組織や日本人会の規模が拡大している。
一方、外国商会管理臨時規定により中国日本商会が
正式に認可された唯一の日系組織となっている。な
お、上海市の上海日本商工クラブは民営非企業組織
として上海市社会団体管理局から認可、浙江省寧波
市の寧波市外商投資企業協会日商クラブは、外資投
資協会の1部門の傘下として認可されているが、他
の地域の組織は未公認組織のままで認可団体でない
ため幾つかの課題が存在している。例として、

（1）当該地方政府との交流・交渉において、未公
認団体であるため当該商工会組織名を提示で
きない場合がある

（2）組織としての銀行口座を持てない

（3）専従事務局員を必要とする大規模組織にて、
その商工会事務局員の身分保証やビザ取得方
法、事務所を借用の際に未公認組織なので契
約に苦慮する

（4）現行法において会社の分公司のような支部組織
を認める条文が無い。広大な中国で統一運用
的な組織形態を構築する事も難しい、一方、
民政部からも現行法に従い、地方で支部名を
使う商会活動は行わないよう指導もある。

などの影響がある。

外国商会管理臨時規定は、1989年4月28日国務
院第39回常務会議決議に基づき発布し、1989年7
月1日より施行され、それ以降改版されていない規
定である。民政部は各地方の実態を調査中との情報

もある。中国に進出している外国企業の増加と実情
に合わせ、規制の緩和と融通性のある運用を盛り込
んだ規定の改定が望まれる。

表：主な各地商工会の会員企業数推移
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＜建議＞
支部組織を認める、各地域の商工会および
日本人会に対し法人格を与える等、融通性
のある活動が出来る外国商会管理規定への
改正を要望する。

第12章
中国での商工会組織の現状と問題点
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食品安全法及び食品安全法実施条例が2009年に
施行されて以来、既に２年以上が経過しているが、
変更になった許可証制度等に関する運用方法の確立
が完全になされたとはいえない状況が未だに続いて
おり、日系食品企業の中国ビジネスにおける障害の
一つとなっている。また2011年の中国における日
系食品ビジネスに最も大きな影響を与えたのは、福
島第一原子力発電所の事故を受けての食品輸入規制
であった。一部の食品輸入は再開されたが、2012
年3月末時点では規制が続いており、日系の食品関
連会社・飲食店などへの影響は長期化している。

2011年の動向及び回顧
2011年3月11日に東日本大震災が発生、福島第

一原子力発電所の事故を受け、中国政府は3月24
日、日本産農林水産品・食品に対する輸入規制強化
を発表した。これにより福島県・栃木県・群馬県・
茨城県・千葉県産の乳製品、野菜及びその加工品、
果物、水産品の輸入禁止と５県のその他食品につい
ては中国にて全ロット、放射性物質濃度検査の対象
となった。また５県以外のすべての日本産食品及び
農水産品は中国で放射性物質濃度のサンプル検査を
行うことになった。

4月8日には中国政府から更なる輸入規制強化が
発表され、3月24日の発表にあった５県に宮城県・
山形県・新潟県・長野県・山梨県・埼玉県・東京都
を加えた12都県の食品の輸入がすべて停止、12都
県以外の食品・飼料については日本で検査を行った
上で放射能検査証明及び産地証明、水産品について
は原産地・輸送経路を記入した検疫許可申請が要求
されることになった。しかしこの時点では、具体的
な放射性検査証明・産地証明・検疫許可申請の方法
が定められず、実質すべての日本産食品の輸入が停
止することになった。

日中政府間で証明書発行機関・様式などについて
合意したことを受け、5月27日に12都県以外で生産
された日本産水産物の輸入が再開されたが、水産物

以外については進展がなかった。

6月18日、中国政府は輸入規制措置の緩和を発表
した。その内容は以下の通り。-

・12都県から山梨県、山形県を除外し、この2県に
ついては5月22日より後に生産された中国の基準
に合致する食品、食用農産品及び飼料の輸入を許
可する。

・10都県を除く道府県で生産された野菜及びその製
品、乳及び乳製品、水産品及び水生動物、茶葉及び
製品、果物及び製品、薬用植物産品を除く日本産食
品、食用農産品及び飼料について、放射性物質検査
合格証明書の提出は不要とする。

しかし上記の放射性物質検査合格証明書の提出が
不要とされた日本産食品、食用農産品及び飼料につ
いても、依然として日本政府が発行した原産地証明
が必要とされており、かつ水産物以外の食品に係る
様式については別途通知とされたため、水産物を除
く食品類の輸入は再開されなかった。-

11月 24日、中国政府は2回目の輸入規制緩和を
在中国日本大使館に通知。その結果、10都県以外の
加工食品・飼料については産地を証明した上での輸
入が再開された。なお、放射性物質証明書が必要な
品目については、両国政府間にて証明書の様式に関
して引き続き協議となっており、放射性物質証明書
が必要とされている 10都県以外の野菜及びその製
品、乳及び乳製品、茶葉及びその製品、果実及びそ
の製品、薬用植物産品については輸入再開に至って
いない。また10都県の食品類については引き続き輸
入停止状態となっている。

これら一連の輸入規制は、各国の対応と比較しても
極めて厳しいものであり、中国でビジネスを展開する
日系食品関係企業においては、輸入品販売業者のみな
らず、二次加工業・飲食店・流通量販店など、多くの
企業が多大な損失を受けることとなった。

第１章
農林水産業・食品
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在中国日系企業が直面している問題点
および中国政府への改善要望
生産許可関係

食品の生産許可証の許認可について、地域によ
り運用が異なり、中国内の複数の地域で事業を展開
する日系企業が混乱するケースがある。例えば、同
一企業が既に許認可を受けた製品を他省で生産する
ため許認可申請をしたところ、これまでの実績が全
く勘案されず、見解の違いにより許認可を得るまで
に非常に長い期間を要したケースがあった。また一
部の食品に関しては管轄が衛生局なのか、質量技術
監督局なのか、地域により見解が異なる事態が起き
ている。工商局による食品販売店舗への指導と衛生
局・質量技術監督局の食品メーカーに対する見解が
一致せずに申請が滞っているケースもあり、地域間
の不一致だけでなく、各局間の見解不一致も問題と
なっている。

また食品の分野は多岐に渡り、一部の食品につい
ては中国政府の関係機関が詳細まで把握できていな
い場合がある。例えば、許認可申請の過程において
当該食品とは関連性がないと思われる資料を要求さ
れ、許認可を得るまでに時間がかかる場合がある。
また台湾からの濃縮果汁の樹脂製容器の可塑剤溶出
が問題になった際、新たな標準値が設定されたが、
その値が中国内の分析技術に則さない値だったた
め、問題の有無を証明する方法がなかったという事
態も発生した。分析技術については公的試験・検査
機関における試験・検査結果が企業の分析結果と乖
離した結果が示される場合もあり、信頼性の不足を
指摘する声もある。このような事態の減少なくして
各種手続きの効率化は難しく、解決に向けた政府機
関の技術レベル向上が不可欠と思われる。

加えて、既存の食品分類にない新分野の食品への対
応ができていない、という問題もある。食品分類には
「その他食品」という分類があるが、標準類が設定さ
れていないため、新分野の食品の許可認定手続きがな
かなか進まないことがある。また標準策定や許認可手
続きに関するスケジュールが示されることも少なく、
新規分野への参入が計画しづらく、市場への価値提供
が遅れるケースがある。

一方で模倣品業者への取り締まりに関しては、各地
政府の協力により摘発されるケースも増えてきた。し
かし模倣品業者の撲滅には至っておらず、市場には未
だに模倣品が散見される。一度摘発されたにも関わら
ず、場所を変えて再び犯罪行為に及ぶ者もいる。処罰

の厳格化を強化すると同時に、各地の政府機関で情報
共有して、同一人物による模倣品犯罪の防止に取り組
む必要性もあるのでは、と思われる。

食品輸入関係

食品輸入に関しても食品の生産許可証の許認可同
様、通関により運用が異なり、国内の複数地域で事業
を展開する日系企業が混乱するケースが起きている。
例えば、通関時に適用される標準が地域で異なり、企
業側の判断を困難にしている場合がある。通関後、衛
生証書発行までの手続きについても通関によって異な
り、震災後の輸入規制についても地域で輸入可能品に
差異が生じている。運用の統一が輸入手続きの円滑化
につながると考える。

また、食品・食品添加物の輸入から衛生証書発行
までに時間がかかっている、という問題もある。通
関する場所によっても違うが、ある場所では中国到
着後約10日間で通関が終わり、その時点でサンプル
の検査が開始され、検査に約２週間を要する。保税
倉庫から納入場所に現物が届くのに中国到着後約１
カ月もかかっている。また、別の場所では通関後、
納入場所に現物が届いた後にサンプルを検査に提出
し、検査開始後衛生証書が届くのに１カ月或いはそ
れ以上の期間を要している。同じ品目を複数回輸入
しても、同様の手順を踏むので日数が短縮されるこ
とはない。後者の場合では、中国に到着して衛生証
書が発行されるまでに通常で50日、長い場合では
60日もかかっている。衛生証書がないと食品・食品
添加物を使用できないため、賞味期限など使用期限
が短いものは廃棄せざるを得ないケースが発生し、
企業の収益を悪化させる一因となっている。

東日本大震災後の食品輸入規制の経緯については
先述したとおりであるが、食品輸入上問題となって
いる事項を明確化すること、安全証明の必要書類に
対し統一見解を出していただくなど、早期撤廃に向
けて動き出すことを要望したい。

食品物流関係

中国内の小売業は、コンビニエンスストアをは
じめとする量販チェーンが増えており、かつ、それ
らの店舗が多くのチルド商品を扱うようになってき
ている。チルド商品を扱う物流業者は中国内に増え
てきているが、北京・上海などの大都市に比べ、地
方都市などへのチルド網は確立されているとはいえ
ない。また管理がずさんな業者も少なくなく、チル
ドの温度帯を保持できていない場合が散見される。
高額なチルド車の経費が物流業者の負担になってい
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るようだが、チルド商品を確実に管理できる物流業
者が更に増えることで、安心安全な配送が可能とな
り、中国国民の食生活が豊かになっていくことを希
望したい。

＜建議＞
＜生産許可関係＞

①-食品における生産許可証の許認可につ
き、地域による不統一な運用を改善いた
だき、公平かつ効率的なものにしていた
だきたい。

②-食品の分野は多岐に渡り、関係機関が各分
野について詳細まで把握できないせいか、
許認可申請において当該標準とは関連性の
ない資料の提示が要求されたり、標準の数
値設定において現実の技術発展情況を踏ま
えずに策定されるケースがあったりする。
また、公的試験・検査機関における試験・
検査結果の信頼性が不足しているように思
われる場面も散見される。技術レベルの向
上を実現していただき、各種手続きの効率
化につなげていただきたい。

③-新しい業務分野の標準策定について、早期策
定できるよう政府内の体制を整えていただき
たい。

④-模倣品業者への処罰に対しては若干向上し
たものの、未だ多数の模倣品業者が存在
しており、再犯者も多い。さらなる処罰強
化・行政機関間の情報共有、連携を要望し
たい。

＜食品輸入関係＞

⑤-食品輸入手続きに関し、地域による不統一
な運用を改善いただき、公平かつ効率的な
ものにしていただきたい。

⑥-食品・食品添加物の輸入から衛生証書発行
までに時間がかかっている。同じ品目を複
数回輸入しても日数短縮はなく、現状、港
に到着して衛生証書が発行されるまでに最
長60日かかる場合もあり、使用期限が短
いものは廃棄せざるをえなくなる。手続き
の迅速化による発行までの日数短縮を要望
したい。

⑦-東日本大震災後の食品輸入規制の問題点の明

確化と撤廃を要望したい。輸入の一部再開は
行われたが、依然として日本からの食品輸入
制限が継続しており、輸入品販売業者のみな
らず、二次加工業・飲食店・流通量販店等、
多種の日系企業は多大な損失を被っている。
各地のCIQにおいては輸入可能品の差異が生
じている。食品輸入上問題となっている事項
の明確化と、安全を証明するための必要書類
の統一見解を要望したい。

＜食品物流関係＞

⑧-道路貨物輸送に関してチルド網の早期構築
のため、政府の支援をお願いしたい。
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１. 石炭
中国の一次エネルギー消費構成に占める石炭の

比率は68.0％（2010年）と日本（24.7％）などの
主要各国と比べ非常に高い比率となっている。中国
政府は省エネ・環境目標の達成目的もあり、この石
炭の比率を今後下げていきたい意向を持っているも
のの、経済成長によるエネルギー消費が増加してお
り、石炭需要量自体は今後も増加するものと見られ
ている。

中国国内の需要増加に伴い、ここ数年は中国の国内
市況が国際市況を上回る傾向が強まってきている。石
炭輸出量は年々減少する一方、石炭輸入量が急激に増
加し、2009年には石炭純輸入国に転じた。こうした
中国の需給構造の変化は一国の問題のみならず、世界
経済へ大きな影響を与えている。

このような需給環境のなか、1974年から30年余
にわたり「互恵平等の精神に基づいた安定取引の維
持発展」という日中長期貿易取り決めの合意内容に
従い継続されてきた石炭輸出に対しては「石炭輸出
関税の課税」や「輸出数量枠の削減」など、日中長
期貿易取り決めの合意内容と矛盾する貿易障壁が散
見されている。

日系関係企業としては、今後も日中石炭貿易にお
いて発展的な安定取引が継続できるよう、輸出関税
の適用除外或いは軽減など各種貿易障壁の是正を強
く要望していきたい。

中国における石炭の位置付け
中国の一次エネルギー消費構成に占める石炭

の比率は2010年68.0％。1995年の74.6％と比較
すると、6.6％低下しているものの、日本の2010
年24.7％（出所：BP-Statistical-Review-of-World-
Energy-June-2011）と比較すると、非常に高い比率
を維持している。

中国政府は第12次五カ年計画（十二五計画）期
間中の省エネ・環境目標（GDP単位あたりのエネル
ギー消費量削減等）を設定し、2015年時点における
一次エネルギーに占める石炭の比率を62％まで引き
下げたい意向を持っているものの、一方で底堅い経
済成長に伴い、エネルギー消費量自体は増加してい
くため、自国にて豊富な埋蔵量を有する石炭の役割
は依然として大きく、石炭の需要量は今後も堅調に
増加する見込みである。

一次エネルギー消費構成

年
ＧＤＰ
成長率
推移％

総量
(※) 石炭 石油 天然ガス 其の他

億トン ％ ％ ％ ％
1995 -9.3- 13.1- 74.6- 17.5- 1.8- 6.1-
2000 -8.6- 14.6- 69.2- 22.2- 2.2- 6.4-
2005 10.4- 23.6- 70.8- 19.8- 2.6- 6.8-
2006 11.6 25.9 71.1 19.3 2.9 6.7
2007 13.0- 28.1 71.1 18.8 3.3 6.8
2008 9.6 29.1 70.3 18.3 3.7 7.7
2009 9.2 30.7 70.4 17.9 3.9 7.8
2010 10.4 32.5 68.0 19.0 4.4 8.6
※中国標準炭換算　出所：中国統計局

中国の石炭需給推移（含む今後の見通し）
石炭需給推移表 
（単位：百万トン）

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
生産 2,523 2,622 2,960 3,240 3,520
需要 2,521-- 2,617 3,064 3,386 3,687
輸出 53 45 22 19 15
輸入 51 40 126 165 182

※需要：生産＋輸入－輸出の計算値-
出所：中国統計局、中国煤炭工業協会、中国煤炭網

石炭生産/需要

2011年の中国の石炭生産量は35.2億トン（前年
比＋2.8億トン）で、世界最大の生産国であること
に変わりない。需要については、石炭使用主要産業
である電力（火力）・鉄鋼・セメントの生産量増加
（夫々前年比+14.8%・+7.3%・+10.8%）に伴い、
年々伸び続けている。

第２章
鉱業・エネルギー
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「十二五計画」によると、2015年の石炭の生産
能力は41億トン、生産量は39億トンと目標設定さ
れており、経済成長速度の鈍化に伴い、生産量の伸
びも抑制される見通しである。また、需給の安定化
に向けて、○業界の再編・統合推進、○大型企業の
育成、○大型炭鉱の建設、○大型石炭基地の建設、
○石炭エコ技術の開発、○資源の高効率利用、○炭
層ガス事業の産業化、○石炭備蓄システムの確立な
どを進める基本方針を掲げている。特に業界の再
編・統合については、年産能力1億トン超クラスの
企業10社、50百万トン超クラスの企業10社を育成
し、上位20社合計で国内生産能力の60％以上を賄
うとしている。また、国内石炭企業総数は4,000社
以下に再編・統合し、各社の生産能力を平均1百万
トン超に引き上げる方向性を示している。

石炭輸出

中国の石炭輸出は輸出権を有する中国中煤能源
集団公司･神華集団有限責任公司・山西煤炭進出口
集団有限公司・中国五鉱集団公司の4社が行ってい
る。2003年には1億トンに達した石炭輸出量は、
それ以降、中国国内の石炭需要増加に伴い中国国内
市況が国際市況を上回っていることもあり、減少傾
向。2011年の輸出量は15百万トンとなっている。

また、過去には輸出時に増値税の還付が行われ
ていたが、2006年9月に増値税還付は廃止され、逆
に同年11月に原料炭、2008年8月からその他石炭
（一般炭・無煙炭）へ輸出関税が課税されている。
現在の税率は10％。

輸出数量に関しては、商務部が発給する石炭輸出許
可証で輸出数量枠が設定されているが、当該発給数量
も年々減少し、また発給時期も遅れている。

輸出許可書発給数量（単位：万トン）

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
発給量 7,000 5,300 5,100 4,535 3,800

2012年以降については、需要増加スピードの鈍
化に供給サイドがうまく対応できない局面で輸出量
が増加に転じる可能性が考えられる。

石炭輸入

中国は2009年以降、国際市場からの輸入量を急
増させており、2011年の輸入量は182.4百万トンに
達し、日本を抜き世界第1位の輸入国となった。

中国の国別石炭輸入量（単位：百万トン、％）
豪州 ｲﾝﾄ ﾈ゙ｼｱ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾓﾝｺﾞﾙ ﾛｼｱ 北朝鮮 他 合計

2007 4.5 14.1 24.6 3.2 0.3 3.7 0.6 51.0
2008 3.5 11.6 16.9 4.0 0.8 2.5 1.5 40.8
2009 44.6 30.5 24.1 6.0 11.8 3.0 5.8 125.8
2010 37.0 55.0 18.0 16.6 11.6 4.6 22.0 164.8
2011 32.6 64.7 22.1 20.2 10.6 11.2 21.0 182.4
前年比 -11.9 +17.6 +22.8 +21.7 -8.6 +143.5 -4.5 +10.7
出所：中国通関統計

中国の輸入量は国内外需給･市況のバランスに
よって大きく増減するが、国内の需要量が堅調に増
加していることもあり、今後も年間1億トン以上の
輸入は継続する見通し。2009年以降、中国の石炭
輸入が急増したため世界の石炭需給は大きな構造変
化を遂げ、国際価格は高騰、世界の原材料市況に多
大な影響を与えている。

輸入時の関税は2005年以降引き下げられ、2007
年6月以降、低品位の褐炭を除き関税率はゼロと
なっていたが、2012年1月以降、褐炭の輸入関税も
ゼロとなっている。

日本との貿易の現状と今後
日本の国別石炭輸入量（単位：百万トン、％）

豪州 ｶﾅﾀﾞ ｲﾝﾄ ﾈ゙ｼｱ 中国 ﾛｼｱ 米国 他 合計
2008 117.7 10.5 35.5 13.3 10.0 1.6 3.1 191.7
2009 102.9 9.2 31.3 6.3 8.9 0.8 2.5 161.9
2010 117.5 10.5 33.8 6.3 10.7 3.1 2.7 184.6
2011 104.8 9.6 35.5 5.0 11.4 6.3 2.7 175.2
2011
ｼｪｱ 59.8% 5.5% 20.2% 2.9% 6.5% 3.6% 1.5% 100.0%

出所：財務省貿易統計

日中石炭貿易の現状

第一次石油ショック後、エネルギーを石油に頼
りきっていた日本において石炭の重要性が見直され
た。そのような状況下、国内炭保護のための輸入禁
止措置が1974年に緩和されたことに伴い、中国炭
の輸入が開始された。

1978年には日中両国政府の支持のもとに日本日
中長期貿易協議委員会と中国中日長期貿易協議委員
会の間で日中長期貿易取り決め（通称LT貿易）が締
結された。

2008年の30周年記念式典では、日中双方におい
て、当該長期貿易がこれまで日中両国の経済貿易関
係に果たしてきた役割を高く評価し、今後も互恵平
等の精神に基づく安定した取引を維持し発展させて
いくことで意見が一致している。2011年からは第7
次日中長期貿易取り決め（期間：2011～2015年）
がスタートしている。
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日本の中国炭輸入量は、2003年に31百万トンを
ピークに年々減少しており、最近では2008年から
の石炭（一般炭・無煙炭）輸出関税の課税や、石炭
輸出許可証の発給遅れによる配船の空白期間発生な
どが、前述の市況要因に加え日中間石炭貿易量のさ
らなる減少要因となっている。

＜建議＞
①-石炭輸出に関する各種貿易障壁の是正

日本は昨年3月に未曾有の震災を経験し、原
発問題の影響から再び石炭火力がスポット
ライトを浴び、稼働を高めているといった
状況もあり、一次エネルギー消費構成に占
める石炭の位置付けはますます重要になっ
ている。かかる状況下、中国の石炭輸出に
関する以下の貿易障壁の是正を要望する。

（ア）石炭輸出関税
現在の石炭輸出関税の税率は10％。

日本へ輸出する石炭に対する関税課税は、
日中両国のエネルギー分野において30年
余にわたる持続的且つ良好な関係を象徴す
る日中長期貿易取り決めの合意内容である
「互恵平等の精神に基づいた安定取引の維
持発展」という精神に矛盾する貿易障壁で
あり、中国炭の価格競争力を損なう一因と
なっていることから、撤廃或いは少なくと
も軽減を引き続き強く要望する。

（イ）石炭輸出許可証（EL：Export-License）
石炭輸出には商務部が発給する輸出許可証
（EL）が必要である。ここ数年、翌年分
EL発給が越年間際となるため、実質的に
年初の配船手配が不可能な事態に陥ってい
る。これはデリバリー可能な期間の制限に
つながり、ひいては契約数量減少につなが
る。年初から正常に配船作業を行うために
はELの早期発給或いは前年度ELの有効期
限延長などの柔軟な対応を要望する。　-
　

②-石炭（原炭）生産量統計データの開示

国家統計局の石炭生産量に関する統計デー
タが2010年4月以降毎月公表されなくな
り、年度の合計数量の公表のみとなってい
る。既に中国の石炭生産量は年間35億ト
ンを超え、全世界の50％を占めている。

また、輸入量も2011年に日本を抜いて世
界一となり、中国は世界の石炭需給に大き
な影響を与える立場となった。このような
状況の中、中国の石炭生産量に関する情報
は世界の石炭需給を考える上で非常に重要
であり、早期の月次データ公表再開を要望
する。　-　
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２. レアアース
中国における2011年のレアアース輸出許可枠は

2010年比同等で30,184mt。レアアースは硝子研磨
剤、光学ガラス、自動車排ガス浄化触媒、永久磁
石、蛍光体等の原料に用いられている。2010年末
以降の市場価格の高騰により、2011年の需要は激
減した。需給バランスが変わり、中国からの供給面
での不安は解消されたが、中国のみに依存する供給
構造は残っており、今後も引き続き不安定な状況は
継続すると思われる。

レアース生産量推移

表１：全世界のレアアース生産量に占める中国の割合
-----　(単位：トン)
年 全世界生産量 中国国内生産量 中国シェア（％）

2008年 124,000 120,000 97%
2009年 133,000 129,000 97%
2010年 134,000 130,000 97%
2011年 132,000 125,000 95％
出所：UGSG2011-RARE-EARTH、2011年については推定。

レアアース生産の概要

2011年の中国のレアアース生産量は、12万
5,000トン（前年比△5,000トン）で、全世界生産
量の95％を占める最大の生産国である。1995年以
降CIS諸国、米国が中国との価格競争に負けて撤退
を余儀なくされ、中国の市場シェアは上昇し現在の
ような独占供給体制を築くに至った。

中国の資源量は6,780万トン（酸化物ベース　中
国レアアース協会推計値）といわれ、83％が内モン
ゴル自治区、8％が山東省、3％が四川省及び南方地
域（江西省、広東省、湖南省、福建省、広西省、海
南省）と資源の大半は内蒙古に存在する。中国全土
にあるレアアースの分離能力は20万トン/年と推計
されている。

中国国内では最近鉱山の乱開発、製造廃棄物によ
る環境破壊が問題となり、鉱山の採掘規制や分離企
業の統合などが進められている。

2011年のレアース政策と実績
①-採掘総量規制：93,800トン

②-指令性生産計画：90,400トン

③-輸出許可枠：30,184トン

④-2011年の概況：

2011年はレアアース価格の高騰により需要が激
減した。ユーザーは一斉にレアアースの使用量を削
減、一部代替品に切り替えるなど購入数量を最小限
に抑えたため、タイト感は解消された。

一方7月に投機的な取引を取り締まるための専用
インボイス制度の導入が発表されると、投機筋から
の在庫が一斉に市場で売られ市場価格の下落に繋
がった。さらに年末にかけて、EL消化の動きが加速
したことで相場の下落を加速させる事となった。

2012年のレアース需給予想
①指令性生産計画：90,400トン（内-中国内での需
要は約70,000トン）

②輸出許可枠：31,130トン　

③2012年見通し：

レアアースの世界需要は、環境・ハイテク分野で
の需要増に伴い続伸する一方、中国以外の地域での
レアアース生産は商業化されておらず、2012年は
引き続き中国に依存せざるを得ない。（中国以外の
ソースからの供給は2012年後半以降、一部本格化す
る見通し。）一方中国では、引き続き環境保護、資
源保護の観点より、レアアースの採掘・生産量の規
制、生産企業統合が進められ生産量は減少する見通
しである。さらに今年からELが軽稀土と中重稀土に
分割され、中重稀土についてはE/L不足が予想され
る。また中重稀土に関しては、今後生産・輸出規制
がより強化されると予測される。以上により、2012
年は中重稀土については需給のタイト感は変わら
ず、EL枠を各需要国、需要家が争奪する状況が続く
ものと思われる。

日本との貿易の現状と今後
日本の国別輸入量

表２：日本のレアアースの中国からの輸入量推移
--（単位：万トン）

年 中国 その他 合計
2008年 31,097 3,203 34,330
2009年 15,613 2,649 18,262
2010年 23,311 5,254 28,564
2011年 15,378 7,112 22,490

201１年シェア（％） 68%
出所：財務省通関統計
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日中レアアース貿易の現状

2010年の全世界のレアアース生産量は酸化物
ベースで約13万トンであり、9割以上は中国で生産
されている。1990年代半ばまでCIS諸国、米国にお
いても生産されていたが、割安な中国産レアアース
の台頭を受けて生産は縮小、停止に追い込まれた。
日本は、近年EL枠の減少により中国からの輸入量は
減少しているものの、2011年時点でも、日本向け
は中国の輸出量全体の約6割を占めている。

レアアースの埋蔵量は中国が36％、CIS諸国が
19％、米国13％、オーストラリア5％（米国地質
調査所データより）と、生産量ほど偏在してはいな
い。現在中国以外で開発が進められているプロジェ
クトから供給が開始されるのは2012年後半以降と
なる。中国のEL枠が2010年と同等程度で今後推移
すると仮定しても2015年までは供給不足が継続す
ると予測される。中国政府の政策には今後とも注意
が必要である。

また、大部分のレアアース加工品は輸出規制の対
象とならない事から、資源を保有する中国企業が高
度な製品技術を求め、日本企業との合弁事業を展開
する可能性は大きくなっている。

＜建議＞
①-レアアースの輸出規制、中国国内の採掘・
生産の管理強化などにより、輸出商談とそ
の履行には未だ大きな支障があり混乱は継
続している。政策の変更は、輸出企業とも
更に十分な情報交換と意見の吸い上げを経
て行っていただきたい。

②-資源に対する外資投資の制限は明確に規定
されているが、資源を加工する事業に関す
る外資規制の更なる緩和を求めたい。さら
に現在のルールにおいても、運用面で不明
確な点があり、より明確な指針の確認を要
望したい。
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３. 電力
中国の電力需要は、2008年には金融危機の影響を受けた

ものの高い伸び率で推移し、2011年は第2次産業が牽引して
伸び率11.7%増とGDP伸び率を上回っている（図1参照）。

電力設備については、着実に電源整備を実施し、2011年
末の総発電設備容量は約10.5億kWとなり、約7割を石炭火
力が占めているが（図2参照）、非化石エネルギーの開発
に力を入れておりその割合は27.5%と前年よりも1ポイント
増えている。電力供給面については発電設備容量不足によ
る電力不足は基本的に解消されているが、依然として一部

の地域ではピーク時の電力使用制限を行っている。

2011年の動向
・-年初から華東、華中、南方地区を中心として3,000万kW
程度の電力不足が発生し、電力供給制限により製造業等
の生産活動に大きな影響を与えることとなった。渇水の
影響に加え、市場価格である石炭価格の高騰に対し規制
価格である電気料金が上げ止まりしていることが主原因
で、火力発電事業者の多くは赤字で、石炭調達は十分で
ない状況となっている。

・-電力設備は持続的に増加し、特に非化石エネルギー電源
への投資が盛んであり、全国電源開発への投資額3,712

億元に占める比率は71.6%と、前年比で7.4%上昇してい
る。世界最大の発電設備容量である風力に加え、8月に
固定買取り料金が制定された太陽光も系統連系容量は前
年から大きく増加している。

電力事業の今後の見通し
・-2012年の電力需給予測は、社会全体消費電力量が5兆
1,300万kWhと伸び率は前年より約2%減の9.3％、ま
た、新規発電設備容量は8,000万kWと前年比1,000万
kW程度少ないと見込まれている。

・-2012年の電力不足は、5,000万kWに拡大すると見られ
ていたが、電気料金値上げと石炭価格の規制等により、
2011年同等の3,000万kW程度と予測されている。

・-今後、緩やかになるものの順調な経済伸び率に応じて
発電設備容量、電力需要も伸び続け、発電設備容量は
2015年時点で約14.4億kW、2020年時点で18億kW、電
力需要については2015年には約6.3兆kWh、2020年に
は約8.2兆kWhと予想されている。

・-今後、第12次五カ年計画（以下、「十二・五」）が全面
的に実施されるが、方向性としては「従来型火力電源の
クリーン・効率化の推進」、「新エネルギーの加速」、
「エネルギーの地域分布の最適化」、「エネルギーの国
際協力」、「科学技術革新能力の向上」などが挙げられ

図２：発電設備容量と最大電力の推移

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
その他 3- 8 0 7 30 67 87 3 3 3 31
太陽光 3 26 214
風力 34 40 57 76 126 207 420 839 1,760 2,958 4,543
原子力 210 447 619 684 685 685 885 885 908 1,082 1,191
火力 25,301 26,555 28,977 32,948 39,138 48,382 55,607 60,286 65,108 70,967 76,546
水力 8,301 8,607 9,490 10,524 11,739 13,029 14,823 17,260 19,629 21,606 23,051

容量合計 33,849 35,657 39,140 44,239 51,718 62,370 71,822 79,273 87,409 96,641 105,57
最大電力需要 19,900 21,000 24,698 28,512 33,220 38,575 44,974 47,360 54,114 58,823

図１：電力消費量の推移
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る。また、特に「省エネ・環境分野」、「新エネルギー
分野」については7大戦略的新興産業に指定されている。

・「十二・五」計画では、エネルギー消費に対する非化石
エネルギー消費を11.4%に高め、単位GDP当たりのエネ
ルギー使用率を16%減らし、単位GDP当たりのCO2排出
量を17%削減する目標を掲げている。

火力発電

・-石炭火力電源の効率化：小規模の石炭火力を閉鎖し、
高効率な最新鋭大規模ユニット中心の電源構成にシ
フト（上大圧小）。超臨界圧火力は2010年末で194
台導入され、最新鋭の100万kW級超々臨界圧火力は
2011年末で39台が運転と世界一の規模である。全国に
4,000以上ある小規模発電会社への展開は今後も継続的
に実施される。

・-汚染物排出削減：「十二・五」計画では、第11次計画か
らの継続指標であるCOD、SO2の8%削減に加えて新たに
アンモニア性窒素、窒素酸化物の10%削減が目標値とな
り、2011年9月には「火力発電所大気汚染物排出基準」
が改正された。「十一・五」期間中では脱硫装置容量が
5,300万kWから5.6億kWと巨大な脱硫装置産業を育成し
たが、脱硝装置についても同様な発展が期待される。

非化石エネルギーの推進

・-水力を主として風力や原子力を積極的に推進しており、
2007年発表の中長期発展計画目標は既に上回り、目標
値が大幅に上方修正される見込みである。（表1）

表１：分野別の主な非化石エネルギー発展目標 
         （発電設備容量）

中長期発展計画(2007年) 12・5計画 中電連等
の予測

2010年
（実績） 2010年 2020年 2015年 2020年

水力 2.16億
kW 1.9億kW 3億kW 開発1.2

億kW 約4億kW

風力 2,958万
kW

1,000万
kW

3,000万
kW

新設
7,000万
kW以上

1.8億kW

ﾊﾞｲｵﾏｽ 500万
kW

550万
kW

3,000万
kW － 3,000万

kW

太陽光 26万kW 30万kW 180万
kW

新設500
万kW以上

2,000万
kW

原子力 1,082万
kW

1,200万
kW

4,000万
kW

4,000万
kW程度
着工

7,000万
kW～

出所：中長期発展計画、第12次五カ年計画、中電連資料等

・-風力発電：全国8箇所の1,000万kW級の風力発電基地を
中心とした開発が進み、世界一の発電設備容量となって
いる。一方で、急激な開発に伴う送電設備とのミスマッ
チや品質不良による大規模停電等の問題も提起されてお
り、開発案件の許認可を厳しくしている。

・-原子力発電：2020年の目標値が中長期発展計画の4,000
万kWから9,000万kW程度に引き上げられるとの声も
あったが、福島第一原子力発電所の事故以降は、計画認
可を凍結している。基本的には原子力推進の姿勢には変
わらないと見られている。

送配電設備

・-強靭なスマートグリッド（超高圧（UHV）を基幹とし
た送配電網を協調発展し、情報化・自動化・双方向化さ
れたITプラットフォームによる支援のもと、「電力」、
「情報」、「業務」の流れを電力系統に高度に統合した
もの。）の構築は実証試験を経て本格的な建設の段階を
迎えている。

・-スマートメーターの導入：各区域電網公司で都市開発と
一体となったスマートメーターの導入が始まっている。

・-UHV送電線の整備：西北部に集中する石炭資源と風力・
太陽光を東部沿岸部へ効率良く送電する目的のために
UHV送電線の建設を更に推進。「十二・五」期間中、
「三縦三横」等の基幹電力網の整備を行うとしている。

・-電気自動車（EV）の導入：EVの利用促進策の実施とと
もに、蓄電池充電／交換スタンドなどのインフラ整備を
電網公司が中心となって進めている。

＜建議＞
①-電力安定供給の着実な実施：電力の安定供給に
向けた電力設備増強とそれに向けた電力会社へ
の支援、十分に余裕をもった電力の供給計画と
制限調整を要望したい。

②-流通設備への投資強化：送配電網整備投資を確
実に実施し、再生可能エネルギーや大型電源の
新規設置と並行した送電網整備、配電網の信頼
性向上を要望したい。

③-スマートグリッドの推進：各国との関連標準化
へ向けた活動継続を要望したい。

④-電気料金石炭価格連動制度の確実な実施：電気
料金の適正化による電力会社の経営安定と電力
安定供給を要望したい。

⑤-原子力安全教育、発電所間ネットワークの構
築：人材育成や運用管理といったソフト面の充
実。日本における研修や発電所間での定期交
流、情報共有システムの構築を要望したい。

⑥-電気自動車の普及に向けた充電設備の規格統
一化：各国関係各機関とさらなる協調を要望
したい。
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１. 建設
2011年は中国建設業にとって大きな転換の時期

となったといえる。12月には中国の都市人口が農村
を上回り、対総人口比で51.3%になったと伝えられ
ている。今後も人口の都市部への移動は続くと見ら
れており、都市開発のための建設投資は今後も増加
傾向が続くと予想される。そんな中、第12次五カ
年計画の政策目標として「資源節約・環境保護型社
会への転換」が掲げられており、都市部開発におい
てスマートシティ、エコシティというキーワードで
都市の持続可能な開発を目指す動きが各地で見られ
る。日本企業の持つ省エネ技術や環境技術にとって
大きな市場となることも考えられる。一方で、高速
鉄道や高速道路に代表される国土インフラの整備は
資金難等の理由により、一部地方において着工量の
減少が見られた。また不動産に対する政府の引き締
め策により、都市部において不動産市場の冷え込み
が見られている。また全国的な労働者不足が深刻化
しており、建設労働者の確保が困難になっており、
賃金も高騰し続けている。

以上のような状況下で、日系企業が中国国内で建設
業に携わるにあたって、いくつかの問題点に直面して
いる現状がある。以下では、日系企業が直面する建設
業に関わる問題点と改善要望に関して述べる。

2011 年度の統計資料によると、都市部の固
定資産投資額は 301,933 億元（注１）で、前年
比 23.8%増加している。2010 年の年間の伸び率
24.5%からみると若干の鈍化が見られるが、なおも
安定して増加している。各産業の内訳は第一次産業
への投資総額は 6,792 億元で、前年比 25.0%増、第
二次産業は 132,263 億元、同 27.3%増、第三次産
業は 162,877 億元、同 21.1%増となっている。

昨年は政府の政策重点がインフレ抑制から経済成
長促進へ転換されたにも関わらず、不動産が牽引す
る投資政策は見直され、不動産価格抑制はなおも続
くと見られる。今後は資金投資が社会公益に向けら

れると予想され、中国建設業のあり方も大きな転換
を迎えるものと思われる。

注１：文書中の数値は、国家統計局より発表された資
料による。

建設業に関わる問題点と改善要望
分公司（支店）の設立に関する問題

分公司の設立問題については、施工許可証の発
行申請に伴って当該の行政機関から条件として求め
られる問題である。従って、施工地の建設行政管理
部門の施工許可があれば、分公司の設立は必要条件
とはされていない。ちなみに施工許可取得のために
分公司の設立を求められない行政機関としては、日
系ゼネコンが進出している都市の中で江蘇省、蘇州
市、無錫市、唐山市（河北省）、大連市、武漢市と
なっている。また、分公司の設立を要請された場合
の設立時、または工事の終了後に、個々の行政機関
が要求する条件にハードルが高いものが含まれ、プ
ロジェクトのコストに対する影響及びその地域にお
ける業務展開に制限を加えられる問題も派生的に出
てくる。

参考として、嘉興市においては、60万元の委託
金を1年間の義務がかせられており、広州市におい
ては、法人名義の口座の維持が事務所登録の条件と
なっており、寧波市では保証金150万元の返却条件
は分公司を閉鎖時となっている。

日系ゼネコンが進出している都市の中で、施工
許可取得のために分公司の設立を求められる行政機
関としては西安市、広州市、深圳市、煙台市、天津
市、広東省（東莞市、恵州市、沸山市）となってい
る。しかしながら、施工許可申請と分公司の設立登
録の関係が明確ではない。

・-施工地の行政機関に登録しなければならないとす
る考えが、中央政府の関連法規の中で具体化され
ていない。

第３章
建設業
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・-実施細則については各省、自治区、直轄市人民政
府の建設行政管理部門が定めることができるとあ
り、国の統一見解がない。

また、問題点は設立条件も設立のための必要書類
も各都市において、ばらつきがある点にある。

建造師資格に関する問題

2008年2月まで行われていた外国人項目経理に対
する扱いは、以前から並行して推進されていた「建
造師」の制度にとって替わられたことにより、現在
外国人に対する現場代理人に対する現場代理人資格
は新たに「建造師」試験を受けるしかその取得方法
がない。会社の登録用件にもこの「建造師」の人数
等が係わってくることから、この制度の在り方は、
重要な問題の一つであるといえる。

また、「1級建造師臨時従業員証書」の申請にあ
たり「1級プロジェクトマネージャー資質証書」の保
有がその条件であった。「外国人のプロジェクトマ
ネージャーは、国内の1級プロジェクトマネージャー
と同等とみなすこと」が「名簿の発表に関する通知
表」（建市資函[2006]89号）でうたわれていたに
も係らず、一方で上記の資質証の発行は外国人プロ
ジェクトマネージャーに対し、行わないことが同じ
通知表で明記され、発行しなかったことが、外国人
のプロジェクトマネージャーの「1級建造師臨時従業
員証書」の申請の機会を閉ざす結果をもたらしたこ
とは、外国人社員と中国人社員の間に不平等な取扱
が発生していることは否めないといえよう。

営業税の納付先に関する問題
（上海市における問題点）
上海市内で工事をする時、登録地と工事場所の

管轄税務局が異なる場合がある。原則的には、登
録地区の税務局で営業税を納付する考えを取って
いるが、数年前より、工事場所の管轄税務局より
上記営業税の納付を求められるケースがあった。
最近そのような動きが増えている。日系ゼネコン
への調査によれば、現在求められた経験のある区
は閔行区、青浦、松江、金山、嘉定、奉賢、宝山
ということである。

また、国務院令第540号14条には、建築業役務を
提供する納税者は課税役務発生地で納税の考えを示
している。上海市以外で工事を行う場合はその工事
場所の税務局へ納税するところから問題はないが、
上海市の区の場合はこの国務院令の発布を機に施工
地にある税務局が要求する場合が増え、困難な対応
を迫られることが予想される。

土地使用に関する法規と実態が乖離している問題

日系企業への調査によれば、工業プロジェクト用
地に関する国の規制が企業活動の実態に合っておら
ず、外資企業の参入障壁になっているとのことであ
る（例：建設機械販売・修理業）。

国土資源局の規定で地区・業種ごとに必要投資額
が定められているが、この金額は現実に必要な投資
金額をかなり上回っており、遵守するのは困難。一
方で地場企業はこの規定を遵守せずに土地購入し事
業を行っている例が良く見られるとのことである。

＜建議＞
①-企業活動の実態に即した工業プロジェクト
用地に関する国の規制の実態に即した見直
しと法令の整備を要望したい。

②-建設業における分公司（支店）設立に関し
て、中央政府による統一的な法整備によ
り、地域格差の無い統一性の確立を要望し
たい。

③-施工許可申請取得のために分公司（支店）
設立を許可条件とすることの撤廃を要望し
たい。

④-建設業の従事する外国人社員と現地社員と
の資格取得制度の不平等な取扱の是正と法
令の整備が必要。外国人社員が、中国人社
員と同等な取扱をされる制度への見直しを
要望したい。

⑤-納税制度の地域格差の是正と見直しが必
要。建設業という業態にあった法令の整備
を要望したい。

⑥-納税や保証金の支払いにおいて二重払いが
課せられる状況が見受けられるが改善を要
望したい。
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２. 不動産

中国不動産マーケットについて
2011年の動向

不動産価格の過度な上昇を抑制するために、住宅
の購入制限を定めた「国８条」の施行から幕を開け
た2011年の中国不動産マーケットではあるが、こ
の抑制政策の施行・徹底的な遂行により住宅を中心
に取引量が著しく減少し、一部ではバブル崩壊の懸
念が囁かれた。しかしながら住宅分野においても高
級住宅については取引量の減少は激しいものの、全
体的な供給不足や引き続き堅調な需要に下支えされ
2011年を通して販売価格は大幅に下落することは
なかった。反面、オフィス、物流施設などの事業用
不動産については外資系企業を中心とした拡張需要
や中国系企業の底堅い需要を背景に、賃料は多くの
都市で上昇を続けた。

表１：2011年第３四半期オフィス賃料及び販売価格
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表１のように、2011年第３四半期の北京のオ
フィス賃料は平均300ＲＭＢ/㎡・月を超え上海を
抜いて中国主要都市での最高水準を示しており、
前四半期比8.8％上昇と上昇率も最高水準となっ
た。北京に次いで広州、天津がそれぞれ前四半期比
7.8％、7.6％上昇を示すなど中国全体で引き続き堅
調な伸びを示した。

表２：2011年第４四半期オフィス賃料及び販売価格
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2011年第４四半期においても、北京のオフィス
賃料が中国主要都市で最高水準であることに変化は
なく前四半期比6.8％上昇し、約350ＲＭＢ/㎡・月
となった。引き続き急激な上昇を見せる北京のオ
フィスマーケットに対して、他都市の上昇率は比較
的低水準で推移しており、全体としては緩やかな上
昇傾向を示した。

高級住宅マーケットは、例年繁忙期となる第３四
半期に販売価格が上昇する傾向があったが、年初来
の抑制政策の影響から各都市ともに苦戦が続き取引
量は低水準で推移している。2011年第３四半期で
最も販売価格が上昇した武漢でも前四半期比4.8％
の上昇に留まり、続いて瀋陽が前四半期比3.9％と
なった。各デベロッパーは取引量の確保を目指して
低価格戦略を講じたり、高価格物件の販売時期を延
期したりと試行錯誤を繰り返しているが調査対象の
15都市中４都市で販売価格の下落を示した。この販
売価格の下落傾向は2011年第４四半期に入っても
変わらず、15都市中10都市で前四半期比で下落を
示した。

また賃料については各都市ともに安定的であり、外
資系企業の駐在員の増加により大幅な賃料上昇傾向を
示した北京以外は小幅な上昇に留まった。

表３：2011年第３四半期高級住宅賃料及び販売価格
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表４：2011年第４四半期高級住宅賃料及び販売価格
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2012年の展望
オフィスマーケットについては、全体的な供給不

足から引き続き上昇を続けると予想される。欧州の
金融問題等の影響が波及しない前提で、今後も中国
経済が成長して行くとすれば、2012年も外資系企
業のオフィス拡張傾向は続くものと考えられ、中国
系企業の需要増と相まって、特に新規供給が限定的
な北京、天津などの都市についてはさらに貸手市場
化が進むものと思われる。この貸手市場化が進むこ
とによりテナント側は厳しい条件交渉に直面するこ
ととなり、契約更新か移転かの慎重な選択を迫られ
ることとなるであろう。

オフィスの販売マーケットについては実需に基づ
く中国系企業の取引が活発化しつつあり、また住宅
に変わる投資対象を模索する投資家の需要も流入す
ると予想され、引き続き安定的に上昇するものと思
われる。

高級住宅については政府の政策に大きく左右される
が、このまま現在の抑制政策が継続する前提で考える
と引き続き取引量は低迷すると予想される。しかしな
がら交通至便な都市中心部に位置する高価格帯の物件
に対する需要は一定量あると考えられ、これらの取引
によりマーケット全体の販売価格が大幅に下落するこ
とはないと予想される。

その他、インターネット通販の拡大により物流施設
への需要がここ数年大幅に伸びており、かつ外資系不
動産ファンドによる優良施設の供給が進んでいること
から、物流・工場マーケットの底上げが進みマーケッ
ト全体の賃料が上昇して行くものと思われる。

事業用不動産分野については、引き続き安定的に
成長するものと思われるが、住宅マーケットについ
ては政策動向・需要動向ともに注視していく必要が
あろう。

中国不動産業界における問題点・ 
改善要求
①-商業不動産登記（移転）申請方法が複雑で時間が
かかる。

②-手順や必要書類について管轄の不動産交易局窓口担
当者によって異なる見解を示されることがある。

③-オフィス賃貸借契約書に印紙貼付の必要があるか
否か不明確である。

④-オフィス移転の際、住所変更申請に関する手続き
がタイミング・方法とも不明瞭であり、窓口に相
談すると窓口担当者によって回答が異なり、どれ
が正しい方法かわからない。

⑤-北京において現登記住所と異なる区に移転を検討
した際、異なる区にオフィス移転することは出来
ないと政府機関に指導された。この法的根拠を確
認する為、インターネット等で関係法規・通知を
検索したが明確なものが見つからず、政府機関窓
口まで赴いて確認した。結局は明確な根拠とリス
クが判明出来なかった。

⑥-管轄区税務局と現在の事務所存在地が異なる場
合、これは問題にならないのか不明。

⑦-工場を売却しようとした際、過去の購入先である
工業団地側が売却に際し、さまざまな制限とも思
われる条件を伝えてきた。

上記のように、日本企業が直面する不動産に関
連した問題はオフィスや工場などの賃貸・売買に関
係する項目が中心である。かつそれは具体的手続き
などの実務関係に関するものがほとんどである。厳
格な法令・ルールの順守の実践を前提にし、上記の
ような懸念事項は日本企業にとって重要な問題であ
る。2011年に引き続き、以下の建議につき改善を
要望したい。

＜建議＞
①-工場やオフィスの移転に伴う、商業不動産
登記（移転）申請方法が複雑で時間がかか
る。改善を要求したい。

②-登記事項の変更や、登記簿の移転登記手続
きなどを初めとする各種手順や必要書類に
ついて、管轄の不動産交易局窓口担当者に
よって異なる見解を示されることがある。
統一された対応を要望したい。



128

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

③-オフィス賃貸借契約書に印紙貼付の必要が
あるか否か不明確である。印紙税の納付基
準の明確化を要望したい。

④-オフィス移転の際、住所変更申請に関する手
続きがタイミング・方法とも不明瞭であり、
窓口に相談すると窓口担当者によって回答が
異なり、どれが正しい方法かわからない。早
急な改善を要望したい。

⑤-北京において現登記住所と異なる区に移転
を検討した際、異なる区にオフィス移転
することは出来ないと政府機関に指導され
た。この法的根拠を確認する為、インター
ネット等で関係法規・通知を検索したが明
確なものが見つからず、政府機関窓口まで
赴いて確認した。結局は明確な根拠とリス
クが判明出来なかった。行政の秩序ある対
応を要望したい。

⑥-ある企業の納税管轄区税務局と現在の事務
所所在地が異なる場合、この相違が問題に
ならないのか不明である。納税に関する明
確で統一的な対応を要望したい。

⑦-工場を売却しようとした際、過去の購入先で
ある工業団地側が売却に際し、制限とも思わ
れるさまざまな条件を伝えてきた。厳格な法
令・ルールの順守の実践を要望したい。

⑧-オフィス移転の際、消防審査に要する期
間が不明確であり造作工事等の移転スケ
ジュールを確定することが非常に難しい場
合があった。ルール運用の明確化をお願い
したい。

⑨-日系企業が直面している課題は、オフィス
の移転や工場の購入・売却等の実務面に関
する事項をほとんどである。実際の事業運
営に直結する課題が多くあることから、関
係法令の整備や管轄官庁の対応の統一等を
進めていただきたい。
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1. 繊維・アパレル
2011年の中国繊維産業は、労務費の上昇や綿

花、化繊原料の乱高下に大きく影響を受けたが、国
内消費、輸出、投資ともに好調に推移し、第12次五
カ年計画の目標である「繊維大国から繊維強国」へ
の構造変化も伺える一年であった。日中の繊維・ア
パレル産業は貿易・投資面で最重要のパートナーで
あり、両国産業の相互発展についての検討、協力を
続けているが、一部には中国関係当局に要望する課
題も存在する。

中国の繊維・アパレル産業状況
第12次五カ年計画の初年度だった2011年の中国

繊維・アパレル産業は、マクロ指標で見る限り下表
のように量的拡大が続いている。ただその内容から
は産業の質的変化が読み取れる。

主要指標

項目 2011年実績 前年対比 出所
紡織工業増加値(注1) 12.7％増 4.9ﾎ ｲ゚ﾝﾄ上昇 国家統計局
化繊生産(注2) 3,362万㌧ 13.9％増 〃
紡績糸生産(注2) 2,894.6万㌧ 12.4％増 〃
アパレル生産(注2) 254-億点 8.1％増 〃
繊維品輸出(注3) 2,480億㌦ 20.1％増 海関統計

繊維固定資産投資(注4) 6,799億元 36.3％増 国家統計局
社会消費品小売総額
アパレル類(注5) 7,955億元 24.2％増 〃

注１：年間売上高20百万元以上の企業が対象。-
　　　日本の売上高総利益に類似
注２：年間売上高20百万元以上の企業が対象
注３：海関統計を基に中国紡織品進出口商会がまとめた
注４：投資金額5百万元以上のプロジェクトが対象
注５：年間売上高20百万元以上の卸売、同5百万元以上の-
　　　小売が対象。靴、帽子など含む

生産：品種によっては減産も

「繊維大国から繊維強国へ」という基本方針の
下、あらゆる品種が無秩序に増産されるという状況
ではなくなった。化学繊維全体では13.9％増と2ケ

タ拡大を維持しているが、主力のポリエステルが
15.2％増になったためでレーヨン長繊維は0.7％の
減産。10年には22.8％増だったスパンデックスも
一転して2％の減産だった。アパレルも8.1％増にと
どまり、前年から10.5ポイント低下した。

原材料の乱高下が目立った1年でもあった。綿花
（328級）は3月に1トン31,000元を超えた後、続落
し、12月は約19,000元。高純度テレフタル酸は2月
の11,850元が11月に7,950元、アクリロニトリルは4
月の21,250元が11月には10,900元まで下げた。

輸出：新興市場向けが急拡大

繊維輸出は人民元高の進行にも関わらず、過去最
高を更新した。債務危機で揺れるＥＵ（27カ国）向
けは19.6％増と前年（23.7％増）に近い伸び率を維
持したが、米国向けは11.7％増にとどまり、16.1ポ
イント低下。日本向けは前年の5.2％増から20.8％
増と大きく伸びた。明暗を分けた先進国向けに対
し、ASEAN向けが34.1％増、中東向けが26.9％増と
好調。2010年からFTAが発効したASEANでは中国
からテキスタイルを輸入し、縫製して欧米へ輸出す
る商流が拡大している。

主力のアパレルは、金額でニット製が19.8％、
布帛製が15.8％各増と好調だが、数量ベースでは
0.6％、4.2％各減だった。人件費と原材料の高騰を
反映した単価上昇が顕著である。省別では広東、浙
江、江蘇の上位3省が13～20％の増加だったのに対
し、絶対額はまだ小さいものの江西（40.4％増）、
広西（36.4％増）、安徽（30.4％増）など中部の伸
びが目立つ。

投資：中西部の伸びが目立つ

繊維産業の固定資産投資額のうち、東部（10 省
市）：中部（6省）：西部（12省区市）：東北（3省）
の割合は 56：32：8：6となる（四捨五入のため計
100 とならない）。政府の産業移転も後押しし、前
年比伸び率は東部の 25.3％に対し、中部 56.7％、
西部 49.3％、東北 40.1％となった。

第４章
製造業
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小売り：パイは拡大するが、競合が激化

小売動向の指標となる社会消費品小売総額のア
パレル類は24.2％増だった。7,955億元を換算する
と9兆5,460億円となり、日本の9兆800億円（矢野
経済研究所推定）を超えたことになる。中華全国商
業信息中心がまとめた全国重点小売企業100社のア
パレル販売実績では金額が20.4％増に対し、数量は
4.9％増にとどまった。アパレル輸出と同様に、単
価の上昇が目立つ。

その中で、ブランド間、小売業態間の競合が激
化している。スポーツウェア・用品市場でローカル
ブランド最大手の「李寧」は 2004 年から 10 年の
6年間で売上高を 5倍に増やしたが、2011 年は一
転して6～7％の減収になった模様。「ナイキ」や「ア
ディダス」などの欧米ブランドが地方の 2、3線都
市に出店攻勢を掛けたあおりを受けた。

上海服装行業協会がまとめた2011年市内11商
業施設（注6）のアパレル販売（バッグ、靴含む）
によると、販売数量は1185.9万点と前年比9.3％
減だったが、単価が458.4元と14.7％上昇したた
め、金額は54.4億元と4.1％増加した。その中で第
一八百伴が単価を29.3％引き上げ、金額でも8％増
だったのに対し、新世界商城は単価上昇15.2％にと
どまり、金額は2.3％減少した。

注6：第一八百伴、第一百貨、新世界広場、第六百
貨、東方商厦淮海店、永安百貨、嘉定商城、上
海時装商店、上海婦女用品商店、淮海青少年商
店、長発商厦

具体的な問題点と改善要望
日本の繊維産業にとって、中国は輸出、輸入とも

に最大の貿易相手国であり、日本企業による中国へ
の直接投資（現地生産）も多い。また中国から見て
も日本は最大の輸出先（2000年前後は日本が1位、
現在は3位に後退したが依然として2兆円超の規模）
の一つである。このように相互に最重要パートナー
との認識の下、両国繊維業界は、日本繊維産業連盟
と中国紡織工業連合会の業界間国際会議「日中繊維
産業発展・協力会議」を2004年から開始させ、相
互の産業発展、貿易拡大のための各種情報、意見交
換を行っている。

知的財産保護について

「2011年白書」においても問題点として取り上
げた繊維分野における知的財産権保護の問題は、日
中の繊維産業界双方とも重要な課題と認識、2008

年末に日本繊維産業連盟と中国紡織工業協会（現連
合会）の間で覚え書きを締結した。

知財権侵害の内容はさまざまであるが、最も多
く深刻なものは商標の冒認登録、インターネットサ
イト等での模倣品の横行の2点。冒認登録とは、例
えば日本のアパレルの著名商標が、中国の第三者に
よって中国で登録されてしまい、日本のアパレルの
現地での販売行為に支障を来すものである。模倣品
は、日本アパレルのブランドやデザインを無断でコ
ピーした商品であり、そのブランド価値や企業イ
メージを毀損するものである。現在、覚え書きに基
づいてこうした代表事例についての問題解決策、予
防策を協議中であるが、中国国内企業、国民への更
なる啓発が必要である。2011年白書の建議におけ
る商標登録審査の厳格化、模倣品に対する取り締ま
り強化の要望については、引き続き希望するもので
ある。

自由貿易（FTA等）に向けた取り組み

前述の通り日中の繊維貿易は非常に大きく、貿易
自由化が実現された場合の効果は非常に大きいと考
えられる。貿易自由化、特に関税撤廃は相互の国内
産業への影響もあるので、その影響について慎重に
検討しなければならないが、日本の繊維産業界は、
中国からの輸入拡大の脅威よりも、成長する中国市
場向けの輸出拡大の機会に期待している。FTAに関
しては、2010年に従来の日中に韓国を加えて立ち
上がった「日中韓繊維産業協力会議」の合意事項
として、FTAに関する3国実務者委員会を設置し、
2011年6月韓国済州島で最初の実務者委員会が開催
されたところ。このように韓国も含めた日中の繊維
業界における相互理解は着実に進んでおり、一方で
FTAを進めるに当たっての課題も見えてきている。
この推進については中国政府としても積極的な支援
を希望する。

環境保護、省エネを織り込んだ産業発展

繊維産業が今後も持続的に成長していくために
は、環境問題にあらゆる観点から取り組まねばなら
ない。日本の繊維産業界は世界に先駆けて環境問題
に取り組んで来た実績があり、中国の繊維業界とも
各種の情報交換を行っている。中国は既に世界最大
の繊維生産国であり、特に環境問題への対応が重要
である。地球温暖化対応（CO2削減）の観点からの
省エネ、リサイクル、非石油由来の各種繊維開発、
有害化学物質の排出削減、大気汚染、水質汚濁防止
などへの徹底した取り組みが必要である。
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投資、事業運営に関する障害、各種問題点の是正

－2011年から引き続き要望する貿易実務面での問
題点

・-輸出増値税の還付金については、地域により異なる
ものの概ね入金に半年から1年かかっており、企業
経営を圧迫している。一般に諸外国において付加価
値税は輸出の場合、原則100％免除であることを考
慮すると、本制度は特殊なものであり、少なくとも
申告から還付までの期間を短縮して企業負担の軽減
を図っていただきたい。

・-外貨決済による中国を産地とした三国貿易におい
て、仕入先に対する決済のタイミングを、売り先
からの入金確認がない段階でできるよう改善を要
望しているが、現状変化はない。中国からの輸出
拡大の奨励策として引き続き規制緩和を求める。

－その他引き続き改善を要望する点

・-ATAカルネを利用した輸入については、依然とし
て展示会用途に限られており、社内協議用のサン
プルなどは認められていない。また、カルネ輸入
の際に発行される批准書も3部に限られている。
批准書は輸出者、展示会主催者および展示会主催
者が指定する通関業者に渡す必要があり、かつ、
通関の際に批准書オリジナルが求められるため、
結果的に展示会に出展する際は指定通関業者を利
用せざるを得なくなっている。批准書が不必要に
なるか、コピーにて要件が満たされるような対応
の検討を望む。

・-アパレル製品に関する品質表示基準について、依
然として商品の下げ札に記載する品質表示基準が
不明確で、各省により異なったルールが運用され
ている。また品質表示は、混率や組成状況および
商品品質の分類記載も必要以上に細かく求めてい
るため、遵守する企業は限られている。中国全土
での統一基準の制定を要望すると共に、品質表示
をより簡素化し、遵守可能なルール運用をしてい
ただきたい。

・-品質管理基準については、自社の基準を企業基
準として登録できる対象を生産型企業に限定せ
ず、非生産型企業も対象とするルール改正を引き
続き要望したい。また国内販売する商品の品質検
査は、CNAS（中国適格評定国家認定委員会）と
CMA（中国内販試験検査機関）双方から認定・
認証を受ける必要があり、これにより企業はほぼ
同内容の監査を２度受け入れなければならない。
品質検査機関への認定・認証はCNASとCMAのど

ちらか片方で済むような改正を要望する。

＜建議＞
①-知的財産保護について、引き続き商標登録
審査の厳格化、模倣品に対する取り締まり
強化を希望する。

②-自由貿易（FTA等）に向けた取り組みに関
し、中国政府としての積極的な支援を希望
する。

③-環境保護、省エネを織り込んだ産業政策が
望まれるが、その運用に当たっては企業経
営状況も考慮した適正な運用を希望する。

④-輸出増値税の還付のタイミングについて、
期間を数カ月程度にまで短縮するよう希望
する。

⑤-外貨取引における仕入先への決済時期の改
善を引き続き希望する。

⑥-ATAカルネによる輸入の適用範囲拡大（社
内サンプルを含める）と、批准書に関する
運用規則の緩和を希望する。

⑦-アパレル製品の品質表示法に関しては、全
国統一かつ簡略化してルール遵守可能な法
律の運用を希望する。

⑧-品質管理基準について、生産型企業以外で
も自社基準を適用できるよう、また品質検
査機関への認定・認証はCNASまたはCMA
いずれかとするよう希望する。
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２. 化学工業
中国の化学品市場は2011年上半期までは好調な

内需に支えられて活発な荷動きが続いて来たが、年
央からは政府のインフレ抑制策による金融引き締め
の影響から需要の不調、欧米経済の不振による輸出
不振等から化学品市場は一時的な調整局面を迎える
場面もあった。2012年は都市化の進展、生活水準
の向上、工業化の加速等に代表される内需拡大に支
えられて、エチレン換算で対前年比6％程度の需要
拡大が見込まれている。

輸入原油依存度が更に拡大

原油需要は高い経済成長に支えられ、第12次五
カ年計画（2011～15年）期間中においても年率
5％程度の需要拡大が見込まれている。これによ
り、中国の原油輸入依存度は2011年の55％から
2015年には64％程度まで上昇すると予想される。
これにナフサ、軽油等の石油製品純輸入（2011年
は約3,500万トン）を含めて考えると輸入依存度は
更に上がる。中国の拡大する原油・石油製品需要拡
大が世界の原油需給動向に引き続き影響を与え、原
油価格は今後も高値に推移するであろう。

表１：原油消費推移（単位：億トン）

2010年 2011年 2012年
（推定）

2015年
（推定）

原油生産量 2.03 2.04 2.05 2.05
純輸入量 2.36 2.51 2.75 3.6
消費 4.39 4.55 4.80 5.65

輸入依存度(%) 54 55 57 64
出所：中国通関統計、中国石油研究院見通し

エチレン・プロピレンは自給率が拡大

化学品の基礎原料であるエチレン生産は2011年
1,528万トンとなり、対前年比約8％増となった。
2012年後半には新たに中国石油系列の大慶石化
（60万トン増設）、撫順石化（80万トン）、四川
石化（80万トン）が稼動を始め、生産量は1,700万
トンと見込まれている。

表２：エチレン生産推移（単位：万トン）

2010年 2011年 2012年
（推定）

2015年
（計画）

C2生産量 1,419 1,528 1,700 2,430
C2換算需要量 2,960 3,200 3,400 3,800
自給率（％） 48 48 50 64
出所：CPCIF統計及び予測、中国工業・情報化部計画

一方、プロピレンの2011年生産量は1,289万ト
ンと前年比約8％増となった。生産構成は、エチレ
ン系55％、FCC等のリファイナリー系43％、石炭系
2％となっている。　今後は、エチレン系、リファ
イナリー系に加えて、石炭由来のMTOプロセスか
らのプロピレンが増大していくこととなろう。さら
に、民営企業を中心とするプロパン脱水素法（PDH
法）のプロピレン投資計画が江蘇省、浙江省等で相
次いで発表されている。第12次五カ年計画期間中
に８社約500～700万トンが計画されており、これ
らが認可・稼動すると中国のプロピレン自給率は劇
的に改善され、自給率は2011年の56％から2015年
には80％近くまで向上する見込みである。これに
より、プロピレン及びプロピレン系誘導品の輸入動
向、とりわけプロピレンを輸出している韓国、台湾
及び日本の需給バランスとエチレン稼動率に大きな
影響を与えることとなろう。

表３：プロピレン生産推移（単位：万トン）
　 2010年 2011年 2012年 2015年

C3生産量 1,195 1,289 1,495 2,160
C3輸入量 152 176 前年並み 大幅減
C3換算需要量 2,150 2,300 2,440 2,800
自給率（％） 56 56 61 77
出所：CPCIF統計、通関統計、中国工業・情報化部計画

誘導品輸入はパラキシレンを除き頭打ち

オレフィン誘導品であるポリエチレン（PE）と
ポリプロピレン（PP）の2011年輸入量は前年とほ
ぼ同量の744万トン、481万トンとなり、各々国内
需要の約40％、34％を占めている。PE及びPPとも
輸入品の伸びがゼロ成長となり、国内自給率は拡大
の傾向にある。一方、ポリエステル原料のテレフタ
ル酸（PTA）輸入量も2011年は前年比△12万トン
の653万トンとなり、国内自給率が57％と前年比
7％拡大した。しかし、PTA原料であるパラキシレ
ン（PX）輸入量は2011年は前年比41%増の499万
トンと大幅に増加した。PX原料はガソリン留分で
もあり、自動車普及の更なる拡大からガソリン需要
が今後も堅調であることからガソリン基材に投入さ
れること、またPX新増設には大きな投資が必要で
あることから、ポリエステル需要の堅調とあいまっ
て今後もPXの輸入は拡大基調となることが見込ま
れる。
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化学工業分野における 
具体的な問題点と改善要望
危険化学品管理について

改正「危険化学品安全管理条例」が2011年12月
1日に施行されたものの、これに伴う実施細則等の
関連法規はごく一部公布されたのみで、2012年3月
現在でも未だ意見募集草案のままであったり、正式
に公布されていない法規が多い。

新たに対応が必要となる危険化学品については、
GHS（化学品分类及标记全球协调制度）に基づくラ
ベル表示、MSDS作成、管理変更など企業にとって
は大きな負担となるので、在庫品や既に流通した製
品も考慮し、十分な対応期間の設定が必要である。
また全国的に説明指導をすると共に、対応につき相
談できる窓口を設置することも必要である。

一方で、「輸出入危険化学品及び包装への検査管
理についての通知」（質検検函[2012]16号）が公
表、2012年2月1日付で施行され、危険化学品目録
(2002年版)に掲載されている3800種類余りの化学
品を対象として輸入検査が強化された。当該通知で
は、HSコードに従って検査を要求すると規定されて
いるが、税関によってはGHSラベルが貼付されてい
るだけで、管理対象外のHSコード製品であっても追
加書類の提出、または検査実施が要求されるなどの
トラブルが多数発生している。地方の輸出入管理機
関への周知、教育が必要である。

危険化学品は、国際的にも貯蔵・輸送に関して
厳しく管理されており、中国でも当然管理されるべ
きである。しかしながら、手続きが非常に煩雑であ
り、特に劇毒品の輸送手続きは複雑で、予想外に時
間を要するなど生産・調達に支障をきたす場合もあ
り、手続きの簡素化が必要である。国内輸送の場合
には、地方運輸管理条例に従い輸送しているが、地
方ごとに規定が異なり、地方行政区を跨って輸送す
る場合にはすべての規定に別々に対応することが強
いられている。また輸出する場合には、出荷する空
港や港湾ごとに規定が異なり、提出する必要書類が
異なるなど、企業の負担となっているので、簡素化
のみならず、統一化されるべきである。

省エネ・環境保護について

第12次五カ年計画（2011～1015年）では、環境
汚染物質の対象が増え（SO2、COD、NOx、アンモ
ニア性窒素）、二酸化炭素排出削減、GDP当たりの
エネルギー消費量の削減も含めた削減目標値が設定

され、地方によってはさらに厳しい目標値が設定さ
れた。

前期の五カ年計画（2006～2010年）では、環境
汚染物質排出削減目標、省エネ削減目標を達成するた
めに、中央政府から厳しい削減目標量が地方へ割り振
られ、各地方では各地域、更には各工場に一律に設定
され、その達成が強要されたケースがあった。

今後の削減目標管理においては、環境汚染対策、
省エネ対策を既に講じている工場が、未対応の工場
と同様に一律に制限を受けることがないよう、法定
基準の順守実績も考慮した目標の設定と、濃淡をつ
けた適切な対策が必要である。

新化学物質環境管理弁法 
（環境保護部第７号令）について

改正新化学物質環境管理弁法が2010年10月15日よ
り施行された。改正前の意見募集では、国際整合性を
持つべき点、国際ガイドラインに従い取得した毒性
データの受け入れ等、業界や同業者から各種要望を提
出したが、受け入れられない点が多々残っており、引
き続き改善を要望したい。特に生態毒性試験を実施で
きる環境保護部指定の試験所は9箇所しかなく、改正
法施行後は件数が急増し試験待ち時間が数カ月となっ
ている。これは新たな事業展開をする上で障害とな
り、早急に改善策を講ずるべきである。

また「新化学物質申告登記指南」が2010年9月に
公表され、その中で「リスク評価報告」が要求され
ている。しかしながら、具体的なリスク評価方法、
報告書の作成要領等のガイダンスは、未だに正式公
表されていない状況である。

＜建議＞
①-【危険化学品－１】「危険化学品安全管理
条例」が改正され、2011年12月1日に施
行されているもかかわらず、2012年3月現
在でも実施細則や関連法規が未だほとんど
公表されていない。企業が新たな対応を要
求される内容については、十分な移行措置
期間を設定していただきたい。

②-【危険化学品－２】中国の危険化学品とし
て管理される物質と、GHS分類・表示され
ている製品の扱いが明確となっていない。
輸入化学製品の通関時に、危険化学品では
ないが、GHS表示されていたために通関で
きないトラブルが多数発生した。危険化学
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品とGHS分類されたラベル製品とで管理を
混同させないよう、税関及び関係部署へ周
知徹底をしていただきたい。

③-【危険化学品－３】危険品化学品の輸送に
関しては規制の緩和と地域別規制の排除を
要望する。また、危険化学品、特に劇毒品
の輸送手続きに関して、手続きの簡素化を
図っていただきたい。新たに輸送規制を行
う場合には、余裕をもって対応準備ができ
るように前もって企業へ通知していただき
たい。

④-【GHS】GHS分類・表示については、外国
企業が自主的に導入し始めているが、地
方政府及び中国企業では、このような動き
がまだまだ知られていない。GHS導入に向
け、もっと積極的に普及教育活動を進めて
いただきたい。

⑤-【省エネ・環境保護】2011年の電力供給
制限については、一律な制限はやや改善さ
れたようである。しかしながら、第12次
五カ年計画では、新たな環境汚染物質の削
減目標、省エネ削減目標が設定されている
ので、引き続き実態に応じた濃淡のある適
切な対策を講じていただきたい。

⑥-【新化学物質申請－１】新化学物質環境
管理弁法が2010年10月15日に施行された
が、生態毒性試験については、中国の生物
により国内施設で実施した試験データしか
認められていない。国際整合性の観点か
ら、生態毒性に関する他国の試験データも
受け入れることを要望する。

⑦-【新化学物質申請－２】簡易申告を行って
いるものの、規定の期間内での手続きが終
了しない場合もある。期間内での処理をお
願いしたい。又は、少なくとも簡易申告に
おいては、海外のＧＬＰラボの試験報告書
も使用可能とする特別措置を取るなどの対
応策を講じていただきたい。

⑧-【新化学物質申請－３】生態毒性試験が実
施可能なラボは、現在９箇所のみとなって
いるが、依頼が多く数ヶ月順番待ちとなっ
ており、試験機関の処理能力不足となって
しまっている。指定ラボの数を早急に増や
していただきたい。

⑨-【新化学物質申請－４】常規申告では、リ

スク評価レポートが要求されているが、
当該レポートの指針は意見募集されたもの
の、未だ正式に公布されていず、新たな事
業展開が出来ずにいる。早急に指針を公布
していただきたい。

⑩-【ルールと窓口の明確化、罰則強化】省エ
ネ・環境関連政策・法律の関連実施細則の整
備や解釈の明確化、規制に関する問い合せ窓
口の明確化を要望する。また規制等を遵守し
ない企業に対する取り締まりの強化と罰則強
化の徹底を要望する。
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３. 医薬品
制度未整備・制度改革に伴う 
矛盾・不合理の克服

社会の近代化、国民所得の向上を背景として、
「医薬品・食品の安全」への社会的関心が高まり、
医療サービスへのニーズが増大しているなか、医療
サービス体制の未整備による「看病難、看病貴」問
題が未だ存在している。また、「以薬養医」（薬を
もって医を養う）と言われる薬価差益に頼った病院
経営の現状も医薬品の適正使用を阻害する要因とし
て未だ存在している。医薬品の許認可、管理体制に
おいてもグローバル基準に合わせた運用が求められ
ている。

医薬衛生改革
2009年より医薬衛生改革が実施され、①基本医療

保障制度の整備推進強化、②国家基本薬物制度の基
礎確立、③基層医療衛生サービス体制の整備、④基
本公共衛生サービスの段階的な均等化の推進、⑤公
立病院改革の試験的実施の主要方針に基づき、薬価
制度・医療保険償還制度・医薬品入札制度等の新制
度構築、公立病院の効率化、流通再編が実施され、
「看病難、看病貴」問題の克服が目指されている。

衛生部は2011年1月に開催した全国衛生工作会議
において、2010年までの「十一五」（第11次五カ年
計画）期間の成果を強調するとともに、今なお、多く
の問題を抱えている現状を率直に認め、医療サービス
に対する国民の要求水準の高度化と複雑化に対応して
「十二五」（第12次五カ年計画）期間に達成すべき４
つの達成課題を明らかにし、その具体化にあたっては
計画制定過程の科学性と透明性を強化し、重大理念と
目標は専門家が論証し、主要目標と指標は広く関係各
方面の意見を聴くことを表明した。

【中国の医療サービスが抱える問題】

①-治療を重視しているが予防を軽視

②-規模の拡大と施設建設は重視しているが、緻密な
管理とシステムの転換を軽視

③-先端技術の発展は重視しているが、技術普及を軽視

④-技術サービスを重視しているが、人と人のコミュ
ニケーションを軽視

⑤-医療費の個人負担が依然高い

【「十二五」の達成課題】

①-医療衛生機構能力構築強化と医療サービスレベル
の向上

②-医療保障制度の完備によって個人負担を軽減

③-重大疾病防止、健康リスクファクターのコント
ロール

④-各級政府の公共衛生への社会管理職責の切実な増強

そして、衛生部は2012年1月に開催した全国衛生
工作会議において、「十二五」の達成課題に対する
具体的な計画を次の通り示した。

【「十二五」の達成課題に対する計画】

①「以薬補医」を全面的に廃棄し、補償機序を合理
化する

②-医療費支給制度の改革を全面的に推進する

③-新農合（新しい農村合作医療制度）のリスク保護
機序を強化し、管理体制を合理的に設置する

④-基層医療衛生機構運営新機序を強化、改善する

⑤-情報公開制度を全面的に設立し、医療機構の良性
競争を促進する

⑥-新作業方式の創出、基本公共衛生サービスの均等
化を全面的に施す

⑦-薬品集中購買を全面的に推進する

⑧-人材養成及びメリハリある給与の在り方を創出する

日本企業が直面する問題点
法規作成・改正時の日系企業との対話実施

日中間の政府・民間レベルでの対話は定期的・不
定期的なものを含め実施されており、中国関係当局
も日本との対話に前向きである。また、2011年7月
には第4回日中韓薬事関係局長級会合が開催され、
日中韓共同治験ガイドラインについて、日本、中
国、韓国の協力のもとに進めることが合意された。
しかしながら、中国の法規作成・改正における意見
聴取の局面においては、日系製薬企業との対話が実
施されていないため、日系企業の意見が十分に反映
できていない状況にある。

法規作成・改正時の実施細則の作成と周知徹底

中国当局は、医療改革を推進するなかで各種法
規・ガイドラインの作成・整備を進めているが、そ



144

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

の運用にあたっては実施細則の作成と周知徹底が望
まれる。例えば、2011年7月1日に試行が開始され
た「医療機関抗菌薬物臨床応用管理弁法（意見募集
稿）」においては、医療機関において解釈が異なり
混乱が生じている。

販売業許可制度の導入

今日、医薬品製造は、国境を跨いだ委託生産が広
く行われており、日本を含む主要国は全て販売業許
可制度（Marketing-Authorization制度）を導入済で
ある。中国においては未だ国内製造を前提とした製
造販売業許可制度を続けているため、グローバル基
準にそった販売業許可制度の導入が望まれる。

新薬開発における審査・許認可制度の改善

新薬開発は、多段階の臨床試験を経て行われる
が、開発時の有効性・安全性の確認要求が高まって
いる。現在では、開発段階で多数の症例での検討が
必要となっており、複数の国家・地域で同じ臨床試
験を同時に実施することが一般的になっている。多
くの人口を有する中国は開発拠点としても医薬品市
場としても世界の注目を集めており、中国当局も規
制・運用基準のグローバル化を進めているが、未だ
改善余地が数多く残っている。

安全で信頼できる医薬品の供給

中国製品が世界を席巻する中、医薬品については
中国製の原薬、医薬品に対する信頼度は未だ充分で
はなく、海外企業のオリジナル製品との品質格差の
是正が重大な課題となっている。医薬品の安全性と
品質は製造基準（GMP）のみならず、長期安定性、
製品の流通管理、副作用情報をはじめとする安全性
情報の収集・提供等によって担保されるが、中国に
おける規制・監視の対象は、品質管理基準（GMP）
改正、医薬品製造原料・副原料に対する規制（DMF
制度）導入、医薬品製造所ならびに市場での監視強
化といった初期段階に留まっている。また、中国当
局が取り組んでいる法規制定・改正も、当局に経験
と人材が不足している現状での実施は、種々の不合
理な問題を生み出しており、また運用面においても
承認審査の遅れが恒常化しており、製品の安定供給
に支障を来している。

価格秩序の回復

乱用によって深刻な健康被害をもたらす医薬品に
ついては、処方が利益を生み出さない制度導入が必
須であり、流通・病院におけるマージンは必要最低
限に留めるべきである。中国当局も流通・病院マー

ジンの圧縮を進めているが、複雑かつ不透明な薬
価・実勢価格の決定プロセス、不透明な保険償還リ
ストへの収載基準によって同一の医薬品の価格が各
地で異なる状態になっている。また、品質を薬価に
反映させる評価基準が脆弱なため、世界に流通して
いるオリジナル品と海外では受け入れられない基準
で製造・管理されている国内製造模倣品の価格差を
問題視し、オリジナル品の価格を引き下げようとす
る動きも顕在化している。品質の格差問題が是正で
きていない中で、価格引き下げのみを目指す現在の
薬価・入札制度では、真面目に安全で信頼できる医
薬品を製造（輸入）・供給しようとする企業努力に
応えることはできず、健全な国内企業の育成もおぼ
つかない状況にある。

＜建議＞
- 新薬を一日も早く中国国民に供給するこ
と、安全で高品質の医薬品を中国国民に供
給することを願い、以下の改善について提
言したい。

①-法規作成・改正時の日系企業との対話実施
として以下を要望したい。

---ａ.-日本商会を日系企業との対話窓口として
ほしい。

②-法規作成・改正時の実施細則の作成と周知
徹底を要望したい。

③-販売業許可制度（MA制度）の導入を要望
したい。

④-新薬開発における審査・許認可制度の改善
を要望したい。

ａ．臨床試験実施に関する障害軽減に関
し、以下を要望したい。

1）臨床試験許可までの期間の大幅な
短縮を要望したい。

2）SFDA・CDE申請前相談制度の充
実を要望したい。

3）薬品審評中心審査における申請者
との対話実施による事務手続き時
間の短縮を要望したい。

4）輸入薬登録薬検の制度の充実、お
よび審査との連携の強化を要望し
たい。

5）申請者向け薬品審評中心の研修やガ
イドラインの充実を要望したい。
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6）検体の海外輸送規制のルール化お
よび簡素化を要望したい。

7）オーファンドラッグ、小児適応医
薬品等の開発に関する指針の提示
を要望したい。

ｂ.-申請資料要件のグローバル化に関し、
以下を要望したい。

1）申請書類の簡素化と英語資料の受
け入れによる中国語翻訳負担の軽
減を要望したい。

⑤-安全で信頼できる医薬品の供給促進に関
し、以下を要望したい。

ａ．医薬品、原体の品質向上への継続努力
を要望したい。

ｂ．医薬品輸入許可更新の時間厳守と許可
内容の速やかな通知を要望したい。

⑥-薬価算定ならびに保険償還リスト収載手続
きの透明化を要望したい。

ａ．最高銷售価が入札価格に反映する制度
導入を要望したい。

ｂ．安全な医薬品を供給するためのコスト
の薬価への盛り込みに関し、以下を要
望したい。

薬価算定において、特許品・特許切れ
品にかかわらず、「品質」の確保のた
めに必要不可欠な開発費用や市販後調
査、安全性情報の収集・分析に要して
いるコストを薬価に反映させる制度の
確立を要望したい。

ｃ．保険償還目録改訂間隔の短縮を要望し
たい。

ｄ．保険償還目録収載品目選定過程の透明
化を要望したい。

ｅ．保険償還目録公布後に修正を要する箇
所が発見された際の改善システムの導
入を要望したい。

⑦-実勢価格を決定する集中入札制度の運営方
法の透明化と統一を要望したい。

ａ．医薬品集中入札の改善を要望したい。

ｂ．政府定価品目の入札ルールの確定を要
望したい。

ｃ．医薬品の「品質」評価の強化を要望し
たい。

ｄ．入札方法の統一を要望したい。
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４. 化粧品

概況
中国化粧品市場は、2008年の世界金融危機で若

干の減速があったものの、依然として年率10％を超
え、世界的にもブラジルと肩を並べるトップクラス
の高い成長を続けている。（図１）今後もこの成長
を継続するポテンシャルは十分にあり、日本のみな
らず全世界の化粧品企業にとって既に戦略的に非常
に重要な市場となっている。

図1：化粧品分野での世界小売市場規模額と 
　　  中国の位置づけ(年次推移)
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国別成長率の年次推移

売上規模-
ランキング 2006 2007 2008 2009 2010

1位 アメリカ +2% +3% ▲0% ▲3% +2%
2位 日本 +3% +2% ▲1% ▲2% ▲1%
3位 ブラジル +15% +13% +11% +11% +16%
4位 中国 +14% +17% +14% +11% +12%
5位 ドイツ +3% +3% +2% +2% +3%
6位 フランス +2% +2% +1% ▲1% +1%
7位 イギリス +5% +5% +4% +4% +4%
8位 イタリア +2% +3% +1% +0% ▲0%
9位 スペイン +6% +6% +3% ▲1% ▲1%
10位 その他 +8% +8% +9% +7% +7%
グローバル全体 +6% +6% +5% +3% +5%

出所：ユーロモニター公表値のColor-cosmetics、
Deodorant、Fragrances、Hair-Care、Skin-Care、Sun-
Care、Sets/Kits、以上７カテゴリーを「化粧品」と捉
えて算出

2011年度の回顧と今後の動向
国内化粧品市場の成長の原動力は、中国人民の可

処分所得の増加、美容意識の高まりに支えられ、沿
岸部の主要な大都市圏から、内陸部の地方都市圏に
シフトしつつある。

化粧品販売チャネル別の売上構成とその成長率（図
２）を見ると、大都市圏の主力チャネルである百貨店
は、成長は継続しているものの構成比としては低下し
てきている。中低価格帯商品を中心に郊外型の展開を
はかるハイパー、主に地方都市で増加する専門店チャ
ネルは、全体の中で高い成長を示しており、都市圏か
ら地方への市場成長のシフトを裏付けている。さら
に、薬局、ドラッグ等のチャネルにも多くの企業が参
入を図るとともに市場構成比も全体の成長率を上回っ
て増加し、販売チャネルの多様化が進んでいることが
伺える。中国の化粧人口は増加を続け、2020年には
3.5億人に達すると予想されており、これに伴って販
売チャネルの多様化は今後も進むと考えられる。

インターネットやTV通販などのダイレクトチャ
ネルは、2009年まで割合が減少傾向を示していた
が、2010年より再び増加に転じている。ここで流
通する模倣品等の問題はあるものの、代金決済や物
流システムの整備が進んだことから、さらに将来の
伸長が期待できるとして各企業が参入に積極的に
なっていることの現れである。

図2：中国化粧品市場のチャネル別売上構成比と 
            売上年平均成長率(年次推移)

2006
年

2007
年

2008
年

2009
年

2010
年
CAGR-
(売上)

百貨店 38% 38% 38% 37% 35% +11%
ハイパー-
マーケット 6% 8% 8% 8% 8% +20%

スーパー-
マーケット 22% 21% 21% 21% 21% +12%

化粧品専門店 5% 5% 5% 6% 7% +20%
薬局 2% 2% 2% 2% 2% +14%
ドラッグ 5% 5% 5% 5% 5% +16%
CVS 2% 2% 2% 2% 2% +13%

ダイレクト 18% 17% 16% 16% 19% +15%
その他 2% 2% 2% 2% 2% +5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% +13%

出所：資生堂

カテゴリー別の売上構成比と伸長率を見ると、急
速な市場成長を反映して全てが増加傾向にあること
が分かる（図３）。日本と同様にスキンケア化粧品
が多くを占めることが中国化粧品市場の特徴の一つ
であり、それ故、化粧人口の増加すなわち化粧品を



150

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

使い始める消費者が増えることが、スキンケアの比
率拡大に現れている。その中でも、単に肌を洗浄、
保護するだけでなく、「美白」や「アンチエイジング」
といった、明らかな効能を持つものを求める傾向が
強い。また近年において紫外線の皮膚へのダメージ
が認知されてきたことから、サンスクリーン製品も
売上構成を伸ばしている。

これらに次いで、アイメーキャップ、フェーシャ
ルメーキャップも市場構成比が増加している。これ
らは主に都市圏での美容、おしゃれ意識の高まりを
反映しており、この傾向がやがて地方都市部にも波
及していくことが予想される。

図3：中国化粧品市場の美類別売上構成比と 
            売上年平均成長率(年次推移)

2006
年

2007
年

2008
年

2009
年

2010
年

CAGR-
(売上)

スキンケア 48% 49% 50% 52% 53% +16%
サンケア 2% 2% 2% 3% 3% +15%
フェイシャル
メーキャップ 5% 5% 5% 5% 5% +15%

アイメー
キャップ 1% 1% 1% 1% 1% +13%

リップ 6% 6% 5% 5% 5% +7%
ネイル 0% 0% 0% 0% 0% +6%
フレグランス 3% 3% 3% 3% 3% +13%
ヘアケア 27% 26% 25% 24% 23% +9%
デオドラント 0% 0% 0% 0% 0% +13%
セット/キット 6% 6% 6% 6% 6% +15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% +13%

出所：ユーロモニター

また、輸出入では、輸出が年間38.50万トン（前
年比5％増）、19.58億ドル（同21％増）に対し、
輸入が6.16万トン（同31％増）、13.20億ドル（同
32％増）と、市場全体を上回る伸長を見せ、中国消
費者の輸入品嗜好を裏付けている。
（データ：中国香料香精化粧品工業協会）

化粧品関連法規の動向
2010年以降国家食品薬品監督管理局（SFDA）は

化粧品の安全性管理強化を目的に、相次いで管理体
制強化及び法規策定を進めている。特に、「薬事行
政法規強化」、「製造管理強化」、「原料管理強
化」及び「市場監督強化」をスローガンに挙げ、
2011年3月に化粧品安全性専門家委員会を発足さ
せた。また2011年1月から2011年12月にかけて、
SFDAが公布した化粧品関連法規は30にも上り、月

平均2法規以上が発表されたことになる。しかし、
これらの法規は依然十分な移行期間がない、複数の
法文解釈が可能など実効性に欠けるものが散見さ
れ、法規施行後に詳細なガイドラインが追加される
ことも稀ではなく、その度に企業側は対応を変更し
なければならない。

同時に、衛生部からSFDAへ化粧品行政管理が移行
されたものの、国家品質監督検験検疫総局や国家工商
行政管理総局など長年存在した複数の機関による重複
管理監督の問題は依然として解決されていない。

2012年に予想される最大の変化は、「非特殊用
途化粧品管理変更」である。非特殊用途化粧品のう
ち安全性リスクが高いものと思われる約13種類の化
粧品が、新たなカテゴリー（特殊用途Ⅱ）として、
管理される見込みである。それと同時に輸入非特殊
用途化粧品が従来の審査制から登録制へ移行するこ
とも予定されており、国産と輸入品の管理が統一化
される。なお、衛生部化粧品標準委員会が『化粧品
衛生規範』の改訂を進めており2012年夏ごろに公
布される予定である。

化粧品の食品や薬品などと異なる特徴の一つは、
ファション性、流行性である。日本のみならず全て
の化粧品企業にとって最大の課題は、品質、イメー
ジ、サービスを高め、ブランドを確立していくこと
にある。ブランド価値の一つである品質、すなわち
安全性、効果を高めるために、各企業は新技術、新
原材料の開発に力を注いでおり、これらの中国市場
への導入は、消費者が期待するところでもある。そ
の期間とコストの削減につながる安全性基準、評価
法の国際的ハーモナイゼーション等、法規制の整備
が望まれる。

また、規制強化だけでなく、企業の自主的な品質
管理維持と模倣品の撲滅を促進するため、業界のモ
ラル向上につながる政策も要望したい。

＜建議＞
①-現在、衛生部（食品薬品監督管理局）と国家
質量監督検験検疫総局は、それぞれ異なる強
制的化粧品衛生基準を採用している。また、
省レベルの食品薬品監督管理局が化粧品生産
企業に対する衛生許可業務を、国家質量監督
検験検疫総局が化粧品生産企業の生産許可業
務を実施しているが、化粧品生産企業に対す
るこれら二種類の許可はその内容・要求とも
にほぼ同様のものである。
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一方、国内化粧品産業の広告等には、主とし
て「広告法」、「化粧品広告管理弁法」、
「印刷品広告管理弁法」、「反不当競争法」
の四つの法規および弁法が適用されている。
これらの中には、同一広告行為に対する一部
の条項、特に罰則に重複または食い違いがあ
り、かつ表現が曖昧であるが故に、行政の担
当者により解釈も異なり、企業が受ける処罰
の差異は非常に大きい。

これらの、重複あるいは矛盾した法規、基
準、管理体制を統一改革し、市場投入前の
速やかな審査認可と公平な市場管理の実現
を要望する。

②-化粧品衛生監督部門は、化粧品生産、輸入、
販売における規制、管理を強化しており、
これらの消費者保護という目的には賛同す
る。しかしながら、新規制の制定、運用変
更にあたっては、施行後に法規制の解釈、
企業に対する要求が頻繁に変わることのな
いよう事前の詳細な検討と、新法規に対応
するためのコスト、すなわち消費者の負担
を最小限とするよう十分な猶予期間を設け
ることを要望する。

また、登録、許可後の、配合や表示のわず
かな変化など、製品の安全性および主な効
果に影響を及ぼさず、かつ消費者に誤解を
与えるおそれのない軽微な変更事項につい
ては、審査の簡潔化、迅速化を要望する。

③-中国において配合、許可実績のない化粧品
原料（新原料）の管理監督に関し、海外で
使用、許可実績のある原料の取り扱い規定、
中国での既存使用原料のリスト草稿が公開
されたことは、企業、業界の切実な要望に
沿ったものと評価する。しかしながら一方
では、複合原料の安全性評価、管理方法な
どにおいて、日本を含む他国の標準とは異
なる要求により、特に輸入企業に対する負
担が大きくなっている。なおこの件は、中
国国家基準に係る 2011 年 6月 8日付の
TBT通報（G/TBT/N/CHN/821）に対する日
本政府のコメントでも言及されている。消
費者にとって利益のある新技術、新原料を
迅速に中国市場に提供するためにも、化粧
品原料に係る国際的な流通や安全管理の実
態等を踏まえた実効性のある詳細な運用ル
－ル（細則等）の早急な整備を強く要望する。

④-現行の「化粧品衛生規範（2007）版」の
中には、化粧品中に不可避的に存在する使
用禁止物質の微量残留に関する明確な説明
がない、また一部着色剤原料の規格要求が
厳重すぎる、化粧品の特徴が不適切である
など、不合理かつ非科学的な部分がある。
早急な整備を期待する。
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５. セメント

概況
2011年のセメント産業は、成長の鈍化は鮮明と

なったものの、旺盛な建設需要に後押しされた結
果、セメント生産数量は、2010年比2億トン増の
20.6億トン（伸び率10.4％）となり、過去最高記録
を更新した。

全世界に占める中国のシェアについても、中国国
内生産数量増、欧米など先進諸国の需要停滞、回復
の遅れ等により、過去最高水準の57％強を維持し、
27年連続で首位と、その地位を揺るぎないものとし
ている。

中国国内での企業統合など業界再編については、
一定の成果に止まっており、2012年も更なる集約
化が進むと予想される。また大手企業を中心した海
外進出も2011年は活発化しており、今後も加速す
る見込みである。

中国セメント生産量の推移
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

生産量
(百万t) 970 1,064 1,235 1,354 1,388 1,617 1,868 2,063

伸び率
（％） 12.5 9.7 16.1 9.6 2.5 16.5 15.5 10.4

　出所：数字水泥網

2011年動向及び2012年展望等
2011年は伸び率の鈍化が見られたものの、不動

産開発投資、インフラ向け需要が高水準で推移した
結果、セメント生産量は2億トン増の20.6億トンを
記録し、過去最高を更新した。

1月に政府投資抑制策の一環で住宅購入制限策が
打ち出され、46都市にて実施されたが、総じて前
年の拡大路線を継承し、年前半の建設需要は堅調に
推移した。しかし、年後半に向かうにつれ投資抑制
策の浸透に加え、新幹線事故以降のインフラ工事停
滞、地方政府融資平台（注１）向け貸付精査が影響
し、不動産関連投資及びインフラ向け投資は減少
し、第４四半期のセメント需要はここ10年も最も低
い水準となった。通年では前年伸び率に比べると鈍
化はしたものの、固定資産投資全体で前年比23.8％
増と高水準で推移した。

注1：地方政府が設立した資金調達会社。主に、金融
機関から調達した資金を、地方政府プロジェク
トへ投資している。

年初トン当たり421元であったセメント販売価格
（PO42.5全国平均値（出所：数字水泥網））は、春
節後工事再開時期にあたる第2四半期には429元と本
年ピークを迎え、その後は緩やかな下落を辿り12月
末時点で390元となった。通常、セメントの最需要
期は第4四半期であり、数量、売価共にこの時期に
ピークを迎えるが、例年とは異なる結果となった。

外資系企業の動向では、台湾セメントが複数回の
企業買収を実施した結果、生産能力、生産量共に大
きく伸ばし、生産量ランキング12位とラファ―ジュ
社を抜いて外資最上位（生産能力ランキング7位）
に位置した。

2011年セメント企業生産量ベスト10-
　 企業集団名 生産数量 伸び率 シェア
1 安徽海螺水泥 13,425.4 13.36% 6.51%
2 南方水泥（中国建材） 8,722.3 15.92% 4.23%
3 冀東水泥 5,638.3 22.76% 2.73%
4 華潤水泥 5,304.2 37.12% 2.57%
5 中聯水泥（中国建材） 4,826.2 -2.59% 2.34%
6 中材集団 4,747.6 15.23% 2.30%
7 山水集団 4,110.9 12.87% 1.99%
8 華新水泥 3,644.0 10.28% 1.77%
9 天瑞水泥 2,708.3 17.71% 1.31%
10 金隅集団 2,643.4 12.45% 1.28%
＊数量単位は万トン、伸び率は対前年比
＊数値出所：数字水泥

2012年の固定資産投資は、伸び率は更に減速す
るものの、金額は増加すると予想されている。国
務院発展研究センターマクロ経済研究部の発表に
おいても、「2012年のセメント需要は総じて穏や
かに上昇するであろう」とされており、局部的には
2011年比でマイナスとなる可能性がある一方、通
年、全体では比較的堅調に推移するであろうという
のが市場の一般的観測である。ただし、2011年1月
に発表された住宅購入制限策は、導入した各都市で
2012年も継続すると、既に発表されており、足許
の住宅販売不振、価格下落、土地使用権購入面積減
少などから、不動産開発投資に関しては、急減速と
なる可能性も拭えない。しかしセメント業界ではこ
のシナリオを必ずしも悲観的には捉えてはおらず、
急減速による景気全体の急激な冷え込みを懸念し、
政府が規制緩和の実施に踏み切ることにより、「不
動産開発投資の急減速はない」、もしくは「一時的
減速しても早期回復する」との見方が大勢を占めて
いる。この場合、政府介入がいつ時点で発動される
かがポイントとなるが、何れにしても不動産開発投
資の動向には注視が必要である。

またセメント業界全体として引き続き、旧式キル
ンの淘汰、業界再編、省エネ、セメント焼成窯を用
いての産廃物処理等に加え、企業の国際化を重点に
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取り組むとしている。

2012年の主なリスクとしては3点が挙げられる。
第12次五カ年計画の中でも謳われた環境規制の実施
に伴うリスク、石炭価格の再上昇及び急減速シナリ
オの場合の政府介入遅延リスクである。

1点目のＮＯx規制に代表される環境側面における
対策実施について、2012年3月末現在、環境保護部
がセメント企業を対象に導入を検討（詳細は未定）
しているようである。当地の報道では世界トップレ
ベルの厳しい基準であるとされ、当該規制が本格実
施された場合には多額の設備投資が必要となる。セ
メント協会の試算では、業界全体で最低400億元は
コストアップとなる見通しであり、本報道後の株式
市場においては、セメント企業株は軒並み下落傾向
になっている。

2点目は、現在高止まりしている石炭価格が再上
昇する恐れである。セメント工場の燃料費増加に加
えて、電力費、輸送費の上昇等多範囲渡り原価上昇
を招き、企業収益が圧迫する恐れがある。

3点目には、不動産市況が断続的に軟調となり、
政府規制緩和策等介入、対策遅れが生じた場合、局
部的に急激な落ち込みが懸念される。本リスクは、
対応時期のタイミング如何によっては、固定資産投
資の減速に止まらず、対前年割れの可能性、即ちセ
メント需要減退に繋がるリスクを秘めている。

セメント産業の具体的問題点・改善要望
環境設備・省エネ設備導入に関する要望

2011年が計画初年度となった第12次五カ年計画
においても、エネルギー政策及び環境問題は中国の
最重要課題の一つとなっている。現在、関連政策、
規制等の打診検討が中心であるが、社会の関心が高
まるにつれてそのクリアすべき基準も高まってい
る。セメント産業においては、天然資源消費抑制、
環境負荷低減は極めて重要な課題であり、資源循環
型社会の構築、廃棄物の安全処理等は政府と歩調を
合わせ取り組むべき重要事項と理解している。一
方、その規制をクリアするためには、多額の設備投
資が必要なケースも多々あり、企業努力だけでは解
決が難しいケースも少なくない。当該技術、設備の
導入実施は、各種課題／問題に対して一定の効果が
見込めるため、導入企業に対しては、税制等優遇政
策、補助政策の確立を図っていただきたい。

各部門における批准等事務手続き統一に関する要望

現在の中国における許可批准手続きの内容は不

透明、かつ地域差が大きい。加えて「どこの部門
で、どのようなプロセスで申請、手続きを進めてい
くか」という詳細や手続きフロー、責任部門なども
不明確であり、実務上混乱するケースに多く遭遇す
る。法に則ったスムーズな手続きを実現するための
もの、プロセスの統一化と責任部門の明確化を図っ
ていただきたい。

政府通達について

政府からの指導、通達公布に際しては、実務面
での負担及び準備期間を考慮し、施行日まで余裕を
持って公布していただきたい。

環境規制施行に関する要望

現状の社会情勢においては、環境規制などが新
たに課されるのは致し方ないと判断する。その一方
で一部の企業においては、既に自主的に環境問題に
取り組んでいる企業もある。今後規制等を実施する
際は、既に環境問題に自主的に取り組んでいる企業
に不利にならないよう考慮いただき、「一律何％削
減」といったの削減率ベースではなく、一定レベル
基準以下に抑えるなど、総量的な枠組み作りをお願
いしたい。

＜建議＞
-①「第12次五カ年計画」を見ても環境問題
は目下、中国における最重要課題ともいえ
る位置付けである。環境政策、循環型社会
への貢献にあたる大型環境設備・省エネ設
備導入について、優遇政策の確立をお願い
したい。

②-政府批准が必要な項目（新規設立、合併、
技術導入など）における各部門の審査の基
準／フローを明確化し、全国で統一を図っ
てほしい。

③-各施策の通達等、実施開始日があるものに関
しては、不要な混乱を避けるためにも実施日
前に実務手続きなど、詳細を明確にし、事前
に通知を受領できるよう要望したい。

④-環境規制など各社に基準、制限、削減を求
めることは致し方ないと判断する一方、既
に対策を構築している企業とそうでない企
業に対し、「一律何％の削減」など現状か
らの下げ幅のみを求める方式の導入は避け
てほしい。
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６. 鉄鋼
中国の粗鋼生産量は第11次5カ年計画初年の2006

年に4億トンを超え全世界粗鋼生産量の33％となっ
た。以降年平均5,500万トンを上回る増産を続け、
2011年には6.8億トンと全世界粗鋼生産量の46％を
占めるに至った。（表1）

表1：中国の粗鋼生産量と世界シェア
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一方、中国政府はこうした発展過程において、盲
目的な投資による生産能力過剰、省エネ・環境対策
の遅れなど構造的な問題が含まれているという見方
を示し、2006年には「鉄鋼業の総量抑制、旧式能
力淘汰、構造調整加速に関する通知（発改委）」を
発表し、第11次五カ年計画期における鉄鋼業界の発
展の方向性を示している。

2011年11月、鉄鋼業の管轄官庁である工業・情
報化部より、第12次五カ年計画（以下：計画）が発
表された。計画では構造的問題への取り組みについ
て目標が示されたほか、2015年の粗鋼消費量を7.5
億トンと予測、中長期の予測として中国の粗鋼消費
量は2015年～2020年ころピークを迎え、その量は
7.7～8.2億トンとしている。

鉄鋼需給～2011年の回顧と 
2012年の展望
2011年上半期の粗鋼生産量は、3.5億トン（前年

同期比9.6％増）と半期としては、過去最高量を記
録した。下半期に入り需給バランスの緩みから9月
以降鋼材の市場価格が大幅に下落、その動きに合わ
せて鉄鋼各社が減産に踏み切ったことで、下半期の
粗鋼生産量は3.3億トンと上半期と比較して2千万ト
ン減となった。

2012年の鉄鋼内需は一部消費刺激策の終了に伴
う需要の減少、鉄道建設等のインフラ向け投資の鈍
化や住宅販売の不振、輸出減速の影響など不安要因
が内包されている。一方で2012年は秋の共産党大
会が予定されていることから、景気浮上を目的とし
た刺激策が期待されており、今後の動向についての
注視が必要な年となる。

工業・情報化部は、2012年の鋼材消費の伸びは
若干鈍化し、通年の粗鋼見掛け消費は6.9億トン、
粗鋼生産量は7.3億トンと、いずれも前年比7％前後
の伸びにとどまると予想している。

鉄鋼貿易～2011年の回顧と 
2012年の展望
2011年の鉄鋼輸出（前年比14.9％増の4,888万

トン）は、金融危機の影響で落ち込んだ2009年を
底に2年連続となる前年比増となった。向け先別で
は東アジアを中心に中南米、EU27などが揃って拡
大した。しかし足元ではEU、米国などとの間で通商
摩擦が頻発している。2012年は、輸出の伸びの鈍
化が予測されており、今後の中国政府・業界による
鉄鋼輸出政策が注視される。

2011年の輸入（同5.2％減の1,558万トン）は2
年連続の前年割れとなった。建築用鋼材などの条鋼
類の輸入が前年を上回って推移する中、全体の輸入
数量の太宗を占める鋼板類が前年を下回り全体を
押し下げた。主要な3カ国・地域からの輸入は、日
本、台湾が前年割れ、韓国はプラスを記録した。
2012年の鉄鋼輸入は、第12次五カ年計画中に輸入
量の多い製品の国有化率の引き上げ目標が掲げられ
ていることなどから、引き続き減少基調が続くこと
が予想される。

中国鉄鋼業の旧式生産設備淘汰の動き
中国政府は、第11次五カ年計画期間中（2006～

2010年）に旧式設備の淘汰を進め、製銑能力1.2
億トン、製鋼能力0.7億トンの削減を実現した。鉄
鋼産業の管轄官庁である工業・情報化部は、11年7
月、鉄鋼を含む18業種の企業・旧式生産設備リスト
を発表し廃棄・閉鎖を要請した。鉄鋼に対しては、
96社に合計3,122万トンの製鉄設備、58社に2,794
万トンの製鋼設備などの廃棄・閉鎖を求めた。
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中国鉄鋼業第12次五カ年計画 
における主要目標
第12次五カ年計画において、2015年までの具体

的達成数値目標が以下の通り示された。

1.-【品目・品質】輸入量の多い高強度・高耐性の自
動車用鋼他のハイテク製品のシェアを90％以上
に引き上げるなど製品ごとに自給率の目標を定め
た。

2.-【省エネルギー・排出削減】400立方メートル以
下の高炉、30トン以下の転炉・電気炉を淘汰す
る。また、環境関連指標の目標を設定した。(表2)

表2：《12・5計画》における鉄鋼業の主な指標 
　　　目標

主要指標 2005 2010 2015

1 上位10社粗鋼生産-
シェア(％) 34.7 48.6 60

2 エネルギー消費-
原単位削減幅 - - ▲-18％

3 二酸化炭素排出量削減幅 - - ▲-18％
4 エネルギー消費削減(kg) 694 605 ≦580
5 新水消費量削減(m3) 8.6 4.1 ≦4.0
6 二酸化硫黄排出量削減(kg) 2.83 1.63 ≦1.0
7 COD-削減(kg) 0.25 0.07 0.065
8 固体廃棄物総合利用率(％) 90 94 ≧97

9 売上高に占める研究･開発費
シェア 0.9％ 1.1％ ≧1.5％

出所：工業・情報化部

3.-【産業配置】生産能力の過剰地区の拡張抑制とと
もに、湛江（広東省）・防城港（広西チワン族自
治区）鉄鋼高級品基地を構築し産業配置の適正化
を図る。

4.-【資源保障】利益を共有する資源会社と鉄鋼ミル
の供給保障体系を確立し、海外の鉄鉱石生産能力
を新たに1億トン以上増やす。

5.-【技術革新】重点鉄鋼企業の研究開発への投資を
売上高の1.5％まで引き上げる。

6.-【産業集中度】国内上位10社の国内粗鋼生産量
シェアを60％前後まで引き上げる。

鉄鉱石について
2011年、輸入鉄鉱石はトン当たりの平均輸入

単価が前年比27％上昇したのも関わらず、前年比
10.9％増の6億9千万トンと過去最高を更新した。
工業・情報化部では、資源価格の上昇が中国鉄鋼業
の収益性に著しい影響を与えているという認識を示

した上で、①鋼材の軽量化と鉄スクラップの利用拡
大による鉄鉱石消費の減少、②中国鋼鉄協会の公表
している鉄鉱石価格指数を科学的に応用する、③鉄
鉱石輸入代理制度を更に整備し、厳格に執行する、
でこれに対応するとしている。

＜建議＞
①-中国鉄鋼業「構造調整」政策について：

中国政府は、第11次五カ年計画期間中に
旧式設備の淘汰を進め、製銑能力△1.2億
トン、製鋼能力△0.7億トンの能力削減に
より、①企業統合・再編による産業集約度
の向上、②旧式設備淘汰による省エネ・排
出削減を推進するとともに、③鉄鉱石流通
秩序の構築について着実な成果を収めたも
のと認識している。しかし、同期間中に
中国粗鋼生産が3.5億トンから6.3億トンへ
2.8億トン増加する一方、設備能力増強は
淘汰能力を控除しても5.7億トンから8億ト
ンへと3.2億トンも増加したことから、今
後の旧式設備淘汰は決して容易なものでは
ないと想像される。第12次五カ年計画に
おいても従前以上に上記施策を加速するこ
とが公表されており、日本鉄鋼業として引
き続き当該施策の推進を全面的に支持する
とともに、省エネ・環境保全・リサイクル
に関連する先進技術を中心に、目に見える
形での貢献を行っていきたい。

②-鉄鋼生産について：

2011年は第12次五カ年計画の初年度で
あったが、インフレ懸念から政府が金融引
締め等のマクロコントロールを推進する中
で、鉄道建設向けの固定資産投資がマイナ
スに転じたことや、自動車購入補助金の期
限切れなどによる自動車販売台数の伸びの
落ち込み等により鋼材需要が鈍化する一方
で、粗鋼生産は年初から増産が続き、10
月以降、採算が悪化したメーカーの定期修
理等で生産規模が減少したものの、2011
年の粗鋼生産（6.8億トン）は前年比8.9％
増と過去最高を更新した。日本鉄鋼業とし
て、中国鉄鋼市場における「需給均衡」
（＝実需にミートした生産レベルの自律的
な維持・確保）を目指した中国鉄鋼業の取
り組みに期待するとともに、中国市場に関
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するマクロ的な需給情報を共有化すること
で、東アジアにおける市場の安定化に寄与
していきたい。

③-鉄鋼貿易について：

新興国における鉄鋼生産能力の拡大が世界
（特にアジア地域）の鋼材貿易市場に対し
て今後どのような影響を与えるのかを注目
しているが、もし中国の過剰生産能力が海
外市場に振り向けられるようなことがあれ
ば、世界の鋼材需給に深刻な影響を与えか
ねないことを懸念している。中国政府・鉄
鋼業に対し、世界鉄鋼貿易市場の安定を念
頭に置いた鉄鋼産業政策の立案・推進を
要請するとともに、２国間･地域間の対話
メカニズム等を通じて建設的な議論を更
に深めてゆきたい。

④-省エネ・排出削減について：

中国鉄鋼業の省エネ･排出削減については
第11次五カ年計画期間中に積極的に関連
設備を導入することにより、着実な進展を
遂げた。第12次五カ年計画の中において
も、さまざまな改善指針が示されており更
なる推進を期待している。日本鉄鋼業は、
2005年7月にスタートした日中鉄鋼業/環
境保全･省エネ先進技術交流会（その後の
専門家交流会）での議論を通して、中国鉄
鋼業の省エネ・排出削減に貢献し、また地
球規模での温暖化対策という観点から、将
来に渡り協力を続けることが重要であると
認識している。また、中国鉄鋼業には国際
的協力事業の一環であるエネルギー効率向
上に関する国際パートナーシップ（GSEP:-
Global- Superior- Energy- Performance-
Partnership）等への積極的参画・貢献を
期待している。

⑤-統計：

実需にミートした生産レベルを自律的に維
持・確保し、また、業界全体の「構造調
整」を円滑に推進するためには、広範囲を
カバーする鉄鋼関連統計システムが不可欠
である。中国鉄鋼業は、すでに相当程度の
鉄鋼関連統計（メーカー在庫を含む）を整
備済みであるが、鉄鋼業全体の更なる質的
向上に資する統計システムの整備・拡充を
期待している。日本鉄鋼業として、日中鉄

鋼統計交流会等を通じ、上記目的達成に必
要な鋼材需要部門別受注や流通・ユーザー
在庫等に関する統計システムの整備につい
て協力していきたい。
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７. 家電
2011年の中国家電市場は、金融引き締め、不動

産投資規制や家電下郷の一部終了の影響などを受
け、販売台数、金額いずれも2010年に比べ伸びが
大きく減速した。内陸部は順調に成長するも、上海
の家電市場成長率が前年を下回るなど沿岸部の伸び
が大きく減速している。成長の鈍化に加えて、家電
の中で大きな需要を占める薄型TVの価格下落が止ま
らず、今後、液晶パネルの国産化と供給過剰により
価格下落が更に進み、業界の再編に発展する可能性
がある。一方、急速に拡大している家電ネット販売
は、販売金額は2010年の3倍に上り、量販店、メー
カーもネット販売に注力するようになっている。

主要商品の概況
テレビ

2011年、テレビの販売台数は3,791万台、前年
比2.8％減、109万台減となった。その大きな要因は
CRTテレビの急減である。2011年CRTテレビの販売
台数は21万台となり、同95.4％減となった。一方
で、2011年プラズマテレビの販売台数は170万台に
達し、同21.4増％となった。液晶テレビの販売台数
は同9.1％増の3,600万台に達した。

テレビ全体では販売台数は減少したものの、販売
金額は1,592億元に達し、前年より3％伸びた。販
売台数の商品構成から見ると、液晶テレビはテレビ
全体の95％を占め、プラズマテレビは4％、CRTテ
レビは1％となっている。液晶テレビではLEDバッ
クライトの商品が主流となっている。

中国国家統計局によると、中国都市部のテレビ普
及率は137.4%、農村部は111.8％、いずれも100%
を超え、テレビの購買ニーズは買換えが主流となっ
ている。

また、スマートテレビが急速に広まりつつある。
スマートテレビは、インターネットを利用できる多
機能型テレビであり、テレビ番組視聴のほか、映画や
音楽、ゲームなどのコンテンツを受信・ダウンロー
ドできる上、ソーシャルネットワーキングサービス
（SNS）などにも接続できる。グーグル社のアンドロ
イドOSを搭載したテレビも登場するなど、今後急速
に普及すると考えられる。

（※業界動向のグラフ、数字データ出所はGfk）

テレビ販売台数
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デジタルカメラ

2011年、デジタルカメラの販売台数は減少に転
じ、1,500万台に止まり、前年比95％となった。こ
れは、コンパクトデジタルカメラが、スマートフォ
ンのカメラの高画質化の影響を受け前年差114万台
減少となったためである。一眼は前年比23.9％増の
215万台に達した。

販売構成を見ると、一眼は台数ベースでは全体の
14％しかないが、金額ベースで見ると全体の42％
となっており、販売全体を牽引している。一眼は、
日本メーカーがほぼ独占している状況であるが、こ
の分野への中国・韓国メーカーの参入と競争激化が
予測される。

販売ルートから見ると、ネット販売が前年比
38.5％増と大きく拡大している。
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デジタルカメラ販売台数
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デジタルカメラ販売金額
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デジタルカメラ販売台数
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ネット販売
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エアコン

2011年エアコン販売台数は3,095万台に達し、
前年比8.1％増となった。但し、2010年の前年比
30.1％増に比べると、大幅に減速。ネットでの販売
は、この数年で大きく増加しており、2011年は2.5

倍と拡大している。

2010年には市場の3割弱しかなかったインバータ
搭載機種が2011年には約50％のシェアとなるなど
省エネ製品が好まれており、換気・除湿・殺菌・保
湿機能などを搭載した高級機種も注目されている。

なお、上記需要には含まれていない、ビルへの据
付などのB2B需要が約1,400万台あり、大きな市場
を形成している。

エアコン販売台数
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冷蔵庫

2011年冷蔵庫の販売台数は3,492万台に達し、
前年比10.5％増となった。但し、2010年の前年比
36.1％増に比べると大幅に減速。ネットでの販売は
約3倍と大きく伸びている。

2ドア機種が縮小傾向にある中、3ドア以上の多
ドアやサイドバイサイドなどの大容量製品、自働製
氷などを搭載した多機能冷蔵庫が好まれており、中
国メーカーもハイエンド機種に注力している。

冷蔵庫販売台数
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洗濯機

2011年洗濯機の販売台数は2,870万台に達し、
前年比14.7％増となった。但し、2010年の前年比
32.2％増に比べると大幅に減速。一方、ネット販売
は約4倍と大きく伸びている。

水の節約機能や服にやさしい洗濯などができる多
機能商品、大容量のドラム式の高級品が販売を伸ば
している。

洗濯機販売台数
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消費刺激策と新政策について
リーマンショックの後、中国政府は一連の経済刺

激策を打ち出したが、それらの政策が終了の時期を
迎えている。エアコンの省エネ商品の購入に補助を
出す「恵民工程」については、2011年5月末で終了
した。

農村部を対象に、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エア
コン、電子レンジなど9品目の購入時に13％の補助
を出す「家電下郷」については、先行して開始され
た山東省、河南省、四川省、青島市の4省市で11月
末に終了。その他の省市でも2012年中に順次終了
が予定されている。

旧製品からの買い換えを促進する「以旧換新」
は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコン
の5品目を対象に、10％（但し、上限有り）の補助
金を支給する、というものであり、2009年6月1日
の実施以来、同政策を利用した家電商品の販売金額
は3,004億元、台数は8,129万台、回収した古い家
電は8,373万台に上ったが、2011年12月でこの家
電以旧換新政策も終了した。

これらの家電消費を大きく後押ししてきた政策
に変わる新たな刺激策を打ち出すとの政府発表もあ

り、その動向が注目されている。

液晶パネルの生産過剰懸念について
2011年7月に、中国液晶パネル最大手の京東方科

技集団が北京で280億元を投じて建設した8.5世代
液晶生産ラインが生産を開始した。月産能力はガラ
ス基板9万枚といわれている。2012年～13年にか
けて、中国メーカーのみならず、台湾、韓国、日本
メーカーによる液晶パネル生産が次々と立ち上がる
計画で、生産過剰が懸念されている。中国光学電子
行協会によると2011年には39％にすぎない中国の
自給率は、2013年に116％に達する見通し。一部
メーカーには工場立上げを後ろ倒しする動きも見ら
れる。

その中、中国政府は2012年4月から、32インチ
以上の液晶パネルの輸入関税を従来の3％から5％に
引き上げると発表しており、国内の液晶パネル生産
の受注拡大を後押しする姿勢を見せている。今後、
液晶パネルの輸入関税のさらなる引き上げも懸念さ
れる。

これらの動きは、液晶テレビのさらなる単価下落
と中国メーカーによる競争激化を促し、業界再編に
発展する可能性もある。

ネット販売の拡大
ネット販売が急速に拡大し注目を集めている。

2011年の中国のネット販売の利用者は前年比127％
の1.9億人弱となった。これは、中国全PCユーザーの
約半数にあたる。サイト別にみると、淘宝商城のユー
ザーが1億人以上と圧倒的にトップ、以下、京東商
城、当当網、アマゾン中国と続く。

美容、健康ブームをうけて小物家電の販売が好調
であるのに加えて、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など
の大型家電のネット販売が拡大したのが2011年の
特徴であり、今後さらに増加すると見られている。
また、全国に積極的な出店を進める2大量販店、国
美電器や蘇寧電器もネット販売に力をいれており、
家電メーカーも独自にネット販売に注力するなどの
動きを見せている。

＜建議＞
①-廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連

-「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」
（中国版WEEE。以下、管理条例という）
は、2009年2月25日公布、2011年1月1日
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施行されたが、「廃棄電器電子製品処理基
金徴収使用管理弁法」（以下、基金管理弁
法と言う）が未公布のため、管理条例は実
際の運用はされていない。

・-基金管理弁法は、2011年4月、財政部よ
り、一部の業界団体・協会に対し、意見徴
収稿として開示されたのみで、パブコメと
いう扱いにはなっていない。

・-従い、メーカーの立場としては、生産者・
輸入者の処理基金納付額について、金額設
定基準の公平性と透明性を確保頂き、経営
へ影響しない程度の金額の設定をお願いし
たい。

・-また、基金管理弁法公布・実施後、処理基
金の徴収・使用実績を公開頂き、生産者・
輸入者の処理基金納付額の定期的な見直し
をお願いしたい。

②-省エネ関連（エネルギー効率ラベル制度）

エネルギー効率ラベル制度は、これまで6
製品群、46製品を対象として、制定され
てきた。今後も対象製品は、拡大されてい
く予定。

対象製品となった場合、メーカーにとっ
て、能率限度値及び能率等級の認証、試
験、マーク添付等が煩雑でコストアップの
要因となっている。関連法規・規準の整理
と効率的運用をお願いしたい。

国家基準制定時には、外資企業、メーカー
団体の参画を含めた公開性の向上と検査等
の運用面での企業間の平等性の確保を検討
いただきたい。

③-物流

・-通関：各分公司で分公司印を使用した通関
の実施許可。

・-保税：現在、地方ごとの基準で電子帳冊、
電子手冊のシステムが運用されている。複
数の分公司を保持する総公司においては、
各分公司の電子帳冊、電子手冊の情報が総
括して管理出来ない。電子帳冊、電子手冊
の全国システム統一をお願いしたい。

・-製造：異地加工貿易を行う場合における、
加工企業（異地加工の委託先）の他社への
再外注、深加工結転の許可。

・-税金：分公司で増値税還付を行う場合に、輸
出入代理証明の取得を、総公司経由で総公司
管轄の税務局に申請を行う業務の効率化。

・-その他：分公司での原産地証明取得の許可。
核销单の全国でのフォーマット統一。

④-その他：

- 早期に中国に進出した外資家電メーカーの
生産拠点は商品別に分散しているが、連結
納税制度が認められておらず、経営が非効
率になっており、グループ一体経営による
競争力強化と更なる発展に向けての連結納
税制度を検討いただきたい。
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８. 事務機器

中国の事務機器産業の状況
中国の事務機器（ここではいわゆるOA機器とす

る）は中国経済成長に伴い、全需が年々大きく拡
大してきている。ただし、中国内には精度の高い
第三者調査データがないことから、各メーカーが
ある程度類推せざるを得ない状況にある。中国の
外部調査データを基に予測分析すると、A3複合機
では2006年から2008年の３年間で販売台数全需は
12.3％増、その後の2009年から2011年にかけての
３年間では、同36.2％増と予想されており、2008年
のリーマンショック後、経済成長に合わせて中国で
の機器販売が早期に立ち直ってきたことが分かる。
特に2010年の成長は著しく、この１年間でほぼ10
万台近い販売増があり（韓国市場全体規模に匹敵す
る）、飛躍的に拡大。その反動で2011年は成長が
鈍化する結果となっている。

米国調査会社データによると、市場規模は2010
年度で約14億2,800万ドル（約1,071億円）とされ
ている。これはA3複合機だけでなくA4複合機も加
えた複写機市場規模である。A3複合機分野はすべて
日系メーカーで占められ、各社がしのぎを削ってい
る一方、A4複合機分野では日系メーカーはむしろ苦
戦している傾向にある。特にA4複合機は価格競争が
激しく、低コストで製造できる能力がないと大きな
利益確保は難しい。中国では販売台数という点では
A4複合機の規模が圧倒的に大きく成長率もA3複合
機より高いため、成長戦略という点ではA4複合機は
大変重要な市場である。A3複合機の中でも低速機市
場は一部、A4複合機の成長に取って代わられている
傾向がある。

事務機器の販売ルートとしては、メーカーによ
る直接販売もあれば、代理商を通じた販売もある。
中国は国土も広く、直接販売は概ね沿岸部の大都市
が中心であり、地方は代理商を通じて販売すること
が多い。代理商もユーザーに直接販売サービスする
場合と更に小さな販売店に卸す場合に分けられる。
そして、代理商に対してはメーカーからさまざまな
支援がなされている。直接販売型代理商や販売店に
は営業担当やサービス担当がいて、直接的な顧客対
応をしている。売価の安いA4サイズの低速機製品
（MFP：複合機やプリンタ）は、電脳城のような電
気街場所で売られることも多い。いわゆる店頭販売
の形態である。

地域的には、華東地区、華北地区でのビジネス

が大きく、この２地区で、全中国の約半分を占めて
いる。ただし今後の経済開発、発展に伴い華中地区
（中部の省）でのビジネスが成長してくることが期
待される。

中国事務機器市場の現状
事務機器市場は、機器の設置とそれに伴うアフ

ターサービスのビジネスが中心であるが、中国で
はトナーやパーツなどの消耗品はIS（Independent-
Supplier）メーカーの台頭や模倣品問題があり、日
本や欧米と比較すると、このアフターサービスで良
い収益を上げることがなかなか難しい状況にある。
各メーカーは模倣品摘発などで多額の資金を使って
対策を講じているものの、未だに大きな改善は見ら
れていない。各社により製品に対する純正消耗品比
率は多少異なると思われるが、中長期での企業収益
の安定、事業基盤の安定のためには、この純正消耗
品比率の改善によるアフターサービス収益の増大が
カギとなることは間違いない。そのための工夫が中
国事務機器ビジネスでの成長、成功につながるとい
える。

さらに、中国でも顧客の業務効率改善につながる
ような提案（ソリューション提案）をいかに行い、
成果に結び付けられるかが大事なカギとなりつつあ
る。例えば、日系顧客の傾向としては、拠点集約化
による固定経費削減、本社（日本）の方針に影響
された中国国内統一購買の実施や日系IT協業パート
ナーとのアライアンス探索などが見られる。さらに
中国内陸部への事業展開の動きも拡大しつつある。
欧米系顧客の最大の関心はコピー業務の集中管理に
よるコスト削減、アフターサービスのワンストップ
化（１ベンダーに管理を任せる）、グローバル契約
によるソリューション世界標準対応などが中心と考
えられる。アウトソーシングのニーズも今後一層高
まるであろう。

中国系顧客の特徴は、コスト削減以上に生産性
効率の改善やノンコア事業の切り出しなどへの関心
が強いと見ている。大手顧客では全国事業展開に伴
い全国統括購買を志向する企業が徐々に増えつつあ
る。中国系といっても政府機関においては、入札条
件としてMade- in-China製品であることがますます
強化される傾向にある。同様に政府テンダー対応に
は環境認証取得が必要である。

中国事務機器市場の将来

ハード製品としては白黒（モノクロ）製品とカ
ラー製品とに分かれるが、中国では欧米や日本と比
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較してまだまだカラー製品の販売比率が低い。これ
は、今後急速にカラー製品が伸びる余地が大きいと
もいえる。中国ではA3モノクロ機の年間出荷台数
は約50万台から60万台、A3カラー機の年間出荷台
数は約４万台から５万台と推定される。今後もこの
年間合計出荷台数は２ケタ成長すると見込まれてい
る（カラー機の伸びは30％以上の成長が期待され
る）。A4機（プリンタ、MFP）はその何倍もの販売
台数が売られている。白黒（モノクロ）市場では低
速機分野が全体の70％以上を占めている。この市場
では、中国地場企業と政府機関が全体の半数を越え
る程度の最大顧客となる。特に政府機関では今後も
A4複合機の購入が大きく増えると見込まれている。
最近は商業印刷など、プロダクション・プリンティ
ング市場と呼ばれる分野で大型の超高速機も販売さ
れてきており、複写市場は超高速機分野から低速機
分野まで大きく拡大してきている。

A3複合機については、一体どれだけの量の機器が
市場にあるのか定かではない。さまざまなチャネル
からの情報として、恐らく250万台以上はあるので
はないかと考えている。管理が徹底されているMIF
（市場での稼動台数）もあれば無管理状態のMIFも
あると思われるが、その多くは随時保守形態となっ
ていると思われる。つまり何かあった時だけサービ
ス対応し、その代金を支払う形態である。中国は欧
米や日本と比べて、この随時保守形態が非常に多い
のが特徴である。欧米日で進んでいる顧客のプリン
ト枚数に応じて毎月代金を支払うメーターチャージ
方式は、中国では段階的に伸びてはいるものの、ま
だまだ割合が低い。中国系企業のこの比率は低く、
欧米日企業においては多くの顧客がこのメーター
チャージ方式を受け入れている。その意味におい
て、中国はメーターチャージ方式がまだ発展段階で
あるといえる。保守における顧客満足度は顧客の維
持、拡大には非常に重要である。

購買形態としては、更新、増設、新設と３パター
ンがあるが、増設で目立つのは政府機関の購買であ
る。また新設では、機器というよりは購入後のラン
ニングコストで低コストを期待する顧客が増えてき
ている。さらに中国では買取り形態の顧客が圧倒的
に多く、レンタル方式についてはオファーできる販
売会社が少ないこともあり、まだ全体の6～7％程度
である。

中国事務機器産業における 
情報サービス・ソフト市場
事務機器は単なるオフィス内のハード機器という

領域を超えて、情報サービス・ソフト市場と融合し
つつある。情報サービス・ソフト市場とは、中国内
で急速に成長している分野で、2011年１月から８
月の累計売上高が前年同期比30.5％増となり、１兆
1,120億元（約13兆3,400億円）となっている。年々
高成長している市場である。2015年には４兆元ま
で拡大するとの期待もある。その背景には、中央政
府、地方政府で文書の電子化が進み、大手企業も情
報システム分野への投資が旺盛で、人件費の高騰を
背景に業務の効率化が一段と進展することが期待さ
れていることがある。オフィス内のネットワークを
利用し、これを支援するITベンダーやSIerが成長して
きている。

こうした分野は、事務機器の今後のさらなる成長
を考察する上で大変重要である。単なるOA機器と
いうだけでなく、OA機器も使用されるオフィス全
体で業務効率を如何に改善するか、またコストを如
何に低減するかという視点でオフィス全体を捉える
ことの重要性がある。

2011年は東日本大震災やタイの洪水という自然
災害の影響、超円高という日本企業にとっても非常
に厳しい経営状況が発生。事務機器各メーカーは厳
しい経営を余儀なくされた。そのような経営環境で
も各社とも新製品の投入、アフタービジネス強化、
新規ビジネス立上げ、代理商への支援強化、社員の
教育強化や生産性向上、組織再編、経営コスト削減
努力等によりビジネス拡大に向けて必死で取り組ん
でいる。

今後は、中国という成長市場で如何に深い顧客密
着型のビジネスを展開できるか、また、ハード販売
だけでなく、ソリューションや情報サービス・ソフ
ト市場のニーズを取り込み、オフィス全体を睨んだ
業務効率の提案を顧客にできるかなどが今後の成功
のカギになるものと思われる。

日系企業は以上のような産業・市場認識の下、
日々ビジネスに取り組んでいるが、その中で直面し
ている問題点・建議として、以下の内容を中国政府
に改善要望したい。

＜建議＞
①-投資性公司が傘下の中国内子会社からの配
当金を国内で再投資（別の子会社の増資
など）する場合の課税措置については、
2011年12月8日付で発表された「外商投
資性公司にかかわる管理措置を一層改善す
ることに関する通知（商务部、外汇局关于
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进一步完善外商投资性公司有关管理措施的

通知）」により、再び再投資手続きを経る
ことなく、直接域内再投資を行うことが認
められた。実際の運用において混乱なく、
各政府が確実に履行することを要望する。

②-税収徴収管理における地域差を無くし、か
つ窓口裁量権限の低減を要望する。

・-日系企業出向者の日本での社会保険の会社
負担分が個人所得税の課税対象か否か、
また、中国での社会保険料の支払いに関す
る対応で、各税務当局によって説明が異な
る。納税者の適切な納税活動を支援する体
制を確保して欲しい。

③-外貨での立替金取引における規制緩和。

・-クロスボーダー人民元決済試行開始以降、
関連規制緩和が打ち出されているが、中
国における外貨規制（特に外貨による立替
金受領）は外貨管理規制条例に基づき、依
然として厳格な管理下（外貨管理規定条例
４０条２項）に置かれ制約を受けたままと
なっている。世界における中国の重要性が
益々高まり、人民元以外での取引も引き続
き発生する中、よりスムーズな経済活動を
促進させるためにも緩和政策を打ち出して
欲しい。

④-省エネ・環境関連ラベル制度における関連
法規・標準の効率化。

・-環境関連ラベル制度における認証、試験、
ラベル貼付けなどに時間やコストがかかり
すぎる。例えば、他地域間の相互認証を認
める等。ラベルにもMustとWantのものが
あるので一つのラベルへの統合はできない
にしても、効率化が図れればラベル制度が
要求する内容への対応は勿論のこと、付随
する認証申請業務、工場監査、製品検査な
どの対応を合理化できる。

⑤-廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国
版WEEE）での企業向け製品の政府基金運
用からの除外。

・-一般消費者向け製品については政府と企業
が協調して数年かけて研究してきた結果、
政府基金運用が開始されたが、いわゆるB-
to-Bの企業向け製品については、回収量や
回収ルートなど実態が十分に把握されてい
ない。また、企業向け製品については、メ
ンテナンス企業が製品の維持、管理をして

いるため必然的にメンテナンス企業が回収
責任を負っている。企業が自主的な回収・
処理を行っていることもあり、電器電子製
品は政府基金運用の対象外として欲しい。

⑥-電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版
RoHS）ステップ２の検討に際し、企業の
自己宣言の了承。

・-この制度設計全体が分りづらい上、外資企
業に対する十分な説明、手続きの透明性、
公正性の確保を要望したい。そもそも認証
ということではなく、欧州のように企業の
自己宣言を採用、了承してもらえる制度に
して欲しい。

⑦-同一製品のＨＳコードの解釈に関する国家
税関総署から各税関への統一的運用の指示
をお願いしたい。

⑧-新製品の輸入前のＨＳコード定義サービス
の提供（再開）。

・-もともとこのようなサービスがあったが２
年前に中止となっていた。現在は、通関会
社の通関士にコードを定義してもらってい
るが、通関の際に税関の担当者から異なる
コードを指摘されるケースがあった。

⑨-電気自転車の電池規格の統一と充電施設の強化。

・-納入した製品のメンテナンスはＣＥ
（Customer- Engineer）が担当している
が、顧客のオフィスでのメンテナンス作業
を効率化する手段として電気自転車が有効
と考えられる。電気自転車は環境に優しい
上、市街地の中での移動も行いやすく、き
め細かいメンテナンス活動の実施に貢献で
きる乗り物である。公共の乗り物は網の
目で走っておらず不便である。事務機の
メンテナンスの効率化を進める上でぜひ
実現に向けて検討して欲しい。

⑩-模倣品の取り締まりの一層の強化。

・-中国市場においては依然として模倣品（消
耗品）が多く存在し続けている。近年では
模倣技術が進み、消費者が純正品との違い
を見分けることも難しくなってきている。
中国では相変わらず消耗品の模倣品比率が
高く、政府行政や企業の継続的摘発活動が
あっても模倣品販売は無くならず、むしろ
拡大傾向にあると言える。消費者保護の観
点、及び製造者権利の観点からもより本格
的な取り締りの強化をお願いしたい。
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９. 電子部品・デバイス
2011年の中国の電子情報産業の売上高は9兆3,000億元とな

り、前年比で20％を超える成長となった。世界最大の電子製造
国である中国は、自国産業の競争力を更に高めるため、カギと
なる集積回路（IC）やハードディスクドライブ（HDD）といっ
た、キーデバイスの更なるレベルアップを図っている。中国に
進出している電子部品関連の日系企業は、中国が目指すレベル
アップ（産業の高度化）や持続的な経済発展と、企業の成長を
共に実現すべく、日々努力を重ねている。しかし事業運営に際
しては、依然として通関手続きの複雑性や法制度運用の不透明
性、物流システムの不正確性、外貨管理規制などの問題に直面
している。

電子部品・デバイスの代表製品ともいえるHDDにおいて、中
国は全世界のHDD搭載電子機器の生産拠点である。以下、中国
HDD市場を概観した上で、現在日系電子部品・デバイス関連企
業が直面している問題点につき整理する。

中国HDD市場概況
2011年はハードディスク（HDD）、大規模記憶装置産業に

とって大きな転換期となった。3月の東日本大震災によるHDD部
品メーカー生産への直撃、10月からはタイ洪水によりHDDメー
カー工場そのものが生産停止に追い込まれた。

図1：世界HDD市場規模
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2011年白書で報告してからHDDメーカーの需要に大きな変遷
はない。しかし、パソコン（PC）メーカーにおいてHDD生産数
量減によるPC生産数量の低下は、大容量記憶装置産業の新しい
未来像を描くことになった。

PCメーカーは現在の携帯PC端末（フラッシュメモリー搭載）
の進捗によるPC需要減を恐れ、フラッシュメモリー記憶装置
（SSD）搭載のPC開発を加速した。それは携帯PC端末及びSSD-

PC成長に合わせて対処した、Cloud-Computing（仮想データ保
存、コンピューティングサービス）業界の発展、大規模記憶
データを保存するためのサーバービジネスの更なる発展（SNS=
ソーシャルネットワーキングサービスなど）である。またPC内
臓HDDへのデータ保管を外付けHDDに置き換えるなど、HDD市
場は将来SSD市場と共存する方向となり、HDD単体の産業から
SSDとの組合せを考え、顧客が要求する仕様に対処しなければな
らなくなった。

依然として中国は、特にPCメーカーの最大の生産拠点である
が、近年中国におけるソーシャルネットワークの急激な発展に
より、HDDの中国内需要が急激に増している。既にPCに組み込
まれるHDDから大型サーバー、Cloud-Computingの既存設備伸張
に伴うHDD需要増という、HDDは単品部品から周辺装置として
見方が変わりつつある。大容量、高速化HDD開発のみならず、
HDDとSSDの組合せによるCloud発展にHDDメーカーの将来、ま
たネット産業界にとっても大規模容量HDDとの共存が不可欠と
なってきている。

具体的な問題点と改善要望
中国の日系電子・デバイス関連企業は、PC、家電、携帯電話

などのほか、車載用電子部品、工作機械といった生産設備など
非常に多岐にわたる。これら日系企業が現在中国で直面してい
る主な問題点は、以下のとおり。

保税部品在庫償却承認に時間がかかる

多品種、多用途、技術革新による新部品開発により、常に旧
電子部品は償却を実施しなければならない。しかし各保税区政
府に償却申請しても許可が下りるまでに最低でも3カ月かかる
ケースが多い。これでは電子部品メーカーは最適な製品サイク
ルを維持できない。速やかな許可手続きを求めたい。

HSコード認定期間短縮

一部の電子部品メーカーは、新部品輸入について事後通関
申請のライセンスを取得して、輸入リードタイムを短縮してお
り、申請後は早急に政府によるHSコード認定が求められる。し
かし申請してもHSコード取得まで1カ月半はかかる。

拠点内地化のための物流リードタイム短縮

ODMは華東（上海及び近郊）、華南（深圳及び周辺地区）
に集中しているが、近年の賃金の上昇、中央政府の内陸部への
支援策により、重慶、成都地域へのODM進出が盛んになってい
る。しかし、ODM工場の進出だけが重視されており、重要な物
流、保税地区の整備は遅れているのが現状。内陸輸送網は整備
されておらず、電子部品メーカーが保有する保税地区からODM
保税地区への輸送手続き（通関、移動手続きが）が煩雑となっ
ている。中国各地の通関業務の不統一性（開始時間がそれぞれ
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異なるなど）及び、乱雑な製品取り扱いなど、メーカーリスク
が各地で存在している。

再輸出（返送）手続きの煩雑さ

電子部品の中にはHDDのような精密機器があり、外部衝撃な
ど組み込み製品の最終使用者（エンドユーザー）の取り扱い次
第では、破損、故障がおきる可能性がある。ODMベンダーもこ
の点を注意しており、入荷検査が厳密である。検査で問題があ
る製品については、メーカーは修理を行うが、海外の製造拠点
への再輸出（返送）作業では、通関時にさまざま問題が発生す
る。例えば不良品と申告すると「×印」が記録され、その後の
輸入検査に時間が余計にかかるなどの事態が発生している。

中国の国内決済

ODMは主に米ドル建ての取引が原則となっているが、中央
政府の外貨管理が厳しく、ODM保税区からメーカー地区への銀
行送金も、一度は中央政府を通すために、送金時間に時間がか
かっている。

＜建議＞
①-輸出入申告に関する税関審査に時間が掛っており、
かつ地域や担当者により審査対応に違いがある。輸
出入企業、または通関代行企業に対する信用制度を
早く構築し、信用度の高い企業または通関代行会社
に対し、EDI通関の適用を要望したい。

②-保税区、物流園区または保税港区の運用や規則、規
定に対する解釈が地域によって異なっており統一し
て欲しい。

③-通関に伴う規制・制度の変更を実施する場合は、十
分な準備期間を確保するとともに、文書で事前に税
関ホームページに掲載するなど情報開示時期および
方法について配慮してもらいたい。

④-中国の外貨管理制度では、非経常取引に属する対外
支払に関して許可制を採用しているが、実質的に対
外送金が認められない事例がある。このような規制
は海外からの投資意欲を減退させるものであり、投
資の阻害要因となるものであり緩和願いたい。

⑤-現商用暗号管理条例の非中国製品に対する規制緩和
を要望したい。

⑥-現在、世界的にIFRS対応への移行が検討されてい
るなかで、連結決算対応の観点より現在の中国に
おける12月決算のみではなく企業の自主的判断で
決算期を設定できる中国企業会計制度の柔軟対応
が望まれる。

⑦-日本本社から中国子会社に対する役務提供のコスト
シェアリングの概念が中国に確立しておらず、中国
子会社から日本本社へ送金を止められるケースが多
発している。海外本社からの派遣駐在員に対し、不
当にPEの嫌疑をかけることなく、企業の申請に基づ
き速やかに海外本社立替駐在員費用の海外送金を実
現する対応が望まれる。

⑧-国内の一部地域（含む空港）での運送上の荷扱いが
悪く、商品破損が多発しており、輸送業者を含む物
流品質の早急な改善を要望したい。

⑨-模倣品に関し、個別具体的な要望が多い課題であ
るが、複雑化、巧妙化、小口化する模倣品業者
や、共同不法行為者に対する対応、摘発の強化を
要望する。

⑩-ワッセナーアレンジメントへの早期の加盟を要望
したい。

⑪-税関のシステムトラブルの影響で、通関が停止また
は大幅に遅延する場合がある。物流企業や荷主企業
に不必要なコストの発生や生産活動への影響もある
ため、システムトラブルに対するバックアップや手
作業による対応など、正常な通関業務の維持に向け
た体制の構築を要望したい。

⑫-サービス貿易などの対外送金において、税務証明取
得の3万ドル基準がある。送金手続きが煩雑になって
いるため、同基準の撤廃、もしくは基準の引き上げ
を要望したい。

⑬-労働契約法の改正以来、運用面において各地域に理
解の相違が見られる。労働および社会保障主管部門
は、企業が関心を寄せている法規類の解釈に対して
統一かつ明確な見解を示し、地方による運用面の相
違に対して指導・是正に努めるよう要望したい。

⑭-労働契約法施行以降、労務関係の仲裁・係争事例
が急増する中で、労働者側に偏った裁定・判決が
出されることが増えている。安易な仲裁・係争や
争議を助長しないよう、法規や社会通念に照らし
た判断と共に、社会や行政による市民への啓蒙を
要望したい。

⑮-世界的な大手物流会社は、バーコードシステムで逐
一物の所在が把握できるが、中国の中小物流会社は
システム対応ではなく伝票作業による手作業が多
い。そのため物の所在を把握するのに時間がかかる
上、正確性に問題がある。サプライチェーンマネジ
メントの構築に政府の一層の努力を期待したい。
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10. 自動車

2011年における中国自動車産業の動向
2012年1月19日、工業情報化部は「2011年自動

車工業経済運行報告」を発表した。それによると、
2011年の中国自動車市場は穏やかな成長を見せ、
省エネ車と新エネ車が積極的に導入され、産業の集
積度が一層向上し、輸出の伸びが著しく、自動車産
業の構造がさらに最適化された、としている。

自動車の生産・販売台数はともに 
1,840万台を上回った

2011年の中国自動車市場は穏やかな成長を見
せ、すべての月の生産･販売台数は120万台を超
え、月平均の生産・販売台数は150万台となった。
年間販売台数は1,850万台を上回り、世界記録を再
更新した。

中国汽車工業協会の統計によると、2011年の自
動車生産台数は1,841万8,900台で、前年比0.8％増加
した。販売台数は同2.5％増の1,850万5,100台に達し
た。生産・販売台数の伸び率は、それぞれ31.6ポイン
ト、29.9ポイント鈍化した。

乗用車市場は着実な成長を続けている一方、商用
車市場は大幅に減少した。2011年の乗用車生産・販
売台数はそれぞれ1,448万5,300台と1,447万2,400
台に上り、伸び率はそれぞれ4.2％増、5.2％増、伸
び幅は2010年よりそれぞれ29.6ポイント、28.0ポイ
ント鈍化した。商用車の生産・販売台数はそれぞれ
393万3,600台と403万2,700台となり、伸び率はそ
れぞれ10.0％減、6.3％減、伸び幅は2010年よりそ
れぞれ38.1ポイント、36.2ポイント鈍化した。

2011年第1～4四半期、中国の自動車販売の前年
同期比は、それぞれ8.2％増、0.8％減、4.4％増、
0.7％減であった。

1.6L以下の排気量の乗用車市場の発展は安定

省エネ自動車の普及政策により、2011年の1.6L
以下の乗用車市場は穏やかな成長を保った。1.6L以
下の乗用車年間販売台数は983万9,300台に達し、
前年比4％増となった。自動車市場の53.2％を占
め、市場シェアは2010年より0.8％増加した。

自主ブランド乗用車の市場シェアはわずかに減少

2011年、「汽車下郷」や「小型乗用車の車両購

置税の軽減」など、市場需要喚起政策の実施が終了
したことにより、クロスオーバー型乗用車の販売台
数は著しく下落し、9.4％減となった。このような
影響を受けて、2011年の自主ブランド乗用車の販
売台数は、前年比2.6％減の611万2,000台となり、
乗用車販売市場の42.2％を占め、市場シェアは3.4
ポイント下がった。このうち、自主ブランドの普通
乗用車（セダン）の販売台数は294万6,400台とな
り、普通乗用車に占めるシェアは29.1％、前年比
1.8％減となった。第2位の日系車に比べ、7.5ポイ
ント高かった。

省エネ車普及促進政策による成果が顕著に

2010年6月から省エネ車普及促進政策が開始さ
れ、2011年9月までに排気量が1.6L以下の省エネ
車は政策公表前の101モデルから427モデルに増加
し、14カ月の間に433万台が生産された。

2011年10月に省エネ車普及促進政策が調整さ
れ、対象となる省エネ車の平均燃費基準値は従来の
6.9Ｌ/100kmから6.3Ｌ/100kmへと8％引き上げられ
た。この政策の実施によって、省エネ技術の持続的
な進歩が積極的に促進され、自動車製品のグレード
アップが加速した。2011年10～12月にかけて省エ
ネ車のモデル数および生産台数が増加し、第7版省エ
ネ自動車普及促進目録には49モデルがリストアップ
され、生産台数は合計25万5,500台となった。

自動車の省エネルギー管理システムはさらに改善

2011年に中国は完成度の高い、乗用車製品省エ
ネ管理体制を構築した。自動車燃費測定方法、規制
値、標識などの国家標準から、自動車燃費の公表制
度、自動車燃費のサンプリング検査制度及び燃費と
省エネ車の普及の関連付け、省エネ車･新エネ車の
車船税減免等の財政策に至るまで、すべて確立・実
施された。

工業情報化部は2011年に｢中国自動車燃費ウェブ
サイト｣を開設し、自動車燃費の公示制度をさらに
改善した。同年、工業情報化部は第12版「小型乗用
車の燃費公告」において累計で127社の3,912モデ
ルの燃費データを公布した。

2011年12月「乗用車燃費の評価法と指標」、「大
型商用車の燃費測定方法」と「大型商用車燃費規制
値（第一段階）」等、一連の重要な基準を発表し、
自動車製品の省エネ管理体制の整備を一層進めた。

新エネ車の実証実験は一層深化

2011年に、公共サービス分野における省エネ・新
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エネ車のモデル普及及び個人購入を対象とする新エ
ネ車助成の実証試験都市において、HVやEVなどの
省エネ・新エネ車の市場での応用を引き続き推進し
た。2011年末までに、75社の自動車メーカーの361
モデルが「省エネ車・新エネ車パイロット実験応用
プロジェクト推奨車種目録」に掲載された。2011年
に同目録に掲載されているモデルが1万2,784台生産
され、前年比74.3％増となった。このうち商用車が
5,722台、乗用車が7,062台生産された。

2011年に、EVの充電インターフェースと通信プ
ロトコル、EV用伝導式車載充電器、純電動乗用車
の技術要件など、要となる基準が審査通過、発表さ
れ、EVの応用及び充電インフラ整備の促進にとって
重要な役割を果たした。

経済的利益は比較的早い伸びを見せた

2011年1～11月、中国の自動車産業における一
定規模以上の企業（一定規模以上の企業：主要営業
収入が500万元以上の企業）について、工業総生産
は累計4.5兆元に達し、前年同期比16.8％増となっ
た。2011年1～11月、17社の重点企業（グルー
プ）の工業増加額は累計で4,302.7億元に達し、同
で6.8％増加した。主要営業収入は累計で1.84兆
元を実現し、同5.4％増加した。利益総額は累計で
2,106.09億元に達し、同11.3％増加した。

産業の集中度がさらに向上

2011年4社の自動車メーカー（グループ）の生
産販売規模は200万台を超えた。そのうち、上汽
集団の自動車販売台数は400万台に近づき、396万
6,000台。東風、一汽と長安はそれぞれ305万600
台、260万1,400台、200万8,500台に達した。4
社の2011年の自動車販売台数は自動車販売総量の
62.9％-を占め、シェアは前年比0.8％増加した。

中国の自動車販売トップ10の企業グループは、
合計で1,609万1,400台を販売し、自動車販売総量
の87.0％を占め、同0.7％増加した。

自動車輸出は過去最高記録を更新

2011年、中国の自動車完成車の年間輸出台数は81
万4,300に上り、前年比26万9,400台増加（同49.5％
増）となり、これまでの記録を更新した。そのうち
乗用車の輸出台数は47万6,100万に達し、同68.3％
増。商用車の輸出台数は33万8,200台で、同29.1％増
となった。1～11月、自動車完成車の輸入台数は累計
で93万2,400台となり、同28.2％増加した。

出所：工業情報化部装備工業司（訳責:中国日本商会）

１、2012年市場予測について

　2012年1月12日、中国汽車工業協会は記者会
見を行い、2012年の中国の自動車市場の予
測、及びオートバイ産業の見通しについて発
表した。

20余社の完成車メーカーの販売見通しデータを
収集し、主要メーカー販売担当者の意見を聴取
した上、マクロ経済動向に鑑み、研究討論分析
によって、2012年自動車販売台数は約2,000万
台、前年伸長率は8％を見込んでいる。

２、中国のオートバイ産業における2011年の-
----回顧と展望について

2011年のオートバイの生産販売は、①少し上
昇したが、国内販売の下落が顕著である、②
値上げによって、オートバイ業界の営業収入
の増加が維持されているが、企業の利益が大
幅に減少、③輸出は史上最高を記録したが、
一方で成長力の鈍化を示している、④大きい
排気量のオートバイの生産販売は比較的際
立っている。

2012年の国際経済は最も困難な1年であり、
我が国のオートバイ輸出は大きな挑戦に直面
しているため、輸出は厳しい。国内市場は安
定していると見込んでいる。

＜建議＞
①-厳しくなる排気規制に対応するためには、
新しい排気技術を導入する必要がある。し
かしこれらの技術導入には、同時にクリー
ンな燃料が要求される。中国では、市場に
おける燃料が粗悪なケースが多く、排気規
制のレベルと適合していない。排気規制の
レベルと市場での燃料性状を整合していた
だきたい。

②-環境車への補助金・税制見直しについて、
環境保護に向け、排気量やコンベンショナ
ル車・新エネ・省エネ車という括りに関わ
らず、燃費規制達成度合いに応じた段階的
な税制面での優遇措置拡大と補助金付与を
要望したい。

③-国産車と輸入車の認証や環境保護部の環境
目録など、認可として自動車を管理する部
門が多岐に渡り、対応が非常に煩雑化して
いる。国家として自動車の認可を管理する
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部門の一本化を要望したい。

④-環境保護の観点で、排気部品に対するマーキ
ングの要求や、触媒測定の要求、排気目録の
為のVIN登録要求など相次いでいる。このよ
うな要求を出す前に、きちんと各国のメー
カー等とも十分な議論を行い、リードタイム
を確保した上での導入を要望したい。

⑤-本来、業界の推薦規格であるQC/Tなどを
認証時に強制法規として課すケースが存在
する。規格はあくまでも強制的なものでは
なく、技術の方向性を示すものとして、国
際的な場でも議論されている。強制法規は
あくまでも国家標準（GB）のみとし、QC/
Tなどの規格を認証時に強制として適用す
るのは止めていただきたい。

⑥-研究開発成果・ブランドの適切な保護に関
し、審査基準の国際的な統一、早期審査制
度の導入、部分意匠及び意匠の実体審査の
導入、商標法改正による馳名商標の適切な
保護、商標許諾契約届出義務の緩和などを
要望したい。

⑦-模倣行為の排除を要望したい。刑事移送、
厳罰化、製造設備と金型の押収等による再
犯者に対する効果的な抑止、国務院レベル
の模倣対策特別行動の継続実施を要望した
い。また無審査登録の実用新案権・意匠権
の濫用防止、パテントトロールの対応策の
検討を要望したい。

⑧-乗用車生産参入管理規則の運用規準の明確
化を要望したい。

⑨-公路安全保護条例の緩和を要望したい。ト
レーラーの全長規制16.5mと短く設定され
ているが、運送コスト上厳しい状況に直面
している。トレーラー全長規制の緩和を要
望したい。

⑩-公務用車調達基準の見直しに関し、排気量
に関わらず、良燃費車については調達範囲
とするよう要望したい。

⑪-危険物の輸入などの新法規の事前展開と、
窓口部署の一本化による正確な情報伝達を
要望したい。

⑫-地方税関、地方税務局業務のルール化につ
いて、以下を要望したい。

・地方税関は地方なりの政策や規制を実行す

る際、事前の連絡が無いままに実施が開始
されたり、担当者個人の判断により実施
される属人的なケースが多い。仮に人事異
動があれば、それまでの流れが全部ひっ
くり返され、当事者としての企業にとっ
ては全てやり直しとなるケースもあり、
対応に苦慮している。例えば、Ｌetter-of-
Ｇuaranteeの管理やＨＳコード管理などが
これに該当する。地方税関には日常業務上
の変更点があれば、事前に書面上で通達い
ただきたい。

・-国税より税制上の規定があるにもかかわら
ず、各地方税務局の実務上、異なる実行基準
や規定を追加してしまい、矛盾してしまう
ケースがある。例えば、輸出上、ＶＡＴ発票
適用では発票リストに対して適用されるとこ
ろとされないところがあり、企業間の対応に
支障がでている。国税局は地方をまたがる税
務上の規定を決める場合に実行可能性を加味
した上、関連する地税局の規定を矛盾がない
ように管理していただきたい。

⑬-原産地証明の発行規定はあるものの、地方政
府により必要な書類や記載内容が異なること
がある。また申請後の承認過程とリードタイ
ムが不明確である。統一的な解釈と承認過
程、リードタイムを明示していただきたい。

⑭-輸出増値税の還付申請期間延長を要望した
い。業務量が多い企業にとって、現状の
90日間規制は対応が難しい。荷量が多く
且つ遠隔地へ大量に輸出する企業に対して
は、申告期間を120～150日に延長してい
ただきたい。

⑮-二輪車の都市への乗り入れ規制について、
多くの都市で交通安全、または環境の為
という理由で二輪車の登録や乗り入れの制
限を行っているが、二輪車は、省エネ、省
スペースの都市に適したコミューターであ
り、不合理な規制であるため、撤廃もしく
は少なくとも緩和をしていただきたい。

⑯-大型二輪車の取り扱いについて、中国の経
済発展に伴い、今後大型二輪車の需要も増
えると考えるが、30％を超える関税や高
速道路の通行禁止など、諸外国に比べ大型
二輪車普及への障害が存在する。このよう
な大型二輪車に対する不合理な関税や不公
平な取り扱いを改善していただきたい。
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11. 造船
中国船舶工業協会によれば、2011 年全国船舶生

産指標は、年間の新造船竣工量：7,665 万 DWT（前
年比 16.9%増）、新造船受注量：3,622 万 DWT（同
51.9 ％ 減 ）、 手 持 ち 受 注 量：14,991 万 DWT（ 同
23.5％減）であった。また、全国の一定規模以上（国
有企業及び年間売上高が 500 万元以上の非国有企
業）の造船及び舶用機器企業の工業総生産高は前年
比 22％増の 7,775 億元となった。

図１：中国造船業界の主要生産指標
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出所：中国船舶工業協会

2011年、世界造船市場における中国のシェア
は、新造船竣工量：約4割、新造船受注量：約5割、
手持ち工事量：約4割と、2年連続で世界第1位の
シェアを占めた。

一方、2011年竣工量の世界ランキング上位20社
をみれば、中国の造船所は8社と社数では韓国・日
本を抑え最多となったものの、竣工量ベースでは、
中国造船所が占める割合は32％と、韓国の同44％
に比べれば低く、大手各社の規模では韓国に及ばな
い状況。

図２：2011年新造船竣工量の世界ランキング　
　　（2012年2月時点）

ランク 造船所 国籍 DWT
1 現代重工業G 韓国 21,192,939
2 CSSC 中国 12,811,186
3 CSIC 中国 9,688,889
4 大宇造船海洋 韓国 8,514,729
5 三星重工 韓国 8,419,863
6 今治造船G 日本 7,642,221
7 ユニバーサル造船＋IHI 日本 6,560,897
8 STXG 韓国 6,431,090
9 成東造船 韓国 4,925,105
10 ツネイシG 日本 4,914,379
11 川崎重工業G 日本 3,649,167
12 新時代造船 中国 3,276,245
13 COSCO造船G 中国 2,585,922
14 新揚子江造船 中国 2,573,261
15 大島造船所 日本 2,495,478
16 熔盛重工 中国 2,467,075
17 三井造船 日本 2,241,064
18 SPP造船 韓国 2,105,393
19 揚州大洋造船 中国 1,997,605
20 金海重工 中国 1,980,748

出所：Clarkson

船舶修繕市場

2011年、厳しい海運市況の下、中国の船舶修繕
業では船舶の修繕数は大幅に減少したほか、修繕単
価の低下が続いた。中国船舶工業協会によれば、
2011年の中国の修繕船及び解撤船の主要事業収入
は663億元（前年同期比16.3％増）、利潤33億元
（同14.9％増）と売上・利益共に伸長しているが、
集計対象となった企業の一部に造船収入が含まれて
いることが要因とみられ、船舶修繕市場は極めて厳
しい状況となっている。

市況の動向と今後の見通し

欧州経済の低迷が続き今後の先行きも極めて不透
明な中、ここ数年の新造船竣工量の急増により、世
界全体の船腹需給はLNG船等の一部の船種を除き大
幅な供給過多となっている。こうした中、金融危機
以降の新造船受注量は低迷している上、過剰建造能
力の問題が特に深刻となっているバルクキャリアを
中心に受注における競争環境は激化しており、新造
船価格も低下が続いている。

加えて、建造中或いは竣工船に対するキャンセ
ルや引き取り遅延も多く発生しているため、これま
でプラス成長を維持してきた新造船竣工量について
も、2012年以降はマイナス成長に転じる可能性が
高い。斯かる状況は当面続くとみられ、造船業界の
「不況期突入」は既に現実のものとなっている。
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中国造船業の課題
高付加価値船種等への取り組み

これまで中国の造船業界は、特にボリュームゾー
ンのバルクキャリアの分野において、低価格を武器
に急速に市場シェアを拡大してきたが、金融危機以
降、同船種の新造船受注は特に大きく落ち込んでお
り、過剰建造能力の問題が最も深刻となっている。

一方、近年新造船受注が堅調に拡大しているLNG船
や大型コンテナ船等の高付加価値船種のほか、今後の
成長が期待される海洋エネルギー開発に係る専用設備
（海洋構造物など）、専用船等の分野においては、中
国企業のプレゼンスは限定的となっている。これら高
い技術力を必要とする分野における韓国企業との懸隔
が未だ大きいため、中国は「造船大国である一方、造
船強国ではない」ともいわれている。

こうした中、2012年2月、海洋構造物関連産業
の中長期計画である「海洋装備業中長期発展計画
（2011～2020年）」が公表され、同産業が国家戦
略新興産業として位置付けられたほか、中国の同市
場シェアを現在の7％から2020年に35％まで引き
上げるとの目標も掲げられた。今後、関連する具体
的な財政、税制及び金融面における政府支援策の動
向が注目されている。

業界上位企業の寡占化

造船業界における直近の好況期（2003～2008
年）には、中国国内において不動産業などの異業種
からの新規参入が多くみられた。こうした新規参入
業者には技術の蓄積、船主との安定的な信頼関係等
は乏しく、金融危機以降、新造船受注は極端に落ち
込んでいるほか、受注のキャンセルも特に多くなっ
ている。このため、既に操業を停止する先が出て
きているほか、2011年には同業間での再編に至る
ケースも散見された。

さらに人件費や原材料価格の上昇が続く中、
2012年は近年の激しい競争環境下で低価格での受
注を余儀なくされた船の竣工に伴う採算の大幅悪化
が懸念されるだけに、今後中小造船所を中心とする
倒産や再編は一段と加速するとみられる。

こうした中、先般公表された「船舶工業第12次
五カ年計画」によれば、中国の竣工量上位10社が
全体に占める割合を現在の50％弱から2015年には
70％まで引き上げる方針を打ち出している。一方、
造船業界は雇用や税収面での国・地方経済への寄与
度も高いため、中央政府による国有大手造船所、地

方政府による民営大手への支援等が、不況期におい
ては拡大するとみられるだけに、中国における過剰
建造能力の問題解決が進むか、今後の関連政策等が
注目される。

＜建議＞
①-過剰建造能力の是正：

　-足元では海運市場における船腹の供給過剰
問題が顕在化している上、船舶の建造能力
の過剰も深刻になっている。本来、競争・
淘汰・再編を含めた需供調整によりこう
した過剰建造能力は是正されるものである
が、中国国内で「重要産業」と位置付けら
れている造船業界では、政府や金融機関等
の支援もあってこれが進展していない。こ
の結果、供給量の調整が進まない場合、造
船不況が長期化し、業界全体の活力が失わ
れるリスクも考えられるため、市場の競争
を妨げることとなる資金支援等の特別な助
成措置は望ましくない。

②-低価格舶用機器輸入の自粛：

　-これまでエンジンやクランクシャフト等の
コア舶用機器は、国内生産へのシフトが進
展してきたが、金融危機以降、低価格舶用
機器が海外から大量に流入し、国内競争環
境を悪化させている。例えば、一部の海外
の舶用機器メーカーはエンジンのライセン
サーとの取り決めとなっているテリトリー
制を無視し、販売ライセンスを持たない中
国にある造船所に販売を行っている。公
正な取引による市場の健全な発展を図るべ
く、このような取引については、政府の主
管部門や業界団体等により業界各社への自
粛を促すことを要望する。

③-特定な分野における外資参入障壁の撤廃：

　-中国の造船所及び一部コア舶用機器の分野で
は、外資による企業への出資比率は49％以
下とする制限があるため、外資にとっての参
入障壁は高い。中国造船業では、LNG船関連
や省燃費関連等、特に今後の取り組みが求め
られる設計技術・コア技術等の向上に繋がる
外資との提携ニーズは強いことから、出資制
限をはじめ外資参入に係る障壁の撤廃を要望
する。
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1. 情報通信
工業・情報化部（MIIT）報告等によると、2011

年 、 全 国 の 電 話 利 用 者 は 1 2 億 7 , 1 3 7 万 （ 前 年 比
10.2%増）に達している。固定電話利用者数は減少
し2.85億戸（△3.2％）、一方で移動（携帯）電話
は1億以上増加し9.86億ユーザ（14.8％増）となり
利用者全体の77.3％を占めた。インターネット利
用者は5.13億人（12.3％増）に達し、こうした携帯
電話とインターネット利用者の増大に支えられて
2011年の電信主営業務収入は9,880億元（9.9％増）
まで伸びた。また物聯網への取組みが広がり、移動
通信ではTD－LTEが国際標準となるなど、中国の情
報通信にとっては大きな成果があった。インター
ネットに関しては「国家インターネット情報弁公
室」も設立され、知的財産権の保護に向けた努力が
開始された年でもあった。

固定通信、新国家施策等 
（物聯網、国際標準等）
電話ユーザ数

2011年末、中国の電話ユーザ数は増加した。携
帯電話ユーザ数は前年同期から１億ユーザ以上増加
したが固定電話は減少の一途をたどっている。また
携帯電話の３Gユーザは1億2,842万ユーザと初めて
１億を突破し、全携帯の13％を占めるに至った。

表１：固定電話、携帯電話のユーザ数と普及率-

中国ユーザ数- 中国普及率- 日本-
ユーザ数 日本普及率

固定電話- 28,512万 21.3％- 3,681万 28.7％-
携帯電話- 98,625万(注1) 73.6％- 12,987万 101.4%-

出所：工業・情報化部資料、総務省報道資料等

注1：携帯電話の数については中国３キャリアの発表合計数
9.76億とは差がある

インターネット利用者数

インターネット利用者総数は、2011年12月末で
5.13億人となり、全人口に対する普及率は38.3％

（注２）となった。利用者数は世界最大であるが、
普及率はインターネット先進国に及ばない。（日本
80.0％、米国78.3％、韓国82.7％など、注３）モバ
イルインターネット利用者数は3.56億人で、2010
年末から17.5％増。モバイルインターネット利用者
は全利用者の69.3％と、スマートフォン拡大に伴い
大きな伸びをみせた。

注２：出所：CNNIC資料『中国インターネット発展状
況統計報告（2012.1）』

注３：日本、米国、韓国:2011年12月末の数値（出
所：Internet-World-Status- “INTERNET-USAGE-
STATISTICS-THE-INTERNET-BIG-PICTURE”）

図１：インターネット利用者数
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2011年電気通信産業界の主な動き
物聯網
「物聯網」に関してMIITは「第12次五カ年計

画（十二五）物聯網発展計画」を発表、同期間中
（2011年～15年）は10カ所の物聯網総合産業集積
地域の育成に重点を置く。同計画では、中国が「戦
略的新興産業」として重視している物聯網につい
て、コア技術分野での突破を図り、センシング、伝
送、処理、アプリケーションなどの分野で500項目
以上の重要研究成果の創出、200項目以上の国家・
業界標準制定などを目標にしている。

TD-LTE
2012年ITU年次会合（WRC-12）において、

LTE-Advanced及びWireless - MAN-Advanced

第５章
情報通信業



194

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

（802.16m）技術の審議が行われ、中国が主導し
て制定したTD-LTE-AdvancedがIMT-Advanced（通
称4G）国際標準として確定することになった。TD-
LTEは国内での大規模実験の他、TD-LTEを支援す
る各国キャリアのアライアンスであるGTIによりグ
ローバル市場でもその動きが活発になりつつある。

その他
「国家インターネット情報弁公室」（中国語：国家

互聯網信息弁公室）が設立された。同組織は独立組織
ではなく、国務院新聞弁公室に併設される形となる。
本弁公室はインターネットの情報伝播に関する法律を
扱う他、コンテンツ管理強化、違法サイトの調査・処
理を行う。中国国内では依然としてコピーや模倣が多
く、2012年4月現在国家版権局により中華人民共和国
著作権法の修正が行なわれつつある。

移動体通信（携帯電話）
2011年の中国の移動体通信市場は、3Gサービス

の商用化から3年を経過したこと、スマートフォンの
世界的な流行が中国においても同時進行で進んだこ
とを背景に、引き続き高い成長を持続した。2011年
12月末の携帯電話サービスの総ユーザ数は、各通信
会社の発表数値では9億7,570万であり、2010年末
の8億4,200万に比して1億3,000万以上の純増となっ
た。うち3Gサービスは1億2,752万を占めており、
2010年末の4,705万の2.7倍にまで拡大した。こうし
た3Gの普及を後押ししたのがスマートフォンの浸透
であるが、同時にそのスマートフォンの低価格化に
よる通信会社間、メーカー間の競争が一層激化した1
年でもあった。一方、こうした数の拡大に反して、
ネットワーク品質の向上は追いついていない感があ
り、その結果、本来伸びるべき各種のモバイル付加
価値サービスやコンテンツビジネスの成熟が遅々と
している。更に、通信サービスに関する各種の法制
度や業界内のルールの整備は依然として進んでおら
ず、海外の通信会社、コンテンツ事業者等の中国進
出の障壁の一つとなっている。-

スマートフォンの浸透と3Gサービスの爆発的拡大

2011年12月末時点の中国の携帯電話ユーザ
数は9億7,570万に到達した。各通信会社のユー
ザ数（市場シェア）は、中国移動が6億4,957万
（67％）、中国聯通が約1億9,966万（20％）、
中国電信が1億2,647万（13％）となっている。
上記のうち、3Gサービスユーザ総数は1億2,752
万であり、全体の13％にまで成長した。各社の3G

ユーザ数（市場シェア）は、中国移動が5,121万
（40％）、中国聯通が4,002万（31％）、中国電信
が3,629万（29％）であり、昨年以上に各社の市場
シェアは更に拮抗してきており、3Gサービスが各社
の成長のドライバとなっている。

図２：中国の携帯電話ユーザ数と年間伸び率推移
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表２：通信事業者3社のユーザ数と市場シェア比較

通信事業者 携帯電話-
ユーザ数

市場-
シェア

3Gサービス（再掲）

ユーザ数 市場-
シェア 技術方式

中国移動 6.49億 67％ 5,121万 40％ TD-SCDMA
中国聯通 1.99億 20％ 4,002万 31％ W-CDMA

中国電信 1.26億 13％ 3,629万 29％ CDMA-1X-
EVDO

スマートフォンの爆発的な伸びと低価格化の浸透

2011年の携帯電話市場は、スマートフォンの本
格普及に伴い、早くも低価格化という過当競争が激
化した1年であった。2011年は、中国でもiPhone4
が発売され、Googleが開発したOSであるAndroidを
搭載したスマートフォンも国内外のベンダを問わ
ず、多品種が大量に販売された。iPhoneやサムスン
のGalaxy-SⅡのように5,000～7,000元で販売され、
1年を経過しても値崩れしないハイエンド端末があ
る一方で、華為、中興、聯想といった中国メーカー
による『1,000元スマートフォン』の浸透が急激に
進んだ。これら1,000元スマートフォンは、Android-
OSのVer.-2.2～2.3という最新に近いOSを搭載して
いるものの、CPUのクロック数を低く抑え、カメラ
の画素数も500万画素前後、ディスプレイサイズも
3.5インチ以下というように、部品や部材のスペッ
クを下げることでコストダウンを実現している。す
なわち高級感をある程度犠牲にした端末であるが、
こうした1,000元から2,000元クラスの端末が1機種
で100万台超という単位で売れている点が、日本の
携帯電話市場とは大きく異なる特徴と言える。加え
て、2011年にはAV家電や白物家電を扱っていた一
部のメーカーがスマートフォン市場に参入した。一
例として、小米（Xiao-Mi）というメーカーは、国
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内外の良質な部材を安く調達して組み立てること
で、iPhone4と遜色のないスペックの端末を2,000
元前後でネット通販限定という方式で売り出した。
小米の携帯電話は、数度にわたって数日で売り切れ
続出になるという事象を引き起こし、2011年の携
帯電話市場の台風の目となった。このように、価格
のみならず品質面においても、海外キャリアと比肩
できる新興の中国メーカーが台頭してきたことは、
海外メーカーにとっての脅威でもあり、特にスマー
トフォンの海外展開で乗り遅れている日系メーカー
の中国の携帯電話市場への再参入の壁をより高くし
ている。

モバイル付加価値サービスは 
成長しているものの成熟には遠い

こうした傾向の中、各種のモバイル付加価値サー
ビス市場は急速に拡大している。ユーザ利用率の
高いサービスは、検索、音楽、ゲーム、SNS、微博
（ミニブログ）、漫画、小説等である。しかしなが
ら、ネットワークが高度化しているにもかかわら
ず、コンテンツ自体の高度化、一例としてネット
ワーク上での複数対戦型ゲームといった日本や韓国
では好評を博しているキラーコンテンツの普及が、
中国ではあまり進んでいない。この理由は、ネット
ワークの品質にあり、3Gユーザは爆発的に増加し
ているものの、ネットワークが大容量のコンテンツ
に対応するだけの品質に至っていないケースが多い
ためである。日本の主要ゲームプロバイダのDeNA
（モバゲー）やGREEが中国の付加価値通信事業者
と多く提携したことも2011年の特徴の一つであっ
たが、各社とも日本のi-modeや現在の3.9Gと言わ
れるLTEネットワーク上で流通している最新の大容
量コンテンツを、そのまま中国には持ち込めないと
いった悩みを抱えている。中国の携帯電話普及率は
70％を超えているが、今後は品質面での差別化等を
強く意識した設備投資と戦略展開がなされることが
重要となろう。

進まない法整備と業界内のルール作り

2011年も通信サービスに関する法整備に目立っ
た進展は見られなかった。根本の法整備が進まない
中、上述のように日本に限らず海外のコンテンツプ
ロバイダの多くが中国への進出を企図し、実践して
いるが、ビジネスベースではコンテンツの翻訳等に
かかるコスト増、低い販売単価による採算面での課
題に加え、改善されない海賊版の跋扈等の知的財産
権の保護といった課題にも依然として苦慮してい
る。引き続き、中国政府には市場規模の拡大と自国
技術の確立のみならず、業界の規律性と自浄力の向
上に対する一層の配意を期待したい。

＜建議＞
①-通信関連の法整備の推進と業界内の不正等
への取り組み強化

情報通信、特に移動体通信は技術の進展、
市場の発展速度が著しいことから、電信法
をはじめとする関連法制の整備が喫緊の課
題であり、政府の積極的な取り組みと実効
性のある成果を期待したい。

また、情報通信産業の発展は、そこで流通
されるコンテンツの品質に依存するところ
が大きい。しかしながらコンテンツやサー
ビスに関わる海賊版、模倣の横行といった
知的財産権の侵害は、依然、市場に蔓延し
ている。健全なマーケット育成のためにも
不正業者に対する刑罰の強化等の取り組み
と一体化した業界内のルール作りについて
政府の真摯な取り組みを執行していただき
たい。

②-事業ライセンス取得要件の緩和と外資への
非開放項目の改善

基礎通信、付加価値通信サービスライセン
スの取得のために、外資は中国国内企業
と、一定資本金規模以上の合弁会社を設立
する必要があり、参入障壁となっている。
外資が独自に事業参入可能である日本の外
資参入要件と同程度まで、中国の外資参入
要件の緩和を要望したい。また、WTO承諾
表において外資に開放されている電信サー
ビスが限定的であり、今後需要の高まるで
あろうデータセンタ、コールセンタ等の付
加価値電信サービスが外資に未開放となっ
ている。データセンタ、コールセンタ等の
事業ライセンスの外資へ開放を求めたい。

③-アクセス網の故障時の連携

通信網はエンド―エンドでの品質が確保さ
れてこそ、利用者、企業が安心して業務を
進めることができる。アクセス網のネット
ワークが故障した際に迅速に対応できるよ
うに、通信各社との情報連絡をさらに円滑
に進めたい。

可能であれば故障の際に両者立会いの元で
故障切り分けを実施し、故障個所の特定を
行いたい。また、より一層のネットワーク
情報の開示をお願いしたい。
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２. ソフトウェア

中国国内のソフトウェア産業の状況
世界の工場としてハードウェア産業だけでなくソ

フトウェア産業においても中国の人材活用が進んで
きたが、人材活用拡大の中で課題も浮かんできた。
既に中国の大学進学率も向上し、人材の供給は就業
人数の拡大にもかかわらず供給過剰による就職難に
至るまでなった。さらに北京・上海などの沿岸地域
の成功体験に基づき、各地の政府が同様の政策を駆
使して、ソフトウェア産業の拡大を各省都中心に独
自性を出すべく推進している。逆に日本企業からみ
たソフトウェア産業にとっても、中国人材は必要欠
くべからざる状況にあり、また組織は、さらに中国
人スタッフによる独立した組織として運営される環
境にまで進んできている。

そんな中で中国でのソフトウェアの事業活動を進
め、拡大をしていく上で課題も多く発生している。
随時に課題対応しているが解決していく上で個々の
企業だけでは解決が難しいものも多く、以下にその
内容を具体的に報告し改善事項を整理していく。

中国のソフトウェア産業
日本の各企業はハードウェアの領域と同様、安価

で優秀な人材を豊富に享受できることを目的にオフ
ショア開発領域を中心にソフトウェア事業を拡大し
てきた。日本語の堪能な人材も日本への留学・就業
を経験した人材だけでなく、大学の日本語教育の強
化、日本語検定などにより大量の人材が供給される
環境にある。中国国内の製造業も世界の単純作業と
しての工場から、ノウハウをベースにした製造業へ
変革してきており、優秀な人材確保に向けた競争が
活発になってきている。

また、大連・北京・上海を中心にした沿岸地区で成
功したソフトウェア産業に対する政策、特に輸出企業
への優遇税制、さらに大規模ソフトウェアパークの設
立とそれに伴う優遇施策を各地の政府が競うように政
策として打ち出してきた。その結果、各企業にとって
は活動地域を拡大していく中で、整合性のない施策が
事業の拡大にとって課題となり始めた。

さらにソフトウェア産業において、中国国内のシス
テムインテグレーションビジネスの拡大に伴い人材の
流動化が進み、技術者として育成してきた人材が中国
国内のシステムインテグレーター企業に移動する事例

も増えてきており、日本からの技術流出も含めた対策
が必要な状況にある。特にハイテク技術もソフトウェ
ア化が進み、ノウハウを習得している人材流動化によ
り技術流出が危惧される状況にある。

中国のソフトウェア産業の拡大と企業の継続的な
ビジネス拡大に向けた企業努力と共に、中国政府及
び各地政府も含めた対策が必要と考える。

具体的な問題点と改善要望
ソフトウェア人材育成・確保のための優遇措置

ソフトウェア人材の確保に関して、企業だけでな
く従業員への優遇措置がある。特に大学を卒業した
新卒者に対して都市戸籍の取得、在住者への個人所
得税の還付などがある。

しかしながら各種施策が都市により異なり、企業
グループ内でも企業ごと、または分公司ごとに従業員
の処遇の差を生んでいる。特に衣食住（特に住宅関
連）、年金関連、さらに年収に対する税制優遇などの
施策は、個人所得にも直結しており、統一した制度に
より都市間の人事施策の共通化が必要と考える。

ソフトウェア人材育成

オフショア開発企業では、大量に採用した大学の
新卒者に対し高度のIT専門知識教育と日本語教育を
行い、さらにはOJTを行うことでオフショア開発に
適した高スキル技術者としての育成を図っている。
また、企業がインターンシップで多くの学生を受
け入れることにより、学生のIT企業への興味を喚起
し、早期に高スキル人材に成長する機会を提供し、
学生のIT企業就職を支援している。しかしながら中
国の労働市場における流動性の高まりが、企業にお
ける新卒者教育やインターンシップ支援を躊躇させ
る要因となりつつある。

これらの企業による教育投資は、IT技術者が中国
の他のIT企業に転職しても最終的には中国全体のIT
産業発展に寄与できるものであることから、ソフト
ウェア人材育成に関しての補助金給付、あるいは減
税措置などの優遇施策により企業の教育投資が冷え
込まないような工夫が必要と考える。

模倣品・知的財産権の保護

ハードウェアの外観上の模倣は取りざたされてい
るが、ソフトウェア産業においても日本企業はソフ
トウェアの設計、コーディングの技術、さらには人
材のマネジメントについて技術移転を進めてきた。
標準的な設計技法、コーディング基準等、具体的な
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ドキュメントとそれを徹底していくための人材教育
指導要領など、多岐にわたってソフトウェア人材の
強化が進められてきた。

インターネットの掲示板に書き込まれた情報などか
らも各種情報流出が懸念され、さらには人材の流動性
の高さから、企業と個人の契約で知的財産の保護をし
つつあるが、法令上の制限に及ばない領域は情報流出
の責任追求が難しい状況にある。

知的財産の保護について中国全土で統一した法
令・指針の提示がなければ、企業にとっては中国へ
の革新技術の移転にわるシステム開発や研究開発の
拡大を進めることができない。また中国にとっても
ノウハウの蓄積や最先端技術を保有する人材育成に
影響を与えることになるので、必要な措置および具
体的な対応を要望する。

グループ企業内取引における課税

オフショア開発における輸出関連の手厚い優遇税
制により、人材確保の拡大、事業の拡大が加速化さ
れている。一方、単一地域での優秀なソフトウェア
人材の確保が多数の企業進出により、難しくなりつ
つある。さらに複数の各地方政府からの進出要望に
伴い、同一企業グループにおいて複数の地域に現地
法人を設立している事例が多く発生している。

また、オフショア開発事業から中国国内のシステ
ムインテグレーション事業への事業領域の拡大に伴
い、複数の地域企業間のリソースの共有やノウハウ
による役割分担を積極的に推進していく必要が出て
きている。

同一企業グループにおいてリソースの活用を効率
化させるためにも、グループ内企業取引に対する課
税を軽減することで、人材の多地域での確保と活用
が進み、中国全土での経済成長に貢献できるものと
考える。

日本への中国社員の出向・研修時の課税問題

ソフトウェア人材のレベル向上、及び日本の技術
者との連携を強化するため、ソフトウェア人材を日
本に出向させたり、研修派遣させたりすることによ
り、日本において技術供与を受ける事例が定常的に
発生している。しかしながら、現実問題として両国
での二重課税が発生しており、個人もしくは会社の
負担になっているケースが見られ、企業において日
本派遣の阻害要因となっている。

優秀な中国のソフトウェア人材の日本への出向や
研修派遣を推進することで、企業にとって将来の中
核人材の育成が強化されるものと考える。

 ＜建議＞
①-ソフトウェア人材確保のための優遇措置

ソフトウェア人材への優遇措置として、都市
戸籍の獲得や個人所得税の還付などがある
が、地方によって政策が異なっており、同じ
企業に所属していても勤務する都市によって
待遇が異なっているので、全国統一の政策を
お願いしたい。また併せて還付などの手続き
の迅速化を進めていただきたい。

②-ソフトウェア人材育成

ソフトウェア開発においては大学卒業後、
すぐには即戦力とはならないために、企
業にとって新入社員採用後の人材育成に関
わる教育・OJTでの投資が大きい。また近
年ではインターンシップとして学生の受け
入れも積極的に行っており、会社・学生に
とって双方を理解する上で利益のある制度
と思われる。人材育成に対する企業への支
援およびインターンシップを加速するよう
な学生支援策の実施をお願いしたい。

③-模倣品・知的財産権の保護

ソフトウェア産業において知的財産の保護
がなければ、企業にとっては中国への革新技
術の開発移転や研究開発が進まない。中国
にとってもノウハウの蓄積や最先端技術の人
材育成に影響を与えることになるので、必
要な措置および具体的な対応を要望する。

④-グループ企業内取引における課税

優秀なソフトウェア人材の確保や各地方政
府からの進出要望を受けて、同一企業が複
数の現地法人を設立している場合、リソー
スの負荷状況により相互の会社間で人材の
活用を行う際には、親会社が同一企業であ
る場合は営業税の免除をお願いしたい。そ
れによりグループ内経営での人材リソース
の有効活用を促進できる。

⑤-日本への中国社員の出向・研修時の課税問題

ソフトウェア人材のレベル向上のために、
日本の本社に１年以上出向し、中国と日本
双方で給与を支払っている場合、法制度上
は中国の個人所得税は還付できることに
なっているが、実際は運用されないケース
が多い。結果、中国での個人所得税納付が
継続され、日本の課税との二重課税にな
り、派遣の阻害要因となっている。日中間の
租税条約により還付されるはずであるが、
実行面で還付されていないので、制度の運
用と簡素化をお願いしたい。
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３. コンテンツ
2011年10月に中国共産党は、「６中全会」（中国共産党

第17期中央委員会第６回全体会議）において「社会主義文化
大発展」の方針を採択した。これは、「中華ルネサンス」を
起こし、社会主義文化大国への道を進んでいくことを意味す
る。また2012年２月には文化部が、「2015年までの文化産
業倍増計画」を発表した。この中で、今後毎年２割増し以上
の規模で文化産業を発展させ、2015年に文化産業増加値を
8,000億～9,000億元規模まで拡大することを決めた。

中国政府はこれら計画の発表等を通じて国内文化産業の発
展を強力に推進している。しかし現在の中国コンテンツ市場
では、依然としてコンテンツの無許可・違法配信や模倣品・
海賊版コンテンツの横行、中国政府による中国企業保護政
策、外資企業への各種規制が行われている。これらは外資系
企業のビジネス展開にとって大きな障害であるだけでなく、
国内コンテンツ産業の健全な発展や国産コンテンツの海外輸
出にとっても阻害要因になると考えられる。

また、本白書執筆時点において、著作権法の第三次改正が
進行している。本年３月末日付で国家版権局より最新の改正
案が公表され、意見募集が開始されたが、同改正により著作
権の適切な保護の実現が期待される。

このような状況の中、日本企業は幅広く積極的な事業展
開を行っているが、本項では、「ゲーム（オンライン・ゲー
ム）」、「出版」、「アニメ」、「映画」を取り上げて、各
分野の現状や問題点等を紹介したい。

オンライン・ゲーム
オンライン・ゲーム市場の現状

中国における2011年のオンライン・ゲーム市場規模は、民
間調査会社の推計で413.8億元（約5,172億円）に達し前年比
17.5％増加した。その内訳はクライアントゲームが78.7％、SNS
ゲームが11.6％、ブラウザゲームが3.1％のシェアを持つ。2012
年1月の中国互联网络信息中心（CNNIC）発表によるとオンライ
ン・ゲームのユーザー数は3.24億人に達し、前年の3.04億人より
6.6％増加した。ゲームの品質とユーザーの反応を見ると、クラ
イアントゲームが依然として大勢を占めている状況である。オ
ンライン・ゲームのユーザーは主に青少年であり、10～19歳の
ユーザーが全体に占める比率は42.4％である。2012年1月に発
表された『2011年度中国游戏产业调查报告』によると、2011年
に有料PCオンライン・ゲームのユーザーは6,632万人に達し、前
年比46.0％増加した。

競争の激化（異業種との連携と海外進出）

2010年より市場規模の伸び率が減少し、企業間の競争が

激しくなった。また2011年になると、ユーザーのSNSゲー
ム、モバイルゲーム等への分散が始まった。このため形態
の多様化やそれに伴うサービスの精細化により、ユーザーの
ニーズが日増しに高まっており、各企業の競争力、販売手
段、ユーザー、製品の開発・運営、人材、対外交渉力等が試
されている。最近では国内企業は海外市場も睨んだ戦略に出
る企業も出始めた。

具体的問題点・課題
開発人材の不足（需要に追いつかない人材育成）
2011年全国オンライン・ゲームの開発従業員は3.4万人に

達し、前年の3.1万人より9.7％増加した。ゲーム産業の急速
な発展に伴う競争の激化により、ゲーム開発に長けた人材へ
の需要が増加したが、高い能力が持つ人材は依然として少な
いため業界内で激しい人材争奪戦が起こっている。

ゲーム内容、プロモーション（同質化問題）
現在、中国国内で流行している多くのゲームは性別・年齢

を問わないものであり、「三国志」「西遊記」「水滸伝」な
ど著名な作品を題材としたオンライン・ゲームの開発が主流
となっている。このようなゲーム内容の同質化が悪性の競争
を招いている。またプロモーションも、業界規範による制限
やコストの問題により、ポータルサイト・サーチエンジン・
広告代理に限定されており、経済的かつ効果のあるプロモー
ションが見つからない状況となっている。

出版
出版市場の現状

毎年１月初旬に中国新聞出版総署が出している前年の出
版業界の速報値が、なぜか今年は本稿執筆時点の３月末に
なっても出ていない。出している数値は２つのみで、一つ
は2011年の出版業界の総生産値が1.5兆元を超えたという
こと。2010年の総生産値は1.3兆元であったので､市場規模
は15％拡大していることになる｡もう一つの数値は、ネット
ゲーム市場の総収入が前年比32.4％増の428.5億元に拡大し
たというものである。中国新聞出版総署は出版業界の生産値
にネットゲームも含めるので、ネットゲーム以外の出版業界
の冷え込みが推測できる。

なお、2010年の出版業界の総売上げは370億元（前年比
1.83%増）、うちネットによる売上げは50億元であった｡出
版点数は33万種類､71億冊。新聞は1,939種類で450億号､雑
誌は9,884種類で32億冊である｡

2011年の出版業界（５つの傾向）

2011年の出版業界では、以下の５つの傾向が見られた。

出版物の完全な二極化
ごくごく一部の売れ行きのよい本と､その他圧倒的多数の
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売れない本という区分がより明確になった｡2011年のベスト
セラーは、①朱镕基談話実録、②スティーブ・ジョブス伝、
③臨界・爵迹Ⅱ、④百年の孤独、⑤1988等。

書店倒産とネット書店の過当割引
北京最大のチェーン書店「光合作用」が昨年10月に倒産

したのを始め、全国各地で書店の倒産が相次いだ。民間企業
の調査によると、2012年1月現在の全国の書店数は､2,028店
（新華書店1,477店､その他551店）｡ネット書店は好況だが､
割引合戦が過熱し（２割～４割引）、利益を確保できていな
い。ベストセラーの『スティーブ・ジョブス伝』も、68元
（定価）が51元で売られている。

若者の紙雑誌離れの進行
「雑誌は電子版で読む」という傾向に拍車がかかり、雑

誌スタンドには山ほど雑誌が積んであるのに全体的に売れ行
きは伸び悩んだ。雑誌の携帯閲読数トップ５は①民間故事選
刊、②知音、③微型小説選刊、④読者、⑤家庭百事通。iPad
閲読数トップ５は①大衆撮影、②電影世界、③疯狂英語、④
チベット人文地理、⑤汽車雑誌。

相変わらずの上場ブーム
行き詰まった出版社がグループ化して株式上場を図るケース

が相次いだ｡2012年３月現在、メディア関連業界の上場企業は
49社に上る｡昨年11月末には､中国最大の年間営業収入142億
元の江蘇鳳凰出版伝媒有限公司が上海市場に上場した｡上海総
合証券指数は昨年21％も下落したが､なぜかメディア関連株は
数少ない優良銘柄となっている。

旗振れど踊らずの電子書籍業界
昨年の電子書籍市場の統計はまだ発表されていないが、

ビジネスモデルが確立できず各社苦悩が続いている。携帯や
ネット上では30元の書籍が５元くらいで､10元の雑誌が２元く
らいで売られており、「５元の壁」（１冊５元以上超えると
ダウンロード数が激減する）を超えられないでいる。

こうした状況を打開するため、新聞出版総署は本年２月
に、第12次五カ年計画の全面的実施、非ニュース系の新聞機
関の体制改革、共産党系の新聞雑誌の体制改革、出版機関の
体制改革等の方針を示した「15項目の改革」を発表し対応に
当たっている。

また、1月には「わが国の新聞出版業界の『走出去』を加
速化させるための若干の意見」という通達により、中国オリ
ジナルの新聞、書籍等出版物の海外輸出を進めている。

具体的問題点・課題
日本マンガの開放
中国は1997年の全人大で日本マンガを実質的に禁止して以

降、既に15年間にわたってこの政策を続けている。新聞出版総

署の公式見解では、「中国政府批判、暴力過多、性表現過多の
作品以外は、禁止をしていない」というものであるが、実際に
書号を申請し許可されるのは年間5作品にも満たない。マンガ
だけでなく日本のアニメ、映画、テレビドラマ等も同様の措置
が取られている。

ネット海賊版
中国は2010年秋から模倣品・海賊版コンテンツの特別取

り締まりキャンペーンを温家宝総理主導の下で始めた。紙代
の高騰により紙の本の海賊版は大幅に減ったが、日本のマン
ガ、アニメ、テレビドラマ、映画等は、中国の海賊版ネット
により無料で見放題であるのは未だ解消されていない。

アニメ
アニメ市場の現状

2004年以降のアニメ産業振興策によって、中国のアニメ生
産量は2010年現在の総量ベースで385タイトル合計220,530分
となっており、既に日本を抜いて世界一のアニメ生産大国と
なった。またインターネット動画市場の急速な発展などもあ
り、アニメ市場規模も推計で既に200億元を超えているといわ
れ、日本とほぼ同規模まで成長していると思われる。しかしこ
の規模の拡大が市場のあるべき健全な発展に繋がっておらず、
まだまだ未成熟で多くの問題を抱えているのが現状である。

具体的問題点・課題
輸入規制・テレビ放送規制の問題
国家広電総局による海外アニメの放送制限等により、日本

アニメを含む海外制作アニメ作品にはビジネス推進の根幹に
かかわる部分で多くの厳しい規制が課されている。更には公
序良俗にかかわる審査、政治的な配慮にかかわる審査等非常
に厳しいチェックを受けており、2004年のSMG輸入による
「テニスの王子様」以降、日本を含む外国アニメはほとんど
許可されていない状況である。劇場アニメ映画についても同
様の状況で、基本的に国産アニメ作品の保護を目的としてい
ると考えられる。

インターネットでの無許可・違法動画配信問題
中国でのアニメ視聴はここ数年、インターネットでの動画

視聴が急速に拡大してきており、市場規模は2010年ベース
で50億元を超えているとの試算もある。中国の大手動画サイ
トを見ると日本アニメは非常に人気が高く、従来ほとんどの
人気アニメ作品が無許可・違法配信されていた。だが、ここ
1年の動きとして一部動画サイトが日本の人気作品と正式に
ライセンス契約を結んで正規配信を始めるなど、版権に関す
る意識が少しずつ高まってきていることは市場の健全な発展
のためにも好ましい。ただ一方でまだ多くの作品が無許可で
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配信され、違法にビジネス展開されている問題は残ったまま
である。

模倣品・海賊版コンテンツの問題
中国には模倣品・海賊版コンテンツが溢れており、WTO加

盟後もほとんど実行対策が行われていない。野放しとなって
いる海賊版の横行で日本の版権元の権利は侵害されたままで
ある。また「クレヨンしんちゃん」の中国語名「蠟筆小新」
が第三者に勝手に商標登録され、問題となっているケースな
どを見ると、中国での日本版権各社のビジネス展開は大きな
制約を受けていることが分かる。

作品のオリジナリティ、プロデューサー不足の問題
中国における年間制作分数は、10年前の2000年が4,689

分。それからの10年間で海外からの受注制作よりも国産アニ
メの制作が増え、2010年は220,530分を記録し驚異的な成長
を遂げた。量的拡大に伴い、制作現場の技術力も著しく向上
してきている。その一方で、中国政府が目指す海外輸出まで
にはまだほど遠いのが現状と思われる。最大のウィークポイ
ントはオリジナリティの欠如にある。これは日本のようにア
ニメの原作となる漫画文化が中国にないことが大きな原因と
考えられる。加えて、中国政府の国内アニメ保護政策により
健全な競争文化が育っていないことで国内制作会社及びその
人材が安易な模倣に走りがちで、創造性育成を逆に妨げてし
まっていると思われる。また、この1年間におけるクリエイ
ターの成長と比較すると、国内外でビジネスを拡大していけ
るプロデューサーが育っていないことも今後の課題になると
思われる。

映画
2011年は中国映画市場において記録的な1年であった。

2009年以降売上、映画館数共に急速に伸び、2010年は売
上で遂に100億元を越え2011年はさらに131億元を記録し
た。映画館数も2009年までは全国で100館ずつの増加だっ
たが、2010年度は一気に300館ほど増えた。2011年のスク
リーン数は2010年から約3,000スクリーン増加し、9,000ス
クリーンまで拡大した。平均入場料金も36元と2008年から
比べると6元の上昇となっている。これは昨今流行の3D映画
が増えたことで入場料金が割高になったことが要因と考えら
れている。

具体的問題点・課題
輸入規制
国内映画産業促進のために外国映画に対して輸入規制を

行っている。2011年までの輸入外国映画は合計40本で、20
本は米国映画。その他の国で20本を分けているのが現状で
ある。日本映画の劇場公開は2011年が4本、2010年が3本と

なっている。韓国も同様な状況である。テレビや出版と同様
に「公序良俗」、「政治的配慮」への審査が厳しく、劇場公
開された日本映画のほとんどはアニメショーンを含むファミ
リー映画である。2011年日本映画は「名探偵コナン10」、
「ウルトラマン」、「ノルウェイの森」と「GOEMON」の4
本。2012年は米国映画輸入枠が拡大14本増加の年間34本と
なる。3D映画の輸入がメインとなる模様。

輸入映画のセンサーシップ（事前検閲）
中国国内での劇場公開にあたり、輸入映画に対しセンサー

シップを行い通過後、国内で劇場公開ができる。まずは中国
国営2社、「中影」か「華夏」に作品を預け仮契約を結ぶ。
「中影」か「華夏」から「国家広電総局」にセンサーシップ
をかけてもらう。上記説明でもあるように「公序良俗」、
「政治的配慮」への審査も厳しい。センサーシップ通過後に
配給元と本契約を行う。米国以外の国は約1～3万ドルで取引
する。輸出元は手数料10％を差し引いた90％の上映権利金
が支払われる。米国映画の場合は中国との共同配給となって
おり、宣伝費、諸経費など必要経費を除いた後、興行収入か
らおおよその収入を支払う。外国映画は条件面で厳しいビジ
ネスなので輸出を断念していると思われる。ただ中国側にも
関税率が50%、中国語字幕製作費に一律70万元掛かることか
ら、興行収入の見込めない作品は輸入出来ないという事情も
ある。センサーシップに当たり上映時間が長い作品は敬遠さ
れ、作品の流れもスピーディ、かつシンプルであることが求
められる。この点でも米国映画が好まれ日本映画が不利な点
でもある。

＜建議＞
①-コンテンツの無許可・違法配信や模倣品・海賊版コ
ンテンツに対する取り締まり強化と罰則強化の徹底
を要望する。特に、インターネットでの模倣品・海
賊版対策では、所管官庁の取り締まり要請手続きが
不明確なので、明確にしていただきたい。また著作
権法の第三次改正により、著作権の適切な保護の実
現が期待される。

②-国内コンテンツ産業の健全な発展や国産コンテン
ツの海外輸出は、政府による国内企業への保護政
策の徹底ではなく、海外作品に対して市場を開放
し健全な競争文化を育成することこそ効果があ
る。よって、政府は輸入規制やテレビ放送規制等
外国産コンテンツに対する各種規制（参入障壁）
を早急に緩和・撤廃すべきである。
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４. 広告

中国総広告費の現状
2011年中国の総広告費は3,126億元と前年比786億

元、33.5％の伸びを示した。近年では95年に36.5％
の伸び率を記録して以来の大幅な増加となった。対
GDP比でも、2009年は0.61％、2010年は0.59％とそ
の比重は下げ続いていたが、0.66％に跳ね上った。
しかしながら、近年日本の総広告費の対GDP比率は
1％前後で推移しているため、中国の総広告費は未
だに成長の可能性を秘めているといえよう。この記
録的な伸び率を中国広告業界の公的機関である中国
広告協会では、広告業を含む文化産業が中国共産党
第17期六中全会において内需拡大推進政策の一環と
して重点産業に指定された事実を第一の理由に挙げ
ているが、そればかりではなくリーマンショック以
降抑制されていた広告投資が、その反動として大き
く伸びたこと、更には「新車購入時補助金支給」、
「家電下郷」、「以旧換新」等の消費刺激策が奏功
した結果であると考えられる。（グラフ1）

グラフ1：総広告費
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中国広告業界の動向
2011年の業種別広告費をみると、不動産（339

億3,293万元、前年比41.5％増）が引き続き1位
の座を占め、自動車（308億3,117万元、前年比
73.8％増）、食品（255億307万元、前年比24.0％
増）、サービス業（229億853万元、前年比74.3％
増）がこれに続いている。広告費の伸び率では、上
記のサービス業、自動車が1位、2位を占めた。（グ
ラフ2）

グラフ2：業界別広告費ランキング
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2011年の媒体別広告費シェアは、テレビが897
億9,233万元、前年比32.1％増で首位をキープして
おり、媒体費シェアは43.1％を占めた。新聞広告
は469億4,530万元、前年比23.1％増。媒体費シェ
アは22.5％。ラジオ広告は90億9,525万元、前年
比17.9％増。媒体費シェアは4.4％だった。雑誌広
告は52億883万元、前年比61.6％増。不動産、自
動車、サービス業の記録的な伸びを受けて金額的
には大きな伸びを示しているが、媒体費シェアは
2.5％に止まる。上記伝統的四大媒体とも伸び率は
近年稀に見る大きさではあったが、テレビを除き
シェアは低下傾向にある。インターネット広告は
296億7,300万元、前年比62.1％増。媒体費シェア
も14.2％とテレビ、新聞に次ぐ第3位と大きく伸び
ている。屋外広告は276億4,091万元、前年比1.0％
増。媒体費シェアは13.3％と初めてインターネッ
ト広告に追い抜かれる結果となった。この理由とし
て、2010年には上海万博、サッカーワールドカッ
プ、広州アジア大会という巨大イベントが開催され
た事により、前年比42.4％という伸びを記録したた
めの反動と考えられる。（グラフ3）



210

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

グラフ3-1：各媒体広告投下量(2010年)
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グラフ3-2：各媒体広告投下量(2011年)
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2010年の地域別広告費は北京、上海、広東省と
いう上位３省に変化はないが広告費の伸び率は回復
している。上位３省の広告費を合計すると1,125億
元、総広告費の48.1％を占めており、依然として
上記三大市場が広告費投下の中心であることは事実
だが、その他の地方においても、寧夏、黒竜江、陝
西、甘粛、安徽省などの2,3線級の市場も大きな伸
びを示している。（グラフ4）

グラフ4：2010年全国地域別広告費

08年広告費
09年広告費
10年広告費

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

雲
南

吉
林

湖
北

山
西

江
西

黒
龍
江

重
慶

河
南

遼
寧

安
徽

四
川

湖
南

山
東

福
建

天
津

江
蘇

浙
江

広
東

上
海

北
京

2010年の全国広告会社の総売上高は940億3,495
万元で、前年比10.7％増。総広告費の40.2％を占
めた。そのうち上位10社の売上高の合計は、364億
4,414万元で広告会社全体の38.8％を占めている。
総利益および売上高による順位は表5-1、表5-2のと
おり、外資系広告会社が過半数を占めている。

表5-1：10大広告会社の総利益

総利益 (万元)
1 北京電通広告有限公司 139,901
2 昌栄伝播集団 130,800
3 中航文化股份有限公司 72,243
4 上海美術設計公司 57,020
5 上海広告有限公司 44,993
6 Saatchi＆Saatchi 42,479
7 上海旭通広告有限公司 36,768
8 李奥貝納広告有限公司 34,998
9 上海暢思広告有限公司 32,000
10 広東省広告股份有限公司 31,216

表5-2：10大広告会社の売上高
売上高- (万元)

1 李奥貝納広告有限公司 567,699
2 Saatchi＆Saatchi 559,302
3 北京電通広告有限公司 456,924
4 昌栄伝播集団 433,200
5 北京DDB上海分公司 418,753
6 JWT-中喬広告上海分公司 376,756
7 広東省広告股份有限公司 307,863
8 陽獅広告上海分公司 212,887
9 中航文化股份有限公司 157,906
10 上海広告有限公司- 153,124

広告業界の出来事
2011年の中国広告業界の中で最も活発な動きを

見せたのは、やはり目覚ましい伸びを記録している
インターネット広告の分野である。伝統的な四大媒
体が基本的に国営である中国において唯一民営企業
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が多数を占める分野だが、競争も激しく2011年も
合従連衡が繰り返された。その中からはポジティブ
な変化も生まれて来ている。その一つの例として
は、媒体同士が、著作権侵害の訴訟合戦をし合う中
で徐々に知的所有権の尊重という共通認識が育ちつ
つある点が挙げられる。代表的な動画投稿サイトの
土豆網と優酷網はお互いを著作権侵害で訴え合った
末に、2012年3月には両社の合併を発表するという
予想外の展開を見せている。このようなハッピーエ
ンドばかりではなく、番組配信サイトの楽TVと中国
最大の検索ポータルの百度は現在も係争中である。

係争といえば、これまで多くの広告会社を悩ませ
てきたフォントの不正使用の問題についても、2011
年は不正使用として巨額の賠償金を求めた原告側が敗
訴する例も出てきており、知的所有権の法的な解釈も
“中国的”特殊事情からよりグローバルスタンダードへ
近づいている気配が感じられる。

もう一つ広告業への課税についても変化の兆しが
現れている。上海市で試行の段階でありかつ一概に
は改善とはいえない部分もあるが、広告業に対して
はこれまでの営業税に代わり、仕入れ税額控除が可
能な増値税が課税される措置が取られている。多く
のプロダクションや印刷会社との協業が前提となる
広告業の業態にはより合理的な課税法ではある。上
記のような、知的所有権尊重の動き、税制の改革等
は“現代的”サービス業の発展を経済の重点目標に掲
げる中国にとり、なくてはならない変化である。今
後さらにこの方向性を堅持し、後戻りのないことを
望んでいる。

[参考資料]-中国広告年鑑2011年版－中国広告協会　-
中国広告年鑑編集部編　新華出版社

現代広告2012年第５期－中国広告協会　-
現代広告雑誌社

＜建議＞
①-広告表現規制：原則は法規に示されている
が、個々のケースで各地方、関係部局間
の見解が異なり、広告会社のリスクが大き
い。統一的な運用を要望したい。

②-屋外広告：屋外広告の許認可システムが都市
ごとに異なり、また統一的に管理する行政機
関が無いために、トラブルの調停に困難が付
きまとう。改善を要望したい。

③-媒体取引：適正な広告料金の基準となる

データが未整備、突然の変更が日常的に発
生している。改善を要望したい。

④-大型イベントの実施にあたって、海外との
契約中に肖像権等の知的所有権に係る約
定が含まれる場合、税務手続きが煩雑なた
め、海外送金に非常に時間が掛り、違約金
等の発生したケースもある。手続きの簡素
化を要望したい。

⑤-インターネット上で流通している著作物
（文書、画像、映像、ロゴタイプ等を含
む）の知的財産権保護の対応強化を要望し
たい。著作権を侵害する恐れのあるもの
は、アップロード出来ないようインター
ネットプロバイダーへの規制強化を要望し
たい。

⑥-日中租税条約によれば、PE認定もされずに
企業所得税の課税も行われない業務につい
て、一部地域の税務担当者が全く異なる解釈
（租税条約は適用されない、企業所得税は課
税）を行った。税務当局における日中租税条
約の解釈の統一を要望すると同時に、他の
国々との租税条約を参考にしながら現状への
変更作業を進めていただきたい。



214

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

１. 海運
中国はいまや世界経済をけん引するエンジンである。そ

の中国の経済成長の原動力は長らく国内のインフラ投資と輸
出の拡大が中心であった。近年、世界経済の成長鈍化が危惧
される中で、中国ではこれまでの輸出に加え、国内消費拡大
のための原材料やエネルギーの輸入が堅調な伸びを示してお
り、大量の貨物輸送を支える国際海運の果たす役割が極めて
大きくなっている。

ここに、中国政府の交通運輸政策・バルク輸送の動向・コ
ンテナ船輸送の動向・外航海運を取り巻く課題を順に振り返
ると共に、日系企業が直面している問題点、改善要望につい
て言及する。

中国政府の交通運輸政策（2011年の 
実績と2012年の重点目標）
2011年12月30日、交通運輸部の全国交通運輸工作会議

で、以下の報告があった。

2011 年の交通運輸業における達成実績（海運関連）

①-第12次五カ年計画における水運整備（国家高規格
内陸河川航路建設と水上輸送構造調整モデルプロ
ジェクト）に着手し、

・-長江河口深水航路整備3期工事などの竣工確認検
査を実施、長江本流の南京より川下の水深12.5ｍ
の航路と長江中流荊江区間の航路整備、京杭運河
の航路改良・規格引き上げと西江老口水運・発電
センターの建設などを整然と行った。

・-重慶、武漢の水上輸送センターと内陸無水港物流
センターの建設を加速した。

・-新規拡張の深水バースは642カ所（うち99カ所は
万トン級バース）、河川航路の改善が1,091㎞に
達した。　　　　

②-海上コンテナの海上から鉄道への一貫輸送を積極
的に推進した。

③-海運市場の厳格管理（国際定期船輸送・NVOCC輸
送の運賃届出制度を厳格に実施）。

④-省エネ・排ガス削減を推進した。

⑤-中日韓港湾交通、運輸物流協力を推進した。

2012年の交通運輸行政の重点目標

①沿海港湾と河川航路の建設と補修を着実に推進。②運輸
保障能力の強化と運輸サービスレベルの向上。③安全監督と
緊急対応能力を高める。④市場の管理監督強化。⑤科学技術
の創造と省エネ・排ガス削減の推進。⑥法に基づいた交通運
輸行政の推進と体制規制改革の深化。⑦国際交流協力の積極
展開。

以上から、2012年は港湾建設と河川航路の整備を着実に進
め、輸送力を強化し、運輸施設装備の技術と情報化のレベル
向上、省エネ・排ガス削減でグリ－ン交通運輸業を目指すと
ともに、対外的な交流を積極的に深化・拡大する方針である
ことが伺われる。

バルク輸送の動向
2011年の回顧

ドライバルク市況は、ケープサイズに関しては、上期は東
豪州、ブラジルの豪雨による出荷減も重なり市場は低迷した
が、下期に入り鉄鉱石の出荷の回復と鉄鉱石価格の下落によ
る中国の輸入増もあり市場は回復した。ケープサイズ市場が
低迷した別の要因として、大量のケープサイズの新造船竣工
による供給圧力が市場心理に影響したことも挙げられる。

需要面では、2011 年の中国の粗鋼生産は昨年比 9.2％増
の 6億 8,300 万トンであり、鉄鉱石の輸入量は昨年比 11％
増の 6億 8,400 万トンであった。

ただし、複数の鉄鋼メーカーが資金調達難に直面している
との報道もあり、いずれのメーカーも鋼材在庫を抱えている
ことから鋼材価格の値上げに踏み切れず、一部のメーカーで
は生産調整を行っている。

パナマックスに関しては、トレードが多岐に渡り、新造

第６章
運輸業
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船の供給圧力も小さかったこともあり、安定的な市況をも
たらした。一方で、中国の石炭（一般炭）、穀物の輸入増
加など好材料の多かった一昨年に比して、これらトレード
での爆発的な需要増は影を潜め市場の力強さには欠けた1年
であった。

2011年のタンカー市況は、6月以降の欧米の金融情勢悪化
に伴う景気低迷もあったが、中国などの新興国においては着
実に輸入量を伸ばし、その調達ソースを多様化させるなど需
要の底堅さはあったものの、総じて新造船の供給圧力が強く
影響して、年間を通じて市況が低迷した。

中国の主要バルク輸入量の2010年、2011年の比較では、
すべての主要品が増加した。

図表１a：2010年中国主要バルク輸入量
（百万トン）

鋼材 16.43
石油製品 36.88

大豆
54.8

パルプ11.37

計11.4億
トン

石炭
164.78

原油
239.3

鉄鉱石
618.63

図表１b：2011年中国主要バルク輸入量
（百万トン）

鋼材 15.58
石油製品 40.6

大豆
52.64

パルプ14.45

計12.5億
トン

石炭
183.24

原油
253.78

鉄鉱石
686.08

2012年の展望

世界経済の先行き不透明感、世界経済のけん引役となって
いる中国の今後の成長率の鈍化が市場心理に影響することは
否定できない。

中国を始めとする新興国向けの需要は引き続き増加し、原
料調達ソースの多様化によるトンマイルの伸びによる需要増
への期待と、船腹供給面では国際条約や荷主の船質、船齢規
制強化による老齢船の解撤による過剰供給の緩和が焦点とな
る。

鉄鉱石に関しては、中国を始めとする新興国の鉄鉱石の拡
大、とりわけ中国の輸入鉱石の調達ソースが、国際価格の値
下がりなどでどのようにシフトするのかが注目される。石炭
（一般炭）も同様に国内産炭の産出量は底固く、国内鉄道整
備も進んでおり、ダイナミックな海外ソースへのシフト、輸
入量の大きな増加は期待できない。

原油に関しては、老齢VLCCの解撤が昨年から着手されて
おり、供給面での余剰感がいかに減らせるかが着目される。
需要面では、中国をはじめとしたアジア向け輸送は引き続き
ソースの多様化もあり堅調であると予測するも、欧米向け輸
送需要が引き続き振るわなかった場合は即ち欧米の消費低迷
がアジア輸出市場へ影響を及ぼし兼ねず、様々な思惑も入り
乱れ不安定な市況になることも予測される。

コンテナ船輸送の動向
2011年の回顧

2011年、中国の全国港湾コンテナ取扱量は前年比で
11.4％増の1.6億TEUとなった。上海国際航運研究センター
の統計によると、上海港のコンテナ取扱量は前年比9.3％増
の3173.4万TEUで世界一を堅持するとともに、世界で初めて
3,000万TEUを突破した。主要航路毎に11年を10年と比較し
て振り返ってみたい。

図表２：北米貨物輸送量
アジア/北米荷動き量と中国+香港のシェア　　　　　　　(単位：万TEU)

東航 中国+
香港 シェア 西航 中国+

香港 シェア

11年
1-12
月

1313.4 899.4 68.5%
11年
1-11
月

607.3 274.6 45.2%

10年
1-12
月

1309.3 906.1 69.2%
10年
1-11
月

569.8 255.2 44.8%

- 0.3%増 0.7%減 - - 6.6%増 7.6%増 -

PIERS社の統計を「日本海事センター」が纏めた資料を基
に、11年と10年を比較した北米貨物輸送量（東航1～12月、
西航1～11月）は上記の通り。

東航（アジア->北米）の1～12月の累計ベースでは前年比
0.3％増とかろうじて前年を上回っている状態で、米国経済
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の先行き不透明感が強まる中、荷動きは伸び悩んだ。

中国積みは、「繊維およびその製品」が前年比8カ月連続
の減少、「おもちゃ」が同11カ月連続の減少など輸出の減退
がみられ前年比減少となった。西航（北米->アジア）の中国
向け貨物では、｢紙・板紙類及びその製品｣や｢ペットフード及
び動物用飼料｣、｢非金属及びスクラップ｣など上位3品目が年
の後半に動きが減少し、10月・11月と西航全体で前年割れを
記録しているものの通年では堅調な荷動きとなっている。

図表３：欧州貨物輸送量
アジア/欧州荷動き量-　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：万TEU)-

西航(アジア発)　 東航(アジア着)
11年1-12月 1392.1 605.3
10年1-12月 1347.7 563.1

- 3.3%増 7.48%増

-
欧州貨物輸送量はCTS（Container- trades-Statistics）社の

纏めを基に、11年と10年を比較すると上記の通り。

欧州の経済情勢悪化もあり西航荷動きは秋口以降鈍化傾向
がみられたが、通年では3.3％の成長を維持した。東航の荷
動きも好調な実績となっている。

図表４：日中間貨物輸送量
日本/中国荷動き量-　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：万トン)

- 日本→中国 中国→日本
11年1-12月 1274 2303
10年1-12月 1341 2094

- 5.0%減 10.0%増

-
日本海事センターが貿易統計に基づきトンベースで推計し

た統計によると、11年の日中間貨物輸送量は、上記の通り。

総輸送量は前年比4.1％増の3577万トン。日本->中国向け
は、中国政府の金融引きしめや東日本大震災による年の前半
の荷動き鈍化により、通年で昨年比5.0％減。

中国->日本向けは、スマートフォン需要の拡大や復興需要
の高まりなどで輸送量を伸ばした。

（アジア域内貨物輸送量）
アジア域内貨物輸送量はアジア域内協議協定（IADA）の統

計によると、11年は、10年比6.1％増の1,415万TEUであっ
た。南中国・北中国の輸出入量は下記の通り。

輸出- 南中国出し- 148.2万TEU- -7.5％増-
- 北中国出し- 271.6万TEU- 15.0％増-
輸入- 南中国向け- 77.5万TEU- 4.8％増- -
- 北中国向け- 192.1万-TEU- 8.3％増

注：南中国：南中国-+-福建省、　-
　　北中国：北中国-+-中中国　　　　

中国貿易のアジア域内貨物輸送量に占める割合は、南中

国・北中国合計689.4万TEUで48.7％である。アジア域内の
コンテナ貨物輸送量は堅調な伸びをみせており、中でも中国
の果たしている役割は大きい。

2012年の展望

米国経済の回復に停滞感も見られ、欧州ではEU加盟国の債
務危機問題がその経済成長にかげりをみせている中で、「海
事プレス」や「海事新聞」など業界紙情報を総合すると、
2012年の海上コンテナの荷動きは航路によって伸び率にバ
ラツキが出そうである。伸び率予想は、アジアから北米向け
（東航）は2.7～5.7％、アジアから欧州向け（西航）は2.1～
5.5％、アジア域内で5～7％などとなっている。（海事プレ
ス2012年１月17日、海事新聞2012年1月18日）

外航海運を取り巻く課題
・-緩やかな経済成長に伴い貨物量は増加しているが、リーマン
ショック前に発注した各種の船舶が2011年から次々と竣工
しており、2013年までは船舶の供給過剰感は否めない。

外航海運各社では、減速航海・停船・減船・スクラップ
などあらゆる手段を使っての船舶供給量削減策を実施中であ
る。加えて、コンテナ船ではアライアンスを越えた提携・協
調を強めるなど、生き残りのために一層の配船合理化、コス
ト削減に取り組んでいる。

・-一方、一部の外航コンテナ海運会社は行き過ぎた運賃政策
で、海運市場を混乱させている。-

これに対して交通運輸部は、船社とフォワーダーに対する
「国際コンテナ定期船運賃届出制度」に基づく管理・監督を
厳しく行っている。

・-中国国務院（中央政府）は、2020年までに上海を金融と
航運の中心とする構想｢国際金融センター・国際航運セン
ター構想｣を2009年3月25日に認可している。

この、国際航運センター構想の下で、実入り国際コンテナ
の自社運航船での国内海上輸送（カボタージュ）が可能とな
れば、現在、中国から一旦、韓国・香港へ移送して行われて
いる国際コンテナの積み替えが、中国国内で可能となり、船
社にとっては時間とコストがセーブでき、上海港にとっては
コンテナ貨物の取扱量の増加にもつながると思われる。

＜建議＞
・-国際コンテナ輸出入貨物の外国船母船による国内
部分の輸送認可（実入りカボタージュ規制）の緩
和をお願いしたい。
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２. 空運
欧州に端を発した金融危機による世界経済の減

退はあるものの、中国においては堅調な経済成長に
伴い航空市場の旅客需要は前年を上回る実績となっ
た、貨物は国際貨物の減少により若干前年を下回る
状況で推移している。「十二五（第12次五カ年計
画：2011～2015年）」期間中、中国当局は72の空
港を新たに建設する計画を発表した。中国における
航空市場の需要は拡大しており、当面は旺盛な需要
拡大の速度に空港施設などインフラ整備が追いつい
ていない状況にある。

2011年日中間の航空市場においては、東日本大震
災の影響が大きく影響、また2010年9月に発生した
尖閣諸島の問題もあり旅客需要が落ち込んだ、日本
の航空事業者による旅客実績では、日中間の旅客需
要は、11月にようやく前年を上回る結果となった。

2011年の概況
航空旅客

2011年、中国の旅客輸送実績（国内線・国際線
合計）は2億9,222万人となり、前年比9.2％増、
2,523万人増加した。国際線、国内線ともに堅調
な中国経済の成長を反映し中国の航空旅客は伸長
した。国際線旅客は前年比8.8％の伸長となった。
国内線についても、前年比9.2％の伸びとなった。
（出所：中国民用航空局。特に記載のない限り以下
も同様）

2011年の日本人の中国訪問者数は365万人、前
年比2.0％減となった、また、中国人の訪日者数は
104万人、前年比26.2％減といずれも前年を下回っ
た。（出所：日本政府観光局統計）

前述のとおり、日中間の航空旅客流動は東日本
大震災ならびに2010年9月に発生した尖閣諸島の問
題による影響が大きく、訪日、訪中ともに前年を下
回って推移した。

航空貨物

2011年、中国の貨物輸送実績は552万トンと前
年比1.8％減の実績であった。国内貨物（香港、
澳門、台北路線を含む）は376万トン（同1.6％
増）、国際貨物は176万トン（同8.4％減）の実績
となった。2010年に急成長をみせた中国マーケッ
トにおいても、2011年夏以降欧州に端を発した金

融危機の影響が顕在化し、国際貨物需要拡大に影を
落とす格好となった。

日中間の貨物輸送については、2011年3月の震災
以降、早期の需要回復が見られたものの、上述の金
融危機の影響は避けられず、後半再び低迷した。

今後、短期的に世界の航空貨物需要が大きく伸びる
ことを想定するのは難しいが、中国の国際貨物需要は
数少ない成長要素となるものと思われる。

2011年航空政策、2012年の施策
今後も中国の経済成長に伴って、旅客、貨物ともに

中国航空市場の活況は続くものと予想される。

中国の航空業界発展のリスクとして、主要空港で
の発着枠容量の不足が上げられる。中国民用局は、
北京で2015年までに首都第2空港を建設するなど、
各地で空港容量拡大の意向を持っているが、毎年増
加してゆく航空需要をどう支えてゆくのか、その道
筋は険しいと思われる。

さらに国内高速鉄道網がここ数年で急速に発達し
ており、今後は鉄道と航空における「競合」と「協
調」の関係を考慮した、戦略的かつ総合的な交通政
策が必要になるものと思われる。

＜建議＞
①-羽田＝北京、羽田＝上海虹橋の増便実現

2009年の日中航空交渉で羽田＝北京、羽
田＝上海虹橋の増便について日中双方は基
本的に一致したものの、最終的な合意に至
らず、その後、交渉は再開されていない。
早期に日中航空交渉を再開し、羽田＝北
京、羽田＝上海虹橋の増便を実現していた
だきたい。

②-混雑空港におけるスロット配分

中国内の主要な空港は全て混雑空港である
が、その空港のスロット配分についてより
明確なルールの提示と、スロットの交換や
回答期間などについてIATA-ルールを適用
し、そのルールにのっとった回答をお願い
したい。

③-各種空港料金の見直し

2008年から導入された新空港料金体系に
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ついて、国際標準を踏まえて見直しが必要
だが、未だ実施されていない。以下の如き
料金の是正をお願いしたい。

・着陸料等の空港使用料の内外価格差（外航
と中国航空会社の料金格差）の是正。

・PSC（Passenger-Service-Charge）の航空会
社負担から直接旅客負担への変更。

・TNC（Terminal-Navaid-Charge）を発着毎
１回の請求にすること。

・GHA契約料金に含まれるロイヤリティーの
廃止。

・着陸料に附加されるサーチャージ（着陸料
の10％上限）の廃止。

④-人材派遣会社の選択自由化

外国航空会社は現地法人化できず、「駐在
員事務所」として登記しているために、中
国人職員を直接雇用はできず、国家認定の
人材派遣会社経由にしなければならない。
他業界では、その派遣会社を自由に選択で
きるが、在北京、上海、大連の外航社は
その派遣会社すら中国民航総局傘下の派遣
会社1社のみで、他の派遣会社を使う事が
実質的に不可能である。外国航空会社が直
接職員を雇用できるようにするか、少なく
とも人材派遣会社の選択が自由にできるよ
う、変更するようお願いしたい。

⑤-国際運賃申請時の認可基準の明確化

民航総局に運賃を申請後、認可されないま
ま長期化し、何の説明もないことが度々あ
り、事業運営に支障を来たしている。認可
基準を明確化した上で、運賃申請時に通常
通りの認可ができない場合には何らかの説
明していただくようお願いしたい。

⑥-中国発着便の管制事由による出発遅れの改善

航空路混雑や天候事由が重なるケースが多
いが、各空港の管制事由による航空便の遅
れが増加し、常態化している空港も多い。
管制から航空会社への提供情報も限定的
で、お客様への案内も不十分にならざるを
得ない。根本的な航空路混雑の解消や、管
制能力の向上を図るよう、計画的な改善を
お願いしたい。また、航空会社へ十分な情
報提供（待機順番、出発時間予定など）を
タイムリーに行うようお願いしたい。
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１. 卸売業
中国の2011年度の消費財販売総額は、18兆3,919億元

（前年比17.1％）と高い伸びを記録。中長期的にも高い発
展計画が発表されており、卸売業界は堅調に推移すると予
想される。

2011年度の消費財販売総額は、引き続き前年比17.1%と
高い伸び率で推移しており、内需型経済の拡大が急ピッチで
進んでいる。

また第12次五カ年計画では、2015年度の消費財販売総額
30兆元（CAGR13.8%）を目標としており、継続して高レベ
ルでの消費拡大が期待され、卸売市場も内需拡大を背景に堅
調に推移すると予想される。

同時に消費行動の多様化、品揃えが豊富な大型チェーン
小売業の更なる発展、拡大するチェーン小売業に対応した
卸売業のサービスレベルの底上げが一層期待されると見込
まれる。

単位：億元 2007 2008 2009 2010 2011
GDP-
前年比

265,810-
14.2%

314,045-
9.6%

340,903-
9.2%

401,513-
10.4%

471,564-
9.2%

消費財-
販売総額-
前年比

93,572-
18.2%

114,830-
22.7%

132,678-
15.5%

156,998-
18.3%

183,919-
17.1%

出所：中国統計年鑑

中国卸売業界の今後の政策展望
商務部の全国商務会議（2010年12月22日）では、第12

次五カ年計画における流通に関する基本的な考え方につ
いても議論された。同期間中、流通を活性化させ、消費
を拡大する、長期的かつ有効なメカニズムを構築すると
している。

そのために流通ネットワークの整備、流通のレベルアッ
プ、流通企業の集団化・チェーン化などを進めていくとし
ており、中国国内流通はますます発展していくものと見ら
れる。

　　

卸売業の問題点
日系企業が中国卸・小売業において直面しているいつかの

問題点について以下触れたい。

経営範囲の許認可
企業が新規分野へ参入することや新規アイテムの生産・

販売を開始することなどは企業経営において一般的なことで
あり、企業活動を維持・拡大させていくためにも不可欠であ
る。卸売業者が新規分野の商品を取扱う際には、当局に対し
て経営範囲の拡大を申請する必要がある。しかし手続きに必
要以上に時間がかかることや窓口職員によって要求する書類
の数・内容が異なることがあり、対応に苦慮することが多々
ある。

また卸売企業として、商流に入るがモノがメーカーから客
先へ直送されるケースもある。この場合においても、取扱の
許可要件として一律に倉庫所有が挙げられることが参入を難
しくしている。

小売との取引条件の改善
中国では大きな売場を持っている、特に外資を含む大手

小売の力が強く、店舗に商品を置いてもらうには「入場料」
を払う必要がある。また「入場料」以外に、販売促進や広告
のための「協賛金」等を取られることが習慣化している。従
い、野菜・肉類・魚類などの生鮮以外の加工食品や日用品に
ついては、資本力・知名度を有する大手メーカーの寡占が起
きやすい状況にある。

さらに商品の売れ残りリスクは契約上、売切りになってい
る場合においても、小売業から卸売業に負担を強いるケース
が多く、小売業は卸売業に対し返品に対応しなければ以後の
取引を中断する、或いは支払いを止めるなど不当な要求を求
めるケースが散見される。

以上の通り、卸売企業の立場が一般的に弱く、小売店舗で
の多種多彩な商品陳列が困難であり、卸売業の健全な発展を
阻害している面がある。

第７章
流通・小売業
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低温商品群及び低温物流に対する対応
嗜好の変化、加工食品の増加などにより、低温商品群の市

場が拡大しており、低温物流の発展が期待されている。低温
倉庫・低温車輌等への補助金支出など政策面での後押しもあ
り、ハード面は急速に整備されつつあるが、製造から販売ま
での各流通段階で定温が途切れるなど管理レベルは低い。

これら低温商品群の需要の拡大及びサービスレベルの向上
に応えるため、流通における低温物流の専門知識・技術を有
した人材の育成が急務となっている。

大手卸売の育成
内陸都市含め、購買力が高まっていく状況下、中国で生

産した製品を中国各地に広く販売するニーズが増えてきてい
る。しかし中国の卸売企業の特徴の一つとして、中小企業が
多く、またカバーするエリアが小さいことが挙げられ、安心
して任せられる卸売企業が少なく、全国への販売が難しいの
が実態である。

通行証の問題
都市部においては小売店舗が増加していく中、スムーズな

市内配送が求められているものの、排ガス・渋滞問題等の解
消を目的に各種規制を敷いているため、これらの規制を考慮
した物流体制を敷く必要がある。しかし国有企業は、これら
規制の妨げを受けない通行証を取得し易いが、外商投資企業
は取得し難いなど、平等の競争環境が与えられていない事例
がある。

運送業者に関する発票問題
発票（領収証）を発行しない代わりに営業税分のコスト

を割引いた配送費用を請求する運送業者が少なくない。発票
がなければ損金算入できないため外商投資企業の多くは発票
を求めるケースが多いが、現地系の中小企業が多い卸売業界
では発票を受領せず営業税分を減額した取引が多く見受けら
れ、平等な競争が阻害されている。

食品輸入に関する問題点
所得レベルの向上に伴い、輸入食品への需要も高まってい

る。食品の輸入手続きは、各種法律が整備されており厳格な
手続きが求められているものの、実際は通関を円滑に行うた
め手続きの簡略化、手順の変更など各地域によってバラつき
が見受けられる。

卸売業における改善要望点
卸売業者は、調達・販売、物流、金融、リテールサポー

ト等の機能を有する。一方、第12次五カ年計画では流通の
活性化、消費の拡大が挙げられているが、これらを実現する
ためには小売業のみならず、卸売業の発展が望まれる。これ
は卸売業に小売業の発展、消費の拡大を側面的に支援する機
能・役割があるためである。

ここで卸売業の代表的な機能・役割について以下で触れて
おきたい。

調達・販売機能

商品をメーカーから調達し、メーカーに変わって販路を開
拓し、小売業者に販売することが基本的な卸売業者の機能で
ある。小売業者は卸売業者経由で商品を仕入れることにより
仕入先を限定でき、効率的な仕入れが可能となる。

物流機能

メーカーから仕入れた商品を小売業者へ配送する機能。必
要に応じて卸売業者が保管・在庫し、また値付け、仕分け、
包装などの流通加工を行い小売業者へ配送する。複数店舗へ
の同時配送、多頻度小口配送などのサービスも提供する。小
売業者にとっても在庫の最小化、作業のアウトソーシングに
より、経営の効率化という大きなメリットを享受できる。

リテールサポート機能

卸売業者がメーカーに対して、商品の販売状況や売れ筋
など商品に関する情報を提供し、生産計画や新製品開発をサ
ポートする機能。小売業者に対しても同様の情報を提供する
以外に、棚割、陳列方法、また販売員の教育等を行い、販売
促進をサポートする機能。

卸売業の今後の発展方向性、並びに上記機能・役割を踏
まえ、日系企業が直面している問題点に関して、以下建議
したい。

＜建議＞
①-経営範囲の許認可

卸売業者が取扱分野を増やすことは、小売業者に
提供できるアイテム増加となり、小売業者・メー
カーにとってもプラスとなる。しかしながら、当
局に対する経営範囲の拡大申請において、手続き
に必要以上に時間を要する、また窓口職員によっ
て要求する書類の数・内容が異なることがあるの
で改善を要望したい。また、許可要件として一律
に倉庫所有が挙げられるなどあり、実態に応じた
許認可をお願いしたい。
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②-小売との取引条件の改善

一般的に中堅企業が多い卸売業者の立場は小売業
者に比べ弱いことから、卸売業の健全な発展を
阻害している面があるといえる。これについて
2006 年 11 月には「小売業者と供給業者の公平
なる取引に関する管理便法（中文 ：零售商供应商

公平交易管理办法）が施行され、小売業者の優越
的地位を乱用した不公平取引を禁止ずることが法
制化されている。また 2011 年 12 月には「大型
小売店の供給業者に対する違法徴収の是正措置」
（中文：清理整顿大型零售企业向供应商违规收费

工作）が商務部等 5部門の連名で発表され、小売
業者が卸売業者から徴収可能な費用、徴収しては
らない費用が明確化され取り締まりの強化も記載
されている。しかし、現時点で小売業者が禁止さ
れた費用徴収を中断する動きは広がっておらず、
引き続き不平等な商行為が続いているため、上記
法律及び通知の適正な運用と公正な取引の実施に
向け、関係当局・協会より改善を促していただき
たい。

③-低温商品群にする対応、及び低温物流に対する政
府認証制度の構築

（1）- 低温商品群の流通需要の拡大、また低温商
品群の流通面における安全性確保という卸
売業が求められているサービスの高度化の
ニーズに応えるために、専門知識・技術を
有した人材育成に注力いただきたい。

（2）- 低温倉庫・配送車両などハード面は急速に
整備されつつあるが、製造から販売までの
各流通段階で定温が途切れるなど管理レベ
ルは低い。サービスレベルの向上には、サ
プライチェーンに関わる各プレーヤーのモ
ラルと意識の向上が不可欠で、一企業の努
力では改善は難しい分野である。

- 生鮮食品における無公害・緑色・有機等の
国家認証制度は、消費者認知度も高く一般
商品との差別化・業界全体のレベル底上げ
に成功しているため、低温物流についても
業界の管理レベル底上げを促すような、認
証制度の設置を要望したい。

④-大手卸売の育成

中国の購買力が沿海都市から内陸都市含め各地に
広がり、広範囲に跨る配送等が必要になっている
状況下、より広い地域をカバーできる、また総合
的な卸売企業の育成をお願いしたい。

⑤--通行証の問題

配送は卸売業者の１つの機能であるが、北京市内
の物流を行うためには当局から通行証を取得する
にあたり、外資系企業は取得しにくい事例がある
といわれ、外資系企業にも十分な活動が出来るよ
う配慮いただきたい。

⑥--運送業者に関する発票問題

発票を発行しない代わりに営業税分のコストを割
引いた配送費用を請求する運送業者が少なくな
い。遠隔地の仕入先から商品を調達する場合、売
上原価に占める配送費用の割合は大きくなるが、
同業他社の一部はこれらの運送業者を利用するこ
とで売上原価の低減を図っており、平等な競争が
阻害されているため改善をお願いしたい。

なお、斯かる同業他社は二重帳簿、或いは個人で
物品を購入した際に得た発票・発票不正販売業者
から購入した定額発票等を利用し、配送費用を損
金算入している事例もある。

⑦-食品輸入に関する問題点

食品の輸入手続きは、貨物輸出入管理条例（中
文：货物进出口管理条例）及び食品安全法（中
文：食品安全法）で定められており、貨物が到着
後、①輸出入検査検疫機関（中文：国家出入境检

验检疫局）による貨物検査、及び②食品衛生監督
検査機関による衛生検査を受け通関証明書を取得
後、③通関を許可することになっている。

しかし実際は通関を円滑に行うため、①貨物検査
→③通関（納税）→②衛生検査、という流れが一
般的な手順になっており法律とおりに運用されて
いない。

通関後の衛生検査で問題が発覚した場合、商品
を販売できないため、貨物を輸出元に返還する
ことで、輸出元は貨物検査・保険求償等を行う
ことができるが、上述の運用手順の場合、既に
内貨になっているため、当地輸入卸売業者によ
る再輸出手続きが必要となり手間・時間を要す
るのみならず、輸入関税が返還されないなどの
問題が生じているため法律とおりの運用の徹底
をお願いしたい。
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２. 小売業

大きな成長が期待できる中国小売市場
日中の小売市場規模比較

日本の国内小売市場90年代に成熟期を迎え、1996
年146.3兆円をピークに減少に転じ、2010年には
135.7兆円まで縮小した。消費を支える人口は減少を
続けており、追い打ちをかける形で2008年の金融危
機や2011年の震災が起こったため、日本においては
しばらく消費の低迷が続くと推測される。一方、中
国の社会消費財小売総額は、2008年に既に日本を抜
いて157.3兆円に達しており、その存在感は非常に大
きい。また、中国政府は2011年から2015年にかけて
の第12次五カ年計画の期間中に小売総額を第11次五
カ年計画中の2倍にするという積極的な目標を掲げて
いる。

小売業の成長も内陸が主役に

経済成長を牽引してきた中国の沿岸部であるが、
その成長の鈍化は日々鮮明になりつつある。2011
年上半期の北京市、上海市のGDP成長率はそれぞれ
8.0％、8.4％であり全国平均の9.6％を下回る。一
方、大都市以外では重慶市16.5％、貴州省15.3％、
四川省14.5％、湖北省14.1％で、内陸部の都市に集
中する傾向になっている。

小売総額の成長も、西低東高から西高東低へシフ
トしつつある。2010年の北京市、上海市、広東省
の小売総額の成長率がそれぞれ17.3％、17.3％、
17.2％と全国平均値の18.3％を下回った。一方、
内陸部は2008年より実施されている4兆元の景気
刺激策、農村部への家電・自動車普及政策、十大産
業振興計画などの政策面での後押しが功を奏し、内
陸部の小売の成長を下支えしている。小売総額の成
長率は、例えば安徽省、湖南省、雲南省はそれぞれ
19.0％、18.8％、21.9％で全国平均を大きく上回っ
ている。

業態別小売上位企業の成長性

中国では、外資系小売業に対する規制が2004年
から撤廃された。この年を機に外資系企業の参入が
進み、それに刺激を受ける形で国内企業も成長し、
小売業が2005年から急速に発展している。2007年
までは地盤拡大のために急速な店舗数の拡大を意図

した「量的な成長」だったが、2008年の金融危機
以降、企業間或いは同一企業内での統合、再編が進
み、不採算店舗を閉鎖するなどした結果、店舗数
の伸びを極力抑え、店舗当たりの売上拡大、利益
重視の「質的な成長」に変化した。業態別の店舗
数では、総合スーパー/スーパー、特許商店（加盟
店）の成長率が高く、フランチャイズビジネスは、
2007年の「商業特許経営管理条例」の実施により
フランチャイズ化が進み、急速に店舗数が拡大した
ことも小売業の発展を後押ししている。

また、アウトレットモール、ドラッグストア、
ホームセンターのような新しい業態が近年その数を
増やしている。業態として歴史のある百貨店のシェ
アは、近年減少傾向にはあるものの、特に地方にお
けるプレゼンスは依然として高い。

業態別小売市場規模の日中比較

図表1は、2010年の業態別の中国小売市場規模、
店舗数を日本のものと比較したものである。百貨店
の場合、中国は日本の半分程度で店舗数が約15倍、
店舗あたり売上は日本の3％程度で2ケタ小さい水
準にある。例えば、総合スーパーは、店舗数が日本
の約4倍だが、店舗あたりの売上は日本の13％程度
で、非常に小さい規模にとどまっている。また、コ
ンビニの店舗数は日本より数が遥かに少なく、店舗
あたり売上は日本の13％程度で業態としてはまだ未
成熟な状況であるといえる。

図表１：業態別日中小売業の状況の比較

小売業態

日本の業態別の状況-
（06年度）

中国の一定規模*以上の企
業の状況（2010年）

小売市
場規模 店舗数 1店舗-

当り売上
小売市
場規模 店舗数 1店舗-

当り売上

百貨店 7.7兆円 271 270億
円程度 3.7兆円 4,239 8.8億円

大型スーパー 7.4兆円 1585 47億円-
程度 4.1兆円 6,322 6.5億円

スーパー 17.0兆
円 17,865 9.6億円程度 3.9兆円 32,818 1.2億円

コンビニ-
エンスストア 7.0兆円 43,684 1.6億円程度

0.35-
兆円 14,202 0.2億円

出所：【日本】百貨店・GMS・スーパー・CVSは平成19年商
業統計（経済産業省）、ドラッグストアはドラッグス
トア実態調査（07年、日本チェーンドラッグストア
協会）

-----------【中国】中国統計年鑑を元にNRI作成
＊「一定規模」とは、従業員数60名以上かつ売上高500万元-
(1元＝14円とすると7,000万円)以上の企業(1元＝14円で換算)

有力小売企業の動向

図表2は2010年の中国の小売企業売上上位企業を
整理したものである。上位10位以内では、カルフー
ル（仏）、ウォルマート（米）、大潤発（台湾）が
順調に事業拡大している。特に、内陸部都市を中心
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に展開する大潤発の成長に注目が集まっている。ま
た、上位の家電量販店は、M&Aにより近年で規模
を急拡大してきた蘇寧電器の成長が目立つ。中国系
では、百貨店、総合スーパーなどを中心に複数の業
態を有する集団企業が上位を占めており、各社とも
2008年より売上が2ケタ増を記録するなど急成長し
ている。また、集団企業は中国各地域にドミナント
を築いており、地方により有力なプレーヤーが異な
るのも特徴的だ。

図表3は2010年の外資総合スーパー主要5社（カ

ルフール、ウォルマート、大潤発、テスコ、ロー

タス）の新設店舗を地域別合計値の分布である。

それを見ると沿岸部都市への進出より内陸部への

進出拡大が進んでいることが分かる。主要5社が

特に注目しているエリアは、河北省、四川省、湖

北省、安徽省などの日系企業がこれまであまり取

り組めていない市場であることが興味深い。

図表３：外資小売大手の店舗新設分布

黒龍江

吉林

内蒙古

山西

河南

福建
江西湖南

海南

香港

台湾

甘粛 陜西

寧夏

貴州

広西

新彊

チベット

青海

雲南

北京

天津

上海

重慶

新設店舗なし
1～5店舗
6～10店舗
11～15店舗
16店舗以上

遼寧

河北
山東

江
蘇

安徽湖北
浙江

広東

四川

出所：公開情報

ネット通販市場も急成長

中国のネット人口は近年拡大を続け、2010年
末には4億6,000万人、ネット通販の市場規模は約
5,000億元となっている。2005年から2010年まで
の成長率は年間平均90％以上であり、中国のネット
通販市場は今後も高成長が続くと予測されている。
2007年までB2C市場はネット通販市場全体のわず
か10％以下で、そのプレゼンスは低かったが、天猫
（淘宝商城）に代表されるB2C市場の成長率は市場
全体の成長率を越え、2010年末に690億元の規模

図表２：有力小売企業の動向

ラン
キング 企業名 地域 本社

所在地

業態(●は当該業態を保有) 売上高(億元) 店舗数

百貨店
大型-

スーパー/
スーパー

コンビニ
エンス-
ストア

薬局/-
ドラッグ
ストア

家電
量販店 その他 2008

年
2010
年

2008
年

2010
年

1 蘇寧電器 中国 上海 　 　 　 　 ● 　 1,023 1,562 812 1,342
2 国美電器 中国 北京 　 　 　 　 ● 　 1,046 1,549 1,362 1,346
3 百聯集団 中国 上海 ● ● ● ● 　 　 943 1,037 6,418 5,809
4 大商集団 中国 大連 ● ● ● 　 　 　 626 862 150 170
5 華潤万家 香港 香港 　 ● ● 　 　 　 638 718 2,698 3,155
6 大潤発 台湾 ‐ 　 ● 　 　 　 　 336 502 101 143
7 カルフール フランス ‐ 　 ● 　 　 　 　 338 420 134 182
8 徽商集団 中国 安徽 ● ● 　 　 　 　 99 405 3,125 2,915
9 ウォルマート アメリカ ‐ 　 ● 　 　 　 ● 278 400 123 219
10 重慶商社集団 中国 重慶 　 ● ● 　 　 　 263 382 294 319
11 物美集団 中国 北京 ● ● 　 　 　 　 302 375 2,010 2,578
12 山東省商業集団 中国 山東 ● 　 ● 　 　 　 187 370 164 264
13 新合作商貿連鎖集団 中国 北京 　 ● 　 　 　 　 170 356 71,016 99,321
14 ヤムグループ アメリカ ‐ 　 　 　 　 　 ● 107 336 400 3,500
15 農工商超市集団 中国 上海 　 ● 　 　 　 　 267 278 3,330 3,204
16 五星電器 中国 江蘇 　 　 　 　 ● 　 230 270 256 277
17 合肥百貨大楼集団 中国 安徽 ● ● ● 　 　 　 194 249 125 171
18 武漢中百集団 中国 湖北 ● ● ● 　 　 　 142 192 630 713
19 PCMALL 中国 江蘇 　 　 　 　 ● 　 120 201 195 191
20 新世界百貨 香港 香港 ● ● 　 　 　 　 148 179 33 37

出所：中国チェーンストア協会（公開情報）
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にまで達していることは注目に値する。

B2C市場の急速な発展は、以下のような理由が考え
られる。まず消費者の視点では、淘宝網に代表され
るC2Cは商品が玉石混交で、利用に際し目利きと経験
が求められるC2Cを利用するよりも、多少値段が高く
ても品質とサービスが担保されるB2Cを利用する方が
安心という心理が市場の発展を後押ししている。ま
た消費者は単純に安いものを求める消費行動から、
製品の品質とブランドの知名度をより重視し、ネッ
ト通販に対する信頼性も重視するようになっている
のが大きい。次に企業の視点では、ネット通販は既
存のチャネルの補完を行うための重要なチャネルに
位置付けられつつある。国土が広く、店舗網の拡大
に限界がある中で、実店舗ではアプローチできない
消費者に対して商品の販売、プロモーションの接点
を持つことができる。特に主に沿岸部の大都市で事
業を展開している多くの日本企業にとって、ネット
通販を通じて物流面などの課題はあるものの、より
多くの内陸地域をカバーできることにより、比較的
短い期間で顧客の拡大と売上を向上させる方法とし
ては非常に効率的な手段となっている。

中国小売業の問題点・改善点
対サプライヤーへの圧倒的な優位性

2008年に行われた「中国サプライヤー生存状況
調査」によると、中国における小売業のサプライ
ヤー（対卸および代理商、対メーカー）に対する立
場は非常に強く、取引企業の不満が強い。例えば小
売側から一方的に値下げを強要したり、品質責任を
すべてサプライヤーに押し付けたり、小売からの返
品はすべて認めさせたりといった強気な姿勢は中国
で「覇王契約」と呼ばれ問題視されている。また小
売業者からサプライヤーへの買掛金の支払いの遅延
も日常的に行われている。支払いサイトを長期（3
カ月～半年程度）に設定し、それがサプライヤーの
資金繰りを悪化させる大きな要因となっている。政
策的対応として、2006年に「公正取引管理弁法」
が制定されはしたものの、依然としてそれが改善さ
れる様子はない。

中国小売業の収益の源泉は「進場費」にあり

中国の小売業においては、商品売買（仕入→販
売）にかかる差益が収益の源泉ではなく、進場費と
呼ばれるサプライヤーから徴収する各種名目の費用
が収益の大きなウエイトを占めていることが多い。
進場費は非常に多岐に渡っており、その徴収がサプ

ライヤーにとって非常に重い負担となっていて、収
益を圧迫する一つの要因となっている。このような
ビジネスモデルによる弊害も生じている。本来なら
ば商品の自社での仕入れによる買い取りのリスクを
小売企業が全面的に負うところを、サプライヤーに
も一部転嫁しているため、仕入れコスト回収のため
に「良いものを仕入れ、絶対売り切る」という当た
り前の販売意欲が働きにくい。また小売側は売れ残
りのリスクを回避するために、売れ筋の商品の取り
扱いばかりに特化し、販売達成リベート獲得のため
に販売量の確に集中する結果、新規サプライヤーか
らすると参入障壁が高い構造になっている。消費者
目線で見ても、アイテム数の減少から商品選択の幅
が狭まるといったデメリットにつながっている。他
の業界との相対感で見たときにサプライヤーである
日本の消費財メーカーが中国市場で苦戦している原
因は上述のような背景にあると言うことができるで
あろう。

＜建議＞
①-「外商投資商業領域管理弁法」およびその
他の関連法規を改訂し、中国がWTO加盟時
に行った約束の履行を要望したい。

②-新店舗を登記する際、最低登録資本に関
し、国内小売企業と同等の待遇を与えるよ
う要望したい。

③-「外商投資商業領域管理方法」第18条に
ある外資系小売企業に対する出資比率制限
と店舗数制限の撤廃を要望する。

④-商品種類、例えば、薬品、タバコに対する制
限の撤廃を要望したい。また、少なくとも小
売制限規定に関し、国内小売企業と平等な適
用を保証するよう要望したい。

⑤-外資系小売企業のネット販売申請の関連規
定をできるだけ早く制定、公布していただ
きたい。
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１. 銀行
インフレの高騰を抑制するため、2010年末の中央経

済工作会議において、2011年の金融政策基調を「適度
な緩和」から「穏健」に変更した。2011年中、中国人
民銀行は50bpずつ計6回で預金準備率を、25bpずつ計3
回で基準金利を引上げたほか、貸出ペースのコントロー
ル、公開市場操作等を通じ、過剰流動性を吸収し、引
締め基調を継続した。だが、欧州債務危機の拡大、国
内の中小企業の経営困難の深刻化、資金繰り逼迫、実体
経済の減速、インフレの緩和等の内外経済情勢の変化を
背景に、10月以降、金融政策を微調整する動きが示さ
れた。2011年12月に開かれた中央経済工作会議では、
2012年の金融政策について「穏健」の基調を維持する
が、経済運営の情勢に照り合わせ、適時・適度に微調
整・予備調整する方針を明確にした。

銀行業の経営状況
貸出の増加や金融引締めに伴う銀行利ざやの拡大に

より、地場銀行の業況は好調が続いている。2011年、
商業銀行の純利益は1.4兆元に達し、前年比36.6％増と
なった。営業収入を見ると、全金融機関の純利子収入は
前年比29.3％増の2.15兆元で、非利子収入は同46.3％増
の5,149億元となった。利子収入は依然として銀行の主
な収益源であるが、手数料などの非利子収入の増加が目
立っている。

2011年末、広義マネーサプライ（M2）の残高は前
年比13.6％増となったが、伸び率は2010年末より6.3ポ
イント減速した。また、全金融機関の2011年末の人民
元・外貨建て合計の貸出残高は58.2兆元と前年比15.7％
増となったものの、伸び率は2010年末より4.0ポイント
減速した。うち人民元建て貸出の新規増加額は7.47兆
元で、2010年より3,901億元の減少となった（表1、図
1）。貸出先を見ると、製造業（全体の27.6％）、個人
の住宅ローンと消費ローン（同23.5％）、卸売り及び小
売業（同22.8％）への貸出が7割以上を占めた。不動産
業向け貸出について、2011年の純増額は1.26兆元で、

2010年より7,400億元減少した。2011年末時点、銀行
業の不動産業向け貸出残高は前年比13.9％増の10.73兆
元で、伸び率は2010年より13.5ポイント減速し、貸出
残高全体に占める割合は20.1％と2010年の20.5％より
0.4ポイント低下した。

表1：金融機関貸出・預金統計

2010年末 2011年末
残高
単位 残高 前年末比

(%) 残高 前年末比
(%)

貸出
合計 兆元 50.9 19.7 58.2 15.7
人民元-
建て 兆元 47.9 19.9 54.8 15.8

外貨-
建て 億ドル 4,534 19.5 5,387 19.6

預金
合計 兆元 73.3 19.8 82.7 13.5
人民元-
建て 兆元 71.8 20.2 80.9 13.5

外貨-
建て 億ドル 2,287 9.5 2,751 19.0

出所：-中国人民銀行「貨幣政策執行報告」
2010・2011年第四季度

図1：金融機関人民元建て貸出
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銀行業の不良債権比率は依然低下傾向にある。2011
年末時点、商業銀行の不良債権残高は 4,279 億元と
2010年末比57億元減少し、不良債権比率は1.0％と同
0.1 ポイント低下した。しかし、2011年第 3四半期末
に比べ、第4四半期末の不良貸出残高が201億元増加し、
不良貸出比率が0.01ポイントと小幅ながら上昇となっ
た（表2）。

第８章
金融・保険業
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銀行業を巡る動き
新監督管理基準の公表

国際的な銀行規制強化の動きを受けて、2011年5
月以降、中国銀行業監督管理委員会（銀監会）は「中
国の銀行業における新たな監督管理基準の実施に関す
る指導意見」、「商業銀行レベレッジ率管理弁法」、
「商業銀行資本管理弁法（意見聴取案）」を相次いで
発表し、自己資本規制、貸出損失準備などで国際基準
（バーゼルⅢ）よりも厳しい条件を設け、2012年内に
導入する。システム上重要な銀行は2013年末までに
11.5％、一般銀行は2016年末まで10.5％の最低自己
資本比率を達成すると規定される。同基準を実現させ
るため、中国の銀行は軒並み資本増強の必要に迫られ
ている。2011年、中国工商銀行、中国農業銀行、中国
銀行、中国建設銀行、交通銀行の大手5行のほか、株
式制銀行4行及び都市商業銀行17行は劣後債の発行を
通じ、合計3,232億元の資本調達を行った。2012年に
入って以来、複数の銀行が転換社債発行や株主割当増
資を行う計画を発表した。

地方政府債務への対応

2008年以降、中国政府の4兆元の景気刺激策の実施
に伴い、地方政府の資金調達主体である地方政府融資プ
ラットフォーム向け銀行貸出が急増した。中国国家審計
署の審査結果では、2010年末時点の地方政府関連債務
は10.7兆元。うち地方政府融資プラットフォームの債務
残高が5.0兆元であり、地方債務の8割（8.5兆元）が銀
行貸出に依存しており、50％以上の地方債務が2011～
2013年に返済期限を迎える。2010年末以降、銀監会は
地方政府融資プラットフォーム向け貸出の新規増加を禁
止しリスク管理を強化したが、金融引締めに伴い資金調
達困難に陥っている地方政府のデフォルトを防止するた
め、2011年後半、各銀行に対し信用増強や担保入れな

どの条件付きで地方政府融資プラットフォームの債務繰
延を指示しているという。

オフバランス融資、理財商品の拡大に歯止め

2010年、貸出の総量規制により、銀行は手形引受の
拡大や信託会社への債権売却を通じ、オフバランス融資
を急速に拡大した結果、2011年 1月、銀監会は信託会
社に売却した債権のうち買戻し条件付きのものを2011
年末までにオンバランス化することを求めた。また8月
に中国人民銀行は、預金準備金の対象に新たに3種の保
証金預金（信用証保証金預金、保証書保証金預金、引受
手形保証金預金）を加えることを決定した。預貸比率規
制、貸出規制が強化される中、商業銀行はオフバランス
業務に注力した結果、手形割引等による資金調達が活発
となり、中銀の金融引締めの尻抜けとなっていることか
ら新たな規制対象にした。

なお2011年、銀行の理財商品発行が急増した。2011
年11月時点の発行規模は15兆元に達し、2010年通年
（7兆元）より倍増した。2011年以来、インフレが高騰
しマイナス金利（預金の実質金利がマイナスである）が
続く中、投資者の高リターン金融商品に対するニーズが
高まっている。銀行としても貸出が制限される中、中間
業務の拡大、預貸比率対応、流動性改善をはかり、積極
的に理財商品の発行に取り組んだ。これらの理財商品は
期限が短くオフバランス化したものが多いことから、8
月に銀監会は「商業銀行理財商品販売管理弁法」を発表
し、理財商品の販売管理を強化した。

外国銀行の動き

2010年末時点、14カ国・地域の外国銀行が100％出
資の現地法人37行を設立しており、223の支店を有す
る。また2行の合弁銀行が営業しているほか、25カ国・
地域の74の外国銀行が90の支店を設置している。さら
に45カ国・地域の185の外国銀行が216カ所の駐在員事

項目
2010年末

2011年
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

残高 比率 残高 比率 残高 比率 残高 比率 残高 比率
不良貸出残高合計 4,366 1.10% 4,333 1.10% 4,299 1.00% 4,078 0.90% 4,279 1.00%
債務分類別内訳

次級類（破綻懸念） 1,619 0.40% 1,665 0.40% 1,663 0.40% 1,536 0.40% 1,725 0.40%
可疑類（実質破綻） 2,052 0.50% 2,004 0.50% 1,910 0.50% 1,867 0.40% 1,883 0.40%
損失類（破綻） 664 0.20% 663 0.20% 656 0.20% 675 0.20% 670 0.20%

金融機関分類別内訳
商業銀行 4,336 1.10% 4,333 1.10% 4,229 1.00% 4,078 0.90% 4,279 1.00%
大型商業銀行 3,125 1.30% 3,100 1.20% 3,030 1.10% 2,879 1.10% 2,996 1.10%
株式制商業銀行 566 0.70% 552 0.70% 530 0.60% 531 0.60% 563 0.60%
都市商業銀行 326 0.90% 333 0.90% 326 0.80% 330 0.80% 339 0.80%
農村商業銀行 271 1.90% 299 1.80% 299 1.70% 297 1.60% 341 1.60%
外資商業銀行 49 0.50% 49 0.50% 44 0.50% 40 0.40% 40 0.40%

出所：中国銀行業監督管理委員会

表2：商業銀行不良債権の推移  （残高単位：億元）
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務所を設置している。

外資系銀行（現地法人、合弁銀行、外銀支店）の資
産が国内銀行業全体の資産に占める割合は、2007年に
2.4％とピークをつけてから減少に転じ2009年末には
1.7％に落ち込んだものの、2010年末は1.8％、2011年
末は1.9％と回復の兆しを示した。しかし、規模が大き
く拠点数の多い地場銀行に比べ、中国市場におけるプレ
ゼンスはまだ小さい。また2006年の「外国銀行管理条
例」の施行により、現地法人化した外国銀行に与えた5
年の猶予期間が2011年末に期限切れとなり、外国銀行
に対する預貸比率等の要求は地場銀行と一本化され、中
国市場での競争環境は一層厳しくなる。

2012年の銀行業展望
2011年12月の中央経済工作会議は、2012年の金融

政策について「穏健」の基調を維持しながらも、適時・
適度に微調整・予備調整する方針を明確化した。中国人
民銀行は2011年11月30日及び2012年2月18日に預金
準備率をそれぞれ50bp引下げることを発表した。「経
済成長の安定維持」が2012年の最優先課題とされてい
る中、金融政策運営はやや緩和される方向へと転換する
と読み取られており、年内に預金準備率の追加引下げが
行われるものと予想される。また預貸率規制や融資枠の
緩和などの政策の微調整も行なわれると見られることか
ら、2012年に中国の銀行業が置かれる市場環境は緩和
され、収益も堅調に推移すると見込まれている。

だが経済の減速、不動産抑制策の継続、貸出管理の
強化に伴う地方融資プラットフォームや不動産向け貸出
の不良債権化が顕在化し、中国銀行業の不良債権が増加
する懸念が高まっている。当面、当局は金融業の安定、
リスク回避の体制整備を優先的に進めると決定している
が、中小企業の資金調達困難や高利貸借等の中国の銀行
業が抱える問題を解決するには、中小民間金融機関の育
成、金利の自由化などの金融改革への取り組みが不可欠
である。

＜建議＞
①拠点開設

外資銀行の中国国内での拠点展開について
は、個別に当局への申請・認可取得が必要と
なっており、実質的には様々な制約が存在す
る。一方で、拠点開設の検討に当たっては、
お客様からのニーズといった商業ベースの視
点も重要な判断材料となることから、拠点展
開の自由度を高めるべく、当局のより一層柔

軟な対応をお願いしたい。

②中国版バーゼルⅢ

中国版バーゼルⅢが公布され、2012年1月1
日より施行されているが、実施開始がバーゼ
ルⅢよりも早く、外資法人銀行の経営上、及
び、中国全体のマクロ環境に対し、大きな影
響が予想されることから、実施時期について
再検討をお願いしたい。又、プルーデンシャ
ル監督管理の方針は十分理解できるが、2.5%
の不良債権引当てカバー比率等バーゼルⅢ以
上の基準が設定されている項目もあり、実際
の運用にあたっては柔軟な対応をお願いした
い。尚、中国国内におけるシステム上重要な
銀行については、中国国内における①国境を
超えた活動、②規模、③相互連関性、④代替
可能性、⑤複雑性を基準に判定すべきであ
り、親会社ステータスとは独立してご判断頂
きたい。

③債券発行について

外資銀行・企業による中国域内及び香港にお
ける人民元建債券発行については、法的には
整備されているものの、当局の許認可手続き
により、実際には中資銀行・企業の発行実績
との間に大きな格差が生じている。債券発行
は資金調達手段の多様化に繋がり、また外資
の参加により債券市場の一層の活性化が図ら
れることから、債券市場の外資銀行・企業へ
の更なる開放を進めて頂きたい。

④人民元クロスボーダー決済

香港における人民元マーケットの拡大によ
り、人民元クロスボーダー決済業務は飛躍的
に拡大しつつあるが、決済の利便性を今一層
拡大するために、現在貨物貿易に限られてい
る対象取引を、経費送金など非貿易取引やFDI
取引にも拡大して頂きたい。また、オンショ
ア-オフショア間の銀行間為替ネットポジショ
ン枠による上限管理についても、今一層の緩
和をお願いしたい。また、リスクヘッジの観
点から、オンショア-オフショア銀行間での先
物為替取引についても開放を検討頂きたい。
監督管理面でも、クロスボーダー業務とし
て国家外為管理局の規定に従う必要があり、
一方、人民元業務として中国人民銀行の管轄
下にもあることで、実際の手続きが煩雑とな
り、拡大、推進の妨げとなっていることか
ら、各当局間の役割を明確にするとともに、
統一した規定の整備をお願いしたい。
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２. 生命保険
2011年の中国生保市場は、保険料収入が前年比

6.8％増と、過去数年と比較して対前年比での伸び
率が大幅に下落した。2011年末時点の生保会社数
は61社（中資系生命保険会社36社、外資系生命保
険会社25社）となっている。中国側株主がマジョリ
ティになる事例、外資の持分が25％未満になり中資
系生保に区分変更される事例、外資が合併する事例
により、中国のWTO加盟以来、初めて外資系保険会
社数および市場シェアが同時に減少した。消費者保
護の観点から銀行窓口による販売の規範化、保険会
社の内部管理・リスク管理が強化される動きが見ら
れた。

2011年の市場概況
市場概況

2011年の生命保険業界の保険料収入は、表１の
通り中国保険監督管理委員会（以下、保監会）の統
計では、前年比9.8％減の9,560億元となった。新企
業会計基準導入により本年度統計から外れた投資連
動型保険とユニバーサル保険等を加味し、旧基準で
比較しても、対前年比6.8％増と、規模の面での成
長は大幅に減速した。

表１：生保業界の保険料収入推移
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

保険料収入
（億元） 4,949 7,337 8,144 10,500 9,560

（※）
前年比-
（％） 21.9 48.3 11.0 28.9 △9.8

（※）
※2011年の数値は保監会HPの新基準による。従前の基準では-
　11,214億元、6.8％増。
出所：保監会HP

銀行窓口での保険販売（以下、銀行窓販）の占
める割合は、表２の通り2010年は約53％と中国生
命保険業の最大のチャネルとなっている。後述の通
り銀行窓販に対する各種規制強化が相次いで打ち出
されたことから、2011年の落ち込みの原因は銀行
窓販チャネルの影響が大きいと考えられている。
2010年11月、中国銀行監督管理委員会（以下、銀
監会）は『銀行の保険窓販におけるリスク管理強化
に関する通知（关于进一步加强商业银行代理保险业

务合规销售与风险管理的通知）』を発表し、銀行窓
販の販売規制と消費者保護強化策が打ち出された。
さらに2011年3月には保監会と銀監会が共同で『銀
行保険窓販業務監督手引き（商业银行代理保险业务

监管指引）』を発表し、保険会社の職員が銀行窓口
で直接保険を販売することを禁止するなど、銀行窓

販における保険販売のルールを厳格化した。

表２：保険料収入の販売チャネル別シェア

07年

08年

09年

10年 53%

49%

50%

34%

銀行・郵政代理 個人代理人 その他

0 20 40 60 80 100 (%)

40% 7%

43% 8%

41% 9%

53% 13%

出所：中国保険年鑑

また2011年は市場金利の上昇により、リーマン
ショック以降続いていた貯蓄性・投資性商品としての
保険商品の魅力が相対的に低下したことも、銀行窓販
に影響を及ぼした原因のひとつとして考えられる。

外資系生命保険の概況

株主変更や持分変更等を通じて、外資系生命保険
会社（以下、外資系生保）が内資系に変更する例や
一部外資系生保の撤退の影響もあり、2011年外資
系生保数は28社から25社に減少し、保険料収入全
体に占める割合も2010年の約5.6％から、2011年
には約4.0％となった。多くの外資系生保が進出し
ている北京、上海といった都市部では外資系生保の
占める割合は、それぞれ14.3％、15.5％と全国平均
に比べて高いものの、地方への拠点展開が限られて
いるため、全国での市場シェアは低くなっている。

表３：中資系会社と外資系会社の 
　　　市場シェアと会社数の推移
資本
区分 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

中資
系会
社

92.0% 29社 95.1% 30社 94.8% 31社 94.4% 33社 96.0% 36社

外資
系会
社

8.0% 24
社 4.9% 26

社 5.2% 28
社 5.6% 28

社 4.0% 25
社

合計 100% 53社 100% 56社 100% 59社 100% 61社 100% 61社

出所：保監会ホームページ

2011年生命保険業界の主な動き

大手銀行系生命保険会社の誕生

2010年から引き続き、大手銀行が生命保険会社
に出資を行う事例が相次いだ。2011年2月には中国
農業銀行が嘉禾人寿の51％の株式を取得して傘下に
おさめた。6月には中国建設銀行が太平洋安泰人寿
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（INGグループ）の51％の株式を取得し、建信人寿
へ社名変更。現在、交通銀行、北京銀行を含めた4
銀行が傘下に生命保険会社を持つこととなった。

新生命保険会社の誕生

2011年は6件の地方系の生命保険会社の設立が認
可された。これらは地方政府系企業や地方の民間有
力企業の出資で設立され、開業後2年間は本社所在地
の省内に限って営業できる生命保険会社である。こ
れらの生命保険会社は、地域の金融業の発展と地域
経済の活性化を目的としている。開業2年経過後、順
調に事業が発展できれば、保監会の許可を受けて、
他の省へ業務拡大ができることになっている。

また、外国保険会社には米国プルデンシャル、日
本の第一生命保険、韓国の大韓生命の合計3社に、
合弁での新会社設立の認可が下りた。

ソルベンシーマージン比率不足による増資

2011年の株式市場の不振の影響もあり、各保
険会社の運用実績は年平均で3.6％と非常に低調で
あった。その影響により生命保険会社各社のソルベ
ンシーマージン比率（注１）は下落したため、多く
の保険会社がソルベンシーマージン比率維持のため
に、劣後債発行や、増資による資本強化を行った。

注１：ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の経
営の健全性を測る指標の１つで、保険金の支払
余力を意味する。

第12次五カ年計画の発布

2011年8月、保監会は『中国保険業12次五カ年
計画大綱（中国保险业发展“十二五”规划纲要）』
（以下、十二五）を発表。この中では特に次の二点
が強調されている。一点は従来のような業績拡大重
視から、消費者保護や内部統制を重視する方針への
転換。もう一点は保険資金の運用先多様化に向けた
環境整備である。このことからも中国の生命保険業
の発展段階は一歩前進し、規模重視から質重視の段
階に入ってきたものと考えられる。2011年10月に
は、保監会は保険消費者権益保護局（保险消费者权

益保护局）を新たに設立した。

十二五では質を重視しつつも、5年後の2015年の
目標として、保険会社の資産規模を10兆元へ、保険
料収入を3億元とすることを掲げている。

営業職員の体制改革

生保会社の個人代理人（エージェント）の増員
が難航している。社会全体の給与水準が上昇する中
で、個人代理人の収入面での魅力が低下したこと、
保険会社との契約が非正規社員である代理人契約で

あり、安定的な雇用条件がないことなどが主な原因
となっている。保監会では安定性のある労働契約へ
の転換や学歴などの条件を付加して、営業職員の雇
用の安定と質の向上を推進しているが、保険会社に
とってはコスト上昇となるため、改善はなかなか
進んでいない。その一方、保険会社によっては、
2011年に一定の基準に達しない個人代理人との契
約解除を大規模に行ったり、あるいは好業績の個人
代理人を組織化して集中訓練を行い代理人の個別能
力向上をはかったりなど、営業職員の生産性を高め
る動きを行っている。

2012年の展望
欧州危機を発端とする世界経済への影響等もあ

り、運用環境の悪影響は継続している。2011年の運
用実績に基づく配当率が発表される2012年中頃に
は、主力商品である有配当保険を中心として保険契
約の解約の増加が予想される。2012年後半には、さ
らに保険販売が苦戦する可能性が考えられる。

保監会は、業界の健全な発展および消費者保護
の観点からも、保険販売における不十分な説明の排
除、営業職員の質の向上、販売後サービスの改善、
資産運用先の多様化とリスク管理の強化等の管理・
監督をさらに強化していく方針を打ち出している。
これにより、長期的な業界の発展は期待できるもの
の、2012年は、過去数年の保険料収入の急成長に
比べると、2011年に引き続き緩やかな成長になる
ことが予想される。

＜建議＞
①-外資系企業が中国に参入する場合、合資企
業の設立を義務付けられている。加えて、
外資の出資比率は50％が上限になってい
る。同制限の緩和を要望したい。

②-外資系企業は、中国保険監督管理委員会ま
たは進出先の中国保険監督管理委員会監督
管理局より、複数の支社の設立申請を同時
に行ってはならない旨を通達されている。
仮に申請したとしても、同時に審査・承認
されることはないと言われている。新たな
支社の設立許可証の申請過程において、外
資系保険会社が中国企業と同等の国民待遇
を受けられるよう要望したい。

③-外資保険会社に対して、合理的な範囲内で
資産運用における投資の許可範囲を拡大し
てほしい。
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３. 損害保険

中国損害保険市場の現状
市場成長力の強さ

中国損害保険市場は、1979 年から始まった改革
開放以来、急速な経済発展や国民の生活水準の向上
に伴い急速な成長を続け、元受総収入保険料ベース
で 2009 年、2010 年には前年比でそれぞれ 22.4%、
34.5%の高成長を記録した。2011 年には自動車の
新車販売台数の落ち込みの影響もあり増加率は多
少鈍化したものの、元受総収入保険料で 4,779.1 億
元、前年比で 18.7%と引き続き順調に成長を続けて
いる。2006 年の損害保険元受総収入保険料は 1,580
億元であり、5 年間で約 3 倍となる成長を遂げたこ
とになる。2012 年の中国における損害保険業の見
通しであるが、安定した GDP 成長に支えられ引続
き 2 ケタ成長が見込まれる。

表1： 2006年～2011年 
            中国損害保険市場の発展状況（単位：億元）
年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
元受収入
保険料 1,580 2,086 2,446 2,993 4,027 4,779

対前年比 23.3％ 32.0％ 17.3％ 22.4％ 34.5％ 18.7％
出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP

中国損害保険市場の展望 ～大きい潜在余力～

中国経済の高い成長率に支えられ、損害保険市場
も2ケタの成長を続けてきた。欧州信用危機や人民
元高による輸出の落ち込み、自動車新車販売の低迷
により、2011年には元受収入保険料の対前年比が
3年ぶりに20%を切ったものの、比較的に順調に成
長している。2012年もこの成長率の下振れ圧力の
影響は持続すると思われるが、一方でインフレ対策
による物価の安定や内需の拡大、また、2012年秋
の中国共産党第18期全国代表大会にあわせて積極的
な景気下支え策が打たれることが予想されることか
ら、それに伴い損害保険市場も引き続き高い成長率
を維持するものと思われる。中国の損害保険市場の
規模は急速に発展し、2010年には世界第7位のマー
ケットに成長しているが、損害保険の普及率を示す
人口1人あたりの年間保険料が52.9ドル、GDPに占
める収入保険料の割合が1.3%と、世界平均の263ド
ル、2.9％と比べて未だ低い水準にある。経済があ
る程度のスピードを保って成長している中で、これ

らの数値が未だ低い状況にあるということは、一方
で損害保険市場の発展にはまだ大きな潜在力がある
といえる。GDPの高成長という基盤の上に、保険市
場は高成長を実現してきたが、これからさらに成長
していくことが期待できるだろう。

表2：  2010年世界損害保険市場規模比較

国別 収保総額
(百万米ドル) 順位 世界分布

GDPに占め
る収入保険
料の割合

1人当た
りの年間
保険料(米
ドル)

中国 71,628 7位 3.94% 1.3% 52.9
米国 659,915 1位 36.28% 4.5% 2,127.2
ドイツ 124,949 2位 6.87% 3.7% 1,501.6
日本 116,489 3位 6.40% 2.1% 917.4
英国 96,191 4位 5.29% 2.9% 1,062.2
フランス 87,654 5位 4.82% 3.1% 1,249.0
韓国 43,291 10位 2.38% 4.2% 885.1
全世界 1,818,893 -- 100.0% 2.9% 263.0
出所：2011年中国保険年鑑

自動車保険をめぐる問題について

2011年3月15日の消費者保護デーの前後に、中
国中央電視台（CCTV）が自動車保険の問題点に関
する番組を放映。その後、同様の問題が他のマスコ
ミでも報道され、大きな社会問題となったため、中
国保険監督管理委員会はそれを業界の問題として改
革に努めている。

指摘された問題点の主なものは、自動車保険の
「高保低賠」（保険料を高く取り、保険金支払い時
には低い基準で支払いする）や、保険約款が消費者
に不利になっていたり、約款の解釈権が保険会社に
あり、保険金支払い時に消費者に不利に運用されて
しまうと言った所謂「理賠難」や「覇王約款」など
が上げられる。また現在、中国の自動車保険の約款
は、業界が定めた3つの約款のどれかを使わなければ
ならず、保険料率もほぼ一律の状況にある。消費者の
立場からすれば保険商品の選択の幅が狭く、不利な状
況にあると指摘されている。

2011年10月に中国保険監督管理委員会主席に就
任した項俊波氏は、就任直後から「理賠難」や「覇
王約款」などの問題点の早期解消を重点課題の一つ
としてあげており、自動車保険の約款・料率・制度
の見直しを指示している。それを受け、2012年3
月に中国保険監督管理委員会財産保険監督管理部は
向こう3年間で自動車保険の問題点を解決する計画
を発表、中国保険同業協会も新標準約款と自動車保
険料率の参考純率を発表してその改革を推進してお
り、今後、損害保険業界全体で自動車保険にかかわ
るサービス向上が図られるものと思われる。
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損害保険業の具体的な問題点
外資系損害保険会社の現状

2011年末時点で中国の損害保険会社は59社。そ
の内、中資系損害保険会社が38社、外資系損害保険
会社は21社となっている。収入保険料総額を比較
した場合、中資系損害保険会社が4,726億9,485万
元に対し、外資系損害保険会社は52億1,102万元と
なっている。中国がWTOに加盟して既に10年が経
ち、外資系損害保険会社に対する規制は徐々に撤廃
され、拠点認可等の速度も以前と比し速まった感は
あり、当局の開放姿勢が窺える。しかし、原則拠点
設立地域に営業範囲が限られていること、自賠責が
外資保険会社に開放されておらず、マーケットの主
要商品である自動車保険が売りにくいこともあり、
市場規模で比較すると元受収入保険料ベースでの外
資系損害保険会社のマーケットシェアは、昨年同期
比で0.03%増加したものの、わずか1.09%の低位に
とどまっている。外資系損保への内国民待遇によ
り、平等な環境の下で消費者により良いサービスが
可能となる。そのためにも行政手続きの効率化によ
り、外資系損害保険会社の拠点設立認可がさらにス
ピードアップされることを期待する。

また現在拠点の無い地域でも、投資総額1.5億元
以上でかつ保険料総額が40万元を超える大規模商業
物件については他の地域の拠点から引き受けをする
ことが可能であるが、顧客サービスの向上および経
営の効率化の観点から、大規模商業物件の基準の引
き下げや大規模商業物件での異地引き受けの対象外
となっている信用・保証保険についても、引き受け
可能となることを期待する。

自動車交通事故責任強制保険 
（机动车交通事故责任强制保险）の現状

日本の自動車賠償責任保険（自賠責保険）に相
当する自動車交通事故責任強制保険（机动车交通事

故责任强制保险、以下「自賠責保険」と称す）が施
行されてから4年半が経過した。2011年8月に各保
険会社が公表した自賠責保険のデータによれば、
2010年度の自賠責保険の引受件数は1億100万件、
収入保険料は840.5億元で2009年対比で35.3%増
加した。一方損害賠償額は621億元で2009年より
32％増、損害率は82.3％で、2009年より4.3％増
加、経営費用は231億元で、経費率は2009年より
2.5％下がった。保険引受損失は97億元、投資収益
が25億元で単年度の損益状況は72億元と過去最大
となった。

表3： 中国系損害保険会社の収入保険料及び 
             市場シェア（単位：万元）

会社名 拠点(本支店)
数(2010年末)

2010年度-
収入保険料 市場シェア

中国人民財産保険 39 17,337,227 36.28%
平安財産保険 41 8,333,256 17.44%
太平洋財産保険 41 6,159,111 12.89%
中華聯合保険 24 2,095,461 4.38%
国寿財産保険 27 1,639,557 3.43%
大地財産保険 37 1,625,562 340%
陽光財産保険 36 1,331,669 2.79%
輸出信用保険 25 1,023,427 2.14%
天安保険 33 782,030 1.64%

安邦財産保険 43 714,885 1.5%
永安財産保険 20 647,204 1.35%
太平保険 29 580,105 1.21%

永誠財産保険 28 527,584 1.1%
華安財産保険 30 488,088 1.02%
華泰財産保険 26 479,778 1.00%
天平自動車保険 18 402,265 0.84%
都邦財産保険 34 335,598 0.7%
中銀保険 24 289,582 0.61%
英大保険 13 301,560 0.63%

安華農業保険 7 263,501 0.55%
その他（18社計） -- 1,912,035 4.00%
中資系損害保険会社　小計 47,269,485 98.91%
全損害保険会社合計 47,790,588 100.00%

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP、-
2011年中国保険年鑑

引受成績悪化は主に損害率の悪化によるもので、
所得増による対人賠償額の拡大、修理代等の高騰、
地域格差が大きい中国で統一料率を使用している問
題、裁判所の判定基準の地域によるバラつき等が損
害率悪化の主な要因として挙げられる。また一部の
裁判所では、自賠責保険約款で定めた賠償限度額以
上の保険金の支払いを保険会社に命じる判決が出さ
れ、保険会社が支払わざるを得ないケースが続出し
たり、後遺障害の認定も地域ごとにバラつきがある
ことも多く、自賠責保険の赤字の大きな原因になっ
ている。

また、日本では各保険会社は自賠責保険を引受
後、保険料を共同プールに集めて業界全体でノーロ
ス･ノープロフィットの実現を図っているが、中国
では共同プールがなく、各社が独自で別会計で自賠
責保険料の収支を管理するという各社ごとのノーロ
ス・ノープロフィット方式を採用している。そのた
め一部の保険会社では、法律上引受義務があるにも
かかわらず、損害率の高いオートバイ、営業用自動
車、トラクターなどの自賠責保険の引受を避けてお
り社会問題となっている。自賠責保険制度の健全な
発展により社会の安定に寄与するためにも、日本同
様の自賠責プールの早期設立を期待する。

なお、自賠責保険は外資損害保険会社には開放
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されておらず、中国では自賠責保険と任意自動車保
険とを同一の保険会社で契約する傾向が強い中、外
資損害保険会社にとって自動車保険が引受しにくく
なっている。しかしながら累積赤字が拡大する中、
外資系損害保険会社に市場を開放し、そのノウハウ
を市場に取り込むことが検討されており、2012年
2月の習近平国家副主席の訪米時にも、近々外資系
損害保険会社の引き受けを認める方針であることが
正式に発表された。今後、一定の手続きを経て開放
されることと思われるが、その早期実現が期待され
る。また、市場開放に当たっては市場の健全な発展
のため、上記の通り共同プール制の導入、保険金額
および保険料率・法律・制度の見直しなどもあわせ
て行われることを希望する。

保険法に定める保険関連業務をめぐる問題

「被保険者の保護」、「監督管理及び危険防止の
強化」、「保険サービス領域の更なる拡大」を主な
目的とし、2009年2月に中国保険法が7年ぶりに改
正され、同年10月1日に施行された。新保険法・第
95条（３）には、保険会社の経営範囲として「国
務院保険監督管理機構が批准する保険に関連するそ
の他の業務」が認められ、保険会社の経営領域が広
がり、顧客サービスの幅を拡大することができるよ
うになった。しかしながら、外資系保険会社は保険
法以外に「外資保険公司管理条例」の制約も受けて
おり、同管理条例で「その他の業務」が認められて
いないため中資保険会社と同様の保険関連業務が行
えない状況にある。日系の各損害保険会社は他の諸
外国の現地法人において、リスクマネジメントサー
ビスを提供したり、日本の本社の貨物保険ポリシー
のクレームエージェントを行なっているケースが多
く、顧客サービスの拡大と事業の多角化による経営
の安定を図っている。中国でも和諧社会実現のため
に保険会社の期待される社会的役割も増えており、
「外資保険公司管理条例」の早期改訂により、事業
範囲の拡大ができるよう要望する。

表4：外資系損害保険会社の収入保険料及び 
            市場シェア　（単位：万元）

会社名 国名
拠点-

(本支店)数-
(2010年末)

2011年度-
収入保険料

市場-
シェア

チャーティス
(AIU) 米国 5 105,438 0.22%

リバティー 米国 3 51,739 0.11%
東京海上日動-
火災保険 日本 3 47,387 0.10%

三井住友海上-
火災保険 日本 4 44,836 0.09%

三星火災保険 韓国 5 42,855 0.09%
アリアンツ ドイツ 1 40,365 0.08%
損害保険-
ジャパン 日本 ４ 29,734 0.06%

チューリッヒ スイス 1 26,883 0.06%
ウィンター-
トゥール(AXA) スイス 1 24,146 0.05%

ジェネラリ イタリア 3 21,767 0.05%
国泰産物保険 台湾 4 16,167 0.03%
チャブ 米国 2 15,775 0.03%

ロイヤル.サン.-
アライアンス イギリス 2 14,645 0.03%

現代海上火災-
保険 韓国 1 9,805 0.02%

グルパマ フランス 1 8,703 0.02%
LIG 韓国 1 7,001 0.01%

富邦産物保険 台湾 １ 4,889 0.01%
あいおい-
損害保険 日本 1 3,981 0.01%

日本興亜-
損害保険 日本 1 3,472 0.01%

XL-
インシュランス 米国 － 1,514 0.00%

ロイズ イギリス 2 0.00%
外資系損害保険会社　小計 521,102 1.09%
全損害保険会社合計 40,268,933 100.00%

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP、各社HP、-
2011年中国保険年鑑

表5： 自動車交通事故責任保険保険 
          （机动车交通事故责任强制保险）の推移

年度
付保-
台数-
(万台)

収入-
保険料-
(億元)

支払-
保険金-
(億元)

損害率
(%)

経費率
(%)

累計-
利損益-
(億元)

2006年-
(7月1日～)

2,521-
万台

218.8-
億元

30.0-
億元 57.3% 124.3% ==

2007年 6,178-
万台

537.5-
億元

269.8-
億元 62.0% 39.2% ==

2008年 6,930-
万台

553.4-
億元

370.8-
億元 66.4% 32.6% 17.6-

億元

2009年 8,502-
万台

668.0-
億元

472.0
億元 78.0% 30.8% ▲29.0-

億元

2010年 10,100-
万台

840.5-
億元

621.4-
億元 82.3% 30.6% ▲72.4-

億元
出所：中国保険行業協会HP
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＜建議＞
①-昨年末、WTO加盟10周年を迎え、更なる
保険市場の開放と外資保険会社の内国民待
遇の進展を期待しているが、行政手続きの
簡素化により、許認可のスピードを早めて
いただけるよう要望する。

②-既に外資系損保会社に対し自賠責保険を開
放するという方針が決定されているが、自
賠責条例の改正により、早期に実際の取り
扱いが可能となる様要望する。また、自賠
責保険の健全な発展のため、法･制度の更
なる整備をお願いしたい。

③-新保険法第 95 条（３）では保険会社の経
営範囲として「国務院保険監督管理機構が
批准する保険に関連するその他の業務」が
認められているが、外資保険公司管理条例
では「その他の業務」が認められていない
ため、内資保険会社と同様の保険関連業務
が行えない。和諧社会実現並びに消費者利
便性・保険サービス向上のために、保険会
社の期待される社会的役割も増えており、
早期改善を要望する。

④-大規模商業案件の異地引き受けにつき、信
用・保証保険もその対象としていただけるよ
う要望する。また、大規模商業物件の条件で
ある保険料基準の緩和をお願いしたい。
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４. 証券
2011年末時点の世界の株式市場のうち、日中株

式市場の時価総額は、東京証券取引所が3.3兆ドル
で世界第3位、上海証券取引所が2.4兆ドルで同6
位、深圳証券取引所が1.1兆ドルで同13位、大阪証
券取引所が2,200億ドルで同30位であった。これを
国別に集計すると、日本が3.5兆ドル、中国が3.4兆
ドルとなる。

2011年の世界の株式売買代金のうち、日中の株
式売買代金は、東京証券取引所が4兆ドルで世界第
3位、上海証券取引所が3.7兆ドルで同4位、深圳証
券取引所が2.8兆ドルで同5位、大阪証券取引所が
1,887億ドルで同26位であった。これを国別に集
計すると、日本が4.2兆ドル、中国が6.5兆ドルとな
る。2009年と2010年は2年連続で上海が東京の株
式売買代金を上回ったが、2011年は東京が上海を
上回った。

2011年12月25日の日中首脳会談では、「日中両国
の金融市場の発展に向けた相互協力」に合意し、証券
分野でも、人民元建て債券市場や人民元建て証券取引
の活性化への道筋がつけられている。

中国の証券業界状況
株式市場

2011年末現在、上海証券取引所及び深圳証券取
引所に上場している企業は合計2,342社で、株式時
価総額は21兆4,758億元となった。また、2011年
の中国企業の株式発行によるA株市場での資金調達
では、282社が新規上場し、資金調達額は2,824億
元となった。創業板では、2011年は127社が上場
した。増資等も含めたA株市場での資金調達額全体
は、5,073億元となり、2010年の8,955億元に比
べ、43%近く減少した。

なお、2011年は海外では709億元の資金調達が
行われ、国内分・海外分を合計すると6,014億元と
なった。

債券市場

2011年の中国の債券市場（証券取引所と銀行間
債券市場の合計）における銘柄別の発行状況を見て
みると、国債が1兆5,418億元、金融債が2兆2,990
億元となった。2011年の中国の国内社債市場で
は、計1兆9,805億元が発行された。

QFII（適格外国機関投資家）と 
QDII（適格国内機関投資家）

2002年11月、外国人投資家による国内証券市
場への投資を認めるQFII（適格外国機関投資家、
Qualified-Foreign- Institutional- Investorsの略称、
キューフィーと呼ばれる）制度が導入された。QFII
の認可第一陣は2003年5月の野村證券とUBSで、
2012年3月9日時点で147社が合計245.5億ドルの
国内運用枠を認められている。運用枠のうち、日本
勢は22億ドルで、世界で第4番目に位置している。
2011年は、新規に29社（うち日本は1社）が新た
に認可された。

今度は逆に、中国国内の金融機関による対外証券
投資は、2006年4月、QDII（適格国内機関投資家、
Qualified-Domestic- Institutional- Investorsの略称、
キューディーと呼ばれる）制度として導入された。
基金管理会社（運用会社）が設定・販売している海
外株投信では、2011年12月末時点で、計7社、8商
品が日本株での運用を行っている。当該8商品の日
本株の保有残高は約2億元となっている。

合弁証券会社及び合弁運用会社の新設・再編

2011年は、新たに4社の合弁証券会社が設立ま
たは認可に向けた動きがあった（図表）。2011年
5月には英国RBSによる国聯証券との合弁の華英証
券が設立された。また、同年6月には、米国J.P.モル
ガンと第一創業証券の合弁である第一創業摩根大通
証券と、米国モルガン・スタンレーと華鑫証券の合
弁である摩根士丹利華鑫証券が設立された。さらに
2011年6月には、シティーグループと東方証券の合
弁である東方花旗証券の設立が合意され、2012年1
月に認可された。

アセット・マネジメント業では、方正証券と台湾
のFubon-Asset-Managementによる合弁運用会社・
方正富邦基金管理会社が2011年6月に設立された。
また、従来BNPパリバが資本参画していた申万巴黎
基金管理会社の同社持分の三菱UFJ信託銀行への売
却が、2011年4月6日に完了した（申万菱信基金管
理会社）。
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図表：中外証券会社の状況

合弁会社名 設立時期
中国側-
パート
ナー

外資パートナー-
/持分

1 中国国際金融

1995年4月-
⇒2010年
11月合弁-
相手変更

建設銀行

モルガン・-
スタンレー34％-
⇒米国TPG・
KKR、シンガ
ポールGreat-
Eastern-Life・GIC

2 中銀国際証券 2002年-
1月

中銀国際-
ホールディングス-

49%

3
財富里昴証券
（当初、華欧
国際証券）

2002年-
12月

財富証券
(当初、-
湘財証券)

クレディ・-
リヨネ-33％

4 長江巴黎百富勤証券

2003年-
11月開業-
⇒2006年
12月合弁-
解消

長江証券 BNPパリバ--
33％

5 海際大和証券 2004年-
6月 上海証券

大和証券キャピ
タル・マーケッ
ツ-33％

6 高盛高華証券 2004年6月 北京高華
証券

ゴールドマン・
サックス-33％

7 瑞銀証券 2006年6月 北京証券 UBS　北京証券
へ20％出資

8 瑞信方正証券 2008年6月 方正証券 クレディ・-
スイス-33％　

9 中徳証券 2009年1月 山西証券 ドイツ銀行　
33％

10 華英証券 2011年5月 国聯証券 RBS-33％

11 第一創業摩根大通証券 2011年6月 第一創業
証券

J.P.モルガン-
33％　

12 摩根士丹利華鑫証券 2011年6月 華鑫証券 モルガン・-
スタンレー-33％

13 東方花旗証券

2011年6月
2日覚書締
結、2012年
1月11日設
立認可

東方証券 シティグループ
　33％

出所：野村資本市場研究所編『中国証券市場大全』、-
-----------各種資料より野村資本市場研究所作成

具体的な問題点と改善状況
外資による中国証券業及びアセット・ 
マネジメント業への参入規制緩和

外資による証券業への参入については、世界貿
易機関（WTO）加盟以前は、個別の認可によって
認められたケースもあったが、正式に認められたの
は、やはりWTO加盟後である。外資の参入は、主
に合弁会社の設立による形式であり、33％が外資
の出資上限となっている。また、合弁会社には、国
内系証券会社の主要業務の一つである国内投資家向
け上場株式（A株）のブローカレッジ業務やトレー
ディング業務が認められておらず、認可取得までに
5年程度かかるとされる。2011年末時点で登録証券
会社は109社あり、うちWTO加盟と前後して合計
13社の証券会社が認可されているが（うち1社は既

に合弁を解消、図表）、WTO加盟以前に認可され
た中国国際金融と中銀国際証券については、例外と
してA株のブローカレッジ業務やトレーディング業
務が認められており、国内系証券会社と同等の業務
を行っている。また、破綻した証券会社の処理費用
負担などを通じて、実質的にフルラインの国内証券
業務への進出を実現しているケースもある。

中国で証券投資信託の設定・運用を行う基金管理
会社（運用会社）は、2011年末現在で69社設立さ
れており、うち38社が外資系基金管理会社となって
いる。証券業と同様に、WTO加盟以降、外資33％
出資の合弁による基金管理会社の設立が認められ、
その後、出資可能な比率が49％まで引き上げられて
はいる。

一方、日本の法制上は、中国金融機関の日本進出
を阻むものはなく、内外無差別の取扱いになってい
る。「戦略的互恵関係」の証券分野における進展の
ために、また中国の証券業及びアセット・マネジメ
ント業のクオリティ向上への貢献や中国企業の資金
調達への貢献の観点から、現行の出資比率条件及び
ライセンス取得における制限の撤廃、規制緩和日程
の公表を期待する。当面は、2012年5月の第4回米
中戦略・経済対話で合意された合弁証券会社の外資
出資上限の緩和（49％）等の具体化が注目される。

国内外投資規制の緩和

QFIIにしてもQDIIにしても、ライセンスと運用枠
の制限がある。また、非公開市場でのPE（プライ
ベート・エクイティ）投資や不動産投資に関する法
令も整備されてきてはいるが、申請手続きや認可基
準などが必ずしも明確になっていない。税制上の取
扱いも同様である。

国内投資規制の緩和による外国人投資家、特に
機関投資家の参画は、（１）市場の流動性提供、
（２）新たな投資手法や評価手法の導入、（３）企
業のガバナンスの改善等の効果が期待され、市場の
質的向上に繋がるものである。しかしながら、中国
の株式市場では、株式保有比率は個人投資家が51%
に対し、外国人投資家は1.6%に過ぎない（2008年
末）。逆に日本は個人投資家が20.3%、外国人投資
家が26.7%となっている（2011年3月末）。国内株
式の売買回転率（2010年）は、東証の109.6%に対
し、上海は178.5%、深圳は344.3%と、海外から投
機性の高い市場と見られている（国際取引所連合統
計）。また、国外投資規制の緩和は、中国投資家に
分散投資の機会を提供し、国内市場の過熱を押さえ
る効果がある。
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このため、QFII-・PE・不動産投資の規制の緩こ
のため、QFII-・PE・不動産投資の規制の緩和、申
請手続きの簡略化と透明化、投資に関する税制の明
確化、QDII等の対外投資の規制緩和を期待する。う
ち、QFIIの中国全体の運用枠については、2012年4
月3日、中国証券監督管理委員会（証監会）は、新
たに500億ドルの運用枠を設定し、既存の300億ド
ルと合わせ、計800億ドルとすることを発表し、新
たな進展が見られた。

中国国内での外資企業のファイナンス緩和

外資企業が中国国内で資本市場を使って資金調達
を行おうとする場合、制限的に運用されているか、
そもそも関連制度が無い場合がある。株式市場で
は、合弁企業の国内上場に関する法令は整備され、
日本企業（事業法人）の上場実績もあるが、非居住
者については上海証券取引所の国際板の開設を待た
なければならない。また、外国企業（事業法人）の
中国国内での債券発行については関連法令さえも定
められていない。中国国内での株式発行にせよ債券
発行にせよ、前述のような世界有数規模となった中
国の発行市場を外資企業が活かしきれていないのが
実情である。

中国国内での外資企業のファイナンス緩和は、発
行体の多様化を通じた中国資本市場の発展を促し、
投資環境の改善に繋がるものである。このため、外
資企業の中国国内市場への株式上場及び中国国内で
の債券発行を緩和することを期待する。

中国企業の海外での株式上場規則改正・緩和

中国企業のグローバル化に伴って、海外進出に伴
う柔軟な財務戦略を確保できることがますます重要
になってきている。以前は、中国企業が海外で上場
する場合、海外でタックスヘイブンのSPV（Special-
Purpose-Vehicle）を設立し、当該SPVが上場するス
キームを組むことが出来ていた。

ところが、2006年に制定・施行された「外国投
資家による国内企業の合併・買収に関する規定」
（いわゆる10号令）により、SPVの設立や海外上
場に関し審査・認可が厳格に行われるようになっ
た。また、資本取引の面からは、国家外為管理局
が2005年10月の75号令により、SPVが海外上場に
よって調達した資金を国内に持ち込む方法が制約を
受けることとなった。この結果、新規にSPVを設立
して中国企業が海外で株式上場を行うことは事実上
困難となった。このため、中国企業の海外での株式
上場規則改正・緩和を期待する。

外国指数ETF市場の早期開設

外国指数ETF（Exchange-Trade-Funds、上場投資
信託）の中国国内上場は、中国投資家に分散投資の
機会を提供し、国内市場の過熱を押さえる効果があ
る。また、中国投資家に対外投資を解禁するにあた
り、個別銘柄であると発行体情報、証券情報の提供
の問題が生じるが、株価指数のETF経由の投資であ
れば、情報アクセスの問題が生じず、リスク分散効
果もある。加えて、ETFは原指数との連動性が高い
ことが信頼性のキーとなるが、中国と同一時間帯で
取引が行われており、指数との連動性が実感しやす
い日本株はETFを使った投資の入り口として適して
いる。

以上の背景に加え、外国指数ETFの中国国内上場
は、中国証券取引所の国際化や中国投資家の対外投
資を定着させていくことにも繋がるものである。こ
のため、外国指数ETF市場の開設、特に早期開設を
期待する。

クロスボーダー人民元取引規制の緩和

2009年から始まった人民元建て貿易決済は、
2011年末で累計2兆5,899億元に達し、その主要な
相手先である香港の人民元預金も同年末で5,885億元
に達している。一方、この香港の人民元資金を中国
本土に還流するための対内証券投資制度であるRQFII
（人民元建て適格外国機関投資家）制度が2011年12
月に解禁されているが、当初運用枠は200億元で、
中国本土の証券会社・運用会社の香港支店・子会社
のみがライセンスの対象となっている。

また、2011年10月には、人民元建て対内直接投
資に関する正式ルールが公布され、2011年は通年で
907億元の実績が出ているが、出資金額が3億元以上
の場合は中央政府が認可することとなっている。同
時に、当該ルールの運用に関する安定的運用や予見
可能性の向上に、外国企業は関心を有している。

対内証券投資にせよ、対内直接投資にせよ、オフ
ショア人民元の中国本土への還流ルートの整備・拡
充は、人民元の国際化にも資するものである。この
ため、RQFIIの運用枠の拡大や外国金融機関へのラ
イセンスの開放、人民元建て対内直接投資に関する
認可規制の緩和やルールの安定的運用を期待する。
うち、RQFIIの運用枠については、2012年4月3日、
証監会は、新たに500億元の運用枠を設定し、既存
の200億元と合わせ、計700億元とすることを発表
し、QFII同様、新たな進展が見られた。
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中国国有企業の新規公開や株式売出しに関する 
日本の金融機関の主幹事獲得への協力

これまで中国国有企業の大型の新規公開案件で
は、欧米の金融機関を中心とした主幹事選定が行わ
れている。一方、中国の隣国である日本には、約
1,500兆円に上る個人金融資産があり、中国国有企
業は日本から多額の資金を有利な条件で調達するこ
とが可能である。同時に、日本は中国国有企業の経
営に理解を示す株主となり、長期的視野での安心で
きる企業経営の基礎を提供することが出来る。こう
した日中の事情に通じた日本の金融機関は、中国国
有企業の資金調達において重要な役割を果たすこと
が出来る。

このため、中国国有企業の新規公開や株式売出し
において、日本の金融機関の主幹事獲得への協力を
検討いただきたい。

＜建議＞
①-外資による中国証券業、アセット・マネジ
メント業への参入規制の緩和について、以
下を要望したい。

・参入規制の緩和と業務範囲の拡大

・緩和日程の公表

②-国内外投資規制の緩和について、以下を要
望したい。

・QFII-・PE・不動産投資の規制の緩和

・申請手続きの簡略化と透明化

・投資に関する税制の明確化

・QDII等の対外投資の規制緩和

③-中国国内での外資企業のファイナンス緩和
について、以下を要望したい。

・中国国内市場への株式上場

・中国国内での債券発行

④-中国企業の海外での株式上場規制改正・緩
和を要望したい。

⑤-日本株を対象としたETFの早期認可を要望
したい。

・外国指数ETFの上場基準の明確化

・外国指数ETFの上場申請手続きの明確化

⑥-クロスボーダー人民元取引規制の緩和につ
いて、以下を要望したい。

・-RQFIIの規制の緩和

・-オフショアからの人民元建て直接投資の規
制の緩和

⑦-中国国有企業の新規公開や株式売出しにつ
いて、日本の金融機関の主幹事獲得への協
力を依頼したい。
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１. 旅行
2011年は引き続く好調な中国経済の発展と2011年3

月11日に発生した東日本東北大震災が日中旅行市場に
大きな影響を与えた。成長し続ける中国公民海外旅行
市場だが、訪日旅行は過去最高を記録した2010年と比
べて26.2％減、2009年の約100万人をわずかに上回る
結果となった。地震発生後の放射能汚染報道により日
本への旅行の安心・安全が強く懸念された。また日本
人の訪中旅行は観光目的が減少する一方、好調な中国
経済発展に基づくビジネス目的の渡航者の増加が顕著
に表れた年であった。

中国からの訪日旅行
日本政府観光局（JNTO）によると、2011年の訪日

中国人渡航者数は104万3,245人の前年比26.2％減と
なった。東日本大震災発生の影響が大きく、福島第一
原子力発電所事故の放射能問題の報道により、旅行の
前提である安心・安全への懸念が高まり、市場では被
災地のみならず、日本全域への旅行に影響を与えた。
地震発生後、中国政府による日本への渡航に対する注
意、被災地への渡航の自粛や延期を求める勧告は、4
月下旬には大半が解除され、深刻な被災地への訪問勧
告と安全に関する注意喚起に変更された。5月下旬に
は温家宝首相を団長とする訪問団が来日し、日本への
団体旅行復活の促進として、春秋航空の上海／茨城、
高松線定期チャーターの運行再開、JTBが中国に設立
した交通公社新紀元国際旅行社有限公司に対して外資
系合弁旅行会社としては初の中国公民海外旅行販売の
試験的な認可などが発表された。4月を底に8月まで
40％台の落ち込みが続いたが、10月には前年並み、
11月、12月は30％台の大幅な増加となり、秋以降は
急速に回復している。日本政府、観光庁、自治体によ
る訪中ミッション、広告宣伝、旅行会社・メディア招
請による安心・安全の情報発信の取り組み、沖縄数次
ビザ解禁、個人観光ビザの規制緩和などのさまざまな
取り組みが回復の呼び水となった。日本への個人旅行
者は増加の傾向が見られる反面、震災以前よりも安価

な訪日団体ツアーが多い傾向にある。低価格の商品が
需要の下支えになっており、家族、教育旅行の訪日数
の回復が遅れている現状がある。

日本からの訪中旅行
2011年の出国日本人数は、前年比2.1％増の1,669

万3,000人、東日本大震災以降、旅行控えのムードが
続いたが、7月からは回復に向かった。8月には単月で
過去最高を記録していた2001年8月と並ぶ結果になっ
た。史上最高水準まで伸びた円高の影響と、近場のア
ジア圏は比較的に燃油サーチャージ高騰の影響は受け
なかったので、海外旅行にプラスに作用したことが大
きいと思われる。この状況下、国家旅遊局発表の中国
への日本人渡航者実績は約366万人。上海万博で盛り
あがった2010年の373万人と比較すると2％減の結果
となったが、観光レジャー目的の日本人中国観光客は
2010年と比較すると18.7％減と落ち込み、ビジネス目
的の渡航者が実績の下支えになっている傾向がより顕
著になっている。

2012年の旅行業界の展望
中国旅遊研究院によれば、2012年の中国の観光関

連総収入は9.0％増の2.4兆元、外国人の旅行者数は
1.2％増の1億3,600万人、外貨収入は1.3％増の470億
米ドル、中国公民の海外旅行者数は12％増の7,840万
人、16％増の800億米ドルを消費、中国公民の国内旅
行者数は10％増の28億6,000万人、11％増の2.1兆元
と予測されている。中国公民旅行市場が引き続き拡大
する中、JNTOの発表によると春節期を含む2012年1
～2月期合計の中国公民訪日旅行者数は、前年比8.3％
の増加となり、過去最高であった2010年1～2月期合
計より約8,000人上回る22万1,500人と回復してきてい
る。2012年は日中国交正常化40周年であり、2月に日
本政府が実施した『元気な日本』展示会をはじめ、観
光、経済、文化、青少年、留学、スポーツ、医療、地
域間交流の分野においてさまざまな交流事業が実施さ
れる。中国公民の訪日旅行は単に観光･レジャーだけ

第９章
観光・レジャー



264

第
２
部　

各
産
業
の
現
状
・
建
議

ではなく、個人旅行の拡大からも分かるように、その
ニーズは多岐にわたる。40周年をきっかけとしたさま
ざまな取り組みにより、日本の一部の特定地域だけで
はない訪問地の拡大や、中国沿海都市だけではない内
陸地域との交流のほか、医療、ビジネスなどのテーマ
観光の促進、家族や教育旅行の復活などに期待が寄せ
られる。また日中双方の政府の取り組みにより、長年
停滞している日本人の訪中旅行の回復も期待したい。

旅行業の具体的な問題点
外資系企業への規制緩和

東日本大震災以降、訪日旅行市場は低価格の旅行
代金が前提となり、一部の地域に偏った団体ツアーが
より多くなっている。この格安旅行の偏重は、日本を
観光する中国公民に対して、旅行会社が快適な旅行を
提供するサービス品質の保全と逆行する傾向だと考え
られる。拡大が続く中国公民海外旅行市場の中で、
MICE（Meeting＝企業などの会議、Incentive　Travel
＝報奨・研修旅行、Convention・Conference＝大会・
学会・国際会議、Event・Exhibition＝イベント・展示
会・見本市）旅行需要や、ゴルフ、スキー、マリンス
ポーツ、ウエディング、医療などのテーマ別体験型旅
行および留学などは、受け入れ側の体制だけではな
く、送り手側の中国において、学校や生活サポート体
制といった正確な情報配信が必要となっている。既に
長い間、海外旅行の企画・販売に携わってきた外資系
旅行会社のノウハウ、経験を取り入れ、活用すること
で更なる中国人の海外旅行の発展が期待される。外資
系旅行会社に対する海外旅行販売の全面開放と留学生
斡旋について、認可解禁の進展が待ち望まれる。

中国ディスティネーションマネージメントの強化

近年の日本人の訪中旅行の減少は喫緊の課題であ
る。中国は数多くの民族が育んでいる文化や40カ所の
世界遺産が有り、世界有数の観光資源国といえるが、
十分なディスティネーション開発、プロモーションが
行われているとは言い難い。日本市場においても旅行
代金ありきの企画が多く、中国の魅力を充分に伝えき
れていない。またビジネス需要が伸びており、MICEを
きっかけとする中小企業の渡航需要がある一方で、中
国の見本市･展示会の品質にはバラつきがあり、継続的
な発展に対する課題の一つだといえる。一部の沿海都
市のみならず地方都市も含めた発展のためにも、日中
国交正常化40周年というタイミングを機会に今一度原
点に立ち返り、観光・ビジネスなどの面から、中国の
地域ごとの需要を整理する必要がある。広告宣伝によ
る認知、各種体験・交流ツアー、旅行会社・MICE等に
対する奨励など、官民一体となって対策を講じること

が求められている。

＜建議＞
①-2011年は外資系合弁旅行会社3社に対する中
国人への海外旅行販売が試験的に認可される
などの進展が見られた。今後も拡大が続く中
国公民海外旅行市場において、より一層、Ｍ
ＩＣＥや個人旅行および医療観光、留学など
顧客の高度なニーズを十分に満たすノウハウ
が必要となる。ついては、外資系合弁旅行会
社のみではなく、外資系旅行会社に対する海
外旅行の全面開放を要望したい。また中国で
の外資企業への留学斡旋についての認可解禁
も合せて要望したい。

②-東日本東北大震災後、落ち込んだ訪日旅行市
場も2012年の春節期には回復の傾向があっ
たが、日本の東北地方への旅行は未だ敬遠さ
れている。日本側も一部の重大な被災地以外
は放射能の心配も無く旅行を楽しめる事を発
表している為、東北地方への旅行支援を要望
したい。

③-数多くの世界遺産や56の民族が多彩な文化を
育んでいる中国は豊かな観光資源を有してい
るが、日本人観光客の減少は喫緊の課題。こ
れは旅行業関係者の努力不足も真摯に反省し
なければならないが、地域ごとのディスティ
ネーション開発、プロモーションの他、各
ディスティネーションを跨いだルートやテー
マ旅行の開発、ＭＩＣＥに適したホテルや施
設、見本市・展示会の品質の整備・体系化な
ど、地域ごとの需要を整理した上で官民一体
となった取り組みが必要である。中国の観光
ディスティネーションの強化を要望したい。

④-2011年の建議にもあるように、せっかく旅
行しても、訪問先で安全な品物を良心的な価
格で安心して買い求める場所がほとんどな
い。『地域興し』発信基地として、その土地
の物産品開拓とその売上で経済効果を上げな
がら知名度アップが図れる観光物産販売セン
ターの開発に取り組んでいただきたい。

⑤-旅行で訪れた不慣れな土地の観光、食事、買
い物、移動をより楽しく体験できる為に、優
秀な観光ガイドは必要である。現在、観光ガ
イド人口の減少は問題であり、将来の担い手
を確保する為にも、観光ガイド業界への支
援、ガイド養成を要望したい。
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２. ホテル

2011年外国人入境者数動向
中国ホテル業界へ大きな影響を与えた2008年秋

の世界経済危機より2009年下期以降回復を辿り中
国国家旅遊局の統計によると2009年～2011年にか
け毎年中国における外国人総入境者数は増加する結
果となった。2011年都市別の外国人入境者数につ
いては、上海が最も多く554万人、北京447万人、
広州276万人となり、上海、広州、青島、大連の入
境者数については前年比にて90％台となるも他の都
市においては前年を上回った。また2009年比較に
おいてはすべての都市において外国人入境者数が大
幅に増加した。

主な都市の外国人入境者数数は下記の通り。な
お、それぞれの数字には香港、マカオ、台湾の同胞
中国人は含まれていない。

都市名 2011年-
入境者数

2010年-
入境者数

2009年-
入境者数

11年
/10年
増減率
（％）

11年
/09年
増減率
（％）

北京 4,474,101- 4,216,250- 3,429,198- 106.1 130.5
天津 1,836,649- 1,530,461- 1,305,772- 120.0 140.7
大連 1,038,050- 1,047,343- 947,705- 99.1 109.5
上海 5,549,900- 5,931,211- 4,390,495- 93.6 126.4
蘇州 1,670,290- 1,472,251- 1,160,336- 113.5 143.9
杭州 2,108,263- 1,878,528- 1,572,838- 112.2 134.0
青島 807,448- 826,628- 801,424- 97.7 100.8
広州 2,762,730- 2,944,400- 2,311,843- 93.8 119.5
深セン 1,712,002- 1,675,800- 1,463,808- 102.2 117.0
珠海 581,651- 567,300- 478,622- 102.5 121.5
桂林 1,037,220- 897,491- 751,126- 115.6 138.1
西安 886,276- 732,065- 616,090- 121.1 143.9
重慶 1,326,135- 1,039,598- 847,967- 127.6 156.4
成都 895,376- 542,200- 439,993- 165.1 203.5
昆明 772,024- 666,361- 561,620- 115.9 137.5
他都市
も含め
た総数

33,785,760 31,322,227 25,467,349 107.9 132.7

2011年中国ホテル業界の市場
2010年から2011年にかけ上海と杭州の客室平均

稼働率を下げた主要因は2010年に開催された上海
万博による特別需要となるが、各都市においてこの
数年、引き続きホテルの供給数は増加したものの中
国国内の利用者数並びに外国人入域者数が毎年増加
しおり、2009年から2011年にかけ各都市は右肩上
がりに大幅に客室平均稼働率を上昇させている。

主要都市平均稼働率（高級ホテル群）
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一方、客室平均単価については2009年より各都
市ともに大幅に減少している。ホテル供給数増に
伴い2010年以降、各都市におけるホテル間の価格
競争が激化していることがここに顕著に現れてい
る。2011年については上海と成都を除き緩やかな
がら客室平均単価を前年より上昇させているものの
2009年レベルの客室平均単価までの回復には至っ
ていない。

中国主要都市別平均客室単価（高級ホテル群）
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(RMB)

上記にも述べたが中国人（富裕層）の利用や外国人
入境者数は増加傾向となるが、ここ数年においても継
続し中国内の開発によりホテルの軒数が飛躍的に増加
し客室供給数過多という状況に加え2011年の欧州金
融危機による世界経済への影響により、特にビジネス
需要において経費削減を目的とした出張費（宿泊代）
の削減によって宿泊するホテルのランクを下げる傾向
は顕著となっている。

その環境下、高級ホテル群は販売価格を下げ直接
競合するホテルをはじめ中価格帯ホテル群の持つ市
場への取り込みをも図り市場を変化させた。
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2012年市場傾向と懸念
2012年の市場傾向については、安定しない世界

経済の環境下大幅な需要増は見込まれずまた2011
年に引き続き需要と供給のバランスが等しくならな
いことより、2012年についても継続しホテル間の
価格競争による競合が継続する年と予想する。

ホテル間の価格競争が激しくなる中、ホテルは人的
サービス、施設の品質向上を基本に独自に持つ特徴を
より活かした「商品の販売」を実施しなければならな
く、また中国において高騰する食材をはじめとする原
価、人件費に各ホテルは直面しており、収益確保のた
めの費用抑制の動きが一層強まると考える。

サービス品質向上に不可欠となる人材の確保並び
に教育については、ホテルの軒数増に伴う人材の不
足に直面して来ており、適切な賃金調整が十分に行
えずサービスレベル維持確保に苦慮することを懸念
している。

＜建議＞
①-現地ホテル社員のサービスレベル向上を目
的とし日本国内から派遣する「多くの経験
を持つ優れた社員」に対し就労ビザ取得資
格として大学卒業以上や大学卒業証書の提
出を義務付ける等厳しい条件の軽減を希望
する。

②-ホテル軒数が年々大幅に増加しているな
か、サービス業を志す学生に対する教育
機関の充実と優秀な社員に対する中国内
外でも活躍できる就職の機会を与えて欲
しい。

③-中国内にてホテル軒数が大幅に増加してい
るなか、星級ホテル評価委員に対する専門
知識向上をはじめとする教育に努めていた
だきたい。
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北京市
中国日本商会は2011年11月14日、毎年開催している

北京市政府幹部との座談会を実施した。商会からは外
資誘致策、交通渋滞緩和策など6テーマ全12項目の改善
要望を提起し、意見交換を行った。後日北京市政府か
らは当方改善要望に対する回答が書面であり、「投資
案件の外貨管理における運用の統一」などで前向きな
回答をいただくなど、具体的な改善に向けた相互理解
が一段と進んだ。その一方で、「外資投資性公司にお
ける設計、エンジニアリング業務の開放の明確化」な
どについては、回答に不明確な点もあり、継続的な対
話を通じた更なる相互理解が必要なものもあった。

2011年の経済状況
2011年の北京市の域内総生産（GRP）は1兆6,000

億元、実質成長率は前年比8.1％増と、全国の9.2％増
を下回った。一人当たりGRPは8万394元（1万2,447
ドル）に増加した。

2011年のGRP成長率は、2010年の10.3％増に比
べ大幅な鈍化となった。その理由として北京市政府
は、「2011年から自動車の購入規制が実施されたこ
と、不動産取引抑制策が一層強化されたこと、首都鋼
鉄の関連鉄鋼企業がすべて市外に移転したためであ
る。これにより約1.9ポイント成長率が押し下げられ
た」とコメントしている。このほか、消費者物価指数
（CPI）は前年比5.6％の上昇と、年初目標の4.0％を大
きく上回った。北京市のCPIは8月に前年同月比6.6％
に達して以降、上昇幅は4カ月連続で縮小し12月単月
は4.4％にまで下落した。

また常住人口は、前年に比べ約57万人増加の2,018
万6,000人に達し、初めて2,000万人の大台を超えた。
内訳は北京市戸籍を持つ常住人口が前年末比1万6,000
人増加の1,277万9,000人、半年以上北京市に常住して
いる外来人口が37万5,000人増加の742万2,000人と、
外来人口の増加が目立った（注１）。2003年に設定
した「北京市都市規画（2004～20）」は、「2020年
までに北京市総人口を1,800万人、外来人口の比率を

10％に抑える」としているが、総人口および外来人口
比率（2011年末36.8％）ともに目標を大きく上回っ
ている。

日本企業による対北京直接投資は、投資性公司（持
株会社）、もしくは管理性公司（統括会社）の設立
申請が相次いだことなどから、前年比89.7％増の7億
7,196万ドルとほぼ倍増した。サービス業を中心に事
業拡大の増資も目立っており、中国での競争力強化と
内販拡大に向けた投資が本格化している。

注１：-戸籍保有人口と外来人口を足すと、北京市が発表
した全常住人口数を超える。北京市統計局2012
年1月19日発表。

在北京日系企業が抱える 
課題・改善要望点
2011年11月14日に実施した北京市政府幹部との座

談会では、以下の改善要望点を提起した。

外資誘致策など
外商投資性公司の経営範囲拡大
外資投資性公司における設計、エンジニアリング

業務（生産設備全般の設計・管理・コンサルティン
グ、調達、販売、保守他）開放を明確にしていただ
きたい。

外資参入規制のさらなる緩和
今後、中国で伸長が期待されるサービス分野、特

に、情報（付加価値サービス）・旅行（独資販売代理
企業設立）・保険（外資ブローカー・生命保険事業へ
の外資出資規制）等の外資規制をさらに緩和していた
だきたい。

剰余金による再投資の場合の投資枠撤廃
外資系企業には資本金の金額と連動した総投資枠の

制限があるため、過去の利益の蓄積である剰余金を活
用して再投資を行おうとしても、資本金をベースとし
た総投資枠の金額を超えて再投資をすることができな
い。総投資枠を増やすためには資本金を増加させる必
要があるので、剰余金による再投資の場合は投資枠を

第１章
華北地域（北京、天津、山東）
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撤廃すべきである。

「中外合弁企業の登録資本と投資総額の比率に関す
る暫定規定」の見直し
1987年に国家工商局より公布された「中外合弁企

業の登録資本と投資総額の比率に関する暫定規定」に
基づけば、投資総額の金額により一定比率の登録資本
金が要求される。これは当時外資系企業に対し、税
務などさまざま優遇策があり外貨が不足していた時代
で、外資誘致による外貨収入効果の観点から一定の役
割があった。ところが現在では、内国民待遇により、
外資に対する優遇策も撤廃されており、中国の外貨ポ
ジションも逆転しているため、同規定の継続可否を見
直す時代が来ている。一方内国民待遇の観点から、内
資企業が上記規定の規制を受けず、外資のみが規制を
受けるというのは不公平な点もあり、実務上既に合弁
事業等を検討する際の阻害要因となっている。同暫定
規定を見直していただきたい。

優良企業への貿易送金の紐付き管理の免除
マネーロンダリングや投機資金の動きを抑える目

的で貿易送金が厳しく管理されていることは十分理
解しているが、現場では書類管理などで膨大な労力
を要している（諸外国では企業の申告を正しいもの
と仮定して扱うが、中国では通関書類など個別の書
類確認まで実施している）。管理状況の良い優良企
業に対しては、こうした紐付き管理の免除を検討し
ていただきたい。

北京市外貨管理局への申請・許可の関係
①投資・増資を管理する外貨管理局の現行の直接投資
システムにおいては、企業が提出した1件目の案件
が許可されない限り、2件目の案件申請ができない
との制限がある。企業自身の計画履行に支障をきた
すこともあるため、複数案件の同時受付ができるよ
うにシステムを改善していただきたい。

②外管局投資管理科への投資案件申請は、窓口担当→
二次チェック担当→主管者（必要に応じ科長）とい
う順になるが、最初のチェックや確認を実施する窓
口担当者のレベルにばらつきがあり、場合によって
は企業の人間が担当者に対して不快感を持って帰っ
てしまうこともある。全体の業務品質の向上および
不快感を与えない対応を行うよう期待している。

研究開発機関の誘致
外資の北京への進出を促進するためには、研究開発

機関の誘致が適していると思われる。その際、必要な
措置の例としては研究者の駐在コスト低減（住居、社
会保険料、所得税）、優秀な学生や研究者の紹介・支
援、研究新区の設立（北京郊外）などが挙げられる。

外国人の社会保険加入

外国人の社会保険加入が法律で規定されたが、日本
人駐在員の場合は日本で社会保険に入っており、中国
で老後を暮らすことや、失業する確率も極めて低い。
また病院も私立の外国人専門の医院を使うことが一般
的であるため、社会保険の対象にもならないことを考
えると、中国で社会保険に入ることの利点を見い出す
のは難しい。従って日系企業にとっては、社会保障協
定が締結されるまでは負担がかなり重くなる。企業業
績にも大きな影響を与えることが予想され、今後の対
中国投資に響くことが懸念される。他方で、社会保険
加入に関する細則は10月15日施行だが、加入時期や
手続きなどで不明な点があるので、運用細則説明会の
早期開催をお願いしたい。

北京戸籍枠の増加

地方出身の優秀な人材確保のため、各企業に提供さ
れる北京戸籍枠の増加を検討していただきたい。

交通渋滞緩和策

交通渋滞、タクシーの圧倒的な不足状態などは、
ビジネス、生活面で多大な悪影響が生じているの
で、至急改善いただきたい。なお、具体的な指摘が
あったのは、北京に向かう「机場（空港）高速」の
渋滞や、五環路の「南皋出口」から「机場舗路」ま
での間における両サイドに駐車している車両の取り
締まり強化である。

【対策の提案】

①-インフラ設備の完備：地下鉄、公衆交通手段、駐車
場を充実、ITS（高度道路交通）システムの導入

②-市民の意識をアップ：安全運転意識、交通ルール遵
守意識など　　　　　　　　　　　　

③-多様な渋滞解決手段：交通ルールの運用（ラッシュ
時の車線の拡張など）、通勤時間のフレックス化、
一方通行路の拡大、駐車場整備、合流点での交通整
理など

地域停電の改善

１年に15回以上地域停電が発生している。かつ、
その通知は前日あるいは当日に通知することになって
おり、仕事の支障、業務の安全性に大きな悪影響が生
じている。至急改善いただきたい。

【対策の提案】

①-地域「供電所」の検査、計画的に工事期間を定め実
施する。

②-検査、工事期間を計画し進めることにより、まとめ
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て工事することができ、検査、工事する回数を減ら
すことができる

③-1カ月前に各関連単位に連絡する。1カ月前に通知
があれば「停電」対策を取り、仕事の支障、業務安
全リスクを回避することができる

大気汚染の改善

北京では青空を目にする機会が近年非常に減少して
いる。社員およびその家族の健康は企業運営にとって
根幹をなすものである。大気汚染を至急改善いただき
たい。

【対策の提案】

①-迅速かつ的確な情報の公開：戸外活動の自粛勧告な
ど、より具体的な情報の発信

②-大気汚染改善策の実施：実施策ならびに実施後の効
果も公開する

北京市政府からの回答

中国日本商会は2011年白書で、北京市政府との話
し合いにより、日本からの中国出向駐在員の本社立替
金の送金問題が進展を得たことを大きな改善点として
記した。

2011年に実施された座談会においても、上記改善
要望に対する北京市政府の回答の中で、1.外資誘致策
の(6)北京市外貨管理局への申請・許可の関係について
は、「担当の人員が限られてはいるが、要望に応える
べく手続きの簡素化と職員のサービス水準の向上を図
る。日系企業に対しては、関連部署の業務状況を監督
するよう希望する」との改善に向けた前向きな回答を
得た。

また4.交通渋滞緩和策については、違法駐車の取り
締まり強化のため巡回要員を増員すること、駐車場の
建設を増加すること、地下鉄などの公共交通建設の加
速、市民意識の向上のための教育活動の実施を一段と
強化するなどの回答を得た。

6.大気汚染の改善については、16段階に分けた大気
汚染防止措置を実施し、石炭使用量の削減、天然ガス
や電気などのクリーンエネルギーへの転換、自動車排
ガス基準の厳格化と老朽車両の淘汰に注力しているな
ど、取り組みに対する具体的な回答があった。

中国日本商会としては北京市の真摯な回答に感謝す
るとともに、引き続き徹底した措置の実施を改めてお
願いしたい。

その一方で、1.(1)外商投資性公司経営範囲拡大につ
いては、市政府が回答で示した法制度の中に当該業種

（設計、エンジニアリング業務）について明確な記載
はなく、(2)外資参入規制の更なる緩和、(5)優良企業
への貿易送金の紐付き管理の免除に関しては、中央政
府の通達を説明するのみで具体的な回答を得られてい
ない。この他、1.(3)余剰金による再投資の場合の投資
枠撤廃、(4)「中外合弁企業の登録資本と投資総額の比
率に関する暫定規定」の見直し、5.地域停電の改善な
ど、回答がなかった項目もある。

＜建議＞
①-外資誘致策に関する要望

（1）外資投資性公司における設計、エンジニア
リング業務（生産設備全般の設計・管理・
コンサルティング、調達、販売、保守他）
の開放につき、明確な規定を示していただ
きたい。

（2）サービス分野、特に、情報（付加価値サー
ビス）・旅行（独資販売代理企業設立）・
保険（外資ブローカー・生命保険事業への
外資出資規制）等の外資規制をさらに緩和
していただきたい。また北京市としての優
遇策の検討・実施をお願いしたい。

（3）剰余金による再投資の場合の投資枠撤廃を
要望したい。

（4）「中外合弁企業の登録資本と投資総額の比
率に関する暫定規定」の見直しを要望した
い。

（5）優良企業への貿易送金の紐付け管理の免除
を要望したい。

（6）研究開発機関の誘致に関し、研究者の住
居、社会保険料、所得税などの駐在コスト
低減や優秀な学生や研究者の紹介・支援・
研究新区の設立などの措置を検討いただき
たい。

②-地方出身の優秀な人材確保のため、各企業
に提供される北京戸籍枠の増加を検討して
いただきたい。

③-交通渋滞緩和策について、違法駐車の取り締
まり、地下鉄・公共バスの路線拡大などのイ
ンフラ整備、市民の交通ルール遵守意識の向
上など、引き続き改善に向けた取り組みを要
望する地域停電の改善を要望したい。

④-大気汚染の改善に向けた取り組み強化を引
き続き要望したい。
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天津市
2011年の天津市の域内総生産（GRP）は1兆1,191

億元と、初めて1兆元の大台を超えた。実質成長率は
前年比16.4％で全国31省市のうち、天津市は重慶市
とともに最も高い成長率となった。一人当たりGRP
についても1万3,392ドルと上海や北京を抜き最も高
くなり、天津市はここ数年、全国で1、2位を争う経
済成長を遂げている。

2011年の経済状況
2011年、全社会固定資産投資額は前年比31.1％

増、工業生産は同29.2％増、全社会消費品小売額は
同18.7％増となった。貿易総額は前年比25.9％増の
1,034億ドルと初めて1,000億ドルを突破した。輸
出は同18.7％増の445億ドル、主要輸出先であるEU
向けが同22.3％増、日本向けが同20.5％増と2割を
超える伸びを示す一方、韓国向けは10.9％増、米国
向けは1.7％増だった。この4カ国・地域が全輸出に
占める割合は53.8％に達する。輸入は同32.0％増の
589億ドルだった。消費者物価指数（CPI）は4.9％
と前年比1.4ポイント上昇したが全国の5.4％を下
回った。商品別にみると、食品（11.4％）、家庭用
品（6.1％）、タバコ（4.8％）、住宅（4.7％）、
衣類（2.1％）などの価格が上昇した。都市部住民
の一人あたり可処分所得は、前年比10.8％増加の2
万6,921元。都市住民100戸あたりの家庭用自動車
保有台数は同4.2台増の20.3台、パソコン保有台数
は同4.4台増の95.6台、携帯電話保有台数は同11.8
台増の217台となった。

2011年の対内直接投資動向
2011年の対内直接投資状況は、契約件数が前年

比7.1％増の634件、契約金額は10.1％増の168.3億
ドル、実行金額は20.4％増の130.6億ドルとなり、
件数は2005年以来の増加に転じた。国・地域別の
投資状況（実行金額）をみると、第1位は香港で
38.7％増の62.7億ドル、第2位は英領バージン諸島
で34.7％増の10.4億ドル、第3位は日本で88.3％増
の10.8億ドルと急増した。日本からの投資は2010
年下半期から増加が顕著となっている。産業別では
製造業の実行金額は前年比14.9％増の57億ドル、
一方サービス業を中心とした第3次産業の実行金額
は25.9％増の72.2億ドルとなり全投資額の55.3％を
占めた。天津市のGRPの55.5％を占め、外資企業の

進出が最も多い濱海新区にある天津経済技術開発区
（TEDA）は増加の理由として、特にTEDAおよび天
津エコシティ内での不動産開発が急速に進められて
いることを挙げている。天津市商務委員会によれば
契約件数634件のうち、1,000万ドル以上は170件
に上った。自動車・同部品や液晶、太陽光、パソコ
ンなどの電気電子分野などで、中国国内需要の拡大
に伴う生産規模の拡大を目的とした投資や増資が増
えている。またTEDAによると11年の日系企業によ
る投資は非常に活発で、特に自動車・同部品企業が
管理機能の拡充や生産拡大を目的に増資をするケー
スが目立ったと言う。

今後の重点施策とエコシティ
天津市の第12次五カ年計画では、航空宇宙、新

世代情報技術、バイオ技術、新エネルギー、新素
材、省エネ・環境、ハイテク設備製造の8大産業を
戦略性新興産業として位置付けている。外資導入を
奨励する分野としては、ハイテク、省エネ・環境、
新エネルギー、現代農業、金融、貿易、物流、住民
サービス分野などが挙げられており、教育、医療な
ど従来規制が多かった分野も、今後は徐々に開放す
るとしている。2012年の経済目標としては、GRP
の12％成長、全社会固定資産投資15％増、全社会
消費品小売額16％増、貿易総額13％増、対内直接
投資（実行金額）12％増、都市部住民の一人あたり
可処分所得10％増、CPI4％前後などを挙げている。

天津エコシティ建設においては日系では製造業や
不動産開発業などがエコシティ建設の一部プロジェ
クトに参入しているが、日本企業の参与はまだ始
まったばかりである。今後エコシティにおける日本
企業のビジネスチャンスは見込まれるが、一方でシ
ンガポールや台湾企業との競争も激しく、日本の技
術力、管理ノウハウなどをどう売り込んでいくか、
また各プロジェクト内容をどう正確に入手するかな
どが課題となっている。

在天津日系企業が抱える 
課題・改善要望点
天津日本人会の会員企業は370社（12年3月20日

時点）に達している。在天津日系企業が直面してい
る主な問題、改善要望は以下のとおり。
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貿易通関

（1）輸入材料の通関時間が長い。天津港に入港
後、工場に入るまで2週間以上かかることも
ある。通関に要する日数を明確化するととも
にできるだけ短縮して欲しい。また通関検査
があった場合の荷扱いが悪いことがある。丁
寧な荷扱いを希望する。

（2）物流園区、保税港区等々の保税地域が設立さ
れているが、従来の保税区の機能が薄れてい
るように感じる。保税区をどの様な位置づけ
としていくのかを聞きたい。

税務会計

（1）税務・会計関連新規定や政策の公布頻度が多
く最新情報が入手しづらい。ホームページに
掲載するだけでなく重要且つ外資企業にとっ
て影響の大きい法規定については、企業に対
する説明会や講習会を開く等、行政サービス
の充実化を希望する。

（2）天津保税区でも物流園区と同様、貨物が区内
に搬入された時点で、増値税の輸出還付が受
けられるように機能が改善されることを希望
する。

労務

（1）60歳以上の就業ビザ取得が困難。技術やサー
ビスに関する技能を持つ人物に対しては条件
を緩和し速やかに就業ビザの発行が行われる
ことを希望する。

（2）労働者の権利保護は十分理解するも不当な長期
病欠、職務怠慢、サボタージュ等、明らかに労
働者側に非がある労務問題について、仲裁や裁
判で労働者寄りの判決が出やすい傾向を感じ
る。公平に判断してほしい。

（3）最低賃金の急激な上昇は企業にとって負担が
大きく、事業計画の変更を余儀なくされる場
合もある。最低賃金は徐々に引き上げるよう
要望したい。

（4）駐在員の就業ビザ更新手続きの際約2週間パス
ポートを預けなければならず、その間、出張
等業務に支障が生じる。手続き期間を短縮す
る、コピー対応を認める、複数年ビザを認め
る等の運用を検討してほしい。

知的財産権

複雑化、巧妙化、小口化する模倣品業者に対する
摘発の強化を希望する。知的財産権を侵害する違法
行為に対する厳罰化を希望する。

省エネ・環境保護

（1）各種産業廃棄物の処理、汚水・排水処理、大
気汚染の問題について天津市政府主導で積極
的に改善に努めていただきたい。

（2）天津市第12次五カ年計画による省エネ･節水･
環境保護の詳細目標値（特に必達目標）、そ
してそれら目標が各開発区や濱海新区等にど
う割り当てられるかの情報を得たい。

（3）省エネ･節水･環境保護に関する優遇政策情報
（入手ルート）を得たい。

物流

（1）昼間、市外ナンバーの貨物輸送車は市内に入
ることができないため、積み替えが必要とな
り、時間的ロス、商品ダメージが発生する。
市外ナンバーの車両に関する制限を緩和して
いただきたい。

（2）交通通行規制情報を事前に提供してほしい。
道路工事の際は迂回路を明確にしてほしい。
不正トラック（積載、高さ、長さオーバー）
の取締りを強化してほしい。

その他

（1）正規タクシーが何倍もの料金を要求してくるこ
とがある。また白タクも多い。メーター使用の
徹底、白タクの取り締まりとともにタクシー台
数を増やすことを要望する。

（2）交通渋滞緩和策を講じていただきたい。交通
規則やマナー違反者の取り締まり強化、マ
ナー向上などの啓蒙活動をしていただきた
い。地下鉄網の早期整備と詳細な開通時期・
計画の開示、空港や鉄道駅までの公共交通機
関の更なる整備と充実、市内とTEDAを結ぶ
交通手段の拡充を希望する。

（3）労働和社会保障局、出入境管理局の混雑の改
善を希望する。1-2時間並ぶこともよくあり
対策を講じてほしい。例えば、書類不備や誤
記入を事前に相談できるインフォメーション
デスクを設置する、-窓口を増やすことなどが
考えられる。



282

第
３
部　

各
地
域
の
現
状
・
建
議

＜建議＞
①-輸入通関に要する日数を明確化するととも
にできるだけ短縮してほしい。また通関検
査時の丁寧な荷扱いを希望する。

②-保税区を今後どの様な位置づけとしていく
のかを聞きたい。

③-税務・会計関連新規定について外資企業に
対し影響の大きい法規定は、説明会や講習
会を開いていただきたい。

④-天津保税区でも物流園区と同様、貨物が区
内に搬入された時点で、増値税の輸出還付
が受けられるように機能が改善されること
を希望する。

⑤-60歳以上の就業ビザ取得条件の緩和と-
速やかな発行を希望する。

⑥-日本人駐在員の就業ビザ更新手続きの際、
パスポートを預けなければならない。出張
等の業務に支障をきたすため、手続き期間
を短縮する、コピー対応を認める、複数年
ビザを認める等の運用を検討していただき
たい。

⑦-模倣品業者に対する摘発の強化、知的財産
権を侵害する違法行為に対する厳罰化を希
望する。

⑧-産業廃棄物の処理、汚水・排水処理、大気
汚染対策について市政府主導で積極的に改
善に努めていただきたい。

⑨-第12次五カ年計画による省エネ･節水･環
境保護の詳細目標値および目標の割り当て
先、さらには省エネ･節水･環境保護に関す
る優遇政策情報を得たい。

⑩-市外ナンバーの貨物輸送車両に関する市内
走行制限を緩和していただきたい。

⑪-交通通行規制や迂回路の情報を事前に提供し
てほしい。不正トラック（積載、高さ、長さ
オーバー）の取締りを強化してほしい。

⑫-正規タクシーのメーター使用の徹底、白タ
クの取り締まり、タクシー台数を増やすこ
とを要望する。

⑬-交通渋滞緩和策、交通規則やマナー違反者
の取り締まり強化、マナー向上などに取り
組んでいただきたい。地下鉄網、空港や鉄

道駅までの公共交通機関、市内とTEDAを
結ぶ交通手段の更なる且つ早期整備と充実
を希望する。

⑭-労働和社会保障局、出入境管理局の混雑の
改善を希望する。
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山東省
山東省は17市から成る人口9,637万人（2011年

末）、2011年の域内総生産（GRP）は前年比10.9％
増の4兆5,429億2,000万元と、全国第3位である。

消費・賃金
2011年、山東省の社会消費品小売総額は前年比

17.3％増の1兆6,675.9億元だった。製品別の伸び率
は、宝飾品が前年比42％増（総額に占めるシェア
0.96％）、家具が37.1％増（同1.82％）、建築・内
装が33.6％増（同1.34％）、自動車が23.4％増（同
11.12％）だった。家電下郷による販売額は前年比
1.3倍（農村部消費品小売総額の11.57％）、家電
以旧換新では同61.7％増（都市部消費品小売総額の
2.02％）となった。

2011年は宝飾品、住宅・別荘建築に付随する家
具・インテリアおよび家電以旧換新による消費の伸
びが大きかった。

消費者物価指数（CPI）は5.0％（都市部4.7％、
農村部5 . 9％）。うち、食品は11 . 3％（食糧
8.7％、油脂13.2％、食肉22.9％、卵14.7％、野菜
1.2％）、住宅5.8％、煙草・酒3.9％、衣類1.1％、
医療保険等2.5％だった。

平均賃金伸び率は13％、最低賃金基準平均は
26％それぞれ上昇した。また賃金ガイドラインは
15％の引き上げが示された。都市住民一人当たりの
可処分所得は、22,792元（2010年比14.3％増）、
農民一人当たり現金収入は8,342元（同19.3％増）
だった。

都市住民一人当たりの可処分所得は実質で9.3％
上昇したが、食品の値上がり、ローン返済など、庶
民の生活実感として可処分所得が大幅に増えたとい
う実感は少ないようだ。

工業生産・輸出入・ 
固定資産投資・直接投資
2011年の工業生産総額は発表されていない（3

月29日現在）が、業種別の前年比伸び率は発表さ
れている。それによると製造業14.9％増、機械製造
16.2％増、ハイテク産業27.1％増、電子情報産業
19.7％増、バイオ・製薬27.5％増。政府が第12次
五カ年計画で重視するとしている産業の伸び率が、
従来型工業の伸び率を上回る形で発表されている。

また固定資産投資総額は、前年比21.8％増の2
兆6,770億7,000万元となった。うち不動産開発は
26.4％増（対総額のシェア15.34％）、サービス業
は23.8％増（同48.45％）と2割を超える伸びを示
した。またハイテク産業は31.5％増（同12.89％）
と大きく伸長した。

外資による直接投資件数は前年比12.2％減の
1,433件、金額（実行ベース）は同21.7％増の111
億6,000万ドルとなった。国・地域別では、香港
が69億7,800万ドル（全金額に占めるシェアは
62.5％）と最も多く、次いで韓国が8億5,500万ド
ル（同7.7％）、日本が5億2,600万ドル（同4.7％）
だった。業種別では製造業、不動産業向けで全投資
金額の77.3％を占め、その他、農業、鉱業、医薬、
建設、卸小売、不動産、水利・環境、運輸などで5
割を超える高い伸び率を示した。中でも医薬、卸小
売、運輸は今後の市場拡大を見越しての投資とみら
れる。

輸出入額は前年比24.8％増の2,359億9,000万ド
ル。うち輸出額は同20.7％増の1,257億9,000万ド
ル、輸入額は同29.8％増の1,102億ドルとなった。
また地方財政収入は同25.7％増の3,455億7,000万
元だった。

2011年度の動向と2012年の 
展望・重点施策
2011年度の動向（投資環境上の問題）

・- 消費主導による経済発展に向けた構造転換に、必
要な所得の増加について、政府目標に従い集団協
議などの奨励がされ、賃上げの実務部門を企業が
負わされている形。企業サイドは経済発展段階で
の賃金上昇はある程度やむなしとし、冷静に対応
しているが、労働者側の労働協議に関する知識不
足（協議の対象とすべき事項、適切な手順、賃金
の構造や上げ幅を決める妥当指標など）などに起
因し、徒らに騒ぎを起こすなど、対応に追われる
ケースが多数発生している。

・-農村の生活が豊かになったことから、町の工場に
戻って来ない、３Ｋの職場を嫌って定着しない、
といったワーカー不足の状況は継続している。縫
製などでは優秀な職工については、出身地の農村
で働けるよう出張作業場を設ける、委託企業とし
て独立を支援するなど、長年の信頼をベースにし
た、従業員・企業双方にとってメリットある方法
で対応する企業もある。



286

第
３
部　

各
地
域
の
現
状
・
建
議

・-労務コスト、原材料価格、光熱費、行政対応コス
トなどのコスト増については、今後も増加傾向に
あると見込み、拠点の役割の再定義を行うなど、
企業はグローバル展開の見直しを行っている。

・-外国人の社会保険料の徴収に当たって、細則の扱
い・手続きについて、主管部門の文書による適切
な案内がないことから、簡単な行政手続きにも情
報収集に無駄な時間を要した。

・- 説明が不十分なまま赤字企業に、みなし納税を勧め
るなど、背景のわからない課税が散見される。

・-土地管理の厳格化に伴い、予定土地の配分がされ
ず投資計画が遅れるという問題が生じた。

・-客観データでは示せないが、概して青島港の通関
検査はかなり厳格との評判が定着している。福島
第一原子力発電所の事故に関連した食品の輸入制
限について、制限緩和が発表された後も青島港で
は日本食品の輸入は、日本サイドが忌諱し回復が
遅いのは残念。

・-現地化を進めたい企業からは営業人材や経営に参
画できる人材が少ないという悩みが多い。中国人
だけの階層構造をつくってもグループワーク機能
が働かない、人事評価制度をつくっても目標に直
結したことしかやらない、企業経営的視点で仕事
を見ることをせず、企業に利益を還元しながら仕
事を通して自らが成長するといったベストプラク
ティスが育たない、など。

＜建議＞
①-進出企業の多くは中国国内需要に支えられ
業績を伸ばしており、追加投資、新規投
資も増加した。中小企業やサービス産業か
らの関心も高い。中国の経済発展計画に即
し、日本企業の当地域経済・社会への寄
与・貢献はますます拡大しており、双方が
メリットを享受できる空間は拡がってい
る。適切な労使関係、電力・水の安定供給
の維持、原料価格の安定、輸出入手続の迅
速化など、経営環境の維持・安定につき、
地方行政および地方行政を超えた分野にお
いても、企業経営の観点からの留意をいた
だきたい。

②-行政手続き全般において、あらかじめ問い合
わせても、必要手続き・資料の全容が開示さ
れない、何度もやり取りが生じるなど、通常
事務における混乱が依然多い。行政サービス

が空気のように当たり前に進むような、窓口
担当の動機付けにつながるような管理の研究
をお願いしたい。

③-サービス産業の基礎となる人材、実務人材
の育成・供給体制の整備。

④-2011年中、省・市等政府レベルで、進
出地区における日系企業の問題・意見聴
取を行う対話機会があったのはよい取組
であった。今後もこういった機会を設け
てもらうとともに、広範かつ困難な、関
税、通関、税務などの問題についても照
会できる対話チャネルを設置いただきた
い（例えば「代理申し立て」を可とする
貿易・投資に関する苦情申し立ての一元
窓口を設置するなど）。
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2011年、上海市の域内総生産（GRP）成長率は8.2％だっ
た。第三次産業が経済成長を牽引している。2011年は対内直接
投資の伸びが拡大した。また江蘇省のGRP成長率は11.0％の2ケ
タ成長となった。社会消費品小売総額が全国の伸びを上回るな
ど、堅調な成長となった。また対内直接投資も2ケタ増となっ
た。一方、浙江省のGRP成長率は9.0％。第二次産業のウェイト
が高いが、伸び率では第三次産業が上回っている。浙江省では
2011年、固定資産投資、社会消費品小売総額が全国の伸びを上
回った。

上海市の経済動向
2011年の上海市のGRPは前年比8.2%増の1兆9,196億元。産業

別に見ると第三次産業は同9.5%増の1兆1,111億元となり、GRPの
57.9%を占めた。上海市では第三次産業が経済成長を牽引してい
る。一人当たりGRPは82,560元となった。2011年は上海市への
対内直接投資の伸びが著しい。契約額では同31.3%増の201億ド
ルとなり、実行額では同13.3%増の126億ドルとなった。（表1）

表1：上海市の経済動向(2011年)
金額 伸率

ＧＲＰ（域内総生産）（億元） 19,196 8.2
第一次産業（億元） 125 ▲-0.7
第二次産業（億元） 7,960 6.5
第三次産業（億元） 11,111 9.5

1人当たりＧＲＰ（元） 82,560 n.a.
規模以上工業総生産（億元） 31,987 6.4
固定資産投資（億元） 5,067 0.3

不動産開発投資(億元） 2,170 9.6
社会消費品小売総額（億元） 6,777 12.3
消費者物価指数（ＣＰＩ） - 5.2
貿易総額（億ドル） 4,374 18.6

輸出額（億ドル） 2,098 16.0
輸入額（億ドル） 2,276 21.0

対内直接投資契約額（億ドル） 201 31.3
対内直接投資実行額（億ドル） 126 13.3

1人当たり都市部住民可処分所得（元） 36,230 13.8

対内直接投資を産業別に見ると、第三次産業が実行額で同
18.1%増の104億ドルとなり、初めて100億ドルを超えた。構成
比では第三次産業向けが年々増加傾向にあり、2011年は実行額
で全体の82.8%を占めた。上海市は第三次産業への外資の進出が
顕著となっている。

日本からの投資を見ると、2011年の契約額は前年比58.2%増
の20億5,300万ドルとなり、国・地域別では香港に次ぐ第2位と

なった。日本からの直接投資が活発化している。2011年の日本
企業の上海市への進出動向を見ると、最も多くみられるのが各種
製品の卸売・輸出入を行う企業である。取り扱い製品は家庭用品
から工業製品まで多岐にわたる。次に経営・技術などのコンサ
ルティングを行う企業の進出が多い。また、ITサービス企業の進
出も多い。コンピューターソフトウェアやネットワーク技術の設
計・開発・製作、システムインテグレーションなどを行う。その
他、飲食業、物流業、倉庫業、広告業、リース業、介護施設の運
営管理などの日本企業の進出が見られた。

上海市では外資系企業による地域統括本部、投資性公司、研
究開発センターの設立の動きが活発である。2011年は地域統括
本部48社、投資性公司27社、外資研究開発センター15社がそれ
ぞれ新設された。地域統括本部、投資性公司の設立は2009年以
降、年々増加している。これまでの累計では地域統括本部は353
社、投資性公司は240社、外資研究開発センターは334社となっ
た。日本企業の地域統括本部、投資性公司、研究開発センターの
設立の動きも活発である。

江蘇省の経済動向
2011年の江蘇省のGRPは前年比11.0%増の4兆8,604億元と

なった。第二次産業のGRP全体に占める割合が51.5%と最も高
く、同11.7%増の2兆5,024億元となった。一人当たりGRPは
61,649元。社会消費品小売総額が同17.5%の1兆5,842億元で、全
国の伸び（17.1%増）を上回った。2011年の対内直接投資は実行
額で同12.8%増の321億ドルとなった。（表2）

表2：江蘇省の経済動向(2011年)
金額 伸率

ＧＲＰ（域内総生産）（億元） 48,604 11.0
第一次産業（億元） 3,065 4.0
第二次産業（億元） 25,024 11.7
第三次産業（億元） 20,516 11.1

1人当たりＧＲＰ（元） 61,649 n.a.
工業使用電力（億Kwh） 3,385 10.9
固定資産投資（億元） 26,299 21.5

不動産開発投資(億元） 5,553 29.2
社会消費品小売総額（億元） 15,842 17.5
消費者物価指数（ＣＰＩ） - 5.3
貿易総額（億ドル） 5,398 15.9

輸出額（億ドル） 3,126 15.6
輸入額（億ドル） 2,271 16.3

対内直接投資契約額（億ドル） 596 4.8
対内直接投資実行額（億ドル） 321 12.8

1人当たり都市部住民可処分所得（元） 26,341 14.8

第２章
華東地域（上海、江蘇、浙江）
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2011年の対内直接投資を蘇北、蘇中、蘇南の地域別にみる
と、蘇南地域の実行額が209億ドルと最大で江蘇省全体の65.2%
を占め、伸び率は前年比12.8%増と、江蘇省の投資額の増加を牽
引している。蘇北地域の実行額は同19.8%増と伸びが最も高く、
金額も56億ドルとなり、蘇北地域の投資額のウェイトが年々高
まっている。都市別に見ると、江蘇省の中では蘇州市への投資
額が最も多く、実行額で90億ドルだった。一方で南京市が前年
比33.3%増（36億ドル）、常州市が同24.9%増（31億ドル）と、
2011年の江蘇省の投資額の伸びに大きく貢献している。蘇北地
域では淮安市が同54.1%増（16億ドル）となり、3年連続で高い
伸びを示している。また徐州市も同44.7%増（15億ドル）と大幅
に増加した。

江蘇省では、製造・販売拠点の設立・拡充に関する投資が多
く見られた。また卸・小売、物流、住宅販売、医薬・医療関連の
分野への投資も見受けられた。

浙江省の経済動向
2011年浙江省のGRPは前年比9.0%増の3兆2,000億元となっ

た。産業別では第二次産業がGRP全体に占める割合が51.3%と
最も高く、前年比9.1%増の1兆6,404億元となったが、伸び率で
は第三次産業が同9.4%増と最も高くなった。一人当たりGRPは
58,665元。固定資産投資は同24.8%増の1兆4,290億元と全国の伸
び（23.8%増）を上回り、また社会消費品小売総額も同17.4%増
の1兆1,931億元で、全国の伸び（17.1%増）を上回った。2011
年、浙江省への対内直接投資は実行額で前年比6.0%増の117億ド
ルとなった。（表3）

表3：浙江省の経済動向(2011年)
金額 伸率

ＧＲＰ（域内総生産）（億元） 32,000 9.0
第一次産業（億元） 1,581 3.6
第二次産業（億元） 16,404 9.1
第三次産業（億元） 14,015 9.4

1人当たりＧＲＰ（元） 58,665 7.1
工業使用電力（億Kwh） 2,383 9.9
固定資産投資（億元） 14,290 24.8

不動産開発投資(億元） 4,494 48.5
社会消費品小売総額（億元） 11,931 17.4
消費者物価指数（ＣＰＩ） - 5.4
貿易総額（億ドル） 3,094 22.0

輸出額（億ドル） 2,164 19.9
輸入額（億ドル） 930 27.3

対内直接投資契約額（億ドル） 206 2.7
対内直接投資実行額（億ドル） 117 6.0

1人当たり都市部住民可処分所得（元） 30,971 7.5

2011年の対内直接投資を都市別にみると、杭州市の実行額
が前年比8.4%増の47億ドルとなり、浙江省全体の約40%を占め
た。一方で寧波市への投資が活発で実行額は同21.6%増の28億ド
ルと大幅に増加した。2011年、浙江省への日本企業の進出動向
としては、自動車部品、電子部品、事務機器、環境関連設備、食

品などの製造・販売拠点や損害保険、倉庫業、家電リサイクル、
大規模商業施設などの進出が見られた。

具体的問題点、改善要望
外国人就業者の社会保険強制加入に対する経過措置の導入

外国人就業者の社会保険加入義務付けに異議を唱えるもので
はないが、これにより、進出企業にとっては大きな負担増となる
ことが不可避である。日本と中国での社会保険料の二重払いを防
止するとともに、失業保険及び生育保険に係る保険料受給が困難
との懸念を排除するため、社会保険協定の締結・発効までの間、
強制加入に関する経過措置を導入していただきたい。

電力制限規制の撤廃並びに制限時の事前通知の徹底

2010年に続き2011年も一部の地域で電力制限が行われた。企
業が生産効率を上げ経済発展への貢献を確実なものとするために
も、企業に対する電力制限を行わないようにしていただきたい。

万一電力の供給制限が不可避な場合には、十分な時間的余裕
を持って通知していただきたい。

工場立退きに当たっての十分な情報開示及び補償の確保

上海が第三次産業中心の産業構造へと変化するにつれて、工
場の立退きが求められる事象が増加しつつある。中には政府系開
発会社所有の賃貸工場であるにもかかわらず、立退き理由が明示
されず、かつ極めて低い補償料しか提示されていないケースもあ
る。強制的な工場立退きに当たっては、事前の十分な情報開示及
び適正な補償を行っていただきたい。

行政区間等をまたがる事務所の移転の円滑化

行政区間等をまたがる事務所の移転・撤退に際し、税務署に
よる発票の発給遅延、過去に遡った徹底的な税務調査等の不利益
な行為を受けることがあり、最適な事業体制構築の大きな阻害要
因となっている。このため、華東地域における事業所の移転、事
業の再編が円滑に進められる仕組みを構築していただきたい。

虹橋空港の通関体制の整備

虹橋空港で通関できないため、浦東空港に一旦貨物を運び通
関した後、それを虹橋空港に戻し、日本へ輸送することを余儀な
くされている。貨物輸送のリードタイムを短縮するとともに、多
様な商品を輸出できるようにするため、虹橋空港に通関体制を早
急に整備していただきたい。

輸入通関手続の明確化・簡素化

通関手続に要する時間が長く、手続も煩雑である。HSコード
の見解が担当者により突然変更されることも多い。通関手続に
係る基準の明確化、迅速化及び手続の簡素化を行っていただきた
い。また各税関によって必要な書式が異なっているため、事務手
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続が煩雑になっている。各税関における提出書類の書式を統一し
ていただきたい。

法令制定過程の透明化・明確化

法令が急に制定・改正されたり、行政指導や行政処分の理由
が明確に示されないことが多い。法令を制定・改正する際には、
十分な周知期間を確保するとともに、行政指導や行政処分を行う
に当たっては、明確な理由を示すようにしていただきたい。

内外無差別の規制緩和の徹底

金融を始めサービス産業については、内外企業の差別的な規
制がまだ多い。また新規事業についても原則許認可制となってい
る。国際的都市の一つである上海がグローバル企業を引き付ける
ためにも規制緩和を行うことが重要である。

外貨換金規制の緩和

人民元高が進む中、外貨資本の人民元への換金が規制されて
いるため、企業の資本金が目減りしており、円滑な事業活動の障
害となっている。現行の厳格な外貨換金規制を緩和していただ
きたい。

労働契約法の見直し

多くのサービス業においては土日出勤や祭日出勤が常態化し
ているが、現行の労働契約法においては、これらの場合における
賃金の割増しが求められており、大きなコスト増要因となってい
る。このため、労働契約法をサービス業に適したものとなるよう
見直していただきたい。

流通業における商慣行の見直し

大手流通小売店が入場料を毎年引き上げるという商慣行によ
り、流通コストが上昇している。これは、一部で見られる品質の
劣悪な商品の流通という問題の一因ともなっている。一般消費者
の安全確保と公正かつ自由な競争を確保するためにも、このよう
な商慣行を見直していただきたい。

建設業における分公司設立・納税指導の廃止

各省、市、区における建設工事において、地元政府から分公
司の設立を求められたり、その地区での納税を求められたりす
る。また分公司設立の際に要求される保証金の返還を求めると、
保証金を返還した場合には当該地域で1年間工事を行うことがで
きないとされている。このため明確な法令の根拠に基づかない分
公司の設立や納税に係る指導を廃止するとともに、保証金の返還
に当たっての工事制限を撤廃していただきたい。

放射能発信装置の設置審査の簡素化

昨年から放射能発信装置の設置審査が厳格になり、承認を得
るまでに膨大な時間を要している。事前調査の実施、基準の明確
化等により、審査期間を短縮化していただきたい。

販売事業を兼務する投資性公司に対する再投資規制の廃止

投資性公司は販売事業を行うことが認められているものの、
その収益を国内の再投資に回すためには、企業所得税（10％）
の納付が必要となる。これは内資企業の投資性公司と比較して外
資企業の競争条件が不利となるものであることから、できるだけ
速やかに廃止していただきたい。

政府調達における内外差別の撤廃

インバーター付きエレベーターなど環境にやさしい製品で
あっても、100％中国資本でないと政府調達に参入できない。
政府調達における内外の資本差別を速やかに撤廃していただき
たい。

税関における分抜（ぶんぱつ）手続の合理化

新部品においては分抜認可を得るまでの時間が長くなってお
り、より迅速に認可を受けられるようにしていただきたい。また
分抜申請書の申請期限や年末の受付期限を延長したりするなど、
企業にとってより使いやすい運用としていただきたい。

港湾施設の改善

一部港で鉄鋼が屋外倉庫保管されることにより錆などが発生
しやすくなっている。屋内倉庫を整備するなど港湾施設を改善し
ていただきたい。

就労ビザの発給制限の緩和

60歳以上の者への就労ビザの発給制限により、豊富な経験を
有する有能な人材を活用することができない。このような就労ビ
ザの年齢制限による発給制限は速やかに緩和していただきたい。

行政区間等をまたがる廃棄物処理の円滑化

廃液等のリサイクルを行う際に、本来は環境負荷を減らし環境
保全に寄与する事業であるにもかかわらず、廃棄物の越境許可が
取得できず処理を行えない事態が生じている。全体で見て環境を
害さないリサイクル処理のプロジェクトについては、迅速に越境
許可や許認可をしていただきたい。

非居住者に対する源泉所得税の撤廃

上海の非居住者が上海に持ち込んだ資金を海外に送金しようと
する際に10％の源泉所得税がかかる。国際金融都市としての上海
の発展を図るためには、かかる規制は撤廃されるべきである。
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輸入決済の90日ルールの撤廃

輸入決済の90日ルールは、これを超えた場合に膨大な書類の
添付が求められるなど健全な商取引の妨げとなっているので、撤
回を検討していただきたい。

税務ルールの明確化

税務局に質問をしても、担当者により回答が異なり正確な回
答を得ることが難しい。またメールや文書による回答を得ること
ができない。メールや文書による回答をお願いしたい。

預貸比率規制の緩和

金融機関に対する預金額に占める貸出額の比率制限について
は、預金を容易に集めることの困難な外資系銀行にとってはより
厳しい規制となっている。このままでは日系企業の新たな投資
ニーズに応えられなくなるおそれがあることから、その緩和を検
討していただきたい。

環境規制の徹底

環境規制の適用については、内資企業に対しては十分徹底さ
れていない。この点、環境規制を遵守している外資系企業のコス
ト負担が一方的に大きくなってしまうため、製造コストの公平性
を担保する観点から環境規制を徹底すべきである。

知的財産保護の強化

未だ模倣品・海賊版が流通していることから、知的財産保護
に係る罰則を強化し、また商標登録に係る審査を厳格に行ってい
ただきたい。

ゴミの分別収集の実施

廃棄物の減量を図るため、事務所等から出るゴミの分別収集
を提案したい。

＜建議＞
①--外国人就業者の社会保険強制加入に対して経過措置
を導入いただきたい。

②--電力制限規制の撤廃並びに制限時の事前通知の徹底
を行っていただきたい。

③--工場立退きに当たっての十分な情報開示及び補償の
確保を行っていただきたい。

④--区間等をまたがる事務所の移転が円滑に進められる
仕組みを構築していただきたい。

⑤--虹橋空港に通関体制を整備していただきたい。

⑥--輸入通関手続の明確化・簡素化を行っていただきたい。

⑦--法令制定過程の透明化・明確化を行っていただきたい。

⑧--内外無差別の規制緩和を徹底していただきたい。

⑨--外貨換金規制を緩和していただきたい。

⑩-労働契約法をサービス業に適したものとなるよう見直
していただきたい。

⑪-流通業における商慣行を見直していただきたい。

⑫-建設業における分公司設立・納税指導を廃止していた
だきたい。

⑬-放射能発信装置の設置審査を簡素化していただきたい。

⑭--販売事業を兼務する投資性公司に対する再投資規制
を廃止していただきたい。

⑮--政府調達における内外差別を撤廃していただきたい。

⑯--税関における分抜（ぶんぱつ）手続を合理化してい
ただきたい。

⑰--港湾施設を改善していただきたい。

⑱--就労ビザの年齢制限による発給制限は速やかに緩和
していただきたい。

⑲--区間等をまたがる廃棄物処理の円滑化を行っていた
だきたい。

- 非居住者に対する源泉所得税を撤廃していただきたい。

- 輸入決済の90日ルールを撤廃していただきたい。

- 税務ルールの明確化を行っていただきたい。

- 預貸比率規制を緩和していただきたい。

- 環境規制を徹底していただきたい。

- 知的財産保護を強化していただきたい。

- ゴミの分別収集を実施していただきたい。

21

22

23

24

25

26
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広東省
2 0 1 1 年 の 広 東 省 の 域 内 総 生 産 （ G R P ） は 5 兆

2,673億元、前年比10.0％増。中国全土の11.2％の
シェアを占め、23年連続で一位を誇っている。貿
易・投資は金融危機以前の状況に急回復している。

2011年の経済状況
2011年の広東省のGRP成長率目標は前年比9％

であったが、同10.0％増の5兆2,673億元となり目
標を上回った。広東省は珠江デルタ地域を中心に製
造業が集積し「世界の工場」と称され、第二次産業
のGRPが全体の49.8％を占める。しかし、サービス
産業を中心とした第三次産業のGRPも同45.2％を占
めており、広東省は生産だけでなく消費の規模も大
きい。広東省には労働集約型・輸出志向型企業が多
く、省政府は如何に産業高度化を図るかについて積
極的に取り組んでいる。広東省の９大産業は、IT、
電気機械・専用設備、石油化学、アパレル、食品・
飲料、建築材、製紙、医薬、自動車・オートバイで
ある。広東省政府は自動車、石油化学、鋼鉄などの
先進製造業、ITや医薬などのハイテク産業を重点に
支援している。こうした産業振興策の結果を業種別
生産額ベースでみると、医薬製造業が前年比14.4％
増、IT設備製造業が同18.3％増、環境汚染防止専用
設備が同37.7％増と一定の成果がみられた。また
工業生産数量ベースでみると、3G携帯電話の生産
台数が同87.4％増、LED照明が同66.5％増、発光二
極管（LED）が同54.3％増などハイテク製品の生産
が大幅に増産した。一方、自動車生産台数は166万
9,500万台で同6.9％増、うち乗用車は131万台で同
1.3％減となり、小型車購入補助の終了などが影響
し減産となった。

貿易は、リーマンショックの影響を受け2009年
に輸出額が3,590億ドル、輸入額が2,521億ドルに減
少したものの、2010年以降急速に回復している。
2011年の貿易額は9,134億ドルで前年比16.4％増、
うち輸出額が5,319億ドルで同17.4％増、輸入額が

3,815億ドルで同15.0％増となった。輸出額の６割弱
は加工貿易が占めるが前年比13.0％増であり、一般
貿易の同23.2％増を下回り、加工貿易のシェアが低
下する傾向にある。

2011年の対内直接投資は契約件数が7,035件（前
年比24.7％増）、契約金額が346億9,000万ドル（同
41.0％増）、実行金額が217億9,000万ドル（同
7.5％増）に増加した。リーマンショック以降伸び悩
んだ対内直接投資もここに来てようやく回復しつつ
ある。増加の背景は、案件あたり投資金額規模の拡
大と法人格を有していない来料加工廠の法人化によ
るものである。投資金額規模の拡大については2011
年の広東省の対内直接投資案件で、１億ドルを超え
る案件が71件（前年比97.0％増）に増加した。来料
加工廠の法人化については2011年末までに計4,450
の来料加工廠の法人転換手続が完了（2011年単年度
で2,151社）した。

広東省は、経済が集中する珠江デルタ地域と省
の東部・西部・北部との経済格差の縮小が課題であ
る。この課題と広東省の産業高度化の推進との関係
をみると、珠江デルタ地域に集中する労働力や工場
を省内他地域に移転させ、珠江デルタ地域には高付
加価値型産業を拡大させる戦略を実施している。し
かしこの戦略は急速に進展しているわけではない。
広東省GRP総額のうち、珠江デルタ地域が占める割
合は78.6％、その他地域は同21.4％を占めており、
他地域の占める割合は前年比で0.4ポイントしか増加
していないこと、珠江デルタ地域に存在するサプラ
イチェーンを離れてまで他地域に移転するメリット
を企業が見いだせないことなどが主な理由である。

広東省における日系企業数は、省内各地の日本商
工会会員企業数を合計すると約2,300社である。90
年代の工場建設ラッシュ、04年頃の広州での日系自
動車完成車工場設立ラッシュに伴う日系サプライヤ
の進出時に比べ、現在の進出状況は一服感がある。

第３章
華南地域（広東、福建）
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福建省
2011年の福建省の域内総生産（GRP）は１兆

7,500億元、前年比12.2％増。第二次産業が前年比
16.6％増と顕著な伸びを示した一方、第三次産業が
同8.8％増と鈍化した。投資と貿易が大幅に増加し
成長率をけん引した。

GRP成長率をけん引する固定資産投資は1兆119
億元で前年比27.1％増に増加した。不動産投資の
伸びが顕著で、商品住宅投資額は約1,592億元で同
63.2％増、新規開発住宅面積は同50.3％増となっ
た。また高速道路、飛行場、港湾、火力発電所など
を含む367件の重点プロジェクトに対する投資額は
2,589億元となり総額の25.6％を占めた。社会消費
品小売総額は6,169億元で前年比18.2％増、増加率
は前年並みであった。家具類の販売額が住宅購入需
要に伴い同73.0％増、2010年も前年に比べ65.3％
増であったため２年連続の急増となった。

輸出入総額は1436億ドルで前年比32.0％増となっ
た。輸出は928億ドルで同29.9％増、輸入は507億ド
ルで同36.0％増となり、貿易黒字は421億ドルで前年
より79億ドル増加した。貿易相手国について輸出は
EUが第一位で188億ドル、日本がASEANに次ぐ第4位
であり同21.3％増の66億ドルであった。輸入は台湾が
第1位で86億ドル、日本は米国に次ぐ第5位で同4.5％
減の35億ドルであった。

福建省における進出日系企業数は、在広州日本国
総領事館の調べによると約180社である。2011年
は日本からの投資が増加した。2011年の日本から
福建省への投資は契約件数が25件（前年比13.6％
増）、契約金額が9,700万ドル（同134.1％増）、
実行金額が8,300万ドル（同32.7％増）となった。
国内市場をターゲットにした製造業の投資案件が増
加している。

在華南日系企業が抱える 
課題・改善要望点
貿易・通関上の問題点・要望

（1）製品に対するHSコード番号への当てはめ、商
品検査検疫局の輸出入に対する検査標準が地
域・担当者により異なる。本来HS番号などの
適用は各税関、商品検査検疫局において統一
を周知、徹底してほしい。

（2）税関・商品検査検疫局への照会に対する回答

に従った対応をしたにもかかわらず、担当者
が異なると対応も異なる場合がある。企業が
制度上の質問を文書にて提出した場合は当局
もすみやかに文書にて回答することを要望し
たい。

税務・会計上の問題点・要望

（1）外貨借入総額は外商投資企業の外資借り入れ
枠（投注差）によって規制されているが、同
制度の撤廃を要望したい。

（2）税務局への照会に対する回答に従った対応を
したにもかかわらず、担当者が異なると対応
も異なる場合がある。ついては、企業が制度
上の質問を文書にて提出した場合は当局もす
みやかに文書にて回答することを要望した
い。

加工貿易の問題点・要望

来料加工廠から中国法人への転換に係る問題につ
いて東莞等一部地域においては来料加工廠から中国
法人に転換した後も当該地域の施設整備などとして
総合管理費の名目で当該地域政府より費用を徴収さ
れている。かつ支払については政府の領収書が発行
されないなど乱収費の性格となっている。係る費用
の徴収を直ちに停止することを要望したい。若しく
は施設整備等政府として必要な経費であるのであれ
ば正式に政府から領収書を発行すべきことを要望し
たい。

労務上の問題点・要望

（1）華南地域においては人手不足が益々悪化してい
る。外地戸籍者に対し政府は戸籍を容易に取
得できるようにし、現地戸籍者と同等の社会福
利厚生を享受できるよう制度変更されたが、
今後運用の徹底を要望したい。

（2）広東省、深圳における労使協商関連条例に係
る問題

・-董事会、監査会に職員代表が董事若しくは監査と
して参加することは、外資系企業関連法律との整
合性から問題があるため削除することを要望した
い。

・-労働者の代表に企業の秘密情報を開示する場合の
守秘義務漏えいに対する処罰規定の導入と実効性
の確保を要望したい。

・-紛争が発生した場合、労使双方に同等の権利を確保
するなど、バランスある制度の導入を要望したい。
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・-特定の賃金水準を下回った場合における労使協議の
設定を義務付ける規定の削除を要望したい。

・-賃金交渉の回数を年一回に限定される規定を加え
ることを要望したい。

知的財産権保護に関する問題点・要望

一昨年の10月から9カ月間、全国的に展開した模
倣品撲滅を目的とした｢双打｣専項行動は、大変良い
成果が出ており、各種市場において模倣品が少なく
なった。さらに今年の2月から広東省は独自に｢三
打両建｣専項行動を展開しており、当局が積極的に
知財権保護の取り組みを行っていると評価する。他
方、広東省は広州交易会をはじめとした大型展示会
が多く開催されていること、中国随一の商品集散地
であること、および中小製造業が多いこともあり構
造的に模倣品が製造•流通または世界各地へ輸出さ
れることが多いため、知財権保護活動の継続的な実
施が必要である。各地の工商局、質量技術監督局、
知財産権局、公安局、税関など知財権保護関連部門
がさらに連携をとり、より一層力を発揮されるよう
要望したい。

省エネ・環境保護に関する問題点・要望

水資源の節約、エネルギーと排水低減を促進
するため、近年来、環境保護主管部門が指定産業
に対して廃水回収率の基準を制定した（「広東省
メッキと紙パルプ業界の統一企画実施意見」（粤
環【2004】19号）、「我が省のメッキ業界の統
一企画と基地建設を促進する実施意見」（粤環
【2007】8号）、「我が省のメッキ業界の統一企画
と基地建設を促進する実施意見の補充規定」（粤環
【2007】83号）、これらの関係規定によってメッ
キ、基板、塩酸洗浄、リン酸化、陽極酸化、エッチ
ング、金属塗布、亜鉛熱処理、金属熱処理などの業
務を新設、変更、拡大する企業は、廃水回収率を50
～60％以上にしなければならない。しかしながら、
汚染物の排出濃度と排出量は相互補完的であり、排
出濃度を調整すれば排出量に影響が出るため、廃水
排出量を制限せざるをえない。従って日本と同様に
水質規制に合格した廃水の量は規制しないことを要
望したい。

危険化学品の安全生産許可証に関する 
問題点・要望

2004年に実施された「危険化学品生産企業安全
生産許可証実施弁法」では、危険化学品の生産企業
は品種ごとに安全生産許可証を取得しないと生産活
動が従事できない旨を規定している。広東省の日系

企業が生産施設の変更ではなく生産工程の改善によ
り生産品種を変更したため、許可範囲の追加変更を
広東省条例（粤安監【2007】135号の第3条）に基
づき申請したところ、広東省安全生産監督管理局は
却下した。その理由は「危険化学品生産企業安全生
産許可証実施弁法」に合致しないと記載されている
だけで具体的な是正指導がなかった。こうした事案
は数多く見られ、生産拡大出来ない状況に追い込ま
れている例がある。品種追加に係る安全生産許可申
請について明確な指導が必要と考える。

その他

（1）突然の停電、供電局原因による事故停電、人
為的停電に対する補償を要望したい。

（2）高速道路等の工事情報、政府主催のイベント
等による交通規制に関する情報などが即時に
入手できるよう要望したい。国内物流網整備
においては道路などのインフラ整備だけでは
なく、ITなどを活用した関連情報の即時提供
が必要と提案する。

（3）産業構造の高度化、サービスの向上のために
もITの活用が重要であり、光ファイバー網等
の整備が必要である。特に海外との交信にお
いて容量の大きいIT網の整備を要望したい。

＜建議＞
①-同一製品のHS番号の解釈が地域や担当者
により異なる。国家税関総署から各税関へ
の統一的運用の指示を要望したい。

②税関、商品検査検疫局、税務局に対する照
会を書面で提出した場合は書面でのすみや
かな回答を要望したい。

③外貨借入総額は投注差によって規制されて
いるが、同制度の撤廃を要望したい。

④	来料加工廠から中国法人への転換に係る問
題につき、中国法人転換後に徴収される総
合管理費の撤廃を要望したい。

⑤-外来労働者ら外地戸籍者に対する社会福利
厚生を現地戸籍者と同等に適用し、運用を
徹底することを要望したい。

⑥広東省、深圳における労使協商関連条例に
係る問題

・-董事会、監事会に職員代表が董事若しくは
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監事として参加することは、外資系企業関
連法律との整合性から問題あるため、同規
定の削除

・-労働者の代表に企業の秘密情報を開示する
場合の守秘義務漏えいに対する処罰規定の
導入と実効性の確保

・-争議が発生した場合、労使双方に同等の権
利を確保する等バランスある制度の導入

・-特定の賃金水準を下回った場合における
労使協議の設定を義務付ける規定の削除
（例：「深圳経済特区集団協議条例（改正
草案意見募集稿）」第四十条）

・-賃金交渉の回数を年一回に限定

⑦-土地利用計画において、建設用地使用枠の
可能な限りの拡大を要望したい。また、進
出を検討する日系企業に対して、土地使用
年度計画に基づいて建設が許可されている
建設用地の紹介を徹底されることも要望し
たい。

⑧その他

・-突然の停電、供電局側の原因による事故停
電、人為的停電に対する補償を要望したい。

・-交通規制を導入する際のIT等を活用した関
連情報の即時提供を要望したい。

・-産業構造の高度化を進めるためにも容量の
大きいITの網の整備を要望したい。
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2011年の瀋陽市の域内総生産（GRP）は前年比12.6％増
の5,950億元。大連市は同13.5％増の6,150.1億元。大連の経
済規模は省都瀋陽市を上回る。対内直接投資は両市とも第
二次産業（主に製造業）が伸びている。製造拠点としてだ
けではなく、市場を見据えての進出や再投資が増加してお
り、中でも瀋陽への日系企業の進出が前年比49.8％の大幅
増となった。

瀋陽市の経済動向
・-2011年、瀋陽市のGRPは5,950億元で、前年比12.6％増。

・-規模以上工業付加価値額は前年比16％増の2,900億元。
規模以上工業総生産額は11,600億元で、同25.8％増。瀋
陽は伝統的に製造業が集積する一大重工業地域。瀋陽机
床、北方重工、遠大集団など多くの有力国有企業が存在
する。瀋陽机床の売上高は、業界内で世界一となった。
自動車関連産業の集積もあり、上海GM（瀋陽）北盛汽車
は第三期拡張工事を開始、華晨BMWが追加投資し建設し
ていた新工場はまもなく生産を開始する。

・-サービス産業が成長を続ける。サービス産業付加価値額
は前年比11.5％増。大型のショッピングモール、またオ
フィス・マンション・商業施設が一体となった複合施設
が、複数営業を開始している。支店以上の形態で進出す
る金融機関数は110に達する。観光関連産業収入は663.3
億元で、同28.8％増の大幅増。

・-固定資産投資額は、前年比24.1％増の4,380億元。13年の
国民体育大会開催に向け、渾南新区エリアで関連施設や
インフラの整備が進んでいる。市政府等も同地区に移転
を予定しており、今後も投資は継続する。また、瀋陽経
済区建設に際し、周辺7都市を結ぶ道路や鉄道敷設も加速
化している。なお、投資額10億元以上のプロジェクトは
332件、投資金額は2,235.8億元で、それぞれ同31.7％、
88.9％増。

・-ハルビン－大連間を結ぶ高速鉄道は主要工事が終了。12
年7月に開通予定。開通後は瀋陽－大連間が現在の4時間
から90分に短縮され、ヒト・モノ・カネの流れが活発化
するものと見込まれる。地下鉄は二号線が開通。瀋陽桃

仙国際空港は第三ターミナルの拡張が進む。

・-対内直接投資は実行ベースで55億米ドル、前年比8.9％
増。日本からの投資が同49.8％の大幅増。中国国内市場
開拓を目指す企業、また建築関連企業の進出が目立つ。
日系企業数は、瀋陽総領事館調べによると115社。イン
フラが整備され、東北三省の交通ハブとなり、製造拠点
以外にも消費市場としての魅力を見出す企業が増えつつ
ある。

大連市の経済動向
・-2011年、大連市のGRPは前年比13.5％増の6,150.1億元。
東北三省各都市の中で最大の経済規模をほこる。

・-規模以上工業付加価値額は16.3％増の2,485.4億元。第一
汽車の新エネルギー車両生産基地建設、北車の一期工事
が終了したほか、東北特鋼、中遠造船、グッドイヤーな
どが生産開始。華晨汽車の専用車製造工場、独Grob社の
工作機械生産工場などの建設も始まり、製造業が支柱産
業となっている。

・-サービス業も好調。地場の大商集団は、全国百貨店業
では初めて売上高1,000億元を突破。観光収入は前年比
18.2％増。

・-対内直接投資額は実行ベースで110億ドル、同10％増。
全国に15ある副省級市の中でトップ。日本は実行投資額
第二位で同6.8％増、11億1,900万ドル。新規の大型製造
案件は少なく、国内販売を見据えた既進出メーカーの増
資や再投資が多い。産業別の実行投資金額を見ると、09
年、10年と大きく伸びていた第三次産業は、前年比1.6％
減となり、一方で第二次産業が同38.2％増となった

・-全社会固定資産投資は前年比30％増の4,580.1億元。主に
インフラ建設向け。高速道路、地下鉄、高速鉄道が発着
する大連北駅、国際会議センターなどの建設が進む。紅
沿河原子力発電所の二期工事が加速化している。

・-輸出入総額は585.25億ドル、同16.6％増。内、輸出が同
16.5％増の303.5億ドル。輸出額を品目別にみると、機
械・電気製品が160.26億ドル（同14.7％増）、ハイテク

第４章
東北地域（瀋陽、大連）



306

第
３
部　

各
地
域
の
現
状
・
建
議

製品が40.95億ドル（同1.6％増）。いずれも堅調な伸び
となった。

・-日系企業数は、瀋陽総領事館調べによると1,180社。東北
三省の日系企業の約85％が大連に存在。これまでは加工
貿易拠点だったが、国内販売を視野に入れた製造業の進
出も増加している。

・-東北旧工業基地の振興策や遼寧沿海経済帯の開発計画が
進展。12年3月21日には「東北振興十二五規画」が国務
院の批准を得た。東北地区の要として地区全体の発展を
けん引していく。

具体的問題点、改善要望
貿易・通関

・-従来品とわずかな相違でも輸入審査に長時間かかる。ま
た、荷出し期間の事前明示や期間延長理由などの開示が
基本的にない。

・-税関とCIQの横の連携が少ない。都市間の連携も少なく、
通関地を自由に選びにくい。

・-一時輸入に際しての条件が厳しくなっている（例：税関
担当課長の承認が必要、延長申請期限の前倒し等）。

税務・会計
＜河道工程建設保守費＞
・-突然の実施かつ売上に対する算定で、経営計画が混乱。
関連規定は遼寧省名で発表されているが、省内でも適用
にバラつきがある模様。また、国内でも当該費用の適用
が無い地域や、費用計算方式が遼寧省のそれと比べて軽
減されている地域がある。

労務
＜賃金上昇（急騰）＞
・-最低賃金が高騰。中国人スタッフの賃金が毎年急騰して
おり労務費負担増。コスト競争力が低下している。

＜労務環境＞
・-作業職の募集困難、3K企業や製造業の人手が不足。

・-物価や不動産価格が、同規模の他都市と比べて高く、
人材が流出。北京・上海のような大都市への転職事例も
増加。

・労働争議案件の増加。

都市インフラ
＜交通、道路関連＞
・渋滞の深刻化。交通インフラが不十分で、駐車場も不足。

その他

・-電力供給が不安定（原因不明の瞬間停電等が発生）。

・-外資系企業や外国人への優遇措置（人件費・各種税金）
がなくなり、経費が上昇。毎年、新たな税金（河道工程
建設保守費等）などが追加徴収され、経営環境は悪化。

・-企業に負担を強いる新しい政策等について、企業への事
前説明、パブリックコメント制度が少ない。

＜建議＞
①貿易・通関

・-迅速な審査実施。更なる通関電子化の推進。

・-市内税関・CIQなどの連携、ならびに他都市税関
などとの横の連携を強化し、各種手続方法や規定
の解釈を共通化する。どの都市でも輸出入が簡易
に行える仕組みを構築する。

・-「一時輸入」に対する条件を元に戻す。

②税務・会計

・-突然の実施及び一方的な遡り追加徴収の取りや
め。徴収率の軽減及び赤字会社への徴収免除。

③労務

・-経済実態に見合った賃金政策の提示（最低賃金の
引き上げ抑制、昇給率抑制の指針作成）。

・-労働者募集環境の整備。

④都市インフラ

・-ITS（Intelligent-transport-systems）の導入。

・-適正なインフラ整備。駐車場の整備。

・-交通規制と運転に関する教育活動の実施。

⑤その他

・-停電の場合の事前連絡、予期せぬ停電の場合は事
後でも原因説明及び再発防止。予防措置（代替シ
ステムなど）の構築。

・-優遇措置の拡大。一方的な遡り徴収、追加徴収は
せず、企業へ事前に要望をヒアリング。

・-新政策に関する企業への説明、指導の場を設置。
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武漢市（湖北省）
2011年5月に、武漢日本商工クラブ、ジェトロ武

漢事務所は武漢市政府幹部との投資環境改善に関す
る座談会を実施した。武漢市人民政府は、2010年2
月に市長に就任した唐良智市長が先頭に立ち、「武
漢市の10大課題の解決」を謳った取組みを強化（表
１参照）、武漢市民に対する生活環境改善を公約し
ている。武漢市政府は日本企業の投資誘致に積極的
であり、武漢日本商工クラブ、ジェトロ武漢事務所
との投資環境改善に関する意見交換会を今後も継続
して開催する予定である。

表1：武漢市の10大課題の解決-
内容 担当部門

① 人を選ぶ、使うことに-
対する不正取締の強化 武漢市紀律検査委員会等

② 公共サービスの改善、-
効率の引き上げ 武漢市監察局

③ 政部門と傘下の組織-
との完全な分離

武漢市機構編制委員会弁公室、
武漢市発展・改革委員会

④ 低所得者向け住宅の保障 武漢市住宅保障・住宅管理局等
⑤ 環境衛生面での改善 武漢市都市管理局
⑥ 交通秩序の整備・改善 武漢市公安局交通管理局

⑦ 主要ターミナル（空港、
駅、バス）環境改善

各地区政府、
武漢市交通運輸委員会

⑧ 電気自転車、バイク、-
白タクの取締の強化

武漢市公安局交通管理局、
武漢市交通運輸委員会

⑨ 建築材料を強制的に-
取引させる業者の取締 武漢市公安局

⑩ 無料自転車レンタル-
サービスの向上 武漢市都市管理局等

出所：武漢市政府

2011年湖北省、武漢市の経済状況
2011年の湖北省の域内総生産（GRP）は、前年比

13.8％増の1兆9,594億2,000万元で、住民一人当た
りのGRPは前年比21.9％増の約3万4,000元である。
湖北省武漢市の2011年のGRPは前年比12.5％増の
6,756億2,000万元となった。武漢市のGRPは1991年
以来、21年連続2ケタ成長率を達成、武漢市の域内
総生産は湖北省経済の約35％を占めている。

武漢市のGRPを産業別にみると、第一次産業198
億7,000万元（前年比4.0％増）、第二次産業3,254

億元（同16.4％増）、第三次産業3,303億5,000万
元（同9.6％増）となり、第二次産業、特に工業の
伸びが堅調である。武漢市の住民一人当たりGRPは
6万8,000元と米ドル換算で1万ドルを超えた。また
武漢市の都市一人当たりの可処分所得、農民一人当
たりの純収入は、それぞれ2万3,780元（同14.1％
増）、9,800元（同18.3％増）である。

武漢市公安局、商務局などによれば、2012年3
月時点で、武漢市に長期滞在している邦人数が534
人、日本企業数245社になった。特徴的なのは武漢
に生活する日本人の長期滞在者が増加しており、昨
年の3月に比べ80名の増加となった。

武漢市は中国中部地域の中核都市に位置付けら
れ、急速に道路交通網、高速鉄道、航空網などの東
西南北の交通インフラ整備が進む一方、武漢市への
過度な経済の一極集中化の是正が湖北省経済の積年
の課題の一つともいわれる。

始動する長江中流域都市群（中三角）構想
華南の珠江デルタ、華東の長江デルタ、華北の

環渤海の三大都市群に続き、長江中流域の武漢・長
沙・南昌間の三角地帯を中国の経済発展における4
番目の成長エンジンとして発展させる「中三角」構
想が始動した。域内の交通インフラの整備、経済取
引の円滑化、規制緩和などによって、中国の内需拡
大政策につなげたいとする同構想の進展が、同地域
でのビジネス展開を考える日本企業にとって、新た
なビジネスチャンスとなり得るのか、その動向が注
目される。ここでは、同構想を巡る、最近の主要な
動きと内容を紹介する。

湖北省・湖南省・江西省が戦略的協力
枠組み合意を締結（2012年2月10日）
江西省の鹿心社省長、湖北省の王国生省長、湖

南省の韓永文副省長が「長江中流域都市群構築の加
速に関する戦略的協力枠組み合意」を今年2月10日

第５章
中部地域（湖北、湖南）
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に正式に締結した。同合意は武漢市、長沙市、南昌
市を核心とし、長江沿岸（湖北省武漢市周辺）、環
洞庭湖（湖南省長沙市周辺）、環鄱陽湖（江西省南
昌市周辺）の複数都市を組み合わせ、全体計画を策
定、集約化を通じて省をまたいだWin―Winの協力
関係を構築、中国経済の新たな成長拠点を作り上げ
るというものだ。

この合意では3省の協力のあり方について、対等
かつ協調的、優位性の相互補完、市場による主導と
政府による推進、全体的推進と重点的推進を原則と
すること、また地域発展の戦略・計画・政策を相互
連携し総合交通ハブの建設を進め、産業間の分業・
協力を深めることで、農業、水利、生態系・環境の
保護、観光、ビジネス、文化、教育、科学技術等の
分野での協力を強化していく方針が示されている。

図１：新しい成長の核となる「中三角」

長沙 南昌

鄱陽湖洞庭湖
武漢

河南 江蘇
安徽湖北

浙江

福建江西湖南

広東

海南

台湾

陜西

貴州

広西

上海

重慶

長江中流域都市群ビジネス連絡会議 
で、武漢宣言を採択（2012年2月24日）
この合意を受け2月24日、武漢で長江中流域都市

群ビジネス連絡会議（中文名称：「長江中游城市集
群商務発展聯席会議」）が開催され、中国商務部、
湖北、湖南、江西各省商務庁代表者、企業、在武漢
各国総領事館・外国機構の代表者など約134名が参
加して「武漢宣言」を採択した。「武漢宣言」で
は以下の6つの分野でメカニズムを共同で確立し、
「中三角」構想を推進することが謳われている。

取引・流通一体化メカニズムの確立

3省の規制を緩和して市場を統合し、中国国内に

おける「中三角」市場地位の向上を図る。例えば大
規模商業企業が省をまたいで店舗展開できるように
し、「中三角」が全国的な小売・卸売の中心地とな
ることを目指す。

対外貿易一体化協力メカニズムの確立

3省が設置している対外貿易プラットホームを共
同利用し、海外の法律法規に関する情報収集や海外
市場開拓を推進する。例えば農産物の検査・検疫及
びＥＵ関連法規への対応において協力し、また貿易
企業は、アライアンスを組み、技術・ブランド・営
業網等の点で協力する。

対外投資一体化協力メカニズムの確立

「中三角」企業の海外進出を支援し、対外投資を
支援する共同機構の設置等を推進する。これらの機
構を活用して、海外でのエネルギー資源開発、農業
分野、営業網・海外ブランドの買収などの領域で戦
略的協力を行う。

産業移転受入れの一体化協力メカニズムの確立

長江デルタ、珠江デルタ及び台湾海峡西岸地域か
らの産業移転の受入れを強化する。移転受入れにあ
たり、「中部フォーラム」「中部投資貿易博覧会」等
をプラットホームとして十分に活用する。

通関地・通関一体化協力メカニズムの確立

「長江ゴールデン航路」の優位性を活用し、武漢
新港、九江港及び城陵港のWin-Winの協力関係を推
進する。

ビジネス情報一体化協力メカニズムの確立

「中三角」ビジネス情報プラットホーム（ウェブ
サイト《http://www.rikes.gov.cn/》」等）を創設、
物流・企業誘致・対外貿易・対外投資・通関などの
情報共有を図る。

海外投資、産業移転、投資誘致での 
過当競争を回避
同会議では湖北省、湖南省、江西省の商務庁長が

基調講演を行った。要旨は以下のとおり。

周先旺湖北省商務庁長は、取引・流通制度を一本
化することの重要性を強調、「同域内の商品集散機
能を円滑にするなど、同地域経済発展を支援する環
境の創設が不可欠」と述べた。また沿海部からの産
業移転は、外資企業誘致との緊密な連携が必要で、
各地の産業集積を推進し、競争力のある企業の広域
的協力と産業間の連携を強化すべきであるとの考え
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を示した。

呉宜彪湖南省副商務庁長は、「『中三角』企業が対
外直接投資、海外市場開拓を行う際には、共同で実施
できる部分がある」と述べ、また「外資企業誘致にお
けるリソースをできる限り共有し、充実したプラット
ホームを作るべき」との考えを明らかにした。

伍再謙江西省商務庁長は、農業分野での対外直
接投資について「十分に競争力を生かすべき」との
考えを示した。また同域内の検査・検疫の協調・協
力、通関事務の簡素化、長江沿岸港だけでなく空港
をふくめた3省の通関相互認承による効率の向上を
主張した。

学識経験者等も 
「中三角」発展構想を支援
中国社会科学院都市発展・環境研究所は、「中三

角」には1億1,500万人が住み、巨大な潜在的市場
となっていることを強調している。2010年の長江
中流域都市群の1人当たりの社会消費財小売総額は
わずか10,881元でしかないが、仮に長江デルタの
水準に達することができれば、内需を2兆元増加さ
せると試算する。同研究所は、現在、途中で建設が
中断している高速道路をつなぎ、武漢市、長沙市、
南昌市を中心として道路網を整備し、高速鉄道で3
都市を結び、人の往来をスムーズにすべきと主張し
ている。

中国工程院は、「中国特色都市化路線発展戦略研
究重要コンサルティングプロジェクト」を設置し、
「中三角」の発展構想を推進する。長江中流域都市
群の持つ優位性を活かして資源節約型・環境保護型
社会を確立すべきであり、水資源およびエコ資源の
確実な保護、生態環境の保護社会を確立しなければ
ならないと主張する。一方、同会議に出席した国家
発展・改革委員会地区経済司の范恒山司長は、「中
三角」発展構想を国家戦略へ昇格させるためには、
湖北・湖南・江西3省の優位性を統合する戦略的意義
を共有することが必須と述べた上で、『３省がどの
分野で具体的な政策を連携するのかが鍵になるだろ
う』との考えを示した。

具体的には、范司長は「中三角」発展構想の政策
立案のための３省共同チームを設立し、現在、中央
政府が推進する71の地域発展政策文書の政策的支援
に関する部分を研究し、どれを3省に適用するか、
どの文書について3省独自の提案を行う必要がある
かなどを検討すべきと指摘。条件が整えば、国家発
展・改革委員会地区経済司としても「中三角」構想

の国家戦略への昇格を積極的に支援したいと述べて
いる。

図２：2010年3省基本情報比較
湖北省 湖南省 江西省

省都 武漢市 長沙市 南昌市
面積 18.59万㎢ 21.18万㎢ 16.69万㎢

常住人口 5,723万人 6,568万人 4,456万人
人口密度 308人/㎢ 310人/㎢ 269人/㎢

湖北省

江西省湖南省

出所：国家統計局、各省統計局及び国勢調査データ

表2：主要経済指標3省比較

省

年 2011年

経済
指数 GRP １人当た

りGRP

社会消
費品卸
売総額

都市１
人当た
り可処
分所得

農民-
１人-
当たり-
純收入

対外-
貿易

外商
直接
投資

単位 億元 元 億元 元 元 億-
ドル

億-
ドル

全
国

金額 471,564 (34,999) 183,919 21,810 6,977 36,421 1,160
伸長
率(%) 9.2 (16.7) 17.1 8.4 11.4 22.5 9.7

湖
北

金額 19,594 34,132 7,928 18,374 6,898 335 47
伸長
率(%) 13.8 (22.3) 18.0- 14.4 18.3 29.1 14.9

湖
南

金額 19,635 29,828 6,809 18,844 6,567 190 62
伸長
率(%) 12.8 11.2- 17.9 7.9 10.6 29.6 18.6

江
西

金額 11,587 25,884 3,458 17,495 6,892 316 61
伸長
率(%) 12.5- 11.8 17.9 13.0- 19.1 46.1- 18.8

出所：国家統計局、各地域2011年統計公報を基にジェトロ作---
成。（　）は試算した数値

在湖北省及び湖南省日系企業が抱える
課題・改善要望点
武漢日本商工クラブ（会員数110社）、湖南省日

本人会（会員数183名）、ジェトロ武漢事務所と共
同で、2012年3月に投資環境の改善要望に関するア
ンケート調査を実施、それぞれ18社、2名から回答
を得た。

投資環境改善
サービス分野の解放
不動産仲介業、人材派遣業及び各種ビジネス・コン

サルティング業など、沿海部でも既に外資企業へ開放
されているサービス分野を開放していただきたい。
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各種申請手続の簡素化と明確化
政府部門に対する申請手続等が属人的に処理され

ているため、改善していただきたい。具体的に指摘
があったものは以下のとおり。

①-申請書様式、記入方法及び必要添付資料などが適
切に情報公開されていない。

②-担当窓口に問い合わせをしても対応がまちまち
で、必要以上に時間がかかる。

③-消防検査の実施や合格証発行等の消防関連手続が
必要以上に遅い。

④-建物の建設認可や建設後の安全検査・竣工検査・
房地産証等の審査、申請手続が複雑である。

⑤-暗黙の窓口ルールが適用され、危険化学品取扱免
許の申請を受理されない。

⑥-居留許可取得手続が頻繁に変更される。

⑦-居留証取得申請に添付する健康診断書作成のため
に、武漢市では健康診断を武漢で受診しなければ
ならない。

入札制度
入札手続が必要な案件にも関わらず、入札手続な

しに政府部門が発注することがある。また逆に、業
者が落札したにも関わらず政府干渉により契約でき
ないことがある。公平かつ信頼性ある取引環境を整
備していただきたい。

設備輸入手続
中古機械設備に対する輸入手続が煩雑であるばか

りでなく、当該設備の輸入価格を税関職員が主観的
かつ一方的に判断するケースがある。輸入価格の算
定方法に関するガイドラインを設定し、税関職員の
主観的判断に頼らない運用方法を確立していただき
たい。

貿易取引に係る送金規制
マネーロンダリングや投機資金の動きを抑える目的

で貿易送金が厳しく管理されていることは十分理解し
ているが、商取引上、常態的に発生する立替費用の送
金規制をさらに緩和していただきたい。

技術者（SV）派遣の恒久的施設（PE）課税
設備機械の輸入・据付にあたり、サプライヤーが

SVを派遣することがあるが、そのSVによる技術指
導がPEにあたるかどうかの税務局判断が不安定で、
かつPE認定に数カ月を要している。PE認定に係る
判断の安定化と迅速化を図っていただきたい。

裁判所による不公平な取り扱い
大手企業を被告とする債権回収訴訟はその進展が

遅く、さらに当該大手企業にとって不利な判決が下
された場合にその判決書が当該大手企業へ送達され
ないこともある。このほか、裁判所が特定の企業に
対する債権回収の強制執行に消極的となることや、
強制執行認諾文言付公正証書の執行を裁判所が否認
することもある。裁判所による不公平な取り扱いを
改めていただきたい。

生活環境改善

冒頭記述したとおり、武漢市人民政府は、昨年2
月に市長に就任した唐良智市長が先頭に立ち、「武
漢市の10大課題の解決」を謳った取組みを強化して
いるが、日系企業からも以下のような要望が寄せら
れた。

①-交通規則違反や悪質な交通マナーがもたらす交通
渋滞、タクシーの乗車拒否等は、ビジネス及び生
活面で多大な悪影響が生じているので、至急改善
していただきたい。

②-都市部の幹線道路の質が悪く、安全な走行に支障を
きたしているため、改善していただきたい。

③-使い捨ての紙食器が大量に使われており、かつその
紙食器はゴミ箱ではなく路上に捨てられている。市
民への意識改革活動を行っていただきたい。

④自動車の排気ガスや建築物の建て替え等による埃
がひどく、他の大都市と比較して大気汚染が甚だ
しい。トラックやバスの排気ガス規制の見直しと
厳格な運用をしていただきたい。

＜建議＞
①-沿海部でも既に外資企業へ開放されている
サービス分野を開放していただきたい。

②-政府部門に対する申請手続等が属人的に処理
されているため、改善していただきたい。

③-入札制度において、公平かつ信頼性ある取
引環境を整備していただきたい。

④-輸入価格の算定方法に関するガイドラインを
設定し、税関職員の主観的判断に頼らない運
用方法を確立していただきたい。

⑤-商取引上、常態的に発生する立替費用の送
金規制を緩和していただきたい。

⑥-ＰＥ認定に係る判断の安定化と迅速化を
図っていただきたい。

⑦-裁判所による不公平な取り扱いを改めてい
ただきたい。
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重慶・四川
2011年、重慶市の域内総生産（GRP）成長率は

16.4％と全国第1位となった。一方で四川省のGRP
成長率も15.0％と高成長となり、全国で天津・重慶
に次ぐ高い成長率を記録した。重慶市、四川省とも
に第二次産業のウェイトが高く、伸びも著しい。
2011年、重慶市と四川省はいずれも貿易総額と対
内直接投資が大きく伸びた。

重慶市
重慶市の経済動向

　2011年の重慶市のGRPは前年比16.4%増の1兆

11億元で成長率は天津と並んで全国第1位とな

った。産業別に見ると第二次産業が同21.8%増の

5,543億元と大幅に増加し、GRP全体に占める割

合は55.4%となった。第三次産業は同10.8%増の

3,624億元でGRP全体に占める割合は36.2%。

　2011年、重慶市は貿易総額と対内直接投資の

伸びが著しい。貿易総額は前年比2.4倍の292億

ドルで、特に輸出額が2.6倍の198億ドルと急増

した。また対内直接投資は契約額が約2.16倍の

135億ドル、実行額は66.0%増の105億ドルと、

契約額・実行額とも大幅増で100億ドルを突破し

た。（表1）

表1：重慶市の経済動向(2011年)
金額 伸率

ＧＲＰ（域内総生産）（億元） 10,011 16.4
第一次産業（億元） 845 5.1
第二次産業（億元） 5,543 21.8
第三次産業（億元） 3,624 10.8

1人当たりＧＲＰ（元） 34,500 15.2
規模以上工業総生産（億元） 12,039 28.2
固定資産投資（億元） 7,632 30.0

不動産開発投資(億元） 2,015 24.4
社会消費品小売総額（億元） 3,488 18.7
消費者物価指数（ＣＰＩ） - 5.3
貿易総額（億ドル） 292 140.0

輸出額（億ドル） 198 160.0
輸入額（億ドル） 94 89.9

対内直接投資契約額（億ドル） 135 116.0
対内直接投資実行額（億ドル） 105 66.0

1人当たり都市部住民可処分所得（元） 20,250 15.5

対内直接投資を産業別にみると、実行額で第三次
産業が前年比56.6%増の69億ドル、第二次産業が同
86.9%増の36億ドルとなった。重慶市全体の対内直
接投資に占めるシェアは第三次産業が65.9%、第二
次産業は33.8%と第三次産業向けの割合が高いもの
の、伸び率では第二次産業がより高かった。

近年、重慶市ではノートパソコンやスマートフォ
ンなどの電子機器の生産拠点の進出が相次いでい
る。またこれら電子機器に使用される電子部品メー
カーの進出も盛んである。重慶市経済信息委員会に
よると、2011年重慶市の電子製造業の工業生産高
は2,017億元で、前年比95.3％増だった。パソコン
の年間生産台数は同13倍の2,548万台に上った。ま
た重慶税関の発表では、2011年の重慶市のノート
パソコンの輸出台数は1,574万台となり、輸出額は
52億ドルに達したという。-

在重慶日本国総領事館によると、2011年12月現
在、重慶市の日系企業数は161社となった。2011
年、日本企業の進出状況としては、電子デバイスの
販売子会社やコンデンサ・電子機器の販売子会社の
設立、金融機関の支店開設、コンビニエンスストア
の店舗拡大などの動きが見られた。

2011年1月に発表された「重慶市国民経済と社

第６章
西部地域（重慶、四川、陝西）
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会発展の第12次五カ年計画綱要」によれば、情報
産業を中心とした戦略型新興産業の発展を加速する
としており、2015年までに、同産業の生産額は1兆
3,000億元を超え、全市工業生産総額の40％を占め
ると見込んでいる。同計画期間中に国内最大のノー
トパソコン生産基地を建設し、1億台の生産規模を
実現。部品と原材料の80%を現地調達で賄う計画で
ある。また、2015年までに国内最大のオフショア
データ開発処理センターの完成を目指している。

2011年7月、重慶市両江新区管理委員会は両江新
区が設立からの1年で、正式契約447件、総投資額
1,954億元を達成したと発表した。両江新区は国際
自動車産業基地、電子情報（IT）産業基地、現代物
流産業基地、クラウドコンピューティングデータ産
業基地、新エネルギー・新材料基地など、8大産業
の発展を推進しており、同年6月には、10年後、年
間1兆6,500億元、現在の重慶市全体の約1.5倍の工
業生産額を両江新区だけで実現するという中長期計
画を発表している。

なお、2011年11月には日系電子企業を中心とし
た工業団地である「重慶日本電機電子産業基地」が
重慶市経済技術開発区に設立された。同産業基地は
総面積3㎢。ノートパソコン、携帯電話端末、モノの
インターネット、クラウド産業、半導体などの電子
産業、家電、自動車部品などの産業を中心に発展さ
せるとともに、新エネルギー設備、省エネ環境保護
設備、新材料等の新興産業も育成する計画である。

四川省
四川省の経済動向

2011年、四川省のGRPは前年比15.0%増の2兆
1,027億元となり、全国で天津・重慶に次ぐ高い成
長率となった。第二次産業のGRP全体に占める割合
が52.4%と最も高く、同20.7%増の1兆1,028億元と
高い伸びを示した。第三次産業のGRP全体に占める
割合は33.4%で、同10.9%増の7,015億元となった。
四川省も2011年、貿易総額と対内直接投資が大き
く伸びた。貿易総額は同46.2%増の478億ドル。う
ち輸出額が同54.2%増の290億ドルとなり成長が著
しい。四川省への対内直接投資は実行額で同55.6%
増の95億ドルとなった。（表2）

表2：四川省の経済動向(2011年)
金額 伸率

ＧＲＰ（域内総生産）（億元） 21,027 15.0
第一次産業（億元） 2,984 4.5
第二次産業（億元） 11,028 20.7
第三次産業（億元） 7,015 10.9

1人当たりＧＲＰ（元） 26,133 15.9
固定資産投資（億元） 15,142 17.7

不動産開発投資(億元） 2,837 29.3
社会消費品小売総額（億元） 7,837 18.1
消費者物価指数（ＣＰＩ） - 5.3
貿易総額（億ドル） 478 46.2

輸出額（億ドル） 290 54.2
輸入額（億ドル） 187 35.3

対内直接投資実行額（億ドル） 95 55.6
1人当たり都市部住民可処分所得（元） 17,899 15.8

四川省への対内直接投資のうち、成都市への投資
額は実行額で前年比34.9%増の66億ドルと四川省全
体の約68.8%を占める。四川省では近年、成都市を
中心に電子機器・電子部品関連の生産拠点の進出が
活発である。

在重慶日本国総領事館の調べによると、2011年
1月現在、四川省の日系企業数は299社。2011年の
日本企業の進出状況としては、自動車用・産業用
フィルタの製造・販売会社やコンデンサ・電子機器
の販売子会社などの設立があった。また総合ギフト
ショップとして成都双流国際空港への物販店舗の出
店もあった。

2011年4月、成都市第15回人民代表大会で決定
された「成都市国民経済と社会発展の第12次五カ
年計画綱要」では、IT産業、ハイテク技術産業等の
現代化産業体系を構築するとともに、現代製造業を
発展させるとしている。また、成都市人民政府は、
2011年7月、「成都クラウドコンピューティング応
用と産業発展の第12次五カ年計画綱要」を発表。
成都市においてクラウドサービスに関する技術、応
用、産業を確立し、2015年までに産業規模を3,000
億元に引き上げ、世界最大のサービス拠点、端末製
造基地を目指すという。また、成都市の天府新区と
高新西区にクラウドサービスと端末製品の製造拠点
を集約。総合保税区に成都国際データ保税港を建設
することによって、成都クラウドコンピューティン
グ産業発展基地を確立するとしている。

2011年12月、四川省天府新区の起工式が成都市
双流県で行われた。天府新区の計画面積は1,578k
㎡。うち成都市が1,293k㎡、資陽市が191k㎡、眉
山市が94k㎡を占める。天府新区では、製造業を中
心として先端的サービス業を集中させ、「宜業、宜
商、宜居」（良い事業、良い商業、良い居住）を備
えた現代化新区を建設するという。起工式ではプロ
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ジェクト150件が着工。投資総額は約2,200億元に
及ぶ。

具体的問題点、改善要望
各種行政手続きの簡素化の実現
外商投資型の会社設立に際しては、業態によりさ

まざまな手続きが必要で、特に中小企業にとっては負
担となることが懸念される。外国語に対応したワンス
トップセンターの設立等を含め、日本の中小企業がよ
り容易に投資できる環境整備をお願いしたい。

電力の安定供給体制の整備
冬季など電力事情が厳しい時期には制限措置が

実施され、生産活動に支障が出ている。生産計画に
見通しを立てて投資活動を確実なものとするために
も、電力の安定供給を実現するなど、し今後の具体
的な見通しを示していただきたい。

長期就労ビザの発行
ビザの書換え期間中はパスポートを預けねばなら

ず、出張など企業活動にも一部影響が出ている。多
くの企業の外国人が長期在留資格を得られるよう配
慮いただきたい。

＜建議＞
①-各種行政手続きの簡素化を実現し、外商投
資企業向けのワンストップサービスの窓口
を設立して欲しい。

②-電力の安定供給体制を整備し、今後の供給
見通しについてもプランで示していただき
たい。

③-就労ビザについて、より多くの方が長期在留
資格を取得出来るよう配慮いただきたい。
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陜西省（西安市）
西安市は陜西省の省都であり、西北地域最大の

都市（副省級）である。以前の西安は域内総生産
（GRP）に占める重工業の割合が非常に高く、特に
軍需産業などの特殊工業がその中心を担っていた。
しかし近年では、ソフトウエア産業、ハイテク科学
技術、航空・宇宙技術、サービス業などが注目され
ている。

西安日本人クラブと日本貿易振興機構は2011年9月
27日、西安市政府幹部との意見交換会を実施した。
日本側からは生活環境、貿易通関、税務会計など6分
野全24項目の改善要望と提言を行い、意見交換を実
施した。今後も継続的な対話を通じ更なる相互理解
と投資環境改善に繋げていくことになっている。

2011年の経済状況
　2011年の陜西省および西安市の域内総生産

（GRP）はそれぞれ1兆2,391億元、3,864億元、

実質成長率は前年比13.9％増、13.8％増と何

れも2ケタ成長となった。一人当たりGRPは3万

3,142元（5,130ドル）、3万8,343元（5,936ド

ル）となっている。

　西安市の全社会固定資産投資額は前年比30.2

％増の3,352億元、うち第一次産業向けは同22.2

％増の72億元、第二次産業向けは同21.3％増の

483億元、第三次産業向けは同31.8％増の2,724

億元と第三次産業の伸び率が高く、第三次産業向

け投資額は陝西省の48.6％を占める。全社会消費

品小売額は、前年比20.1％増の1,935億元、陝西

省に占める割合は51.8％となっている。西安市の

対内直接投資の実行金額は前年比28.0％増の20

億ドルと、伸び幅は2010年に比べ1.8ポイント拡

大、陝西省に占める割合は8割を超えた。西安市

の輸出は前年比9.2％増の58億ドルと、2010年

の59.5％増から大幅に鈍化。輸入は、同33.5％

増の68億ドルと、伸び幅は2010年に比べ4.3ポ

イント拡大した。陝西省の輸出の82.9％、輸入の

89.5％を西安市が占めている。

西安市の近況
西安の古称は「長安」であり、古くは政治、経

済、文化の中心都市であった。今日の西安は高新技
術産業開発区や国際港務区など「4区2基地1港」と
総称される開発区が設置されており、西安の経済を
けん引する重要な原動力となっている。

「関中・天水経済区発展計画」は国務院が主導
する西部大開発における三大重点経済区の一つで、
陝西省と甘粛省を中心に経済区を開発し内陸部西北
地区の経済発展の中心地とする計画である。同計
画において西安市は核と明記されており、経済区
の目標として2020年までに人口3,100万人、GRP1
兆6,400億元、一人当たりGRP53,000元を掲げてい
る。同計画の中核となるのは「西咸新区計画」で上
海浦東、天津濱海、重慶両江に続く４つ目の国家級
新区として、多額の投資が計画されている。重点
産業分野としては、航空、設備製造、資源加工、
文化、観光、現代サービス業（物流、流通、金融な
ど）の6つが挙げられている。同新区については、
今後さまざまなプロジェクトの進展が見込まれてい
るが、現時点では具体的な開発プロジェクトの内容
が明らかになっていない点も多く日系企業は様子見
の状況である。同新区の中心となる陝西省は豊富
な農産物、地下資源（北部は石炭、石油、南部は金
属）を抱える。また西安市は世界的観光都市のほか
北京、上海に次いで大学が多い都市としてソフト面
の魅力も有しており、今後中国経済の新たな成長地
域として期待される。なお、2012年中には日本国
西安出張駐在官事務所が開設されるほか、新空港も
開港予定となっている。

在西安日系企業が抱える 
課題・改善要望点
2011年9月27日に実施した西安市政府幹部との

意見交換会では、主として以下の改善要望点を提起
した。

生活環境改善

（1）タクシーの台数は増えているが、まだ不足し
ているので更に台数を増やしていただきた
い。理由もなく乗車拒否されることや、メー
ターを使用せず交渉で価格を決めようとする
ことがあるので、改善の手段を講じていただ
きたい。外国人向けの専用予約電話サービス
を設置していただきたい。
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（2）レーン増や立体交差などの抜本的な交通渋滞
緩和策を講じていただきたい。交通規則やマ
ナー違反者の取り締まり強化、交通規則遵
守、マナー向上、交通教育などの啓蒙活動を
していただきたい。歩行者安全のため、歩道
橋や地下道、歩行者道を新設、増設していた
だきたい。地下鉄網の早期整備と空港や鉄道
駅までの公共交通機関の更なる整備と充実を
希望する。

貿易通関

（1）少量の輸入にもかかわらず、検験、検疫の手
続きが煩雑で時間がかかるため簡易化を検討
していただきたい。また、手続きの目安時間
を明示していただきたい。

（2）海運に関して西安は内陸部であるためコンテ
ナ手配が難しい。例えば鉄道海運連絡方式で
は西安駅のコンテナを利用できるが、トラッ
ク輸送で西安→天津港或いは上海港→海外へ
輸出する場合コンテナ手配が難しい。又は費
用が相当高く困っている。空運に関して西安
から海外に空輸する際、航空会社の貨物の扱
いが乱暴であることが原因で破損することが
ある。一次的には貨物取扱員或いは貨物取扱
会社の問題であり、申し入れはしているが改
善が見られず困っている。これらの問題の解
決、改善策の提案等について政府関連部門か
らのサポートを検討いただきたい。

税務会計

（1）地方税務局の業務処理の所要時間が不明確で
相当時間を要する事がよくある。効率化、迅
速化、処理目安時間の明確化を希望する。

（2）行政サービスレベルは以前より改善されては
いるが、税務局の担当者の中にはかなり横柄
な態度で接する人がいる。明らかに担当者に
問題がある場合、通報する制度の設置或いは
周知と制度の徹底等行政サービスの更なるレ
ベルアップを希望する。

（3）税務局と各企業担当者間のコミュニケーショ
ン促進のための交流機会を作っていただきた
い。例えば納税信用Ａ類以上の企業に対して
責任者と直接コンタクトできる体制は作れな
いか。一般窓口として12366があるが担当
者によって回答が異なる事がよくあり、あま
り実用的ではない。Ａ類以上の企業に対して
特別な窓口を設置し、それが実用的であれば

企業もＡ類以上を目指すようになる。これに
限らず納税信用Ａ類以上企業に対する優遇措
置、メリットを増やすことを希望する。

労務

外国人就業証や居留許可証の延長手続きに要する
日数をできるだけ短縮していただきたい。また受領ま
での期間が長くその期間も一定していない。指定され
た受け取り期日に取りに行っても、受け取れないこと
もあるため改善していただきたい。延長手続の間パス
ポートが手元にないため出張に行けず業務に支障がで
る。パスポートの原本を窓口で提示すれば後はコピー
で対応する等運用の弾力化を希望する。

省エネ・環境保護

西安市には産業廃棄物を熱や電気のエネルギーと
して転換し「熱回収廃棄物」などに利用する処置が
できる施設がないと聞く。産業廃棄物の有価物化施
設（燃焼させ熱量を取り出す施設、発電施設など）
の設置を行政や企業が積極的に取り組む施策を取る
べきである。

その他

電力供給が不安定。計画的な停電や限電をしてい
ただきたい。予期せぬ停電で不良品が発生すること
もあり企業活動に影響を与えている。工場の安定生
産に不可欠な、電気及び蒸気等ユーティリティーの
安定供給の確保を切に希望する。

＜建議＞
①-タクシーの台数が不足しているので更に台
数を増やしていただきたい。また、理由の
ない乗車拒否や、メーター不使用があるの
で改善を希望する。外国人向けのタクシー
専用予約電話サービスの設置を検討してい
ただきたい。

②-レーン増や立体交差などの抜本的な渋滞緩
和策を講じていただきたい。

③-交通規則やマナー違反者の取締まり強化お
よび交通規則遵守やマナー向上、交通教育
等の啓蒙活動をしていただきたい。

④-歩行者安全のため、歩道橋や地下道、歩行
者道を新設、増設していただきたい。

⑤-地下鉄網の早期整備と空港や鉄道駅までの公
共交通機関の更なる整備と充実を希望する。
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⑥-少量の輸入の場合に、検験、検疫の手続き
の簡易化を検討していただきたい。また手
続きの目安時間を明示していただきたい。

⑦-海運に関して西安は内陸部であるため、コ
ンテナ手配が難しい。又は費用が相当高く
困っている。空運に関して航空会社の貨物
の扱いが乱暴であることが原因で破損する
ことがよくある。これらの問題の解決に向
け政府部門からのサポートを検討いただき
たい。

⑧-地方税務局の業務処理の所要時間が不明確
で、相当時間を要する事がよくある。効率
化、迅速化、処理目安時間の明確化を希望
する。また明らかに担当者に問題がある場
合、通報する制度の設置或いは周知と制度
の徹底等行政サービスの更なるレベルアッ
プを希望する。

⑨-税務局と各企業担当者間のコミュニケーショ
ン促進のための交流機会を作っていただきた
い。また納税信用Ａ類以上企業に対しては、
責任者と直接連絡できる体制を作るなどＡ類
以上企業に対する優遇措置やメリットを増や
すことを希望する。

⑩-外国人就業証や居留証の延長手続きに要す
る日数の短縮、受け取り日の確定、確定し
た受け取り日に必ず受領できることを徹底
していただきたい。また申請期間中はパス
ポートが手元にないため出張に行けず業務
に支障がでる。パスポート原本を提示すれ
ば後はコピーで対応する等運用の弾力化を
希望する。

⑪-産業廃棄物の有価物化施設（燃焼させ熱量
を取り出す施設、発電施設など）の設置を
行政や企業が積極的に取り組む施策を取る
べきである。

⑫-計画的な停電や限電をしていただきたい。
工場の安定生産に不可欠な、電気および蒸
気等ユーティリティーの安定供給の確保を
切に希望する。
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【外資参入障壁】
190

【海上貨物輸送】
82,-86

【外商投資国際貨運代理企業管理規則】
80

【外商投資商業領域管理弁法】
234

【貸出の総量規制】
238

【開発人材】
74,-202

【科学技術】
68,-74,-76,-78,-90,-116,-214,-310,-322

【価格競争】
110,-112,-172,-266,-268

【化学的酸素要求量 (COD)】
58,-60,-118,-138,-160

【加工貿易 ( 来料加工廠 )】
170,-296,-298,-300,-306

【課税再審査請求】
40

【過積載】
82,-86

【家電下郷】
164,-168,-208,-284

【華東】
116,-172,-178,-288,-290,-308

【過当競争防止】
82

【華南】
178,-296,-298,-308

【貨物輸送量】
80,-216,-218

【環境空気整備基準】
58

【環境対策】
82,-158

【環境負荷】
80,-82,-156,-292

【環境保護部】
62,-138,-156,-184

【環境問題】
58,-132,-156

索   引
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【環境ラベル製品の政府調達リストに
関する通知】
90

【関税】
10,-12,-14,-32,-34,-84,-106,-108,-110,-
132,-168,-186,-206,-228,-286

【関税撤廃】
132

【危険化学品】
86,-138,-140,-300,-314

【危険化学品安全管理条例】
138

【危険品】
32,-140

【汽車下郷】
182

【技術・イノベーション】
14,-74

【技術標準・認証】
14,-66

【技術輸出入管理条例】
52,-56

【技術輸出ライセンス手続】
78

【客貨別線化】
82

【旧式生産設備淘汰】
158

【教育費付加】
40

【供給過剰】
164,-190,-198,-218

【協賛金】
224

【強制標準】
68,-70

【許可批准手続き】
156

【寄与度】
16,-190

【居留証】
44,-314,-326

【金融危機】
18,-20,-60,-116,-148,-158,-188,-190,-
220,-230,-266,-296

【金融政策】
20,-24,-26,-28,-236,-240

【QDII( 適格国内機関投資家 )】
254,-256,-258,-260

【QFII( 適格外国機関投資家 )】
254,-256,-258,-260

【経営上の問題点】
22,-30

【経営範囲】
86,-224,-226,-252,-272,-276

【計画外貨物】
82

【計画貨物】
82

【経済構造調整】
18,-24

【経済発展モデルの転換】
18

【研究開発】
14,-52,-54,-74,-76,-78,-160,-186,-200,-
274,-276,-288

【原産地証明】
12,-32,-100,-170,-186

【建造師資格】
122

【公安】
12,-56,-70,-300,-308

【工業情報化部】
62,-182,-184

【工業・情報化部】
136,-158,-160,-192

【航空貨物輸送】
82,-84

【工商行政管理局】

12,-56

【工商局】
102,-274,-300

【工場立退き】
290,-294

【公正】
52,-54,-64,-72,-76,-82,-90,-94,-176,-
190,-228,-234,-292,-314

【公正取引管理弁法】
234

【交通渋滞】
272,-274,-276,-280,-282,-314,-324

【公平】
14,-48,-52,-54,-64,-76,-90,-94,-104,-
152,-170,-186,-228,-274,-280,-294,-
314

【公務用車調達基準】
94,-186

【公路発票】
86

【国際海上輸送】
82

【国際標準】
34,-66,-68,-70,-192,-194,-222

【国内エクスプレス業者】
80

【国内物流】
14,-80,-82,-300

【国民生活】
20,-44,-246

【国連 1958 協定 
( 自動車基準認証国際協定 )】
70

【個人所得税】
12,-36,-40,-176,-198,-200

【コストシェアリング】
40,-180

【国家暗号管理局】
70

【国家科学技術重大大型プロジェクト】
74

【国家基準】
152,-170

【国家自主創新製品認定管理弁法 ( 試
行 )】
76,-90,-92

【国家自主創新製品認定制度】
14,-76,-90,-92,-94

【国家食品薬品監督管理局 (SFDA)】
144,-150

【国家知識産権局】
52,-54,-56

【国家統計局】
16,-110,-120,-130,-164,-312

【国家発展改革委員会】
16,-18,-60,-62,-76,-88,-90

【国家標準】
66,-68,-70,-72,-182,-186

【国家標準化管理委員会】
66

【国家標準化戦略要綱】
68

【固定資産投資 ( 固定資産投資額 )】
16,-18,-120,-130,-154,-156,-160,-278,-
284,-288,-290,-298,-304,-316,-318,-
322

【コンテナ】
82,-86,-190,-214,-216,-218,-324,-326

さ行

【サービス業】
14,-20,-68,-74,-80,-208,-212,-268,-
272,-278,-284,-292,-294,-304,-318,-
322

【サービス貿易】
34,-180

【サービスレベルの向上】
68,-142,-214,-226,-228

【財政赤字】
16,-26
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【再生可能エネルギー】
118

【財政収入】
26,-284

【財政政策】
20,-24,-26,-28

【財政部】
14,-62,-76,-88,-90,-92,-94,-170

【最低賃金】
10,-12,-46,-48,-50,-280,-284,-306

【再輸出】
180,-228

【サプライチェーン】
84,-86,-180,-228,-296

【産業構造の高度化】
300,-302

【産業廃棄物】
280,-282,-324,-326

【三国貿易】
134

【仕入代金】
32

【資源循環型社会】
156

【自国製品優先 ( 輸入品排除 )】
94

【資産運用】
244

【自主創新】
14,-68,-76,-90,-92,-94

【自主的知財権】
76,-90

【自主ブランド】
182

【失業率】
16,-18,-48

【実施細則】
32,-60,-62,-76,-84,-88,-92,-122,-138,-
140,-142,-144

【実用新案】
52,-54,-56,-186

【質量技術監督局】
12,-56,-102,-300

【自動車購入税】
18

【自動車販売】
18,-160,-182,-184

【社会消費品小売総額】
16,-130,-132,-284,-288,-290,-298,-
316,-318

【社会保険】
12,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-176,-274,-
276,-286,-290,-294

【社会保障】
20,-42,-44,-46,-48,-50,-180,-274,-280,-282

【社会融資総量】
24

【上海市】
14,-20,-42,-76,-84,-92,-96,-122,-204,-
212,-230,-288

【就業 ( 労 ) ビザ】
268,-280,-282,-292,-294,-320

【自由貿易】
132,-134

【出資制限】
190

【出資比率】
10,-190,-234,-244,-256

【準備期間】
30,-32,-40,-50,-156,-180

【小・零細企業】
18

【省エネ・環境関連政策】
60,-62,-140

【省エネ・環境関連ラベル制度、省エネ
関連 ( エネルギー効率ラベル制度 )】
12,-62,-64,-170,-176

【省エネ・環境保全関連目標値】
58

【省エネ・環境目標】
106

【省エネ・汚染物排出削減目標】
60,-62,-64

【省エネ製品の政府調達リストに関す
る通知】
90

【商業不動産登記】
126

【消費刺激策】
158,-168,-208

【消費者物価指数 (CPI)】
16,-20,-272,-278,-284

【商標制度】
56

【商標評審委員会】
54,-56

【商標法】
54,-186

【情報開示】
30,-32,-180,-290,-294

【情報技術協定 (ITA)】
12,-34

【情報共有の向上】
32

【情報公開】
56,-60,-62,-142,-314

【情報セキュリティ】
70,-92

【商務部】
12,-60,-62,-80,-88,-108,-110,-224,-228,-310

【商用暗号管理条例】
70,-72,-180

【食品安全法実施条例】
100

【食品安全法】
100,-228

【食品輸入規制】
100,-102,-104

【助成金制度】
52

【新エネルギー】
60,-116,-118,-278,-304,-318

【新化学物質環境管理弁法】
138,-140

【新興国】
18,-162,-216

【人材育成】
68,-118,-198,-200,-202,-228

【人材確保】
198,-200,-274,-276

【人民元クロスボーダー決済】
240

【人民元決済】
176

【人民元建債券発行】
240

【人民元建て対内直接投資】
258

【人民元レート】
26

【CC-IS( 情報セキュリティ認証制度 )】
70

【CCRA】
72

【CIF】
136

【CIQ】
10,-30,-32,-34,-104,-306

【CNAS( 中国適格評定国家認定委員会 )】
134

【CMA( 中国内販試験検査機関 )】
134

【GDP】
16,-18,-22,-26,-58,-60,-80,-88,-106,-
116,-118,-138,-208,-224,-230,-246

【GHS】
138,-140

【GMP】
144
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【スマートグリッド】
118

【スマートシティ】
120

【生活ゴミの無害化処理率】
58

【税関】
12,-14,-30,-32,-34,-40,-54,-84,-86,-88,-
138,-140,-176,-180,-186,-292,-294,-
298,-300,-306,-314,-316

【生産過剰】
18,-168

【生産許可】
102,-104,-150,-300

【生産許可証】
102,-104,-300

【税収徴収管理】
12,-40,-176

【税収年間目標】
14,-84

【製造技術ライセンス】
34

【製造業企業】
20,-22,-30

【成長率】
16,-18,-24,-106,-148,-150,-164,-172,-
216,-230,-232,-246,-272,-278,-288,-
296,-298,-308,-316,-318,-322

【制度運用の透明性】
30

【政府調達】
14,-70,-76,-88,-90,-92,-94,-292,-294

【政府調達促進中小企業発展暫定施行
弁法】
90,-92

【政府調達法】
14,-88,-90,-92,-94

【政府調達法実施条例】
88,-90,-92,-94

【政府調達本国製品管理弁法】
88

【政府調達リスト】
90,-94

【政府目標】
16,-284

【税務局】
34,-36,-40,-50,-122,-126,-128,-170,-
186,-294,-298,-300,-314,-324,-326

【税務当局】
36,-38,-40,-84,-176,-212

【世界経済】
4,-12,-18,-34,-106,-214,-216,-220,-
244,-266,-268

【施工許可証】
120

【設立許可証】
244

【先使用権適用範囲】
56

【先進技術】
14,-62,-160,-162

【全人代 ( 全国人民代表大会 )】
18,-20

【専利】
52,-54

【戦略性 ( 的 ) 新興産業】
60,-66,-68,-74,-118,-192,-278

【相互認証】
14,-64,-176

【増値税】
14,-20,-26,-32,-36,-38,-40,-84,-86,-
108,-134,-170,-186,-212,-280,-282

【属人的】
186,-314

た行

【大気汚染】
58,-118,-132,-276,-280,-282,-314

【第 11 次五カ年計画】
58,-68,-74,-142,-158,-160,-162,-230

【第 12 次五カ年計画 
( 十二五、十二五計画 )】
18,-20,-48,-58,-60,-66,-68,-74,-106,-
108,-116,-118,-120,-130,-136,-138,-
140,-142,-156,-158,-160,-162,-190,-
192,-204,-214,-220,-224,-226,-230,-
244,-278,-280,-282,-284,-306,-318

【対中投資】
4,-10,-12,-30,-84

【WTO】
30,-70,-76,-88,-90,-92,-196,-206,-234,-
242,-248,-252,-256

【WTO 政府調達協定 (GPA)】
14,-76,-88,-90,-92,-94

【地域格差】
40,-122,-248

【地球温暖化ガス】
80

【地球温暖化防止】
82

【知的財産権保護 ( 知的財産保護 )】
12,-52,-62,-64,-78,-132,-134,-212,-294,-300

【知的財産制度】
52,-54

【地方税関】
186

【地方政府 ( 地方当局 )】
4,-10,-14,-40,-66,-76,-92,-94,-96,-140,-
154,-174,-186,-190,-200,-238,-244

【地方政府融資プラットフォーム】
238

【地方税務局】
186,-324,-326

【馳名商標】
54,-56,-186

【中央経済工作会議】
18,-28,-236,-240

【中央政府】
12,-14,-48,-50,-52,-76,-92,-94,-120,-
122,-138,-174,-178,-180,-190,-218,-
258,-276,-312

【中古機械設備】
314

【中国強制認証 (CCC) 制度】
70

【中国銀行業監督管理委員会】
238

【中国経済】
4,-10,-16,-18,-20,-24,-36,-88,-126,-
172,-220,-246,-262,-310,-322

【中国国家旅遊局】
266

【中国証券監督管理委員会】
258

【中国人民銀行】
24,-26,-28,-236,-238,-240

【中国版バーゼルⅢ】
240

【中国標準化研究院】
70

【中国民航総局】
222

【中国郵政法】
82

【駐在員事務所】
38,-40,-42,-48,-222

【中小企業】
26,-42,-90,-92,-226,-236,-240,-264,-
286,-320

【中小企業分類基準規定】
90

【中国工程院】
312

【中国日本商会】
4,-10,-62,-70,-76,-88,-90,-92,-96,-184,-
272,-276

【中国保険監督管理委員会】
242,-244,-246,-248,-250

【著名商標】
56,-132
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【チルド網】
86,-102,-104

【賃金上昇】
12,-20,-22,-50,-284,-306

【通関業務の不統一性】
178

【通関の効率化】
32

【通関許可】
30

【通関書類】
32,-34,-274

【通関手続きの複雑性】
178

【通行証】
226,-228

【停電】
118,-274,-276,-300,-302,-306,-324,-326

【手続きの簡素化】
6,-10,-32,-138,-140,-212,-252,-276,-320

【鉄道貨物輸送】
82,-86

【鉄道部】
82,-86

【電気自動車】
118

【電気通信機器】
76,-90

【電子情報製品汚染制御管理弁法 
( 中国版 RoHS)】
62,-64,-176

【電力制限】
290,-294

【電力の安定供給】
118,-320

【電力不足】
116

【統一的運用】
6,-12,-32,-176,-300

【投資性公司】
174,-272,-276,-288,-292,-294

【投資の許可範囲】
244

【透明化 ( 透明感 )】
20,-50,-72,-76,-82,-84,-86,-90,-94,-
146,-216,-218,-258,-260,-292,-294

【道路貨物輸送】
82,-86,-104

【都市維持建設税】
40

【土地管理】
286

【特許出願件数】
52

【特許審査】
12,-54

な行

【内外価格差】
222

【内国民待遇】
248,-252,-274

【内陸部】
148,-164,-172,-178,-230,-232,-322,-
324,-326

【二酸化硫黄】
58,-60,-160

【二酸化炭素排出量の削減率】
60

【二重払い】
12,-50,-122,-290

【2012 年政府調達の業務プラン】
92

【日中航空交渉】
220

【日中租税条約】
212

【日中特許審査ハイウェイ ( 日中 PPH)】
12,-54

【日中貿易】
30,-82

【日本食品】
82,-286

【入札制度】
142,-144,-146,-314

【入札募集・入札法】
14,-88,-90,-94

【入場料 ( 進場費 )】
206,-224,-234,-292

【農業】
18,-48,-68,-74,-238,-242,-248,-278,-
284,-310,-312

は行

【バーコードシステム】
86,-180

【排ガス基準】
82,-86,-276

【排ガス規制】
86

【排気規制】
184

【廃棄電器電子製品回収処理管理条例
( 中国版 WEEE ) 】
14,-62,-64,-168,-176

【ハイテク企業認定管理弁法】
78

【バラつき】
226,-248,-264,-306

【判断基準】
46,-72

【販売業許可制度】
144

【非課税業務】
40

【非化石エネルギー】
60,-116,-118

【批准書】
134

【非製造業企業】
30

【人手不足】
298,-306

【標準化技術委員会】
66

【標準化体制】
66,-68

【標準化事業発展第 12 次五カ年計画】
66

【品質検査機関】
134

【品質管理基準】
134,-144

【品質発展綱要】
66

【PE( 恒久的施設 )】
38,-314

【物価上昇】
12,-16,-18,-20,-24,-26,-28,-50

【物価水準】
18,-24,-28

【物流園区】
12,-32,-180,-280,-282

【物流業】
14,-80,-82,-84,-86,-102,-104,-288

【物聯網】
192

【不動産交易局】
126

【不動産市場】
18,-120

【不動産抑制策】
240

【ブランド】
54,-56,-132,-150,-182,-186,-234,-310

【分公司 ( 支店、支社 )】
32,-86,-96,-120,-122,-170,-198,-210,-238,-
240,-244,-248,-250,-258,-292,-294,-304,-316



338

【文書】
6,-30,-32,-38,-40,-70,-76,-90,-92,-120,-
174,-180,-212,-286,-294,-298,-312

【米国】
20,-30,-108,-112,-114,-130,-158,-172,-
192,-206,-216,-218,-244,-246,-250,-
254,-256,-278,-298

【北京市】
42,-46,-76,-92,-228,-230,-272,-274,-
276

【貿易黒字】
18,-30,-298

【法人格】
14,-32,-70,-96,-296

【法制度整備】
30

【法整備の推進】
196

【保税区 ( 保税地区 )】
12,-30,-32,-40,-178,-180,-280,-282,-318

【保税物品】
40

ま行

【マクロコントロール ( 政策 )】
18,-24,-160

【マクロ政策】
24

【窓口一本化】
72

【窓口担当者 ( 職員 )】
36,-126,-128,-224,-226,-274

【実入りカボタージュ規制】
218

【模倣行為】
52,-56,-186

【模倣品】
52,-54,-56,-102,-104,-132,-134,-144,-
148,-150,-172,-176,-180,-198,-200,-
202,-204,-206,-280,-282,-294,-300

や行

【輸出加工区】
84

【輸出還付税率】
30

【輸出規制】
32,-112,-114

【輸出許可証】
108,-110

【輸出増値税】
32,-134,-186

【輸出入管理】
32,-52,-56,-138,-228

【輸出入申告】
12,-32,-180

【輸出入手続き】
30

【輸送機関】
80

【輸入規制】
82,-100,-102,-104,-204,-206

【輸入延払可能金額】
32,-34

【預金準備率】
24,-26,-28,-236,-240

【抑制政策】
124,-126

ら行

【ライセンス】
34,-52,-54,-56,-74,-78,-86,-178,-190,-
196,-204,-256,-258

【リサイクル】
14,-64,-132,-160,-290,-292

【リベート】
234

【レアアース】
32,-112,-114

【連結納税制度】
36,-170

【労働契約法】
42,-44,-48,-50,-180,-292,-294

【労働コスト】
22

【労働紛争 ( 争議 )】
42,-44,-46,-48,-306

【労務コスト】
10,-286

【ワッセナーアレンジメント】
180


